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『機動武闘伝Gガンダム』
『新機動戦記ガンダムW』
編
『機動新世紀ガンダムX』
モデルグラフィックス編

'85年に創刊した模型専門雑誌『月刊モデルグラフィック
ス』には毎月数々のガンプラ作例やスクラッチビルドのガ
ンダム系作例が掲載され続けてきています。本書はその膨
大な作例群のなかから、
『機動武闘伝Gガンダム』
『新機動
戦記ガンダムW』『機動新世紀ガンダムX』、平成初期の作
品に登場するメカの作例をピックアップしてまとめたもの
です。なお、本書内でのガンダム世界考証は模型を楽しむ
ための独自のもので、公式設定を下敷きにしていますがサ
ンライズ公式設定ではないことをお断りいたします。
＊本書では基本的に雑誌掲載当時の記事表記に準じるようにしています。
そのため、「本誌」＝『月刊モデルグラフィックス』、「MG」＝マスター
グレード、「PG」＝パーフェクトグレード、「センチネル」＝ガンダムセ
ンチネルの略となっています。また、記事中にあるマテリアルやキットに
関する表記は掲載当時のものになっているため、現在は販売が停止されて
いたり名称が変更になっていたり価格が改訂されていたりする場合があり
ますのでご了承ください（バンダイ ホビー事業部は'18年4月よりBAND
AI SPIRITS ホビー事業部へと改編されています）
©創通・サンライズ
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HGFCにてGガンダム再臨
これは超絶可動を実現した
真の"アクションプラモデル"だ!

GF13-017NJⅡ Gガンダム
BANDAI SPIRITS
1/144 HGFCシリーズ
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込1980円
出典／『機動武闘伝Gガンダム』
製作・文／有澤浩道

天
破 侠
乱
▲股関節はボールジョイントではなく
2軸可動となっているので、大きく
股を開いたポーズもなんのその。フ
ロントはもちろん、サイド、リアを含
むすべてのスカートが動き、脚の可動を妨げない
ようになっている。きちんとバランスをとって立
たせればハイキックもお手のもの！

▼細身で四肢の長いヒーロー
体型ではなく、各部にしっかりと
ボリュームのあるマッチョ体型にアレン
ジされ、格闘家らしいポーズがこれでもかという
ほどに決まる！ 作例ではプロポーションにほと
んど手を付けず、ディテールやユニットの分割
を魅せる方向でこまかな改修を施した

明
鏡 止
水

▲肩関節は前後のスイングと大きく上方に振り上げることが
できるようになっている。手首が90度折れた左右の平手パ
ーツ（それぞれの曲げ方向が違うのだ！）も付属している

爆
熱 双
拳

HGFCの名を冠し、
1/144スケールでリニューアルを果た
したゴッドガンダムがついに発売！ たくましいプロポーシ
ョンと驚異的な可動性能で劇中のポーズを思うがままに再現
できてしまうこの傑作キットを有澤浩道氏（じつはボクサー）
が速攻製作。ボクサーがモビルファイターを情熱たっぷりに
仕上げるという異種格闘技、レディー・ゴォー！

1肩のマシンキャノンはカバーが展開する。内

1
部のディテールはややモッサリした印象だった
ので砲口を金属パイプに置き換えている
2Gナックルは差し替えで前進／後退を再現可

能。右手握りこぶしはバンテージを意識して指

のつけ根と手の甲を白く塗装した。キング・オブ・
ハートの紋章は自作デカールで再現している
3ふくらはぎ外装は後方にせり出してから上方
に展開する可動フレームが内蔵されている。ノ

ズル部分や内部フレームを丹念に塗り分けるだ
けでも密度感が演出できる
4コアランダーのスラスターはフチが薄く見え

るよう社外品のディテールパーツを流用
5胸部中央の外装をはね上げるとマルチプライ

ヤーが露出する。コトブキヤ製の丸ノズルと

SPアイズを使用してディテール工作した

2
3

BANDAI SPIRITS
1/144 HGFC

4
5

ベル自体はクリアーパーツの接続部が太す

ら外さないほうがいいです。ビーム・サー

が小さいので、破損防止のため一度組んだ

サイドのビーム・サーベルのラックはピン

ると同時に横から見て平行にしています。

いるので、先端にプラ板を貼って鋭角にす

いパーツは下にいくにつれて盛り上がって

ジを強調しました。フロントアーマーの白

股間アーマーは２㎜延長して中央のエッ

斜筋のイメージにしました。

ることによって引き締まったボクサーの腹

裏打ちしてから削り込み、下の段を長くす

腹部は短く感じたので、エポキシパテで

け見える側面のスリットがポイントです。

下段のバルカン砲はカバーを開けたときだ

り、銃口もメタルパーツに置き換えました。

るため周囲を０・４㎜のＢＭＣタガネで彫

肩部マシンキャノンは別ユニットに見せ

るよう納得いくまで作り込みましょう。

はり顔は命ですので自分のイメージと重な

頬当ては下端を削って小型化しました。や

ットも面長より丸顔が好きなので、顔、アゴ、

タルパイプに置き換えました。人間もロボ

を鋭くしました。バルカン砲は１㎜径のメ

束のフラッグ部を切り取って削り込み先端

すが、抜群の再現度です。アンテナはお約

頭部は一体成型でないのが非常に残念で

いバーの肉抜き穴はパテで埋めています。

よってディテールとして処理しました。赤

スジ彫りと段落ちスリットを入れることに

すのであきらめ、本体のパーツの境い目に

生装置のあとハメ加工は強度を著しく落と

ンとシートも製作しました。フィールド発

ーツに置き換え、ジャンクパーツからドモ

コアランダーのキャノピーはクリアーパ

◆石破天驚な製作

た傑作と呼べる内容になっています。

ョンポーズを楽しめる超絶可動を兼ね備え

しいプロポーションと、さまざまなアクシ

や劇中と比べてどっしりと力強い格闘家ら

登場です（ストーカー調）
。製品は、設定画

ダム』から主役機であるゴッドガンダムの

熱き闘いと愛の物語、
『機動武闘伝Ｇガン

◆皆さんお待ちかねぇーっ

!!
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拳がアクションを引き立てる!

▶コアランダーは胴体背面か
ら引き抜いて飛行形態へと変

肩アーマーは上から最初の折れ角に不自

ぎるので削って小型化しました。

然な盛り上がりがあるのでヤスリで削って

なだらかな面にしました。Ｇナックルのク

ローはピンを短くするとあとハメが可能に

なります。
「漢だったら拳で語れ！」を体現

した手首の造型にはかなり驚かされました。

握り拳の側面は抜きの関係でモールドが入

っていないので、人差し指と小指の第一関

節から先をデザインナイフで彫り込んでさ

らに力強く握った感じを出しました。利き

手の右拳にはプラ板でナックルガードを追

加しました。裸拳で殴ると拳自体が壊れて

しまうので、格闘家としてこだわった部分

です。造形的なポイントなので目がいくよ

横ロールの追加採用によってハイキック

う片手だけにしています。

やスプリットのポーズも難なくとれる股関

節ですが十字にスリットが入ってしまうの

で分割を変更しました。まず上面の前面を

ジ ％をコートしたメタリック仕上げです。

80

形可能。作例ではキャノピー部分を切
り取り、コクピットを再現。内部にド
モンっぽく見えるパイロットを乗せた

厚さ２㎜でカットします。中をくりぬいて

下側に接着し継ぎ目の処理をします。上側

は切断面で１㎜ほど短縮し、０・５㎜プラ

板でフタをして回転した際に前面装甲と干

渉する角を面取りすればできあがりです。

Ｇガンダムは派手なイメージの作品なの

◆王者之風な塗装

でトリコロールは鮮やかな色合いにしまし

た。青と赤は濁りと色が浅くなるのを防ぐ

ために基本色に ％の白を加えた水色とピ

にクリアーイエロー ％＋クリアーオレン

格ということでクロームシルバーをベース

ンクを下地に吹きました。黄色は王者の風

50

白はいつもどおりアイボリーホワイトです。

フレームはニュートラルグレーにウッドブ

ラウンを足してかなり茶色味の強いウォー

ムグレーを濃淡２色で塗り分けました。今

回は深く鮮やかな色合いで仕上げてみまし

イター）のマーキングは悩みどころですが

たがいかがでしょうか？ ＭＦ（モビルファ

国家の威信を賭けて闘っているわけですか

■

らデカデカと機体名やファイター名、所属

国を入れてみました。

7

20

▲本製品は驚異的な可動性能でさま

ベルに対応した握り手、そして硬く
ざまなポージングを可能としている
が、その際に重要なのがポーズに対

握り締めた拳もパーツ化されている。
これだけの種類を作り分けただけで
応した手首パーツの存在。クリアー

なく表情やディテールも抜群だ。作
オレンジで成形された爆熱ゴッドフ

例ではさらに「全勝宣言」用の指さ
ィンガー用の手はもちろん、手首の
折れた手刀状のパーツ、ビームサー

し平手（上段中央の）も追加で自作し、
ポージングの幅を広げている

▲Gガンダムを作るうえで避け
て通れないのが背中に輝く日輪。
ということで、CD-Rのスピン
ドルケースに入っている透明の
ディスクを切り出してクリアー
カラーでグラデーション塗装を
施し、これを再現した
▶左がキットをパチ組みしたも
の（テストショットのため成形
色が製品版とは異なる）、右が作
例。各所の肉抜き穴を埋め、デ
ィテールを加えている。太もも
のロール部は分割を変更した

瑞

典
8

妖
G F 1 3 - 0 5 0 N S W

NOBELL GUNDAM

HGFCシリーズ第2弾は、異色のガンダム揃いの『Gガンダム』のなかでも際立つ存在感を放つ“美少女”
ノーベルガンダム。ポリキャップを使用しないことで実現したスレンダーなプロポーションと緩やかな
エッジ、柔らかい面構成で女性型ガンダムという難題を表現した好キットです。そんなノーベルガンダ
ムを有澤浩道が脚線美に心血を注いで製作。さらにノーベルガンダムといえば本編中でも印象的な、あ
の「システム」も作ってみたぞ。それでは！ ガンダムファイト、レディ・ゴォーッ!!

2011年3月号
掲載
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GF13-050NSW ノーベルガンダム
BANDAI SPIRITS 1/144 HGFCシリーズ
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込1650円
出典／『機動武闘伝Gガンダム』
製作・文／有澤浩道

精

新体操みたいなポーズ

が売りでしたが、こちらはさらに小さく細

ＨＧＦＣ第１弾のＧガンダムも超絶可動

◆デンジャラス・ビューティー

ロポーションを見事に再現しております。

ＡＢＳを用いることで女性らしい細身のプ

なか難しかったと思います。製品は関節に

線を画すデザインなのでガンプラ化はなか

色の女性型ガンダムとして他のＭＦとは一

ロングヘア状の放熱フィンが印象的な異

のＨＧＦＣ化には正直ビックリです。

ターガンダムやマンダラガンダムを抑えて

……ならぬノーベルガンダムでした。マス

待望の第２弾はまさかのセ○ラー服美少

◆デンジャラス・アレンビー

!?

クリするくらいテンションガタ落ちです

ッとやってしまいました……。自分でビッ

ラインを入れている塗装中の二度ほどポキ

に注意しましょう。継ぎ目の加工中と白い

ますが接着面積が小さいので折らないよう

ると塗装後に上から被せられるようになり

襟は背中の板のピンを切り取って接着す

長して髪の毛っぽくしてみました。

げました。胴側の短いフィンはプラ板で延

で、斜めに切り込んで縁をシャープに仕上

に処理されていてもっさりとした印象なの

ました。膨らみから先端への部分は階段状

すので、境い目を彫り直してクッキリさせ

ンは１パーツながら特徴をよく捉えていま

ガンダムらしくなると思います。放熱フィ

と目を大きく、顔を小さくするとノーベル

取りました。ポイントとしてはヘルメット

端の角を落として丸いラインにして硬さを

ガネで彫り込んでいます。
５連ダクトの上下

感を強調。頬のダクトは浅いのでＢＭＣタ

ン砲は０・６㎜ドリルで穴を深くして立体

端が薄く鋭くなるようにしました。バルカ

アンテナともみあげは棒ヤスリで削って先

頭部は分割がすばらしく１２０点です。

姿の脚線美を強く意識しています。

指して工作していきました。とくにうしろ

ども筋肉のついたしなやかな下半身」を目

そのまま。アレンビーのような「細いけれ

も難なくとれますので可動に関してはほぼ

いのによく動く

!!
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バーサーカーシステム発動！
央と端から2枚目はスライドし
て表面積を増やすことで冷却効

率を上げるという脳内設定です。
る髪パーツも製作してみました。

顔は目つきを鋭くして頬のライ
設定では展開すると計9枚です
がスケールエフェクトを考慮し

ンとともに赤く塗装
●放熱フィンの塗装はガイアノ
て7枚にしてみています

ーツのマゼンタゴールドを使用
●後頭部はウェーブのG・タン

してトランザムな感じに仕上げ
クの先端をベースにエポキシパ
テで形状を出し、大型カッター

ました。下地は髪のつけ根が白、
中央がジャーマングレー、毛先
で分割したフィンを取りつけて

が黒できつめにグラデーション
いきました。接着面積が小さい
ので0.5㎜の真ちゅう線で軸打

をかけ、偏光パールの色の変化
が大きく見えるようにしました

貝

ステム発動時の放熱フィンとな

諾
ちして強度を上げています。中
ガンダムといえばバーサーカー
（狂戦士）モードですので、シ

爾

高

達

柔らかいラインになるように起伏をつけて整形

3ヒールはひとまわり細く削り込み、踵上部は
エポキシパテを盛って丸くなるように造形。ソ
ールの肉抜き穴も埋めている

３㎜プラ板で塞ぎ、縁を面取りして厚みを

（笑）
。
リボンは抉れているダクトの天面を０・

軽減しています。胸部のリボン中央の丸い

では工作が集中した下半身にいってみま

ところはオーロラアイズを使用しています。

しょう。まずは股関節ですが、スイング機

構が組み込まれたためにちょっと骨盤が開

いている印象ですので、つけ根の四角い部

分を削って奥まで入るようにしました。片

足に重心を乗せたポーズを取らせたいとき

左太腿の赤い凸ディテールは段差をスジ

は一度左右に引き出せばＯＫです。

彫りしてから削ってツライチにしました。

ふくらはぎ下のアキレス腱に当たる部分は、

面が突然ぶった切れているのでエポキシパ

テを盛って足首へ繋がるなだらかなライン

にしています。

今回は女性型らしく白を多めに混ぜたパ

◆ビューティー・カラー

ステル調のカラーリングにしました。赤と

白は大量にストックしている自家製アイ

黄が強くて青が弱い色調です。

ボリーホワイトでレドームとガルグレーも

黄色はキャラクターイエロー、赤はシャ

足してあります。

インレッドにピュアホワイトとキアライエ

青は紫に振ってパープルとガンダムカラ

ローを加え蛍光レッドで彩度を上げました。

ーのブルー とピュアホワイトを混色して

います。写真が印刷されたときの色あいが

気になりますが実物はリンドウ（竜胆）の

関節は青みのグレーでサーフェイサーに

花のような柔らかい青紫です。

直接塗料を混ぜて吹いています。後々割れ

ると嫌ですので可動部の軸や受けはマスキ

マーキングはガンダムデカールのウイン

ングしてから塗装しました。

グガンダム用、ＮＣデカール を主に使用

ムに合わせてアンクルアーマーにはＮ‐ＳＷ

がなかなか難しかったです。ゴッドガンダ

しました。フィギュアっぽいのでバランス
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1足首から下が太く見えるいちばんの原因は、
丸一モールドの幅。切断後1.5㎜ずつ短縮（製

12

アクセントにしてみました。

■

（ネオスウェーデン）の白抜き文字を貼って

11

2
3

●「怒髪天を突く」。ノーベル

品の幅13㎜、作例完成時10㎜）して再接着
2アンクルアーマーと甲の白いパーツも中央で
切断し１㎜幅詰めしてコンパクトに。女性的な

