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「月刊モデルグラフィックス」誌
に連載された、バンダイ『スター・ウォーズ』
プラモデルシリーズの作例作品を再編集、再
撮影などによって、より深く作品の魅力に迫
る単行本シリーズの第二弾です。
2017年8月、 バ ン ダ イ は つ い にPERFECT
GRADE 1/72 ミレニアム・ファルコンを発売
します。これは『新たなる希望』版と銘うっ
ており、まずは『スター・ウォーズ』第1作
の撮影用にILMにて製作された170㎝サイズ
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の撮影用モデルを丹念に研究し、プロポーシ
ョンのみならず、使用されている流用パーツ
のすべてを解析しました。 そしてそれらを
採寸してから設定スケールの1/72、実機の
1/3.5サイズに縮小してインジェクション・
プラスチック化したという、世界のプラモデ
ル史に残る画期的な製品です。本書では、ま
ずこの製品にスポットを当て、いかに製作す
ると実際の撮影用モデルに近づくかを、本書
のために作品を作り起こし、その工程を紹介
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します。またモデルグラフィックス誌で紹介
したミレニアム・ファルコンの作例も途中写
真を紙面の許す限り掲載。これから1/72 ミ
レニアム・ファルコンを作ろうというモデラ
ーへの大きなヒントとなるでしょう。
また旧三部作関連作品のみならず、本書で
はエピソード１〜３、そして『スター・ウォ
ーズ／フォースの覚醒』
、
『ローグ・ワン／ス
ター・ウォーズ・ストーリー』も作品を収録
します。
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MILLENNIUM FA
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PG
パ ー フ ェ ク ト グ レ ー ド

1/72 MILLENNIUM FALCON

ミレニアム・ファルコン

パーフェクトグレード ミレニアム・ファルコン
バンダイ 1/72 インジェクションプラスチックキット
出典／『スター・ウォーズ／新たなる希望』
税込4万3200円
プレミアムバンダイ
製作・文／どろぼうひげ

バンダイの『スター・ウォーズ』プラモデルシリーズ開
始以来、もっとも待たれていたビークルがついに1/72
という大スケールでそのベールを脱いだ。
PGの冠を掲げ
た本製品は、文字通り徹底したリサーチによる見事な造
形で見るものを圧巻する。ここではそのパーフェクトな
キットの実力を十二分に発揮するべく、電飾や細部ディ
テールに手を加えて、本物同様の塗装を施し、極上のミ
レニアム・ファルコンを仕上げてみた

最高の
ミレニアム・ファルコンを
徹底的に作り込む

●今回はキット同梱のLEDセットを使用せず、
3㎜砲弾型白色LEDをエンジン
部で54個使用し、自作したスタンドから配電しエンジンを点灯させている。
その効果はてきめんで、ご覧のように劇中のミレニアム・ファルコンのように
目がくらむほどの光量でエンジンを点灯させることができる

©&™ Lucasfilm Ltd.
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●コクピットの奥壁や側壁、コンソ
ールなどもLEDを配置して劇中同
様に点灯させている。差し替えでタ
ラップを装着するとスイッチが切り
替わり室内灯が点灯する。細部の造
形とともに、質感溢れる塗装にも注
目してほしい

●足回りは穴の開口やケーブルの追加など、より質感溢れる追
加工作を行いつつ、脚収納庫のライトをより明るく点灯できる
ような工夫をほどこしてある。
『ANH』版では赤いポジション
ライトやスポットライトは付いていないので工作はしていない

7

PERFECT GRADE
MILLENNIUM FALCON
BANDAI 1/72
Injection plastic-kit
Modeled by DorobouHige

3

2

1

6

5

4

9

8

7

12

11

10

©&™ Lucasfilm Ltd.

8

PERFECT GRADE

MILLENNIUM FALCON
1機体開口部は汚し塗装やスミ入れ、スス汚れなども入っ

るように。またここは唯一赤いマーキングが機体表面を這

ているが、組み立て後は届かない箇所もあるので先に塗装
する。
23機体側面は鮮やかなサビ色が大胆に多数入る。4

うパイプにかかる箇所で、塗装に注意したい。機体開口部
内にサビがあるのにも注目。機体左舷にある被弾痕は見

アンテナの裏も特徴的な塗り分けと傷があるのを再現。
5撮

栄えのするポイント。彫刻刀で削り込んでより被弾した痕

影用モデルに入っている傷はプラパーツにも彫刻されてい

らしく加工。塗装もメリハリが効くように焦げ痕やスス汚

るので、塗装を剥がすなどして質感を高める。
6基本塗装の
段階でシェードを残しつつ、きれい目のスミ入れによって

れを加えている。撮影用モデルでは、裏面など機体各所
にモデルメーカーの名前が刻まれている。キットには付属

ディテールを際立たせている。各所デカールの位置にも注目。

しないので自作デカールでそれらの名前を再現した。コ

7機体中央上下にある銃座にはソロとルークを着座させ、

クピットにはルーク、ソロ、チューバッカ、オビワンを載せ、

銃座内をLEDと光ファイバーで電飾した。
8銃座表面の様
子。赤、グレーの塗り分けのほかに特徴的な剥がれ塗装や

タトゥイーン出発直後を再現した。そのほかにキット
にはC-3POとレイア姫の着座フィギュアが付属

汚れも資料をもとに描きこんでいる。
9コクピット周辺の様

する。ミレニアム・ファルコン号の見ど

子。このキットではデカールに剥がれ模様もプリントされ
ているので、そのデカールを参考に剥がれた様子を描き込

ころのひとつでもある後部エンジン上
面の通称"マンダラ"と呼ばれる部

んでいる。チッピングも明るい白に削れた中心がこげ茶に

分。資料写真を参考に繊細にスミ

なるようにひとつひとつ描き込んでいる。すべての機体

入れ、スス汚れなどをを施し、質

の開口部のフチは内側から薄く削り、よりシャープに見え

感の高い仕上がりを目指した

170cm撮影用モデルの
特徴を徹底的に
再現する

●170㎝撮影用モデルの塗装を再現
するべく、遮光用の黒を吹いたあと、機
体の白を塗装している。天面は均一に塗りつ
ぶすのではなく、ムラを残すように吹き付けた
り、側面は下地の黒が機体各部のシェードとなるよ
うに影を残すように白を吹くなどして、単一の白では
なく、表面に色の変化を付けるよう基本塗装をしている。
そこからさらにシェードや汚し塗装が加わっている

14

9

13

No.1電飾SWモデラーどろぼうひげ
『スター・ウォーズ』

バンダイに"パーフェクト"と言わしめるこのキット。これを
SWモデラー、どろぼうひげ氏が正面から大攻略。形状がパ
ーフェクトならば、細微なポイントに注力し、より撮影用モ
デルに近づけるためのポイントを攻めてみました！

PERFECT GRADE 1/72
ミレニアム・ファルコンに挑む!!
製作・文／どろぼうひげ

コクピット
の製作
見せ場のひとつであるコクピットはキ
ットのままでも電飾されているが、よ
り一層光らせるためにキットのものは
つかわず別途専用のLEDを準備し電飾
加工を施す。撮影用モデルではここは
▲ 後 部 パ ネ ル の 照 明 部 分 に は、 白 色 チ ッ プ
LEDを内側から横向きに取り付けた。クリア
ー部分はアルミテープで遮光している

▲LEDと熱収縮チューブで、電球色・青・赤3色
の光源回路を作る。常時点灯に加えランダムに
点灯する3色をPICマイコンで制御している

作られていないので、あくまで1/1ラ
イブセットのコクピットを参考に色や

▲後部パネルは黒とグレー、入口枠をサンディ

▲操縦桿は、上向きに接着し、中央にレバーを

ブラウンでで塗り分けた。エナメル系塗料の白
でラインをスミ入れ。スイッチ類は筆塗りした

３本追加。シートの穴をパテ埋め、正面にコン
ソール用光ファイバーを隠すパネルを追加した

▲正面コンソールも黒で塗装し、白のエナメル
系塗料でスミ入れ。光ファイバーを植える。後
部パネルも40本ほど光ファイバーを植えた

▲その照明を内壁へ取り付ける。その際にチッ

▲側面の照明用に幅2㎜高さ1㎜のクリアー

プLEDを取り付けた側が前方にくるように配
置。こうして棒状に光る室内灯を再現した

角棒を切り出し、紙ヤスリでヤスって曇ら

ディテールなどを再現する

せた後、
先端に白色チップLEDを取り付けた

機体の
組み立て

▲削ったフチや露出する内部ディテールは組み
立てる前にブラックグレーで塗装しておく

▲穴のフチは、セラミックナイフを使ってカン
ナがけの要領で削り薄くする。プラの厚みが減
りスケール感も出るので、効果的だ

▲配管類は軟質樹脂で成型されているが、ヤス
リで成型することが可能。流し込み接着剤を使
うと脆くなるので、粘度の高い接着剤を使う

▲エッチングパーツを張り込む部分の下にもブ
ラックグレーを先に吹いておく

基本工作は丁寧にゲート処理とパーティ
ングラインの処理をすれば問題ないが、
パーツが大量にあるので、どう効率化す
るかが工夫のしどころ。また、組み上げ
る前に塗装すべきポイントもある。スナ
ップフィットキットだが、強度に不安が
ある場所や繊細なパーツは接着剤で固定
してしまう

▲底面部の露出部はとくに組み立ててから
では塗装できない部分が多いので先に塗装
を済ませてから接着する

▲回路をパネルの裏に置き、光ファイバー
の位置を確認しながら色分けして接続。内
部は黒で塗装し二重の隔壁で遮光対策する

▲これだけでは内部が暗くて、ルークとオ
ビ＝ワンが見えないため、天井に白色チッ
プLEDを取り付けて、室内照明を追加した

©&™ Lucasfilm Ltd.
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▲船体の内側に磁石を取り付けると、ラン

▲ランディングギアのパーツには、あらかじめ

▲これらのパーツは撮影用モデルのものと比べ

▲表面にモールドされている配管はカマボコ型

ディングギアを付けた状態を保持できる。
飛行状態再現カバーにも磁石を取り付ける

ネオジム磁石を仕込んでおく。プラの厚みで遮
られていても磁力は充分

て若干太いので、細く整形してから接着する

なので、下側を少し削り込んでパイプらしく見

▲後部エンジンパネルも、ネオジム磁石を

▲タラップもダボの一部を切り取り、ネオジム

▲ランディングギアの傘はメッシュ部分がモー

▲脚収納庫内にビニール線で油圧チューブを追

仕込み固定できるようにする。磁石を取り
付ける位置のモールドを削り取る

磁石を仕込んでおく。タラップは接着する前に
内側を塗装してしまう

ルドされているだけで抜けていないので、ピン
バイスで穴を開け、ヤスリで整形する

加した。これだけで途端に雰囲気がよくなる

▲塗装はパーツを分割したまま行なう。ボ
ディとクチバシパーツの接合部分は軟質パ

▲右側面にあるパーツＤ30は、表面に多数の
穴があるが、塞がっているのでドリルですべて

▲穴が浅いところや、実際には貫通していると

▲パネル、ボディ両方にネオジム磁石を仕込む
ことで、確実に隙間なく固定できるようになる

ーツなのであとで組み立てることが可能だ

開口してから取り付ける

ころはドリルで開口してやると効果的。かなり
の数の箇所となるが0.6㎜のドリルで対応可能

▲コクピット横に取り付けるエッチングパ
ーツは、あらかじめ曲げクセを付けて置く
と接着が楽になる

▲船体には、たくさんのダメージがあり、実際
に削れている部分も多い。塗装の前にリュータ
ー＋丸ビットでキズを再現しておく

▲ダメージは装甲のめくれた部分を切り込んで
やる。省略されているダメージ（赤部分）は、
鉛筆でアタリを付けてからリューターで削る

▲エンジン周辺のたくさんの偏向板パーツも塗
装後に接着したほうがよい。パーツＱ8は、破
損を防ぐため最後に取り付ける

パーフェクトなミレニア
ム・ファルコンが来た！

ミレニアム・ファルコンといえば、多く

の『スター・ウォーズ』ファンがもっとも

憧れる宇宙船といえます。そして今回、バ

ンダイから発売されたキットは、まさにパ

ーフェクト！ しかも、複数ある撮影用モ

デルのなかでも、１７０㎝モデルの立体化

とくれば、是が非でも作らなくてはいられ

このキットは、これまでにない入念なリ

ません。

サーチと再現度によって本当にパーフェク

ト。プロポーションについて、手を入れる

ところがありません。ですので成型の関係

で再現し切れなかった僅かな部分の改修や、

標準で付いてくる電飾を更に強力にする加

工、そして撮影用モデルを忠実に再現する

塗装に注力しました。

キットの電飾ユニットでは、コクピット

◆コクピットは煌びやかに

内の後部パネルの照明だけが点灯しますが、

横の蛍光灯やコンソールのランプ類を点滅

させて、豪華なコクピットに仕上げました。

３色のランプが、ＰＩＣマイコンにより、

ランダムに点滅します。

ハン ソ･ロとチューバッカは、操縦桿を握
っているポーズに変更しています。後部シ

ートには、ルークとオビ＝ワンを乗せ、デス・

スターに拿捕されるシーンとしました。ま

た、ターレットの砲座内部も電飾すること

で、劇中の戦闘シーンを再現しています。

機体表面に多数設けられている内部機械

◆製作は分割したままがベスト

が覗く開口部のフチは、裏から薄く削って

あげると精密感が増します。また、組み立

てる前に、機械部や甲板の裏側をブラック

で塗装しておくと、あとからエアブラシ塗

装の際に、塗料が届かない！ なんてこと

が回避できます。ランディングギアに付属

してる傘は、横方向のメッシュが塞がって

いますので開口しました。特徴でもある三

本のランディングギアは、カバーも含めて
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えるように成型する

▲現在撮影用模型は、180度回転した状態で取

▲アンテナには上下がある。矢印部分のモール

▲薄くしたフチに流し込み接着剤を塗布して柔

▲コクピット側のドッキングベイには、下

り付けられており今回はその状態とした。架台
はこのような向きとなる

ドが、わずかに開いているかで判別できる

らかくしたら、精密ドライバーの先などで、表
面から割れるぐらい押し込んでくぼみを作る

側に大きな被弾痕があるので再現。まず3
㎜の穴をあけてフチを内側から薄く削る

電飾の
工作
最大の見せ場であるエンジンの発光は、
同梱される電飾ユニットでも可能だが、
今回は独自にLEDを搭載し、できるか
ぎり光量を稼ぐ工作を施す。

▲タラップや脚収納庫照明は、LEDの最大光

▲斜めにカットしたLEDを使うことで、写真

▲タラップに設置する照明用ＬＥＤは、先端を

度で光らせたいので、
12Ｖの電源にＣＲＤを
組み合わせて使用した

のようにタラップ全体を照らすことが可能にな
る

斜めにカット（写真右）することで照射範囲を
拡大する加工を施す

▲エンジンパーツの内側に寸法を合わせた底板
を準備し、LEDを納める穴を均等に開ける。

▲スイッチの機体内部側。配線はそれぞれに取
りまとめてホットボンドで機体に固定していく。

▲機体内部、タラップパーツを差し込む位置に
スイッチを設置。横に設置したのはタラップパ

▲タラップを装着したときにはエンジンが
消灯して、タラップなどの照明が発光する

ーツが外れる方向に力が向かない様にするため

仕組みを作る。マイクロスイッチを使用

▲ボタン電池で光らせながら、光漏れが無くな
るまで黒を吹き付ける。
LEDの足まで塗装する
のはショート防止のコーティングも兼ねている

▲底板を噴射口パーツに貼り付け、LEDを
取付ける。３個直列+CRDの回路を並列で繋
いでいくので、LEDの向きに注意する

配置はエンジンパーツのスリットに合わせる

▲ 白 色LED54個、CRD18個 の 配 線 が 完 了。
直視するとかなりの光量で、スポッティングが
起きず、面で光っているように見える

▲LEDの足を曲げて配線しCRDをハンダ付け
する。ハンダ付けする部分だけ塗装を落とすが、
ショートしない様に充分に注意する必要がある

磁石で固定し、取り外しを容易、かつ確実

船体に付いている、こまかいダメージ痕

©&™ Lucasfilm Ltd.

に装着できるようにしました。

はモールドされていないので、リューター

で実際にキズを付けて再現しています。コ

ックピット側のドッキングリングには、下

側に大きな被弾痕があるのですが、キット

ではこれも省略されていたので追加してい

ます。穴をあけ、そのフチ裏側からリュー

ターで薄く削ったのちに同じく裏側から接

着剤で溶かして、それを精密ドライバーで

押し割るのですが、実際の撮影用モデルに

近い被弾痕が作れますので、是非挑戦して

また、塗装を考慮して、組み立てないで

みて下さい。

おいた方が良いところが随所にあります。

コクピット、レーダー、くちばし、左右の

ドッキングリング、そして船体上下は、塗

装が仕上がってから接着するのがベストで

す。大型キットですので、取り回しも大変

ですから、分割しておいて最後に合体させ

る方が作りやすいでしょう。

キットは標準で電飾ユニットが同梱され

◆強力なエンジンに換装

ており、ＬＥＤを仕込む方法に悩まずに済

むのは大変ありがたいです。しかし付属の

54

電飾ユニットの発光では少々物足りなく感

本を投入して強力に発光させてみました。

じましたので、白色ＬＥＤを 個、ＣＲＤ

ＬＥＤ３本とＣＲＤを直列に繋いだものを

並列に追加していく回路を作りました。詳

しい方法は自著『電飾しましょっ！』
（大日

本絵画／刊）を参照して下さい。点灯させる

キットではタラップの照明や、脚収納庫

と、
部屋の照明に使える程の明るさです（笑）

内照明も再現されていますので、開状態の

タラップパーツへ差し替えた時にはエンジ

ンの発光が消え、足元照明が点灯する、切

替スイッチを付けました。

通常ではブラックで塗装してからグレー

◆塗装がメッチャ楽しいキット

を重ねるのですが、その方法では青が強く

発色してしまいますので、ブラックグレー

18
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▲白色チップLEDを室内照明として設置。

▲外にLEDを設置し、光ファイバーはパーツ

▲銃座室内も完全に再現されているので塗り分

▲こまかいディテールアップポイントとして4

砲座は常時点灯とするが明る過ぎると不自
然なので、抵抗値を調節して光度を落とす

の突起を利用してまとめた。奥面には通路の画
像を印刷したラベルを貼り付けた

ける。壁面には、
0.25㎜の光ファイバーを植え

連機銃の銃身に0.8㎜ドリルで穴を深く掘り直

ておき、赤と電球色のランプを点灯させる

す

▲船体内部へはコネクタを取り付けて、電

▲船体の重量をしっかりと支えるために、ベー

▲レーザー砲台は塗装後に取り付けるので、船

▲コクピットと機銃座は、
5Vの電源が必要。そ

源を供給する支柱を中心に回転しても安定
して電源が供給される仕組みとした

スにセットする際の内部の支柱には、金属パイ
プを使い、キットのダボも利用して補強する

体内部でコネクタを経由して接続できるように
する。コクピットの電源も同様の処理をする

こで車のシガーライターからUSB電源（5Ｖ）
を取り出す装置を使って5Ｖの電圧を作る

基本
塗装
作業

カラーレシピ

基本色………… Mr.カラー GX GX1 クールホワイト
濃グレー……… Mr.カラー C305 グレー FS36118
薄グレー……… ガイアカラー 071ニュートラルグレーⅠ 50％
……… + Mr.カラー C331 ダークシーグレー 50%
レッド………… Mr.カラー C81 あずき色
イエロー……… Mr.カラー C21 ミドルストーン

●下地が黒だと白を重ねたときに青が発色し
てしまうため、下地はブラックグレーを使用。
▲排気口内部は、空冷ファンまで再現され
ているので、明度を調整し見えるように。

▲コクピットは、クリアーのパーツを使ってマ
スキングした。合わせ目から塗料が入り込まな

このあと排気口はマスキングする

い様に、内側にマスキングテープを貼っておく

▲ブラックグレーの上からホワイトを薄く
吹くことで、濃いグレーに仕上げたところ
もある

▲ホワイトはパネル毎に分けて塗装し、色調に
変化を持たせる。また、均一に塗りつぶすので
はなく、ランダムな濃淡をつけるようにする

グレーは、黄ばんだグレー・青が強いグレー、 レーは5倍に希釈し、ベタ塗りにならないよ
それらが薄い所と濃い所など、多種多様である。 うに注意している。どちらともとれない色味
今回は２種類のグレーを使い、吹きつけ具合

のグレー部分はウェザリングで表現した

▲次にクールホワイトで基本色を吹き付ける。
側面のメカ部分は、上方向からホワイトを多く
吹き付けて影を作り、立体感を出す

▲下地のブラックグレーは塗りつぶすのではな
く、フチやエッジに多く色が乗るようにムラを
残しながらエアブラシで塗装する

を下地に使いました。メカが密集した部分

は、ホワイトを上方向から多く吹き付け、

影を作って立体的に仕上げています。赤や

グレーの塗りわけはデカールを使わず、全

て塗装で行ないました。塗装が剝がれた部

分は、手書きで塗装しています。デカール

に印刷された剥がれ模様も参考にするとい

いでしょう。撮影用モデルでは同じ色のグ

レーでも、濃さが違っている部分があり、

吹き付ける量を細かくコントロールするこ

とで本物に近い仕上がりになります。
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さて『スター ウ･ォーズ』といえば汚しが
重要ですが、
『新たなる希望』版のファルコ

ンは後の インチファルコンよりも黄ばみ

が少なく、白いけど汚れている印象です。

汚れはほとんどタミヤのウェザリングマス

ターのＢセットで再現しました。三種類の

筆を使い分けて、様々な汚れを再現可能な

ばかりか、わずかに色味が違うパネルの微

調整にも使いました。とくに、被弾痕はリ

アルなスス汚れを再現できますので、お勧

無数にある長方形のマーキングは、シャ

めのアイテムです。

ープペンシルで書き込みました。手書きな

ので精度は落ちますけど、これがあると無

サビはＧＳＩクレオスのＭｒ．
ウェザリン

いとでは密度感がだいぶ違ってきます。

デルではかなり大雑把に描かれていますが、

グカラー ラストオレンジを使用。撮影用モ

サビは派生した場所を決めて、ワンポイン

最後に、大量にあるデカールを貼ります。

ト濃くするとリアリティが出せます。

あらかじめデカールの上にホワイトを薄く

吹いて発色を抑えてから貼ると、周りから

浮いてしまう事態を防げます。貼ってから

デザインナイフではがしたりするので、余

白はできるだけ切り取ってから貼りました。

買って作って、本当に損のない優良キッ

◆絶対買っておくべきキット

トです。この本を手に入れた今なら、製作

に不安は無いはず！ キットをお持ちでな

■

い方は、何としても入手して、最高のファ

ルコンを作ってみませんか？
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で濃淡を表現してみた。薄いグレーは黄ばん
だグレーを目指してチューニングし、濃いグ

