


Essential knowledge and skills of creating military model figure.



戦車模型をカッコよく仕上げたい！ それなら作品に“フィギュア”を組
み合わせるのがいちばんです。例えば戦車の大きさはミニチュアを見
ただけではいまいち実車の持つ凄さが伝わってきません。ですが良く
知っているものを添えることでとても理解がしやすくなるのです。良
く知っているもの、大戦時といった過去と現代でさほど変わりのないと
いうことなら「人間」がいちばんです。人間ならば大きさだけでなく、柔
らかさや脆さも知っています。つまりフィギュアを車両作品に加える
ことで比較対象物の役割を持ち、車両の大きさや重厚感、皮膚よりも固
そうな装甲板の迫力までもが強調される効果があり、それらがとてもわ
かりやすく伝わってくるのです。それだけでも充分カッコいい仕上が
りになること間違いなしなのですが、さらに付加価値（？）として、その
車両が生きているのか、やられて動けない状態なのかが理解しやすく
なったりと、フィギュアに演出させることで単品車両作品がストーリー
を持ち始めます。そのまま地面を付ければ情景模型になっていく……。
そういった表現の広がりをみせて発展していく楽しみこそ、ペットボト
ルからピアノ、建物までもがキットとして充実している戦車模型特有の
おもしろさといえるでしょう。フィギュアの向こう側には単品車両作
品では得にくい世界が広がっているのです。ですが、「これからフィギュ
アをはじめよう！」という方にはフィギュア製作は「良く知っている」モ
ノを対象としていることで車両などと比べて作業が難しいと感じる方
が多いのも事実です。なんとか手順を理解しようと手にした参考書も、
すでに作れる方がさらに上の仕上がりを目指すためのハイエンドな内
容が多く、「いきなりここまでやらなければならないの？」といった誤解
を生みやすいこともあり初心者にはオススメできませんでした。それ
では挑戦したくても尻込みしてしまいますよね？　ただ、「なんだか難
しそう」なんてイメージだけで挑戦しないのはもったいない。いきなり
上手い仕上がりになる方はほとんどいません。ベテランフィギュアペ
インターでも最初は初心者です。ですから気後れなんてまったく必要
はないのです。本書ははじめての方から確実に一歩ずつステップアッ
プできるように、ミリタリーフィギュアのはじめ方を解説していきます。
先にも記したようにフィギュアは必ず戦車模型製作をより楽しくして
くれます。本書がそのおもしろさ、豊かさを多くのモデラーに知ってい
ただけるきっかけになれば幸いです。　　　　　　　　　　　　　　■

AFV作品をさらに引き立てる
ミリタリーフィギュアの存在

▲▶タミヤ 1/35「ドイツ国防軍 戦車
兵セット」を拡大して観察すると、胴体
パーツの、ベルトのバックルのエッジ
など硬い部分の彫りにくらべ、ヘッド
パーツの顔の彫りが格段にこまかくな
めらかになっているのがわかる

文／斎藤仁孝
Described by Yoshitaka Saito
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▲では実際にフィギュアの有無によって、どれだけ車両の印象が変わるかを見てみよう。
上の画像は車両を同じ角度で撮影したものだが、片方はフィギュアなしで、もう片方は
フィギュアを追加している。フィギュアなしのものは、車両が主役となり砲塔の向きでし
か表情を出すことができない。一歩間違えば退屈なものにも見えかねない。一方で、フィ
ギュアを追加したものは砲塔に加え、フィギュアの視線も加わり表情が豊かになっている
のがわかる。なにより戦車長がキューポラに立っているというだけで、この戦車が稼動状
態であることがひと目でわかる重要な情報源にもなっているのだ。

AFVモデルはフィギュアの
有無で印象がガラリと変わる!

フィギュアを車両に搭乗させるだけでなく、複数人使用して同じ方向を向かせた
り、リラックスしたポーズを付けたりと演出することで車両単体だけでは表現で
きなかったストーリーが生まれ、地面がなくてもまるでダイオラマ作品とまで感
じさせるような仕上げりにすることもできる。またフィギュアを通じて状況を
説明することも可能だ。例はどちらもリラックスしているような様子だが、逆に
身をかがめたり、なるべく身を隠し、目線だけハッチから出すなどすれば、ダイオ
ラマでなくても緊張感を高めることもできる。ストーリーの演出は車両だけで
は難しく、フィギュアを組み合わせることで断然得やすくなるというわけだ。
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ミリタリーフィギュアを作る際に覚えておきたいこと

ミリタリーフィギュア塗装トラブル解決Q&A

【初級編】

フィギュアの基本工作その1

フィギュアの基本工作その2　シワなどモールドのメリハリ

フィギュアの基本工作その3　ポーズとボリュームの変更

フィギュアを塗装してみよう

シャドー＆ハイライトで陰影を強調する

アクリルとエナメルを併用してフィギュアを塗装する

陰影を付けてフィギュアをステップアップしよう

オイルブラッシャー 4本で仕上げる肌の陰影塗装

エナメル塗料によるフィギュア塗装法

動物フィギュアの塗り方

【中級編】

ドイツ軍の迷彩服の塗り方

陸上自衛隊の迷彩服の塗り方

迷彩服に陰影を付ける

フィギュアに目を入れてみよう

【上級編】

フィギュアマイスター平野義高氏の塗装法

平野義高氏による女性フィギュア塗装法

フィギュアを車両に乗せるためのフィッティングテクニック

既存フィギュアキットをベースにしたポージング変え改造方法

竹 一郎氏の作品に見る匠の技で作られたヴィネット

エアブラシで陰影表現を行なう　その1

エアブラシで陰影表現を行なう　その2

「アクリジョン」を使ったレイヤー塗りで仕上げる

水性アクリルでTTsKo迷彩を塗装する

ヴィネット作品で見るアクリル塗料の特性

オープントップの自走砲は戦闘中のシーンを再現したい
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ミリタリーフィギュアを作る際に覚えておきたいこと

フィギュア塗装に使う塗料とは!?

●エナメル塗料はラッカー塗料やアクリル塗料を侵しにくいので、上塗りの塗料として向い
ている。また塗料は伸びがよく、筆塗りがしやすいのも特徴だ。

●塗膜が強く、乾燥時間が早いのも特徴。国内では車両の塗装にメインで使うといったモデ
ラーが多く、色数も豊富に揃っている。

伸びがよく、また筆含みも良い塗料ということから、数ある性質の違う塗料のなかでも、
フィギュア塗装に向いている塗料と言えるでしょう。なかでもハンブロールエナメルは発
色がすばらしくフィギュア塗装塗料の最有力に挙げられる塗料です。

ラッカー塗料をフィギュアで使う場合のメリットは乾燥時間が短いことが上げられます。
塗っては乾かしを繰り返すフィギュア塗装では、フィギュアの数が増えるほど乾燥時間の
短さは重要です。またラッカー塗料独特のツヤは皮膚感を再現するのに最適です。

これはメリットとしても利用できることですが、乾燥時間が長いことが挙げられます。ま
た使うまえによく撹拌しないとツヤが出てしまうことがあります。とくにハンブロールで
起きやすいのですが、容器の表示にもあるように30秒ほど撹拌することで使用できます。

ラッカー系塗料は有機溶剤を使うため、マスクの着用など対処をしておかないと、長時間の
作業には向かない傾向があります。また、あまりしつこく同じ部分に筆を留まらせながら
作業すると、下地が溶け出し、剥がれたり滲んだりして「泣く」と言う状態になります。

●模型で使用する感覚では塗料の原液チューブに入ったもの。本来は絵画などで使われるが、
最近では模型用のものも発売されている。

●下塗りから上塗りまで、そつなくこなす万能塗料のひとつ。筆塗りにも向いている塗料が
多い。海外メーカーも含めると種類も色数も豊富に揃っている

断然ブレンディングがしやすい塗料が油彩です。そのため色同士の境目を自然にボカすこ
とが可能です。チューブに入った塗料は原液のようなもので、希釈して使用するため、フィ
ギュア塗装なら1本でかなりの数を塗ることができます。

隠蔽力が高く着色しやすい塗料です。水性なので専用のうすめ液でなくても水で希釈すること
ができ、経済的に優れています。ファレホアクリル、ライフカラーなど海外のメーカーも多くトッ
プペインターの多くが使用していることからもわかるようにフィギュア塗装に適した塗料です。

最近では模型用として製品化されているものもあるので、模型店でも入手が可能になって
きましたが、まだまだ取扱店が少ないため購入しにくいといった面があります。また、肌色
やミリタリー専用色などがなく、調色のスキルが必要となります。

とくに海外メーカの製品には発色が良すぎる傾向があるので、思いのほかキレイな（鮮やか
な）色の作品になることがあります。希釈具合にもよりますが、隠蔽力が高いので、ボカし
が上手くいかず、クッキリと塗料が乗ってしまうこともあります。

エナメル系塗料

ラッカー系塗料

油彩（油絵の具）

アクリル系塗料
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極力塗装面は
触らない
フィギュアの塗装でおもに使
用する塗料は、高い発色強い隠
蔽力を持つアクリル塗料やエ
ナメル塗料となる。これらの
塗料はラッカー系塗料のよう
に塗膜が強くないので、ちょっ
と擦れただけでツヤの具合が
変わったり剥がれてしまう。
修正が難しいのも特徴で、その
場合は最初からやり直しに
なってしまうので注意しよう。

事前準備と筆の選択が
フィギュアを極める秘訣
�「弘法筆を選ばず」という言葉がありますが、（私を含め
た）弘法でないモデラーは筆をしっかりと選びましょう。
モデルカステンプログレスブラシや、ウインザー&ニュー
トンなど、毛先がばらつき難い筆を選ぶのがコツです。
�全高5㎝あまりという非常に小さい1/35フィギュアに
正確な塗装を施すのでから、フィギュアをしっかりと保
持させるため土台を用意します。よく真ちゅう線を足の
裏に突き刺しただけで塗装しているモデラーも見受けら
れますが、それではフィギュアがぶれてしまいます。写
真のようなサイズの木製角材を使用すると、しっかりと
フィギュアを保持することができ、正確な塗装を行なう
ことができます。

黒と白は要注意

地味な練習があとで効いてくる

▲ドイツ軍戦車兵の黒いジャケットは、黒ではなくグレーをベース
色とすることで、シャドーを入れることができる。

　フィギュアのスタンダードな塗り方は、基本色を塗り、シャドーと
ハイライトを入れて行く方法です。この順番で塗る場合、気をつけ
なければいけないのが冬季迷彩服の白とドイツ軍戦車兵の黒い服で
す。両色はそのまま塗ってしまうと、白はそれ以上明るくできませ
んし、黒はそれより暗い色はありません。ひたすら暗くするか、明る
くする方法もありますが、塗り方のあんばいを変えなければいけま
せん。そこで中間色からはじめることで、塗り方の順番やあんばい
を変えなくても塗装がしやすくなります。

　フィギュア上達のコツは数を作ること……というのは当たり前。
ここではちょっとしたコツで上手になる方法を教えましょう。それ
は「細い線を描く練習」です。フィギュア塗装は「塗る」というより
「描き込む」という感覚で作業します。塗料の重ね塗りの場合、細い
線を連続で描いている作業ともいえるのです。とくに１／35のよう
に小さい面積に多くの情報を入れようと思うと、繊細な作業が求め
られます。細い線を描く練習をすることで筆先のさばき方を覚えれ
ばフィギュア塗装はマスターしたも同然です。また、細い線を描く
練習は塗料の薄め具合を調節する要領もつかみやすく、滲ませない
ように筆への塗料の残し具合もあわせて練習できます。

▶白い服は黒とは逆にハイライトが入れづらい。
ベージュなど中間色をベース色にするとよい。

▶塗装を開始したら、基本的に
フィギュアは素手では触らない
こと。ヘッドの接着などどうし
ても触る必要に迫られた場合は、
柔らかい布や手袋を使用する。

A B

▲フィギュア名人と言われるモデラーは必ずといっていいほど、パ
レットの横にティッシュを置いて作業している。滲みができないよ
うに筆への塗料の含み具合を調整することと、筆先を整えるためだ。

▼細い線を描く練習はプラ板でするとよい。なる
べく細く長く描けるようになれば、自然と塗料と
筆の扱い方を体が覚える。線を描く際は塗料の濃
度にも注意して練習してみるとよい。

拡大鏡は強い味方
積極的に
使ってみよう
とにかく小さい1/35フィギュ
アの顔や迷彩パターンを描き
込む作業は、まるで米粒に文字
を描く作業のようで苦行であ
る。そこで拡大鏡を使用する
とこまかい部分の塗りわけが
可能になるからあら不思議!　
目で見えると微妙な動きが可
能となるのが人間の神秘。未
体験のかたは騙されたと思っ
て試してほしい。

▶ウェーブ製『ルーペスタンド
［LEDライト付］』
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階級章って塗らなきゃダメ？
こまかすぎてもはや塗装不可能では？

あっ！
　塗料がはみ出しちゃった！

塗っているうちに
どんどんツヤが出てきたぞ!?

あれれ？　塗っているうちに
モールドが消滅……

これはもう修復不可能？
塗料が剥がれてしまった

描いてはみたもののびっくりオメメに
なっちゃうんですけど……

フィギュア塗装をこれからはじめる方のためにですね……
ん？　 「もう塗ってるけど、ちょっと行き詰まってます」

「もう少し塗れるようになれば」と考えている方々はそのま
までいいのか？　いや、よくない！　ということで、まずは
フィギュア塗装をされたことがあるモデラーなら共感する
でしょう“フィギュア塗装あるあるトラブル”のなかから

「いつもここが上手くいかないんだよね〜」という代表的な
事例を挙げてそれぞれ解説していきます。つまり、いきな
り中級編に近い内容ということ。前のページ（P12）で登
場したフィギュアはよくある「塗装お悩み例満載」の仕上が
りとなりました。ここまで塗れれば中級と言ってもよいレ
ベルに近いと思いますが、プロモデラーやベテランモデ
ラー達の作品となにが違うのか？　じつは分解してみてい
くと、それぞれひとつずつは些細なことだったりもするの
です。まずは、もう塗っている方が先に進むかちょっと引
き返すか考えるために、これからはじめようという方には、
転ばぬ先の杖として、知っていて損はないフィギュア塗装
のコツを紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　■

あるあるトラブルを解決

AB C D

フィギュアを塗装したい！ わかりますその気持
ち。AFVモデルをたしなめば気になる存在、それ
がフィギュア。その気持ちに全力でお答えした
い！ フィギュアの向こう側には無限の世界が待
っているんです。あとはトビラの開け方次第。
でもいままでどおりの奨め方では下のフィギュ
アのようになってしまい堂々巡りに……。ここ
ではフィギュア塗装における疑問にお答えしな
がら、もっともっとフィギュア塗装がしたくな
る新基準の提案をしたいと思います。

ミリタリーフィギュア塗装
トラブル解決Q&A
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①塗料がはみ出してしまった

②塗料が剥がれてしまった

③ツヤが出てしまった

④モールドが塗料でつぶれてしまう

⑤シェードを入れると黒くくすんでしまう

⑥目を上手く描けない

⑦髮や目の色はどんな色で塗れば？

⑧別々で塗ったパーツの接着法は？

⑨取り返しが付かないほどの失敗……
　リカバリー法は？

⑩素材の質感を出したい

⑪場所によってはツヤも必要？

⑫ 階級章などを精密に再現したい

⑬フィギュアのウェザリングは必要？

フィギュア塗装での失敗で最も多いのがコレなんです。慎重に塗って
るつもりなのに、どうしても目的の場所に塗料が乗ってくれない……。
緊張しているつもりはないのにどうしても筆先がブレてしまうのはな
ぜ？　予防策とリカバリー法があれば教えてください！

1まずエナメル系塗料によるはみ出しのリカバリー法を
紹介します。ここではみ出してしまったのは肌色です。
2エナメル塗料は薄め液で拭き取ることができるので、
薄め液を少量含ませた綿棒を使ってはみ出した塗料を拭
き取ってしまいます。このとき下地がラッカー系塗料や
アクリル塗料だと問題ないく拭き取れるのですが、エナ
メル塗料だと下地が溶け出し、はみ出し部ごと下地も拭
き取ってしまう恐れがありますので、必要以上に擦り過
ぎず、優しく慎重に拭き取っていきましょう。
3はみ出した塗料を拭き取ったら最後に新しい綿棒を
使って乾拭きをし、わずかに残る塗料や薄め液を取り除
いて修正完了です。もしこのとき下地が剥がれたりして
影響が出た場合は、次に解説するアクリル塗料での修正
法と同様に、上塗りによるタッチアップで対応すると良
いでしょう。
4次にアクリル塗料によるはみ出しの対処法です。アク
リル塗料の場合は薄め液で拭き取ることがむずかしいの
で、タッチアップによる修正を行います。
5隠蔽力の優れたアクリル塗料であれば暗い色の上に明
るい色を乗せても透けづらく、発色もしてくれますので
数回塗り重ねればOKです。

Q.1

　脇は力を入れない程度に締めておきましょう。
脇を開いてしまうと肘と肘の間隔が開いてしま
うので、結果的に手首、手先の触れ幅が大きく
なってしまいブレやすくなってしまいます。

　行儀は悪いですが、肘を付くと手先が格段に安
定します。両肘を付く場所も広がりすぎないい
ちばん安定する間隔を見つけ、長時間の作業なら
下にタオルなどを敷くといいでしょう。

　両手を密着させるとブレを軽減できます。利
き手に筆、もう片方にフィギュアを保持しつつも
互いの手ができるだけ合わさるように持つこと
がポイントです。

▲人にもよりますが、10㎝前後の高さがあ
る木片や積み上げた本などで微調整するの
もいい方法です。とにかく「固定」を意識！

▲ほかにもフィギュアや固定具に筆を持つ手
の小指を当てるとブレ軽減に加え、筆とフィ
ギュアの距離感をつかみやすくなります。

A.その2　筆先がブレない姿勢と工夫

A.その1　上塗りで簡単リカバリー

塗料がはみ出してしまった

1

3

2 5

4
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A.その1　塗料をよく撹拌する A.その2　つや消しアイテムを使う
塗料に少なからずクリアーの成
分が混ざっています。塗料を使
う前によく撹拌しないと、この
クリアーの部分を多めに拾って
しまうことがあり、つや消し塗
料でも結果として光沢が生まれ
てしまうのです。ということで、
ひたすらによく混ぜましょう。

塗料をよく撹拌しても筆塗りで塗装した場合若干のつや
が出ることがあります。「つや消し」は塗膜の表面に小さ
な凹凸を無数に作り、光をさまざまな方向に反射せること
つやを抑えています。しかし、筆塗りを行なった場合、塗
膜の表面を筆が撫でることでこの凹凸を均してしまい、光
を乱反射させる能力が落ちてしまうのです。対策として
はつや消し剤を添加し、より多くの凹凸を作るか、塗装上
からつや消しクリアーを吹くと良いでしょう。

Q.2

Q.3

スゴくいい感じに仕上がったのに塗幕が剥がれて下地が剥き出しに
……どうして？　せっかく上手く塗れたと思ったのに……。修復は
不可能ですか？

間違いなくつや消し塗料で塗ったのにめっちゃテカテカしてるんで
すけど？　どうしてですか？　まさか、不良品でしょうか……。

塗料が剥がれて
しまった

つや消しを使った
のにツヤが
出てしまった

A.その1　下準備と下地処理はていねいに A.その2　リカバリーは塗料の乾燥を待ちながら繰り返し塗り重ねる

レジン製フィギュアは離型剤が表面に
残っている可能性が高いので、専用のク
リーナーなどで必ず洗浄してからサー
フェイサーを吹き付けよう。離型剤が
残っているとサーフェイサーごと剥が
れてしまう場合もあります。

1エナメル塗料を塗っていると下地が溶けて塗膜
が剥がれてしまった！　剥がれてしまったところ
はそれ以上さわらずに、一旦乾燥を待ちましょう。

2塗料が乾燥したら、2000番の紙やすりで剥がれ
た箇所を研磨して塗膜の段差を均しましょう。一
見キズを悪化させてるようにも思えますが、塗膜
の段差は塗料では埋まらないのでこの作業は仕上
がりに大きく影響します。

3キズの箇所を覆うようにサッと塗料を乗せは乾
かしを繰り返してキズを修正していきます。

4最後にツヤ消しスプレーでツヤを整えればOK。

1

3

2

4
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初級編

まずは難しい工作と塗装のテクニックは必要あり
ません。キットの説明書にある指示に従い塗り分
けるだけでもフィギュアは充分存在感を出してく
れるのです。また特別な工具や塗装マテリアルも
必要はありません。模型店で容易に入手ができる
ニッパーやヤスリと言った工具に模型用塗料だけ
で充分フィギュアの塗装はすることができます。
ポイントになるのは「筆塗り」に馴れることです。
エアブラシを使っても良いのですが、すべての色
をマスキングをして塗装するというには、塗り分
け面が複雑な形状で小面積なフィギュアの塗装に
は向きません。必然的に筆を使う機会が多くなり
ます。まずは筆さばきに馴れていきましょう。塗
料の性質を把握しておくこともポイントのひとつ
です。それらを理解しておけば次のステップに進
みやすくもなり上達への近道ともなるのです。
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フィギュアは塗装にばかり気を取られがちです
が、仕上がりを考えると、やっぱりしっかりと組
み立てられた方が良いに決まってるのです。 そ
こで基本的な工作からディテールアップまで、
フィギュア工作をじっくりと解説していきます。

フィギュアの基本工作その1

▲パーツをランナーから切り出したら、「パーティ
ングライン」を消していく。まずはデザインナイ
フをパーティングラインに対して刃先を当て、そ
のまま刃先をスライドさせて削る、いわゆる「カン
ナ掛け」を行ない大まかに取っていく。

▲シワの奥まった部分などは無理にカンナ掛けし
ようとせずにデザインナイフの刃先を使い切り離
すように処理する。

▲失敗例。カンナ掛けはやり過ぎると削った部分
が平になってしまう。パーティングラインだけ削
るように注意しよう。 

▲カンナ掛けで大まかに落としたら400番の紙ヤ
スリを使って完全にパーティングラインを落とす。

▲スポンジヤスリを使い全体をヤスリ掛けする。
紙ヤスリの削り跡も消え、パーツ表面の不要なこ
まかい凹凸も取ることができる。

▲一連の作業によって筋など消えかかっていれば
彫り直しておこう。

▲処理したパーツ（写真右）と無加工状態のパーツ。
表面が均されているのがポイント。

▲形状が複雑な部分のときは資料参考に必要な
モールドを落とさないよう注意しよう。

▲下半身のパーツを組み合わせたところ、接着部分に
若干隙間ができたので処理していく。パテや瞬間接着
剤で埋める手法もあるが、スチロール接着剤（プラス
チックモデル用トロトロタイプ） を使い溝を消していこう。

▲まず接着剤を多めに付ける。 ▲接着剤を付けすぎたことと、力を入れ摘んだことでは
み出してきた接着剤に、流し込み接着剤を使って表面を
ならして完了。

▲接着には溝埋めを兼ねて瞬間接着剤を使う場合
もあるが、プラスチック部分と「固さ」が異なるた
め、後々削りにくく（加工しにくく）なることもあ
る。

■ドイツ歩兵セット （フランス戦線）
タミヤ 1/35 インジェクションプラスチックキット

今回使用したタミヤのキット「ドイツ歩兵
セット（フランス戦線）」はすべての将兵にY
ストラップが行き渡らなかった状態を再現。
ストラップを付けた兵士2体とストラップの
ない3体の計5体セット。左写真はストラッ
プ使用時を再現しているが、ストラップのな
いのものを解説していく。

1

5

9

2

6

10

3

7

11
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仕上がりを決めるパーティングライン処理

接着剤は「付け過ぎる」がポイント

製作・文／斎藤仁孝
Modeled and described by Yoshitaka Saito GERMAN INFANTRY SET (FRENCH CAMPAIGN)

TAMIYA 1/35 Injection plastic kit
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▲胴体パーツを付けたら装備品を付けていこう。 ▲マガジンポーチを付けたら一部干渉して浮いて
しまった。

▲干渉していたガスマスクケースのストラップを
削って処理した。

▲装備品の中でもとくに雑嚢は体にそわずに浮いて
いると目立ちやすいパーツだ。仮り組をして干渉し
ている部分をしっかり見極めてから、干渉している部
分を削っておこう。このとき胴体パーツだけを削っ
て対処しようとしないこと。かえって不自然になる。

▲最終調整は雑嚢パーツを削って胴体に密着する
ようにするとよい。

▲しっかりと胴体に密着させることができた。21
ページ（17） の写真と見比べると違いは一目瞭然
で「プラモデル臭さ」が違っている。

▲次に雑嚢と同じ要領でスコップのパーツを組み
付ける。装備品を付ける作業では、まず一式パー
ツを用意しておき、仮組してそれぞれの位置関係
を確認しておくと「雑嚢が邪魔で付かない！」とい
うことを防ぐことができる。

▲水筒もしっかりと雑嚢パーツに密着させられる
よう、接着前に加工しておこう。

▲装備品の最後にガスマスクケースを付ける。な
るべくパーツの形状に近く削ることがキレイに
パーツを密着させるポイント。

▲装備品の組み付け完了。

▲腕は片方ずつ接着してもそれほど問題ではないが、
両手（両腕）でものを持っている場合、また両手で掴ん
でいる場合は両腕を同時に（先に付けたパーツの接着
剤が硬化するまえに）接着。ものを持たせて位置を調
整すると位置が決めやすくなる。

▲頭を接着して完成……と思ったが、キットのパーツは
首が少し短いようで、首をすくめているようにみえてしまう。
余談だが、このキットのヘルメットは大きさ、形状ともにす
ばらしい出来で、このパーツだけでもほしくなるほどだっ
た。何気なくモールドされたバンドも最高！

▲そこで頭のパーツの首の部分にランナーのタグ部分
を接着。接着剤の硬化後削って長さを調整して接着し
た。

▲基本工作をていねいにすること、装備品をしっ
かり密着させることに重点を置いた作業はこれで
完了。

装備品は浮かせないのがポイント

頭と腕を接着して完成させる
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フィギュアの基本工作その1で行なった作業に
加え、キットを製造する都合でなくなってしま
ったディテールの追加作業、キットのモールド
を補足する作業の解説が中心となりますが、初
級編と言うには多少スキルが必要となります。
削り込むのとは違い、あるはずのものがなく、そ
れを足していく作業はみるみる良くなっていく
ので楽しい作業です。また、ここからはキット
とは別に用意する材料やパーツ、若干特殊な工
具も多少登場します。それらの使い方もぜひ参
考にしてください。　　

フィギュアの基本工作その2
シワなどモールドのメリハリ

▲初級で紹介した作業、基本工作を完了した状態のパーツ。裾が埋
まっているので彫り込んでいこう。

▲作業ではハセガワの「トライツール モデリング チゼル3（模型用 
ノミ 三角細）」「 モデリング チゼル2（模型用 ノミ 丸細）」 を使用し
た。

▲袖口を掘り終えた状態。

▲袖口以外にも上着とズボンの間も彫り込んでモールドを追加。
ノミは常に刃先を鋭く、良く切れる状態を維持するように心がけよ
う。トライツールのノミには砥石も付属している。

▲襟もモールドが埋まりやすくダルくなりやすい部分だ。言い換
えれば彫り込むことでシャッキリとした印象とすることもできる。

▲三角細ノミは先端を使うことで、筋彫りをすることもできる。

1

4

2

5

3

6

裾や襟を彫り込んでモールドをシャープにする

製作・文／斎藤仁孝
Modeled and described by Yoshitaka Saito
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▲フィギュアでは先ほどの袖口などと装備品周りがポイントとな
る。作業は、都合で太くなっている部分、立体感に乏しい部分のモー
ルドを削り落とす。写真はスコップの留め部分を削っている様子。

▲ガスマスクケースのスリングは、マガジンポーチ取り付けで干渉
したためと、胴体と一体成型になっていたので端を削り落としあえ
て段差にしておく。

▲削り落としたスリングはプラ材で再現した。使用した材料はイ
エローサブマリンのプラ材「0.14㎜厚プラストライプ 0.5㎜幅」

▲プラストライプを使い、ベルトとガスマスクをつなぐ部分の短い
スリング、雑嚢のフック（ベルトに引っ掛ける金具）など、再現され
ていなかったこまかいディテールを追加した。グッと精密感が高
まってきた。

▲ライフルのスリングも再現した。使用したのは『紙創り』の「ドイツ軍スリングセット」を使用した。紙製で薄く、曲げやすいのでとても
扱いやすく、スリングをリアルに再現できるスグレモノだ！

ツールを上手に利用するべし
接着剤はパーツ同士を接着するためのものですが、ヤスリ掛
けをしたパーツの表面にスッと軽く塗ることでささくれてい
た切削跡を滑らかにすることにも使えます。また一口にデザ
インナイフといっても刃先の種類はさまざま。なかでもエグ
ザクトの丸刃は使いやすいですよ！

ABエグザクトのデザインナイフ（丸刃）。シワのモールドに
対して追従性も高くとても作業しやすい。
CGSIクレオスのMr·セメントS

B

C

A

スリングなど「あるべき物」を追加する

7

10

8

11

9
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