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笹原 大
1969年生。千葉県出身。中学生までガンプラをメインに楽しん
でいたが、高校入学と共に製作活動を休止する。サラリーマンを
約20年経験後、転勤のない現在の仕事に就いたため、家族の了
解もあり模型製作を再開。現在、ネイビーヤード誌をメインに
1/700スケールの日本海軍艦艇製作に特化した模型ライフを楽
しんでいる。二児の父親。ブログ名R＆R工廠の由来は子供の名
前のイニシャルから命名。

1/700スケールの艦船模型を何処まで再現・表現できるか?
笹原 大の挑戦
近年、艦船模型の世界では様々なアフターパーツが販
売されるようになりました。その中でもエッチングパー
ツの進歩は大変なものがあります。インジェクション
プラスチックキットではなかなか再現、表現が難しい
ところもエッチングパーツを使うことにより、さらに
精密な表現ができるようになりました。ただし、その
エッチングパーツは「高価だし、取り扱いが難しい。
失敗したら……」となかなか手を出しにくい思いをさ
れている方も多い様に見受けられます。確かにエッチ
ングパーツは高価ですし、工作加工はある程度慣れな
いと難しいのは事実です。そこで今回は、私のこれま
での失敗や経験を糧に得たエッチングパーツを扱う
「ちょっとしたコツ（？）」など紹介させていただき、「こ
れからエッチングパーツを使ってみようか？」と思い
悩んでいるモデラーさん達の背中を少しでも後押で
きればと思い、執筆させていただきました。また、様々
なアフターパーツを駆使して、「1/700スケールの艦
船模型を何処まで再現・表現できるか？」という課題
に私なりに挑戦してきた中で、便利に感じた工具や工
法も紹介させていただいてます。皆様の模型ライフに
何らかの形で参考にしていただければ幸いです。
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もしかしたら“到達点”に達したのかもしれない。
驚くべき細密感と恐るべき精度の1/700世界

帝国海軍航空戦艦伊勢
フジミ1/700インジェクションプラスチックキット

伊勢

艦船模型の精密化という流れはすでに長い時間を経てきている。20年以
上前からごく一部のモデラーが限られたアイテムで精密な模型を作って
いた。しかしこれらの大半は1/350や1/200といった大きなスケール
によるものだった。それらの特別なモデラーが実施してきた精密模型が
1/700スケールにも応用されるようになったのはエッチングパーツの
発売と海外製の細くて薄いプラ材が入手できるようになってから。これ
らの新マテリアルを使って1/700スケールの艦船模型に精密に工作す
るという流れが徐々にできあがっていった。
年々、新しい便利なアフターパーツが開発されるようになり、ますます
精密な工作をほどした作品が加速度的に生まれていった……と思われる
かもしれないが、実際のところこの1/700スケールにおける精密化の
流れは一旦、5年ぐらい前に停滞するようになった。なにしろ1/700で
ある。実艦の10㎝のディテールも1/700にすると0.14㎜となってし
まう。人間の目と指先のコントロールにはどうしても限界がある。精密
なパーツを盛り込んでもそれがきれいに配置されていなければ台無しだ。
そのため艦船模型の精密化については足踏みが見られるようになった。
そんな中、現れたのがR工廠こと笹原大氏（R工廠はインターネット上

のハンドルネーム）。これまで限界とされていた10㎝未満（1/700で
は0.14㎜未満）の工作を易易とこなし完成させる。それが全体に及ん
でいるのだ。たとえば艦上機を1機だけ精密に作り込むことにチャレン
ジしてきたモデラーならば多数いる。しかしそれを高い精度で複数作る
ことができるというのは常人には無理な話だ。飛行甲板にずらりと1分
の狂いもなく精密に作り上げた艦上機を並べるという芸当は誰にもでき
ない。精密な工作ばかりではない。その塗装の美しさも笹原氏の作品の
魅力のひとつだ。これまでは「1/700というスケールだから」という
ことで比較的単調な色遣いで完成させるというのが艦船模型のお作法だ
ったのだが、笹原氏は戦車模型などのトレンドを応用した非常に繊細な
ウェザリングや効果的な差し色により「見せるものを楽しませる」とい
う演出に非常に気を遣っている。
遠くから離れてみてもその色遣いのビビットさは人を惹きつけ、そして
近づいてみるとその繊細な工作技術に驚く、そしてさらに顔を近づけて
みるとさらに精緻なディテールに驚き無限に眺められているという。こ
れが笹原氏の作品の魅力なのだ。これは艦船模型におけるひとつの“到
達点”なのかもしれない。

Imperial Japanese Navy Carrier Battleship Ise
Fujimi 1/700 Injection-plastic kit.
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っぱ最初に見たのはTwitterやったねえ。
何年か前の話やけども。いや、みんなそ

うやと思いますけど、やっぱり最初は「この作
り込みは1/350でしょ。いや〜、1/350でもこ
れだけ細かい工作ができるようになったんやね
え」と感心しとったんですわ。そしたら1/700
って聞いてのけぞりました。1/350だとしても
すごいでしょう。1/700は恐ろしいことになっ
たなとしみじみ思いましたですねえ。
　後に模型の展示会で初めてお会いした時も

「本人は西郷隆盛っぽい」というふうに聞いと
ったから、まあ一発でわかりましたわ。本当に
そういう感じやから。その時に初めて生で作品
を見せてもらったんやけど、もはやルーペがな

やもはや鑑賞にルーペは必須。
1/350だとしてもすごい工作で、
1/700は恐ろしいことに……

松本州平氏談
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いと細かすぎて何がなんだかわからんじゃない
ですか。だからルーペ借りたんやけど、そした
ら今度は距離感がわからなくなって、ルーペぶ
つけそうになって。あれは怖かったっすね（笑）。
　そもそもワシ、船の模型って作っとったの中
学生のころくらいやからね。そん時はウォータ
ーラインシリーズやったけど、買ってきたら、
べーって塗って並べて遊ぶという、そういう非
常に普通の遊び方をしておったんですわ。だか
ら、笹原さんの作品ほどの主張もなければ内容
もない。それでアレを見るでしょう。そうする
ともう、「1/700でここまでやります!?」みたい
な気分になってきますねえ。
　工作がすごい細かいというのももちろんだけ

れど、塗装のセンスの良さもすごいんですよね。
エイジング（経時変化のウェザリング表現）の
センスもいいし、配色で明確に差し色を入れよ
うとしているじゃないですか。よくある「漠然

と軍艦色が塗ってある模型」になるのを拒否し
てますよねえ。どういうプロセスでこの配色を
思いついて塗っていったんだろう……と毎回感
心させられております。    ■

1957年生まれ。横浜在住。模
型雑誌に関わって30年以上も
過ぎてしまった模型好きの絵
本作家。インジェクションプ
ラスチックキットだけではな
くメタルキットや食玩も作り、
ジャンルも、飛行機などのス
ケールモデル的なものから城、
ダンプカーに至るまで、なん
でもありの製作スタイルで知
られている

松本州平 Shuhei MATSUMOTO

「松本州平のヒコーキ模型道楽」
大日本絵画刊／本体3900円＋税
A4版　160ページ　フルカラー
●80年代から飛行機やAFVを中心に活
躍し、早30年以上のキャリアを持つ大
ベテランモデラー、松本州平先生の、
飛行機模型誌『スケールアヴィエーシ
ョン』誌上にて掲載された作品を一挙
収録！ 連載時の掛け合いに加え、製作
工程写真や作り下ろしの作品も収めた、
松本先生を語る上で欠かせない一冊
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界まで再現されたディテールと超絶な精
度で仕上げられた笹原氏の1/700作品。

最大の魅力は何と言ってもその「緻密さ」であ
るというのは、誰もが納得するところです。
　氏の作品をよく観察していくと、「緻密さ」
を引き立てる技術が見えてきます。艦船模型で
は、工程の多さからか塗装より工作に重きを置

かれることが多いように見受けられますが、こ
のような作品はたいていあっさりとした塗装仕
上げです。1/700という小さなスケールの限界
にもあるのでしょう。しかし、笹原氏の作品で
は、異常なまでに細部塗り分けが徹底されてい
ます。例えば機銃ひとつとっても、防盾、銃架、
機銃、椅子にいたるまで塗り分けられ、艦載機

には翼端灯まで描き込まれています。そのうえ
質感表現にも抜かりなく、木部だけでも資材や
荷物、甲板、短艇の船底など、しっかりと違い
が再現されています。
　また、開放された水密扉の演出は、色のこだ
わりの最たるものかもしれません。扉を開ける
ことでグレー単色になりがちな船体に白い差し
色が効いて密度感が高まります。軍艦と言えば
暗いグレーの単色で塗られていることが多く、
それゆえ仕上がりが単調になりがちです。また
暗いグレーは収縮色でもあるので普通に塗ると
小さく見えてしまいます。ところが笹原氏の作
品は細部の工作に加えて前述した緻密な塗装の
積み重ねにより100mを超える実艦のサイズ感が
見事に表現されているのです。こうした色表現
は、笹原氏の豊かな色彩感覚の現れですが、さ
まざまなジャンルの技法を積極的に取り入れる
柔軟な姿勢も、素晴らしい作品を生み出す原動
力になっているのではないでしょうか。  ■

限

アーマーモデリング誌で「ダイ
オラマパーフェクション」を連
載するミリタリーモデラー。じ
つは小学生のときにウォーター
ラインシリーズにどっぷりハマ
った艦船好き。何時かごりごり
にディテールアップした船をダ
イオラマに……と思っていた矢
先に笹原作品を見たことでその
目論見も木っ端みじんに轟沈。
好きな艦艇は球磨、扶桑、イオ
ー・ジマ、ジェラルド・R・フ
ォードetc.

木の質感や艦載機翼端灯まで描き込む。
異常なまでの細部塗り分けの徹底により
見事に実艦のサイズ感を表現している。

「ダイオラマ・パーフェクション2
車両・建物編」
大日本絵画刊／本体3800円＋税
A4版　112ページ　フルカラー
●戦車模型誌『アーマーモデリング』
で好評連載中の「ダイオラマ・パー
フェクション」を加筆修正し再編集。
ケースバイケースで綴られる合理的
な製作法と再現度の高さはあなたの
情景製作に必ず役立つはず。世界ト
ップレベルのミリタリーダイオラマ
作品がいかに完成したのか、その舞
台裏を掘り下げて紹介

吉岡和哉氏談

吉岡和哉 Kazuya YOSHIOKA
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ともと模型が好きで、映像業界に入った
のもミニチュア特撮の世界からでした。

私の場合、『スター・ウォーズ』を見てからは
もうそういうSF っぽいものばっかりになっち
ゃいましたけれど、それ以前はスケールモデル
一辺倒だったので、艦船のキットも作ってはい
たんですよ。ただ、やっぱりプラスチックの部
品だとアンテナの形とかに限界があって、これ
をうまく修正するのは自分の手には負えない
な、と思って作らなくなったんですよね。
　そういう人の目からすると笹原さんの作品っ
て本当に驚異です。最初はTwitterで作品をお
見かけして、「すげえ！」と思って。1/700 って
一応書いてはあるけど、Webで見る写真だと
実物の大きさが全然わかんないんですよね。だ
から「タバコかなんか、大きさが比較できるも
のを置いてくださいよ！」ってリプライしたら、
次からは1円玉を横に置いてくれるようになっ
て。で、またその1円玉が思ってたより全然大
きくてびっくり。そういうわけなんで、笹原さ

んが模型の横に1円玉を置いて写真撮るように
なったのは僕の影響だったりします（笑）。
　笹原さんの作品って色味が映画のセットっぽ
いんですよね。塗装による各部分ごとの素材や
質感の強調が非常にうまい。特撮のスタッフを
やっていた時に言われた話で「汚れはカメラを
通すと半分になる。だから肉眼では想定の2倍
汚くしろ」ってのがあるんですけど、艦船模型

って巨大なものを1/700の大きさにしているか
ら、スケールに換算すると人が見る時の視点っ
てものすごく遠くから撮影しているのと同じに
なります。なので、映画セットっぽい色使いが
とても効いてきます。ビビッドな色味は部分ご
との質感の表現として非常に目を引くし、作品
全体としても鮮やかですよね。そういう部分の
強調が本当にうまいなと思います。                   ■

も

映画のセットにも通じる極上のミニチュア
横の１円玉を見てそのすごさに驚け！

映画監督。「ALWAYS 三丁目
の夕日」（2005年）ではCGを
駆使して昭和の町並みを見事
に再現、日本アカデミー賞で
作品賞、監督賞を含む16部門
を制覇し、続編「ALWAYS 続・
三 丁 目 の 夕 日 」（2007年 ）、

「ALWAYS 三丁目の夕日’ 64」
（2012 々）も大ヒットを記録

し た。 そ の 後 も「 永 遠 の0」
（2013年）や「海賊と呼ばれ

た男」（2016年）など多くの
ヒット作を手がける。

●笹原氏のTwitter（R工廠 @risaandryoder）でおなじみ
の、作品と1円玉との比較写真。あまりの細かさに対比
物を見てはじめてその小ささに驚かされる

山崎貴 Takashi YAMAZAKI

山崎貴氏談
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――艦船模型を作り始めてから、何年ぐらいに
なるのでしょうか？

笹原　今年で7年目になりますね。

――出戻りというか、それ以前も模型を作って
いて、お休みされていたんですか？

笹原　はい。でも以前に作っていたのは中学生の
時代でジャンルも艦船模型ではありませんでした。

――その頃と今では全然環境が違いますよね？

笹原　当時は、それこそ松本州平先生の「改造
しちゃアカン」とかの世界でしたからね。

――7年前に出戻って改めてもう一度模型、それ
も艦船模型を始めたのは、何か作品を見た、とい
うようなきっかけが何かあったんでしょうか？

笹原　やはり、艦船模型用エッチングパーツで
しょうか。もともと海軍は好きだったんです。
歴史とかも好きだったんで、船には興味はあっ
た。でも中学生の時はアフターパーツなんてな
かったんですよ。当時は、ウォーターラインの
キットのまま作るんだけどかっこよくならない
……。かっこよくないというか、例えば、松本

州平先生がやっていた1/72のミニタンクや横
山 宏先生のSF3Dオリジナルのスーパー AFS
とか……ああいうのと比べると、艦船模型には
あまり魅力を感じませんでした。

――1/700スケールという制約もあって、ウォー
ターラインシリーズの初期のキットはかなりあ
っさりしたものでしたよね。

笹原　そうですね。そのころちょうどガンプラ
も流行ったんで、ガンプラをやったりとか……
ザクとかガンガン作ってましたよ。

――ちなみに7年前の模型の出戻りの頃にガンプ
ラ製作も復活されました？

笹原　いや、一切。全然作っていない。ガンプ
ラ製作は中学生のころだけです。社会人になっ
て少し仕事に余裕ができるようになったときに
たまたま『月刊モデルグラフィックス』を読ん
で、艦船模型用エッチングパーツの存在を知り
ました。Takumi明春さんの作品を『モデルグ
ラフィックス』の艦船模型特集の巻頭特集で見て

「え？ 今、艦船模型ってこんなになってるの？」
っていうのが、出戻ったきっかけですかね。

――そうなんですね。出戻って一番最初に手掛

けられた艦船模型は何ですか？

笹原　一番最初は「龍驤」でした。

――フジミの1/700ですね。 

笹原　そうです。ちょうどエッチングパーツの
飛行甲板をぜひ使ってみたい、というのがあっ
て空母の中でも「龍驤」はちっちゃいじゃないで
すか。試してみるのにはちょうどいいなと思っ
て。複葉機を搭載していた時期の第一次改装の
方でした。あれが私の出戻り後の艦船模型製作
第1号ですね。

――飛行甲板のエッチングパーツって、上級者
向けっていう印象がありますよね。初〜中級の
モデラ―さんだと「ちょっと取り扱いが難しそ
うだな……」と敬遠されがちですが、そこは全然
気にならなかったのでしょうか？

笹原　全然。逆に、「この飛行甲板パーツ、細
かいモールドですごいカッコいい！」って（笑）。
あと、飛行甲板後部裏側のトラス状構造。「こん
なのができるんだ!!」っていうのがあって、そ
れがやりたくて作り始めたようなものです。

――その復帰第一作って、きちんと完成しまし

特別インタビュー/笹原大氏に聞く1/700製作の秘訣

本書でとりあげた超精密な艦船模型はどのようにして生まれてきたのか。
作り方にコツなどはあるのだろうか。今回は単行本化記念として笹原氏に
艦船模型に関する考え方や取り組みなどについてうかがった。これから艦
船模型を作っていこうという方にも参考になる部分もあるだろう

1/700スケールの航空戦艦「伊勢」。実物は30
㎝強ぐらいのサイズだ。このページに掲載した写
真は130％となる。このぐらい大きさからでは
細部がよく見えないためピンとこないかもしれな
いが51ページ以降に掲載しているクローズアッ
プした写真をご覧いただければそのあまりの精密
さにきっと驚かれるはずだ。

テクノロジーを活用した潔い「急がば回れ」精神
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た？　いきなりエッチングパーツに挑戦すると
挫折してしまう方も多いようですが。

笹原　もちろん。ちゃんと完成させましたよ。

――それで気をよくしてもうちょっと作ってみ
ようか……みたいな？

笹原　そうですね。

――久しぶりに模型に出戻って、7年ぐらい前に
経験のない艦船模型の製作を始められたとき、
戸惑われることってありました？　 昔のキット
と最近のキット／パーツって全然違うじゃない
ですか？ 「細かくなって作りにくいなあ」とか。

笹原　あまりなかったです。それよりもエッチ
ングパーツをイチから集めなきゃいけなかった
のが大変でした。「エッチングパーツって意外と
国産メーカーが少ないんだな」って、そのとき
はじめて知りました。ちょうど中国のライオン
ロア （LionRoar）が出始めた時期だと思うので
すが、取り扱っているお店がわからず、「まず、
入手するのが大変だな」って。

――インターネットがあるから、そこで探し方
がわかってくれば手に入るけど、たどり着くま

ではちょっと時間がかかるかもしれませんね。
模型店ではなかなか見かけませんし。

笹原　最初はエッチングパーツの実物を見てか
ら買いたいじゃないですか。 まだ見たこともな
いパーツばっかりなんで。

――7年ぐらい前だと、まだ模型店も今より残って
いてギリギリ実店舗で購入できた頃ですよね。 

笹原　そうでしたね。売ってました。

――今は艦船模型自体を扱っている模型店が少
なくなってしまいましたが、5年くらい前までは
は模型店に行って、「あ、これ全然見たことない
エッチングパーツだ」って見てから買うことが
できました。そもそも艦船模型用のエッチング
パーツって生産数が非常に少ない上に、再生産
もほとんどされないので、見かけた時には即買
っておかないと、あとから入手できなくなって
しまうケースも多いですよね。

笹原　そんな事情もわからなかったんで「まだ
いっぱいあるからいいや」なんて買わないとき
もあったんです。そしたら瞬く間になくなって
……その後は一向に入荷しないし。それで見つ
けたときには買っておくようになりました。最

近は1日の日課として、毎朝4時に起床してイン
ターネットで新しい艦船模型のパーツがあるか
どうかをチェックしてます。見たことのない製
品だったらとりあえず買っておく。出戻った当
初の「欲しいアイテムがいつでも買えるわけで
はない」という苦い経験からきています。

――私たち艦船模型誌編集者でも知らないアフ
ターパーツを使われているので毎回驚かされま
す（笑）。それと、笹原さんの製作手法で、とく
に印象的なのは「ブロック工法」。塗装の手間を
考えてある程度構造物ごとに作るっていう方は
わりといるのですが、塗装に到るまで徹底して
細分化したブロックごとに作り上げるのは、ほ
かのモデラーさんにはない特徴かなと思います。

笹原　エアブラシによる吹き付け塗装が基本な
んで、ある程度組んじゃった後だと、ちゃんと
細部まできれいに均一に吹けないんです。それ
に、なんといっても汚し塗装ができない。だか
ら自然に各ブロック、艦橋なら艦橋、煙突なら
煙突、砲塔なら砲塔って完全に完成させて最後
に組み合わせるという工法になりました。各ブ
ロックを組み合わせるのは最後の工程で、その
あとにやるのは張り線ぐらいでしょうか。

―― iPadなどのカメラ機能を活用されているの

特別インタビュー/笹原大氏に聞く1/700製作の秘訣
▶空母用の飛行甲板エッチングパーツ。近年はこのよう
な飛行甲板をまるごと交換するような形状のものも発売
されている。笹原氏は空母作品の飛行甲板をすべてエッ
チングパーツへと交換しているのだ。

1/700では約30㎝
ここでは130％
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