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●繊細なスジ彫りとリベット表現、バブルキャノピーや
実機さながらの脚などの細部ディテール、空力を感じさ
せるフォルムといった航空機テイストのアレンジが加え
られたハセガワの1/72 VF-1。設定画とは別物と言って
もよいほどのディテールアレンジが加えられながら、ア
ニメ／設定のVF-1が本来持つSFアニメメカとしての魅
力がまったく損なわれなていないどころか、むしろ増し
ているところが傑作キットとされる所以だろう

1/72 VF-1S
"STRIKE VALKYRIE"
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1/72 VF-25S
"SUPER MESSIAH"
●バンダイが同スケールで完全可動モデルをリリースしたのに対
し、あえて形態固定というハセガワマクロスモデルのスタイルを
守った1/72 VF-25。非常に複雑な変形のVF-25において、形態
固定スタイルのモデルは、ファイター形態でのスタイル、工作／
塗装の容易さなど数々のメリットがあり、可動モデルとは別の魅
力がある。文句なしにカッコいいフォルム、組みやすさに配慮さ
れたパーツ分割、いかにもハセガワらしいシャープなスジ彫りや
航空機テイストのディテールなどなど、それまでのファイター形
態キットの集大成とも言える高いクオリティーの傑作キットだ

「スケールモデル的アレンジ」
と
「あえて変形させない」
という選択が
もたらしたマクロス模型の革命
2000年にハセガワが発売した1/72 VF-1は革命的なキャラクターモデルだ
った。通常アニメ題材のプラモデルは玩具の延長としての色合いが強く、アニメ
や設定画のイメージを再現したり可動などのギミックのプレイバリューを前面に
押し出すのが普通だが、このVF-1はアニメのメカに航空機テイストのアレンジ
を加えるという手法で立体化されている。アニメのプラモデルにおいて「スケー
ルモデル的な発想で再構築する」という発想、それ自体が画期的な"発明"だった。
飛行機のスケールモデルを得意とするハセガワならではの英断だったと言えよう。
ハセガワのVF-1は、その後スケールモデル的な塗装色バリエーション展開を
するのと同時に、バトロイドでもモデラーを驚かせてくれた。ハセガワの1/72
VF-1 バトロイド バルキリーは、「航空機アレンジのVF-1をスタート地点にし
て変形させるとどんなバトロイドになるか？」という、非常にコンセプチュアル
な立体物になっている。結果、アニメ設定画とはまったく異なるリアルな表現と
なり、ファイター形態と並べても非常に趣深いものになっている。
もうひとつハセガワのマクロスシリーズの特徴となっているのが、アニメでは
可変するメカをあえて形態固定でキット化しているところだ。可変モデルはプレ
イバリューが高いが、「作って飾っておく模型」として考えると、製作のしやす
さや完成後のフォルム保持、ディテールのリアリティーなどの面でいろいろな制
約やデメリットもある。ハセガワのマクロスモデルは、スケールモデル的視点に
基づきあえて非可変モデルにすることで、これらのデメリットを見事に払拭し
ている。ファイター形態での隙間のない美しいフォルム、繊細かつ実機っ
ぽい脚周辺ディテールなどは、形態固定モデルならではのものだ。
この“形態固定”というコンセプトは、いまに到るVF-25やVF31でも継承され、同社シリーズの魅力の源となっている。
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『マクロスF』主役機はF／アルト機と
S／オズマ機を選択再現

アルト機とオズマ機のコンバーチブル仕様。本体
の大きめのパーツはスナップフィットになっており、
非常に繊細なディテーリングの機体ながら、組みや
すいように配慮されている。
コクピットはバスタブ式、３パーツでEX-ギアを
再現している。オプションで後席もあるがこちらは
ノーマルの射出座席だ。前後席ともに前部ディスプ
レイを再現しモニター表示部のデカールも付属。
胴体は上下２分割で、上下を合わせる前にコクピ
ットブロックと左右の主翼の可変後退角の連動機構
のパーツを組み込む構造で、主翼と垂直尾翼は塗装
後に取り付け可能。
FとＳで選択式となる頭部は見
えなくなる顔面までちゃんと再現されている。頭部
と後部胴体の間を埋めるカバーパーツはアルト機と
オズマ機で別なのできちんと確認しよう。下面の腕
パーツは、先端の手の平まで再現されているが、完
成後はほぼシールドに隠れてしまう。
エンジンのエアインテイクは３パーツ構成で、カ
バーは開いた状態を再現。コンプレッサーファンも

別パーツとなっている。脚部（エンジンナセル）は
それぞれ左右分割で左右パーツを接着するときにイ
ンテイクと主脚収納部を挟み込む構造。主脚車輪は
タイヤとホイールが別パーツなので塗装が楽だ。主
脚柱は引き込み用アクチュエーターが分割され、脚
収納部ドア内側にも補強用モールドが施されており
とても密度感がある。エンジンノズルは片側だけで
13パーツで構成されており、タービンも別パーツ。
可動する仕様なので軸部分に接着剤が回らないよう
に注意したい。前脚柱はオレオのネジレ止めが別パ
ーツで着陸灯がクリアーパーツ、タイヤとホイール
は一体成型。前脚収納部扉裏にも補強彫刻がある。
ガンポッドの取り付けは選択可能で、センサーはク
リアーパーツになっている。キャノピーは開閉２種
のパーツが付属し、閉状態は前後一体、開状態は前
後が分割され、ヒンジパーツをつけるようになって
いる。ボーナスパーツとして、翼下のパイロンに装
着する空対空ミサイル計18発もセットされており、
ミサイルのシーカー部分はクリアーパーツ。
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VF-25F/S メサイア
『マクロスF』
ハセガワ 1/72
インジェクションプラスチックキット
税込3456円 2013年発売
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“MESSIAH”
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VF-25は、YF-24エボリューションの設計をマクロス・フロンティア
船団内の新星インダストリー工廠とL.A.I.社がアレンジして開発製造した

後部パネル下には予備シートがあり、EX-ギアを装着しないパイロットで
もこのシートでの操縦が可能となっている。パイロットがEX-ギア装着時

機体で、正式にはVF-25/MF25と呼ばれる。
エボリューション開発プロジェクトの成果である最新技術を多数取り入

にはこのシートを非常用の予備シートとして使い２名が搭乗可能となる。
このEX-ギアシステムとともに従来にない装備でVF-25の特徴となって

れ、基本性能はYF-24エボリューションとさほど変わらないが、新たに
可変後退翼を採用し宇宙空母などの限られたスペースでの運用性を向上さ

いるのがISC慣性キャパシターである。これはパイロットの肉体的限界を
超えるＧがコックピットにかかった時に自動的に作動してコックピット内

せている。また改良型ISC慣性キャパシターを搭載したため高Ｇからパイ
ロットを保護することが可能となり、本来の機体ポテンシャルを充分発揮
出来るようになった。コックピットはEX-ギア対応型であり、軍用のEXギア装着者が搭乗すると自動的にパイロットを認識し最適な角度でEX-ギ
アをシートモードに変形させ固定する。シートの角度は機体に加わるＧに
よって常にパイロットの負荷を軽減する位置に自動的に変更される。また

の慣性を操作することで見かけ上のＧを軽減する。軽減されたＧは変換さ
れてキャパシターに蓄えられ再びコックピット内のＧとして還元されるが、
最初のＧの10〜25％程度に押さえられたものが時間をかけてゆっくり
と解放されるため、パイロットにとって著しい負担にはならないですむ。
ただし、被弾などによりシステムが機能しなくなると蓄えたＧが一気に開
放され、機体が破壊されてしまう場合もある。
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スーパーパックパーツ追加のメサイア
アルト機／オズマ機を選択再現

VF-25F/Sに宇宙空間戦闘用のスーパーパック
を追加した仕様を再現するキット。主にスーパーパ
ックのパーツが新規設計で追加されているが、着脱
はできない構成となっている。本体は基本的にVF25F/Sのパーツと同じだが、スーパーメサイアで
はエンジンブロック（脚）のポジションが変更され
ているため、ヒザとスネにあたる部分の脚パーツは
新金型部品に置き換わっている。
左右の大型ブースターの大型ノズル（上/下）と
機体上部後方中央のノズルはボールジョイントによ
る可動式（ジョイント部はプラスチックパーツ）で
完成後にも向きを変えることができる。
キャノピーは２パーツに分割された開状態と１パ
ーツの閉状態の選択式。後部座席はありと無しの状
態を選択でき、パイロットフィギュアが付属する。

頭部及びデカールはアルト機とオズマ機の選択式。
脚は駐機状態と飛行状態を選択可能。前脚のライト
はクリアーパーツになっている。
上部マイクロミサイルポッドのカバーは可動式で
開閉可能。なかにはミサイルの弾頭が再現されてい
るが、弾頭部分だけが露出するようにポッドパーツ
にハメ込むような構造になっており、弾頭をひとつ
ずつマスキングで塗り分けなくても、白く塗って先
端に赤いデカールを貼り外装パーツにはめればカラ
ーリングを再現できるよう配慮されている。
そのほかでも、ブースター先端部やインテークカ
バー先端部などが色分け部分でパーツ分割されてお
り、完成後の見た目以上に塗装はしやすい。また、
本体の合わせ目消しが必要な箇所がかなり隠れるの
で、ノーマルのF/Sより工作難易度も低めだ。
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VF-25F/S スーパーメサイア
『マクロスF』
ハセガワ 1/72
インジェクションプラスチックキット
税込4104円 2015年発売
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“SUPER MESSIAH”
11

いわゆる「スーパーパック」はVF可変戦闘機開発後に性能向上用の追
加兵装として開発されるのが普通であったが、拡張兵装システムとしての

的に機体設計限界強度の倍となる30Ｇ近い加速度を発揮することも可能
だ。その際はICS慣性キャパシターがパイロットと機体を保護する。

重要性が認められVF-19シリーズからは機体と同時に開発されるように
なっていった。VF-25でもマクロス・フロンティア船団の独自仕様に基づ

燃料を使い切ってしまえばロケットエンジンはデッドウェイトにしかな
らないため即座に切り離しが可能で、そのようなシステムを採用すること

いたスーパーパックが生産され配備されている。
スーパーパックを装着したVF-25は最大加速度が著しく向上するため

により製造コストが低くまとめられている。
従来どおりブースターエンジンポッド前方のウェポンパックには大出力

高速進出能力を生かした迎撃任務などに使われることが多く、機体とブー
スターロケットの合計推力によって初期加速は最大15Ｇに達し、約15ト
ンもの化学ロケット燃料をわずか120秒程度で使い切る。もちろん最大
加速を行なわなければさらなるに長時間の燃焼が可能である。
また、化学ロケット燃料を消費するにつれて総重量が軽くなるのでさら
に加速性能は向上し、ミサイル類などを撃ち尽くした状態に到れば、瞬間

ビーム砲やマイクロミサイルポッド、強行偵察ユニット、反応弾頭ミサイ
ルコンテナなどのバリエーションがあり自由に組み合わせることができる。
また、アーマードパックほど徹底したものではないが、インテークやエン
ジンナセルに装甲パネルも追加され生存性も向上している。化学反応燃料、
マイクロミサイルなどを満載したスーパーパックの総重量は約28トンと
なりスーパーパック装備のVF-25の総重量は40トンを超える。
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飛行機モデル初心者でもこれで大丈夫！
ハセガワ製ファイターモデル「製作工程順」講座
featuring;

1/72 VF-25S スーパーメサイア

製作・解説／森 慎二、けんたろう

飛行機のプラモデルは工作の手順がちょっと
複雑。すべて工作してから塗装しようとする
と塗りにくいところや塗れないところが出て
きてしまいます。そこで、ハセガワのファイ
ター形態キットを効率的によりうまく作れる
ようになる工作手順をまとめて解説。これで
初心者でも手順はバッチリです。

工作と塗装の手順を
整理してマスターしよう

飛行機のプラモデルはマスキングをして

エアブラシで塗り分けるのが基本ですが、

奥まったところは組み立ててから塗ろうと

すると塗装や塗り分けが難しくなってしま

います。そこでコクピットやインテークな

どは先に塗っておいてから機体本体の工作

をするようにします。とくにパーツを挟み

③ボディパーツ整形

なる機体パーツ側も忘れずに塗っておくようにしましょう

込むような構造になっているところは要注

状パーツとシート／コンソールだけでなくキャノピーの内側に

意。先に組み立ててからだと、塗りにくか

▲まずはコクピットを塗っておきます。コクピットのバスタブ

めのエナメル系塗料のブラウンを使い、塗りっぱなしで陰影を
強調します。タミヤのスミ入れ塗料を使うと便利です

ったり中に入れることができなかったりす

▲コクピット内は先にスミ入れまで済ませておきましょう。薄

る箇所を重点的に洗い出しておきましょう。

①コクピット塗装

②パーツ接着

▲機体パーツを接着するときは、コクピットや主翼基部ギミッ
クなど挟み込むものを忘れないように要注意。主翼は可動する

ック）を使い、合わせ目部分周辺だけを削るようにします

▲合わせ目を消す必要がある機体パーツなどを接着します。接
着にはMr.セメントSなどの速乾プラスチック用接着剤を使い、
表側から少量ずつ塗ります。パーツのずれと塗りすぎに注意

▲硬化した瞬間接着剤はプラスチックより硬いので、まず400
番の紙ヤスリで荒削りしてから、600番の紙ヤスリ、600番〜
1000番相当のスポンジヤスリの順で表面を整えます

▲合わせ目に凹みが残ってしまったところは流し込み用瞬間接
着剤で埋めます。接着剤が流れないよう、ノズルをつけて少量
ずつ該当箇所に塗り重ねて盛り上げるようにします

▲凸凹が均せたら、
600番〜1000番相当のスポンジヤスリで
表面を整えます。整形時に削りすぎると周辺の繊細なスジ彫り
などのディテールを消してしまうので削るのは最小限に

▲接着剤が乾いたら、
400番〜600番の紙ヤスリで整形。紙や
すりは、板をあてた細いもの（写真はウェーブのヤスリスティ

⑤スジ彫り

▲合わせ目を消したところはスジ彫りが削れて浅くなったり埋
まったりするのでスジ彫りを彫り直します。ガイドテープを使
ってMr.ラインチゼルで彫ると簡単にきれいに彫れます

だけでなく後から差し込める構造なので塗装がしやすいです

④表面処理

▲1000番相当のスポンジヤスリで軽くヤスると、凸凹のとこ
ろにサーフェイサーが残ります。凸凹が残っているところは、
600番〜1000番相当のスポンジヤスリで整えます

▲全体に缶サーフェイサーを吹くと、スジ彫りが埋まったりザ
ラついたりしやすいので、合わせ目消しの結果が不安なところ
だけエアブラシで軽くサーフェイサーを吹いて確認します
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⑥基本塗装

▲小パーツは本体に組み付けない状態でそれぞれ整形して塗装
します。割り箸に両面テープで貼り付けたりクリップで挟んで
持ち手をつけるとエアブラシ塗装がしやすくなります

⑧スミ入れ

▲基本色の塗り分けはマスキングで行ないます。マスキングで
塗り分けたあとは、なるべくすぐにテープを剥がさないと塗膜

▲整形作業が終わったら水洗いして削り粉などを除去し、基本
塗装へ移ります。コクピット部分は、使用しないキャノピーパ

が硬化して境目がめくれやすいので注意しましょう

ーツを両面テープで貼り付けてマスキングしています

⑦デカール貼り

▲エナメル系塗料のブラウンでスミ入れ。黒でスミ入れするの
はやめましょう。全体に塗らず、スジ彫り部だけに流し込むよ

▲デカールを貼ります。塗装面をツヤあり〜半ツヤにしておく

▲機体以外の小パーツの塗り分けが終わりました。尾翼や主翼

とデカールが密着しやすくなります。貼るときは１枚ずつマー

端下面の色分けはデカールも付属しますが、マスキングで塗り

うにすると拭き取りが楽できれいに仕上がります

クセッターなどののり／軟化剤を使ってていねいに作業します

分けたほうが簡単かつきれいに仕上げやすいです

完成！

⑩細部塗り分け／組み立て

⑨クリアーコーティング

▲すべての塗装ができたらプラスチック用接着剤で組み立てて

▲金属質感にしたいところや翼端灯などツヤあり仕上げにする

▲ラッカー系塗料でクリアーコーティング。ツヤをどれくらい

完成。キャノピーは両面テープで止めておくようにすると完成
後も外してコクピット内を見ることができます

ところは最後に塗り分けます。翼端灯などの灯火類は、シルバ
ーを塗ってからクリアーカラーを重ねるとリアルです

にするかは好みですが、粒子がこまかめのツヤ消し剤を混ぜ半
ツヤ状にするとスケール感を出しつつ粗を隠せます

バブルキャノピーのパーツは
パーティングラインを処理しよう

バブルキャノピーとは、視界をよくするた
めに張り出しがある形状のキャノピー。実機
ではＦ‐ など数多くのジェット戦闘機で採
用されていますが、ハセガワのマクロスシリ
ーズではＶＦ‐１などにバブルキャノピー形
状のパーツが付属しています。
このバブルキャノピーのパーツで注意した
いのが、中央にパーティングラインがあると
ころ。左右の張り出しをプラスチックパーツ
として成型しようとすると、金型を分割しな
いといけないため、金型の合わせ目のところ
にパーティングラインができます。
このパーティングラインはヤスリで削って
整形したあと磨くことできれいに消すことが
できます。クリアーパーツをヤスリで削るの
には抵抗があるかもしれませんが、手順に沿
って作業すれば透明な状態に戻すことができ
ますのでご安心ください。ポイントは使用す
るヤスリや磨き剤の番手。そのあたりを詳し
く解説しておきましょう。
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▶バブルキャノピー形状のクリアーパ
ーツは中央部にパーティングラインが
ありますので消してみましょう。バブ
ルキャノピーのパーツを使用すると、
機首を前方から眺めたときのリアリテ
ィーが格段に上がります

●まずはじめに400番〜600番の紙ヤスリ
でパーティングラインの凸部分を削り落と
す。この段階でしっかり平らにできていな
いといくら磨いてもきれいに仕上がらない
ので、表面が透明でなくなるのは気にせず、
きちんと整形しておこう。凸凹がなくなっ
たら、
2000番〜10000番まで順に磨いて
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いく。
「神ヤス」のようにスポンジがついた
タイプの研磨材を使うと、曲面を崩さずき
れいにみがきやすくなる。そのあとはコン
パウンドで磨くが、粗目→細目→仕上げ用
の順に磨き布を交換しながら順に作業して
いこう。粗目の段階ででしっかり磨いてお
くと最終的に小傷が速く消えてくれる

