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日本海軍が太平洋戦争に投入した戦艦は12隻。しかし日本海軍戦艦キットは
50以上存在します。これらの中から1隻を選んで作ろうとしたとき「どのキ
ットを買えばいいんだろうか？」と迷うことがあるでしょう。本書ではキッ
トを購入するときの参考資料として、未塗装、未改造のキットのあるがまま
の姿をご紹介します。本書を読めばあなたにぴったりな戦艦のキットがきっ
とみつかります。
※本書で掲載したキットの価格はすべて2021年10月現在のものとした
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　軍艦の模型は男の子のあこがれで、昭和
二十年代（1945〜55年）は木製キットだった。
昭和三十年代（1958年頃）にプラスチックモ
デルが米国から入ってくると、日本でもプ
ラスチック製の軍艦が発売されるようにな
った。それらは水に浮かべて遊ぶのが目的
で、今で言うフルハルモデルであり、子供
たちはゴムやモーターで動かして遊んだ。
　今から50年前の1971年6月に新しい軍艦
模型シリーズが誕生した。水線下を省略し
水面に浮かんだ姿をキット化した静岡模型
教材協同組合によるウォーターラインシリ
ーズ（WLシリーズ）である。軍艦の模型
としては異色の存在だが、洋上模型という
ジャンルはそれ以前からあった。それを
1/700というスケールで統一し、人気艦ば
かりでなく“連合艦隊の艦艇を全部揃えて
楽しむシリーズ”との謳い文句が魅力的だ
った。この方針のおかげでWLシリーズは
子供ばかりか学生や大人など年齢の高い層
にも愛好者が広がっていった。
　WLシリーズはまず重巡洋艦から始まり、
次が軍艦の花形である戦艦だった。タミヤ
が大和型、青島文化教材社が長門型と扶桑
型、ハセガワが伊勢型、フジミが金剛型を
担当した。これら各社の担当はくじ引きで
決まったとされている。こうしてラインナ

ップが増え好調だったWLシリーズだが、
名の知られた艦が2年ほどで発売され終わ
ると、以後は開発ペースがにぶりはじめ、
やがて新キットは発売されなくなってしま
う。しかし、WLのファンの一部はその後
も根強くシリーズを愛好し続け、連合艦隊
勢揃いを夢見た。その甲斐あってかメーカ
ーの努力も続けられ、シリーズは欠品を出
すことなく存続し続けた。
　シリーズが始まって二十数年が過ぎた
1994年のこと、静岡模型教材協同組合か
らフジミが抜けるという“事件”が起きた。
残ったタミヤ、ハセガワ、青島文化教材社
はフジミが担当だったアイテムを補う必要
性にせまられ、それらを分担して“新規に”
キット開発を行なうことになる。このとき
戦艦金剛型はハセガワが担当し、最新のキ
ットとしてファンの間に好評をもって迎え
られた。その他、重巡利根型や空母翔鶴型
などが発売され、これらも好評だった。新
しいキットの発売にWLファンが活気づい
たことは言うまでもない。この頃になると
開発から20年が過ぎたキットには傷やバ
リが目立ち、金型の疲労が見られるものも
あった。特に軍艦の中で人気抜群の戦艦「大
和」はショット数が極めて多く金型疲労が
顕著だった。1998年、タミヤは「大和」を

最新情報と最新技術でよみがえらせる“リ
ニューアル”に踏み切った。このリニュー
アル「大和」の出来は素晴らしく、WLフ
ァンはそれ以外の旧来のキットも新技術で
リニューアルしてほしいとメーカーに要
望を送り続けた。その声に応えるように
1999年に青島文化教材社が戦艦長門型を
リニューアルした。旧製品では一部に不満
のあるキットだったが新設計への移行でカ
ッコいい長門型に生まれ変わり、メーカー
の技術向上ぶりを知らしめた。ハセガワも
2002年に伊勢型2隻のリニューアルを行な
い、「伊勢」「日向」とも航空戦艦と戦艦の
両バージョンを発売した。青島文化教材社
が扶桑型をリニューアルしたのが2011年
で、これでWLシリーズはすべての戦艦を
出し直したことになる。
　一方、WLシリーズの枠から飛び出した
フジミはシーウェイモデルを独自に立ち上
げて、軍艦模型の充実に意欲を見せた。特
シリーズと名づけ2004年に開発した第1号
が戦艦「大和」だった。これは傑作である
タミヤのWL新「大和」に迫る良質な造形
だった。そして新キットがファンの間で好
評を得たことに自信を深めたフジミは、以
後特シリーズのキットを積極的に開発して
いく。2008年に発売した特シリーズの戦

1971年に静岡模型教材共同組合4社による
ウォーターラインシリーズがスタートして2021年で50年となる。
現在、1/700スケールの日本海軍戦艦キットを発売しているメーカーはタミヤ、
ハセガワ、青島文化教材社、フジミ、ピットロード、カジカの6社で
キット数は50を超える。
1/700戦艦キットが
どのように発売されていったのか
振り返ってみよう

日本戦艦洋上模型キットの半世紀
とある古参モデラーによる思い出話

スカイウェイブシリーズW200
日本海軍 戦艦 大和 最終時（ピットロード）
2017年に発売された現状、もっと
も新しい「大和」。最新の考証が盛
り込まれている。

ウォーターラインシリーズNo.113
日本戦艦 大和（タミヤ）
1998年に発売されたいわゆるリ
ニューアルキット。細い艦首は発売
当時の説に従ったもの。

ウォーターラインシリーズNo.9
戦艦 大和（タミヤ）
1971年発売の旧タミヤキット。最近
のキットはすべて最終時を再現して
いるが本作はレイテ沖海戦時となる。

大学生のときにＷＬシリーズと出会い、同シリーズから軍艦模型を
集める楽しみを教えられる。以後半世紀に亘って1/700で聯合艦
隊の勢揃いを目ざす。その間、同じ嗜好の仲間との貴重な出会いが
あって「ちっちゃいもの倶楽部」を結成し切磋琢磨するも、いまだ
に戦艦の勢揃いさえ実現しない。戦艦は主力艦ゆえに最新の装備が
追加されるため艦容が常に変化し形状を捉えづらいのである。

畑中省吾
Shougo HATANAKA

※見開きの模型はこの順で掲載しています。
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艦「金剛」は驚異的なディテールを盛りこ
んだ意欲作で、この時期に実用化が進んだ
CADによるデジタル設計の長所を生かし
たものだった。以後、フジミは残る金剛型
3隻をはじめ、長門型、伊勢型、扶桑型と
精度の高いキットを開発し続ける。これに
呼応するかのようにWLの青島文化教材社
がリニューアルしたばかりの戦艦「長門」
のパーツの一部を精密化したリテイクを行
なう、また大正期の彎曲煙突「長門」を発
売する、するとフジミが未成巡洋戦艦天城
型を発売するなど、双方が張り合う場面も
見られた。
　2015年、フジミはさらに新たなシリー
ズを送り出してきた。艦NEXT（艦NX）で
ある。最初のアイテムはもちろん戦艦「大
和」だ。多色成型パーツとスナップフィッ
トを特徴とする艦NXは以後も「長門」、金
剛型と続けて開発され、ファンは精密さに

驚くばかりだった。フルハルが基本だが洋
上模型でも作ることができた。
　2017年、それまでは小型艦艇や空母な
ど、WLシリーズとは一線を画した企画開
発を行なってきたピットロードが、満を持
して戦艦「大和」を開発した。開発には「大
和」を熱心に研究する軍艦ファンも参画し
て最新考証を取り入れた新しい「大和」の
姿を再現しており、特に艦首の幅が他社の
キットよりも太いのが目を引いた。そのほ
か、各所に写真解析や沈艦調査の結果など
を踏まえた解釈をもとに精密な設計が試み
られている。また同型艦「武蔵」は2015年
にポール・アレン財団のRVペトレル号に
より沈没した実物艦体が発見された。これ
までは不明点の多かった「武蔵」最終時だ
ったが、RVペトレルによる調査で多くの
ことが判明した。ピットロードではこれら
新事実を盛りこみ、従来なかった姿の「武

蔵」をキット化した。こちらも艦NX同様、
フルハルと洋上模型の選択式である。
　2017年、突然にカジカと名乗る新メー
カーが金剛型の新造時を発売。繊細な造形
と未キット化の姿が新鮮で、アイテムの新
たな展開を予想させた。
　現在手に入る1/700洋上模型の戦艦キッ
トはここ20年ほどのあいだに開発された
ものがほとんどだが、それらはどれも優れ
た内容で、同じ艦でもメーカーやシリーズ
の違いで個々に特徴をもった造形となって
いる。WLシリーズの初期の頃は一艦に対
して1種類しかキットがなかったが、昨今
では複数のキットの中から自分の好みに合
わせてキットを選ぶことができる。最近
は3Dプリンタが新素材として注目される。
これからはそうした新素材を生かした新時
代の戦艦模型の出現が期待され、楽しみで
ある。
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タミヤ 大和 武蔵
'98年発売
ウォーターライン 
各3080円（税込）

青島文化教材社 陸奥
 '99年発売
ウォーターライン 各2860円（税込）

扶桑、山城

 金剛型
（金剛、比叡、榛名、霧島）

〜1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ハセガワ 伊勢 日向
航空戦艦伊勢 航空戦艦日向  
'02年発売
ウォーターライン 各3520円（税込）
ハセガワの伊勢型戦艦は2002年にリニューアルキットが発
売された。先に戦艦バージョンのキットが発売され、それに飛
行甲板パーツなどを追加した航空戦艦バージョンのキットが開
発された。伊勢型の2隻は実艦でも大きな識別点がなくハセガ
ワのキットでは後部マストの形状で両艦を区別することとなっ
ている

ウォーターラインシリーズのリニューアルキットはタミヤの大和
型戦艦からスタートした。現在の目で見ると考証面では古い部分
もあるがパーツ数が抑えられており組み立てやすい内容で初心者、
ベテランモデラーを問わず愛されるキットである

青島文化教材社の長門型は1999年にリニューアルキットが発売された。
その後「長門」は2013年にリテイク版キットが発売されたが「陸奥」
は現在のところリテイク版キットがない。そのためウォーターラインシ
リーズの「陸奥」に関してはこちらが現行キットということになる

ハセガワ 金剛型 
'93〜'94年発売
金剛 比叡 榛名 霧島
ウォーターライン 
各3080円（税込）
現在発売されている戦艦キットの中でも
もっとも古いものがハセガワの金剛型だ。
ウォーターラインシリーズのリニューア
ル化前のキットで、船体は共通パーツ、
上部構造物の目立つ部分のみ個別のパー
ツを用意している。あっさりした印象だ
がその分、作りやすく短時間で完成する
ので初心者向けだといえる

青島文化教材社 扶桑 山城
 '11〜'12年発売
ウォーターライン 各2860円（税込）
青島文化教材社の「扶桑」「山城」は2007年にリニューアルキット
が発売されたが、そこから間をおかず2011年にリテイク版キットを
発売した。上甲板や船体パーツを一新した他、上部構造物も新パーツ
に更新した。リニューアルキットでは「扶桑」「山城」で後部艦橋な
どが共通パーツとなっていたがリテイク版ではそれぞれ専用パーツが
用意されている。1944年版が定番キットではあるが1938年の「扶
桑」や1942年の「山城」もキット化されている

伊勢、日向
フジミ 長門 陸奥
 '09〜'10年発売
特シリーズ 各3080円（税込）
フジミの特シリーズの長門型は比較的早く
2009年に開戦時「長門」が発売され、
2010年にレイテ沖海戦時「長門」と開戦時
「陸奥」が発売された。従来は「長門」と「陸
奥」の大きな違いのみでキットを作り分けて
いたがフジミの特シリーズでは判明している
細かな違いのほとんどを盛り込んでいる。非
常に精密な内容のキットで1/350キット並
みの満足感が得られる内容だ長門、陸奥

大和、武蔵
フジミ 大和 武蔵 
'04年発売
特シリーズ 
各2200円（税込）
フジミの特シリーズ第1弾がこの大和型だったが特シリーズは2008年の
「金剛」から精密化が一気に進んでおり、大和型はそれ以前のキットのため
現在の目で見るとかなりあっさりした雰囲気。考証面ではタミヤのキット
より後発な分、新しいものが取り入れられている

フジミの特シリーズの伊勢型は2010年
発売の航空戦艦バージョンからスタートし
た。2008年発売の「金剛」からスタート
した精密化が大いに進んだ時期のキットで
細部までプラスチック製パーツの限界を探
るような構成。同型艦の「日向」の発売は
かなり時間がかかり2015年となった

フジミ 航空戦艦伊勢 
'10年発売
特シリーズ 各3080円（税込）



7

フジミ 扶桑 山城 
'12年発売
特シリーズ 
各3080円（税込）

フジミ 金剛型 
'08〜'11年発売
金剛 比叡 榛名 霧島
特シリーズ 
各2860円〜3080円（税込）

ピットロード 大和 武蔵
 '17年〜21年発売 スカイウェーブ 
各6820円（税込）

現在発売されている大和型戦艦ではもっとも新し
いキット。考証面でも最新のものが採用されてお
り価格は高価だがそれに見合うだけの内容となっ
ている

フジミ 長門 
'19年発売
艦NEXT
5060円（税込）

ま
ず
本
書
で
取
り
扱
う
帝
国
海
軍
の
戦
艦
キ
ッ
ト
が
い
つ
ご
ろ
発
売
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
。

国
内
メ
ー
カ
ー
で
戦
艦
キ
ッ
ト
を
開
発
し
て
い
る
の
は
5
社
、
タ
ミ
ヤ
、
ハ
セ
ガ
ワ
、
青
島
文
化

教
材
社
、
フ
ジ
ミ
、
ピ
ッ
ト
ロ
ー
ド
。
い
ち
ば
ん
古
い
キ
ッ
ト
は
１
９
９
３
年
に
発
売
さ
れ
た
ハ

セ
ガ
ワ
の
金
剛
型
戦
艦
で
、
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
は
フ
ジ
ミ
の
艦
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
シ
リ
ー
ズ
と
な
る

現行の戦艦キットは1993年発売のハセガワ
の金剛型4隻がもっとも古いものとなる。こ
れはフジミがウォーターラインシリーズを脱
退したことを受けて開発されたものだった。
その後1998年にタミヤの大和型が発売され、
そこからウォーターラインシリーズのリニュ
ーアルがスタートする。ウォーターラインシ
リーズの二代目キットは1999年に青島文化
教材社の長門型、2002年にハセガワの伊勢
型、2007年に青島文化教材社の扶桑型のリ
ニューアルキットが発売される。
ウォーターラインシリーズを脱退したフジミ
は新たに特シリーズというブランドを立ち上
げ2004年の大和型以降、精力的に新キットの
開発を進めた。大きな転機となったのは2008
年に発売された「金剛」でこれにより艦船模型
の精密化が一気に進んだ。この精密化を受け
て青島文化教材社はリニューアルを済ませた
ばかりの長門型、扶桑型に新規パーツを多数
加えたリテイク版（三代目）を発売していく。
2015年にはフジミより新しいブランドの艦
NEXTシリーズがスタートし大和型、金剛型、
「長門」などが発売された。
2017年にはこれまで戦艦を発売していなかった
ピットロードが大和型の発売しこれにより国内
の戦艦キット開発メーカーは5社となった。

2008年に発売された特シリーズの「金剛」
こそが近年の艦船模型にもっとも大きな影響
を与えたキットということができる。これま
で同型艦キットを製品化する場合、メインと
なる部分は共用パーツとし大きく異る部分の
み専用パーツとしていたがこの「金剛」はほ
とんどの部分を専用パーツとし、さらに
1/350並みの精密ディテールを1/700キ
ットに盛り込んでいた。このキット以降、艦
船模型は新しい段階へ入っていった

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

フジミの新ブランド、艦NEXTシリーズに
新たに金剛型戦艦が加わった。2008年に
発売された特シリーズの「金剛」は現代の
艦船模型の流れを変えたといえる革新的な
キットだったが、それも発売から12年が
経過している。その間に発売されたキット
の技術をフィードバックする形で艦NEXT
の金剛型は発売された。現在「比叡」「金剛」
「榛名」の順番で発売されており、「霧島」
のキット化が待たれる状況だ

特シリーズ戦艦バージョンの伊勢型は先に発売された航
空戦艦バージョンとはまったく異なるものとなった。後
部の飛行甲板のみパーツ化したのではなく、船体も新規
設計である。航空戦艦バージョンはバスタブ型の一体成
型だったが戦艦バージョンでは左右分割となり舷側のモ
ールドもシャープになった。砲塔も新パーツが用意され
ている。フジミ特シリーズの戦艦キットの中で最後発で
現在のところもっとも新しいキットということになる

フジミ 航空戦艦日向
'15年発売
特シリーズ 各3080円（税込）

フジミ 金剛型 
'19年発売
金剛 榛名 比叡
艦NEXT 
4180円〜5060円（税込）

フジミの特シリーズの「扶桑」「山城」は
青島文化教材社のキットとほぼ同時期に発
売された。実艦が非常に複雑な構成のため
キットもかなり複雑なパーツ割りとなって
おり製作には慣れが必要となる。細かく年
次違いのキットも発売されており、「扶桑」
は昭和10年、13年、16年、19年の4タイ
プ、「山城」は13年、16年、19年の3タイ
プが存在する（再販分からは「扶桑」の昭
和10年、13年は統合されることになると
のこと）

2019年登場したフジミの「長門」は艦NEXTシリーズのもの。
2009年の特シリーズとの共用パーツはなく完全新金型となる。
年次は1944年のレイテ沖海戦時。発売されているのは「長門」
のみで「陸奥」は発売されていない

青島文化教材社 長門リテイク
 '13年発売
ウォーターライン
2860円（税込）
青島文化教材社の長門型は1999年にリニューアルキットが発売さ
れていたが、さらにそれを進化させたリテイク版キットが2013年
に登場した。リテイク版では煙突やマスト、機銃、主砲砲身などの
新パーツが用意された。青島文化教材社からはほかにレイテ沖海戦
時の「長門」や屈曲煙突時代の「長門」も発売されている

フジミ 大和 武蔵 
'15年発売
艦NEXT
各4180円（税込）
フジミの新ブランド、艦NEXTシ
リーズ第1弾。接着剤不要、塗装
不要の斬新なコンセプトのキット
だった。ただシリーズ最初のキッ
トということもあり後に発売され
た金剛型や「長門」にくらべてパ
ーツの嵌合がタイトな部分があり
組立にはコツが必要だった

フジミ 伊勢 日向
'17年発売
特シリーズ 各3080円（税込）

青島文化教材社 大和 武蔵
 '17年発売
フルハルモデル
各3850円（税込）

ウォーターラインシリーズとは異なる青島文化
教材社の独自ブランド、フルハルモデルシリー
ズ。フルハルモデルにもかかわらず価格は抑え
め。甲板などは成型色を変えるなど意欲的な試
みが取り入れられている

１
／
７
０
０

日
本
海
軍
戦
艦

開
発
年
表
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締結のワシントン条約で主力艦の新造が制
限されたこともあり、各国は保有する艦艇
を改装して強化することに注力した。
　日本の金剛型巡洋戦艦も例外ではなく、
1920年に実施されていた主砲仰角の拡大、
檣楼の近代化、高角砲の設置に続き、1924
年から1931年にかけてボイラーの換装、防
御の強化、バルジの装着、水偵の搭載など
がなされた。しかしこれらの改装で速力が
低下したため、艦種が戦艦となった。
　1933年から1935年にかけての第2次近代化
改装では主機関とボイラーを刷新、艦尾も延
長したこととで30ノットを発揮する高速戦
艦となった。このほか主砲の仰角もさらに増
大、檣楼の近代化、後部艦橋の新設、航空兵
装の拡充、対空兵装の強化などが実施された。
　なお「比叡」は1930年のロンドン条約の影
響により練習戦艦への改装が決定、1931年
から1932年にかけて4番砲塔と舷側装甲を撤
去、機関出力を減少して速力を低下する工
事がなされた。この時期の「比叡」は御召艦
として利用されることも多く、展望台や御
座所も設けられていた。
　「比叡」の第2次改装はロンドン条約の切れ
た1936年から実施され、僚艦の改装実績も
取り込んだ工事となった。「比叡」のみわず

かにバルジの幅が広いのも、「金剛」らが満
載時に水線装甲帯上部が水没する問題を解
消すべく浮力を増したためであった。艦橋
は当時建造中の大和型戦艦の試験的な意味
合いもあり、塔型艦橋に新型の射撃指揮装
置を搭載して識別も容易となった。
　太平洋戦争においては高速ゆえに空母機
動部隊に組み込まれ、開戦から活躍を重ねた。
空母の随伴のみならず、ガダルカナル島飛
行場砲撃や敵戦艦と激突した数少ない例と
なる第三次ソロモン海戦など、金剛型の活
躍は際だっている。
　「比叡」「霧島」は大戦前半で失われたもの
の、残る「金剛」「榛名」はなおも戦い続け、
ガダルカナル島撤退後の工事では副砲の一
部を撤去して機銃を増設、二一号電探も新設
された。1944年1月と6月の工事でも対空兵
装が増強され、針ネズミのごとき姿となった。
1944年10月のレイテ沖海戦で「金剛」「榛名」
は、サマール沖で遭遇したアメリカ護衛空
母を痛撃している。
　「金剛」沈没後、残った「榛名」は燃料不
足から呉軍港に繋留され、迷彩と偽装がな
され大破着底の状態で終戦を迎えた。開戦
から終戦まで、金剛型は最も活躍した日本
戦艦という評価が高い。

　日本海海戦から間もない1905年10月、イ
ギリス海軍は従来の戦艦を一挙に旧式化さ
せる「ドレッドノート」を起工した。これと
ほぼ同時期に世界最初の巡洋戦艦とされる
インヴィンシブル級も計画、1909年までに
3隻が竣工して戦艦に次ぐ主力艦だった装甲
巡洋艦も旧式化の憂き目にあった。
　一方、日本海軍は明治40年度および44年
度計画により、14インチ砲を8門搭載する巡
洋戦艦を技術導入の目的もあってイギリス
のヴィッカース社に発注、2番艦からは順次、
国内で建造することにした。
　のちに「金剛」となる新型巡洋戦艦は1910
年から設計を開始、1911年1月にヴィッカー
ス社バーロー造船所で起工した。新型巡洋戦
艦はイギリス戦艦「エリン」をベースに、高
速発揮のため船体を延長、船体中部の砲を
廃して機関を増載、「エリン」に準じた防御
を施していた。
　続く2番艦「比叡」から「榛名」「霧島」は日
本国内で建造、1915年までに4隻の金剛型が
竣工して当時においては世界最強の巡洋戦
艦戦隊を編成した。
　しかし、第一次世界大戦中の1916年に行
なわれたジュットランド沖海戦で巡洋戦艦
の防御力不足が露呈したことと、1922年に

金剛型戦艦

金剛型は太平洋戦争開戦時、日本海軍が唯一保有した30ノットの
速力を発揮する高速戦艦であった。艦齢は古かったものの、使い勝
手の良さから多くの作戦に投入された最功労戦艦となった。

太平洋戦争でもっとも
活躍した高速戦艦

模型製作／細田勝久
文／松田孝宏
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1番艦「金剛」は明治40年度計画で装甲巡洋艦として予
定されたが、イギリスのインヴィンシブル級登場も鑑みて
明治44年度計画により巡洋戦艦としてヴィッカース社に
発注された。バーロー造船所で1911年8月16日に起工
した「金剛」は1912年5月8日に進水、1913年8月16
日に竣工した。世界に先がけて35.6cm（14インチ）砲

を搭載、装甲は戦艦に劣るが速力で優越する強力な巡洋戦
艦の誕生であった。金剛型は2度にわたる改装を受けてい
るが、「金剛」は1929年9月から1931年3月の第1次改
装で機関の換装や水平・水中防御力の強化などを行ない、
煙突が1本減った。この時、雷装も半減されている。1935
年6月から1937年1月の第2次改装では機関や兵装強化

のほか、測距儀や方位盤なども装備された。1941年12月
8日の開戦時は「榛名」とともに第3戦隊第2小隊を編成、
南方作戦の支援にあたっていた。緒戦を経てソロモン、マ
リアナ、レイテなどに激闘を重ねた「金剛」は、1944年
11月21日に米潜水艦「シーライオン」の雷撃を受けて沈
没、潜水艦に沈められた唯一の日本戦艦となった。

2番艦「比叡」は明治44年度計画において、イギリスの
造艦技術を導入すべくヴィッカース社指導のもとに横須
賀工廠で建造された。起工は1911年11月4日のことで、
1921年11月21日に進水、1914年8月4日に竣工した。
1929年に近代化改装工事に着手するものの、ロンドン
条約により練習戦艦への改装が決定、1932年11月から

年末にかけて舷側装甲と4番砲塔を撤去、速力を18ノッ
トに減じた。練習戦艦「比叡」は御召艦として利用され
ることも多く、長門型に次いで国民に親しまれた戦艦と
も伝えられる。1936年11月に再び戦艦となるべく金剛
型の僚艦と同じような改装工事を受け、大和型戦艦のテ
ストベッドとして塔型艦橋となった。太平洋戦争開戦時

は、「霧島」と第3戦隊1小隊を編成してハワイ作戦に参加。
以後は機動部隊と行動をともにすることが多く、ミッド
ウェー海戦を経て1942年11月13日、ガダルカナル島
飛行場の砲撃に向かった際に米艦隊および米軍機と交戦、
大損害を受けて総員退艦後に沈んだ。日本海軍が太平洋
戦争で喪失した、最初の戦艦であった。

3番艦「榛名」も明治44年度計画により、川崎造船所に
発注された。1912年3月6日に起工、1913年12月14日
に進水したが、同時期に「霧島」も三菱長崎造船所に発
注されており、民間では初の主力艦建造ということで両
造船所はすさまじい競争意識で工事を進めていた。「榛名」
の試運転が予定よりも遅れると川崎造船所の篠田恒太郎

工作部長が自刃してしまうほどで、「榛名」「霧島」とも
1915年4月19日の竣工となったのは海軍の配慮があっ
たからとも伝えられる。僚艦と同様に2度の改装を受けて
太平洋戦争に突入、「金剛」と第3戦隊第2小隊を組んで
南方作戦に参加した。1942年3月のインド洋作戦時には
「榛名」「金剛」が何気なくクリスマス島を砲撃したところ、

白旗が上がって日本側が慌てる一幕もあった。主戦場が
ソロモン諸島のガダルカナル島に移ると、「金剛」「榛名」
は10月に同島の飛行場を主砲で砲撃した。1944年10月
のレイテ沖海戦ではサマール沖において米護衛空母を砲
撃する活躍を示したが、1945年7月28日の呉空襲で損傷、
大破着底した状態で終戦を迎えた。

4番艦「霧島」も明治44年度計画により、技術導入と民
間造船所育成のために三菱長崎造船所に発注された。同
時期の「榛名」との熾烈な建艦競争は有名だが、「霧島」
は「榛名」に1日遅れて1912年3月17日に起工、進水
は「榛名」より約2週間早い1913年12月1日、竣工は「榛
名」と同日の1915年4月19日とされた。「霧島」の改装

内容も僚艦と大差はなく、太平洋戦争は「比叡」と第3戦
隊第1小隊を編成してハワイ作戦に参加した。ラバウル攻
略作戦で「霧島」「比叡」はアメリカ駆逐艦「エドソール」
を砲撃で沈め、太平洋戦争における日本戦艦として初め
ての撃沈戦果を記録した。1942年6月のミッドウェー海
戦や第二次ソロモン海戦を経て、11月はガダルカナル島

飛行場攻撃に向かう。13日に「比叡」が沈むが、14日の
夜戦で「霧島」はアメリカ戦艦「サウスダコタ」に猛射
を浴びせて落伍させた。後方の「ワシントン」から多数
の16インチ砲を撃ち込まれて15日に沈んでしまうもの
の、太平洋戦争で敵戦艦に主砲弾を命中させたのは「霧島」
だけという武運に恵まれた最期であった。

金剛

比叡

榛名

霧島
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ハセガワ 1993年発売
ウォーターラインシリーズ　3080円（税込）

金剛型戦艦 金剛
ハセガワ

1993

日本海軍戦艦 金剛
ハセガワ1/700 
インジェクションプラスチックキット
再現年次　1944年
初版発売　1993年
価格　3080円（税込）
製作／勝浦啓太
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パーツは4隻共通ながら、艦橋、煙突、後
部艦橋というもっとも個性の出る部分に関
してはそれぞれ別パーツが用意され、先代
ではモールドされていた艦首の副錨もなく
なるなど、時代考証面でも大きな進展を見
せるキット内容であった。そのほか、「金剛」
と「比叡」の主砲塔側面にあるナックルラ
インを再現するなど、艦船ファンを唸らせ
る志向を見せ、そのプロポーションは現在
の目で見ても価値が損なわれるものではな
く、近年発売されているディテールアップ
用のパーツを盛り込むことで精密度が格段
に増す素材といえよう。
　艦中央部は多大な情報量を擁するものと
なった。特徴ある煙突や後部艦橋の形状の
違いはもちろん、上部構造物や各艤装品の
再現にもシリーズスタート時からの技術進
歩を強く感じさせる。ハセガワ純正エッチ

ングパーツがキットの発売と同時期にライ
ンナップされたことも模型の売り方の変
化を如実に物語るものといえた。ただし、
1944年時、レイテ沖海戦時の状態をモチ
ーフとしているにもかかわらず増設され
た25mm単装機銃がパーツ化されてはいな
い。またのちの艦船模型細密化の流れの前
の存在といえ、同型艦4隻で異なる航空作
業甲板の形状の違いの再現も見送られてい
る。ほかにもキットにセットされる艤装品
パーツは現在の眼からみるとかなり大ぶり
でディフォルメ化されたものが多く精密感
を損ねている。ただしこういった部分は、
ファインモールドのナノドレッドシリーズ
やピットロードのNEシリーズなどのプラ
スチック製艤装パーツに置き換えるだけで
見違えるような完成品を手に入れることが
可能だ。

　ウォーターラインシリーズは1971年よ
りスタートした。当初はタミヤ、ハセガワ、
青島文化教材社に加えてフジミも開発陣に
加わっていたが、1992年にフジミが脱退
することととなる。これを受けてもともと
フジミが担当していた艦は残った3社に振
り分けられることとなった。この結果開発
されたのがハセガワの金剛型戦艦だった。
　こうして1993年にあらたに開発された
ハセガワの「金剛」は1970年代に開発され
たフジミの旧キットと比較すると、実艦の
違いによる作り分けを心がけて設計され
ている。その間の技術的進歩と、わずか
1/700スケールの艦船模型に対するユーザ
ーの心持ちを反映したものと言えた。船体

当時としては最新の考証を
盛り込んで登場した傑作キット

ハセガワの「金剛」は現行の戦艦キットの中でもっとも
古いもの。フジミのウォーターラインシリーズからの脱
退を受けて1993年に発売された。年次は1994年のレ
イテ沖海戦時を再現したものとなる。開戦時の姿を再現
する場合は「霧島」のキットをメインにして砲塔を「金
剛」「榛名」用のものと交換するといいだろう。
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ハセガワ 1994年発売
ウォーターラインシリーズ　3080円（税込）

金剛型戦艦 比叡
ハセガワ

1994

日本海軍戦艦 比叡
ハセガワ1/700 
インジェクションプラスチックキット
再現年次　1941年
初版発売　1994年
価格　3080円（税込）
製作／野々上秀樹
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装を終えていた金剛型の改装実績を盛り込
んだ上でさらに建造中の大和型のテストと
して最新の艤装が施された。そのため開戦
時には日本海軍でもっとも進んだ装備を持
つ戦艦のひとつとなっていた。
　「比叡」は1942年の第3次ソロモン海戦で
沈んだため戦歴は短いのだが、巡洋戦艦を
根源とするスレンダーな船体に大和型戦
艦を思わせる塔型の艦橋を据え付けた姿
は「優美で瀟洒」の一言に尽き、日本海軍
の戦艦の中ではトップクラスの人気を誇
る。本艦もウォーターラインシリーズから
フジミが脱退したことを受け、ハセガワに
より再ラインナップされた。船体は「金剛」
と共通とはいえ、その特徴ある塔型艦橋、
同型艦とはまた違った細長い2本の煙突形
状、そのまわりをとりまく探照灯や高角砲
座、機銃座などの艦中央部の様子など、「比

叡」としての記号は別パーツが用意され、
個艦の再現にこだわりたいモデラーの要望
に充分に応える内容となっていた。「比叡」
は最初に記したとおり他の金剛型戦艦の改
装実績を受けてから大改装が実施されたた
めその姿はひと目見ただけで違うものとな
っている。キットはこうした違いだけでな
く後発であるがゆえに新機軸を盛り込まれ
た「比叡」の姿をうまく表したものと言え
る。基本形がしっかりしているので、艤装
品をアフターパーツで置き換えるだけで精
密度が増す好キットといえよう。
　ディティールアップ工作も大戦前半で戦
没した「比叡」は武装の追加も少なめでほ
かの艦よりも手軽に行なうことができる。
「戦艦をディティールアップしてみたい」
と思った初心者の方は本艦か同じく大戦前
期で沈んだ「霧島」を選ぶといいだろう。

　金剛型2番艦の「比叡」は横須賀海軍工廠
で建造された。1番艦「金剛」はイギリスで
建造されたため「比叡」は国内で建造され
た最初の金剛型ということとなる。1930
年に開催されたロンドン軍縮条約ではこれ
まで10隻の保有が認められていた戦艦は9
隻へと減らされることとなった。ただし日
米英は1隻だけ武装、装甲、機関の一部を
減らした練習戦艦1隻を保有することがで
きた。日本海軍はこの練習戦艦に「比叡」
を選んだ。「比叡」は4番砲塔、舷側の装甲、
機関の一部を撤去することで6年間を練習
戦艦として過ごしたが、1936年に軍縮条約
が期限切れとなると戦艦へと復帰すること
となり大規模な改装が施された。すでに改

傑作キットをベースにスマート
な艦影を創出する

「比叡」は模型メーカーにとって難しいキットといえる。
金剛型戦艦の中でも改装時期が異なるため船体を含めて
ほとんど別の艦といってもいいぐらい違うからである。
ハセガワの「比叡」は船体こそ同一パーツだが艦橋周辺
の上部構造物は専用パーツを用意して実艦の雰囲気を捉
えている。
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