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はははじじじめめめににに・・・・・・・・・   

 

夢夢夢ののの“““AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ののの HHHOOOWWW   TTTOOO 本本本”””只只只今今今参参参上上上！！！   
 

AIRBRUSHをはじめてから十数年。 

もしも、私がはじめた頃にこういう本があったなら、きっと読んでいたはず。 

この本を手にとって見ている方はたぶんワクワクしてページをひらきはじめたことと思います。 

 

いくら本屋さんで探しても見つからなかった AIRBRUSH の本。 

私と一緒に AIRBRUSH を学ぶ本、考える本、楽しむ本として、毎月月末に発行する手作りの本です。 

 

初心者にでもわかりやすく、楽しく AIRBRUSH を学んでもらうようにと、 

一生懸命に考えて作った手作りの本。“夢の AIRBRUSH の HOW TO 本”です！ 

 

この私の気持ちがみなさんに伝わるようにと願っています。 

 

私のことを AIRBRUSH の達人のように言う人もいますが、まだ勉強中の身。 

よければあなたも一緒になって AIRBRUSHの事を勉強して行きませんか？楽しみませんか？ 

 

TOTAL-T  竹 島 敏 也      
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第第第１１１章章章   まままずずずはははいいいっっっぷぷぷくくく・・・・・・・・・   

 

あああなななたたたはははなななぜぜぜこここののの本本本をををもももとととめめめたたたのののででですすすかかか？？？   

・・・そのはじめの気持ちを大切にしてください！ 

 

私は愛煙家です。今もタバコをくわえながらパソコンのキーを叩いています。 

あなたもこの本を読み始める前にタバコを吸うなり、大きく深呼吸するなどして、 

気持ちを落ち着かせてこの本を読み始めましょう。アセると良いことありませんよ！ 

 

いっぷくしながら考えてみてください。 

 

あなたの心の中には大きな夢や希望、願望がきっとある

はず。 

夢は叶うものと私は信じています。 

だから・・・夢を見てください！夢を叶えてください！

信じる者は救われる！です。 

一歩前に出ることで次の二歩目がある！  

あなたも一歩、二歩と夢に向かって進んで行きましょ

う！ 

この本を読みはじめたのがその一歩だと思います。 

 

私にとっては終点がまだ見えてこない AIRBRUSH。 

夢もまだ叶っていません。 

そういった奥深さが AIRBRUSH の世界にあるからこ

そ、楽しく続けられるのでは？と思います。 

 

ちなみに・・・ 

私は AIRBRUSH をやろうと思ってやりはじめたので

はなく、流されていたらこうなったのです。 

時には流されるのもいいかとも思います（笑）。 

・・・さて、いっぷくは終わったでしょうか？ 

次のページからは気合をいれていきましょう！ 

挿絵／ Shigeru Yamamoto  
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第第第２２２章章章   ひひひととと言言言のののコココーーーナナナーーー      

 

「「「AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ははは難難難しししくくくななないいい！！！」」」   

AIRBRUSHは実は簡単なもの。 

多くの人がそれを難しく思っているから不思議。 

簡単なことなのに周りからは「そんなことよく出来るネー」と言われる。  

しかし奥は深い。だから楽しい。 

AAIIRR==空空気気  

BBRRUUSSHH＝＝刷刷毛毛・・筆筆  

AAIIRRBBRRUUSSHH＝＝空空気気のの筆筆  をを操操るるののはは簡簡単単でですす。。  
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“““WWWHHHAAATTT???   AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH”””   

AIRBRUSHを日本語で表すと・・・ 

エアーブラシと表すかエアブラシと表すかはどちらでもいいと思うのですが・・・ 

インターネットで検索の時、出方が違ったりするので、そのへんを考慮して使い分けをすればいいの

では？と思います。 

この本の中では AIRBRUSH と表させていただきます。 

 

 

 

 

 

ちなみに・・・ 

AIRBRUSHの一流メーカーとして有名な OLYMPOS や AIRコンプレッサーやスプレーガン等で有名な ANEST IWATAは「エアーブラシ」。 

海外の AIR BRUSH や各種コンプレッサー、塗料等を初心者にもわかりやすく提案している AIR TEX は「エアブラシ」。と表しています。 

TOTAL-T はどちらかと言えば「エアーブラシ」。 

AIR を「エアー」と表すのか、「エア」と表すのか・・・中には「エヤー」と表す人もいます。 

BRUSH を「ブラシ」と表すのか、「ブラッシュ」と表すのか・・・「ブラシ」と表す人がほとんどです。 

 

余談ですが・・・TOTAL-T を「トータル・ティー」と表すのか、「トータル・ティ」と表すのかですが、「トータル・ティー」と表しています。 

 

結局・・・ 

ススププレレーーでで絵絵をを描描くくっってていいううこことと！！  
 

 

 

AIRBRUSHを辞典で調べてみると・・・ 

圧縮空気を用いて、絵の具を霧状にして吹き付け、濃淡の調子を表す器具。ま

た、そのようにして描く方法。ポスターの描画、写真版用原稿の修正などに用

いる。エア-ブラッシュ 

スプレーとは・・・ 

水や液状の薬品・塗料などに圧力をかけ、霧状に噴出させて吹きつけること。また、その装置 
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その装置とは・・・ 

スプレーっていうと・・・お母さんがアイロ

ンかけるときに使っているやつもそうだし、

お姉ちゃんが首元なんかに香水をシュッっ

てやっているのもそう、脇の下にシューッっ

てやっているのも、車の塗装屋さんなんかで

車にバーっと塗料を吹き付けているのもス

プレーです。 

タイプを大きく分けると・・・圧縮空気が手

動によって作られるプッシュ式スプレー等

のタイプ、圧縮空気が最初から入っている缶

スプレー等のタイプ、圧縮空気を専用に作る

装置（AIR コンプレッサー）とスプレーガ

ンを併用するタイプに分かれます。 

 

 

要は霧吹きなのですが・・・ 

その霧吹き装置の中でも、絵を描きやすいように霧が細く噴出されるように専用に作られたものが 

AIRBRUSHとか AIRBRUSH HAND PIECE と呼ばれています。 

※ 道具の種類やメーカーは様々。用途や目的にあったものを使う必要があります。 

 

 

TOTAL-T流に言わせてもらうと・・・ 

ススププレレーーでで絵絵をを描描くくこことと、、塗塗るるここととがが““AAIIRRBBRRUUSSHH””  
描く道具は専用でなくても缶スプレーでも良し。 

極端な例えになるけど、口に色を含んでブワーッっとするのも AIRBRUSH！？ 

ちなみに手に持つ HAND PIECE のことを、私は「ガン」と呼ぶことが多いのですが・・・ 

道具の名前なんかどうでもいい！って感じです。 

    

““WWHHAATT??  AAIIRRBBRRUUSSHH””  おわかり頂けたでしょうか？ 
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第第第３３３章章章   実実実践践践のののコココーーーナナナーーー   

 

「「「マママスススキキキンンングググとととフフフリリリーーーハハハンンンドドドのののちちちがががいいい」」」   

AIRBRUSHの代表的な技法として、マスキング法とフリーハンド法があるのですが・・・ 

実実実際際際にににやややっっってててみみみままましししたたた！！！   

ああななたたはは比比較較ししててどどうう感感じじるるででししょょううかか？？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちがい

いい 

ママススキキンンググ  フフリリーーハハンンドド  

シール（マスク）を 

剥がしてください。 

 

以前は実際の手描きでしたが、2003 年 6 月より

印刷バージョンに変更させていただきました。

あらかじめご了承下さい。 
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マスキングとフリーハンド 

それぞれに特徴があるのですが・・・ 

   

マスキング フリーハンド 

色の境界がクッキリする 色の境界がボケる 

マスク処理が必要 フリーで描くだけ 

色の段差が目立ちやすい 色の段差は目立ちにくい 

その他・・・ その他・・・ 

マスキングは誰でも思い立つ技法、わかりやすい技法、よく使われる技法ですが・・・ 

フリーハンドは、難しい技法と思われがちです。 

しかし、私にしてみれば、マスキングは時間と手間がかかる技法であり、誰もがやる

技法。それに対してフリーハンドは、余計な手間もかからないし、味も出る！ 断然

フリーハンドという感じです。 

TTTOOOTTTAAALLL---TTT がががおおお勧勧勧めめめすすするるるのののはははフフフリリリーーーハハハンンンドドド。。。   

マスキングで絵を描いている方には失礼になるかもしれま

せんが、誰もがやろうとするマスキングをしていても芸が

ない！ハンドピースを筆のように自由に操ってこそ本来の

AIRBRUSHなのでは？と思っています。 

あなたにも是非、フリーハンドで絵を描く醍醐味を味わっ

てほしい！という願いが私にはあるのです。 
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第第第４４４章章章   おおお勉勉勉強強強のののコココーーーナナナーーー      

 

道道道具具具にににつつついいいててて・・・・・・・・・   

初めての人は何を揃えていいのかわからない！ 

AIRBRUSHを始めるにあたって道具の必要性にせまられるのはあたりまえのことです。 

すでに必要な道具を持っている人もいるかと思いますが、道具について語らせてもらいます。 

誰誰ももがが知知識識やや経経験験ももなないいととこころろかかららススタターートトししてていいくくわわけけでですすがが、、最最初初ににぶぶちち当当たたるる壁壁はは道道具具のの選選定定

のの仕仕方方やや購購入入のの仕仕方方ががわわかかららなないいとといいうう壁壁でですす。。  

私私はは今今ままでで、、無無駄駄なな道道具具ををたたくくささんん購購入入しし、、たたくくささんんののおお金金をを使使っっててききままししたた。。  

いいままだだにに仕仕事事道道具具にに関関すするる出出費費がが多多くく、、収収入入ののほほととんんどどがが仕仕事事道道具具にに化化けけててししままいいまますす。。  

道道具具のの良良しし悪悪ししはは判判断断ででききるるののでですすがが、、懐懐がが非非常常にに寂寂ししくくななっってていいききまますす！！（（笑笑））。。  

ここのの本本をを購購読読さされれてていいるるみみななささんんににはは、、私私ののよよううにに貧貧乏乏なな AAIIRR  BBRRUUSSHH ラライイフフででははななくく、、余余裕裕ののああるる

AAIIRRBBRRUUSSHH ラライイフフをを送送っってていいっっててほほししいいナナ！！とといいうう願願いいががあありりまますす。。  

次次かかららはは、、私私がが経経験験でで得得たた道道具具ににつついいててのの話話ををししまますすののでで、、的的確確なな道道具具選選びびののたためめのの参参考考ととししてておお役役

立立てて下下ささいい。。  

必要なのは圧縮空気と塗料とハンドピース。 

AAIIRRBBRRUUSSHH ををすするるににああたたっってて、、圧縮空気と塗料とハンドピースのどどれれがが欠欠
か

けけててもも描描
か

けけまませせんん！！  

それと・・・ 

AAIIRRBBRRUUSSHH ハハンンドドピピーーススをを操操るる  

ああななたたもも絶絶対対にに必必要要でですす！！  
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空空空気気気・・・・・・・・・AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ととといいいうううくくくらららいいい、、、AAAIIIRRR ははは必必必需需需品品品ででですすす！！！   

AAIIRRBBRRUUSSHH でで上上手手なな絵絵をを描描いいたたりりペペイインントトししたたりりすするるににはは、、安安定定ししたた圧圧縮縮空空気気がが必必要要でですす。。  

圧縮空気が入っているボンベタイプ（缶タイプ等）を利用する? 

それとも・・・圧縮空気をつくりだす AIR コンプレッサーを利用する? 

TTOOTTAALL--TT ががよよくくおお薦薦めめししてていいるるののはは・・・・・・  

ホホーームムセセンンタターー等等でで販販売売さされれてていいるる２２万万円円前前後後ののタタ

ンンクク付付 AAIIRR ココンンププレレッッササーーのの利利用用でですす。。  

  

  

  

  

AAIIRRBBRRUUSSHH メメーーカカーーがが出出ししてていいるる AAIIRR ココンンププレレッッササーーはは

AAIIRR タタンンククがが付付いいてていいなないいももののがが多多くく、、そそのの場場合合、、常常時時運運

転転タタイイププががほほととんんどどでで常常ににブブーーンンとといいっったた音音ががししまますす。。小小

ささなな小小物物にに絵絵をを描描くくだだけけなならら十十分分ななののでですすがが、、車車ののボボンンネネ

ッットトややトトラランンクク等等にに絵絵をを描描いいてて仕仕上上げげままでですするる場場合合、、最最後後

にに必必ずずククリリアアーーココーートトのの工工程程ががあありりまますす。。そそのの時時、、大大ききめめ

ののススププレレーーガガンンででククリリアアーーをを吹吹くくののでですすがが、、大大ききいいススププレレ

ーーガガンンににななれればばななるるほほどど、、大大量量のの AAIIRR がが必必要要ととななっっててききまま

すす。。小小ささななAAIIRRココンンププレレッッササーーでではは空空気気がが追追いいつつききまませせんん。。

そそれれななりりのの大大ききささののAAIIRRココンンププレレッッササーーがが必必要要ととななっっててくく

るるわわけけでですす。。  

AAIIRR ココンンププレレッッササーーのの大大はは小小をを兼兼ねねまますすがが、、小小はは大大をを兼兼ねね

まませせんん。。    

但但しし、、AAIIRR ココンンププレレッッササーーはは大大ききくくななるるほほどど運運転転音音はは大大きき

くくななりりまますす。。そそののへへんんもも考考慮慮すするる必必要要ががあありりまますす。。  
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缶タイプは・・・  

ううるるささくくなないいしし、、電電源源ががなないいととこころろででもも AAIIRRBBRRUUSSHH がが可可能能ににななるるかからら携携帯帯ににはは便便利利。。以以前前イイベベンントトのの時時、、実実演演

でで缶缶タタイイププをを使使っったたここととががあありりまますす。。缶缶タタイイププはは安安価価でで音音ももししまませせんんがが、、AAIIIIRR のの量量がが限限らられれてていいるるののがが欠欠点点。。ずず

っっととややりり続続けけるるののででああれればば缶缶タタイイププのの利利用用はは不不経経済済ととななりりまますす。。おお試試しし程程度度にに使使ううののででああれればばいいいいののでですすがが、、毎毎

日日ややりりたたいい！！とといいうう方方ににはは不不向向ききでですす。。  毎毎日日ややりりたたいい！！ずずっっとと続続けけたたいい！！とといいうう方方ににはは無無限限にに圧圧縮縮空空気気をを作作りり

だだししててくくれれるる AAIIRR ココンンププレレッッササーーのの利利用用ををおお勧勧めめししまますす。。  

音音ささええ気気ににししななけけれればばホホーームムセセンンタターーにに売売っってていいるるももののでで十十分分 OOKK！！ババイイククののタタンンククややヘヘルルメメッットト等等、、ちちょょっっとと

ししたた面面積積ががああるるももののででもも、、ククリリアアーーココーートトのの吹吹きき付付けけままででがが可可能能ととななりりまますす。。  

  

  

  

  

  

＜＜最最近近のの注注目目商商品品＞＞  

静静かかなな環環境境でで AAIIRRBBRRUUSSHH ををややりりたたいい！！とといいうう方方にに朗朗報報でですす！！  

最最近近、、AAIIRRBBRRUUSSHH にに向向いいたた静静音音タタイイププのの AAIIRR ココンンププレレッッササーーがが出出ててききまま

ししたた。。  

ここれれをを使使ええばば、、耳耳ざざわわりりなな AAIIRR ココンンププレレッッササーーのの運運転転音音かからら開開放放さされれ、、素素

敵敵なな BBGGMM ででもも聞聞ききななががらら快快適適にに AAIIRRBBRRUUSSHH がが出出来来るるこことととと思思いいまますす。。  

只只今今 TTOOTTAALL--TT ががテテスストト中中！！  次次号号でで結結果果報報告告ががででききそそううでですす。。  

 

※※大大ききななももののへへののククリリアアーーココーートトのの吹吹きき付付けけ時時はは、、相相応応ののススププレレーーガガンンやや AAIIRR ココンンププレレッッササーーのの使使用用がが必必要要でですす。。  
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塗塗塗料料料・・・・・・・・・塗塗塗料料料がががなななけけけれれればばば色色色はははつつつきききままませせせんんん！！！   

私私はは自自動動車車のの塗塗装装にに使使わわれれるる塗塗料料ををよよくく使使いいまますすがが、、塗塗料料はは種種類類様様々々でで奥奥深深いいももののななののでで、、絶絶対対ここれれ

ががいいいい！！ととはは言言いい切切れれまませせんん。。  

私私のの場場合合、、そそののととききのの用用途途やや目目的的にに応応じじてて色色もも使使いい分分けけししななががらら絵絵をを描描いいてていいまますす。。  

自自動動車車用用塗塗料料ををよよくく使使ううののははななぜぜかか？？  簡簡単単にに言言ううとと・・・・・・  

●●  自自動動車車にに描描くくここととがが多多いい。。だだかからら自自動動車車用用塗塗料料をを使使っってていいるる。。  

●●  種種類類豊豊富富でで様様々々。。塗塗料料ををアアレレンンジジししたたりり、、調調整整ををすするるここととががででききるるののでで便便利利。。  

  

色がつけば何でもいいと思うのですが・・・ 

自自動動車車はは雨雨やや風風、、雪雪、、紫紫外外線線等等ににささららさされれてて、、毎毎日日走走るるもものの。。自自動動車車にに塗塗らられれてていいるる塗塗料料ははそそれれにに耐耐

ええるる塗塗料料とといいううここととでですす。。そそのの塗塗料料でで絵絵をを描描けけばば、、絵絵もも長長持持ちちすするるののでではは？？とといいうう私私ななりりのの考考ええががああ

りりまますす。。丹丹精精ここめめてて描描いいたた絵絵をを長長持持ちちささせせたたいい！！とといいううののはは誰誰ももがが共共通通ししてて思思ううここととででははなないいででししょょ

ううかか？？  

  

余余余談談談ででですすすががが・・・・・・・・・   

絵絵絵ははは紙紙紙ににに描描描くくくもももののの！！！筆筆筆やややペペペンンンををを使使使っっっててて画画画用用用紙紙紙ににに描描描くくくもももののの！！！ととと思思思っっっててていいいるるる人人人ははは多多多いいいととと思思思いいいままますすす。。。そそそんんんななな中中中ででで、、、車車車のののボボボデデディィィーーーややや看看看

板板板なななどどどににに AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ででで描描描かかかれれれたたた絵絵絵ががが異異異質質質ににに存存存在在在しししててていいいるるるかかかららら目目目立立立っっったたたりりりすすするるるのののでででははは？？？ととと思思思いいいままますすす。。。橋橋橋ののの下下下やややトトトンンンネネネルルルののの壁壁壁ににに

缶缶缶スススプププレレレーーーででで描描描かかかれれれたたたももものののももも要要要ははは AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ででですすすががが、、、そそそれれれををを見見見ててて感感感動動動すすするるる人人人もももいいいれれればばば、、、そそそんんんななな悪悪悪いいいここことととしししてててどどどうううすすするるるののの？？？ととと

ぼぼぼやややくくく人人人もももいいいままますすす。。。承承承諾諾諾ももも得得得ずずずににに橋橋橋ののの下下下やややトトトンンンネネネルルルののの壁壁壁へへへ勝勝勝手手手ににに絵絵絵ををを描描描いいいててていいいれれればばば、、、怒怒怒ららられれれたたたりりりすすするるるのののははは当当当然然然ででですすす。。。どどどうううせせせななな

ららら正正正々々々堂堂堂々々々ととと缶缶缶スススプププレレレーーーででで描描描くくく AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH   AAARRRTTT ををを展展展開開開しししててて行行行っっってててほほほしししいいいナナナ！！！ととと思思思うううのののででですすす。。。私私私ははは缶缶缶スススプププレレレーーーででであああろろろうううととと、、、何何何

ででであああろろろうううととと、、、霧霧霧ででで絵絵絵ををを描描描くくく行行行為為為、、、塗塗塗るるる行行行為為為ををを AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH ととと解解解釈釈釈しししててていいいるるるのののででで、、、缶缶缶スススプププレレレーーーAAARRRTTT をををすすするるる人人人ももも私私私にににとととっっってててははは仲仲仲間間間。。。

だだだかかかららら悪悪悪いいいここことととはははしししななないいいででで！！！ととと言言言いいいたたたいいいのののででですすす。。。    
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どどどんんんななな塗塗塗料料料ががが AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH にににははは向向向いいいててていいいるるる？？？   

ここのの本本をを読読んんででいいるる方方ののほほととんんどどがが興興味味、、関関心心ののああるるここととののひひととつつだだとと思思いいまますすがが・・・・・・  

私私的的ににズズババリリここれれ！！とといいうう塗塗料料ははなないいでですす。。  

塗塗料料そそれれぞぞれれにに特特徴徴ががああるるかからら、、目目的的にに応応じじててそそれれをを使使いい分分けけるる必必要要ががああるるとと思思ううののでですす。。  

塗塗料料ははすすごごくく奥奥深深いいもものの。。そそれれがが私私ににととっっててみみれればば魅魅力力的的なな部部分分ののひひととつつでですす。。  

まだまだ勉強中の TOTAL-Tですが・・・ 

TTOOTTAALL--TT はは何何もも知知ららなないいんんだだ～～。。ととガガッッカカリリししたた人人もも少少ななくくなないいとと思思いいまますすがが、、そそうう思思わわれれるるののもも

悔悔ししいいののでで、、私私のの塗塗料料研研究究のの成成果果！！？？をを発発表表ししたたいいとと思思いいまますす！！  

「AIRBRUSH に向いた塗料ってなんだろう？」 

基基本本的的にに AAIIRRBBRRUUSSHH ハハンンドドピピーーススのの口口径径（（色色のの出出るるととこころろ））はは非非常常にに細細くくてて狭狭いい。。  

だだかからら、、色色のの粒粒子子がが細細かかいいももののがが向向いいてていいるる。。  

AAIIRRBBRRUUSSHH はは下下のの色色をを活活かかししてて描描くくここととがが多多いいたためめ、、隠隠ぺぺいい性性がが強強いい色色（（透透けけににくくいい色色））はは NNGG。。  

ししかかしし、、修修正正時時（（部部分分的的消消ししたたいい時時））はは隠隠ぺぺいい性性のの強強いい色色（（透透けけににくくいい色色））がが GGOOOODD。。  

  

自自動動車車塗塗料料はは AAIIRRBBRRUUSSHH にに向向いいてていいるるのの？？  

自自動動車車用用塗塗料料はは隠隠ぺぺいい性性がが強強いいももののがが多多くく、、２２液液式式（（硬硬化化剤剤ととああわわせせてて使使用用すするるタタイイププ））ががほほととんんどどでで一一般般のの人人ににはは扱扱いいににくくいい

塗塗料料でですす。。ししかかしし、、自自動動車車にに使使用用さされれるる塗塗料料とといいううここととはは、、高高級級・・高高品品質質塗塗料料とといいううこことと。。そそれれだだけけ色色ああせせししににくくいいととかか、、長長期期

間間耐耐ええててくくれれるる強強いい塗塗料料とと解解釈釈ししてていいまますす。。つつままりり雨雨やや風風、、雪雪、、紫紫外外線線、、そそのの他他にに耐耐ええるる塗塗料料。。扱扱いいはは少少しし難難ししいいかかももししれれなないい

がが、、そそのの塗塗料料ををううままくく AAIIRRBBRRUUSSHH にに活活用用すするるここととががででききたたななららばば、、いいつつままででももききれれいいなな状状態態でで長長持持ちちすするる絵絵（（作作品品））＝＝永永遠遠のの

絵絵（（作作品品））ににななるるののででははなないいかか？？とといいううふふううにに私私はは勝勝手手にに考考ええてていいるるわわけけでですす。。  

塗塗料料のの話話ををししたたららききりりががなないいほほどど長長くくななるるののでで、、今今回回ははここののへへんんででややめめてておおききまますす。。毎毎回回、、塗塗料料ののおお話話ははささせせててももららいいまますすののでで

楽楽ししみみににししてていいてて下下ささいい。。ままっったたくくのの素素人人ででももわわかかりりややすすくく AAIIRRBBRRUUSSHH をを学学んんででいいけけるる本本ににししたたいいののでで、、塗塗装装経経験験者者のの方方ににはは

物物足足ららなないいかかととはは思思いいまますすがが、、ゆゆっっくくりり時時間間ををかかけけてて、、私私とと一一緒緒にに基基本本かからら学学んんででいいききままししょょうう！！  
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ハハハンンンドドドピピピーーーススス・・・・・・・・・用用用途途途にににあああわわわせせせててて使使使いいい分分分けけけままますすす！！！   

トリガーアクションタイプとダブルアクションタイプのちがい・・・ 

手手にに持持つつハハンンドドピピーーススもも種種類類様様々々でですす。。私私はは用用途途ににああわわせせてて、、大大ききいいののかからら小小ささいいののままでで数数丁丁ののガガンン

（（ハハンンドドピピーースス））をを使使いい分分けけてていいまますすがが、、AAIIRRBBRRUUSSHH ををここれれかからら始始めめてていいくく初初心心者者のの方方はは２２丁丁（（２２種種

類類））ののハハンンドドピピーーススをを購購入入ししててののススタターートトががおお勧勧めめでですす。。  

TTOOTTAALL――TT がが初初心心者者のの方方ににおお勧勧めめすするるハハンンドドピピーーススはは口口径径 00..33 ㎜㎜程程度度のの引引きき金金式式（（トトリリガガーーアアククシシ

ョョンンタタイイププ））とと口口径径 00..22 ㎜㎜程程度度のの押押ししボボタタンン式式（（ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ））ととのの２２丁丁でですす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

トトリリガガーーアアククシショョンンタタイイププ  

  

引引きき金金をを引引くくだだけけのの簡簡単単操操作作ななののでで初初心心者者ににもも扱扱いいややすすいい。。  

  

自自動動車車にに例例ええるるととオオーートトママチチッックク車車。。  
アアククセセルルをを踏踏めめばば走走るる＝＝簡簡単単にに走走りり出出すすとといいううこことと。。 

ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ  

ボボタタンンをを押押ししてて引引くくとといいうう二二つつのの操操作作がが必必要要でですす。。  

ペペンンをを持持つつよよううなな感感覚覚ががととれれるるののでで、、細細かかなな作作業業にに向向いいてていいまますす。。  

自自動動車車にに例例ええるるととママニニュュアアルル車車。。  
ククララッッチチととアアククセセルルををううままくく操操作作ししなないいとと走走りりまませせんんがが、、通通ははママニニュュアア

ルルでで小小細細工工ををききかかししななががらら走走りりまますす。。  
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両両両者者者をををうううまままくくく利利利用用用すすすれれればばば・・・・・・・・・   

大大ききいいススププレレーーガガンンははほほととんんどどががトトリリガガーーアアククシショョンンタタイイププでですすがが、、小小ささいい AAIIRRBBRRUUSSHH ハハンンドドピピーー

ススににななっっててくくるるとと押押ししボボタタンン式式ののダダブブルルアアククシショョンンタタイイププにに移移行行ししててききまますす。。  

ななぜぜかかとといいううとと、、リリアアルルなな絵絵をを描描ここううととししたた場場合合、、細細かかいい作作業業ががししたたくくななるるののはは当当然然ののこことと！！細細かかくく

繊繊細細にに絵絵をを描描くくににはは、、ペペンンをを持持っってていいるるよよううなな感感覚覚のの押押ししボボタタンン式式（（ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ））をを使使

ううここととととななるるののでですす。。  

ししかかしし、、ママニニュュアアルル車車のの運運転転がが疲疲れれるるよよううにに、、押押ししボボタタンン式式（（ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ））をを長長時時間間持持

っってていいるるとと手手がが疲疲れれててききまますす。。慣慣れれなないい人人ははななおおささららでですす。。  

TTOOTTAALL--TT はは両両者者ののハハンンドドピピーーススのの利利点点ををううままくく利利用用ししてて、、絵絵をを描描くく前前半半はは引引きき金金式式（（トトリリガガーーアアクク

シショョンンタタイイププ））をを使使っってて大大ままかかななイイメメーージジをを描描きき、、後後半半ののココココぞぞ！！とといいうう時時にに押押ししボボタタンン式式（（ダダブブルル

アアククシショョンンタタイイププ））をを使使いい、、細細かかいい部部分分にに手手をを加加ええててよよりりリリアアルル感感をを出出ししてていいききまますす。。そそうういいううふふうう

ににししてていいるるかからら、、「「手手指指がが痛痛くくななっっててききたたかかららももううででききなないい！！」」とといいううここととももほほととんんどどなないいののでですす。。  

大大ききななももののかからら極極小小ななももののままでで、、すすべべててをを引引きき金金式式（（トトリリガガーーアアククシショョンンタタイイププ））でで描描くくとといいううこことと

はは不不可可能能ででははあありりまませせんんがが、、携携帯帯電電話話やや給給油油口口ななどどのの小小ささななももののにに繊繊細細にに絵絵をを描描ここううととししたた場場合合、、やや

ははりり押押ししボボタタンン式式（（ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ））はは必必須須ににななっっててくくるるとと思思いいまますす。。  

22 丁丁（（２２種種類類））ののハハンンドドピピーーススをを購購入入ししててののススタターートトがが良良いいとといいううののはは、、ここうういいっったた訳訳ががああるるかかららなな

ののでですす。。  

一一般般的的にに AAIIRRBBRRUUSSHH をを始始めめてていいくく人人ののほほととんんどどはは、、ダダブブルルアアククシショョンンタタイイププ１１本本だだけけをを購購入入ししてて、、

操操作作方方法法やや理理屈屈ををよよくく理理解解ししてていいなないい状状態態でで進進めめてていいくくかからら「「ここれれはは難難ししいい！！」」ととかか、、「「手手がが疲疲れれるる！！」」

ととかか言言っってて辞辞めめててししままいいががちちでですす。。私私もも構構造造やや理理屈屈をを理理解解ししなないい状状態態でで始始めめたたののでで、、当当然然ううままくくいいくく

わわけけががななくく、、一一時時辞辞めめたた時時ももあありりままししたた。。たたままたたまま偶偶然然ににううままくく描描けけたた絵絵ががききっっかかけけととななっってて再再開開でで

ききたたののでですすがが、、普普通通ななららそそううははいいかかなないいとと思思いいまますす。。  

・・・・・・「「ここのの本本をを購購読読ししてていいれればば、、ままちちががいいななしし！！」」ととはは言言いいききれれまませせんんがが、、ここののここととはは私私のの経経験験かからら

自自身身ををももっってておお話話ででききるるここととののひひととつつでですす。。  
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あああなななたたた・・・・・・・・・ハハハンンンドドドピピピーーースススををを操操操るるるあああなななたたたももも絶絶絶対対対ににに必必必要要要ででですすす！！！   

ハンドピースを自在に操って 

AIRBRUSH ARTを展開して行くのはあなたです。 

 

「絵心がまったくないんです・・・それでもできますか？」 

と私のところに質問や相談がよく来るのですが・・・ 

 

心配無用！ 私も絵心があったわけではありません。 

AIRBRUSH をやっていると絵心は芽生えてきました。 

絵を描く楽しみはもちろん、見る楽しみも出てきました。 

人に喜んでもらえるようになりました。 

自分自身も喜べるようになりました。 

夢も膨らんできました。 

 

AIRBRUSH は簡単です。 

難しいと思わず、楽しんで下さい！ 

そうすれば、きっと続けられます。 

そうすれば、きっと上手くなります。 
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第第第５５５章章章   知知知っっってててもももソソソンンンしししななないいいコココラララムムム   

 

「「「こここれれれかかからららだだだぞぞぞ！！！AAAIIIRRRBBBRRRUUUSSSHHH   」」」   

私が AIRBRUSH をはじめてから十数年が経過しました。 

家業もしなくちゃいけなかったので正味は３年～５年くらいだと思います。 

教えてくれる人もいなかったので、すべて独学。時間がかかりました。 

もし、AIRBRUSH をはじめたころに教えてくれる人がいたなら、ここまで来るのに 2年とかからないような気

がします。 

 

うちの家業は鉄工業。最近は不景気で鉄工の仕事はさっぱりって感じ。 

でも、みなさんのおかげで AIRBRUSH の仕事は年々忙しくなってきています。 

その忙しさというと、日曜、祝日関係なし、お盆や正月の休みもろくにない状態です。 

・・・で、ふところ具合は？というと、通帳はいつもマイナス・・・なぜかというと、安くしているからとか、

仕上がりにこだわってしまって時間がかかり過ぎとかいろいろ。まだまだ貧乏から抜け出せないのが現状です。

もし、まともにお金をもらっていたら、今ごろ御殿が建っていたかも？しれません（笑）。 

豪邸に住んでハーレムのような世界が夢！？または・・・ＴＶドラマ「裸の大将」（山下 清）のストーリーにあ

るように、お腹の減って死にそうなところへ、おにぎりを恵んでくれるやさしいお姉さんが現れ、そのおにぎり

をほおばって美味しい！美味しい！と喜び、最後にはすてきな絵をお礼にプレゼントして次の旅に出発する・・・

といった夢！？があるから、貧乏でもいいんです。とにかく自分のやりたいことを精一杯やることが自分の幸せ

なのかもしれません。そうすることで周りの人にも幸せをわけてあげられるのでは？とも思います。 

 

AIRBRUSH が発明されてから 1 世紀を過ぎたそうです。 

発明されたころの道具は今みたいに高性能なものではなく、扱いも難しかったのでは？と思います。 

１世紀といっても 100 年で、筆やペンの歴史のほうがまだまだ長いはずです。 

そういうふうに考えると AIRBRUSH の歴史は始まったばかりでこれからだと思うのです。 

これからの AIRBRUSH の歴史をつくるのは私達！と言っても過言ではないと思うのです 

 

１５年ほど前、私は AIRBRUSH ってどんなんだろう？こんな絵をどうやって描くのだろう？俺には描けるわけ

がない！と思っていたのですが、今はどうでしょうか？ ・・・やっていたら知らぬ間にうまく出来るようにな

っていて、今ではメーカーや関係者の人に、こんな道具はないのか？こんな塗料は作れないのか？AIRBRUSH は

こんなかたちで教えて行けばいいのでは？などと、相談や要望をしている今の自分がいて正直ビックリしている

のです。 

 

次ページにつづく 
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美術関係の学校や大学、塗料メーカー等が主催する AIRBRUSH の講習等でも、まともに AIRBRUSH を教えて

くれる先生は少ないのではないでしょうか？ 

これまでは AIRBRUSH の技術を持っていても、自分だけの技術としてわざと隠す人がほとんどだったのでは？

と思います。でもそれだと AIRBRUSH は発展していきません。 

そんなことじゃいけない！AIRBRUSH を知らない人はまだまだたくさんいる！もっと普及させて AIRBRUSH

の良さを伝えなければ！とか思った人達が現在、AIRBRUSH SCHOOL をやっていたり、インターネットで自分

の作品を公開したりしているのです。 

 

今ではパソコンが当たり前になって、小学校の低学年からパソコン授業があります。 

もしかすると、AIRBRUSH の授業も小学校の図工の時間とかに入ってくるかもしれません。 

先駆けてやれば、将来は偉大な人になるかもしれません。 

 

AIRRUSH の歴史はまだ浅いもの。今後の可能性や夢が十分秘められていると、私は思っています。 

あなたが考えた好きなやり方であなたの AIRBRUSH の世界をつくりだしていってください！ 

あなたにとってこの本が少しでもお役に立てば・・・と思い、この本を一生懸命作りました。 

 

     TOTAL-T 竹島 敏也 
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弟弟弟子子子ののの独独独りりり言言言・・・・・・・・・   

 

はじめまして。 

TOTAL-T で弟子をやらせてもらってる海前（うみまえ）といいます。１９歳です。 

 

今回、本を出されることになったので、ちょっとした僕なりの考えと、僕から見た 

TOTAL-T について書かせていただきたいと思います。 

読んでる方はエア-ブラシに関係ないだろ！！こんなの読みたくない！ 

と思われるかもしれませんが･･･まぁ気にしないで、要らなかったらこのページだけ破って燃やしてやっ

てください（供養） 

 

はじめに、僕と親方（竹島 敏也）との出会いですが、これがまた不思議です。 

はっきり言ってまったくの他人だったんですから。 

僕は、千葉で 17 歳の頃からやってたペンキ屋をやめ、無職で途方にくれてた頃、 

TOTAL-T のホームページに出会いました。その絵のリアルさにあっ気にとられました。 

その後も、どうにもその絵の素晴らしさが頭から離れなくなり、次には俺も描けるようになりたい！って

気持ちに変わってました。そこで悩んだあげく、1 通のメールを送ったんです。 

いきなり、弟子にしてください！って･･･ 普通にありえないですよね（汗） 

でも返事が来たんです！！ 

『一度、こっちに来て会ってみないか？』って。すげ～うれしかった！！ 

早速、車７時間とばして石川県まで会いに行きました･･･その後もいろいろなことがあったんですが･･･以

下省略です。 

んで、今に至ります。 

 

つまり、僕と TOTAL-T は一通のメールでこんな関係になりました。 

メールを出さなかったら、ここに僕は存在せず、今パソコンに向かい照れながら本のコメントを考えキー

ボードを打つこともなかったと思います。 

いきなり、弟子にして下さい！ってメールを打つ僕もすごいですが、どこの馬の骨かわからない僕を拾っ

てくれた親方もすごいですよね･･･（笑） 

 

でも、一歩踏み出せばそこには道ができる可能性があるんです。もちろん、その一歩すらも怖がって踏み

出すことを拒めば、自分の可能性すらも殺してしまっているんです。 

人は無理だと感じた瞬間から成長が止まってしまうと思います。 

エア-ブラシにしても、何にしても。 

だから、皆さんも TOTAL-Tみたいにうまく描くのは無理なんて思わないで下さい。 

僕は、今でも全く親方の足元にも及びませんが、いずれ超えたいと思っています。 

無理だとは思っていません。時間が掛かるかもかもしれませんが、やってやるつもりです。 

いいすぎかもしれませんが人間、不可能なんてないと思います。僕なんてそのうち、空だって飛べるんじ

ゃないかって・・・。 

 

余談ですが、僕は地元に彼女（二年以上付き合ってる）と買ったばかりの車（インフィニティ Q45）を

置いてきています・・・それぐらいの勢いです。 

いろんな人に迷惑を掛けてるバカ者です。ハイっ！ 

 

最後に少し、僕の目から見た TOTAL-T を勝手に書かせていただきます。 

まず、TOTAL-T なのですが未だに親方自身なのか会社なのかわかりません（笑） 

たぶん、全部含めて TOTAL-T なんだと思います。 

そんな、全部を含めた TOTAL-T が僕は大好きです。 

親方も奥さんもお子さんも、そしてこの環境、この工場、そして訪れるお客さんもみんな大好きです。 

まぁ、ベタ褒めですが、スクールで来てくれた方は、うん！うん！ってうなずいてくれる方も多いと思い

ます。 

 

誠に勝手ながら、この辺で終わりにさせていただきます。最後まで読んでくれた方に感謝します！ 

では、又、書く機会があれば･･･ 

海前 英俊 
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こここののの本本本ととと共共共ににに勉勉勉強強強しししててていいいきききたたたいいい方方方のののたたためめめののの道道道具具具選選選びびび   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから AIRBRUSH を始めようとする購読者のみなさんへ 

私がお勧めする道具等を紹介していきます。 

 

私が経験をもとに厳選したものなので、安心してご使用できることと思います。 

 

ほしいものがあればご購入ください！ 

その道具を使いながら、私と一緒に勉強していきましょう！ 

 

購入しなくても、いっこうにかまいません。 

参考にするだけでもいいと思います。 

 

道具は財布と相談しながら、少しずつ揃えていけばいいと思います。 

 

この本と共に勉強していくために、必要なものを少しずつ紹介していきます。 

 

よけいなものは紹介しませんので、ご安心ください。 
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購入を希望される方は、ホームページ http://total-t.com  申し込みフォームよりお申し込み下さい。 

商商品品名名  メーカー希望価格 TOTAL-T 販売価格 備考 

HP-83C（トリガーアクションタイプ）

  

 

OLYMPOS 製 

口径 0.3mm 

塗料カップ容量 7cc 

定価 15,500 円（税別） 

 

 

使い方ＣＤ付 

税込 14,600 円 

 

引き金を引くだけなの

で簡単です。 

HP-62B（ダブルアクションタイプ） 

 

 

OLYMPOS 製 

口径 0.2mm 

塗料カップ容量 3cc 

定価 11,000 円（税別） 

 

 

使い方ＣＤ付 

税込 10,300 円 

 

細かい作業に向いてい

ます。 

BOOK 購読者用塗料セット 

 

 

 

希釈＆洗浄用シンナー（400ml） 

青・赤・黄・黒・白（各 50ml） 

 

 

セット価格 

3,000 円（税別） 

 

ＴＯＴＡＬ－Ｔが購読

者のために用意した塗

料セットです。 

AIR 缶セット 

 

 

AIR 缶 定価 1,500 円（税別） 

A＆H アタッチメント 1,500 円（税

別） 

ブレイドホース 

S-S タイプ 3m 

 

 

セット価格 

4,000 円（税別） 

 

AIR 缶からハンドピー

スにつなぐまでのセッ

トです。 

BOOK 購読者用 初心者セット 

 

 

HP-83C（使い方 CD 付） 

HP-62B（使い方 CD 付） 

BOOK 購読者用塗料セット 

AIR 缶セット 

紙コップ１０コ付 

 

 

セット価格 

30,000 円（税別） 

 

道具をまったく持って

いない購読者にお勧め

のセットです。  

これがあればすぐに始

めることができます。 

 

次回（VOL.02）は各種 AIR コンプレッサー・その他の紹介をしていきます。 

http://total-t.com/
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おおお楽楽楽しししみみみ CCCDDD＆＆＆オオオマママケケケにににつつついいいててて・・・・・・・・・   

 

お楽しみCD＆オマケも付けちゃいました！ 

 

CD の中身は・・・ 

なまえのとおりお楽しみ CD！ってことで見ればわかります！ 

たいした内容じゃないかもしれませんが、動画として、その時々の様子や、本の内容の補助として私

が説明しているシーン等、いろいろです。 私（TOTAL-T）本人・その他が出演！しています。ま

たこのＣＤはインターネットを通じて当ホームページの購読者専用ページに入れるようにしてありま

すので、道具購入の時などにご活用下さい。 

 

 

CD の見方は・・・ 

CD をパソコンに入れると、自動的にインターネッ

トエクスプローラが立ち上がるはずです。 

あとはメニューの中身を見るだけです。 

うまく見られない場合は CD の中身をエクスプロ

ーラ等で表示させ、一つ一つのデータをクリックし

てみて下さい。それでも見られない場合は諦めるか、

パソコンのことを知っている方に相談してみて下

さい。私はパソコンを使えますが、深いところまで

よく知らないので、最近は甥っ子の中学生によくお

世話になっている状態です。マッキントッシュのパ

ソコンでは見られないかもしれませんのでその点

はご了承下さい。 

 

 

オマケは・・・ 

これも名前のとおりオマケ！ 

私の気持ちみたいなものです。煮るなり、焼くなり、使うなりして下さい。 

使い方（遊び方）は CD の中にありますので、参考にしてください。
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編編編集集集後後後記記記   

 “TOTAL-T が教える HOW TO AIRBRUSH  VOL.01” いかがでしたか？ 

TOTAL-T としては緊張の第一号でした。 

読者の立場や気持ちになって内容をすすめていくことが、今回の一番大切にしたい部分でした。 

うまく伝わったかな？ 喜んでくれているかな？ 楽しんでくれたかな？ と少し心配しています。 

今回はAIRBRUSHの心得！って感じになり、マジに話した部分も多かったので次回からはもう少し楽しくやっていきたいと思

っていますが、根がマジメ？だから・・・どうなるかはわかりません。 

ですが、自分なりに一生懸命に考えて作った手作り本なので悔いはありません！ 

これからは、読者のみなさんからの声を聞きながら、以降の本に反映させていきたいと思っていますので、遠慮なく、ご意見ご

要望等をお伝え下さい。 

 

次回 VOL.02 は・・・ 

初回の VOL.01 としては実践的なことが少なかったので、そのへんも多くしつつ、AIRBRUSH 全般にわたって、それぞれの

コーナーの充実をはかっていく予定です。新コーナーもできるかもしれません。それと・・・道具についてですが、「自分に合

ったコンプレッサーはどれ？」という感じでもう少し詳しく話しをしたいと思っています。他にもいろいろ考えていますが、と

もかく楽しみにしていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

TOTAL-T が教える HOW TO AIRBRUSH  VOL.01   2002 年 12 月末日（毎月 1 回 月末発行）第一号   発行人 竹島敏也  発行元 TOTAL-T 

★AIRBRUSH PAINT  & TOTAL-TECH★ 

TOTAL-T 
〒920-2104 石川県白山市月橋町 416-1 

TEL  0761-93-9002     FAX  0761-93-5551 

URL  http://total-t.com    Mail  toshi@total-t.com 

http://total-t.com/

