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超絶作り込みが生む驚きのスケール感
ー1/700とは思えない軍艦としての自然な佇まい

帝国海軍航空母艦
赤城

ハセガワ1/700

帝国海軍戦艦
大和

ピットロード1/700

大渕克氏の作品の魅力はどこにあるのだろうか。ひ
とつは圧倒的な精密感。ここまで精密に作り込んだ
1/700スケールの艦船模型作品はほとんど存在しな
い。しかし魅力はそれだけではない。ディテールア
ップされた部分が自然に船体に溶け込むという実艦
主義も大きな魅力なのだ。この精密さと自然な佇ま
いの両立こそが大渕克氏の作品の魅力だといえるだ
ろう。まずその精密さ。便利なエッチングパーツや
プラスチック製艤装パーツがメーカーから発売され
る現在、それらに頼らずプラスチック素材を使いデ
ィテールアップしていくことが大きな特徴だ。エッ

チングパーツを貼るのではなくひとつひとつのパー
ツをプラスチック素材を刻んで作り出す。本書には
多数の製作途中写真を掲載したのでご覧になってほ
しい。手作りでプラ材を加工し艤装を作るにはわず
かな誤差があってもそれが積み重なると大きな誤差
となってしまう。そのためにはどうすればいいのか。
そこには正解や決まった手順はなくひとつひとつ自
分で考えていく必要がある。本書を読めばそれらの
考え方の基本的な部分に触れることができるだろう。
もうひとつの魅力であるディテールアップの自然さ
は大渕作品ならではの部分だ。通常、ディテールア

ップした部分、そこのみが視線をひきつけてしまう
ことが多いが実艦ではそのようなことはない。大渕
氏が製作した初期の作品、戦艦扶桑などはまだディ
テールアップした部分とキットのモールドの表現に
乖離が見られたが、その後の作品は徐々にその間が
縮まるようになった。最新作の空母赤城においては
それらがもっとも洗練された形となった。本書では
最新作の赤城の製作工程をとくに詳しく紹介しその
考え方の根底に流れるものを解き明かす。
精密さと自然な佇まいの融合。本書を通じてその魅
力を感じ取ってほしい。
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　私が艦船模型に興味を持ち始めたのは2006年
の秋頃でした。当時はすでにエッチングパーツと
いうものが存在し、キット純正のディテールアッ
プパーツもちらほらと出始めていました。ウォー
ターライン・シリーズが始まった頃に比べると、
精密な模型を製作することは、かなり手軽になっ
てきていた時期です。それから数年が経過すると
今度はファインモールドのナノドレッドパーツの
ような精密なプラスチック製アフターパーツが出
回ってくるようになりました。その頃の私は、新
しいパーツが発売されるたびに、これでさらに製
作が楽になると喜んでいたものです。しかし、次
第にモノを作っているというよりも、何か作らさ
れているような感覚も同時に持ち始めていまし
た。実は子供の頃、私はそんなにプラモデルは作
っていませんでした。インタビューでも述べてま
すが、紙工作がメインだったのです。夜に布団に
入ったあと、「明日は何を作ろう」、「どうやった
ら作れるかな」と考え始めると楽しくて、なかな
か寝付けなかったことを憶えています。ですので、
ディテールアップパーツのようにすでに出来上が
った形を組み合わせていくことに物足りなさを感
じ始めていたのです。そしてさらに数年が経ち、
現在の製作スタイルになりました。これは結果的
には子供の頃の「自分で考えてモノを作る」とい
う原点に戻ったとも言えます。完成した作品を見
るのももちろん楽しいですが、私にとってはアイ
ディアを絞って形を作り出していくことの方が楽
しかったということです。製作途中の画像を見て
「よくこんな面倒臭い事ができるな」と思うかも
しれませんが、工作を行っている時の当の本人は
楽しくてしょうがないのです。
　さて、本誌にて初めて詳細な工作法を紹介する
ことになったわけですが、その理由は昨今の模型
界隈の状況にあります。３Ｄプリンタ技術の進歩
は目覚しく、今までは考えられなかったようなパ
ーツが次々と出て来ています。私はこの現状に、
「もしかしたらこの先、模型の楽しみは、塗装ぐ
らいしかなくなってしまうのではないか」とさえ
思い始めるようになりました。大変おこがましい
話ですが、本来の『モノを作る楽しさ』、そして
アイディア次第で作り出せるものは沢山あるとい
うことを知ってもらいたいと思ったのです。なん
とかこのプラ工作の沼に入り込んではくれまいか
と。
　ただ、私は自ら進んでこの沼に入り込む奇特な
人が少なからずいることを知っています。きっと
この楽しさを分かってくれる人がまだまだいるは
ず。
　というわけで、ようこそ沼へ！

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
帝国海軍戦艦 扶桑
　ネイビーヤード22号／2013年3月
帝国海軍航空母艦 赤城
　ネイビーヤード41号／2019年7月
帝国海軍戦艦 大和
　ネイビーヤード37号／2018年3月
帝国海軍航空母艦 加賀
　ネイビーヤード27号／2014年11月
帝国海軍重巡洋艦 古鷹
　ネイビーヤード25号／2014年3月
ドイツ海軍戦艦 ティルピッツ
　ネイビーヤード35号／2017年7月
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超精密工作が施された大渕克氏の艦船
模型作品。まず第 1部では 2012 年に
製作された戦艦扶桑と 2019 年に製作
された航空母艦赤城を紹介しよう。31
ページからの著者インタビューをご覧
になればわかるとおり大渕氏の作品は
事実上、戦艦扶桑から始まった。現在
の目から見ても究極の超精密完成品と
いえる扶桑は実験的な要素も多くプリ
ミティブな作品であるともいえる。一
方、最新作である赤城はこれまでの経
験を活かしてより洗練された工作方法
を取り入れている。扶桑ではまず「す
べてをプラスチック素材でディテール
アップする」という要求がまずあり、
そのためにより遠回りではあっても
金属素材は使用していない。また機銃
などもナノドレッドなどの既存のアフ
ターパーツは使用せずにほぼすべての
艤装品をプラ材で自作している。一方
の赤城は使えるエッチングパーツやプ
ラスチック製アフターパーツは使用し
つつ舷側の外鈑表現などがより自然に
見えるような部分にポイントを絞って
工作している。赤城のほうはディテー
ルアップ工作の精度があまりに高いた
め一見、どこまで手が加えれているの
かわかりにくい。製作途中写真を見な
ければどこがキットのままでどこが
ディテールアップされたのか判別しづ
らいかもしれない。両方の作品を見る
ことで大渕作品の過去と今を知ること
ができるのだ

大渕克
1/700の精髄

第1部
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AOSHIMA 1/700
IJN BATTLE SHIP FUSO
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大渕作品のルーツとも言える作品が2012年に製作され
た戦艦扶桑だ。本作は2012年ピットロードコンテスト
銀賞を受賞した。本作の最大の特徴はオールプラスチッ
クによる徹底的なディテールアップ。手すりやジャッキ
ステー、張線までエッチングパーツや金属線は使わず、
ほぼすべて伸ばしランナーなどのプラスチック素材で製
作されている。のちの大渕作品の原点ともいえる超ハー
ドボイルドな作品だ。12ページから掲載した製作途中写
真を見るとそのあまりの熱量に驚かされる。驚異の大渕
伝説はここからはじまる

1944
帝国海軍戦艦 扶桑　レイテ沖海戦時

アオシマ 1/700　インジェクションプラスチックキット
Imperial Japanese Navy Battleship Fuso.

Aoshima 1/700 Injection-plastic kit.

帝国海軍戦艦

2012年製作
圧倒的熱量の
プラ材工作で
魅せる

大渕克
1/700の精髄
その１

大渕克1/700製作の原点。
1/700の常識を超える
超絶ディテール工作



8

扶桑帝国海軍戦艦

1944
作品は連合艦隊最後の艦隊作戦行動ともいえるレイテ沖海戦参
加時の姿を再現している。扶桑と山城は速力が遅かったため、
太平洋戦争中、ほぼすべての期間を練習艦や演習目標艦として
実戦から遠ざかっていた。ミッドウェー海戦後は空母部隊再建
のために、航空母艦への改装も検討されたが結局これらは実施
されることはなかった。レイテ沖海戦でも主力部隊である栗田
艦隊や囮艦隊として出撃した小沢艦隊には配置されず別動部隊

として行動した。航空部隊が壊滅的損害を受けた帝国海軍は敵
制空権下で行動することが予想されるため可能な限り対空兵装
を強化していた。扶桑も副砲の数を減らし、25㎜三連装機銃8
基、同連装機銃16基、同単装機銃39基、13㎜単装機銃10基と
合計105基の機銃を搭載して出撃した。主砲発射の爆風を避け
るため高角砲の配置には苦労したようでとくに後部の高角砲は
ほかの艦には見られないような不安定な位置に装備されている

太平洋戦争では速力が遅かったためほとんど実
戦で活躍することのなかった扶桑だったがその
独特の艦影から模型としての人気は高い。細長
い船体に11mにも達する背の高い艦橋はアン
バランスだが欧米からはパゴダマスト（仏塔）
と呼ばれ日本戦艦の特徴としてあげられている。
これはもとのシンプルな構成の三脚マストに
次々と構造物を追加していた結果であり他の国
の戦艦には見られないものである
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扶桑型戦艦は太平洋戦争に参加した帝国海軍戦艦の中でもっと
も速力が遅く、活躍の機会に恵まれなかった。上から見ると船
幅は意外と細く三連装砲塔を装備してずんぐりした船型のアメ
リカ戦艦と比べるとスマートな印象を受ける。主砲の配置など
を見ると機関を増設するようなスペースがなかったのが低速力
の原因だったのだろう。3番砲塔、あるいは4番砲塔を撤去しそ
のスペースに機関を搭載すれば速力が上がったはずで、そうす
れば太平洋戦争でももう少し活躍の場があったかもしれない。

もっとも対抗するアメリカ海軍の旧式戦艦部隊も大半は最大速
力は21ノットしか発揮できなかったため、24ノットが発揮で
きた扶桑型は対戦艦戦闘では活躍できた可能性もあっただろう。
扶桑はレイテ沖海戦に参加したがスリガオ海峡でアメリカ艦隊
の待ち伏せ攻撃を受けた。駆逐艦からの4本の魚雷が命中した
扶桑は弾薬庫に引火し爆沈した。太平洋戦争で駆逐艦に撃沈さ
れた戦艦は扶桑が唯一である

戦艦扶桑はウォーターラインシリーズでは青島文化
教材社の担当。リニューアル版のキットは2007年
に発売されたがそれをさらに改良したリテイク版が
2011年に発売された。2007年のリニューアル版
は作りやすさと精密感を併せ持ったキットだったが、
船体や上甲板のパーツを新規パーツとして改良しさ
らに進化したキットとなった。なお戦艦山城も同様
に現在はリテイク版が発売されている。通常版は
1944年のレイテ沖海戦時を再現したものだがほか
に1938年時版も発売されている

ウォーターラインシリーズの
扶桑はリテイク版となる
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　この扶桑は、「エッチングパーツやプラスチ
ック製のアフターパーツを使わずに自作でいっ
たい何処までディテールアップ出来るのか？」
ということをコンセプトに2012年に製作しま
した。
　艦船模型用ディテールアップパーツが豊富に
出回っている昨今にあってここまでやるにはそ
れなりの理由があった訳ですが、ただ本書をお
読みの方はディープな艦船模型マニアの方が多
いでしょうし、製作過程の方に興味があると思
うのでさっそくそちらに入っていきたいと思い
ます。
　製作に当たってはヤヌス・シコルスキー氏の
図面を参考にしました。また図面で形状が把握
できない部分についてはフジミの1/350扶桑の
パーツを見ながら製作しています。
　素材はプラストラクトやエバーグリーンの各
種プラ材と伸ばしランナーを使っています。そ
こまでこだわる必要は無かったのですが今回は
敢えてオールプラスチックで製作しました。な
のでディテールアップを施してますが純粋な
（？）プラスチックモデルです。

　ここで製作方法など全てを伝えることはでき
ないと思いますのでかいつまんで紹介したいと
思います。
　まず最初はアンカーチェーンです。ここを作
り終えたとき「これなら全て自作でいけるかも」
と思った部分でもあります。ディテールアップ
用に極細のチェーンが販売されてますが1/700
と考えるとちょっとオーバースケールです。ま
た実際のチェーンはもつれるのを防ぐためにチ
ェーンの輪の中間にスタッド（間柱）がありま
す。それらをどうにかリアルに表現出来ないか
と思いました。
　作品では真ちゅう線を2本並べたものにのば
しランナーを巻き付け、お湯につけたあと冷や
してコイル状のものを作り、それを切り出して
各チェーンのコマを作っています。接着はリモ
ネン系接着剤とGSIクレオスの接着剤Mr.セメ
ントSで行なっています。試行錯誤を含めると
ここだけで4日近くかかってしまいました。手
間がかかるのであまりお勧めしませんが重巡ク
ラスならばチェーンも短いのでやってみる価値
はあると思います。この他にモンキーラッタル

や舷窓の庇などお湯を使った加工を今回は多用
しました。
　続いて手すり部分の製作ですが、この部分も
試行錯誤を繰り返しました。のばしランナーで
製作したわけですが、一口にランナーと言って
も色によって柔軟性や堅さが異なり、またメー
カーによっても違います。一般的には白色が一
番柔軟性があり、透明なものが一番堅く折れや
すいようです。また塗装によって多かれ少なか
れ脆くなるようです。
　私は支柱部分には当初黒ランナーを、チェー
ンに当たる部分は白ランナーを使いました。た
だ後半では支柱部分は透明ランナーに変更して
います。細く短いものであればそんなに簡単に
は折れないことが分かったからです。作り方と
しては、まず長めに切り出した支柱部分になる
ランナーの上端部分と下端部分を両面テープで
真ちゅう板などに固定し、リモネン系接着剤で
横のチェーン部分を接着していきます。ごく少
量の接着剤を使って接着していくわけですが接
着剤は透明なので実際に接着剤が付いているか
どうかが判別しにくいところです。そのため視
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認性を高めるためにエナメル系のクリアーレッ
ドを溶かし込んで行ないました。ただし塗料を
そのまま入れたのでは接着力を低下させてしま
いますのでキャップや瓶の口の部分などに固ま
って付着しているものを使っています。
　次に煙突周辺及びカタパルトなどのトラス構
造部分ですが、極力正確に再現するために今回
はパソコンの力を借りています。例えばカタパ
ルトであれば単純に線だけで構成された1/700
の図面をプリントアウトし、それに合わせて作
成しています。
　素材はエバーグリーンの0.13㎜厚のプラ板を
カッターの刃で削いで更に薄くしたものを使し
ました。本艦の製作にあたってはこの0.13㎜プ
ラ板は大変重宝しました。ブルワークやその他
あらゆる部分に使っています。
　もっとも苦労したのは機銃の製作です。ちな
みに連装機銃は52個のプラ片で構成されてお
り、予備も含め完成させるのに2ヵ月近くかか
ってしまいました。単装、三連装、13㎜機銃
を含めると製作期間の約半分を機銃製作に費や
したことになります。機銃の自作は今回限りに

したいというのが正直なところです。
　ここで精密工作にあたって使用した工具につ
いて紹介したいと思います。
　ピンセットはシモムラアレックの先平タイプ
と超極細タイプの2種類を使い、同じくニッパ
ーも同社の精密ニッパー「イノーブ」を使いま
した。特にこの精密ニッパーは片面が平らにな
っておりギリギリで切り出すことが出来るため
張り線作業などで大変役立ちました。
　カッターは通常のデザインナイフの他、プラ
板を短冊状に切り出すためオルファの「別たち」
を使っています。あとスジボリ堂のタガネを使
いましたが、その切削精度は一度使うと手放せ
ないですね。
　製作に際して皆さんに紹介したい道具があり
ます。整備用の工具でシックネスゲージという
ものです。様々な厚さの金属板が組み合わさっ
た物で例えば銅線などで好みの間隔のコの字状
のものを作るのに適しています。決して高い物
ではないので持っておくと便利かもしれませ

ん。この工具の詳しい使用方法などは47ペー
ジで紹介しています。ご興味のある方はご覧に
なってください。
　この作品を製作してみてエッチングパーツな
どを使わなくても肉眼で見るレベルであれば充
分細密表現は可能であることが分かりました。
ただ当然のことながら時間はかかります。この
扶桑は艦載機が無いことからも分かると思いま
すが実のところ100パーセント完成していませ
ん。ここまで作るのに引越や腰痛のため約3ヵ
月作業ができなかったとはいえ1年2 ヵ月とい
う期間がかかってしまいました。切り出したプ
ラ材の数を数えるのは途中で諦めましたがおそ
らく1万は超えていると思います。それでも持
続できたのは全てが新しい発見の連続であり、
またひとつひとつのパーツそれぞれが作品であ
って存分に作る醍醐味を味わうことが出来たか
らだと思います。

オールプラスチック製、金属素材、
市販のアフターパーツをいっさい
使用しない脅威の作り込みを見よ
市販の極細チェーンでは飽き足らず、
まずはアンカーチェーンの自作から入
ったというのがすごい。極細ののばし
ランナーをコイル状に成形し一コマ一
コマ製作している。手すりももちろん
自作。支柱部分とチェーン部分ののば
しランナーの素材を変更し組み立てて
いる。ここでも真ちゅう線などは使用
していない。
甲板上に並ぶ機銃はもっとも時間のか

かった部分で手軽で便利なナノ・ドレ
ッドシリーズなどは封印し、すべて手
作り。25㎜連装機銃は52個のプラス
チックパーツで構成されているという。
ここまで高いレベルの精密工作はもは
や肉眼で確認することは困難なのでぜ
ひ拡大した誌面の写真でご覧になって
いただきたい。これは1/700の作品な
のだということをもう一度思い出して
いただきたい

帝国海軍戦艦

1944
扶桑
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掲載された写真を見ると大スケールの模
型ではないかと勘違いしそうになるが本
書に掲載した作例はすべて1/700スケ
ール、このページに掲載された扶桑の艦
橋は人差し指くらいのサイズなのだ。
一見してわかるのはグレーのキットの部
分と自作の白いパーツとの対比。見慣れ
た金色や銀色のエッチングパーツはない。
ブルワークのリップの部分はもちろん窓
枠や21号電探の格子状の網の部分まで
プラスチック製だ

艦橋後面や煙突付近も凄まじい工作だ。あらため
て8〜9ページの完成品を見てもどこが自作でど
こがキットなのか区別がつかないのではないだろ
うか。煙突周辺のラッタルや煙突の周囲に張り巡
らされたジャッキステー、13号電探……もはやた
め息しかでないほどの超々精密工作技術！

この製作途中写真、
1/700ということを
お忘れなきよう。

圧倒的工作造形力、
市販パーツにはない
表現力の発露
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出版物として扶桑の製作画像の公開は本誌が
初となるのですが、製作を開始した時からす
でに8年が経過しているので、記憶が曖昧な
部分が多々あることを予めお断りしておきま
す。通常であれば、画像に写っているものが
何であって、どういった工作を行なったかを
説明するところなのですが、今回は、その工
作に至った背景や現在の工作法との比較など、
今までとは少し角度を変えて説明してみたい
と思います。製作は1年と2か月にわたるもの
だったので工作方法も途中で変化していると
ころがあります。

【写真1】錨鎖甲板のディテールアップを行な
っているところです。扶桑の製作を始めるに
あたって、まず初めに行なったプラ材工作が
アンカーチェーンの作成でした。何度も試し
てみて、伸ばしランナーでも表現できるとわ
かったときに、これならプラ材のみのディテ
ールアップで最後まで行けるという手応えを
感じたのを憶えています。この時は、伸ばし
ランナーの太さは目で見た感覚のみで判断し
ており、また、リンクのカットする位置も現
在とは違っていました。現在は省略していま
すが、この時は横に寝た状態のリンクは中央
にあるスタッドも再現しています。舷外電路
はこの時はプラストラクトの0.3mm角棒を
削って薄くしたものを使っていました。止め
金具部分が黒く見えているのは、ウェーブの
黒い瞬間接着剤を使っているからです。プラ
角棒に1.5mm幅のマスキングテープを少し
隙間を開けて並べて貼り、隙間のところに黒
い瞬間接着剤をつけ、固まったらはみ出た部
分をMr.ポリッシャーで削り落とし、マスキン
グテープを剥がしたら、残った黒い瞬間接着
剤が止め金具に見えるというものでした。止
め金具を一つ一つ作らねばならず、今と比べ
るとかなり効率の悪い方法でした。ただ現在
の方法では止め金具は一面にしかないので細
かい事を言えば止め金具としての形を成して
いません。再現度は当時のほうが高いです。

【写真2】作成したアンカーとナノドレッドパ
ーツを比較しているところです。アンカーはウ
ォーターラインシリーズの共通パーツであるＷ
ランナーのパーツをベースに加工しました。

【写真3】今ではすっかりエッチングパーツに
頼りきりですが、この時はモンキーラッタルも
伸ばしランナーで作成しました。たぶんシック
ネスゲージに伸ばしランナーを巻きつけて、熱
湯をかけたあと、水につけて形状を固定したも
のからコの字の部分を切り出していたと思いま
す。ただこの方法だと伸ばしランナーがかなり
無駄になってしまうので、古鷹の時には細く切
り出した真鍮板に巻きつけて作っていたのでは
ないかと思います。弱粘着の両面テープの上に
コの字の右側の部分がそろうように並べて、オ
ルファの『別たち』でカットすることで、同じ
高さにまとめて切り出していました。大きなフ
ェアリーダーは、おそらく現在のベルマウスの
作成方法と同じ方法で作成したと思います。金
属棒にプラ棒を巻き付けて熱湯で形状を固定す
る方法もありますが、プラストラクト、エバー
グリーン、どちらのプラ棒もこのぐらいの太さ
のものをこのＲで曲げると、ほぼ折れてしまい
ます。現在ではファインモールドからナノドレ
ッドパーツのフェアリーダーが発売されている
ので、フェアリーダーの表現に苦労することは
無くなりました。写真では少々見にくいですが、
盲蓋の表現は、この時はプラ棒をカッターで薄
くスライスしたものを貼り付けていました。真
鍮パイプをポンチとして利用することはこの時
点ではまだ思いついていませんでした。

【写真4】プラ棒で作成した通風筒で、おそら
く一番サイズの小さいものです。先端の太く
なっている部分は今であればプラ板を真鍮パ
イプで作ったポンチで打ち抜いたものを使っ
ているところですが、この時点ではまだその
方法に気づいていなかったはずです。また穴
を開けたプラ板を使って高さのそろった円柱
を作り出す方法も当時は思いついていません。
では、どのような方法を取ったのか、あれこ
れと記憶をたどってみたところ、一応思い出
しはしたのですが、あまりにも非効率な方法
で、これを知ったところで何の役にも立たな
いと思うので説明については省略させていた
だきます。

【写真5】自作した副錨とナノドレッドパーツ
を比較しているところです。自作パーツは形
状がそろっていませんが、当時初挑戦として
は割とよくできたのではないかと、ここでは
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