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さらに新しい次元へと進む大渕作品の神髄
その秘められたテクニックがいま明かされる

帝国海軍航空母艦
瑞鶴

フジミ1/700

1/700スケール艦船模型の世界で最高レベルの精密
作品を送り出す大渕克氏の単行本第2弾をお届けす
る。大渕氏の作品の魅力は前著で圧倒的な精密感と
実艦主義にあると述べた。精密さについてはわかり
やすい。本書を読まれた方は「こんなところまで細
かく再現したのか」と驚かれると思う。しかしこの
精密さは作品を見ただけでは気が付かない人も多い。
カメラで撮影して拡大してみることではじめて精密
に作り込んだ部分に気がつく……それはディテール
アップした部分が他の部分と調和し溶け込んでいる
からだ。これこそが大渕作品の特徴と言えるだろう。

塗装についても同じだ。一見、きれいに塗装された
いわゆるミュージアムモデルのような仕上がりに見
えるが、実際に近くで見ると精密なウェザリング（汚
し塗装）がされていることがわかる。1/700スケー
ルで肉眼でも見える程度のウェザリングをしてしま
うと、実際にはかなりスケールオーバーになってし
まう。これを抑えたタッチで表現しているのも大渕
作品の魅力だといえるだろう。
第2弾となる本書では、前著に引き続き著者が実際
に使うテクニックについて紹介している。真鍮線を
加工してつくる自作やすりの作り方やダイモテープ

の活用法など基礎的な部分から速力標、舵柄信号、
光学機器の作り方など応用編までさまざまな技法を
23種類紹介。難易度は前著で紹介した技法よりも
かなり高度なものが多く、大渕氏自身でもうまくで
きない技法もある。ただ肝心なのは “同じ技法” を
真似るのではなく、その背景にある考え方を知ると
いうことにある。どのような思考を経てそのテクニ
ックを思いつくに至ったのか、どのような準備を製
作する前にしているかなどは誰にとっても役立つは
ずだ。ぜひ考えを学び自分の作品に取り入れてほし
い。
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　前著『超絶艦船模型の作り方すべて見せます。』
では基本的なプラ材加工の方法と少ないながらも
応用テクニックを紹介しました。今回掲載してい
るのは、ほぼ応用テクニックで、基本的な工作方
法は省いてあります。そこで前著で紹介したテク
ニックを見返しやすいように文中で括弧書きに星
印（★）をつけて掲載しているページを示しまし
た。本書を前著とともに活用していただけるとあ
りがたいです。ところで、前著を読まれた方はど
うお感じになったでしょうか。筆者個人として
は、前回の内容はたとえすぐにはできるようにな
らなくとも、何度も繰り返していれば修得できる
ものだと思っています。しかし、今回については
正直自信がありません。筆者自身が最大限に神経
を集中してギリギリのところでやっているものも
あるからです。テクニックを説明するための画像
撮影時、久々に行ったものでは何度も失敗してな
かなか上手くいかないものもありました。何を使
って、どういう手順で行ったかを説明することは
できても、力の入れ加減や、何かを持つときの角
度、接着剤をつける量だったり、かける時間だっ
たりというのは伝えることができません。当たり
前のことですが、筆者の目と手の神経は、筆者の
脳にしか繋がっていないので、その感覚を知り得
るのは筆者のみです。おそらく前回掲載のテクニ
ックよりも成功の可否には個人差が大きく出るこ
とでしょう。あまりフォローにはなりませんが、
筆者としては、これが倍のスケールの1/350であ
れば、活用してもらえるところがきっとあるので
はないかと思っています。少し話は変わりますが、
一通り本書に目を通していただければ、多くのテ
クニックが、すでにあるものから派生したものだ
ったり、あるいは組み合わせたものであることが
わかると思います。どのような思考過程を辿って
アイディアが生まれているのか、筆者自身も上手
く説明できないのですが、一つだけヒントを与え
られるとすれば、それは「決めつけ」をしないこ
とです。例えば、リモネン接着剤は乾くのが遅い
ですが、「遅い」イコール「駄目」ではありません。
他と違うということは必ずそこに利用価値があり
ます。本書が読者の皆様の模型製作に対する新た
な楽しみの発見の一助となれば幸いです。
　前回、冒頭の文の最後に「ようこそ沼へ！」と
書きました。沼に足を取られて前に進めなくなっ
たという方もおられるかもしれません。でも安心
してください！　今回の沼はもっと深いです（？）

1970年生まれ。秋田県出身。現在は千葉県在住。実は元陸上
自衛官。模型製作に使う工具のアイディアはその頃の経験によ
るものが大きい。大型自動車免許、けん引免許、危険物取扱者
乙種第四類、発破技士、ガス溶接技能講習修了者の資格のほか、
第一種、第二種電気工事士は学科試験には合格しているが免状
にはしていない。模型製作に生かされている部分は少なく、宝
の持ち腐れである。艦船模型の製作を始めたのは2006年の秋
頃。まだ見ぬ工作法を追い求め日々精進中。

大渕克
おおぶちまさる

はじめに

初出掲載誌紹介
帝国海軍重巡洋艦 羽黒
　ネイビーヤード43号／2020年1月
帝国海軍航空母艦 瑞鶴（珊瑚海海戦）
　ネイビーヤード45号／2020年11月
帝国海軍航空母艦 瑞鶴（レイテ沖海戦）
　ネイビーヤード26号／2014年7月
帝国海軍駆逐艦 響
　ネイビーヤード44号／2020年7月
帝国海軍駆逐艦 白露・白雪
　ネイビーヤード38号／2018年7月
イギリス海軍巡洋戦艦 レパルス
　ネイビーヤード36号／2017年11月
帝国海軍巡潜型伊号潜水艦 伊36・伊53・伊58
　ネイビーヤード33号／2016年11月
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本書ではまず大渕克氏の最新作 2点
をご覧に入れよう。最初に紹介するの
は妙高型重巡洋艦「羽黒」。フジミか
ら 2005 年に発売されたキットを製作
したもので 2020 年春の作品。もう一
点は翔鶴型航空母艦「瑞鶴」で 2020
年夏の作品となる。どちらも 1942 年
ごろの姿を再現した、帝国海軍が太平
洋戦争で絶頂期だった時期を製作した
ものだ。精密模型を得意とする艦船モ
デラーは艦影がより複雑になる大戦後
期の状態、1944 年ごろの姿で製作す
ることが多いが今回の作品はそれより
も前の状態。機銃などの対空火器や電
探は増備されておらず、迷彩塗装も施
されてはいない。すっきりしたスマー
トな姿が堪能できる時期を選んでいる。
「瑞鶴」については本書に収録したもっ
とも古い作品であるレイテ沖海戦時の
「瑞鶴」（2014 年製作）も 60ページか
ら掲載している。この 6年間に製作に
どのような技法が取り入れられたのか
を比較してみるのもいいだろう。とく
に舷側の外鈑表現については新機軸を
取り入れているため情報量が格段に増
しているのが見て取れるのではないだ
ろうか。
両作品に共通して言えるのは新素材の
導入と塗装方法の進化だ。これらに注
目してご覧になってほしい。

大渕克
1/700の精髄

第1部
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2020年製作
新テクニックと
圧倒的な観察眼で
魅せる

大渕克
1/700の精髄
その1
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1942羽黒
帝国海軍重巡洋艦

実艦の構造を1/700で
できうる限り再現するー

大渕克の飽くなき挑戦

フジミ1/700

今回使用した「羽黒」のキットはフジミから
2005年に発売されたもの。フジミの特シリーズ
初期の製品で考証的にもやや古く近年のハイクオ
リティのキットを見慣れた目で見ると精密感とい
う面でもやや劣る。ただ基本的なレイアウトに大
きな誤りはないため手を加えればそれに応えてく
れる内容だといえる。キットは太平洋戦争開戦時
と後期の状態が作り分けることができるコンバー
チブル。舷外電路などのパターンは1番艦「妙高」
に準じているため、こだわる場合は修正する必要
がある。

2005年発売の特シリーズ初期
のキットをディテールアップ

前著のカバーで製作途中を公開していた重巡洋艦「羽
黒」が本著のトップバッターとなる。フジミの妙高型
重巡洋艦をベースに徹底的にディテールアップした本
作は新しい技法を盛り込んだ画期的な作品となった。
とくに注目してほしいのは塗装と、短艇などを覆う布
の表現でこれまでにないものとなっている。艦船模型
では精密工作ばかりに着目され塗装方法について軽視
されるケースが多いが本作では1/700スケールにお
けるウェザリング表現について新技法を試みている。
大渕作品の新境地を堪能してほしい

日本海軍重巡洋艦 羽黒
フジミ 1/700 

インジェクションプラスチックキット
Imperial Japanese Navy  Heavy cruiser Haguro.

Fujimi 1/700  Injection-plastic kit.
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実艦における材質の違いの追求について着目し
てほしい。艦橋の周囲に配置されたマントレッ
トはもちろんだがそれ以外にも艦載機や短艇類
を覆う布のシワの表現はこれまでの艦船模型に
はない新しいものでプラスチックにも金属にも
見えない工夫が施されている。グレーがメイン
で直線主体の硬いラインの艦船模型の中にあっ
て白色で柔らかい曲線の布部分は細密感をアッ
プさせてくれる効果をもつ。それ以外にも舷側
の繊細な波しぶきによる汚れや使い込まれたリ
ノリウム甲板の質感など、全体を通してみて破
綻のない表現が施されているのだ

羽黒 帝国海軍
重巡洋艦

1942

艤装ごとに込められた工作アイディア、
大渕流1/700工作法の粋を集めた逸品。

帝国海軍の条約型重巡洋艦のスタイルを決めたといえる妙高型重巡洋艦。その中でも
っとも活躍したといわれるのが4番艦「羽黒」だ。ここで紹介するのはその「羽黒」の
1942年の姿となる。曲線を描く優美な船体の上に隙間なく並べられた重武装、この
アンバランスこそが妙高型重巡洋艦の魅力だといえるだろう。本作ではフジミキット
に徹底的に手を加えることにより1/350スケールと見まがうような作品となっている
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羽黒帝国海軍
重巡洋艦

1942
作品は昭和16年4月からスラバヤ沖海戦直後（昭
和17年2月）までの画像を参考に製作した。スラ
バヤ沖海戦直後の画像を見ると、砲身が焼けて所々
塗料が剥げ落ちており、装着されたマントレットや
キャンバスは開戦前に比べて黒ずんでいるのが確認
できる。マントレットの黒ずみは煤の影響が当然あ
るだろうが、わざと墨で黒く塗ったものが雨等で薄
れたように見えるところもある。また、キャンバス
については、機銃や演習砲を覆っているものは煤に
よる汚れだと思うが、手すりに取付けられたキャン
バスはグレーの塗装が所々剥がれ落ちたもののよう
に見える。作品では、マントレット、キャンバスと
もに淡いベージュで塗装し、キャンバスはエナメル
塗料のバフでウォッシングし、マントレットについ
てはMr.ウェザリングカラーでウェザリングを施し
た。おそらく実物ではそれぞれでもっと色の違いが
あったと思う。船体はスラバヤ沖海戦直後のイメー
ジでウェザリングを強めに施し、砲身もタミヤのス
ミ入れ塗料（ライトグレイ）で荒れた状態を表現し
た。細かい点ではあるが、右舷灯のランプを、クリ
アブルーにクリアグリーンを少しだけ混ぜたカラー
で表現した。これは筆者の想像であるが、現存して
いるランプの実物を見るとすべて青色で、もしかし
たら一昔前の青信号のように消えているときは青く、
点灯すると緑に光るものではないかと思ったからで
ある。



ひとつひとつの工作の積み重なりが
スケール感とリアリティーを生み出す
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　前著でのインタビュー記事で述べてますが、私

が初めて作った1/700スケールのキットはフジミ

の重巡「那智」でした。その頃は日本海軍に対す

る知識はほとんど無く、知っていた艦といえば戦

艦「大和」と空母「赤城」ぐらいで、重巡洋艦と

いう艦種あることすら知りませんでした。「那智」

のキットがどんな箱絵だったかはもう記憶には残

っていませんが、模型店で手にしたときに「へえ

ー、こんなスマートでカッコいい船があるのか」

「よし、これにしよう」と思ったのを憶えています。

その時の印象が強く焼き付いているのか、今でも

重巡洋艦の中で一番好きなのは妙高型です。「い

つかまた妙高型を作りたい」、そんな思いを抱い

ていました。作例の「羽黒」を制作したのは2019

年ですが、実はその何年も前から「妙高」のキッ

トを船体だけ組んで甲板のモールドを削り落とし

た状態で放置していました。さてここからどう仕

上げていこうかと想像を巡らせては、もっと何か

いいことを思いつくのではないかと考えて、完成

させることを後回しにしてきたのです。フジミの

妙高型キットは2005年の発売で、同社の高雄型

キットと比べると再現度は決して高くはありませ

ん。そのため実艦を再現するには多くの手間がか

かります。そうしたことも製作を進めるのを躊躇

した理由でした。本音としてはもっと完成度の高

いキットが出たならば、そちらに切り替えようと

思っていたのです。しかし待っていても新製品が

出る様子はありませんでした。ではなぜ製作を再

開しのか？　簡単に言うとそれは勢いです。単行

本の表紙用というのがあり、工作テクニックを十

分に見せるためにはこれに挑戦するしかないとな

りました。製作にあたって主に参考にした資料は

学研の太平洋戦史シリーズVol.27「妙高型重巡」と

Vol.69「完全版 妙高型重巡」です。上部構造物各

部の寸法はVol.27付録「那智」精密図面（昭和19

年3月末現在）を参考にし、細部のディテールは昭

和16年から翌年のスラバヤ沖海戦直後までの画像

を参考にしました。画像が残っていない部分につ

いては他の姉妹艦を参考にしています。製作過程

について述べる前に、フジミの妙高型キットにつ

いて説明しますと、まずベースは「妙高」になっ

ており、艦橋の一部やマスト、主砲パーツなどを

差し替えることによって各艦の違いを再現してい

ます。

　では製作についてですが、船体は全て「妙高」

のモールドになっているので一旦すべて削り落と

しました。舷窓は「羽黒」の画像と比較しながら、

位置が近いものはモールドをそのまま利用し、異

なっているものは埋め戻して正しい位置に彫り直

しました。舷外電路は全てプラ板で作成して「羽

黒」のラインを再現しています。妙高型は各艦で

艦首部に幾つか違いがみられるのですが、その一

つが錨鎖甲板にあるケーブルホルダーの台座の形

状です。「妙高」と「那智」では左右が分かれてい

て、「足柄」と「羽黒」は左右がつながっていおり、

「羽黒」は上から見るとカマボコのような形をして

います。作例では甲板パーツのモールドもほぼす

べて削り落としてからプラ材で作り直しました。

　続いてリノリウム甲板についてですが、退色し

たリノリウムは黄褐色になるという話を過去に耳

にしたことがあります。この「羽黒」を作るまで

リノリウムの表現方法はほとんど変えたことが無

かったのですが、その話を思い出し、リノリウム

羽黒帝国海軍
重巡洋艦

1942
布製の覆いがかけられた水上偵察機やボート。
細かなシワの表現が目を引く。これまで使われ
てきたパテなどの素材ではこのようなシャープ
な造形とはならない。ここは表現は前著『大渕
克の超絶艦船模型の作り方 すべて見せます。』
で詳しく解説したタトゥーシールを利用したも
のだ。

この新しい技法はこれまでにない精密表現がで
きるだけでなく装備品のディテールアップをせ
ずに済むという利点もある。水上偵察機のキャ
ノピーや内火艇の上部構造物などの工作は布に
隠れてしまうので手を加える必要がなくなる。
これによって浮いた時間を他の部分のディテー
ルアップに充てることができるのだ
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の退色表現にチャレンジしてみることにしまし

た。初めに思い付いた方法は、まず黄褐色を塗装

し、その上から通常のリノリウム色を塗装。その

後、コンパウンドをかけてランダムに表面のリノ

リウム色を薄く削り落として下地の黄褐色を浮か

び上がらせるというものでした。またリノリウム

押さえはそれまで伸ばしランナーで再現していま

したが、接着時に表面に薄く残った通常のリノリ

ウム色が溶けた跡が残ってしまうので、真鍮線を

埋め込む方法が良いだろうとも考えました。早速

思いついた方法で作業を進めたところ、真鍮線を

埋めるところまでは苦労しつつもどうにか終える

ことができたのですが、塗装を薄くけずり落とす

ところで躓いてしまいました。布にコンパウンド

をつけて塗膜を削っていくと削られた塗料がすぐ

に布表面に層を作ってしまい、それにくっついて

塗膜が部分的に下地からごそっと剥がれてしまう

ということが発生してしまったのです。そこでふ

とSNSで見た耐水ペーパーの目詰まりをメラミ

ンスポンジを使って取り除く方法を思い出しまし

た。「ひょっとしてこれはいけるのでは？」そう思

って使ってみると、削られた塗料はスポンジの中

にどんどん入り込んでいくのでコンパウンドの時

のようなトラブルもありません。無事にこの作業

を終えることができました。

　次に甲板上の構造物について。「角張っていな

ければならない部分が丸みを帯びている」と先に

述べましたが、艦橋パーツにはそれが多くみられ

ます。パーツを修正するよりは一から作り直した

方が早いと思っのでプラ板で作り直しました。そ

のため艦橋ではスクラッチビルドの割合がかなり

多くなっています。ここで少し考証的なことにつ

いて説明します。艦橋の基本形状は「那智」の図

面を参考にしたために信号所（信号旗を掲揚する

ところ）の下は箱状の構造物になっていますが、

あとから「羽黒」の画像（昭和16年11月）をよく見

てみるとそのような構造はなく、信号所はフラッ

トになっていたようです。またスラバヤ沖海戦直

後の画像を見ると艦橋トップにある測距儀は白く

塗装され、マストも方位測定室から上が白く塗ら

れています。作品でもそのようにしたかったので

すが、うっかり塗装前にトップの測距儀を接着し

てしまったので断念しました。残っている画像の

多くは艦首側から撮影したもので後方の構造物を

確認できる資料があまりありません。そんな中で

特徴を確認できるのが後檣の形状です。三脚部は

同時期の「足柄」とこれといった違いはありませ

んが、それより上の部分が足柄では十字マストに

なっており、「羽黒」ではヤードが斜め上方に伸び

ています。なお筆者は三脚部分を「那智」の図面

を参考に製作してしまい、あとになって高さが全

然違うことに気づいて作り直すという二度手間を

食ってしまいました。

　最後に兵装について。高角砲は良好なアフター

パーツがあったので苦労はしませんでしたが、主

砲にはそれが無かったためにディテールの再現に

は多くの時間がかかりました。天蓋の放熱板部分

を削り落としてプラ板で作り直したのはこの作品

が初めてです。「羽黒」の製作は何かと手間がかか

りましたが、そのぶん多くの経験値を得られた作

品となりました。
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とても1/700には見えないような完成度を誇る
大渕氏の作品。それはどこから生まれるのであろ
うか。
秘密のひとつは偶然に頼らない工作方法にある。
ひとつだけ精密なパーツを作ることはできるかも
しれない。しかし一箇所だけ精密に作り込んでし
まうと逆に他の手を加えてない部分が目について
しまう。これを回避するためには全体を同じクオ
リティで工作する必要があるのだ。そのために大
渕氏は同じものが量産できるような工作方法を模
索している。専用の治具を開発し、同じサイズ、
同じ角度、同じ厚さでパーツを切り出して、そろ
えて組み立てるという手段を考えている。ここで
は「羽黒」を題材にどのような過程を経て工作が
進んでいくのかをご紹介しよう。28ページから
始まる空母「瑞鶴」の工作途中写真と合わせてみ
れば大渕作品のクオリティを支えるテクニックの
一端が見て取れるはずだ。

1/700には見えない
大渕克の圧倒的な造形力の
秘密に迫る

1このキットに限ったことではないが、アンカ
ーリセスのモールドが浅いので、開口して内側
からプラ板で塞ぐことでアンカーのパーツ（フ
ァインモールドのナノドレッドパーツ）がしっ
かり収まるように作成した。写真ではわかりづ
らいが、合わせ目部分には瞬間接着剤を流し込
み、硬化後にスポンジヤスリを当てることで角
を無くして丸みを持たせている。アンカーシャ
ンクが入り込む穴のある面は、もう少し角度を
浅くして面積を確保し、ベルマウスの形状を一
回り大きく作ればよかったと思う。
2舷窓は、実物の写真と見比べながら位置が近
い部分のモールドは残し、異なる部分はドリル
で大きめに開口してから伸ばしランナーで埋め
戻した。表面のキズやヒケを全て修正した後に
0.5㎜ドリルで開口していく。
3シェルター甲板中央部の箱状の構造物のモー
ルド以外は全て削り落とした。写真で舷側の部
分が白く見えているのは隙間をプラ板で埋めて
修正した跡。断面がくさび型になるように切り
出したプラ帯を隙間に差し込んで接着し、はみ
出た部分は接着剤硬化後に切り落とす。細かな
キズや隙間は通常タイプの瞬間接着剤で修正。
4船体パーツを真上から撮影した画像をベース
に図面資料などを参考にパソコンでリノリウム
押さえや錨鎖甲板上の構造物などを描いていく。
写真はプリントアウトした図を甲板上に両面テ
ープで貼り付けたところ。この後にデザインナ
イフでラインを上から軽くなぞって甲板パーツ
に装備品の位置を写していく。
5甲板上にデザインナイフの刃でつけたライン
をガイドに0.1㎜幅の溝を彫っていく。この時
は少し深く彫ってしまい、その後の真鍮線を取
り付けるための調整に苦労した。0.1mm径の
真鍮線を取り付けることを考えるとそんなに深
さは必要ないことは分かっていても、つい心配
になって彫りすぎてしまう。
6彫った溝にインフィニモデルの0.1㎜径真鍮
線を取り付けたところ。真鍮線を溝に置いたら
GSIクレオスの接着剤Mr.セメントSPを流し込
んで仮固定。硬化するまでは少し時間があるの
で、この時に溝への入り込みが浅いと思ったら
上から小さい真鍮板などを当てて少しぐらいな
ら押し込むことができる。完全に乾いたら流し
込みタイプの瞬間接着剤で固定。硬化後にはみ
出た部分は小さく切ったスポンジヤスリを使っ
て修正する。
7溝を彫るために使用したファンテックのスジ
彫りカーバイト0.1mm。これを軸径3.2㎜ま
で取付可能なピンバイスに取り付けて使用した。
8妙高型はそれぞれで御紋章取付板とフェアリ
ーダーの形状が異なっている。学研の太平洋戦
史シリーズV0l.69「完全版 妙高型重巡」掲載
の画像を参考にプラ材で作成した。フェアリー
ダーはナノドレッドパーツを利用。

2

3

4

6

7

8

1 5
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9パソコンでパネルラインを描いた図を砲塔パ
ーツに貼り付けて作成した図がパーツと合って
いるか確認しているところ（パーツ上面のモー
ルドは削り落とした状態）。なおパネルライン
は筆者の想像も含まれているので正確ではない。
注目していただきたいのが左中央付近にある傾
いた長方形が描かれた部分。元のパーツにはこ
こに突起物（照準演習機起移動機覆と呼ばれる
もの）があるが、これをプラ材で再生するとな
ると一部が斜面にかかっているために、接着面
が接着箇所にピッタリ合うように加工すること
は難しい。そこで上から放熱板として接着する
プラ板に長方形の穴を開口して、作成するパー
ツは底面が平らな状態にし、その穴に埋め込む
かたちで接着することにより斜面に接する部分
の加工を回避した。つまり完成品では接着して
いるのは水平面部分のみで内部では斜面の部分
は接していない。なお上から接着するプラ板は
放熱用のスリットを再現するために接着されて
いるのは周囲と内側の一部分のみで大部分が少
し浮き上がって隙間が空いた状態になっている。
�艦橋下部両側の第一缶室給気路のカバーを
作成する。左右のバランスを確認しやすいよ
うに一本のプラ角棒から削りだす。
�作成した缶室給気路カバーを艦橋パーツに
取付けたところ。「羽黒」の缶室給気路カバー
は妙高型の中で最も丸みを帯びた形状をして
いるのが特徴。
�後部艦橋とマスト及びクレーン。三脚部分
は第一次改装時の側面図をもとにプラ棒で作
成し、それより上のヤード部分は昭和17年2
月の画像を参考に真鍮線で作成した。同時期
の「足柄」のマストも同じような形状をして
いるが、「足柄」では三脚より上の部分が単純
な十字マストになっている。クロスツリー部
分の張り線にある碍子はウェーブの黒い瞬間
接着剤で再現した。クレーンは同社の「足柄」
DXのキットにに付属しているエッチングパー
ツを使用。なお作品は「妙高」DXのキットか
ら製作し、後から購入した通常版の「羽黒」
のキットパーツを利用している（どの艦か決
めて制作を始めたわけではないため）。後部艦
橋については作成した時期の画像や図が無か
ったので同型艦の資料を参考に作成した。ト
ップにある円筒形の装備は形状が近かったの
でハセガワの伊勢型戦艦のパーツ（艦橋トッ
プ）を利用している。
�艦首甲板は全てプラ材で作り直した。「羽黒」
のケーブルホルダーの台座は上から見るとカ
マボコ型になっているのが特徴。参考にした
画像においてアンカーはチェーンストッパー
で固定され、アンカーチェーンは格納された
状態だったので再現していない。
�細く切った0.13㎜厚プラ板で舷側にある洗
い場を再現した。
�舷外電路はプラ板から、舷窓の庇は伸ばし
ランナーで作成。外鈑の段差表現はサーフェ
イサーを使用した定番の方法を用いたが、こ
の「羽黒」で初めて行った。アンカーはナノ
ドレッドパーツを使用。接着面積を確保する
ために内側を少しだけ削って平らにしている。
シャンク部分は0.4×0.5mmのプラ角棒で作
成。
�シェルター甲板上の構造物はパーツのモー
ルドを利用して加工したが、一部はヒケが多
く見られたのでプラ板で作り直した。水密扉
はナノドレッドパーツを使用。そのままでは
少々厚ぼったいので裏側を削って薄くしてい
る。写真下中央のプラ板で拡張した部分は装
塡演習砲の装備位置。実物の画像では周囲の
手すりに物が落下しないように網が張られて
いるのが確認できる。
�魚雷発射のための開口部はキャンバスで塞
がれた状態で表現したが、パーツそのままで
はキャンバスを張ったときに周囲との段差が
ありすぎて不自然になってしまうために内側
から薄く削りこんだ。
�船体側面にある配管をプラ棒やプラ角棒で
再現した。はっきりと確認できる画像が無か
ったのため筆者の想像で補っている部分が多
くあり、位置や数は正確ではない。
�スクリューガードは真鍮線と細く切ったプ
ラ板で再現した。モンキーラッタルはライオ
ンロアのエッチングパーツを使用。位置につ
いてはアオシマの1/350キットを参考にして
いる。副錨はナノドレットパーツであるが、
そのままでは大きいので柄の部分を短く加工
した。フェアリーダーについてもナノドレッ
ドパーツを使用。
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�白丸部分はリノリウム色塗装後に航空作業
甲板のターンテーブルの位置がわかるように
接着したもの（0.05mm厚プラペーパー）。
前方中央の扇形部分は後部機械室通風口。プ
ラ板で作成し、口の部分に金属メッシュを貼
ってそれらしく表現した。
�１番主砲の台座周囲にあるディテールをプ
ラ材で再現。鞍のような形をしたものが並ん
でいるが、これが何であるかは判明していない。
1番主砲の場所にしかないことがヒントであ
るように思う。
�塗装剥がれ防止のためにMr.メタルプライ
マー（旧製品）を塗ってからリノリウム甲板
部分を黄褐色に塗装。Mr.カラーのRLM79サ
ンドイエローをベースに調色した。なおタミ
ヤのメタルプライマーもプラスチックを溶か
さないので使用可能ではあるが、クリアパー
ツに塗ると表面を曇らせてしまうため、クリ
アパーツの塗装剥がれ防止には使用すること
はできないことを付け加えておく。
�黄褐色の上から通常のリノリウム色を塗装。
あとから削り落とす作業をするので塗膜が厚
くならないように下地が見えなくなった時点
で止め、塗り重ねはしない。
�水を含ませたメラミンスポンジでランダム
に塗装を削り落として退色表現を行った。こ
の時にリノリウム押さえの真鍮線部分の塗装
も剥がすが、溝に埋まりすぎていると作業が
大変になる。実際リノリウム押さえの金属地
を出すことに多くの時間を取られてしまった。
メラミンスポンジでこすった部分はツヤが出
るので完成後につや消しクリアー（No.189 
フラットベース なめらか・スムース）を吹き
付けてツヤを抑えている。
�リノリウム甲板塗装後にマスキングをして
船体の塗装を行った。ただし魚雷発射管部分
のキャンバスは船体塗装後に取付けることが
できないので、ここの周囲だけ先に軍艦色で
塗装し、シェルター甲板のパーツを接着する
前にキャンバスを取り付けた。
�高角砲台座は下の部分だけプラパーツを利
用し、ブルワークはプラ板で作り直した。床
面の滑り止めパターンのモールドは前著で紹
介した方法で再現している。
�ブルワークは図のように断面を三角形に加
工したプラ板を上部に接着し、内側から縁を
丸く削ることで実物のように上端が外側に広
がっている様子を再現した。プラ板を曲げた
後に内側を均等に削るのは難しいので、削っ
た後に熱湯を使って曲げ加工を行ったが、熱
湯をかける時に接着した部分にズレが発生し
てしまい一回目は失敗してしまった。削る量
や熱湯につける時間の加減が難しい。
�プラ材で作成した通風筒。サイズの大きい
ものはプラ棒のみで作成しているが、サイズ
の小さいものはキノコの柄にあたる部分に自
作ポンチでプラ板を打ち抜いたものを使用し
ている。これは例を挙げると直径0.5㎜、高
さ0.5㎜の円筒形をプラ棒から正確に切り出
して上下の面を水平かつ平行に整えるのが難
しいからである。プラ板をポンチで打ち抜い
たものであれば高さは一定になるし、上下は
手間をかけなくとも水平で平行な面になる。
逆にサイズが大きくなると厚みのあるプラ板
をきれいに打ち抜くのが難しくなるためプラ
棒から作成した方が効率が良い。
�プラ板で作成したターンテーブル。赤い部
分は伸ばしランナーでレールの段差を表現し
たもの。
�ターンテーブルや運搬軌条などの甲板上の
艤装品は塗装し、タミヤのスミ入れ塗料（グ
レイ）でウェザリングまで施してから接着し
た。まずリモネン系とスチロール樹脂系の混
合接着剤で接着して位置を調整。位置が決ま
ったらセメントSPで固定する。なおセメント
SPは過って量を多くつけると塗膜を溶かして
塗装を荒らしてしまうが、筆者の経験でMr.カ
ラーのラッカー塗料よりもタミヤのラッカー
塗料のほうがセメントSPに対して耐性があり、
塗装が荒れにくいと感じた。
�40口径八九式12.7cm連装高角砲はピット
ロードの新WWⅡ日本海軍艦船装備セット

〔3〕のパーツを使用。砲身はアドラーズネス
トの金属砲身に置き換え、側面にある梯子も
モールドを削り落としてエッチングパーツに
置き換えた。モンキーラッタルはエッチング
メッシュを加工したものであるが、これはア
ドラーズネストのエッチングパーツを使用し
た方がより簡単できれいに仕上がると思う。
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�艦橋前面に張り出すように取付けられた見
張所はこの時期の妙高型の特徴的な部分（「妙
高」だけ異なる）。ここを支える補強プレート
は単純な三角形のプレートではなくカーブの
付いた形状になっていることも興味深い。ま
た内部にある装備の関係なのか左右対称には
配置されていない（中央のプレートが少し右
舷に寄っている）。図面資料がないため寸法は
わからないが、窓枠に使用したエッチングメ
ッシュに合わせたため、写真から推測できる
形状・寸法とは少々異なるものに作らざるを
得なかったのは作者としては歯がゆい。前面
にプラ板を接着しているのは防弾板を表現し
たもの。
��煙突頂部はプラ材でディテールアップ。
雨水カバー金網は純正のエッチングパーツを
使用したが、平らな状態のまま接着すること
を前提にしているためか盛り上がった形に加
工すると長さが足りなくなる。そのため一回
目は失敗してしまった。やむなく「足柄」DX
付属のエッチングパーツを使用。ゲート部分
がなるべく長く付いた状態で切り出すことで
対処した。ジャッキステーは排煙口付近のサ
イズの大きいものはファインモールドのメタ
ルメッシュを加工したもので、それ以外は鎌
倉工房の精密ジャッキステーを使用している。
それぞれのラインが水平になるようにMr,ハ
ルモールドチゼルでパーツ表面に浅くキズを
つけて、それをガイドに取り付けた。取付け
用の穴は極力目立たないように0.1㎜径のド
リルで開口している。蒸気捨管はウェーブの
真鍮パイプで作成。固定金具はライオンロア
の0.2㎜径真鍮線で作成している。詳しくは
テクニックの項を参照のこと。
�テクニックの項で紹介しているプラ棒で作
成したマントレットをタトゥーシールを使っ
てつなげたもの。高角砲の両側に円材にぶら
下げる形で取り付けられているマントレット
を再現するために作成した。上部の輪になっ
ている部分を円材に通して取り付ける。円材
は伸ばしランナーで作成した。機銃座や艦橋
天蓋にあるブルワークの周囲に取付けられた
マントレットにはカーブがついているが、出
来上がってからでは曲げることはできない（つ
なぎ目が折れてしまう）のでプラ棒をあらか
じめ取付箇所に合わせて曲げてから作成して
いる。「羽黒」では予備も含めて約400個の
マントレットを作成した。これだけで相当な
時間がかかっていることが想像できると思う。
�パラベーン（防雷具）をプラ材で作成。細
部のディテールはシコルスキー氏の描いた重
巡「高雄」の図面集を参考にした。完成品で
はマントレットに覆われてほとんど見えなく
なっているが、隙間からわずかに見えた時の
リアリティーのために作りこんだ。
�艦橋に装備された測距儀類はキットパーツ
を使わずにプラ材で作成。右側の九一式高射
装置はヤマシタホビーの8インチE型砲塔セッ
トに付属しているパーツを加工した。
�主砲シールド天蓋の放熱板はパーツ上面を
削り落としてからプラ板（0.13mm厚）を接
着。スリット部分は細く切った0.15㎜厚のプ
ラ板を等間隔に接着することで再現している。
パネルラインは伸ばしランナーで作成。キセ
ル型の通風筒はフジミの商船型キットのパー
ツを利用した。
�船体中央付近に装備されている4.5ｍ高角
測距儀。妙高型はそれぞれで形状が異なって
いるためプラ材で作成した。「妙高」は測距儀
のアームが他より太く、「那智」は他と天蓋の
形状が異なる（面は水平で中央部が段差がつ
いて高くなっている。他は中央部が盛り上が
ったドーム形状）。「足柄」と「羽黒」は形は
近いが、「羽黒」では測距儀アームの付け根部
分に四角い箱型の形状が見られる。
�カバー付きの射撃装置。プラ製アフターパ
ーツを使用する選択肢もあったが、すぐ近く
に前の画像の高角測距儀があるため、ディテ
ールのバランスを考えてプラ材で作成した。
�装塡演習砲はキャンバスで覆われた状態で
完成時には見えなくなるので、それらしい形
で簡単にプラ材で作成した。
��船体の塗装を終え、甲板上の艤装品まで
取り付けた状態。軍艦色部分は主にタミヤの
スミ入れ塗料（グレイ）でウェザリングし、
リノリウム甲板部分はMr.ウェザリングカラ
ーのサンディウォッシュでウェザリングした。
4番砲塔近くにあるウィンチはヤマシタホビ
ーの特型駆逐艦に付属しているパーツを利用。
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