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はじめに
Introduction

　私が初めて作った模型（インジェクションプラスチックキット）はイタレ
リのクルセイダーMk.Ⅲでした。
　ボックスアートはフランシス・ヴァーリンデンによって塗装された完成
品。当時の私は、まだ彼がどんな人物であるか知りませんでしたし、彼
がどうやってそのクルセイダーを塗装して、ウェザリングを施したかなど
知るよしもありません。
　1983年当時、モデリングはまだ未知なものでしたが、若いころの私に
とってこれほど楽しめる遊びや趣味を他に見つけることができませんでし
た。組み立てが終わり、グリーンのパーツ成型色のまま形となったクルセ
イダーを見ているだけで満足でした。基本塗装をする知識もなく、持っ
ていた塗料も学校の授業で使った品質の悪いアクリルカラーだけ。これ
はとても濃度の高い塗料で、筆などで塗装すれば細部のディテールを塗
りつぶしてしまうだろうことが、当時の私でもわかるぐらいでした。
　もちろん、そのころはエアブラシという素晴らしい道具を知りませんでし
たし、持っていた筆で正しい塗装をする方法も知りませんでした。当然、
そのクルセイダーは未塗装のままデカールが貼られることとなりました。
塗装をしたほうがいいことはわかっていましたが……。
　じつはこのクルセイダーMk.Ⅲが、のちにプロフェッショナルモデラー
として数百という数の模型を作ることになる私の、初めての完成品でした。
　時代は変われど、模型をはじめたばかりのモデラーにとっての問題は
いつも同じです。そのことを忘れないよう、今も私は、ルーツともいえる
この頃作った作品のことは忘れずにいます。

　さて、雑誌や書籍などの模型関連の出版物は、ついついビギナーのこ
とを忘れがちになる傾向があります。
　しかし、ビギナーの皆さんはこの素晴らしいホビーへ身を乗り出したば
かりの大切な存在であり、模型業界はこうした人たちを取り込んで、常
に進化し、リニューアルし続けなければなりません。毎日さまざまな年代
の人々が模型製作という趣味と出会っていることでしょう。そして、その
ほとんどの人が、10年、20年前にベテランモデラーが経験したような、
同じ問題にぶつかっているはずです。
　もちろん、経験の長いモデラーであっても失敗することがあります。それ
も高度なウェザリングなどではなく、基本塗装や、サーフェイサーでの下
地処理など、製作や塗装の初期段階に発生することも少なくありません。
　基本塗装がしっかりと塗られていれば完成品のレベルを高めますが、
失敗すればその模型自体を台無しにし、作る気力さえ奪います。強い梨
地になってしまった塗装面や吹きこぼしなど、頻繁に起きるトラブルも数
多くあるのです。
　しかし、あらかじめちゃんとした知識さえ身につけておけば、起こりうる
いくつかの問題は防ぐことができるようになります。例えば、種類の違う

塗料同士の相性などを理解しておくこともそのひとつです。
　また、もっと基本的な、重要な要素もあります。たとえば車両塗装色
の選択。現在流通している模型塗料には多くのブランドがあり、それぞ
れ独自の塗料をラインナップしています。そしてそれぞれが、同じ目的の
塗料を同じような名前で発売しており、そのうちのどれを選んだらよいの
かという悩みで頭を抱えることもあります。そうした塗料の多くはメーカー
ごとにバラツキがあり、同じ名前なのに似ても似つかない色味が販売さ
れている状況といえるでしょう。
　ですから、モデラーは正しい情報を入手して、それらを塗料の選択に
生かさなければなりません。

　さてさて、AFVなどの模型を製作する際のもうひとつの基本的要素が、
車体の基本塗装を行なう前にその内側へ組み込んでおかなければならな
いインテリアの塗装と仕上げです。これは非常に注意して進めなければ
ならないステップでもあります。
　少ないとはいえ最近のトレンドとしてインテリアが完全に再現されてい
るキットが増えてきているのも事実です。それらの筆頭がミニアートやタ
コム、ライフィールドといったメーカーの製品です（訳注：近年はモンモ
デルなどもそうした傾向）。これらのメーカーは、最新考証によりとても
精密にインテリアを完全再現したキットを揃えはじめています。
　これらのキットを使えば、廃棄されたり、破壊されて内部が露出してい
る車両も再現できるようになります。ほとんどのモデラーが製作するであ
ろう「生きた車両」を作る場合に、フィギュアを活かすようにハッチを開
いた状態にしたり、単純に見所を増やすことにインテリアは活躍します。
　ところが、戦闘車両の内部はとても複雑であり、せっかく精密に再現
されたインテリアであっても正確な色で塗り分けられていなければスケー
ルモデルとしての意味がありません。
　インテリアの各部は、それぞれ使用している国の軍隊や時代により異
なる塗色だったりします。戦車だけでなく、トラックや軽装甲車両などを
加えると、相当な数の色の種類となります。これらを完全に実車同様に
再現したいのであれば、大変なリサーチが必要となってきます。
　一方で、インテリアが再現されているキットはまだ少数で、そうした工
程を練習する機会もなかなかありません。つまり、失敗から学ぶ機会も
必然的に少ないのです。

　本書ではそうした将来的な展望を踏まえ、車両の基本塗装だけでなく、
インテリアの塗装、ウェザリングによる演出方法にも多くのページをさい
ています。
　それでは、各工程を一緒に見ていきましょう。

アモ・オブ・ミグヒメネス
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1.1
製作用の工具と塗料
Tools and Materials

　プロのような塗装仕上げを目指すためには相応な工具やマテ
リアルをそろえることが必要になってきます。はじめに、エア
ブラシと筆、そしてさまざまな種類の塗料とそのうすめ液につ
いて紹介しておきましょう。
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1. エアブラシはコンプレッサーとともに模型塗装に使用する基本的な工具です。
1/72、1/48、1/35などのスケールでは0.3㎜のノズル径を持つハンドピース
でも充分基本的なカモフラージュ塗装が可能です。さらに0.2㎜径のタイプがあ
ると、細い不規則なラインや斑点パターンの迷彩塗装などのこまかなエフェクト
を表現する時に便利です。とくにミニスケールのものを塗装する際に、その効
果が大きいと言えます。

3. エアブラシに空気を送り込むコンプレッサーも重要な機材のひとつです。種
類もいろいろありますが、最初は一般的にも模型用として販売されているものを
選んでみましょう。画材用などの大型なものに比べて空気圧は低めですが、模
型を塗装するぶんには充分です。一般的にエアタンクが付いていないタイプが
多く、モーターが絶え間なく作動し続けるので、音が気になるかもしれませんが
……。

5. 筆も模型作りには欠かせないツールのひとつです。サイズが違う丸筆と
平筆が必要となります。平筆はサイズ2、4、6などが通常使用するにはよい太
さでしょう。丸筆は平筆より多くのサイズを揃えておきましょう。可能であば
サイズ4 ～ 5/0まであるといいでしょう。購入時には穂先がしっかりと整って
いるかなど毛の状態を確認するといいでしょう。

2. 比較的高価になりますが、口径サイズの異なる複数のノズルが付属し、必
要に応じて交換して使うことができる製品もあります。0.4㎜のノズルなどは
1/24や1/16といった比較的大きめのスケールモデルを塗装する際の時間短縮
にも繋がります。後の章（3.2.4）ではエアブラシの掃除とメンテナンスの方法
を詳しく説明します。

4. 充分なパワーとタンクの容量を持ったタイプのコンプレッサーが、間違いな
く模型塗装に最適といえるでしょう。通常のタイプよりは高価となりますが、静
かな動作、塗装スタイルに合わせた空気圧の調整ができるなど、利点も多くな
ります。
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6. マスキング用の素材はエアブラシ塗装を施す際に便利なマテ
リアルです。マスキングパテやマスキングテープ、液状タイプの
マスキング剤などは塗装済みの表面をカバーすることもできるの
で塗り分けのハッキリした多色迷彩を塗装する際に重宝します。
スポンジタイプの緩衝材などを開けたハッチやエンジングリルな
どに使用すれば、インテリア部分のパーツに塗料が吹き込むこと
を簡単に防ぐことができます。

8. 続いてここからは模型塗装に使用するさまざまな種類の塗料を見ていき
ます。エナメル系塗料は乾燥時間が長く、強い匂いがあるのでエアブラシで
の使用をためらうモデラーもおり、いまでは基本塗装に使用されることは少
なくなっていますが、他ではエナメル系塗料のほうが向いている工程は多々
あります。タミヤ、ハンブロールなどがエナメル塗料のなかでも入手しやす
いブランドと言えます。

10. AFVに限らず、模型塗装で多く使用されるのがラッカー系
塗料（溶剤系アクリル樹脂塗料）です。その塗膜の強さと乾燥時
間の短さから使い易く強力な塗膜が形成されます。

7. マスキングテープはカッターナイフと金定規で簡単にサイズや形が変えられるので、
いろいろなエリアに対応できます。

9. エナメル系塗料を希釈するには匂いが抑えられた専用のうすめ液
などが最適です。完全に匂いを消すことはできませんが、なかには塗
料が揮発することを抑えつつ匂いも軽減する効果をもつものもありま
す。（訳注：日本国内ではそういったエナメル用うすめ液の流通はまれ
です）
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11. ラッカー塗料も瓶の濃度そのままではなく、専用のうすめ液で希釈し
てから使用するとよいでしょう。GSIクレオスのMr.カラー、タミヤ（訳注：缶
スプレーのみ）、ガイアカラーなどがメジャーなブランドです。

12. 有機溶剤成分と匂いがほとんどなく、使用するモデラーが増え
続けているのが水性アクリルカラーです。エアブラシ塗装用、筆塗り
用と別々に調整されている製品もあります。アモ・バイ・ミグヒメネス
のラインナップはバランスよくどちらでも使用できるよう調整してあり
ます。

15. サーフェイサーとはプラスチックへの食いつきを強くするための調整が
施された特別な塗料で、基本塗装の前に模型に塗布する前提で開発されてい
ます。サーフェイサーをあらかじめ塗っておくことで、塗装時の取り回しや、
マスキングを剥がす際にも基本塗装が剥がれにくくなります。アモ・バイ・ミ
グヒメネスのサーフェイサーは塗装する基本塗装色や迷彩色に合わせて選択で
きる色のバリエーションが取り揃えられています。

16. クリアーコートは模型の仕上げに光沢をもたせたりツヤを消したりといろ
いろな用途をもっています。また塗装の工程の合間に塗装することで塗膜の保
護にもなるので、ウェザリングをはじめる前にデカールの上から吹きつけてお
くと安心です。

13. ほかの水性アクリル塗料のように
アモ・バイ・ミグヒメネスの塗料は筆塗り
する際には水でも希釈することができま
す。専用のうすめ液は特殊なアルコール
がミックスされており、エアブラシ塗装の
際に使用すると吹き付けがさらに快適に
行なえます。

14. 各社からリリースされているペ
イントセットはテーマによって何種類
かのカラーがまとめられており、迷う
ことなく必要な塗料が手に入ります。
アモ・バイ・ミグヒメネスのセットも多
くの種類のテーマでまとめられたもの
を豊富にラインナップしています。



10

1.2
塗装をはじめる前に
Preparation Before Painting

　基本塗装、あるいはウェザリングなどの作業をしている際に、
下に塗っておいた塗装が剥がれることがあります。ここではそ
うしたさまざまなトラブルを予防する準備工程を紹介します。

1. 作業する際には、薄手のゴム手袋を使用するとよいでしょう。こうして
おけば指紋や脂分を塗装面に付けることがありませんし、何より手が汚れ
ずに済みます。

3. とても小さかったり、折れやすそうなパーツは、手で持たずにランナ
ーに付いたまま塗装しておくと、部品の破損や紛失を少なくすることがで
きます。

4. 使いやすいサイズのクランプを使って部品を固定すると便利です。組み
立て後に目立たなくなる箇所を掴ませましょう。

2. エアブラシでの塗装作業ではマスクを装着することをおすすめします。ラ
ッカー塗料など有機溶剤を使う塗料で塗装するときはなおさらです。また塗
料の粒子が部屋に留まらないように換気が可能な部屋で塗装を行なうことも
非常に重要です。
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5. 爪楊枝も、とても便利で安価で手に入る模型用
ツールと言えるでしょう。とくにAFV模型では、転輪
の軸穴に挿すことで作業しやすい持ち手になります。

8. スポンジやスタイロフォームを使ったパーツ固定
台を用意しておくと、乾燥中の塗膜に傷などが付くの
を防ぐこができるでしょう。爪楊枝や、自作したハン
ドルを刺して立たせておくだけです。

11. 最初にハンドル部品にマスキングテープを１
周巻きます。１周させてテープがハンドルに固定され
たら、粘着面が表側に来るように最初の1周目とは
逆方向にテープを巻いていきます。

12. そのままテープを巻き続けます。巻きつけた
量が多いほど、このツールを使える回数が増します。

13. マスキングテープの粘着面を使ったパーツ保持
工具が完成です。使っているうちに保持力が落ちて
きたらテープを少し剥がして切り取り、新しい粘着面
を露出させればまたパーツを付けることが可能となり
ます。

9. 砲塔のような部分も、何らかの方法で固定してお
いたほうが塗装するときに塗装面に触れてしまうなど
のトラブルを回避でき、取り回しがしやすくなります。
写真では砲塔を木製のブロックに粘着ゴムで固定して
います。粘着ゴムはいろいろな部品を固定できるの
でとても便利です。

10. 最後にもうひとつ、再利用できるシンプルなパ
ーツ保持工具を紹介します。用意する物は使わなく
なった棒状の部品、またはランナー、マスキングテ
ープ、これだけです。

6. 形状的にクランプが取り付けにくいパーツは、爪
楊枝や、切ったランナーと粘着ゴム（ねり消しなど）
を利用したオリジナルの持ち手を作るなどして対処し
ます。粘着ゴムはパーツを接着するときに目立たな
い場所、または接着面などのように、のちのち塗装
をしない部分に貼り付けるようにします。

7. 粘着ゴムは大きめのパーツも固定することができ
ますが、それに応じて持ち手も長くなり、粘着ゴムも
多めに使用しなければならなくなります。
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今だからできる
模型製作資料の探しかた
　現在発売されているキットのなかには、本来の組み立て説明書のほかに塗装ガ
イドや資料が付属しているものもありますが、ときにそれが正確ではなかったり、
細部にまで行き届いたものではない場合もあります。また、「自分が製作したい塗
装例がキットにない！」ということもよくあります。そのような場合には専門誌
や書籍はもちろんのこと、インターネットなどを駆使して、あなたが製作したい、
あるいは製作中の車両の画像やユニークな迷彩を施した車両の画像、動画などを
探してみるのもひとつの楽しみ方かもしれません。

近年ではありとあらゆるテーマや車両に関する詳しい資料が市場に溢れています。それらには写真だけでなくカラーイラストや、特定の車両の塗装につ
いて時間をかけて詳しく研究されたデータなども含まれています。こうした書籍や資料本は貴重な情報源となるのはもちろん、製作する上でとてもよい
インスピレーションを与えてくれるでしょう。1

模型だけでなく、軍事関連に特化した
雑誌なども実車に関するとても良いリ
ソースとなってくれます。なかには車
両だけでなく、それらが作戦行動して
いる場所のカラー写真も掲載されてい
ることでしょう。雑誌に書籍のような
詳しいデータがまとまって記載されて

いることは稀ですが、なんといって
もそのコストパフォーマンスは無

視できないものです。

2

3今はインターネットだけに限ったとしてもかなりの情報が手に入る時代。インターネットでは多
くの画像や実際にその車両が活動している動画などがすぐに見つかります。しかし書籍や雑誌な
どと比較すると信頼できる情報源とするには難しい場合もあります。アップされているのが正し
い情報なのかどうかの確認をすることは、個人のブログや誰でも書き込みが可能なフォーラムな
どでは難しいものです。しかし、素早くお手軽にいろいろなことが分かる情報源としてはたいへ
ん魅力的であり、情報の真贋を見極める力を付けてうまく活用していけばよいでしょう。
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