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はじめに
Introduction

　AFVモデルの製作で重要な工程であるチッピングやサビなどのウェザリ
ング表現は、我々AFVモデラーたちが最も好むテクニックのひとつといえ
るでしょう。
　ただ、モデラーの皆さんの中には自国の軍隊に入隊して戦闘車両と時
を過ごした経験を持つ人 も々いるかもしれませんが、多くの方々は実物の
戦車を見たこともないでしょうし、ましてや第二次世界大戦で使用された
車両や戦車となればなおさらです。
　しかし、実物を見たり触れたりしたことはなくとも、想像力をはたらか
せて自分が製作している車両がどのような経験をしてきたのかを考えるこ
とは誰にでもできます。
　しかしなぜここまで、このマシーンたちは我 に々興味をもたせるのでしょ
うか？

　人によって生み出されたデバイス（装置や機械）が常にもつ本質的な
美しさ以外に、自然が作り出す雨や泥、雪、埃などは誰もが見て、経験
をしたことがある環境でしょう。これらは世界中で見ることができる共通
の要素であり、モデラーたちはこの環境が車両に与える効果を、ウェザリ
ングとして模型上に反映させることを楽しみとしているのです。この世の
中にあるすべての物に影響を与える“自然”という要素が我 を々つなげてい
るものなのです。

　チッピングや退色した基本塗装、サビ表現などは作品に生命を与えて
くれますが、その作品の信憑性は我々の想像力と、迷彩パターンを選ん
で塗装する技術にかかっているともいえます。これは我々が作る作品の
土台となるものであり、これから最高の楽しみがはじまる所なのです。
　この段階でやっと作品が完成した姿を想像でき、他のモデラーの作品
との違いが明白になってきます。
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　本書では、単色のシンプルなものから、多色で形成される複雑なパタ
ーンものなど、さまざまなタイプの迷彩の塗装法を説明します。
　境目の塗り分けがシャープなものもあればボケ足があるもの、またその
ボケ足にも強弱があり、それぞれ塗る方法も変わりますが、もし基本とな
るこれらの迷彩塗装がリアルなパターンで施されていなかったとしたら、
そのあとにいくらウェザリングを重ねてもその不自然な部分のすべてを補
うことはできません。塗料の希釈度や実際の塗り方も作品の仕上がりを
左右する重要な要素で、そのいちばん最初のステップともいえる塗装工
程でつまづいてしまわないように詳しく解説することを心がけました。

　現代のモデリング界では、通常の塗り方以外でも作品に独特の個性
を与えるさまざまな塗装テクニックが生み出されています。ザビエル・ゾ
ルダー氏によるモジュレーション塗装やホセ・ルイス・ロペス氏が得意と
するブラック＆ホワイトでの光と影の表現方法などはミリタリーモデリング
の塗装技術に新しい流行をもたらしてくれました。これらのテクニックも
基本塗装の段階から施しておくことで、作品の仕上がりに強いインパクト
をもたらす効果のあるものです。すでに彼らの塗装法を解説しているすば
らしい書籍が存在しているので、ここでは詳しいディテールには触れませ
んが、オリジナリティーに溢れる彼らの作品のいくつかも見てみましょう。
迷彩塗装に強い影響を与えるウェザリングのフィルターやウォッシング、
また油彩を使った表現などはAFVモデリングではいちばん楽しめる工程
でしょう。短時間で効果的な演出ができるこのテクニックもたくさんの作
例を使って紹介します。

　私がいちばん情熱をかける模型製作工程は常に塗装でした。とくにウ
ェザリングのステップで、車両にリアルな表現を加えている時が製作中で
いちばんリラックスして楽しめる、最高な時間なのです。この本で紹介す
る優れたモデラーたちの作品を含めた多くの作例から塗装とウェザリング
の本当の楽しみを感じてもらえれば嬉しいです。
　さぁ一緒に、プラスチックの塊に命を吹き込んでいきましょう。
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迷彩塗装
4

AFVモデリングテクニックエンサイクロペディア1では基本塗装やプリシェード、
ハイライトなどのエアブラシを使った色々な車両の演出方法を紹介しました。今回、
本書で取り上げるのは多色迷彩の塗装法とその塗装に施すチッピングや退色表現
などのウェザリング方法です。また独特の雰囲気を車両に与える冬季迷彩や砂漠
迷彩などの塗装方法とそれぞれに対応した演出方法も解説していきます。迷彩塗
装の仕上げなどには欠かせないエナメル系塗料によるフィルターやウォッシングの
方法にも触れて、多色で構成される迷彩塗装をさらに魅力的に演出してみましょう。

4.1　迷彩塗装を施す際に参考となる資料と材料
4.2　多色迷彩塗装の配色
4.3　チッピング
4.4　エナメル系塗料、油彩での演出方法
4.5　冬季迷彩
4.6　砂漠迷彩
4.7　プライマー色と露出した金属面の仕上げ



4.1
迷彩塗装を施す際に参考となる資料と材料
MATERIALS AND REFERENCES FOR CAMOUFLAGE PAINTING

　迷彩塗装をはじめる前に、まずは参考となる資料や、使用
する工具などを見ていきましょう。複数の色が使用された迷彩
塗装や冬季迷彩、また砂漠などの過酷な環境で運用された車
両を演出するための退色した迷彩色などをリアルに再現する
には、参考となる情報を集めておくことがとても重要なのです。
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1. クッキリとシャープな塗り分けの迷彩パターンを塗装する際にはマスキング
テープやマスキングシートを使うとよいでしょう。またテープが貼りにくい部分に
は液状のマスキングゾルなどが便利です。ハサミやデザインナイフを使えばマ
スキング材を好きな形に切り出すことができます。直線を正確に出したいときは
金属製の定規を使いましょう。

3. 境目にボケ足のある迷彩塗装をしたいのならばマスキング用パテ
が最適でしょう。ポスターなどを壁に貼る時に使用する粘着性パテ（ブ
ル・タッグ）なども使用可能ですが、模型塗装専用に開発されている
マスキング用パテは粘着力が調整されているので貼りやすく、塗装し
たあとに剥がす際にも塗膜を痛めず、簡単に剥がすことができます。
繰り返し何度でも使うことができるのも特長のひとつです。

5. リアルなチッピングと傷を再現するには、実際に塗膜を剥がしたり傷つ
けたりすることがいちばんでしょう。特別に調合されたチッピング液を使え
ば様々な形状の塗膜の剥がれを再現することができます。塗膜を剥がすと
きに使用する道具によって、大きく剥がれた箇所から細い傷まで施すことが
できます。

2. 幅の細いテープも何種類か用意しておくと様々な形状の部品や塗装面に対応すること
ができます。

4. 迷彩塗装の際に頻ぱんに使われる道具がエアブラシです。迷彩パターンの種
類や、製作する模型のスケールなどに合わせてノズルサイズの違うエアブラシを揃
えておくと良いでしょう。1/35スケールであれば0.3㎜と0.2㎜の2種類があれば
ほとんどの迷彩パターンに対応できるはずです。
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4.1.1 道具と材料
　ここでは迷彩塗装をするために必要な工具や材料を紹介します。こ
れらを使用することでしっかりとシャープに塗り分けされたパターンや、
色同士の境目がボカされているタイプなど、様々な迷彩塗装を再現す
ることが可能になります。それに塗膜が剥がれた状態を再現するチッピ
ングや傷などを施すことで、リアルな表現ができるのです。



6. 迷彩塗装には塗装色やパターンが数多くありますが、模型用塗料のな
かにはそれらに合わせた専用のカラーセットも発売されています。こうした
製品の場合、その迷彩に必要な色がすべてセットになっているケースが多く、
わざわざ持っているカラーを混ぜあわせて調色する必要もなく便利です。

8. フィルター液は迷彩塗装のトーンを変化させます。それぞれの迷彩塗
装に合わせてフィルター液をセットしている製品もあります。WWⅡのドイツ
軍、連合軍のオリーブドラブ、デザートイエロー、冬季迷彩などのよく見ら
れるものであれば、ほとんど迷うことなく揃えることができるでしょう。

10. 油絵の具（油彩）類は様々な表現を可能にしてくれます。アモ・バイ・
ミグヒメネス製のオイル・ブラッシャーは油絵用の通常の油彩とは違い、油
分が少なく、希釈度も模型の塗装に最適となるように調整されています。
色も多く揃っており、部分的に迷彩塗装の色味を変化させたり、ハイライト
やシェードとなる個所も作り出すことができます。また色味の変化だけでは
なく、錆びや泥汚れの表現など、ウェザリングも可能なのです。

7. 水を使ってふき取ることができるように調整されているアクリル塗料も
あります。これらを使えば退色した基本色や雨などで剥がれてしまった冬季
迷彩、デザート迷彩などをリアルに再現することができるでしょう。

9. ウォッシュ液は車両のディテールやパネルラインに流し込むようにして立
体感やコントラストを作り出します。これらもフィルター液と同様にそれぞ
れの迷彩の色味に合わせて調色されたものが揃っています。
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1. インターネット以外にも軍用車両専用のガイドブックや書物が多くあり、こ
れらは検証の信頼性の高いものが揃っています。カラー写真であれば迷彩のパ
ターンや色もしっかり見て取れることも多くあります。

2/3/4. 市場には多くの資料本があり、特
殊なものも含めてほとんどの軍用車両に特化
した資料が塗装図を含めて手に入ります。迷
彩塗装やマーキングだけを取り扱ったものも
あるので、参考にしてみましょう。

5/6. 資料本を情報源とする場合に重要な
ことはその迷彩塗装に対しての情報量の多さ
です。塗装する車両の使われた年代と地域、
そしてその迷彩が塗装された色味が必要最低
限の情報です。インターネットで入手するイ
ラストや画像の品質は低かったり、小さすぎ
たりする場合もあるので注意しましょう。

7/8. 迷彩塗装のパターンと色味の参考と成
る以外にも、クオリティーの高い画像が掲載さ
れている資料はチッピングなどのウェザリング
を施す際のとても良い参考にもなるのです。

　たいていのキットに付属する塗装指示書（組み立て説明書
を含む）にはいくつかの迷彩塗装のバリエーションが紹介さ
れています。しかし、製作する模型にオリジナリティーを持
たせたいのならば、ほかの資料を参考にするなどして独特
の迷彩塗装を楽しんでみましょう。現在ではインターネットも
様々な画像が豊富に検索でき、とても良い情報源となってい

ます。ソーシャルネットワークやモデリングに特化した掲示
板、Webサイトなどでも多くの迷彩塗装に関した情報を手に
入れることができます。あふれるほどの情報量ですが、しっ
かりと検証され、信頼性が証明されている情報を見極めるこ
とが難しい場合もあるので注意しましょう。
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4.1.2 迷彩塗装の資料



4.2
多色迷彩塗装の配色
MULTICOLOR CAMOUFLAGE SCHEMES

　ここでは、何色か使って塗装された迷彩のパターンを見て
いきます。塗り分け（色の境目部分）がハッキリと描かれてい
るもの、ボケ足が強い、あるいは弱いもの、斑点状のものや、
曲がりくねった細い線で描かれているタイプなど様々な迷彩
を塗装してみます。

12



1. 最初のステップは迷彩パターンの輪郭を描くことです。丸筆を使うとキレイ
な線を正確に描くことができるでしょう。あまり細い必要はありませんが、穂先
がまとまっている新しい筆を使うようにしましょう。

4. それではこのティーガーⅡを例に、シ
ャープに塗り分けられた迷彩の塗装方法を
見ていきましょう。まずはレッドプライマー
色が塗装された上からエアブラシを使って
ダークイエローとオリーブグリーンの迷彩
を塗装します。

2. 輪郭を描き終えたら、その内側を塗っていきます。輪郭を描いたものとは
違い、少し太めの平筆を使えば素早くキレイに塗装できるでしょう。一度で塗り
つぶそうとはせず、何度かに分けて薄めの塗膜を重ねるように塗りましょう。濃
いめの塗料で一度に塗装しようとすると乾燥後に塗膜が凸凹になりやすくなりま
す。色によって下地の色を隠す隠蔽力が異なりますが、2、3度の重ね塗りを施せ
ば大体きれいな面となって発色します。

3. 迷彩塗装の上から施す退色表現やウェザリングに合わせて、わざと色ムラを
作り出して塗装する方法もありますが、基本的にはパターン全体を同じような濃
さでキレイに塗装することを心掛けましょう。

1.筆を使ったボケ足のない迷彩塗装

　まず最初に筆を使って塗り分ける迷彩方法を見てみましょう。
ボケ足がなくシャープに塗り分けられた塗装が再現できます。水
性アクリルやエナメル系など、筆による塗装に向いている塗料を
使用します。水性アクリル塗料は乾燥も速く、塗装の時間も短縮
されますし、リタッチや再塗装もすぐに行なうことができます。
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4.2.1 ボケ足の無い迷彩塗装
　この迷彩パターンは筆塗り、または塗装面からかなり近い距離（小
さいスケールのものならとくに）からのエアブラシ塗装で施すことが可
能です。筆だけ、筆とエアブラシ、そしてエアブラシとマスキングで
塗装する方法などいろいろとオプションがあります。それらをひとつず
つ見ていきましょう。



5. 鉛筆で塗装のガイドとなるように迷彩パターンの輪郭を描きます。力を入
れて濃く描かず、目で確認できる程度で充分です。

7. 鉛筆で描いた迷彩の輪郭をなぞるように、穂先の状態が良い丸筆でパタ
ーンを描いていきましょう。今回はエアブラシも使って塗装するので、パター
ンの外へのはみ出しがないように、太めの外郭線が必要となります。きれい
に塗りつぶされたパターンが望ましいので、輪郭線も2、３回に分けて塗り重
ねていきます。

9. 筆だけでパターンを塗る時と同じく、エアブラシも数回に分けて、色の
濃さにムラができないようにしっかりと塗っていきましょう。

6. あとで塗膜を剥がしてチッピングを施すので、迷彩塗装をする前に専用
のチッピング液をエアブラシで全体に吹き付けておきます。チッピングテクニ
ックはのちの4.3で詳しく説明します。

8. 迷彩パターンの面積が広い場合はエアブラシを使います。輪郭を描いた
線が太いほどエアブラシで塗装する際のはみ出しを防ぐことができます。
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10/11. 残りも同じように塗り分けていきます。最初に鉛筆で描かれた線
を丸筆でなぞり、内側を筆、またはエアブラシで塗りつぶします。

12. ボケ足のない、シャープな塗
り分けの迷彩塗装はこの方法を使え
ばいかなるパターンでも再現が可能
です。

13. スプリンター迷彩のようなとても複雑な迷彩パターンはエアブラシを
使わずに、すべて筆塗りで塗装するといいでしょう。迷彩のパターンが複雑
になればなるほど、品質の良い細筆が必要となります。常に穂先の状態が
良い筆を使いましょう。先端がバラけている筆では思ったようなパターンを
描くことはできません。それではロシアングリーンで基本塗装されたIS-
152の上からブラック、ブラウンとサンド色を使って多色迷彩にしていきま
す。

14. 迷彩パターンの面積が広い場合は輪郭を描いてからそのなかを塗り
つぶしていく方法を取りましたが、このようなこまかい形状のパターンの場
合には、迷彩パターンをそのまま筆で描いていきます。
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