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日本海軍が太平洋戦争に投入した重巡洋艦は18隻。このなかから1隻を選ん
で作ろうとしたとき「でもどのメーカーのキットを買えばいいの？」と迷う
ことはありませんか。同じ名前の重巡洋艦であっても複数のメーカーから発
売されているケースがあります。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重巡洋艦のキットがきっとみつかります。
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※本書で掲載したキットの価格はすべて初版発売時のものとした



　ウォーターライン（WL）シリーズの前と後では、
船のプラモデルの楽しみ方、ひいてはプラモデル
を作る年齢層まで大きく変わった。わたしはそれ
を実体験した世代の一人である。
　1971年の初夏、わたしは学校から下宿へ帰る途
中、港橋電停の近くにあったプラモデル屋のショ
ーウィンドウに4隻の小さな重巡の模型が並んでい
るのを見つけ、早速キットを買った。WLシリーズ
との運命的な出合いだった。「妙高」「高雄」「鈴谷」
「利根」、小さいながらも写真で見たような姿に表
現してある重巡キットの出来に感激した。なかで
も「鈴谷」は飛び抜けてよくできていた。船体に
丸い小さな穴で表現した窓がずらりと並んでいる
のが斬新だった。WLとは吃水線のこと、こうした
船の模型は洋上模型と呼ばれることをあとで知る。
その月の軍艦の専門誌「世界の艦船」の裏表紙に広
告が掲載された。しかし、WLシリーズのよさは模
型の実物を見てこそ伝わると思った。
　それまでの船の模型はというと、イマイ科学の
1/550重巡シリーズが子供たちに受けていた。「足
柄」「妙高」「高雄」「鈴谷」などがあり、モーターで
動かす模型だった。しかしイマイ科学は1969年に
倒産し、キットの配給が途絶えてしまう。これに
危機感をもったのが模型の問屋だった。イマイの
製品がなくちゃ、俺たちゃ売る物がない。問屋の
エライさんはメーカーに、できるだけ早くイマイ
製品に代わる新企画商品を出してくれ、と相談を
もちかけ、タミヤの田宮俊作氏のアイデアで1/700
の洋上模型によるWLシリーズがスタートした。
　WL以前の船の模型はモーターをつけて浮かべて
遊ぶ、いわばオモチャだった。形は二の次、走れ
ばいい。しかし、WLシリーズは違った。置いて楽
しむ、見て楽しむ鑑賞主体。こんなプラモシリー
ズはこれまでなかった。戦車だって、自動車だっ
て走らせて遊ぶ。飛行機は……、そう、飛行機は
飾って、見て楽しむ。そんな楽しみ方だってあっ
ていい。わたしも小学校のときイマイの重巡シリ
ーズは“飾って”楽しんだものだった。
　WLシリーズのお客さんは、ご多聞に漏れず子供
たちだった。子供たちは作っては遊んで壊す。ま
たキットを買って同じように壊す。だからたくさ
ん買ってくれる。一方で、大人がWLシリーズを作
るようになる。連合艦隊は、戦後二十数年しかた

っていない日本にとってまだ鮮明な記憶だった。
動かして遊ぶのではないプラモデルならオモチャ
じゃないから、大人が作っていても恥ずかしくな
い。しかも、洋上模型は実感があり、キットもシ
ルエットは本物によく似るように作ってあった。
集める楽しみは大人の趣味に向いていた。
　毎月4隻ずつ。重巡の次は戦艦だった。タミヤは
「大和」。ハセガワは「伊勢」、アオシマは「長門」、
フジミは「金剛」。でも同型艦の数が違うので、徐々
に同時に発売する艦種がそろわなくなってきた。
それでも戦艦の次は空母、その次は駆逐艦と、14
回までで69種類が揃った。ところが、わたしはキ
ットの出来に不満があるものがけっこう多いこと
が気になりだした。キットは正しい形に作られて
いるんじゃなかったのか。どうも戦艦「扶桑」や軽
巡「名取」は実艦の写真と形が違うぞ。でも、出来
が思わしくないからといってその船を買わないわ
けにいかない。買わないと、その船は永遠に手に
入らなくなるからなあ。シリーズだから、一度発
売されたら、その船はもうほかからは出ないのだ。
しかも、わたしの好きな船は、出来の思わしくな
いものが多い。「蒼龍」「霧島」「秋月」そして「鳥海」。
どうしてなんだ。あゝ、写真に写っているような「鳥
海」のプラモデルが欲しい。

“世に‘病膏肓に入る’などと申します。はっつあ
ん、どうやら「鳥海」が欲しい、欲しいと言ううち
に、深い病にかかってしまった模様でございます。

ーあゝ、どっかにWLシリーズじゃない鳥海の
模型は売ってないのか。ーはっつあん、頭が朦
朧とするなか、いつしか夢の世界にさまよいこん
でしまったようです。ーおや、ここはどこだろう。
あんなところに見たことない模型屋があるぞ。ち
ょっと入ってみよう。ーそこはとても狭い模型
屋さんでありました。しかし店内には数えきれな
いほどたくさんのプラモデルが所狭しと並んでい
ます。それは絵を描いた箱に入っているのではあ
りません。ビニル袋に入れられて上から吊るされ
ているのです。ーここは見たこともない模型ば
かり置いてある。どうやら外国産の模型のようだ。
しかも1/700らしいぞ。これはなんだろう、「ビス

マルク」。いらないや。「テキサス」「ミルウォーキ
ー」、聞いたことない。日本の軍艦はないのか。あ、
これは「青葉」、日本の軍艦だ。ここにあるかもし
れない。「沖ノ島」「千鳥」「子日」「扶桑」、近いぞ、「愛
宕」「鳥海」、あった。これだ、これください。いく
らだろう。高そうだけど、買うぞ。ーこうして
はっつあんは死ぬほど欲しかった「鳥海」　の模型
を手に入れました。けど、組み立てることはあり

ませんでした。だって、夢だもん。……おそまつ”
　こんなバカバカしい夢をほんとうに見たのだっ
た。わたしの連合艦隊コレクションは、好き嫌い
のせいで一向に充実していかないのだった。
　WLシリーズはタミヤが奮闘し、軽巡「多摩」「矢
矧」、空母「隼鷹」といった傑作をきちんと作り売
っていた。ハセガワの重巡「古鷹」「青葉」は箱絵が
すばらしく、中身もよかった。空母「赤城」「加賀」
は戦艦よりも大きく、同一スケールで比べる楽し
みを味わった。
　しかし数年たつころに、WLシリーズは毎月新作
が出るというペースが守られなくなった。主要艦
はすでにキットになって、空母「龍驤」や軽巡「天
龍」などマニアックな艦まで出始めていた。でも連
合艦隊を勢揃いさせるためには、揃えなければな
らない船はまだいっぱい残っている。どうなるん
だ。なのに、開発ペースが落ちて新しい船はほと
んど発売されなくなり、WLは話題も伝わってこな
くなった。ただ、模型屋のWLシリーズの箱は店の
一角に置かれ続け、なくなることはなかったのが
さいわいだった。外国艦や日本軍艦の落ち穂拾い
のようなキットが少し出て、ついに新キットがま
ったく出ない、WLマニアが呼ぶところの「冬の時
代」がやってきた。
　ある日、古本屋でさる模型雑誌を見つけた。表
紙に「特集　日本の戦艦」とあり、目次に「陸奥と
長門の徹底工作」と書いてあったのだ。見ると、長

町なかの模型店で、ショーウィンドウに重巡洋艦の模型を見つけた
連合艦隊を勢揃いさせる壮大な夢、ウォーターライン・シリーズ
そのなかに実感あふれるフェバリット重巡の「鳥海」を飾りたくて
ベストキットを求めるさすらいの旅が半世紀にわたり続く

見果てぬ「鳥海」の夢を求めて
とある古参モデラーによる思い出話

ウォーターラインシリーズNo.5
日本重巡洋艦 鳥海（青島文化教材社）

ウォーターラインシリーズNo.1
日本重巡洋艦 妙高（ハセガワ）

ウォーターラインシリーズNo.3
日本重巡洋艦 鈴谷（タミヤ）
厦門の「熊野」の実艦写真と同
じ斜め後ろから完成品を見ると
本物のように似ている

羅針艦橋の幅が違うため、どこ
か別な船に見えてしまうが、全
体のバランスはとれている

形状違いなのだが、じつはこのよ
うな姿に改装される計画案があっ
たことが今ではわかっている

※写真は、いずれもWLシリーズの初期の重巡洋艦キッ
トを素組みしたもの。上から「鈴谷」「妙高」「鳥海」
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谷川藤一という人がWLシリーズの「陸奥」を作っ
ている。しかもキットをただ組み立てるのではな
く、ご自身が描いた図面に合わせてキットを削っ
たりプラスチックの板を切ってつけたりして形を
直しながら実艦と同じように作り上げている。な
んだこりゃあ？！　プラモデルは正しい形になっ
ているんじゃなかったのか……やっぱり！　どう
りで組み立てた模型と実艦写真で形が違うわけだ。
長谷川さんの記事は衝撃だった。この人が作ると、
あれほど実艦に似てないキットと思っていたもの
が、まるでよくできたキットのように実艦そっく
りに出来上がっていくのである。この人の書いた
記事を全部集めるんだ。そして、書いてあるとお
りに自分でも作ってみるんだ。こうして、長谷川
さんの記事をなぞり失敗を繰り返すうちに、少し
ずつ改造工作のコツを身につけていった。
　Nゲージの鉄道模型メーカー、グリーンマックス
から、突然、米駆逐艦「フレッチャー」の1/700洋
上模型キットが発売された。Gマックスの社員、鈴
木さんが手がけたものだった。鈴木さんはこのキ
ットを手土産にGマックスを退職、自身の模型会
社を立ち上げた。ピットロード東名（PT）である。
PTは独自にソ連の駆逐艦や現用の自衛艦のインジ
ェクションキットを開発、販売し、新製品が途絶
えて久しいWL界に新しい方向性を示した。次に、
WLシリーズに合わせた共通武装パーツの開発も進
めて、シャープな造形とともに艦船模型界にPTあ
りを印象づけた。新たな艦船キットメーカーの出

現である。その後も自衛艦のシリーズを充実させ
ていく。
　4社共同でスタートしたWLシリーズだったが、
1992年にフジミが突然企画から降りるという大事
件が発生した。残った3社はシリーズを継続させ、
フジミが抜けたシリーズの穴を埋めるため、分担
して新キットを開発することとなった。降って湧
いたような好展開にWLファンは狂喜した。それも
そのはず、もう出ないと思われていた新キットが
開発されることになったのだから。
　3社で分担し、最新の情報・技術で作った「利根」
「秋月」「翔鶴」「長良」「金剛」などは、それなりに評
価できるものだった。その中で、以前はわたしに
とってイマイチだったメーカー、アオシマが、ま
るで別の会社ではないかと思わせるほど良心的な
製品を次々と出してきた。ここまでできるのなら、
これまでのアオシマのカタログを今の技術で全部
作り直してほしい。「鳥海」をやってくれ‼
　新製品はWLファンからはどれも好評だった。旧
キットは形の古さも金型の傷みもマイナスで、新
しい金型で作られたキットはどれもクオリティが
高かったのだ。ファンのあいだからも、今の技術
で昔出た有名艦をもう一度作りなおしてほしいと
いう声が高まった。
　タミヤの戦艦「大和」はいわばシリーズの顔で、
出来もよく、知名度も抜群で、売れに売れていた。
30年間で100万個（？）ともいわれる。これだけ作
ると、プラモデルの命である金型がさすがに限界

に来ていた。一方で、コアなマニアの間や雑誌な
どで、キットのここが違う、あそこが違う、とい
った情報も多く流れていた。タミヤでは、不十分
な内容の旧製品は廃番にし、最新情報と最新技術
で「大和」を作り直すことにした。“リニューアル”
である。こうして、WLシリーズのリーダーである
タミヤが先鞭をつけたカタログのリニューアルを、
各社はおのおのの事情に合わせて進めるようにな
った。アオシマは戦艦長門型、ハセガワは重巡妙
高型だった。
　一方、囲みから離れたフジミはというと、しばら
くはひっそりと旧WLキットをシリーズ名を変えて
出していた。古い製品であり、出来もさほど良好で
ないことから、ほとんど話題にならなかった。フ
ジミの齋藤常務（当時）は艦艇模型に熱心な人で、
WLのしがらみから離れたのを機会に、フジミ独自
の連合艦隊シリーズを企画していた。そうでなきゃ、
抜けた意味がないではないか。WLシリーズとはコ
ンセプトを変えて、精密キットをめざそう。こうし
て、シーウェイモデル特シリーズと名づけた新たな
連合艦隊勢揃いシリーズを積極的に推し進めていっ
た。まずは、人気が高く、売れ行きの期待できる戦
艦大和型と重巡妙高型から始めよう。重巡はいつの
時代も人気の高いアイテムなのである。
　こうして、念願だった重巡「鳥海」はWLのアオ
シマとフジミからそれぞれ良好な出来のキットが
発売された。半世紀を経てようやくわたしの望み
はかなえられたのだった。

1951年生まれで、ＷＬシリーズとは大学生のときからつき合いが続
く。初期キットの形状に実艦とは異なる部分があるのではと疑問をい
だいた結果、実艦を詳しく知る必要性を感じて艦艇研究に没頭し、製
作技術は開花しないままとなった。現在、ＷＬシリーズがいざなって
くれた艦艇模型仲間と“ちっちゃいもの倶楽部”を結成して活動中。
艦艇模型作りと研究を生涯の愉しみとしている。

畑中省吾
Shougo HATANAKA
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ハセガワ 古鷹型 
'07年発売
古鷹 加古
ウォーターライン 
各2200円（税別）

ハセガワ 青葉型 
'07年発売
青葉 衣笠
ウォーターライン 
各2200円（税別）

青島文化教材社 利根型 '93年発売
利根 筑摩
ウォーターライン 
各2200円（税別）

タミヤ 最上型 '02〜'03年発売
最上 三隈 鈴谷 熊野
ウォーターライン 各2200円（税別）

利根型（利根、筑摩）

最上型（最上、三隈、鈴谷、熊野）

妙高型 　　（妙高、那智、足柄、羽黒）

青葉型（青葉、衣笠）

古鷹型（古鷹、加古）
〜1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ピットロード 高雄型 '00年発売
高雄 鳥海 愛宕 摩耶
スカイウェーブ 各3200円（税別）
ピットロードの高雄型は2000年発売ということを考えると非常に
精密で、登場時は現代のフジミ特シリーズ発売時のようなインパク
トがあった。現在の目で見ると艤装品はややオーバースケールだが
気になる部分はアフターパーツに置き換えればいいだろう

青島文化教材社 高雄型 '01年発売
高雄 鳥海 愛宕 摩耶
ウォーターライン 各2200円（税別）
青島文化教材社の高雄型はピットロードのキットとほぼ同時期の発売だが内
容は正反対。控えめなディテールでシンプルな構成だがプロポーションはい
い。そのままプレーンな状態で楽しむこともできるし、アフターパーツを盛り
込んでハイディティールの作品へと昇華させるポテンシャルも持っている

ハセガワ 妙高型 
'00年発売
妙高 那智 足柄 羽黒
ウォーターライン 
各2200円（税別）
ウォーターラインシリーズのリニュー
アル第一弾として開発された妙高型。
ハセガワらしい上品なモールドでほど
ほどの精密感を持つ。発売後に船体の
長さが実艦と異なる点を指摘されたが
この修整は困難なためキットのまま楽
しむほうがいいだろう

フジミ 妙高型 '05年発売
妙高 那智 足柄 羽黒
特シリーズ 各1600円（税別）
ハセガワの妙高型の5年後に登場。先行するキットをよく研
究しており大きな欠点もなくそつなくまとまっている。また
価格的にも現行の重巡洋艦キットの中でもっとも安いものと
なっている。ただ近年の精密キット発売以前の内容でディテ
ールはあっさりしている。ハセガワ、フジミとも妙高型は発
売から時間が経っているためリニューアルが待たれる

青島文化教材社の利根型は現行の重巡洋艦ではもっとも古いものとなる。フジミのウォーターラ
インシリーズ脱退を受けて開発されたもので、ハセガワの金剛型戦艦、タミヤの翔鶴型空母と同
世代のものとなる。考証的に大きなミスもなくプロポーションも悪くないが精密感では新しいキ
ットに劣る。2周めのリニューアルに入るとしたらこのキットから始まるのかもしれない

最上型はタミヤらしい内容でプロポーション、ほどほどの
精密感、組み立てやすさを高いバランスで整えたもの。最
新キットと比べるとディテールの省略が目立ち物足りなさ
を感じるかもしれないがそれらの部分は各自の好みでアフ
ターパーツで補ってやればいいだろう



7

フジミ 利根型 '10年発売
利根 筑摩
特シリーズ 
各2800円（税別）
フジミの利根型は2010年発売。高雄型や航空巡洋艦「最上」と同時期のキットだ。2008年戦艦「金剛」発売以降、艦
船模型の精密化は加速していったが利根型はこの流れの中で誕生した。キットの精密化は一方で組み立てにくさという問
題も生み出している。これらが解決されるには艦NEXTシリーズの技術がフィードバックされるまで待つ必要があった

フジミ 最上型 
'12〜'20年発売
最上 三隈 鈴谷 熊野
特シリーズ 
2800円〜3800円（税別）

１
／
７
０
０

日
本
海
軍
重
巡
洋
艦

開
発
年
表

（高雄、愛宕、鳥海、摩耶）
高雄型

妙高型 　　（妙高、那智、足柄、羽黒）
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　まずはキット開発のメーカーから整理する。
大きく分けて3つのカテゴリーに分かれる。ひ
とつはウォーターラインシリーズのリニュー
アルキット群。もうひとつはフジミの特シリ
ーズ。そして最後はピットロードの高雄型。
ピットロードは高雄型しか発売していないた
め実質的にはウォーターラインシリーズvs特
シリーズということになる。
　ウォーターラインシリーズのキットは2000
年から2007年にかけてリニューアルされたも
のとなっている。初代は1971年に発売されて
おり、それから30年が経過してリニューアル
キットとなったということだ。例外は青島文
化教材社の利根型でフジミがウォーターライ
ンシリーズから独立した際にその穴を埋める
形で開発されている。
　一方のフジミ特シリーズは2010年の利根型
を皮切りに高雄型、航空巡洋艦「最上」へと
続く。妙高型は現在の特シリーズより前に開
発されたものであり、2019年からリリースされ
た最上型重巡洋艦は新技術を詰め込んだ特シ
リーズver.2とも呼べる存在で旧来の特シリー
ズとは一線を画する内容となっている。フジ
ミの重巡で今後注目なのはいまだキット化さ
れていない古鷹・青葉型の開発と古い妙高型
のリニューアル。これらが最新の最上型の水
準でキット化されることはあるのだろうか？

ハセガワの古鷹型は他のウォーターラインシリーズリ
ニューアルから少し間をおいた2007年に発売され
た。キットの構成そのものは艦船模型のコレクション
を念頭においたウォーターラインシリーズのコンセプ
トどおりのもので、極端な精密感を追求したものでは
なく上品にまとめられている。パーツ数も少なめで組
み立てやすく艦船模型入門にピッタリの内容だ

日本の重巡は18隻だがフジミの「伊吹」は未完成に終わった
いわば架空艦。同様なものでこれまでキット化されていない艦
はあるだろうか。常識的なところでは新造時の古鷹型。6砲塔
時代の古鷹型は写真も多く残っており人気もありそうだ。あと
は究極の重巡ともいえる超甲巡。30㎝砲を搭載した巡洋戦艦ク
ラスの艦だがロマンを感じる人も多いのではないだろうか

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

未完成艦まで登場。今後のキット化の展望は？

古鷹型にわずかに遅れて発売された青葉型。ウォータ
ーラインシリーズの重巡ではいまのところこの青葉型
が最後のキットでありこれ以降完全新金型のキットは
発売されていない。古鷹型、青葉型は非常に優れた内
容だったがすでに発売からすでに13年経過している。
当面は現役だが最新キットと比較するとディテール面
でやや見劣りする部分もあるので気になる場合はアフ
ターパーツを取り入れてディテールアップしよう

フジミの高雄型は過渡期の特シリーズを象徴するキットだったといえそうだ。
2011年に発売された「高雄」と2012年以降に発売された他の3艦は実質的
には別キット。同型艦にも関わらず「高雄」とそれ以外の3艦の間にはパーツ
の共用は少なかった。さらに年次設定も「高雄」はレイテ沖海戦時に特化して
おり開戦時の製作などに対応していない

フジミの最上型も2012年発売の航空巡洋艦「最上」と2019
年以降に発売されたキットに大別される。航空巡洋艦「最上」
は高雄型と同水準のキット構成。精密感があるが上級者向け。
一方で2019年に発売された「鈴谷」「熊野」、2020年発売の

「最上」「三隈」は2012年のキットとはまったく別物。精密感
はアップしている上に組み立てやすくあらたな特シリーズの開
幕を告げる傑作キット。今後はこの水準がスタンダードになる
のか次回作以降が注目される

フジミ 高雄型 
'11〜14年発売
高雄 摩耶 愛宕 鳥海
特シリーズ 各2800円（税別）
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　雷装は固定式ながら61cm連装発射管を6
基12門搭載、片舷に6本を発射できた。
　しかし対空兵装は8cm単装高角砲4門に
7.7mm機銃2挺と、あまり強力ではない。
　航空兵装は日本で初めて飛行機の搭載を
前提に設計された巡洋艦となったため、竣
工時にハインケル式飛行機滑走台を装備、
水上偵察機を1機搭載した。
　機関はロ号艦本式の重油専燃缶10基と
混燃缶2基を搭載して34.5ノットを得たが、
浸水が片舷に集中する配置とされた。平賀
譲造船大佐が、浸水時は反対舷に応急注水
すれば転覆は避けられると主張、この配置
を認めさせたという。
　装甲防御は当時の巡洋艦としてはスタン
ダードなもので、バルジも装着していたが
被雷時に浸水を食い止めるには能力不足と
みなされていた。
　「古鷹」「加古」に続き、ワシントン軍縮条
約調印後の1923年に建造が決定した7500
トン巡洋艦は、当初古鷹型と同一の予定で
あったが、計画途中の改正により青葉型と
して建造された。
　最大の特徴は古鷹型で問題となった単装
砲塔を連装砲塔に変更、高角砲も12cm単
装高角砲に変更された。航空兵装は、格納

庫と射出機用のスペースが用意されたのみ
であった。機関や防御形式も古鷹型とほぼ
同じだが、艦橋の形状や艦内配置は変更さ
れており、新造時の古鷹型と青葉型は実質
的に別物と言える。
　古鷹型と青葉型は1936年から1940年に
かけて大改装が行われ、主砲を連装砲塔に
換装（古鷹型）、両クラスとも砲口径は正8
インチ（20.3cm）となり、主砲方位盤と新
開発の九一式徹甲弾（一定の角度で着水す
ると、沈まずに海中を突き進む砲弾）も撃
てるようになった。対空兵装は重量の関係
もあって高角砲は12cm単装のままとされ
たが、新たに4.5m測距儀の付いた高射装置
が設置された。対空機銃も増強され、こち
らも射撃指揮装置が装備された。
　雷装は次発装塡装置付き4連装魚雷発射
管に変更、射線は減ったが長射程、大威力
の九三式酸素魚雷の発射が可能となる。
　機関出力も強化されたが、重量が増大し
たため速力は低下している。
　大戦中の古鷹型、青葉型はその多くが中
期までに戦没したこともあって大きな改装
を受けず、終戦時に大破着底ながら残存し
ていた「青葉」が、対空兵装と電探の増強
を続けていたのみである。

　1920年に成立の八八艦隊計画で、日本海
軍は米英の大型軽巡洋艦に対抗する8000
トンの巡洋艦4隻を計画していた。しかし
小さい艦型が望ましいとの方針により、常
備排水量を7500トン、片舷の砲弾投射量を
8000トンクラスと同等の8インチ砲6門と
するものとして、1922年2月に大型偵察巡
洋艦2隻の建造を決定した。これがのちの
古鷹型である。
　船体は重量軽減のため、艦首から艦尾に
至る乾舷の高さを緻密に計算、なだらかな
ラインを描くよう設計した。これが波形船
型と呼ばれる船体だが、工作精度などの問
題で期待したほどの重量軽減はできず、工
数や建造費が増大するなど失敗となった。
そのため、完成時の排水量は7950トンとな
り、諸外国から条約で定められた重量をオ
ーバーしたのではないかと疑われたのも無
理からぬことであった。
　古鷹型の大きな特徴は20cm砲の搭載に
あり、アメリカのオマハ級軽巡（15cm砲
12門）や、各国の正8インチ（20.3om）砲
搭載の巡洋艦に対抗できると期待された。
だが発射には人力を要するため、砲塔内の
砲弾を撃ったあとの射撃速度は著しく低下
した。砲塔と弾火薬庫の装甲も薄い。

古鷹、青葉型重巡洋艦

八八艦隊計画において日本海軍は、オマハ級など米英の大型偵察巡
洋艦に対抗すべく8インチ砲を搭載した常備排水量7500トンの偵
察巡洋艦を計画した。これが古鷹型と、その改良型の青葉型である。

日本の近代重巡洋艦
トップバッター

模型製作／細田勝久
文／松田孝宏
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　古鷹型1番艦「古鷹」は、1926年3月31日に竣工、横
須賀鎮守府籍となり第二艦隊第五戦隊へと編入された。昭
和初期は主として廈門や青島方面に行動、1928年4月は
第二次山東出兵に際して陸戦隊を青島まで運んだ。1933
年、第二艦隊第六戦隊に編入された。1937年3月から始
まった近代化改装工事で性能を向上、基準排水量は8700

トンに増大して速力も低下した。1941年12月8日、「古
鷹」ら古鷹型、青葉型の第六戦隊は第四艦隊の指揮下に
入り、グアム島攻略支援、第二次ウェーク島攻略、ラバ
ウル攻略などに活躍。1942年5月の珊瑚海海戦では空母
「祥鳳」を護衛、初めて対空戦闘を行なった。同年8月7日、
米軍がツラギ島とガダルカナル島に上陸すると、第六戦

隊は第八艦隊旗艦「鳥海」の指揮下に入り、第一次ソロ
モン海戦に参加して大活躍した。1942年10月11日、ガ
ダルカナル島飛行場砲撃のため出撃した第六戦隊および
駆逐艦2隻と、米艦隊の戦闘が生起（サボ島沖海戦）。「古
鷹」は砲撃により奮闘したが損傷も重ね、10月12日の0
時28分、サボ島沖に沈没した。

　古鷹型2番艦「加古」は当初、加古型巡洋艦の1番艦と
して起工されたが、工事が遅れたため約4カ月早く竣工し
た「古鷹」がネームシップとなった。1925年7月20日の
竣工後、横須賀鎮守府籍となり、第二艦隊第五戦隊に編
入された。1933年の第二艦隊第六戦隊編入後は馬鞍群島
や南洋方面で行動、1936年から近代化改装工事が開始さ

れた。1939年11月、「古鷹」同様に第一艦隊第六戦隊に
編入され、南支などに行動。開戦時は第四艦隊指揮下の
南洋部隊支援隊となり、グアム島攻略に参加。1942年1
月25日は「加古」「古鷹」の水偵がマヌス島を爆撃して
いる。1942年5月は珊瑚海海戦に参加、「祥鳳」沈没後に
「加古」「青葉」は第六戦隊第一小隊として船団の護衛に

あたった。昭和17年8月にツラギ島、ガダルカナル島方
面に米軍が現れると、第六戦隊は第一次ソロモン海戦に
出撃、伝統の夜戦で大戦果をあげたが、帰路についてい
た8月10日、ニューアイルランド島北方で米潜水艦
「S44」の雷撃により、右舷に魚雷3本が命中。たちまち
大傾斜して、古鷹型・青葉型最初の喪失艦として沈んだ。

　「青葉」は青葉型の先陣として1927年9月20日に竣工
した。佐世保鎮守府籍に編入、12月1日に第二艦隊第五戦
隊に編入されて旗艦となった。1937年8月に第二次上海
事変が勃発すると、「青葉」は19日に陸兵を乗せて上海
へ向かっている。1941年9月10日、第六戦隊旗艦となり、
以後は解隊まで旗艦を務める。太平洋戦争は第四艦隊指

揮下にあり、緒戦から第一次ソロモン海戦までの戦歴は
「古鷹」らとほぼ同様となる。1942年10月11日のサボ
島沖海戦では艦橋に被弾し、五藤司令官や中村謙治副長
ら首脳部が戦死した。同年11月10日、第六戦隊は解隊、
「青葉」は第八艦隊直率となった。1943年4月3日にメウ
エパッセージで被雷、カビエンに擱座した。呉に帰投後、

二一号電探の設置や25㎜機銃の増設がなされた。12月、
第一南遣艦隊第一六戦隊に編入され、1944年5月まで輸
送や通商破壊作戦を行う。10月23日にマニラ湾口で被雷
撃、呉軍港へ入港。しかし、修理保留艦となって呉港外
に繋留された。1945年7月24日、28日の呉空襲で損傷、
着底した。この状態で8月15日の終戦を迎えている。

　「青葉」の姉妹艦として建造された「衣笠」は、竣工が
10日遅れたためにタイプシップの座を「青葉」に譲った。
1927年9月30日の竣工後に佐世保鎮守府籍に編入、12
月1日に第二艦隊第五戦隊に編入され、古鷹型と青葉型の
4隻が同一戦隊を編成した。1928年3月、呉式一号一型
射出機（カタパルト）が装備され、6月に一五式水偵が搭

載された。日本海軍艦艇で初となる、カタパルトの実用
装備であった。1940年10月に近代化改装工事を終え、
第六戦隊は旗艦「青葉」が1番艦、「加古」が2番艦、「衣笠」
が3番艦、「古鷹」が4番艦という編成で開戦を迎えた。
緒戦の行動は僚艦とほぼ同様である。珊瑚海海戦にはMO
攻略部隊主隊として参加、「祥鳳」沈没後の「衣笠」「古鷹」

と駆逐艦「潮」「曙」は空母「翔鶴」を護衛して対空戦闘
を行なった。第一次ソロモン海戦の活躍は、僚艦と変わ
らない。1942年10月のサボ島沖海戦では、「衣笠」の奮
戦が光る。11月13日夜半、ガダルカナル島飛行場を砲撃
の帰途に米軍機が来襲、空襲で大きな損傷を受けてサボ
島沖に沈んだ。

古鷹

加古

青葉

衣笠
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ハセガワのキットは2007年にリニューア
ルキットとして発売されたもの。同じハセ
ガワのリニューアルキットの重巡洋艦とし
ては妙高型が存在するがこちらは2000年
にリニューアルキットが発売されている。
艦船模型に限らないことではあるが人気の
ある艦ほど先にキット化されやすい。古鷹
型は妙高型よりも人気がないため後発のキ
ット化となったと思われるが、その分、よ
り進化したキットとなっている。
　内容は昨今の精密ディテールのキットに

比べるとあっさりした印象ではあるが、実
艦のプロポーションをよくとらえた好キッ
トで初心者がそのまま組んでもよいし、ベ
テランモデラーがディテールアップの母体
としても使ってもいいだろう。
　パーツ全体を見ると探照灯台のトラス構
造の隙間が抜けておらず少し時代を感じさ
せる。エッチングパーツなどを使えば比較
的簡単にディテールアップすることが可能
なので、中級者ならば別売りの「重巡 古鷹・
加古 ディテールアップパーツ エッチング 

　太平洋戦争に参加した帝国海軍の重巡洋
艦の中でもっとも古くて小さい艦が古鷹型
とその改良型である青葉型だった。これら
のタイプは軍縮条約締結以前に設計が始ま
っていたもので完成後、条約型重巡洋艦の
カテゴリーに入れられた。古鷹型、青葉型
とも1/700スケールではハセガワのウォー
ターラインシリーズのみしか存在しない。

シンプルなパーツ構成ながら
プロポーション抜群の好キット

古鷹型おとなしめの味付けだがプロポーションは良好。素
組みでもディテールアップでも楽しめる傑作キット

日本海軍重巡の始祖たる古鷹型
現状の選択肢はハセガワのみ

ハセガワ2007年発売
ウォーターラインシリーズ　2200円（税別）

古鷹型重巡洋艦 古鷹

ハセガワ
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ーの25㎜連装機銃（W41）。これは最近の
水準からするとかなり大ぶりなので、ここ
はぜひナノドレッドシリーズの機銃に交換
したい。ナノドレッドシリーズはプラスチ
ックパーツなのでニッパーでランナーから
切り取ればそのまま接着剤で搭載場所へ貼
り付けることができる。基本的にワンパー
ツなので組み立てる必要すらない。「古鷹」

「加古」とも大戦中期のソロモン諸島をめ
ぐる戦いで戦没しているためほぼ開戦時の
姿のまま最期を迎えた。機銃などの増備も

されていないため比較的安価でディテール
アップが可能だ。
　また艦橋前面の1.5ｍ測距儀が設置され
ている張り出しの前にある小さな穴には本
来は13㎜連装機銃が備えられていたが省
略されている。ナノドレッドシリーズの

「WA15 九三式13㎜機銃セット」で補うと
よいだろう。
　舷側の舷外電路は省略されているため気
になる人は伸ばしランナーかエッチングパ
ーツなどで補おう。

（No.3S-045 ）」を入手すればいいだろう。
エッチングパーツなどのアフターパーツは
あまり流通量が多くなく入手難のものも多
いが、このエッチングパーツはハセガワ純
正で手に入れやすいのが嬉しい。ほかにも、
クレーンやカタパルト、魚雷の次発装塡装
置、艦橋窓枠、スキッドビームなどが入っ
ている。
　次のディテールアップポイントとしては
機銃がある。古鷹型の機銃はウォーターラ
インシリーズの共通パーツであるWランナ

ウォーターラインシリーズの重巡洋艦では後発と
なったハセガワの古鷹型。発売が他のリニューア
ルキットに比べ遅かった分、キットの出来はよく
シンプルながら実艦の雰囲気をよく捉えた内容と
なっている。ハセガワの重巡洋艦の船体は左右分
割式だが艦首部分は独特のパーツ構成であり、合
わせ目が目立ちやすい。ここは丁寧に処理したい

日本海軍重巡洋艦 古鷹
ハセガワ1/700 
インジェクションプラスチックキット
年次　1942年
初版発売　2007年
価格　2200円（税別）
製作／大槻正行
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ハセガワ ウォーターラインシリーズ

古鷹型重巡洋艦 古鷹
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  「古鷹」は三菱長崎造船所で、「加古」は神
戸川崎造船所で建造された。1936〜39年
に主砲塔の連装化を含む近代化改装が実施
され、「加古」は37年に、「古鷹」は39年に
完成している。改装は、「加古」を佐世保
海軍工廠が、「古鷹」を呉海軍工廠が施工
した。改装後数年で開戦となり、また開戦
して1年未満の42年8月と10月にソロモン
海戦とサヴォ島沖海戦で沈んだこともあっ
て、残された写真が少ない。そのため、改
装後の相違点はほとんど調べがついていな
い状態である。ただし、改装前と改装後で
変わらなかった相違点は、いくつかが知ら
れている。
・艦首の御紋章取付板とフェアリーダー／
「古鷹」は御紋章取付板が同じ高さでフェ
アリーダーとつながっている。「加古」は
中央の御紋章の部分が山形に高く、フェア
リーダーにつながる部分は中央より低くな
っている。
・アンカーリセス／「古鷹」は角ばってい
る。「加古」は丸い。
・艦首の揚錨装置の波切板の折れ角／「古
鷹」より「加古」のほうが大きい。
・前部煙突の蒸気捨管／離れて眺めたとき
にもっともわかりやすい識別点である。古
鷹型は改装の際に主罐をすべて換装したの
だが、前部煙突は改装前と改装後で大きな
変化はなく、これに附着する蒸気捨管は両

艦を区別するもっとも有効な識別点であ
る。略図で示す。なお、後部煙突は細いも
のに交換された。
 （図版・文／畑中省吾）

　古鷹型は、公式図面である一般艤装図の
「加古」改装後のものが靖国神社偕行文庫
に収められている。また、公式図面を頒布
している呉市海事歴史科学館（通称、大和
ミュージアム）で調べると、改装後の「加
古」艦橋についての公式図を見つけること
ができる。そのほか、新造時の艤装大体図
を東京大学の平賀譲アーカイブスで見るこ
とができる。
　ハセガワのキットは2007年にリニュー
アルされた。その3年前の2004年に、学

研から歴史群像「太平洋戦史シリーズ」
Vol.44「古鷹・青葉型」が刊行され、そこ
に内山睦雄氏による大スケール洋上模型の

「古鷹」が掲載された。リニューアルにあ
たり内山氏の「古鷹」も参考にしたのでは
ないだろうか。古鷹型は改装後の実艦写真
が少ないため、形状をとらえづらいが、正
確な立体模型を見ることで形状をきちんと
把握することができる。キットはディテー
ルを正確にバランスよく再現していて、リ
ニューアル前のキットと比べると格段の進
歩がみられる。ディテールの再現は1/700
スケールによくマッチしていて、スケール
バランスのよい仕上がりに好感がもてる。
キットの発売がウォーターラインキットが
精密化に移行する前だったことから、武装

パーツなど小部品に現在のような精密さが
足りないものの、それらを最新の別売パー
ツセットに置き換えることでグレードを容
易に高めることができよう。
　古鷹型の魅力は、低い乾舷の船体が波打っ
て続く点にある。そのために実際よりも船
体が長く目に映り、スマートな印象となる。
ハセガワの艦船キットはどれも船体の再現
が丁寧で、この古鷹型でも例外ではない。小
スケールモデルは上から見ることが多いが、
吃水ラインを水平にして、あたかも実艦を
見あげるように自分の作った作品を眺めて
みるとよい。ピラミッド型を形作る実艦の
シルエットがキットにもちゃんと備わって
いるのがよくわかるはずである。これこそ
が艦船模型の魅力といえよう。 （畑中省吾）

ここがすごい。ハセガワの古鷹型

古鷹型重巡の見分け方

古鷹、加古 煙突図

古鷹

加古

●1940年頃に澤島栄次郎少佐により撮影された上空
からの改装後の古鷹型の写真に、一部の本では「加古」
とキャプションがついているが、蒸気捨管の特徴から

みて、改装後の「古鷹」である。澤島少佐が撮影した
一連の上空からの写真は艦艇研究者に、側面写真とは
違った幾多の貴重な情報をもたらしてくれる。
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ハセガワ 200７年発売
ウォーターラインシリーズ　2200円（税別）

古鷹型重巡洋艦 加古
ハセガワ
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　1/700の「加古」のキットはハセガワが
ウォーターラインシリーズとして2007年
に発売したものが旧キットに置き換えられ
たため唯一の存在となる。ハセガワの重巡
洋艦は妙高型と古鷹、青葉型の2クラスが
発売されているが、人気のある妙高型のほ
うが先にリニューアルキットが発売され
た。古鷹、青葉型は発売が後発となった分、
製品の内容は進歩しており、組立やすさと
プロポーションを兼ね備えた内容で、ウォ
ーターラインシリーズ最良のもののひとつ
として挙げることができる。
　キットの内容は基本的に「古鷹」と同一
で相違点としては煙突パーツ（蒸気捨管の
形状が異る）と前部マストのパーツ（ヤー
ドの高さが「加古」のほうがやや低い）が
用意されている。通常、同型艦をキット化
する場合は一方を大戦前期バージョン、も

う一方を大戦後期バージョンとして発売す
るケースが多いが、古鷹型の2隻の場合は
どちらも1942年に沈没しているためほぼ
同一年次のキットとせざるを得なかった。
　ほかに相違点としては御紋章取り付け板
の形状も異なっているが、こちらはキット
では再現されていない。こだわる方は修正
してもいいだろう。
　ディテールアップポイントとしては「古
鷹」の項目でも紹介したが、機銃関連は比
較的簡単で効果が高い。後部煙突付近の
25㎜連装機銃はナノドレッドのパーツに
置き換えるとぐっと精密感が高まる。また
艦橋中段の張り出し（A26）には小さな穴
が開いているがここには省略されている
13㎜連装機銃が装備されていた。こちら
もナノドレッドシリーズにパーツが存在す
るので補ってやるといいだろう。

　古鷹型巡洋艦はもともとは加古型となる
はずだった。起工は「加古」のほうが「古
鷹」よりも早かったが、進水は1ヶ月半遅
く、さらに竣工は4ヶ月遅れた。そのため
クラス名が古鷹型へと改められたのであ
る。古鷹型2番艦の「加古」という艦名は
河川名から取られている。もともと「加古」
は5500トン級軽巡の1艦として計画されて
いたが、建造を取りやめ新形式の7100ト
ン級巡洋艦へと変更された。そのため軽巡
として命名される予定だった「加古」とい
う艦名が使われたのだ。「加古」以降の重
巡洋艦は山岳名が基本となっている（最上
型、利根型は計画時は軽巡洋艦とされたの
で河川名となる）。

「古鷹」のキットをベースに
しつつ煙突などで個艦を再現

日本海軍重巡洋艦 加古
ハセガワ1/700 
インジェクションプラスチックキット
年次　1942年
初版発売　2007年
価格　2200円（税別）
製作／野々上秀樹
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