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❼コクピットの取り付け
🅿🆃
◎空中給油プローブ収納or展開
・使用部品
B1  B20⇔D32  B7  B11  B18

❾可変翼基部の組み立て１
🅿🆃
・使用部品
B4  A3  A4  E25×2  2-6丸ビス
×2  2mmワッシャー×2

⓫インテークランプの組み立て
🅿
・使用部品
《L》：D4  E10  E13
《R》：D9  E10  E13

⓬胴体下部の組み立て
🅿🆃🅳🅵🅲
・使用部品
C1  G56×2  B12  A5  A6

《⓫L》  《⓫R》

⓭主脚収納庫の組み立て
🅿
・使用部品
G47  G49  G41  G43  G46  
G48  G40  G42  B8  B9  PC

❿可変翼基部の組み立て２
・使用部品
A9  2-6丸ビス×2  2-8丸ビス×1  
2-4丸ビス×1  ❾

❽コクピットフレームの取り付け
🅿
・使用部品
H6  D18  ❼

❻前脚収納庫の取り付け
🅿
・使用部品
G38  G39  ❺  ❹

❺前脚収納庫の組み立て
🅿
・使用部品
G35  G37  G34  G36  G55 

❹コクピット側面の取り付け
🅿
・使用部品
H25  H26  H11
H21  H22  H23  H24

❸メーターパネルの取り付け
🅰🅿
・使用部品
K13  H32  H33  H34

《レーダーコントロールスティック》
H35  K17

❷計器板の組み立て
🅰🅿
・使用部品
《前席計器板》K11  K12  H17
《後席計器板》K18  H31  J2

■このチャートはタミヤの組み立て説
明図から構成したものです。塗装指示
のある工程は略号と地色によって表示
していますが、こうすると塗装指示の
頻度の高いことがわかります。

❶コクピットの組み立て
🅿
・使用部品
H7  H16  H30  H2  H3
K16  H29  H27  H28

　本書はタミヤ1/48 傑作機シリーズ No.114
1/48 グラマン F-14A トムキャットを製作す
るためのガイドブックです。多くの組み立
てキットの説明書は、塗装を前提とした構
成になっており、中でも飛行機や自動車な
ど、完成後に一定の範囲で内部が見える構
造のアイテムは、組み立てたあとに色を塗
ることが出来なくなる場合があります。こ

うした失敗のないように説明図では段階的
に「組む」➡「塗る」あるいは「塗る」➡「組
む」の指示が繰り返されますが、これをど
うまとめるかがポイント。本書ではこうし
た工作のヒントとなるよう、工程を追って
説明していきます。まずは下記チャート図
をご覧いただき、作業内容を整理しておき
ましょう。

まず最初に組み立ての流れと手順を
理解するために、組み立て説明図を
確認しておくことが大切だ

⓮胴体の組み立て
🅿🆃
・使用部品
B17  B19

⓴主翼の組み立て
🆃🅰
・使用部品
《L》：A2  A8
《R》：A1  A7

エンジンノズルの取り付け
🆃🅿
・使用部品
《L》：K5  K7  K3  K9
《R》：K4  K7  K3  K8
D25  D26  

⓲機首の取り付け
🅿🅳
・使用部品
❽  ⓱  D17

エアインテークの取り付け
🆃🅿🅰
・使用部品
《R》  B3  K15  《L》  B5  K14

⓰エアインテークの組み立て
🅲🅿🅰
・使用部品
《R》：《⓯R》  D16  D15
《L》：《⓯L》  D3  D14

⓯インテークダクトの組み立て
🅿
・使用部品
《R》：D11  D13  K10
《L》：D10  D12  K10

表内略号凡例
🅰：デカール貼付
🅲：切り取る
🅳：穴を開ける
🅵：凹モールドを埋める
🅿：塗装指示
🆃：削り取る
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はじめに

㉕右主脚の組み立て：R
🅿🅰
・使用部品
G5  G12  G14  G8  G10  G24  
G4  E8  E9  G2  G23

右主脚の組み立て：L
🅿🅰
・使用部品
G6  G11  G13  G7  G9  G25  
G3  E8  E9  G1  G22

㉗主脚の取り付け
・使用部品
㉕  ㉖

㉘主脚カバーの取り付け
🅿🅰
・使用部品
H20  H18  H19、G27  G29  
G28  G26  G31  G33  G30  G32

㉔前脚カバーの取り付け
🅿
・使用部品
《L》：G45  G51
《R》：G44  G50  E2

前脚の取り付け
🅿（🆃）
・使用部品
K1  K2  G53  G52    

㉒前脚の組み立て
🅿
・使用部品
G19  G20  G21  G16  G54、
G17  G18  J4  E7×2

主翼の取り付け
・使用部品
  《L》  《R》

㉛パイロンの組み立て
🅰
・使用部品
《L》：D5  D8  E20
《R》：D6  D7  E20
Ⅰ、Ⅲ:《L》  E21  E22、《R》  
E21  E22
Ⅱ:《L》  E19  D29、《R》  E19  
D30

㊳人形の製作
🅿🅰
・使用部品
《パイロットの組み立て》
E24  H14  H15  E23

《RIOの組み立て》
E24  H12  H13  E23

㊲シート等の組み立て
🅲🆃🅿🅰
・使用部品
《射出座席の組み立て》
〈F3  F4  F5  F1  F2  F6  F7〉×2
《グレアシールドの組み立て》
J1  K6、H10  H36

㊱垂直尾翼の取り付け
🅿
・使用部品
《L》：D21  D23
《R》：D22  D24

㉟ミサイルの取り付け
Ⅰ〈多目標対処時〉：AIM-7E スパ
ロー×2  AIM-9G/H サイドワイン
ダー×2  AIM-5A フェニックス×4
Ⅱ〈防護戦闘空中哨戒時〉：AIM-7E 
スパロー×4  AIM-9G/H サイドワ
インダー×4
Ⅲ〈甲板発進迎撃時〉：AIM-7E ス
パロー×3  AIM-9G/H サイドワイ
ンダー×2  AIM-5A フェニックス
×2

㉞増槽の取り付け
🆃🅿🅰
・使用部品
A：E5  E15  E15
B：E6  E15  E15
D19  D20

㉝ミサイルの製作
🅲🆃🅿🅰
・使用部品
《AIM-7E スパロー》：Z14  Z15×
2  Z17×2  Z16×2

《AIM-9G/H サイドワインダー》：
Z4  Z11  Z2×2  Z12

《AIM-5A フェニックス》：Z6  Z7  
Z5×2  Z9×2  Z8×2

㉜パイロンとパレットの取り付
け
Ⅰ〈多目標対処時〉：㉚《L》《R》  ㉛

《L》《R》  Rear×2
Ⅱ〈防護戦闘空中哨戒時〉：㉛《L》《R》  
Ⅲ〈甲板発進迎撃時〉：㉚《L》《R》  
㉛《L》《R》

㉚パレットの組み立て
🅰
・使用部品
《前部フェニックスパレット》
《L》：E26  D27
《R》：E26  D28
《後部フェニックスパレット》
〈E26  E14〉×2

㉙水平尾翼の組み立て
🅿🅰
・使用部品
〈E28  E29〉×2、㉘

㊴人形の取り付け
🅿🅰
・使用部品
E27×2  《射出座席》×2  《パイロ
ット》  《RIO》、E1  E11  《グレアシ
ールド》

㊺エアバッグ／シーリングパネ
ルの取り付け
🅿
・使用部品
〈主翼前進状態〉：B14  B15  B24  
B23

〈主翼後退状態〉：B13  B16  B21  
B22

㊹キャノピーの取り付け（開状
態）
🅲🅿
・使用部品
H1

㊸キャノピーの取り付け
🅲🅿
・使用部品
J5  E2  E4×2

●デカールの貼付
●スミ入れ、ウェザリング

完成

㊷キャノピーの組み立て
🅿
・使用部品
J6  H4  H5  H8  H9

㊶機首右側部品の取り付け
🆃🅿
・使用部品
E1  E11  D2 or D1  E12、D34  
D33

㊵機首左側部品の取り付け
🅲🅿🅰
・使用部品
B2  B6  B10  B25
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■必要な塗装色を準備する。また、搭載武装
の選定をあらかじめ行ない、ミサイルや増槽
の要不要をチェックしておく

■塗装に影響を残さずに、まとめて組み立て
が行なえる工程を、説明図から読み解く

■同一色で塗装が可能なパーツをまとめ、組み立てが可能な部分はすべて組み上げてお
く。説明図では後半に組み立て指示のあるシートやフィギュアなどもここで作るといい⬇

⬇

⬇

⬇

■塗装を行なう。塗らなければ組めないパーツへのコクピット色塗布、それに加えて細
部の塗り分けや必要ならばスミ入れなども行ない、計器板へのデカール貼付も済ませる

■塗装を行ったパーツを組み上げて、バスタブ状の形に組み立てる。ここまでの工程は
説明図のプロセスを若干入れ替えるのみ。もっとも時間を要するが楽しい工程でもある

■シートやフィギュアの塗装や、コクピットフレームやグレアシールドなどコクピット
関連パーツの塗装、デカール貼付などをこの段階で済ませておいてもいいだろう

キットは３機体から選択して製作できるよう
にデカールが用意されている。まずどの機体
を作るかを決めて、作業の方針を確定しよう

　部位ごとに塗装して組み立て、完成させたものを組み込みながら
次の段階に進むというのが飛行機模型の基本的な製作手順。当然そ
こから大きく逸脱するような進行で製作方法を改編することはでき
ないが、前見開きページで見たように、組み立て説明図の通りに作
業を進めると、ほとんどの工程に塗装と組み立てが並行して存在す
ることがわかります。そこで意識しておきたいのが、同種の作業を
なるべく一度にまとめて進めるということ。たとえば、同一の色を
なるべく一度にまとめて塗装することが出来るように段取りしてお

けば、塗装という作業そのものよりも、これにともなう準備や後片
付けの煩雑さも最小限となり、その結果として作業効率が格段に向
上することは間違いありません。順を追っての説明図中の塗装指示
は、あくまでもエラーを避けるための覚え書きであると認識してお
き、工程を単純化再構成しましょう。それにしても、可変翼機であ
ることを最大限に活かして、塗装後に最終アッセンブルできるよう
に考慮したタミヤ・キットの設計の見事さには、改めて感心します。

第84戦闘飛行隊CAG機

第2戦闘飛行隊所属機

イラン空軍所属機

コクピットの組み立て

コクピットの最終アッセンブル

コクピット・ユニット完成

コクピットの塗装

組み立て説明図を理解したら
塗装と組み立ての行き来を最少化し
作業効率最適化を検討してみる
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■完成しているコクピット・ユニットを組み込む形になるので、前脚収納部も含めて、
塗り忘れやパーツの付け忘れがないか、確認する。追加工作は形状的に難しいので注意⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

■胴体内側へ組み込める状態にまで組むが、コンプレッサーファンのパーツはここでは
まだ接着しないでおく。ファンは別個に塗装を済ませておくといい

■インテークダクト内側の塗装は、あらかじめ行なっておいてもよいが、コンプレッサ
ーファンを付けなければ、まとめての塗装が可能となる

■インテーク周辺、内側などの塗装はこの時点で済ませる。主脚内壁パーツも仮組みし
て一緒に塗装しておく。なお接着面にあたる部分には塗料がかからないよう注意する

完成

機首の組み立て

エアインテークの組み立て

胴体上面・下面の組み立て

インテークダクトの組み立て

■胴体下面は、選択した機体に応じて穴開けの指示があるので、忘れないように開口し
ておく。不要なモールドのトリミング、埋めるなどは上下接合前に行なうほうがいい

■各翼は貼り合わせ式だが後付けが可能になっているので、もっとはやい時点で組み立
て加工を行なっておいてもよい。エンジンノズルは組み立て前に内側の塗装を済ませる

■ミサイルの組み立ては同じものを複数組み立てることになるので、気合いののったと
きにボツボツと進めておくといい。脚とタイヤは塗装の関係で別個に組んでおくこと

主翼／尾翼類、エンジンノズルの組み立て

ミサイル／パイロン／各脚と脚庫ドア類の組み立て

■透明部品を扱うことになるので、他の作業とは切り離して行なったほうが注意力が散
漫にならなくてよいだろう。特にパーティング処理をする場合、それのみに集中しよう

■胴体の上下を接合し、ここに問題なく機首が収まるかを確認しよう。パーツの精度が
高いため嵌め合わせはタイトで、接着面に塗料が付いていると影響が出る可能性がある

■機体に主翼が問題なくはまるかどうかを確認したうえで、エアバッグとシーリングパ
ネルの開用、閉用が問題なく収まるかどうか、この段階で確かめておこう

胴体の組み立て

機首と胴体の接合

インテーク・ユニットと胴体上下内側等の塗装

キャノピーの組み立て

■機体表面、接着線の消し忘れなどを再度確かめてから、表面のホコリや削りカスなど
がないようにきれいにしておく。マスキングののち、ユニットごとに機体塗装を行なう

■塗装が終わったら、デカールを貼る。コーションなど非常に多いので時間を充分にと
ってゆっくりと作業をしよう。貼付したらデカールが充分に乾燥するまで寝かせておく

■好みに応じて、実機写真などがあればそれを参考にスミ入れ、汚れなどを表現する。
また、作業中に生じた汚れやマスキングからの吹き漏れはウェザリング前に修正する

エアバッグ／シーリングパネルの嵌合確認

デカールの貼付

ウェザリングとリタッチ、細部の塗装

最終アッセンブルを行なう

全体の塗装

はじめに
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▲専用のホルダーにマジックテープでヤスリを固定するスジ
ボリ堂「マジックヤスリ」。▼フィニッシャーズの「アブレシ
ート」は柔軟な素材による布ヤスリ。これらは、目詰まりし
ても水洗いが可能、つまり水研ぎにも対応します。写真左端
はウェーブの「ヤスリスティックHARDタイプ」、写真左はゴ
ッドハンドの「神ヤス!」。基本的に研磨作業はこれでOKです

切断・切削工具

切削・研磨工具

製作に必要な工具や
あると便利な材料・用具を紹介。
まず製作準備を抜かりなく、ね

アートナイフ
●ゲート跡の処理や削り取る指示のある加
工、ちょっとしたパーティングラインの切
削加工、あるいはマスキングテープの切り
出しなど多用途に使用できるナイフ。通常
のカッターナイフでもかまいませんが、も
ともと細密な切り出し作業に対応するよう
刃とグリップの角度が工夫されているもの
ですから、刃のぶれがなく、刃先への力が
伝わりやすくなっています。写真はタミヤ

の「モデラーズナイフ」です。グリップに
転がり防止用タブがついており、不慮の落
下を軽減できます。もちろん他社の製品で
もかまいませんが、いずれも刃の切れ味が
少しでも鈍ってきたと思ったら即交換、刃
は消耗品です。切れ味が落ちると余計な力
を入れてしまい勢い余って削りすぎること
もあり、ときには怪我につながることもあ
るからです

紙ヤスリ、布ヤスリ、スポンジ布ヤスリなど
●最近の組み立てキットの場合、金ヤスリを使用するような
シチュエーションはほとんどなくなりました。金ヤスリは切
られた目に方向があるため用い方を誤ると加工面に深い傷を
残すことがあり、使用にはそれ相応の経験が必要です。とく
にスチロール樹脂は軟らかいため、傷付きやすかったのです。
紙ヤスリのような研磨材を接着したヤスリは、加工方向に制
限がないので、均質な切削・研磨加工が可能です。模型製作
には最適といえるもので、最近はさまざまな柔軟度の「あて板」
にあらかじめ貼付された形態の商品が模型用として多数販売
されていますので、何を選ぶかに迷うほどです。本書で使用

したのは基本的にウェーブの「ヤスリスティック」の
HARDタイプです。番手は400、600、800番の3種類
もあればOKでしょう。細形、先細型はお好みで選べます。
また仕上げ磨きやクリアーパーツの処理などに「ヤスリス
ティック・フィニッシュ」もあるとなおいいでしょう。ま
た必須ではないですが、適度なやわらかさで面に馴染むの
で、曲面へのヤスリがけに便利なゴッドハンドの「神ヤス」
各種や、耐水性が高く水研ぎに適したスジボリ堂の「マジッ
クヤスリ」600、800番や、フィニッシャーズの「アブレシ
ート」などもあると作業効率はアップすることでしょう

ニッパー
●プラスチック専用の、薄刃タイプ
のものであれば基本的にはなんでも
OK。本書作例ではゴッドハンドの

「アルティメットニッパー」（左）を
使用しました。これはもっぱらゲー
トのパーツ際切断専用とし、ランナ
ーごと切り取る必要がある場合には
写真右の匠「極薄刃ニッパー」を使
うといいでしょう。切れ味が悪いニ

ッパーでパーツぎりぎりを狙ってゲ
ートを切断すると、切り口を押し潰
したり引きちぎるような状態になり、
後々パテ埋めなどの余計な手間が増
えることもあります。切れ味のよ
いニッパーであれば切断面がフラ
ットになり、後処理が非常に楽
です
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工具　工材　マテリアル

接着剤

保持工具

研磨仕上げ材 穴開け用工具

スチロール樹脂用接着剤など
●F-14のキットはスチロール樹脂の
インジェクションプラスチックパーツ
なので、基本的に下のスチロール樹脂
用接着剤2種あれば対応可能です。基
本は左下の速乾タイプ、無樹脂溶剤型
のいわゆるサラサラタイプを流し込ん
で使います。パーツの接合面精度が高
いので、有効です。強度が必要な部分
には樹脂分を含有したトロトロタイプ

のものを使いますが、最近のものは溶
剤の揮発が速いので手早い作業が必要
でしょう。またクリアーパーツの接着
などには、右のハイグレード模型用セ
メダインを使えば接着面が白く曇らな
いのでオススメ。この接着剤はウレタ
ン樹脂エマルジョン系接着剤で、スチ
ロール樹脂を侵すことはありません

瞬間接着剤、硬化促進剤
●瞬間接着剤はもちろん本来は接着に使用するものですが、ここ
では接着というよりも、合わせ目に生じた不必要な隙間や、凹モ
ールドを埋める場合のプラ用パテがわりに使用すると便利です。
瞬間接着剤は種類が多く用途や容量が多岐にわたりますが、模型
用としては粘性が低めで硬化の速いウェーブの「×3S ハイスピ
ード」が手軽です。また「瞬着硬化スプレー」と併用することで
ほぼ待ち時間なしで切削作業が可能となります

ピンセット
●こまかいパーツの保持や、デカールの貼りつけなどに地味に活躍するピンセット。
先端が合っていてパーツをしっかり保持できるものが理想的ですが、ストレートタ
イプ、ツル首タイプ等の先端形状や、スプリング感が強いもの、弱いものなど多種
多様で、また保持に必要な力加減は人それぞれなので、模型用として販売されてい
るもののなかから自分の使いやすいタイプを見つけてください

精密ドリル刃とピンバイス
●F-14のキットでは、搭載武装の組み合わせにもよりますが、直径1㎜、1.2㎜、1.5㎜の3種類
の穴あけ指示があります。アタリ穴はありますが、千枚通しのようなもので突くのではなく、
切削穴開けが可能なドリル刃とピンバイスの用意を忘れないようにしましょう

ドライバー
●可変翼のスムーズな可動を実現するために、フレームは接着と
ネジ止めが併用されます。タミヤ製キットではミニドライバーが
同梱されることも多いですが、F-14Aのキットには付属していな
いので、こちらもあらかじめ用意するのを忘れないように

コンパウンド
●キャノピーのパーティングラインを消す
なら必須といえるのがコンパウンド。ペー
スト状や液体など仕様が何種類かあり、ま
た紙ヤスリのように研磨粒子のサイズによ
って番手があります。本書作例では仕上げ
用の超細目コンパウンドであるハセガワの

「セラミックコンパウンド」1種類のみを使

用しています。柔らかい布などにつけてパ
ーツを磨きますが、ティッシュペーパーな
どの紙類は意外に傷を付けやすいので注意。
最近は磨き専用の布なども発売されており、
よりキレイな仕上がりを目指すなら下写真
のような専用品を用意しましょう
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塗装用具

塗装補助具

塗装、デカール貼付に必要な材料や
あると便利な工具・用具を紹介。
ここでも準備を抜かりなく、ね

エアブラシ用ハンドピース
●本書の作例では、塗装にはおもにエアブラシ・システムを利用、
ごく一部に筆塗りを併用しています。エアブラシはご承知のように
エアコンプレッサーとハンドピースによる塗装システムです。一般
的には上付きのボタンを押し込んでから手前に引くと塗料が噴霧さ
れるダブルアクション式が、空気と塗料の流量を指先の感覚で微妙
に調整でき、繊細な吹きつけが可能となります。ただ、今回製作し
たF-14Aの場合は、それほどこまかな塗装作業を必要としないこ
と、そして大面積を塗装するときに指が疲れにくいという理由から、
トリガー式であるエアテックスのBeauti4+トリガー（口径0.3㎜）
を使用しています。このハンドピースは、各部の掃除が非常にやり
やすいというメリットがあります

塗装用持ち手
●塗装時にはエアブラシがメインとなるので、小部品などの保持の
ため、市販の「持ち手」を利用します。模型用工材を発売するメー
カーから多種多様のものが販売されていますが、ここでは基本的に
GSIクレオスの「Mr.ネコの手棒 両端クリップタイプ」を用いまし
た。棒の両端にクリップのあるものは汎用性が高く、専用のスタン
ドやベースボードなどが無くても、軽い部品なら乾燥時に箱の縁な
どに立てておけます。完成後に見えなくなるような挟める部分のあ
るものはクリップでくわえます。また割り箸も持ち手として便利に
使えます。つまめる部分はないが平たい面のある部品などは割り箸
に両面テープを貼ったものに貼りつけます。ただ、この場合、しっ
かり固定しておかないと、塗装中にエアブラシの風圧で部品が飛ぶ
こともあるので注意しましょう。またこれらは筆塗りする場合にも
有効なので利用してください

筆
●筆を使用するのは細部の塗り分けですから、極細面相など細い穂
先のものを用意します。穂先の毛はナイロンのものが良いでしょう。
あまり安価なものは毛が抜けたり穂先が割れたりするので注意

綿棒
●ウェザリング塗料の延ばし、拭き取りやデカー
ル貼付時の密着、水分や軟化剤の吸収に不可欠で
す。消耗品ですから安売り店のものを、と思うの
が心情ですが、多少高くても綿部分のほつれがな
いよう加工された模型用商品を使用したほうが、先
端形状も豊富で使いやすくよいでしょう

塗料皿、パレット
●ウェザリング用塗料などを混色、あるいは少量の塗料を濃度調整
しながら使う、マーカータイプの塗料を出して筆塗りしたい時など、
その用途は多彩。金属製なので微妙な色調の混色には不向きだが、

破損がないため便利な伝統の一品。また油彩やアクリル絵具などを
調合混色しながら使うには、紙色が白く調色した塗料の色足が見や
すい使い捨てのペーパーパレットが便利です
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工具　工材　マテリアル

ウェザリング用、細部
塗装用、下地用塗料
●メインに使用する塗料をラッカー系（より正確に言え
ば溶剤型のアクリル樹脂塗料）であると想定した場合、
この基本塗装をおかさない溶剤を使用した塗料が、ウェ
ザリングやスミ入れなどに適した塗料といえます。現在
では塗料の種類が豊富になり、さまざまな選択肢があり
ますが、総体として注意したいことは、たとえば同じラ
ッカー系と呼ばれるものであってもメーカーが異なると
塗料の組成が違う場合があり、混色などを行うときには、
同一メーカーのもののみを用いるということでしょう。
ラッカー系で基本塗装をした場合には、細部（特に筆塗

りする場合）は水性塗料、ウェザリン
グなど塗ってから拭き取るような操作
には油性塗料（いわゆるエナメル塗料
と呼んでいるもの）を用いるというの
が、大基本です。これは使用されてい
る溶剤がどの塗料に対して作用するか
という前提がありますので、イレギュ
ラーな使用をした場合はこの限りでは
ありません

▲細部の筆塗りでは延びがよく塗膜の強いファレ
ホカラーの使用もオススメです

掃除筆

マスクキング用材料

デカール貼付剤

補助的塗料

補助素材

補助材料
●
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
け
れ
ど
、
あ
れ

ば
便
利
な
ア
イ
テ
ム
が
掃
除
用
の
平
筆
、
あ
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い
は
刷
毛
の
類
い
で
す
。
写
真
の
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の
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本
来
は
掃
除
用
で
は
な
い
け
れ
ど
毛
が
細
く
、

塗
装
前
の
ホ
コ
リ
取
り
な
ど
に
有
用
で
す

▲GSIクレオスの「ガンダムマーカー ガンダムレッド」は作例で開
閉可動部の注意喚起塗装に利用。マーカー類はちょっとした塗装に手
軽で便利です▼「Mr.ウェザリングカラー」は使いやすい色あいとコ
ントロールのしやすさですっかり定番となったウェザリング専用マテ
リアル。作例はおもに手前の3本を使用

フィニッシュ
シート
●前部風防のブルーがかった防
弾ガラス部分や、着陸脚の伸縮
部にはハセガワから発売されて
いる「フィニッシュシート」を
利用しましょう。貼るだけでキ
レイに仕上がりますし接着力も
高く曲面への追従性も充分。風
防には透明度もバツグンの「ク
リアーブルーフィニッシュ」、
脚ピストン部には美しい鏡面の

「ミラーフィニッシュ」を使用

仮止め用接着剤
●必需ではないけれどたとえば、キャノピー
を開閉いずれの状態でも置いておけるように
したいなどという時には、貼り剥がしができ
るのでたいへん重宝します

マスキングテープ、
マスキングゾル
●粘着力や入手のしやすさを考えると、タミ
ヤ製のものが文句なしにオススメ。6㎜、10
㎜、18㎜の3種類を用意しておけばとりあえ
ず困ることはほぼないでしょう。ケースつき
のものを用意すれば、小口面にホコリが付着
することを避けることができます。また細密
なマスキングには、自分でテープを細切りす
るよりも、カット中にホコリが付着したり、
粘着力の低下を回避するため、細切りされた
ものを利用したほうがいいでしょう。マスキ
ングテープの重なり部分からは塗料が吹き込
むこともあるので、こうした部分はマスキン
グゾルで隙間をふさいでおくことが必要です

マークセッター、
デカール軟化剤
●デカールを凹凸のあるモールドを含め模型
の表面にしっかりとなじませ、また塗膜表面
とデカールの間に残った微細な空気層によっ
て生じる「シルバリング」を防止するために、
デカール軟化剤（ソフター）と、ノリ（弱い
軟化剤が含まれる、いわゆるセッター）の2
種は用意しておいたほうがいいでしょう。作
例で使用したのはグッドスマイルレーシング
の「デカール剛力軟化剤」、GSIクレオスの

「Mr.マークセッター」を使用しています

模型用サーフェイサー
●模型の世界では、サーフェイサーは
塗料ではなく「液状パテ」と捉える傾
向がありますが、塗装業界的にはプラ
イマー、パテを含めてラッカー塗料の
一種としており別名「整面塗料」とも
言います。均一な色なのはキズなどの
チェックをしやすくするためで、細か
なキズなら埋まるなどのメリットがあ
ります。しかし繊細なモールドが埋ま
ってしまうこともあるため、細密な彫
刻がある最近のキットでは、使用する

必然性があるかどうか判断が必要とな
るでしょう。本書作例ではパーツの合
わせ目にヒケ防止のため瞬間接着剤を
盛り、粗めのヤスリで削って合わせ目
を消したため、キズをチェックするた
めに必要最小限サーフェイサーを吹き
ました。使用したのはガイアノーツ「サ
ーフェイサー エヴォ」です。モール
ドがサーフェイサーで埋まるというこ
とはありませんでした
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■ F-14トムキャット オペレーション 
イラキフリーダム〔イラクの自由作戦の
アメリカ海軍F-14トムキャット飛行隊〕
オスプレイエアコンバットシリーズ スペシャルエディション
トニー・ホームズ／著　平田光夫／訳
A4判並製　オールカラー 96ページ
定価（本体3200円＋税）　大日本絵画／刊
●イラクの自由作戦でF-14が果たした幅広い役割を、アメ
リカ海軍パイロットたちの証言から立体的に読み解く。F-14
部隊の最後の活躍をまとめあげた、体系的資料の決定版！

■ HOW TO BUILD 1/72 F-14 TOMCAT
スケールアヴィエーション編集部、清水祐介／編
横浜潤馬／模型製作
AB判ソフトカバー　96ページ
定価（本体3200円＋税）　大日本絵画／刊
●数あるF-14のキットの中でもプロポーション、ディテー
ル共に最高レベルと定評のあるハセガワ1/72 F-14 トムキ
ャット。それゆえに組み立ても難易度はやや高い印象も否め
ない。本書はキットの製作方法を詳細に解説したHow to集
で、完成に至るまでの製作工程を網羅、完全収録した詳細な
手引き書

■ F-14トムキャット写真集 BYE-BYE, BABY...!
スケールアヴィエーション編集部／編
A4判ソフトカバー　200ページ
定価（本体3900円＋税)大日本絵画／刊
●本書は2006年のF-14 トムキャット退役に伴い刊行され
た“伝説的”写真集の日本語版。最大の見所は航空カメラマ
ン撮影の美麗な数々の写真。F-14トムキャットの活きている
姿を余すところなく伝える一冊

■グラマン F-14 A/B/D トムキャット
DACOシリーズ スーパーディテールフォトブック
ダニー・コレマンズ／著　後藤 仁／訳
AB判ソフトカバー　オールカラー 176ページ
定価（本体3700円＋税）　大日本絵画／刊
●DACO Publicationsのディテール写真集シリーズ日本語
版。コクピット・コンソールのボタンひとつひとつ、降着装
置や可変翼の細部、給油プローブや搭乗用ラダーなど機体各
部の細かい可動箇所まで、機体の隅々まで収めたトムキャッ
トファン必携の一冊。ディテールアップの資料として必携

■アメリカ海軍F-14トムキャット飛行隊
〔不朽の自由作戦編〕
オスプレイエアコンバットシリーズスペシャルエディション4 
トニー・ホームズ／著　平田光夫／訳
A4判ソフトカバー　96ページ
定価（本体3500円＋税）　大日本絵画／刊
●本書は2001年9月からアフガン上空哨戒を終えた2003
年11月までの「不朽の自由」作戦における最前線アフガニ
スタンで、海軍航空隊員自身が撮影した貴重な前線写真多数
と描き下ろしカラーイラスト36点を掲載した貴重な戦闘記
録

■イラン空軍のF-14トムキャット飛行隊
オスプレイエアコンバットシリーズ スペシャルエディション2
トム・クーパー＆ファルザード・ビショップ／共著　平田光
夫／訳
A4判並製　96ページ
定価（本体3200円＋税）　大日本絵画／刊
●イラン帝国空軍とその後身であるイラン・イスラーム共和
国空軍が運用するF-14を取り上げた貴重な資料。これまで
定説となっていたイランのF14にまつわる伝説や憶測を覆
す内容は本邦初。イラン・イラク戦争においてどのような活
躍を見せたのかなど90枚以上の写真とカラー塗装図20点
以上を掲載して紹介

塗装はどうしましょ？ どんなマーキングがかっこいい？ 汚れるってどんな感じ？ディテールって言われても……。
そんな時には他の人が作った作例に目を向けて参考にするもよし、原点回帰で実機に目を戻しましょ。
とっておきのトムキャット本をご紹介

塗装や工作に必携の最強資料を紹介
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VF-84 "Jolly Rogers"

F-14A トムキャットといえば海軍機らし
い派手なマーキングですが、とりわけドク
ロと交差した骨の海賊旗をモチーフにした
部隊章を尾翼に描く通称“ジョリー・ロジ
ャース”が印象深いでしょう。タミヤのキ
ットにもデカールが用意されている空母ニ
ミッツ搭載時の第84戦闘飛行隊所属CAG
機を例に、タミヤ1/48F-14Aキットの作
り方ポイントを見ていきましょう。

アメリカ海軍
F-14Aの代名詞

“ジョリー・ロジャース”
で製作ポイントを解説

グラマン F-14A トムキャット
第84戦闘飛行隊“ジョリー・ロジャース”

所属CAG機、1979年（空母ニミッツ）

タミヤ1/48 傑作機シリーズ No.114
1/48 グラマン F-14A トムキャット

定価（本体7800円+税）

製作・文／ヤタガラス
GRUMMAN F-14A TOMCAT

VF-84 "Jolly Rogers" CAG Bird, 
1979 (USS Nimitz)

Modeled and described by YATAGARASU
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●基本的に消耗品である武装類はすべてキレイな
グロス塗装で仕上げ、増槽には機体下面と同様に
ウェザリングを行なった

●キットには開状態と絞った状態のノズルが付属。
作例はトンボ鉛筆製の「ピットマルチ2」を使っ
て止め、交換可能とした

●垂直尾翼はデカールを貼って上からクリアーを
吹きコートしたあとにグレーでスミ入れした。
GSIクレオスのMr.ウェザリングカラー マルチグ
レーを使用。面相筆を使い余計な部位に付着しな
いよう慎重に凹モールドに色を流し込んだ

●キャノピーの防弾ガラス部
（青みのあるところ）は塗装
ではなくフィニッシュシート
を貼っている

●キャノピーはパーツ精度が高い
ので小改造し完成後も開閉どちら
でも選べるようにした
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●最近の組み立てキットでは、モールド処理
の施された表側（キャビティ面）のゲートを
少なくするため、あえてコア側、つまり模型
のパーツで見ると接着面にゲートが来るよう
に設計されているものがある。モールド面の
彫刻を損ねない、エッジの薄い部分はゲート
を切りやすくするという目的で使用される。
組み立てキットの世界では「アンダーゲート」
という呼び方が普及しているが、これはバン
ダイ特有の命名らしく、射出成型の用語では
もともと「ジャンプゲート」、英語圏では「オ

ーバーラップゲート」という。このゲートは説明図にもトリミング指示があるが、て
いねいに削り取るように注意しよう

製作・文／ヤタガラス　Modeled and described by YATAGARASU

と、その前に……ミニ・ポイント

ゲート処理

要注意！ランナー切り離しと穴の開け忘れ

エジェクター
ピン痕

●翼などの薄いパーツ表面（キャビティ
面）に繊細な彫刻のモールドが多く、相
対的に面積が広いような場合、ランナー
を含むパーツ全体を変形させず脱型する
ために、多数のエジェクターピンでパー
ツを保持しつつ型から外す方式が一般的
になっている。補助翼基部の深いモール
ドやヒンジの凸モールド、全面に施され
たスジ彫り等が混在するとパーツがキャ
ビティ側に残ろうとする力のかかり具合
が異なるため、これを調整する役割も担
う。またコア側に変形防止や補強のため
のビードがモールドされていると、成型
品がよりコア側に止まりやすくなるため
エジェクターピンも必然多くなる。近年
のキット、特にタミヤのものはモールド

が繊細で美しく、あえて表側をペーパー
がけで仕上げる必要はなく気に留めるま
でもないが、場所によってはピン痕が表
側から透けて見える場合がある。接着時
にサラサラタイプの溶剤型接着剤を流し
込み過ぎたり、通常の貼り合わせ式のス
チロール用接着剤でも、塗布の際にピン
痕に溜まるような塗り方をすると、モー
ルド面（表側）に影響が出る場合がある
ので接着剤塗布にも配慮が必要だ。心配
な場合は穴をコーティングするようなつ
もりでごく少量の瞬間接着剤をたらして
おくといいだろう

●上写真のように隠し穴があり、製作する仕様によ
って開口する。組み立ててからでは位置決めが面倒
になるので、パーツ時点で忘れずに必要な箇所の穴
開けをする。穴開けには精密ドリル（いわゆるピン
バイス）を用いること。また赤丸部（左写真）のゲ
ートはパーツ側の肉厚が他より薄く、切り離し後も
脚庫のリップとして見えるため、ゲート切断後の処
理はていねいに行なうこと

トム・キャットの華
“ジョリー・ロジャース”

を例にとって
タミヤ 1/48 F-14の

作り方を見る
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第84戦闘飛行隊“ジョリー・ロジャース”所属CAG機

◀コクピット関連のパネル類は精密なモールドで再現
される。これらは塗装を行なってから接着し組み立て
ることを前提に作業することになるが、写真のような
構成でパーツを切り出し、ゲート処理を行なう

●コクピットの基本となるバスタブパー
ツと前脚庫は、開放式だが強固な箱構造
を形成する。機首左右を取り付けたのち、
機首の剛性を維持する骨格構造として機
能し、また前脚庫天井は後方に支持板と
して延び、機首下面パネルの接合にも関
与する。おのずと部品数の増えるコクピ
ットは、再現性の必要も手伝い、あえて
分割数を増やしているようだ。これを集
合させることで、ジェット戦闘機模型に
よく起こる尻もちを防止するカウンター
ウェイトとしての機能も付加している。
　したがってコクピット、前脚庫の組み
立て時にはゲートの処理をていねいに行
ない、正確に組むことだけ注意したい

◀各パーツは塗装準備をしておく。板状のものは割り
箸に両面テープを貼って、ここにパーツを貼り付ける。
パーツは小口にも塗料を置くことになるので、塗りや
すい配置に貼り付けておこう。なお後席レーダーディ
スプレーはクリアーパーツなので塗料を付けたくない
部分はマスキングしておく。また、クリップでくわえ
ることができるものは写真のように固定する。使用し
ているのはGSIクレオスの「Mr.ネコの手棒 両端クリ
ップタイプ」

◀いちおう仮組みをしておく。基本的にパーツ精度が
ひじょうに高いので組み立てに支障のあるバリなどは
存在しないが、各パネルの小口にあるゲート跡の処理
次第で相互の組み合わせに微妙な影響が生じることも
あるので仮組みで確認は行なっておこう。パーツ紛失
に注意！

コクピットと周辺の組み立てを始める
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◀“違和感のあるもの”を取り除いて整形したら、
なにかすっきりした感じになった

◀周囲の側壁パーツは天井への接合に影
響が出ない位置にゲートが設けられてい
るので、細部の調整はほとんど必要はな
いが、天井部側の側壁パーツとの接着部
にエジェクターピン痕があるので、念の
ため軽くヤスリであたっておくといい。
この時点で接着するよりも、白を塗装し
てから組み立てるほうがよい

◀整形は簡単。周囲のパイピングの面に合わせてピ
ン痕（というよりも受けのモールド）をナイフで削
ってペーパーをかければよいだけ。もしも周囲のモ
ールドを傷付ける不安がある場合はマスキングテー
プで保護し“術野”だけを出しておくと安心

◀たいていの場合はモールドのあるキャビティー側にピン
を立てないように設計されるが、コア側が平らで成型品を
保持しにくく、キャビティ側に複雑なモールドが彫刻され
ているようなケースでは、キャビティ面にやむを得ずエジ
ェクターピンを置く場合がある。写真のパーツがまさにそ
の例である。見た目にほとんど影響の出ない位置を選ぶが、
モールドの凹凸が物理的な制約を生むので、このパーツで
は赤で囲んだところにピン痕がある。組んでしまえばほと
んど分からないようなものだが、模型を作る者としては生
理的に気になる人もいることだろう。そういう場合には、
周囲のモールドに合わせて整形しておこう




	F-14Aトムキャットモデリングラボラトリー
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