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ⒸArk Performance／少年画報社・アルペジオパートナーズ

2013年に放送された、TVアニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』
。
３DCGで
作られた艦船による海戦アクションが描かれた本作は、ちまたの海洋アクションものと
は一線を画している部分がありました。ひとつは、登場する艦船は第二次世界大戦中の
艦艇をモチーフとしているものの、いずれもヴィヴィッドなカラーリングに彩られ、ビ
ーム兵器や「超重力砲」といったSFめいた武器を有していたこと。そしてもうひとつは、
艦船にはそれぞれ「人格」があり、それを具現化した美少女たち……すなわちメンタル
モデルが設定されていたこと。このふたつの要素により、本作は「自立意思を持つハイ
テクノロジー艦同士が戦い、傷つけ合いながらもときには悩み、そして和解の道を探る」
という独自のドラマツルギーを獲得。ファンはメンタルモデルを通して戦う意味を考え
たり、劇中で活躍する艦船にシンパシーを覚えたりといった、多種多彩なリアクション
で『アルペジオ』という作品に愛着を持つようになったことは、すでにご存じのとおり。
本書は、模型情報誌『月刊モデルグラフィックス』に掲載された『アルペジオ』シリ
ーズの艦船模型作例をピックアップしてまとめたものです。ときに勇ましく、ときに悲
哀を背負って戦った、気高く美しい艦たち──本書はそんな彼女たちの立体物としての
魅力をお伝えすること、そして、“どうやったら彼女たちの模型を作れるのか？”という
悩みを解消することを目的として模型作例を厳選して掲載いたしました。本書を通じて、
『アルペジオ』ワールドの模型にもっともっと興味を持っていただければ幸いです。
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原作ファンをも唸らせた意欲作

突如として現れた謎の勢力「霧の艦隊」

の圧倒的武力によって、人類が海洋から閉

め出された世界。謎めいた少女・イオナの

導きにより“霧”の潜水艦イ４０１の艦長

となった青年・千早群像は、人類の未来を

賭けた戦いに身を投じていく……。

●美少女＋戦艦モチーフの先駆け的存在で

発売中 税別1万8000円
販売元：フライングドッグ

あるＳＦ海洋漫画
『蒼き鋼のアルペジオ』（
『ヤ

2013.10 ～ 12 放送

ングキングアワーズ』／少年画報社刊）を

TVアニメ

●『蒼き鋼のアルペジオ
–アルス・ノヴァ-』Blu-ray BOX

原作とするＴＶアニメーション『蒼き鋼の

『天体
アルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』は、

戦士サンレッド』
、
『ダンガンロンパ 希望の

』といっ
The Animation
たヒット作で知られる岸誠二（監督）
、上江

学園と絶望の高校生

洲誠（シリーズ構成）コンビを中心に、
『ブ

ラック★ロックシューター』など、３ＤＣ

Ｇを使ったアニメーションを得意とする制

本作最大の特徴は、当時画期的とも言え

作会社・サンジゲンが制作した作品である。

たその高度なセルルックモデリングだろう。

それまで囁かれてきた「ＣＧアニメは人間

の描写が不得手」という常識を覆し、手描

きアニメと比べても遜色がないほど柔らか

なキャラクター表現を獲得。
３ＤＣＧが得手

とする緻密なメカニック表現と、漫画的キ

ャラクターの融和を実現した圧倒的なビジ

ュアルは、放映直後から大いに反響を呼んだ。

が監
また、原作者である Arc Performance
修したアニメ版独自のシナリオも、本作の

見所のひとつだろう。壮大な規模で描かれ

た原作漫画を全 話という限られた尺で表

現するため、原典のエッセンスは残しつつ

もさまざまな設定が加味された。なかでも

中盤のエピソード以降は原作とは物語が完

全に分岐しており、キリシマとハルナが群

像率いる「蒼き鋼」へ合流する、イ４０１

とタカオが合体した“アルス・ノヴァ”モ

ードの登場、漫画に先駆けて大戦艦コンゴ

ウとの対決が描かれる……など、終盤は原

作読者にとってもサプライズな展開が多く、

■

漫画からのファンも新鮮な気持ちで視聴で

きる作りになっていた。

CHECK!
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『蒼き鋼のアルペジオ
-アルス・ノヴァ-』

2潜水艦イ401
■TVシリーズ全12
話 を 収 録 し たBluray BOXが発売中。
アニメの再放送時に
追加制作された番組
内CM枠の短編アニ
メ『霧くまｓ』も全
編収録!!（※初ビデ
オ化）

用語解説
った人類の前に突如として現れた、自立可動
型の戦艦群。第二次世界大戦で活躍した艦艇
に似せた外観を取っているものの、その内実
はオーバーテクノロジーの結集体であり、
「ア
ドミラリティ・コード」と呼ばれる謎の規範
に導かれるまま、圧倒的な戦力を持って人類
勢力を海洋から駆逐し、世界を分断した。

1千早群像の前
に現れた潜水艦

戦艦ヒュウガのメンタルモデル。自分を打ち負かし
たイオナを慕う。
5重巡洋艦タカオとそのメンタル

イ401のメンタルモデル。群像の意思に従い、同
族である霧の艦隊と戦う。2群像に委ねられた潜水

モデル。群像を憎からず思っているが、素直になれ
ないツンデレ。
6大戦艦ハルナとそのメンタルモデ

艦。必殺の超重力砲を搭載。3戦艦キリシマのメン
タルモデル。イ401戦の敗北によりボディを失い、

ル。キリシマとともにイ401と対峙、のち仲間に。
7日本を包囲する“霧”を指揮する大戦艦コンゴウ

熊のぬいぐるみ・ヨタロウを代替の体とした。
4大

とそのメンタルモデル。イ401と死闘を演じた

・メンタルモデル
人類との決戦時、自らの機械的思考による戦
術・戦略性の欠落を感じた霧の艦隊によって
作り出された人型の端末であり、
各艦の「核」

1

メンタルモデル イオナ

・霧の艦隊
地球温暖化による海面上昇で大きく陸地を失

であるユニオンコアを収納している、実質上
の本体。このユニットを介することにより人
間の感覚・概念・文化を獲得することに成功
し、各艦ごとの「個性」が生み出された。
・超重力砲
霧の艦隊の大型艦艇（大戦艦、重巡洋艦クラ
ス）が所持する、重力子を利用した主砲。そ
の威力はクライン・フィールド（バリア）を
たやすく貫くほどだが、発射の際は艦体が展
開し、巨大な砲塔・砲口を露わにするため隙
が生まれる弱点も。一般に“霧”の小型艦艇
には搭載されていない装備だが、イ401は
撃破した大戦艦ヒュウガの超重力砲を回収、
無理やり艦体に収めて運用している。
・バイナルパターン
“霧”に所属する艦艇の表面に浮かび上がる
輝く紋様。紋様の形状は艦ごとに異なってい
るものの、姉妹艦には類似性が見られる。

4

7

6

5

3

アニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』シリーズ

これまでの歩みを振り返ってみよ～

TVアニメ全12話の放送後、ファンの声援を受けて再放送が行なわれ、
さらには劇場版が２作も制作された『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノ
ヴァ-』。多彩なグッズ展開や声優陣によるボーカルユニットのアルバム
の相次ぐリリースなどさまざまな広がりを見せた『アルペジオ』ワール
ドですが、ここではアニメの展開をかんたんに振り返ってみましょう

TVに劇場版２作……
私たちもいろいろ
あったのよね～

ⒸArk Performance／少年画報社・アルペジオパートナーズ
ⒸArk Performance／少年画報社
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1コンゴウ型大戦艦の２番艦で、ナガラ級軽巡「ナトリ」、

な性格。姉のコンゴウを堕落させたイオナを敵視する

◀現在でも手に入りやすいＢＤ
通 常 盤 を ど う ぞ。１ ０ ５ 分 の 本
編はＴＶアニメ全 話の出来事
を見事にまとめているので、お
さらい用にもピッタリ

ノヴァ‐ ＤＣ』はＴＶ版全 話を再編集し、

あたる本作『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・

アルス・ノヴァ‐』劇場版二部作。前編に

に企画が始動した『蒼き鋼のアルペジオ ‐

●ＴＶアニメの大反響を受け、間髪入れず

交渉は決裂。戦闘が勃発してしまう……。

堕落させた艦体として警戒していたため、

イは、イオナのことを姉妹艦・コンゴウを

ミラリティ・コードの規律を盲信するヒエ

群像とイオナは対話を試みるものの、アド

前に現れた。霧の艦隊と人類の共存を望む

艦ヒエイが、突如としてイ４０１クルーの

長と称する、特異なメンタルモデル・大戦

旗艦であり、自らを「霧の生徒会」生徒会

コンゴウ出奔後の東洋方面第一巡航艦隊

ＴＶ最終回後の動乱を描く

販売元：フライングドッグ

約 分の新規映像を追加した作品である。
日本近海ではなく北極圏を舞台に、新キ
ャラクター・ヒエイの登場を含め、アニメ
版最終回直後からはじまる新たな展開が語
られた。また、物語ラストではヒエイのも
とに「霧の生徒会」メンバーが集結。顔見
』
せ程度の登場ではあったが、
次作『 Cadenza
の期待を煽る構成となっていた。

収入１億円を突破し、そ

なお、本作は封切りから２週間で興行
の後 館以上の劇場で追
加上映が決まるなど、単

メンタルモデル イオナ

1

2 I-401
(Combined;YAMATO)

霧の生徒会
3

発売中 税別1万円
発売中 税別5000円
●DVD
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なる総集編映画にとどま
■

物語を締めくくる「お祭り騒ぎ」

辛くも大戦艦ヒエイの攻撃を切り抜けた

イ４０１クルーが見たものは、世界に同時

発信された、群像の父である千早翔像と超

戦艦ムサシが発した全人類への降伏勧告で

あった。動乱のさなか、ヒエイは直属の艦

隊である「霧の生徒会」の面々を招集し、

イ４０１への逆襲作戦を開始する。アドミ

ラリティ・コードの代弁者たるムサシの真

意とは、そして謎めいたメンタルモデル・

イオナに秘められた過去とは……。人類の

未来を賭けた戦いは、ついに核心に至り、

終幕に向かって突き進んでいく。

●劇場版二部作の後編『蒼き鋼のアルペジ

』は、全編
オ ‐アルス・ノヴァ‐ Cadenza
新作映像で構成されたアニメシリーズ完結

編となる作品。最大の見どころをあげるな

らば、やはり最後を締め括るにふさわしい

ド派手な海戦シーンだろう。総登場するメ

ンタルモデルたちの総力戦からはじまり、

ニメでは見られない奇抜な戦い、極めつけ

「艦船同士の白兵戦」というおよそほかのア

にはまるでロボットアニメでも観ているか

の合
のような ‐I 401 (Combined ; YAMATO)
体変形など、バラエティに富んだ海戦の釣

瓶打ちは観客に息をつく暇も与えない。ま

た、これまでの物語に散りばめられていた

さまざまな伏線も余さず回収した完成度の

高い脚本も見事であり、ビジュアル的にも

シナリオ的にも、ファン大満足の見事な大

団円となった一作だといえるだろう。 ■

◀本編約１０４分を収録。上江洲誠
（構

成・ 脚 本 ）、 興 津 和 幸（ 千 早 群 像 役 ）、

山 村 響（ ハ ル ナ 役 ）
、 福 原 綾 香（ ミ ョ

ウコウ役）でおくるオーディオコメン

タリーは声優ファンならずとも必聴

◀アニメの原典となったArk Performanceによる漫画『蒼き鋼のアルペジオ』。物語の全体的なニュアンスこそアニメと同じであるものの、登場人物や設定などの細部が少しずつ
異なっており、アニメを先に視聴したファンも問題なく楽しむことができるだろう。'17年６月現在、『ヤングキングアワーズ』（少年画報社）で第2部が連載中。単行本既刊14巻

5

『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ
–アルス・ノヴァ- Cadenza』
●Blu-ray通常盤（写真）
発売中 税別6000円
●初回生産限定特装版Blu-ray
発売中 税別1万円
●DVD 発売中 税別5000円
販売元：フライングドッグ

12

らないムーブメントを見
せ た。

『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Cadenza』
完全新作でアニメシリーズ堂々完結!!

4
5

『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ

CHECK!
2メンタルモデル ヒエイ

-アルス・ノヴァ- DC』
●Blu-ray通常盤（写真）発売中 税別6000円
●初回生産限定特装版Blu-ray

40

TVシリーズを再編集＋大戦艦ヒエイが初登場
『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- DC』
「ユラ」を伴ってイ401に戦いを挑んだ。2「生徒会長」
を自称し、“霧”の風紀を取り締まろうとする生真面目

1劇場版『DC』
、
『Cadenza』にあわせて衣替えをしたイオナ。
2
本編の終盤で披露したイ401の新たな姿。超戦艦ヤマトの兵装を受
け継いでおり、
「ミラーリングシステム」などの比類なき戦力を有
する。
3大戦艦ヒエイ率いる「霧の生徒会（=東洋方面第１巡航艦隊）
」
の面々。副会長・ミョウコウ、会計・ナチ、書記・アシガラ、ハグロ、
。
4超戦艦ヤマトのメンタルモデル。
“霧”の総旗艦を務めていたが
……。
5すべての“霧”を率いる超戦艦ムサシのメンタルモデル。
人類に対して降伏勧告をつきつける千早翔像とともに現れた

CHECK!
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劇場映画
第１弾
1大戦艦ヒエイ

2015.01公開

劇場映画第2弾 2015.10公開

艦船模型用ツールガイド
艦船模型に必要なツールをチェックして
精度の高い模型を作りましょう

ニッパー、カッターナイフ、接着剤があればプラモデルは組み立てられま
すが、よりよい作品を作りたいなら工具もこだわりたいところ。ここでは、
キレイに仕上げるためにそろえておきたい艦船模型用工具を紹介します

切る
パーツを切り離すなど、プラ
モデル製作はまず「切る」と
ころからはじまります。なに
ごともはじめが肝心、できる
だけよい道具を選びましょう

ニッパー

ピンバイス

●ニッパーは100円均一ショップなどでも手
に入りますが、模型店で入手できる「プラモ

パー（かわりに太いパーツの切断はできない）
、
金属パーツの切り出しに特化し、なおかつ切

デル専用ニッパー」のほうがパーツへの負荷

断面が平滑になるゴッドハンドのメタルライ

がかかりにくく、切断面もキレイです。包丁
とまな板の要領でカットし非常に切断面がキ

ンニッパーなど用途別にさまざまなニッパー
がありますが、最初の１本には切れ味、価格、

レイ、こまかなパーツへの余計な負荷がかか

耐久性などのバランスがよい、タミヤの薄刃

りにくいゴッドハンドのアルティメットニッ

ニッパー（ゲートカット用）がオススメです

▼精密ピンバイスD
タミヤ
税別1300円

●艦船キットではパーツ分割、バリエ
ーション展開などの都合や、ディテー
ルアップパーツ取り付けのために、パ
ーツに穴を開けなければならないこと
があります。その際には「ピンバイス」
と呼ばれる手回しドリルを使用します。
タミヤの製品は付属のドリル刃固定具
「 チ ャ ッ ク 」 を 交 換 す る こ と で0.1〜

▲アルティメットニッパー
ゴッドハンド
税別4800円

▲メタルラインニッパー
ゴッドハンド
税別2700円

3.2㎜までの各種ドリル刃に対応。本
製品の場合ドリル刃は別売りになって

▲薄刃ニッパー
（ゲートカット用）

いますが、極細ドリル刃セット、ベー
シックドリル刃セット（タミヤ 税別
各1400円 ） の2種 類 を

タミヤ
税別2400円

用意しておけば、艦船模
型のみならず、一般的な
模型製作にほとんど不自
由しないでしょう

模型用ノミ

デザインナイフ
●「デザインナイフ」はオルファ社の製品名ですが、本書
では同様のナイフを総称して「デザインナイフ」と呼びま

▼モデリングチゼル1
（模型用ノミ平細）

削る
切り出したパーツを整形する
のが「ヤスリ」です。目のこ
まかさや使用場面でさまざま
な種類があり、使いわけが効
率的な製作のカギになります

す。軸がペン状で操作性がよく、刃先がぐらつかないため、
パーツの整形やエッチングパーツの切り出しなど、こまか

ハセガワ
税別1500円

●エッチングパーツには、パーツ表面のモールド
を削り取ってから取り付けるようになっているも
のがあります。そんなときにピンポイントでモー
ルドを削り取るのに便利なのが模型用ノミです。
木工用のものよりも、幅が1㎜や2㎜といった、精
密模型向けに特化したもののほうが周囲を傷つけ
ることなくピンポイントでの削り作業が可能。よ
り手早く、よりキレイに作業を進めることができ
るようになっています

▲モデラーズナイフ
タミヤ
税別740円

▼パーツ整形や合わせ目を消すときなどに使用する、耐水性
のサンドペーパー。ベースが紙なので、必要に応じてさまざ
まなサイズに切り出すことができます。番手と呼ばれる数字
が小さいほうが研磨剤の粒が大きく、切削性が高くなります
が、キズが残りやすくなります。反対に大きな数字の番手の
ほうが表面が平滑になりますが、切削性は低くなります。荒
いものでおおまかに削り、じょ
じょにこまかいものに切り替え
るのがキレイに製作するコツ。
艦 船 模 型 を 作 る 場 合 は#400、
#600、#800、#1200を用意
するといいでしょう

な作業に活躍するナイフです。替刃は多めに用意してお
き、切れ味が少しでも鈍ったら交換するようにし
ましょう。切れ味の悪い刃は工作の精度を
下げるうえ、余計な力をかけるよ
うになりケガのもとです

▼ヤスリスティック ハード
ウェーブ
税別各300円

◀正確に平面を出しながら削
りたい場所には、指の力が不
均等にかかりやすい紙ヤスリ
は不向きです。そこでこちら
の製品のように、紙やすりの
裏に硬い板が貼られた「あて
ヤスリ」を使うと力が均等に
伝わるようになり、平面を出
しやすくなります。紙ヤスリ
と 同 様 に、#400〜#1200
程度を揃えるといいでしょう

◀フィニッシングペーパー
タミヤ
税別各120円
▶研磨スポンジシート
タミヤ
税別各280円

#400の磨き跡

#800の磨き跡

▶スポンジシートに研磨剤が塗布されたもの。
曲面によく馴染み、また弾力のあるスポンジ
が指先の力を分散してくれるので、ヤスりが
けをしたい面に均等に力を伝えることができ
ます
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貼る

瞬間接着剤

プラスチックパーツや金属な
ど、さまざまな素材をどのよ
うにつなぎ合わせるか、接着
剤の特性を知り使いわけるこ

スチロール樹脂専用接着剤
●プラスチックパーツ同士の接
着にはプラモデル向けのスチロ

▼ロックタイト ジェルプラス 10g
ヘンケルジャパン
オープン価格

ール樹脂専用接着剤を使用しま
す。瞬間接着剤などと比べて接

とが重要です

着にはやや時間はかかりますが、
プラスチックを溶かしてパーツ
を一体化するため、接着し、溶
剤が完全に揮発したあとの強度
はバツグンです。また、接着剤

▲金属製パーツやレジンキャストパーツはスチロール樹脂専
用接着剤では接着できませんので、瞬間接着剤を使用します。
▼粘度が少なく、数秒程度で
硬化する瞬間接着剤。毛細管

がハミ出しても乾燥後は周囲の

こちらは粘度が高く、完全硬化まで数分程度を要するゼリー

プラスチックとまったく同じ材

状瞬間接着剤。部品に塗布して貼り合わせるといった用途に

質になっているので、接着部分
とパーツ部分の硬さの差が切削

便利な接着剤です

作業の妨げになりません。左に

現象で隙間に流れ込みやすい

挙げた高粘度タイプの接着剤は、

ので、ゼリー状瞬間接着剤と ▼瞬間接着剤x3S ハイスピード
適材適所で使い分けましょう。 ウェーブ
写真は製品同梱の極細ノズル 税別450円

パーツに塗布してから貼り合わ
せる、一般的な「のり」と同様

を装着した状態。艦船模型に
はこまかいパーツも多いの
で、このようなノズ
ルが便利です

▲Mr.セメント

▲タミヤセメント（角）

GSIクレオス
税別150円

タミヤ
税別200円

D

▶黒い瞬間接着剤
ウェーブ

C

の使い方ができる接着剤です

B

A

税別1200円
▶一般的な瞬間接着剤と比べて盛りつけしやすく、切削性も良好
な瞬間接着剤。接着というより、パーツとパーツのあいだに発生
する「合わせ目」などを埋めるために使用するものです。こうい
った用途には一般的に「パテ」を使いますが、それに比べ硬化が
速く作業がスピーディーに行なえる、溶剤がじょじょに揮発する
ことで起こる「ヒケ」が起こりにくいなどのメリットがあります

Aタミヤセメント（流し込み
タイプ）

あると便利な硬化促進剤
◀瞬着硬化スプレー 徳用［低臭タイプ］
ウェーブ
●「硬化促進剤」は、吹きつけた場所にある瞬間接着剤を瞬時に
硬化させ、周囲が白くなってしまう「白化現象」の低減に役立ち
ます。また作業と作業のタイムラグをかなり減らせるので、用意
しておくと非常に便利です。ただしプラスチックや塗膜を侵すこ

その他 ピンセット
切る、貼る、削る、基本工作
の補助に使う工具も便利なも
のが数多くあります。とくに
こまかなパーツが多い艦船模
型ではピンセットは必須です
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税別340円
CMr.セメントS
GSIクレオス
税別250円
DMr.セメント リモネン系
GSIクレオス
税別280円

も先端のズレにつながりますので、
肉厚のものを選ぶとより安心です。
模型用の1000円前後以上の価
格のものを選べば一般的な艦船模
型製作には充分ですが、とくに精
密な工作を好むモデラーは、スイ
スのDUMONT（デュモン）など
時計修理用ピンセットを使用した
り、ステンレス製エッチングパー
ツを扱うときには磁化しないチタ
ン製ピンセットを使用するなどと
いったことも行なっています

●こちらはパーツ同士を先に
合わせておき、隙間に付属の

イプ（BC）などがあります。
やや特殊なのがDで、オレ

筆で少量を流しこむことで接

ンジの皮などに含まれる「リ

着するタイプの接着剤です。
貼り合わせタイプの接着剤と
比べて接着剤のハミ出しが少

モネン」という物質がスチロ
ール樹脂を溶かすことを利用
したもの。接着剤特有の臭い

なく、キレイに仕上げやすい
特徴があります。乾燥速度が
やや遅めで、接着剤を流し込

が「オレンジの香り」に置き
換わっており、臭いを気にせ
ず作業することができます。

んだあと位置を調整すること

またこの「リモネンタイプ」

が可能なもの（A）
、流し込
んだらほぼタイムラグなく乾
燥し、作業の待ち時間をかな

は、ラッカー系塗料の塗膜を
侵さずスチロール樹脂だけを
溶かすという特徴ももってい

り減らすことができる速乾タ

ます

エッチングベンダー
エッチングパーツの
加工に便利なアイテム

▲精密ピンセット
ストレートタイプ／ツル首タイプ
タミヤ
税別各1400円
●精密な艦船模型の製作では、機
銃やエッチングパーツ、デカール
貼りなどの精密作業にはピンセッ
トを使用します。
ピンセットを選ぶポイントは、
なによりもまず先端の合わせの精
度が高いこと。先端がズレている
ピンセットは、部品に対して垂直
に力が伝わらず、こまかなパーツ
を掴んだときに飛ばしてしまうこ
とが起こりやすくなります。また
ピンセット全体がねじれやすいの

税別300円
Bタミヤセメント（流し込み
タイプ）速乾
タミヤ

税別1600円

とがあるので、吹きつけすぎには注意です

タミヤ

▶エッチングベンダー
タミヤ
税別2000円

●エッチングパーツの切り
出しはニッパーよりも、刃
をこまめに換えながらデザ
インナイフでゲートを切断
するのがオススメ。その際
下敷きはカッターマットで
はなく硬めの、左写真のア
クリル板などを使用すると
うまくいきます。また、エ
ッチングパーツの丸め加工
には弾力のあるゴムがオス
スメ。必須アイテムではあ
りませんが、ホームセンタ
ーでそれぞれ数百円程度か
ら入手可能なので揃えてお
いてもいいでしょう

◀HGフラットノーズ
プライヤー
ウェーブ
税別1380円

●『蒼き鋼のアルペジオ』キット
には標準で付属していることも多
いエッチングパーツ。正確に曲げ
るためには「プライヤー」
「エッ
チングベンダー」という工具を使
用します。折り曲げた際金属が弾
力で戻ることも考慮した台形カッ
トで、
90度の曲げに対応したタミ

ヤ「エッチングベンダー」
、先が
幅広で、手すりパーツなどを折り
曲げるのに便利な、ウェーブ「フ
ラットノーズプライヤー」などの
使いわけもキレイに仕上げるコツ。
一般的なラジオペンチは、すべり
止めがエッチングパーツを傷つけ
るので使ってはいけません

市販エッチングパーツを駆使して
1/700「蒼き鋼 イ401 初心者〜中級者向け
How to
“アルス・ノヴァ”モード」
を
単行 本 例
お手軽に作ってみよう!!
起こし作
新金型で作りやすい
オススメのキット

◀蒼き鋼のアルペジオ -アルス・
ノヴァ- №15 蒼き鋼 イ401“ア
ルス・ノヴァ”モード （1/700
発売中

税別5900円）

■この形態のために新開発された
キット。巡航形態と超重力砲発射
形態で組み換え可能、今回はより
複雑な発射形態固定で製作します

製作・文／みっくす

青島文化教材社の「1/700 蒼き鋼 イ401“アルス・ノヴァ”
モード」は、重巡タカオと潜水艦イ401が合体した姿を再現して
います。製品は機銃など一部を除いて新規開発されたキットなだ
けあってとても組みやすいパーツ構成ですし、サイズ的にも中規
模クラスなので製作の手馴らしにはもってこい。ここでは撮りお
ろしの写真とともに、『アルペジオ』キットの醍醐味「超重力砲
発射形態」の作り方をご紹介するのでぜひ参考にしてください（通
常の潜水艦イ401の組み立てtipsについてはP23をチェック）

艦 体の
製作

用意した
アフターパーツは
こんなカンジ!!

◀『アルペジオ』キットの場
合、「バイナルパターンデカ
ールはいつ貼るか」が常に焦
点となります。手順を誤ると

1

後戻りできないので、今回は
熟考の末に艦体（ボディ）製
作→艦体塗装→バイナルパタ
ーンデカール貼り→艤装パー

ルアップをするために以下のアフターパーツ
を用意しました
1フジミの「日本海軍重巡洋艦 高雄 専用エ
ッチングパーツ」
（税別1800円）
。イ401
“ア
ルス・ノヴァ”モードはタカオ≒高雄が組み

2

3

4
◀次はゲート（切り取り口）
の整形。まずはデザインナイ
フで切り残したゲートの部分
を削り取ります。切れ味の悪
いナイフを使うと手が滑って
事故のもとになるので、少し
でも切れ味が鈍ったなと思っ
たらすぐに替えの刃に交換し
ましょう

でもムリに使わなくても
イインダヨ!?

●今回は、中級者でもできる範囲でディテー

ツの組み付け→エッチングワ
ーク→仕上げ塗装、という手
順で製作することとしました

◀パーツをランナーから切り
取る手順を説明しましょう。
精密ニッパーを使って、パー
ツとゲートが接している部分
ではなく、そこから少しだけ
離れた部分を切ります。ゲー
トを僅かに残して切り取るの
がコツです。パーツが大きい
ので、作業中に自重でランナ
ーからちぎれてしまわないよ
うに注意します

作り ♯１

5

込まれたような外見のため調達。もちろんメ
ーカーが違うこともあり今回のキットにバッ
チリ適合するわけではないのですが、手すり
やカタパルトなどが手っ取り早くディテール
アップできるのでチョイスしました
2ヤマシタホビーの「1/700 ８インチE型
砲塔セット」
（税別1000円）
。キット付属の
主砲塔の代わりに使うことで気軽にディテー
ルアップできます
3ジ ョ ー・ ワ ー ル ド の エ ッ チ ン グ パ ー ツ
「JPE38 ジャッキステー」
（税別1500円）
。
煙突のジャッキステー部分をこのエッチング
パーツに取り替えます
4アオシマの「潜水艦 イ400＆イ402」セ
ット（税別3800円）に付属するイ400型
用のエッチングパーツ。もちろん「潜水艦
イ401」付属のものでも構いません（内容は
イ400＆ イ402の 付 属 品 と 同 じ で す ）
。イ
401の面影を残している部分のディテール
アップに使えます
5精密な造形で取り替えるだけで精密感を高
められるファインモールドのナノ・ドレッド
シリーズ。
「WA13 八九式12.7㎝高角砲」
（税別1200円）
、
「WA21 九六式25㎜単装
機 銃(リ ニ ュ ー ア ル 版 ）
」
、「WA24 九 六 式
25㎜連装機銃（防盾付き）(リニューアル
版）」
、
「WA25 九六式25㎜三連装機銃(防
盾 付)(リ ニ ュ ー ア ル 版 ）
」
（いずれも税別
1300円）の４種を用意しました
●これらのディテールアップパーツはいっさ
い使わなくてもキットはちゃんと完成します。
少しステップアップしてみようかな、と思っ
たときの参考にしてください
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◀ゲートを切り離したら、板
に貼った紙ヤスリ（写真はウ
◀艦体の合わせ目に流し込み
接着剤を流して、パーツを貼
り合わせたらしばらく放置し
て接着剤が完全に乾くのを待
ちます。艦体はズレたりすき

ェーブのヤスリスティック
ハード♯600）で切り口を
ていねいにヤスりがけをして
仕上げます。この作業を施す
ことでパーツの切り口がなめ

間ができると修正しづらいの

らかになり、パーツ同士を接

で、乾燥中はクランプや輪ゴ

着したときにも合わせ目がピ

ムを巻いて固定するのがよい

ッタリと閉じるようになりま
す。たった数㎜のパーツのズ

でしょう。乾燥したら中央に
ある合わせ目に耐水性サンド
ペーパーをあててキレイに消
していきます

レでも見栄えが大きく左右さ
れてしまう艦船模型では必須
の作業といえます

◀ ま ず は 艦 体 パ ー ツA1と
A2を貼り合わせますが、艦
◀♯600の耐水性サンドペ
ーパーをかけて、合わせ目を
消したところ。しっかり接着
できていればパテなどはいり
ません。こういう力のいる作

潰さないために一部ゲートが
アンダーゲート方式になって
います。ここを見落とすと合
わせ目がピッタリ閉じなくな

業はこまかいパーツを付ける
前に済ませてしまいます

るので、デザインナイフでゲ

◀ひとまず艦体の各パーツは
この状態まで接着してしまい

◀艦体パーツの上に接着する
板状のパーツは裏側に丸い押

ます。甲板と船体両側面のパ

し出しピン跡が見えます。ほ
かにもこういうパーツはいく

ーツはそれぞれ違う色で塗装
しますが、どのみちマスキン
グすることになるので接着し
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尾部分の表面のディテールを

ートをキレイに処理します

つかありますが、全体的にほ
ぼ見えないので無視してもよ

てカタチにすることを優先し
ます

いですし、気になったらヤス
リがけで消しましょう

◀▲イ401とタカオの接続
部付近のラッタルは、設定画
を見ると垂直ではなくもう少
し立体的。丸で囲んだ製品の
モールドを削り落とし、あと
でエッチングパーツ製のラッ
タルを取り付けます（エッチ
ングワーク時に貼ります）

◀この作業は飛ばしてもらっ
て構いませんが、キット付属
の飾り台は置くだけなのでし
っかり固定できず、高さも低
いので自作の支柱に固定でき
るようにしています。艦体下
部に２㎜の穴を開け、内部に
ナットを仕込んでネジで固定
します。白い部分はナットを
固定しているプラスチック材
です

◀また、設定画ではラッタル
の付近に窓が左右2箇所ずつ
あるので、Φ１㎜ピンバイス
で開口します

◀艦体を裏返した状態。内部
に仕込んだナットを使って自
作したジョイントをネジで固
定、それに直径２㎜の真ちゅ
う線を差し込んで支柱にして
います

塗装
◀ここまでの工作が終わった
ら、艦体部を先に塗装してし
まいます。艦体部は数色で塗
り分ける必要があるので、こ
まかいフィンや艤装パーツを
装着する前に塗装すると効率
よく進められます。まずは設
定画とキットの塗装指定とを
見比べながら、数色の青色を
用意します

◀甲板上に4箇所ある高角砲
の台座は色の違うフレームの
パーツを挟み込んで接着する
ため、フレームの一部を切り
欠いて後ハメできるようにし
て塗り分けを楽にしています
（写真右が切り欠いた状態）

▲高角砲台座は正面（舷側）に合わせ目が2段できるので
ペーパーがけをして消しています。また、側面の一段奥ま
ったところにも合わせ目ができるので0.3㎜のプラ板を幅2
㎜に切ったものを被せて隠しています（画像左側）

▲艦体のおおまかなブロックの整形が終わったので、塗装
に入ります。まずは甲板色をエアブラシで塗装。組み立て
説明書の塗装指定ではウッドブラウンになっていますが、
明度と彩度を下げるためにグレーを足しています

◀艦首部分の組み立ては説明
書ではちょっと取り付け位置
がわかりづらいですが、裏か
ら見るとこんなカンジになり
ます。サイドのパネル類は塗
装後に接着します

◀塗装を終えたら、甲板色を
残したい部分にマスキングし
ていきます。カッティングマ
ットに太めのマスキングテー
プを貼って、それを定規をあ
ててカッターで短冊状に切り
込みを入れ、ピンセットで1
枚ずつ貼っていきます

◀こちらは艦橋。上部の甲板
は奥まった位置に取り付ける
ので、塗装の手間を考えて接
着しないでおきます。上部正
面と後部に合わせ目がきます
が、後部に関しては別のパー
ツで見えなくなるのでとくに
気にしません

◀貼り終わるとこんな感じで
す。こまかい部分はさらに斜
めにカットしたりしてコマ切
れにして貼ります。貼り終わ
ったら隙間ができないように
爪楊枝や綿棒などで押し付け
てパーツと密着させます。慣
れてくるとここまで貼るのに
だいたい1時間といったとこ
ろでしょうか？ 焦らずのん
びりと作業しましょう

◀艦橋後方の飛行作業甲板に
はリノリウム押さえのモール
ドが入っていますが、じつは
設定画にはありません。これ
を消そうとすると航空機運搬
軌条のレールや旋回板モール
ドなどとの兼ね合いでけっこ
う大変なので今回はこのまま
にします。完成した際にもこ
ちらのほうがディテール密度
が高くて見栄えがしてよいで
すし（汗）
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艤装やボート類はいつ塗るの？
●機銃などの武装類や、ボートなどの
こまかい艤装パーツは、艦体の工作と
塗装が終わった後に接着します。これ
らの「後で取り付ける」パーツも艦体
の工作と並行して整形を済ませておき、

◀マスキングが終わったら、

本体に接着する前までに塗装を済ませ
ておくと効率よく仕上げられます。

は艦橋構造物などに使われて

2色目を塗装します。２色目
いる
「青みがかった明るい紫」

小さいパーツは、粘着テープを貼っ

で す。
GSIク レ オ ス Mr.カ ラ
ー C5ブ ル ー を ベ ー ス に

た平らな板（カマボコ板など）の上に
並べておき、「同じ色で塗る」パーツ同

C115 RML65ラ イ ト ブ ル

士を一気に塗装できるようにしておく

ーを調色したものを一気に吹
きます

とよいでしょう

◀よく乾かしてから、先ほど
塗った部分を再度マスキング。
この状態で濃い青の艦体色
◀艦体色を塗り終えたら、再

（C5ブルー＋C72 ミディア

びマスキング。明るい青の艦
底色（C5＋C74）を塗装し

ムブルーで調色）で塗装しま
す。そこまで終わったら、塗

ます。艦体に出っ張りがある

料の乾燥後に確認も兼ねてマ

ので、一部マスキングしづら
いですがていねいに貼ります

スキングをいったん全部剥が
してみます

◀艦底色を吹き終わったらさ
らにマスキング。内部メカな
どに使われているメカグレー
を塗装します。奥まった部分
へも吹き付けるので、いろん
な角度から見て、吹き付け残
しがないようにしましょう。
ついでに同じ色のパーツもい
っしょに塗装すると手間が省
けます

◀乾燥後にマスキングを剥が
してみた状態。マスキングが
不完全なところでは塗料がは
み出している場合があります。
しかし、慌てずに……

◀グレーの塗装が終わってマ
スキングを剥がしたところ。
これで5色の船体の塗装が終
わりました。マスキングの工
程が多いですが、最初の甲板
のマスキング以外は大した手
間ではないと思います

◀塗装説明図ではわかりづら
い部分のアップ。艦体のスラ
スターまわりの窪みは設定画
では明るい紫になっています
が、手間なうえに目立たない
ので、気力があったら塗り分
けてみる程度で。スラスター
の先端も明るい紫です
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▲マスキングのはみ出たところは筆塗りでリタッチしまし
ょう。少面積ならば筆の跡も目立ちません。あとでツヤを
整えるクリアーがけを行なうので、なおさら筆のリタッチ
跡は目立ちません。このときに、
甲板上のこまかい突起物
（キ
ャプスタンやホーサーリール等）もいっしょに筆で塗り分
けてしまいましょう

