




　前の単行本が発売されてからもう5年。早
いもんですなあ……。とはいえこの5年の間
にワシの模型の作り方もけっこう色々変わっ
てまして、こうしてまとめて並べて見ると、新
しめの作例が多い今回はやっぱり最近の自分
の流行りに準じておるなと思うわけです。
　というのも、最近のワシの模型の仕上げ方と
いうのは、「飛行機の形を崩さずに、空を飛ぶ機
械らしさをどう見せるか」という方向に向いて
しまっております。ちゅうのもね、見てもらえ
ばわかるけど、ハッチとかキャノピーとかあん
まり開いとらんでしょ。これは要は、飛行機の
外側の形が崩れるのがイヤだからなんすよ。
やっぱり空力的にシュッとした形を一番素直
に楽しめるのはハッチを全部閉めた状態だし、
いろんなところが全部開いてる模型は上手い
人がたくさん作っとるでね。ワシも「間が持た
んな」と思ったらつい開けちゃうけど、今回の
本にはあんまりそういう模型は載ってない。
　じゃあどこをいじって盛り上がる模型にし
ようか……と考えてたどり着いたのが、機体表
面の表現を濃くして見栄えをよくしようとい
うことなんですわ。最近は表面の凹凸や情報
量がガーンとこないと、もう次の作業に移れん
からね。凸リベットとかパネルラインとか、と
にかく塗装する時にフックになる部分はもの
すごく意識するようになったし、また塗りや塗
装の剥がれの表現なんかも考えて、機体の表面
のディテールを付け足すようになった。やっ
ぱり、リベットの頭のところが擦れて迷彩が剥
がれてきてるとか、そういうのがあると燃える
じゃないですか。そんなところをきっちりや
ってあると、ハッチとかが開いてなくても機械
っぽさとか、これは空を飛ぶから薄く軽くでき
ているんだろう、みたいな説得力が出てくるわ
け。これはここ5～6年の模型作りで大きく意
識が変わったところやね。
　というわけで、この本にはそういう感じの、
ここしばらくで造り方が変わったワシの模型
ががっつり載っております。古いキットばっ
かりで参考になるかどうかわからんけど、とに
かくコッテリした濃い飛行機模型がたくさん
載ってるのは保証しますわ。　　　　　　　■

1957年生まれ。横浜在住。出身は岡山。武蔵野美術大学卒
業後、当時『ホビージャパン』の編集をしていた市村 弘（現・
株式会社アートボックス社長）と出会い '82年よりモデラー
として活動を開始する。以来、『モデルグラフィックス』、
『マスターモデラーズ』など、30年に渡りさまざまな模型雑
誌で活躍し、現在は『隔月刊スケールアヴィエーション』に
て連載『改造しちゃアカン！ リターンズ』を担当し継続的
に飛行機模型を発表している。模型雑誌モデラーとしての
活躍はもはや伝説的で、「ドライブラシ」、「ミニスケール」、
「焼き針」、「改造しちゃアカン」、「スダコフツ」、「買うたやめ
た音頭」などなど、いまなお親しまれる技法や道具、名言ま
で、彼が震源地となったムーブメントは数知れない
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動翼は作動状態に

色へのこだわり

薄いところは薄く

リベットの再現

実機の構造がわかるような工作

キャノピーの枠を作る

省略された機構を再現する

　まあワシも年なんで、模型を作るときにあんまり後
悔したくない。作例であろうとなかろうと、やれるこ
とはちゃんとやりたいね、となるわけ。
　そういう状態で、では何か飛行機を作りましょうと
なると、やっぱり古いキットにいくんすね。それはな
んでかというと、昔やってみたけどうまくいかなかっ
たネタだとか、オッサンなもんでそういうのが堆積し
とるわけ。で、今新しく作るとなると、「いい機会だか
ら昔のアレをなんとかしたろうかい」という話になる。
江戸の仇をスケビの連載作例でとってるわけやね。
　でも、今の自分の我も出したい。そういう意味でも
昔のキットってのはいいすよ。こっちが手を入れる
余地があるんで。でも、ここもあそこもって手を入れ
るとキリがない。だから、特に重要視するポイントを
7つに絞っている、というわけなんですわ。

実機のキャノピーの枠にはだいたいリベットが入ってますが、
それを再現したいわけやね。キャノピーパーツに直接リベッ
トを打ってもいいけど、怖いし、心が折れる。割れちゃいそう
だし。あと、枠を作ると段差ができるから塗装のときにマス
キングが楽。時間はかかるけど得しかない、と思うわけです

プラモデルの特性上、省略されたモールドがあるはず。パネ
ルのヒンジとか、揺れ止めとかエアスクープとか。曖昧なモ
ールドが入っているキットはじつは大きなヒントでして、こ
のヒントを実機の資料と見比べながら、ちまちま削り取って
作り直すのがまた楽しいんですよ、はい

フレーム構造を探ってその上にリベットが来るように（そう
見えるように）するだけでなんとなく実感がでるし、金属で出
来ているんだなあ、という感じが出せる。　ピッチをスケール
によって変えるとなおよし。でも、リベットは絶対に目立っ
てしまうので仕上がりの大きさにはいつも注意をしてますね

実機にあまり詳しくなくても燃料、オイル、点火ラインだけは
重点的に調べて再現したりしてます。補機類などもできる限
り再現する。なぜって、自分で考えなくても機能美がついて
きてかっこよく見えるんすわ。あとはランディングギアとか
も構造がわかりやすくて、見栄えするから手を入れます

内部のフレームが見えるので、精密感を表現するのに最適な場
所。開けると面白くなる部分なので積極的に開けていきたい
すね。作品に動きも出て一石二鳥。エッチングパーツを使う
より（瞬間接着剤を使うから面倒くさい）、薄いプラ板を使うと
程よいゆらぎが出る。ピッチリしすぎるのもよくないのよ

基本的にはボックスアートのイメージを踏襲して色を決めて
いたりする。実機がこの色で塗られていたよ、と言うことよ
りも、機体のキャラクター性を重視。そして、水上機は塩害、
南方の機体は色焼けおこすよなあとか想像しながら色を決め
たりすると楽しいんですわ。本当はどうかしらんけど

キャノピーや、フラップ、アクセスパネルなどのフチは可能限り薄く！　薄くするだけで実感もアップするし、スケール感
にあった厚みを再現しましょ、ということです。　削るだけじゃなくて段差をつけると金属の板がふたつ重なったように
見せることができます。スジボリ道のダンモ、ニードル、タガネがおすすめ
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　ドイツ機代表格のメッサーやフォッケなんかを見ててもわかるけど、とにか
くドイツ機っちゅうのは超メカメカしいよねえ。いかつくて精悍、機械のかっ
こよさが全て揃っとる……というのが、ドイツ機の嬉しくて楽しいところなの
は、まあ間違いないっすね。
　でも、ドイツ機って実はあんまりリベットが浮き出してないんすよ。ちょろ
っと浮き出しているところはあるんだけど、まあ目立たない。だから本当は素
直にツルッとした見た目で作るのがスジだろうけど、でもこんなにメカっぽい
飛行機なんだから、ゴツゴツさせたいやないですか。っちゅうわけで、ワシの模
型ではもう無理くりリベットを打ち込んで、よりイカつい感じにしております。
強そうでメカっぽくてカッコいいというのをド正面からやるには、けっこう有
効な方法なんとちゃうかな～と思ってますねえ。　　　　　　　　　　　　
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メッサーシュミット Bf109E-1
マッチボックス 1/32  Bf109E-3

インジェクションプラスチックキット改造
Messerschmitt Bf109E-1

Modifide from MATCHBOX 1/32 Bf109E-3
Injection-plastic kit
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松　このマッチのE型は、口の悪いドイツ軍機マニアにボロクソ言わ
れて大変かわいそうなキットやにィ。
編　まあ古いプラモですけどねえ。しかしドイツ軍というのは難し
いと聞きますが。
松　別に難しくねェで。楽しんで作ればエエんよ。ただ、こう、ドイ
ツ軍というのはある種の、なんというか、そういう人を呼び寄せるね。
陸でも空でも海でも。
編　そこまでものすごくドイツ軍にうるさい人って、実はあんまり
見た事ないんですよね。
松　昔は模型店とかに棲息しておったんよ。ワシがキット買うと「キ
ミ、いいものを買ったね」なんてハツラツと話しかけてくるんじゃ。
そんで、「ああした方がよい、こうもした方がよい」と、聞いてもいな
いのにアドバイスしてくるんよ。当時はワシもまだ年上を立てよう
という気持ちがあったもんで、「アッ、成る程。では別の用事がある
んで……」とか言って、傷つけないようにスッと帰っておった。
編　うわ……。
松　ドイツ機に関して滔々と喋る、その自分の喋りでハイになっちゃ
ってるおじさんとか普通におったで。もうね、顔がハイポジションで
ギターをかき鳴らしてる時のサンタナみたいになっちゃってるんすわ。
編　恍惚としちゃってるわけですか。
松　あれは気持ち良さそうやったねェ。ま、最近はそういうサンタ
ナみたいなドイツ機マニアも減っちゃったから、ちょっと懐かしい
ですわ。もう一回くらいやったらああいう目にあってもエエね。
編　このマッチボックスのキットもその当時買ったものなんですか。
松　そっすね。むか～し買ったやつで、ずっと持っとったんですわ。
マッチはライサンダーとかシーベノムとか、他のメーカーが見向き
もせんようなネタばっか淡々と出しとった、それはそれは偉いメー
カーなんすよ。ワシも40機以上メッサー作ったけど、これは途中ま
で作って投げとったね。いつかはモノにしてやろうと思ってアフタ
ーパーツも買いまくったんやけど、気がついたらあと2機は1/32のメ
ッサーが作れるくらいパーツが貯まっとった。
編　これ、どこがそんなに偉いキットなんですか。
松　胴体から尾翼にかけての絞り込みとか、尾翼の前後幅とかが非
常に好みなんですわ。あと、細かい所だけど主翼下のラジエーター
の大きさがすごくいい。あと部品の分割がマニアックというかわか
るなあ～という割り方になっております。ハイ。
編　普通の分割じゃないんですね。
松　なんというか、こちらの心情に訴えかけるような割り方やね。
ただ、組みやすいかどうかとは別じゃ。
編　そこは別なんだ……。　　　  　　　　　　　　　　　　　　■



▲これがこだわりの「きちんと閉まっていないカウル」である。何回も開け閉めしているうちに
チリが合わなくなったという表現だ。後ろの空気取り入れ口の薄さも、ペラペラの金属板でで
きてる感を出すためのポイント

▲プロペラの付け根がはみ出しちゃってるスピナーもE型のチャームポイント。この付け根
部分にはプラペーパーでディテールを足し、メカっぽさを強調する

▼エンジン周辺に多数空いている空気取入れ用の穴は、どこもあくまで薄い部品を使って加工。
とにかく薄ければ薄いほど実機っぽくなると肝に銘じるべし

▼過給器用の空気取入れ口も渾身の一作。薄く削ったプラ板を櫛形に並べるというディテー
ルアップが施されている。開口部という開口部にこだわりが詰め込まれているのだ

▲こだわりの排気管周辺。ここは排気管を一本ずつプラ材から自作し、周囲を囲う板やリベッ
トなども全部付け足した。このあたりがデコボコしていないとイヤなのである

▲尾輪の収納部も、薄くフチを削り込む。フチはどこまでも薄くするのだ

▲自作の剥がし液を使ってチッピングを入れる。今回はあくまで軽く、本当によく擦れるとこ
ろだけを軽く剥がして新鋭機っぽさを表現

▲窓枠はリベットが入りつつ、ゴツゴツとした雰囲気での仕上げ。横の引き戸状の窓が開け
られているのにも注目



▲「形状がいい」と松本先生も絶賛のラジエーター部分。ここも前方に立っている支柱は薄く
削った真ちゅう線を使っている

運河彫りのモールドなんて
悪評がついてますが、
マッチボックス1/32 Bf109Eは
プロポーションが
最高なのである。
　販売開始が1977年と、今から40年前に誕生した
マッチボックスのBf109E。とにかくモールドの幅
が広いことで知られるキットで、多分マッチボッ
クスはいつも作ってるミニカーのノリで彫刻した
んだろうな、と感じさせる物がある。しかし、実は
プロポーションに関してはピカイチ。特にコクピ
ットの後ろあたりから尾翼周りにかけての絞り込
まれたラインはこのキットの持ち味だ。単に「古
くてモールドがヘンなキット」って切り捨てちゃ
うのはもったいないぞ！

▲カウル上面部品のデコボコ具合の生々しさ！　とくに
機銃口後方の盛り上がりの雰囲気は、まさに金属板を曲げ
て作った感じの絶妙なカーブだ。このあたりの仕上がり
具合はさすがミニカーメーカーである

▲確かにモールドはでかくて太い。しかも断面形が「凹」
型ではなく「V」型なので、なかなかモデラー泣かせなので
ある

▲ランナーは部位によって成型色が違い、機体外部は濃い
茶色、機内やエンジン部分のパーツは薄い茶色と黒で成型
されている。ある意味色プラである

▲計器盤などコクピット内部の部品は成型色が黒。計器
盤は二重構造になっており、2枚の部品を貼り合わせるこ
とで立体感を出すという凝った構造

▲エンジンも一応完全再現されているので、エンジン架や
シリンダー部分などもパーツになっている。脚庫の扉は
裏面にもモールドが入っているなど生真面目な作りだ

▲パイロットは上下2面抜き。いまとなっては懐かしの分
割である。装備は簡素ながら、フライトジャケットの上か
ら救命胴衣を身につけているという重ね着の様子がわか
るモールドに注目

▲ランナーには「MADE IN ENGLAND」のタグが誇らしげ
に刻まれている。正真正銘のイギリス製プラモデルなの
だ

▲マッチボックスの1/32キットの魅力がセンスのいい箱。
ド派手な空戦シーンではなく、白バックに真横から機体を
捉えた構図が高級感と大人の余裕を漂わせる

▲空中線はモデルカステンのストレッチリギングを使用。ガイシや、垂直尾翼に取り付ける基
部のバネなどにも注目してほしい
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▲こういう感じで表面からはみ出すくらい
瞬着パテを盛ったけど、もう一回言うけどこ
れはやらなくてもよかったんですな

▲そこにプラ板で作った排気管をくっつけ
るんやけど、全部つけるとドリルの刃が入ら
なくなるから、まずはひとつおきに

▲キットのキャノピーにポリパテ詰めて磨
いたやつを型に、窓と窓枠をヒートプレスで
抜く。窓枠は一体であります

▲胴体部分を仮組みした時の写真。そこら
じゅうがセロテープまみれ。毎回これをや
らんとダメなんですわ

▲貼り終わったところで、隙間を瞬着パテで
埋めちゃう。まあ、これは「やらなくてもよ
かった」というのが後で判明しました

▲これはランナーのきれっぱしではなく、1.5
㎜厚のプラ板を段々になるように削ったも
のであります

▲テープで仮組みして、キャノピーの具合を
見る。まあ当然これはそのままでは使えん
けど、形状はエエんじゃないの

▲窓枠を貼り付けてできあがり。キャノピー
は縁が機体に合ってないとせつねえから、
ずっと調整しとったです

▲メッサーの胴体はパネルラインの前側に
リベットがあるんで、プラ板を貼るときは後
方に寄せると後で困らないんすよ

▲大体削ってこの感じ。これを全体にやる
わけやね。まあ、あんまり真似する人もおら
んと思いますけども……

▲そんで、排気管の上下の板とかもプラ板で
作る。カウルのファスナーのところは、その
へんにあったエッチングパーツです

▲機体と組み合わせて隙間が空かないよう
削りつつ、引き戸みたいになってるところを
切り抜いたり、細かい事をやってます

▲なんせモールドがいわゆる運河。なので、
ここには細切りにしたプラ板を貼って幅を
詰める。やればできる……はず

▲雲母堂のサンダーで表面をゴリゴリ削る。
これはよう削れまっせ。こういう荒いこと
をやる時にはもってこいやね

▲排気管が大体できたところ。この後穴の
縁の部分を削り込んで薄くしております。
そういうところの気遣いが大事

▲抜いた部品を組み合わせてキャノピーに
する。この時点では機体側とチリが合って
ないけど、雰囲気はよろしいね

▲この、斜め前から見たときのデコボコ具合
がやりたくて色々付け足したようなもんよ。
かっこええよな～！

▲自作した部分は色が違うからすぐわかる
ね。こうして見るといろんなとこのハッチ
とか出っ張りを足したのが一目瞭然

▲インテークは0.2㎜厚のプラ板を削ったや
つで新造。見れば大体何をやったかはわか
ると思いますが、細かい工作やったね

▲こだわりのスピナー周り。この、プロペラ
の付け根がスピナーから飛び出ちゃってる
のは改めて見るとすげえよな
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▲点検ハッチ類は全部プラ板。よく見ると
ずらっとリベットが並んどると思うけど、こ
れは全部手で打ちました

▲主翼の上下がくっついたところで、これま
たモールドに沿って前縁スラットを切り離
す。ここも動かしたいとこっすね

▲切った部品はこのように折り畳んで使う。
ここの縁がペラペラに薄くないとどうして
もイヤだったんよ……

▲ようやっと全体像が見えてきたところ。
色々付け足したけど、基本的な全体形はほぼ
キットのママなんですわ

▲フラップにはエナメルの薄め液を流して、
ニードルで何回かこするようにしてカット。
やっぱりここは動かしたい

▲脚庫の内部が素通しだったので、プラ板で
壁を作る。ここの部分、実機では布ででき
とったらしいね

▲で、自作したテンプレートを使ってアルミ
板から部品をふたつ切り出す。長い道のり
でありました

▲脚はキットの部品をベースにしてディ
テールアップ。金属線とかマスキングテー
プとかプラ材とかを総動員しております

▲計器盤は形が合わなかったので、左右を
カット。これもちょっと切っては合わせを
繰り返して切りましたなあ

▲ご覧の通り、主翼に関してはパネルライン
の幅を埋める工作は全部瞬着パテなし。な
しでも全然いけました

▲採寸を元にプラ板でテンプレートを作る。
2個作らなならん部品やから、多少面倒でも
こうした方が結果的にはいいんす

▲ホイールにはバーリンデンのエッチング
パーツとかを盛る。元々はハセガワ用やっ
たけど、マッチのにも無事合いました

▲コクピットは長年買い溜めたアフター
パーツでディテールアップ。アフターパー
ツの上にアフターパーツを貼ってます

▲今回作る仕様では主翼下面のバルジはい
らないので、削ってパテで埋める。メッサー
はこういうのがあるんよね……

▲これはなにかというと、機体下面のラジ
エーターのフラップのところをアルミ板で
作るために採寸してるとこなんですな

▲前側には支柱が立ってるので、薄く削った
真ちゅう線で作る。真ちゅう線が突き刺さっ
てる白い所はプラ板で埋めた

▲自作剥がし液で機体表面の塗装を軽く剥
がし、下地の銀を出す。なかなかエエ感じな
んではないでしょうか！

▲デカールを貼って、汚しに入る直前の状態
がこちら。も～、早く汚したくてウズウズし
てますが、一旦寝ました

▲ようやく塗装！　まずはめんどくさい窓
枠から塗ってきます。いや～しかし、ここま
で来るのが長かった……

▲後ろからも。動翼のところにはリブテー
プが貼ってあるのがよくわかる。やっぱり
これがないとダメなんすよ
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