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■大和型軍艦の模型史考2015～2022

2015年7月の軍事学セミナーで、「戦艦大和型の模型史考」という演題で講演、さらにその続編として「大和型軍艦の模
型史考2015～2019」を講演させて頂きました。 この続編を元に2019年の講演以降に発売もしくは知った大和型軍艦の模
型を、 「大和型軍艦の模型史考2015～2019」として紹介させて頂きました。その後更に大和型軍艦模型の情報が集まった
ので、非定期で更新してます。

今回の「大和型軍艦の模型史考2015～2022 v1.8」では、 「大和型軍艦の模型史考2015～2022 ｖ1.7」の内容に、2022年１
月4日～2022年８月7日迄に発売や収集できた製品を追加して掲載してます。

■ スケールモデルキット
■ 完成品（1/1250を除く）
■ 1/1250の完成品
■ デフォルメキット
■ 3Dプリント製品
■ その他
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修正履歴
1.8版 2022年1月3日～2022年8月7日迄に新規リリース、または収集できた大和型模型を追加。（変更ページ内容下記）【総ページ数：142頁】

スケールモデルキット:54,55  モノクローム 1/200 日本戦艦大和を追加。(新製品)

3Dプリント製品 :09 rukvs8132dd 氏の1/200 戦艦大和装備品３連装主砲と錨・錨鎖を追加。(新製品)

まとめ :05 後書き追加

1.7版 2021年2月15日～2022年1月3日迄に新規リリース、または収集できた大和型模型を追加。（変更ページ内容下記）【総ページ数：138頁】
スケールモデルキット:35         ピットロード 1/700 戦艦大和の表に「日本海軍戦艦大和エッチングパーツ付き」を追加。(エッチング追加)

スケールモデルキット:39         ピットロード 1/700 戦艦武蔵の表に「日本海軍戦艦武蔵就役時」を追加。(就役時パーツ追加)

スケールモデルキット:49         タコム 1/16 戦艦大和の主錨と副錨セットを追加。(新製品)

スケールモデルキット:50,51   タコム1/35 戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔 2 in 1 を追加。(新製品)

スケールモデルキット:52          F-TOYS 1/2000 戦艦大和の追憶を追加。【復刻】
スケールモデルキット:53         ボントスモデル 1/700 戦艦大和を追加。(新製品)

1/1250の完成品 :18,19    小西製作所1250戦艦大和1/1250を入手/紹介(入手品)

1/1250の完成品 :21 ,22   小西製作所1250空母信濃1/1250を入手/紹介(入手品)

1/1250の完成品 :26           Superior1250戦艦大和1/1250を入手/紹介(入手品)

1/1250の完成品 :30           Rovex1200戦艦大和 1/1250 を入手・紹介。(入手品)

3Dプリント製品 :02～05 Shapeways 1/1250 戦艦大和の4頁を新たに3Dプリント製品の分類に変更。(修正)

3Dプリント製品 :06～08 rukvs8132dd 氏の1/200 戦艦大和装備品を新規登録。(新製品)

まとめ :04 後書き追加
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修正履歴
1.6版 2021年2月14日この1年間に新規リリース、または収集できた大和型模型を追加。（変更ページ内容下記）【総ページ数：122頁】

スケールモデルキット:06 ハセガワ 1/450 戦艦大和の表に「日本海軍戦艦大和進水８０周年記念」を追加。(箱替)

スケールモデルキット:09 ハセガワ 1/450 空母信濃の記述に「日本海軍航空母艦信濃起工８０周年記念」を追加。(箱替)

スケールモデルキット:14 フジミ 1/700 戦艦大和の表に「日本海軍戦艦大和(昭和２０年/天一号作戦)」を追加。(箱替)

スケールモデルキット:24 フジミ 1/700 艦NEXT SP No.1 戦艦大和の表に「日本海軍戦艦大和 特別仕様(黒甲板)」を追加。(箱替)

スケールモデルキット:28 アシェット・コレクション 1/250 ダイキャストモデル戦艦大和 140号にて完了したため記述変更。
スケールモデルキット:33 フジミ 1/700 艦NEXT 空母信濃の表に「日本海軍航空母艦信濃 特別仕様(コンクリート甲板)」を追加。(箱替)

スケールモデルキット:36 フジミ 1/200 戦艦大和旧四式46センチ3連装主砲塔の記述を変更。
スケールモデルキット:47 タコム1/72 戦艦大和九四式一号主砲塔の新製品紹介。(新製品)

スケールモデルキット:48 Warlord Games Ltd Victory at Sea: Yamato 1/1800 戦艦大和を入手・紹介。(入手品)

完成品(1/1250以外)  :02 KB SHIPS 1/1100 戦艦大和(1945) の記事追加。
完成品(1/1250以外)  :08 講武道 1/1000 戦艦大和 1945 の新製品紹介。(新製品)

完成品(1/1250以外)  :09 講武道 1/1000 戦艦武蔵 1944 の新製品紹介。(新製品)

1/1250の完成品 :23 Trident 戦艦大和 1/1250は、Tridentの信濃入手の為記事分離。
1/1250の完成品 :24 Trident 空母信濃 1/1250 を入手・紹介。(入手品)

1/1250の完成品 :26 DARON 戦艦大和 1/1200を入手していた為紹介(入手品)

1/1250の完成品 :27 メーカー不明ダイキャスト戦艦大和 1/1250を入手/紹介(入手品)

1/1250の完成品 :29 メーカー不明品入手の為、Markenlos/他戦艦大和 1/1250（1200）の記事修正。
その他 :02～07 Shapeways 1/1250 戦艦大和の4頁をスケールモデルからその他に変更。記事も修正。
まとめ :03 後書き追加

1.5版：2020年1月5日：完成品を1/1250と1/1250以外に切り分け1/1250完成品を1章に纏める、その他修正多数. (総ページ数：114頁]

1.4版：2019年9月20日：Superior 1/1200戦艦大和、童友社1/1000戦艦ヤマト追加。 kriegsschiffeシリーズリスト誤記修正. (総ページ数：93頁]

1.3版：2019年9月7日：ズベズダ1/1200空母信濃修正、Mini Hobby Models 1/700 (30cm)戦艦大和記事追加。 (総ページ数：90頁]

1.25版：2019年9月6日：Naptun （Navis）1/1250戦艦武蔵、Revel 1/1200戦艦武蔵修正。 (総ページ数：86頁]

1.2版：2019年9月1日：艦NEXT戦艦大和、シルバー戦艦大和、ソフビ戦艦大和追加。レベル戦艦武蔵、ズベズダ空母信濃修正.(総ページ数：85頁]

1.1版：2019年9月1日：ドイツデアゴのkriegsschiffe （軍艦）シリーズ記事・リスト追加、Atlas/デアゴ版1/1250 戦艦大和模型情報修正. (総ページ数：82頁]

無印：2019年 8月25日： 初版リリース (総ページ数：79頁]
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■ スケールモデルキット

■スケールモデルキット :  01
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● モデルファクトリーヒロ 1/700 戦艦武蔵 [2015年7月発売]

モデルファクトリーヒロから、MFH戦艦大和に
続き、MFH戦艦武蔵がリリースされました。
マルチマティリアルのキットで、3Dプリンタによ
る出力とエッチングで構成されています。

この武蔵のスケールは1/700、装備状態は捷
一号作戦時となります。

前作の戦艦大和譲りの詳細なディテ
ールで、ピットロードの大和型と張り合
うモールドですが、大和と違い内部構造
は省略されています。

しかし、それでも制作するにはかな
りのスキルが要求されます。

■スケールモデルキット :  02
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このキットの特徴は艦尾空中線支柱で、武蔵のものは下図のような2段４角錐型の説を採用しています。
これは武蔵の竣工時の後部マストから見た形状が１段屈曲した形状に見えたからで、他にもピットロードの
キットが採用しています。 しかし艦艇研究家の遠藤昭氏はレンズのひずみでは無いかと推測していました。

これを検証すべく他の写
真を調べていたのですが、
ブルネイから出港する戦艦
武蔵の写真にこの空中線
支柱が写っていました。

この写真を見る限りは、新
説の２段形状では無く従来
説通りの四角錐形状です。

またある方からもポール・
アレン氏の海底調査では従
来通りの形状だったと教え
て頂いてます。

■スケールモデルキット :  03
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モデルファクトリーヒロでは第３弾として竣工時の戦艦大和を予定していましたが取りやめになったようで、そ
の後、第一弾の天一号時の大和から内部構造を省略したキットを２０１７年にリリースしてます。
尚、MFH武蔵の価格は内部省略化で大和より3,000円安くなり、40,000円(税抜)でした。

■スケールモデルキット :  04
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● タカラトミーアーツ 1/2000 空母信濃 [2015年7月発売]

タカラトミーアーツからは、洋上模型連合艦隊コレクションのシ
リーズ７が発売され、その中に1/2000 正規空母信濃が模型化さ
れています。

ベンダーマシン用カプセルトイで、彩色済みのスナップフィットモ
デルで、船体は３分割されています。

このシリーズ、手軽に作れる上、後発のものほど出来が良くなっ
てます。

■スケールモデルキット :  05
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● ハセガワ 1/450 戦艦大和 70周年記念特別仕様 2015年8月

ハセガワは2013年5月にリニューアルした1/450大和のパッケージを
変更し、アイテムを付属したうえ記念仕様キットにして、2015年8月に
発売してます。
それ以降も下表のアイテムを添付して別特別仕様のキットをリリー
スしています。
大和のキット自体には変更はありません。

■スケールモデルキット :  06
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● アドラーズネスト 1/50 46cm砲弾 [2015年9月発売]

大和型の模型そのものではありませんが、アドラーズネストより1/50 46cm砲弾が発売されました。
全金属製のキットです。

■スケールモデルキット :  07
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● フジミ 1/500 艦船SP 日本海軍戦艦 大和 終焉型 プレミアム (2015年10月)

フジミは2009年にリリースした1/500の大和に、金属砲身とエッチ
ング、甲板塗装用マスキングシートを同梱した特別仕様のキットを
2015年10月に発売しています。
その後も下表のオプションアイテムを同梱したキットをリリースして
います。

■スケールモデルキット :  08
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● ハセガワ 1/450 日本海軍航空母艦 信濃 [2015年12月発売]

ハセガワの1/450シリーズで発売されていた空母信濃がリニューアルされました。
前作のように船体部は大和型のものを流用し、船体上部のみを変更したものではなく、船体一式完全新金型で、考証
も最新のものが取り入れられディテールも素晴らしい製品です。
それでいながら、従来の製品と同じく1/450のサイズにしては価格も安く、しかも作りやすい好キットとなっています。
唯一の欠点は1/450という独自スケールという所くらいですね。

2021年2月には特製ピンバッジが付属した「日本海軍 航空母艦 信濃 `起工80周年記念`」が発売されます。

■スケールモデルキット :  09
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● フジミ 1/700 艦NEXT No.2 日本海軍戦艦 武蔵 [2015年12月発売]

フジミの艦NEXTシリーズに1/700 戦艦武蔵が加わりました。 モデライズは捷号作戦時です。

艦NEXTシリーズはスナップフィットかつ色分け済みのキットでストレートに組んでもそこそこ見栄えのする
完成品を作ることが出来ますが、先発の製品であるが故、はめ込みに難があったり隙間が出来やすかった
りしますので、すりあわせ調整や接着が必要となります。尚、この部分は後発の製品においてはかなり改
善されているようです。

この製品は前作の戦艦大和をベース
にしていますが、マイクロソフト社の共同
創業者であり、資産家のポール・アレン
氏が行った戦艦武蔵の調査より判明し
た後部艦橋周囲の三連装機銃下のスポ
ンソン等最新の考証が追加されていま
す。
また物議を醸している噴進砲について
は探照灯との選択式となっています。

■スケールモデルキット :  10
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● 噴進砲の武蔵搭載について
今回の軍事学セミナー(2019年8月23日)では「大和型軍艦の模型史考2015～2019」と同時に「日本海軍の噴進砲」の講演もさせて頂きました。
そもそも噴進砲は1944年7月4日の「呂号委員会」設置後に設計が始まり、12ｃｍと言うサイズも噴進砲制作の時点で決まってます。 また噴進砲の完成
は、GHQ資料「 Japanese shipboard rocket launchers 」で1944年7月、CONWAY Warship 34のHans Lengerer氏と Tomoko Rehm-Takahara氏の共著「The 12cm 

Multiple Rocket Launcher of the Imperial Japanese Navy」でも、噴進砲の試作第一号自体の完成が1944年7月末、試射が1944年8月となってます。遠藤昭
先生の「高角砲と防空艦」でも装備は1944年8月以降となってます。それに対し塚田氏は1944年の7月8日以前に噴進砲を見たと証言してますが、その時
点では噴進砲どころか12ｃｍ噴進弾すら存在して
いないので、見る事は不可能です。
当時の方々の証言、特に今までの証言と食い
違う新たな証言が出た時は、その証言内容が正
しいかを検証するべき（今回の噴進砲の場合は、
噴進砲がいつ出来たか等）なのですが、残念な
がら、こと噴進砲に関してWikiや搭載派の人か
ら、このような説明はありません。

最近は模型メーカーも満足に調べず武蔵に噴
進砲を載せてますが、ようは売れるからです。
まあ男子たるもの、こと「ロケット」とか「ドリル」
とか「ビーム」という言葉に弱いですから判らない
でもないですけど、時系列的に不可能なものを載
せてきて、これはスケールキットですと言っちゃっ
て良いんでしょうかね？
そのうち殺人光線を積んだ武蔵が…って事になら
なきゃ良いですけどねぇ。

■Web掲載用追加項目

「日本海軍の噴進砲」は「ワタ艦セレクション弐号館」に掲載予定です。
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フジミの艦NEXT 1/700 戦艦武蔵は、下表のように内容を修正し2019年7月までに8回リリースされてます。
ハイスクールフリートタイアップ品は、捷号作戦時の艦NEXT 武蔵を流用しているので、ポール・アレン氏の
海底調査最新考証が入ってますが、舷側窓は全て閉塞状態となっています。
ニッパー付は、艦NEXTの場合、色分け済スナップキットなので、後はランナーから外すニッパーがあれば
キット以外の余計なものを買わなくて済むという趣旨で出した製品かな？発想としては面白いですね。
捷一号作戦／明灰色仕様は全パーツ明るい成形色ですが、本来塗装したのは外舷だけですので、船体
パーツ以外は軍艦色で塗り直さないとなりませんね。

■スケールモデルキット :  11
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● フジミ 1/700戦後70周年日本海軍 12戦艦コンプリートBOX [2015年12月発売]

フジミのシーウェイモデル特シリーズの「大和終焉型」と「武蔵レイテ沖海戦時」に金属砲身と甲板シール
を付属し、他の日本戦艦10隻（いずれも甲板シール・金属砲身付）と一緒にしたBOXです。

シーウェイモデル特シリーズの大和・武蔵の
リリースが2004年（超大和型が2006年）で、
2019年の今だと既に15年になりますが、それで
も未だに付属アイテムを変えては出し続けてい
ます。

2015年以降でも出続けていますので次項にリ
ストアップしてみました。

尚、シーウェイモデルの大和型は近々リニュー
アルが予定されているようです。

■スケールモデルキット :  12
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● フジミ 1/700 1號艦艤装 昭和16年9月20日 [2016年2月発売]

これのみ別枠で紹介します。
フジミのシーウェイモデル特シリーズの「大和就役時」
に空母鳳翔や桟橋、艤装時の46ｃｍ主砲塔などのレジ
ンパーツを合わせたキットです。
アイテムとしては興味そそるけど、値段が20000円近く
なんで買わなかったんですが、その後ヤフオクで8000円
で落札。
別の出品者のは5000円以下でも買い手が付かなかっ
たので、こっちも落としてしまいました。
技ミックスの情景ストラクチャと併せて大和艤装中の情
景作るのも良いですよね。

■ シーウェイモデル 戦艦大和編

■スケールモデルキット :  13
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■ シーウェイモデル 戦艦大和編

■ シーウェイモデル 戦艦武蔵編

■スケールモデルキット :  14
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● フジミ 艦NEXT No.3 日本海軍戦艦 紀伊 [2016年3月発売]

フジミの艦NEXTシリーズに新たに戦艦紀伊が加わりました。
これまで798号艦、799号艦は超大和型と名乗ってきましたが、今回は紀伊と名前を付けています。
実は私のPixivやワタ艦セレクション壱号艦 2018 Summer Update Patchでは、「超大和型では無い！改大
和型だ」と批判めいて書いてるんで、それが影響したの…かもね。
尚、キットは天号時の大和をベースに主砲を51ｃｍ連装砲に、高角砲を長10ｃｍ高角砲に変更していま
す。武蔵で行われた新考証は含まれていません。
そして3，4番探照灯に噴進砲が付けられるそうです。

■スケールモデルキット :  15
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■ 1/700 艦NEXT 戦艦紀伊のバリエーション

フジミの艦NEXT 1/700 戦艦紀伊も、下表のように内容を修正し2019年7月までに4回リリースされてます。
艦NEXTの戦艦武蔵にはポール・アレン氏の海底調査後の考証が活かされるのですが、武蔵リリース後の
艦NEXT大和も紀伊もこの考証部分は採用されていません。(紀伊は大和ベースなので採用されていないよ
うです）
フジミでは武蔵の新考証は武蔵のみに適用なのかと考えていたのですが、1/200装備品シリーズの大和
中央構造物ではしっかり採用されてました。
台座リニューアルだけで無く、この部分も見直してくれると良かったのですが。

■スケールモデルキット :  16
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● フジミの1/3000集める軍港シリーズ No.3 呉軍港。 [2016年4月発売]

これには昭和16年当時の戦艦大和が付いていました。
1/3000ですが、ディテールは素晴らしいものです。
フジミの1/3000は、1/3000 集める軍港シリーズと、1/3000 新集める
軍艦シリーズの2つが展開されてます。
これらに付属する大和と武蔵は、大和竣工時、武蔵竣工時（大和竣工時
と同一キット）、大和天号時、及び武蔵捷号時となってます。
尚、武蔵の捷号時は、大和の天号時キットの中央だけ武蔵にしたもの

で、前甲板と航空作業甲板上に大和天号時の特設機銃が残ってます。

■スケールモデルキット :  17



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 1/3000 フジミ集める軍港シリーズ＆新集める軍艦シリーズの種類（大和・武蔵が付属するキットのみ）

■スケールモデルキット :  18

★：呉軍港（この世界の（さらにいくつもの）片隅に）版には当初大和のあ号時と天号時と予想していましたが、実際には大和のあ号時は出ず武蔵の捷号時となって
ましたので、修正しました。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ 1/500 日本海軍 幻の戦艦 超大和型戦艦 プレミアム [2016年9月発売]

既発売の1/500 の超大和型戦艦にエッチング
が加わったお得なキット。
この超大和型戦艦の内容は、戦艦大和終焉
型に51ｃｍ連装砲3基と長10cm連装高角砲12基
とエッチングが付いたキットですので、このキッ
トで天号時の大和も作れます。
戦艦大和終焉型は超大和型戦艦より割高な
ので、どちらも作れる超大和型戦艦を買った方
がお得です。

(写真はノーマル版の超大和型戦艦です)

■スケールモデルキット :  19



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● Zvezda(ズベズダ) 1/1200 日本海軍 戦艦大和 World of Warships 
ボーナスコード付属 [2016年10月発売]

World of Warships というゲームのボーナスコードが添付され
たキットだったようです。

キット自体は、旧MPC社の金型を使用しており、3脚マストが
省略されている代わりに46cm主砲が5基入ってます。内2基が
三連装機銃付なので、船体さえどうにかすれば建造時から天
号時まで作成できますが、船体は一応天号時のようです。

何分にも50年以上前の
キットなので取りあえず大
和らしい何かが出来そうだ
というレベルのキットです。

■スケールモデルキット :  20



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● Zvezda(ズベズダ) 1/1200日本海軍空母信濃 World of Warships 
ボーナスコード付属 [2016年10月発売]

これもWorld of Warships というゲームのボーナスコードが添
付されたキットです。

Amazonでまだ販売されてたので入手。やはり大和同様旧
MPC/Revel社の金型を使用したキットです。
これも50年以上前のキットですが、改めて見るとそこそこ違
和感は無いです。でもさすがにバリが多いですね。

■スケールモデルキット :  21



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

左上がMPC、左下がレベルの1/1200の空母信濃。中央の2つがMPCとレベルの船体と甲板パーツ、右がズベズダ
の船体と甲板パーツ。全て同一です。

■スケールモデルキット :  22



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アオシマ1/700 霧の艦隊 超戦艦ヤマト（アルペジオ) [2016年12月発売]

甲板より上はシコルスキー風配置の天号時の戦艦
大和ですが、船体部分はアルペジオに登場した超
戦艦ヤマトにモデライズされたキットです。
艦NEXT同様、甲板上の艤装品の殆どが別パーツ
なので、甲板の塗装は比較的楽だと思います。
尚、これを戦艦大和にするのには苦労しそうなの
で、素直に超戦艦ヤマトとして組んだ方が良いでしょ
う。

■スケールモデルキット :  23



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ 1/700 艦NEXT SP No.1 日本海軍戦艦 大和 木甲板シール付き [2017年4月発売]

フジミ艦NEXTの第一弾、戦艦大和が発売されたのが2015年3月ですが、この艦NEXT 戦艦大和のシリーズ展開が始まった
のは、2年弱経った2017年4月からです。第一弾は木甲板シール付で、2021年1月迄には9種類に達します。しかし、なぜ今
頃黒甲板なんだろ？少なくとも公式資料上は天号時に黒く塗ったという記述は無い。まあこの件については前模型史考で
も散々やってきたので、いずれこの模型史考にもその反証資料を添付する予定です。

■スケールモデルキット :  24



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アオシマ1/700 霧の艦隊 超戦艦ムサシ（アルペジオ) [2016年12月発売]

超戦艦ヤマト同様、甲板より上は捷号時の戦艦武
蔵ですが、船体部分はアルペジオに登場した超戦
艦ムサシにモデライズされたキットです。
やはり、これを戦艦武蔵にするのには苦労しそうな
ので、素直に超戦艦ムサシとして組んだ方が良いで
しょう。

■スケールモデルキット :  25



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アオシマ1/700 ファンタシースターオンライン2 幻創戦艦・大和 [2017年8月発売]

アルペジオの超戦艦ヤマトを基本にしてますが、
新規に大和型の船体を作成してますので、これのみ
で天号時の戦艦大和が作成できます。
キットはこれに、ファンタシースターオンライン2用
のアイテムコード、デカール、ロボット等のセットが付
いています。

■スケールモデルキット :  26



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アオシマ1/700 戦艦武蔵 [2017年9月発売]

アオシマはこれまで、レッドホーク、木製、アルペジオ等手がけてましたが、プラスチック製スケールキットとし
ては初めての大和型かつ戦艦武蔵を出しました。
パッケージは同1/700の木製キットと同じ趣です。
捷号作戦時をモデライズしており、噴進砲も付いているという何でもありの設定。
ポールアレン氏の海底調査の結果も反映しています。

■スケールモデルキット :  27



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アシェット・コレクション 1/250 ダイキャストモデル戦艦大和 [2017年10月～2020年7月]

全140号で完結した1/250 戦艦大和で、監修は原勝洋氏、模型の製造
は京商が担当しています。ダイキャストとなってますが、ダイキャスト部
分は艦体の7割ほどで、艦底下部は木製、上講物はプラスチック製です。

141号からは1/125の大和三連装主砲を作るとなり200号迄続くとのこと
です。私は140号で降りました。

この製品は、46cm三連装主砲及び15．5ｃｍ副砲の旋回と俯仰、推進
軸の回転（水の上は走りません）、150cm探照灯の点灯等をスマホアプリ
で行えます。
細かなディテールは、そこそこ省略されており、精密さよりギミックを売
りにした製品ですが、原先生
の監修だけあって外観ディテ
ールはしっかりしてます。
ただギミックに関しても、測
距儀や下部高角砲の自動
旋回も出来たトミーテックの
1/700 技MIX 地上走行戦艦
大和よりはサイズ的には少
なめですね。

■スケールモデルキット :  28



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● アオシマ1/700 戦艦大和 [2017年11月発売]

アオシマはこれまで、レッドホーク、木製、マイクロマシーン、アルペジオ、ファンタシースターオンライン2等手
がけてましたが、プラスチック製スケールキットとしては初めての戦艦大和です。

パッケージは同1/700の木製キットと同じ趣です。
武蔵と異なりポールアレン氏の海底調査の結果は反映してません。

また空中線支柱は取り付け状態で、前甲板の機銃配置がシコルス
キー準拠でして、なんでもこれはゲームの大和の模型化だからこの
考証で良いんだとか何とかで何が何やら。

大和は艦船模型で一番売れるキットなのに、現在の所これ以上の
展開が無いようです。
これは某社以外の静岡のメーカーが1/700で戦艦大和のスケール
キットを出すと、いろいろと問題やら忖度があるのかなぁ？と疑ってし
まいますが、どうなんでしょうね。
まあ私もごく普通の一般人なので知るよしは無いですが。

■スケールモデルキット :  29



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● リンドバーグ 1/1200 テーブルトップネイビーシリーズ
WW.II 日本海軍 戦艦大和 ＆ 航空母艦瑞鶴 (2艦セット) [2017年11月発売]

1960年代のキットで、パウロ社の金型を使用。右舷側が15.5cm副砲装備の建造時、左舷側が対空火器強化
時という内容です。
よっぽどのコレクターで無い限りお薦めしません。

■スケールモデルキット :  30



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

尚一緒に付いている瑞鶴は、艦橋と煙突と高角砲の配置は大体こんなものだったよねって言う程度のキット
で、パッケージ裏の完成写真なんか迷彩なくしたらどちら様？って聞きたくなるような出来ですねぇ。
大体において表のパッケージを見たとき、どこの護衛空母？って一瞬思ってしまったくらいですし。
またパッケージの横にはつたない日本語でのりが必要となってますが、接着用の糊なのか気分的なノリなの
かが判断に迷うところです。
とりあえず完成したら、趣味のお店で塗装して貰わにゃならないようですね。

■スケールモデルキット :  31



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ 艦NEXT No.8 日本海軍航空母艦 信濃 [2017年11月発売]

1/700ではタミヤに続きキット化。船体も含め全てに新規設計。
ポールアレン氏の海底調査を元に舵を2タイプ付属しています。
飛行甲板がいやに青っぽいですが、かなり暗いグレーだったと言う証言があるそうで、それでこういう成形色
らしいです。
また、大和型の設計者の松本喜太郎
著の「戦艦大和・武蔵設計と建造」では、
信濃の甲板には遮風柵は付けなかった
という記述があるんですが、このキット
にはモールドがしてあります。
因みにハセガワの1/450の信濃には
モールドは無いです。
どんな資料を使ったのか知りたいで
すね。
そんな疑問もありますが、なかなか
優れたキットです。

■スケールモデルキット :  32



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

フジミ艦NEXT 日本海軍航空母艦信濃には、2020年迄に以下の派生アイテムが発売されました。
しかし、なぜ今更コンクリート甲板なんだろう？確かに昔は信濃も木甲板だと言われてて、某社の1/550の信濃のパッケージ
も木甲板仕様だったことは知ってますが..

まあ、大和型の設計者の松本喜太郎先生が木甲板で設計したのにコンクリ甲板になってしまったと言ってたからねぇ。

■スケールモデルキット :  33



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● ピットロード 1/700 SWシリーズ W200 日本海軍 戦艦 大和 最終時 [2017年12月発売]

ピットロードが遂にリリースした1/700戦艦大和。
現在迄の大和の考証の殆どを取り込んだ、戦艦大和研究の集大成とも言えるキットです。
このスケールで甲板のカンバー迄も再現、もちろんポールアレン氏の武蔵海底調査の結果も盛り込まれ、現
状1/700では、あのモデルファクトリーヒロのMFH戦艦大和に勝るとも劣らない出来となっています。
もし大和の模型はどれを買ったら良いかと聞かれたら、私はこのキットをお薦めします。

■スケールモデルキット :  34



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

ピットロード 1/700 SWシリーズ 日本戦艦大和は、2021年迄に以下の派生アイテムが発売されました。

■スケールモデルキット :  35

← 「この世界の片隅に日本海軍戦艦大和」
↓ 付属の旗エッチング



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ1/200 戦艦大和 九四式46センチ3連装主砲塔 [2018年3月発売]

戦艦大和の兵装や構造物を1/200で分割してリリースしてい
ます。
まずは大和の要とも言える46cm三連装主砲を3基一纏めで
リリース。ただこの主砲塔には2番、3番主砲塔上にあった三
連装機銃を取付けられないなぁと思ってたら、第2弾で三連装
機銃付の46cm三連装主砲が出てきました。
そのあと、シースルーとかエッチング付とか良いようにやら
れている（買わされている）状況です。
キットは基本スナップキットで、パーツの色分けもしてるので、
そのまま組み立ててもそれなりに出来上がります。

2019年9月迄に主砲塔、艦橋、艦中央構造物、艦中央構造
物外殻が発売されてます。モールドはあっさり気味ですが、
専用エッチングが出てますので、作り込みも可能です。
しかしこの1年ほどその後の展開は無く、このまま終了してし
まうのかが気になるところです。

■スケールモデルキット :  36



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

フジミ九四式46センチ3連装主砲塔には、以下の派生アイテムが発売されました。

■スケールモデルキット :  37



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● ピットロード 1/700 SWシリーズ W201 日本海軍 戦艦 武蔵 レイテ沖海戦時 [2018年4月発売]

戦艦大和に続き戦艦武蔵もリリース。
戦艦大和で培わされたフューチャーそのままに戦艦武蔵を再現しています。
3，4探照灯は噴進砲との選択式ですが、このブルワークも選択式となってます。
モデルファクトリーヒロのMFH戦艦武蔵と同じく艦尾空中線支柱が2段４角錐型の説を採用しています。

■スケールモデルキット :  38



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

ピットロード 1/700 SWシリーズ 日本海軍戦艦武蔵は、2021年迄に以下の派生アイテムが発売されました。

■スケールモデルキット :  39



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● ピットロード 1/35 九六式25mm三連装機銃 大和型戦艦シールドタイプ [2018年8月発売]

同社 1/35 九六式25mm三連装機銃にレジン製のシールドを付けたキットです。

■スケールモデルキット :  40



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● ピットロード 1/350 日本海軍 戦艦 大和 最終時用 艦橋 [2018年11月発売]

戦艦大和の天号時の艦橋構造物のみのキット。
素材はレジンで、1/700の戦艦大和のキット作成時に使用した3Dデータを活用し、最新の考証を盛り込んだ内
容になっています。
タミヤの1/350 新版の戦艦大和にそのまま適用できるようです。

■スケールモデルキット :  41



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ1/200装備品シリーズ No.2 戦艦大和 艦橋 [2018年12月発売]

フジミ1/200装備品シリーズの第2弾として戦艦
大和の最終時艦橋が発売されました。
超絶ディテールというわけでは無いですが、ディ
テール自体はなかなか良さそう。
主砲同様バリエーション展開があるんだろうなと
思ったら、エッチング同梱版がやっぱり出てき増し
た。
これからもシースルー版とか、捷号時版とか就
役時版とか武蔵版とか出てきそうと思ったら、タイ
アップ版をまず出してきました。
しかも艦橋＋艦中央構造物＋外殻のセットまで。
少しは選択して買わねばなりませんね。

■スケールモデルキット :  42



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

フジミ1/200装備品シリーズの第2弾戦艦大和艦橋は、以下が発売されてます。

■スケールモデルキット :  43

← 戦艦大和艦橋「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」

★：戦艦大和艦橋及び戦艦大和中央構造物セットの（この世界の（さらにいくつもの）片隅に）版には当初スペシャルオプ
ションが付くと予想してましたが、紙製の信号旗が付くのみでした。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ1/200装備品シリーズ No.4 戦艦大和 中央構造 [2019年6月発売]

装備品シリーズに戦艦大和の煙突、後部艦橋、上部高角砲を含む艦中央構造物がリリースされました。
モデライズは大和の天号時となってます。煙突の蒸気棄て管が殆ど一体構造で、もう少しディテールを
詰めても良かったのでは無いかとも思います。
まあ、これもそのうちエッチング付とか出るんだろうなぁ。

■スケールモデルキット :  44



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● レベル 1/1200 戦艦武蔵 [2019年7月発売]

武蔵と言いながら、中身はズベズダ（旧MPC）の大和でした。入っていたカラー図も大和です。このように同型艦だ
からといって同一の内容をパッケージだけ変えて販売していたのは日本でも1970年頃までありましたけど、さすが
に今は出す勇気のある日本のメーカーは無いです。
パッケージのNEWという文字が何かむなしく感じますね。

■スケールモデルキット :  45



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● フジミ1/200装備品シリーズ No.5 戦艦大和 中央構造外殻 [2019年9月発売]

大和の下部高角砲及び高角砲座と前後副砲等の艦中央構造外殻です。
戦艦大和の下部高角砲甲板とシールド付94式12.7cm高角砲、周囲の96式シールド付三連装機銃、及
び1番、2番15.5cm三連装副砲で構成されてます。
副砲は内部まで再現されてますが、12.7cm高角砲や
三連装機銃はシールド無しの高角砲や三連装機銃に
シールドを被せるのではなく、シールド一体構造となっ
ており、1/200という大スケールではもの足らない気が
します。

■スケールモデルキット :  46



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● タコム1/72 戦艦大和 九四式 一号主砲塔 [202０年10月発売]

タコムが戦艦大和の九四式一号主砲塔を1/72という大スケールで模型化しました。全長約50ｃｍの巨大キットです。

手すりはプラの支柱と銅線での表現となり、その巨大さが覗えます。
アシェットコレクションの1/125の第一主砲塔が141号～200号迄の60冊でトータル10万円超えですから、いくら内部構
造があったとしても 1/72で8000円代のこの製品からしたらコスパが悪く思えますね。
出来れば同スケールの96式25mm三連装機銃や同25mm単装機銃もリリースして欲しいところです。
尚、大和関連の新規金型スケールキットは前項のフジミ「戦艦大和 中央構造外殻」以来１年ぶりとなります。

■スケールモデルキット :  47



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● Warlord Games Ltd Victory at Sea: Yamato 1/1800 戦艦大和 [2021年2月入手]

Zvezdaの1/1200 戦艦大和と同じく、 World of Warships というゲームのボーナスコードが添付された製品です。
船体部はレジンで上部構造物はホワイトメタルとなっています。船体部は海と一体となっており、ディテールもなかな
か良いのですが、ホワイトメタル部の出来が今３つダメな感じです。まあ基本ゲームの駒ですからね。

■スケールモデルキット :  48



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● タコム1/16 戦艦大和 主錨と副錨セット[2021年8月発売]

1／72で戦艦大和の46ｃｍ主砲塔を出したタコムが、今度は戦艦大和の主錨と副錨セットを1/16で発売しました。
1/16ともなると主錨で全高30ｃｍを越えます。戦艦大和の錨のキットでこれまで最大だったのはニチモが1/550の戦艦
大和と武蔵に付属させた1/50です。
錨単体ですが、パーツ数はそこそこあります。しかし比べる物が無いのが残念ですね。出来れば大和の歴代艦長を

1/16で付属してくれると嬉しかったのですが。

■スケールモデルキット :  49



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● タコム1/35 戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔 2 in 1 [2021年9月発売]

タコムは、1/16の戦艦大和の主錨と副錨セットに続き1/35の戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔をリリースしまし
た。このキットは大和の前部または後部の副砲塔を作成する事が出来ます。
昨年出たタコムの46ｃｍ主砲は1/72ですので、並べて飾れないのが残念ですが、ピットロードより同スケールで

25mm三連装機銃が出ていますので、これとの比較は楽しめそうです。

■スケールモデルキット :  50



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

戦艦大和の1／35というと、映画「男たちの大和」で使われた模型が1／35でした。下はその発表会だったかの大和
の画像です。この模型はタミヤの1/350の大和のキット（旧版)の機銃配置を最新考証にして、そのまま10倍にしたよ
うです。ちなみに映画「連合艦隊」の1/20の戦艦大和はニチモの1/200の戦艦大和を10倍した模型だと言われてます。

■スケールモデルキット :  51

タコムの1/35の戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔は2021年9月に発売されましたが、2021年11月にはさっそく金
属砲身付きがリリースされてます。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● FTOYS 1/2000 戦艦大和の追憶 [2021年9月発売]

F-TOYSより1/2000で塗装済み半完成品キットの「戦艦大和の追憶」が発売されました。キットは戦艦大和の竣工時、
徢一号作戦時、天一号作戦時と空母信濃のそれぞれフルハルと喫水線モデルの8種類が入ってます。大和の竣工時、
天号時、信濃は「戦艦大和の生涯」と、戦艦大和の徢一号作戦時は「艦船キットコレクション5」と同じものとなってます。

■スケールモデルキット :  52

戦艦大和竣工時 戦艦大和徢一号作戦時

戦艦大和天一号作戦時 空母信濃



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● ボントスモデル 戦艦大和 1945 天一号作戦仕様 [2021年11月発売]

ボントスモデルより1/700で戦艦大和の模型がリリースされました。このキットはインジェクションと言うよりエッチングと金属
部品が主体で、インジェクションはそれらの貼り付ける土台と言った方が良いでしょう。何しろインジェクション部分には殆ど
モールドが無く、木甲板部も付属の木甲板シートを貼り付けるためまっさら、錨甲板、航空作業甲板もエッチングを貼り付け
ないとディテールレスのキットとなってしまいます。
機銃等もインジェクションパーツは入ってはおらず、エッチングを組み立てなければなりません。
この為エッチングでバリバリ組み立てる事に馴れているモデラーなら、エッチングを貼り付ける面のモールドを削る手間も
ないので、非常に作りやすいというキットですが、それ以外のモデラーには全く向かないキットと言えます。

■スケールモデルキット :  53



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● モノクローム 日本戦艦 戦艦大和 [2022年5月発売]

モノクローム(インターアライド)から1/200という大スケールの戦艦大和がリリースされました。このスケールではニチモも出
していましたが、発売してから50年以上たってますし、ニチモも模型事業から撤退してますので、現状このスケールの大和は
このキットしか入手できません。全長1315mm、パーツ数は2800点でエッチングも15枚同梱されてます。船体は左右分割で内
部で金属パーツにより接合されてます。十分検証はしてませんが、ディテールは最近のキットだけあって良いと思われます。
特に煙突部は蒸気捨て菅も別パーツとなりフジミの同スケールの装備品の大和の煙突より細かくなってます。ただ船体の
モールドは1/700を拡大したような感じで多少甘く感じますし、航空機作業甲板のパターンと射撃指揮所の避雷針形状等に
疑問を感じます。価格は税込み61,600円と高額ですが、2022年8月現在は主要ネットショップでは売切れとなってます。ただ
しアマゾンやeBayでは10万円で入手可能となってます。

■スケールモデルキット :  54



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

モノクローム 日本戦艦 戦艦大和

下の写真が船体のモールドです。パネルラインが
多少甘く感じます

■スケールモデルキット :  55

航空機作業甲板のパターン
左はキットで甲板部は長方形の組合せです。、右の図は、昭和14
年の［位置修正ヲ要ス「ビーム」及「ガーダー」(后部最上甲板平面)]
を参考に作成した図で不定型な形で組み合わされてます。

射撃指揮所の避雷針形状
比較参考の写真はヤフオクで購入した1/200の3Dプ
リント品ですが、キットは左の形状で、これは徢号作
戦までで、天号作戦時は右写真の形状となってます。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 完成品 （1/1250以外）

■完成品（1/1250以外） :  01



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● KB SHIPS 1/1100 戦艦大和(1945) [2016年7月発売]

以前イーブランドの世界の軍艦コレクションで出ていた戦艦
大和の一般販売品。
金属製塗装済み完成模型で最終時を再現してますが、シコ
ルスキー風考証で、また全長を水線長と取り違えていて多少
短いです。
カタパルトでは無くクレーン上部にチョコッと載った零観が
チャームポイントと言うことには変わりが無いようです。

2021年2月追記。
先日模型店を見ていたら、この大和の艦載機が
クレーンからカタパルトに移動した製品となって
ました。

■完成品（1/1250以外） :  02



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● KB SHIPS 1/1100 戦艦武蔵(1942) [2016年10月発売]

これも、以前イーブランドの世界の軍艦コレクションで出ていた戦艦武蔵の一般販売品。
金属製塗装済み完成模型で再現してますが、三連装機銃が全てシールド無しの上、7，8番探照灯も付いて
ません。
また、これも全長を水線長と取り違えていて多少短いです。

■完成品（1/1250以外） :  03



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Waltersons FORCES OF VALOR 1/700 戦艦大和 [2017年8月発売]

天一号作戦時の戦艦大和の完成
品。ただし1980年代のシコルスキー
氏の大和の図面を参照した為前甲
板の機銃配置や3，4番探照灯の部
分に火器管制装置、空中線支柱が
付いている等古い考証のキットです。

大和コレクターか1/700の大和が
欲しいが作る暇も無いし、出来や考
証は適当でも10000円以下で欲しい
という人にお薦めのキットです。

■完成品（1/1250以外） :  04



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● ピットロード 1/700 SWシリーズ 日本海軍戦艦大和 最終時(塗装済完成品) [2018年12月発売]

超絶デティールの戦艦大和最終時の塗装済完成品キット
エッチングなどのディテールアップはしていませんが、素性の良いキットなのでこのままでも遜色ありません。
内容を考えても決して高いキットとは思えません。
1/700でメーカー製完成品を買うならこのキットが最適でしょう。

■完成品（1/1250以外） :  05



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Atlas 1/1000 戦艦大和(1945) [2018年8月入手]

塗装済み完成品です。Amazonでの取扱いは2014年12月となってます。因みに日本のアマゾンから送料込み3000

円以下で入手しています。
モデライズは天号時の戦艦大和となっており、しかも他の海外キットと違い前甲板の機銃配置も3，4番探照灯も現
考証準拠になってます。
ただし致命的な欠点が一つあります。それは喫水線長(256m)と全長(263m)とを取り違えたことです。
これにより多少短めの大和になってますが、ぱっと見た目には判らないので無視してます。

■完成品（1/1250以外） :  06



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Atlas 1/1000 戦艦武蔵(1944) [2019年1月入手]

塗装済み完成品です。Amazonでの取り扱いは2016年12月となってます。
飾り台は戦艦武蔵ですが、本体はAtlas 1/1000戦艦大和(1945)そのままです。
なんだかなぁ...

■完成品（1/1250以外） :  07



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● 講武道 1/1000 戦艦大和 1945 [2020年3月発売]

塗装済み完成品で、モールドもしっかりしており、エッチングの単装機銃にオーバースケールながら各種アンテナなどが再現されており、また全長
もAtlas版と違い263mmと正確に1/1000に縮尺されている好キットです。
ただし、艦橋下の射撃指揮装置や前甲板の三連装機銃配置など、Atlas版よりやや考証的には後退してますが、完成品の1/1000スケールの戦艦
大和としてはAtlas版よりお薦めです。
最近（2021年2月始め）eBayではこのアップグレード版が出回ってますが。何がアップグレードされたのかは不明です。
ただ同シリーズの戦艦武蔵の甲板に横線が入り、タイル状に見えてしまうのですが、これを指してたりして…（初版の方が見た目が良い）

■完成品（1/1250以外） :  08



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● 講武道 1/1000 戦艦武蔵 1944 [2021年2月発売]
先行した大和と同じく塗装済み完成品で、モールドもしっかりしており、エッチングの単装機銃にオーバースケールながら各種アンテナなどが再現
されており、また全長もAtlas版と違い263mmと正確に1/1000に縮尺されているのですが、考証がメチャクチャです。
下部高角砲甲板上の三連装機銃は良いのですが、上段の12.7mm高角砲は全てシールド無し。また艦橋周りの機銃座のシールドありなしが大和と
同じで、7，8番探照灯の跡に九六式指揮装置があります。極めつけは大和と艦体共通化を行う為、艦中央部舷側の増設機銃座の跡もあります。
大和がそこそこ良かっただけに、次回のアップグレード版では是非とも改修をして欲しいですね。

■完成品（1/1250以外） :  09

艦中央部の考証は下部
高角砲三連装機銃以外
は大和となってます。

甲板は横線が入った
ので、一見タイル状
に見えてしまいます。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 1/1250の完成品

■ 1/1250の完成品 :  01



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● 艦船模型の国際スケール 1/1250 (1/1200)

日本のWLSが1/700を採用して以来、1/700は艦船模型キットの標準スケールのようになっていますが、それ以前より欧米の艦船模型は標準ス
ケールとして1/1250（1/1200）が採用されてます。このスケールはメタル完成品としては現在でも主流であり、欧米の各社からは第2次大戦の艦
船はもちろん、それ以前の艦船から船舶まで幅広いラインナップが揃ってます。一例を言えば日本艦艇でも巡洋戦艦金剛以前の戦艦摂津、香
取、巡洋戦艦伊吹はインジェクションでは無くても、1/1250メタル完成品なら存在しています。

しかしながら、これらのメーカーは小企業が多く、しかも多品
種少量生産の為、入手性は極めて悪いようです。
例えば Navis社の場合、1000種類の製品がある為オーダー
しても数ヶ月待たされる事もあるようです。

この章では1/1250及び1/1200のメタル完成品の大和型軍艦
（大和、武蔵、信濃、他）を主体として紹介しますが、何分にも
ドイツデアゴスティーニのkriegsschiffeシリーズのおかげで
1/1250というスケールに興味を持ち始めたばかりですので、
間違い、誤解等ありましたらご指摘下さい。

尚、右表は現状の調査で抽出した大和型軍艦の完成品模
型を1/1200（1250）出していたメーカーの一覧です。

■ 1/1250の完成品 :  02



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN 1/1250 MODEL SHIP ‘IJN YAMATO TYPE WARSHIP’

ドイツのNAVIS-Neptun社は1/1250のダイキャスト艦船模型を出しているメーカーです。日本でも1970～1980年頃からポストホビーを通して日本
でも販売されており、この当時NEPTUN  1201V 戦艦大和（張線・塗装済完成品）で、43,680円（納期2～3ヶ月）でした。尚、ポストホビーのウェブの
説明によるとNAVISブランドが1918年以前の艦艇、NEPTUNブランドがそれ以降の艦艇とのことです。

■ 1/1250の完成品 :  03



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN N1201V WW2 JP BATTLESHIP ‘IJN YAMATO’ [2019年12月入手]

NAVIS-NeptunのNeptun N1201V 戦艦大和（1945）です。甲板塗装及び張線済の完成品で、入手はebayです。三脚マスト基部及び機銃配置がシ
コルスキー氏の旧図面集版の配置と考証面が多少古いですが、空中線支柱等ディテールが繊細で、これまで紹介したメーカー製完成品の中
ではPTと並ぶ最高のものではないかと思われます。Antics onlineからの情報ではこのグレードの製品は流通在庫品やオークション等のみで、
今後新規には入手出来ないようです。

■ 1/1250の完成品 :  04



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN N1201 WW2 JP BATTLESHIP ‘IJN YAMATO’ [2019年10月入手]

NAVIS-NeptunのNeptun N1201 戦艦大和（1945）無塗装版です。入手はアメリカのAntecs Onlineで、フル塗装版とウェブに掲載されてましたが、
実際来たのは 1201Sではなく1201無塗装版でした。（箱は1201Sなんだがなぁ）

N1201Vと比較し、塗装と張り線を省いているだけですから、製品としては大変素晴らしいです。

■ 1/1250の完成品 :  05



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN N1200S WW2 JP BATTLESHIP ‘IJN MUSASHI’ [2019年9月入手]

NAVIS-Neptunの、Neptun N1200S 戦艦武蔵（1944）です。これは甲板まで塗装された完成品です。尚、この製品もeBayで入手しています。
大和同様ディテールの素晴らしい製品です。

■ 1/1250の完成品 :  06



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

NEPTUNの戦艦武蔵も1990年代末の考証を基本としているようで、航空機作業甲板上の歩行帯、3脚マスト基部が前1本、後ろ2本、シールド付
三連装機銃配置、後部副砲横特設三連装機銃無し、下部高角砲座に片舷4基ずつ配置、7，8番探照灯後に機銃管制指揮装置設置とやや古い
考証が見受けられます。
しかし、Navis-Neptunの大和型軍艦は、他の殆どの海外メーカーが水線長（256m）を全長（263m）取り違えているのに対し正確に263ｍで縮尺
されており、単装機銃、艦尾空中線支柱のトラス抜け、艦橋トップの双眼鏡表現などこのスケールでは考えられないくらい細部ディテールが素
晴らしい完成品です。

■ 1/1250の完成品 :  07



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN N1210 WW2 JP Aircraft Carrier ‘IJN SHINANO’  [2019年12月入手]

NAVIS-Neptunの、Neptun No. 1210 空母信濃（1944）です。Sはつきませんが、飛行甲板にラインが引かれてます。艦体は艦舷１号、２号では無
く、通常の艦艇色（濃いグレー）で塗装されてます。Navisのサイトでは2008年のリリースとの事でした。尚、この製品は 1250ships.comで入手し
ています。

■ 1/1250の完成品 :  08



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

Neptun No. 1210 空母信濃（1944）は三連装機銃の支柱も板では無く全て棒状になっており、この作り込みで市販品という事も驚くところです。
尚、艦載機は一機も入ってませんが、もともと呉回航時には数機程度しか積んでなかったので、これはこれで問題ないでしょう。ちなみにこの製
品を買ったのは後述のN17 空母信濃（1944）をebayで買った後で、たまたま1250ships.comを覗いたら、艦首に三連装機銃が４基あり、そこで新
版の存在に気がついたからです。まあ、急いては事をし損じる。よく調べてから買った方が良かったですね。

■ 1/1250の完成品 :  09



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● NAVIS-NEPTUN N17 WW2 JP Aircraft Carrier ‘IJN SHINANO’  [2019年11月入手]

NAVIS-Neptunの、Neptun N17 空母信濃（1944）です。これも甲板のラインも塗装された完成品で、艦体も艦艇色で塗装されてます。尚、この製
品はeBayで入手しています。

■ 1/1250の完成品 :  10



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

Neptun N 17 空母信濃（1944）には、同スケールの艦載機も入ってましたので並べてみました。本来製品に付属しているものなのか判りません
がまあ、空母らしくていいかな？でも当時の艦載機って、こんな塗装じゃないよなぁ..

またN1210と比べてみると、艦首部の三連装機銃が３基で、艦舷も高く、全体にもっさりした印象を受けます。

■ 1/1250の完成品 :  11

↑ 手前 Neptun N1210 空母信濃
←   奥 Neptun N 17 空母信濃



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

ちょっと角度は違いますが、Neptun N1201 戦艦大和（1945）の新旧比較です。上の写真が今回入手した新版の 1201 戦艦大和で、下の写真が
ebayに出品されていた旧版のN1201戦艦大和です。旧版の方が全体的にディテールがもっさりしており、また7，8番探照灯も付いたままです。

■ 1/1250の完成品 :  12

Neptun N1201 新版戦艦大和（1945）

Neptun N1201 旧版戦艦大和（1945）

Neptun N1201S 旧版戦艦大和（1945）塗装版



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

更にebayに出品されていたNeptun N1201A 戦艦大和（1942）【左】と、Neptun N7戦艦大和【右】です。N1201系の所有者からしたら、N7はさすがに
欲しいとは思えないですね。

■ 1/1250の完成品 :  13

Neptun N1201A 新版戦艦大和（1942）

Neptun N7 旧版戦艦大和



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

NEPTUNの大和型軍艦は以下のラインナップとなってますが、先ほど書いたように塗装及び張り線済製品（)201V）は今後新規に入手は出来な
いようです。

■ 1/1250の完成品 :  14



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Delphin 戦艦大和 1/1250 [2019年１１月情報入手]

Delphin社の1/1250のダイキャスト製完成品の戦艦大和です。甲板は塗装済みですが、何故に航空作業甲板から艦尾当たりまで塗るかね？考証も
古いというか、前甲板の波切り板前の３基の三連装機銃はどこから出てきた？というくらい突っ込みどころ満載です。こんなもんebayで5000円かけて
買うもんじゃないですね。買っちゃったけど。

■ 1/1250の完成品 :  15



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

Delphin社の1/1250の戦艦大和（甲板塗装済み）とNeptun N1201 戦艦大和（1945）(甲板塗装無し）との比較。うーん、なんかDelphinの方が一回り小さ
く感じる。気のせいかな？しまう前に確認しておけば良かった。

■ 1/1250の完成品 :  16



● 小西製作所 1/1250 戦艦大和（フルハルモデル） [2018年3月入手]

ヤフオクで落札したのが2018年3月です。
小西製作所の大和ミュージアム専用販売品です。
このキットは天号時になっているものの7，8番探照灯はそのままで前甲板の機銃はシコルスキー風配置、
空中線支柱は存在状態ですが、 全長はデアゴやAtlas等と違い正確でした。

■ 1/1250の完成品 :  17

■大和型軍艦の模型史考2015～2022



● 小西製作所 1/1250 戦艦大和(喫水線モデル) [2021年12月入手]

ヤフオクで落札したのが2021年12月です。
このキットは前項のフルハル版大和の塗装済み洋上模型となっており、フルハル版と同じく天号時状態です
が、7，8番探照灯、前甲板の機銃配置、空中線支柱等が現在の考証とは異なります。
尚、フルハル版は艦底部と分離し洋上模型にすることが出来るようです。

■ 1/1250の完成品 :  18

■大和型軍艦の模型史考2015～2022



小西製作所の戦艦大和（奥の彩色版）とNeptunの戦艦大和（手前無塗装版）との比較。
ディテールも考証もNeptunの方が優れていますね。

■ 1/1250の完成品 :  19

■大和型軍艦の模型史考2015～2022



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● 三菱重工業長崎造船所記念品 1/1250 金属製戦艦武蔵 竣工時 [2018年11月入手]

三菱重工業長崎造船所の記念品です。
実態は小西製作所の1/1250金属製戦艦武蔵のフルハルモデルです。
これもヤフオクで入手していますので、実際に配られたのがいつなのかは判りません。

■ 1/1250の完成品 :  20



● 小西製作所 1/1250 空母信濃(フルハルモデル) [2021年7月入手]
ヤフオクで落札したのが2021年7月です。
塗装済みですが、甲板が何故か木甲板のようなレッドブラウンに彩色されてます。信濃も昭和20年代に甲
板は木甲板と思われていた為その流れかもしれません。

■ 1/1250の完成品 :  21

■大和型軍艦の模型史考2015～2022



小西製作所の空母信濃（奥のフルハル）とNeptunの空母信濃（手前洋上模型）との比較。
先のNeptun版空母信濃と比較すると機銃のスポンソンは板状ですし、ディテールも考証もNeptunの方が優れ
ていますね。

■ 1/1250の完成品 :  22

■大和型軍艦の模型史考2015～2022



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Atlas 1/1250 戦艦大和(1945)<GM105> [2018年8月入手]

塗装済み完成品です。発売時期は、おそらく1/1000が出た後（2014年以降）だと思われます。
1/1000同様モデライズは天号時の戦艦大和となっており、しかも他の海外キットと違い前甲板の機銃配置も3，4

番探照灯も現考証準拠になってます。
そして致命的な欠点も引き継いでおり、喫水線長（256m）と全長（263m）とを取り違えてます。恐らく同じ図面を使
用したのでしょう。再チェックして欲しかったですね。
尚、Atlas社はこのスケールで武蔵は出してません。

■ 1/1250の完成品 :  23



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● デアゴスティーニ 戦艦コレクション 1/1250 戦艦大和 [2018年11月発売]

これはデアゴが栄光の日本海軍コレクション創刊時に募集した戦艦コレクションの大和です。
この1/1250スケール艦船は、ドイツのデアゴスティーニのkriegsschiffe （軍艦）シリーズでリリースしていた大和と
赤城に、霧島を加え、日本向けに販売した物と思われます。
日本デアゴ版の1/1250大和は、Atlas版と違い、零観2機付で製品自体の作りや塗装も良いのですが、前甲板の機
銃配置等がシコルスキー風考証に退化しています。おそらくデアゴが出している1/250の大和と考証を合わせる為
Atlasに別設計版の大和を作らせたのでは無いかと思われます。

■ 1/1250の完成品 :  24



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

ただ、艦中央部のディテールはATLAS版より酷く、煙突周辺の探照灯が無かったり、射撃指揮装置、特に94

式高射指揮装置等のモールドなどはおざなりで、どうしてこうなったのか問い詰めたいくらいです。
（当初、日本デアゴ版とドイツ・デアゴ/Atlas版が違うと書きましたが、資料を確認したところ、ドイツ・デアゴも
日本デアゴと同じという事が判ったので、デアゴ版とAtlas版との2つに修正しました。）

■ 1/1250の完成品 :  25

デアゴスティーニ版の大和 Atlas版の大和



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

●Superior 戦艦大和 1/1200 [2021年11月情報入手]

ebayにて、Superior社の戦艦大和を入手しました。製品は1/1250にしては珍しく完成品ではなくダイキャスト製の組立キットとなってます。出来はま
あDelphinレベルですね。商品説明として1/1200～1/1250となっていたので、全長のみですが測定してみるとスケールは1/1210位のようです。おそらく
型と素材の関係で正確なスケールに出来ないかもしれません、

■ 1/1250の完成品 :  26



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

このSuperior射は、別所のドキュメントによると古くは第2次大戦前から米軍用に模型を制作し納入していたようです。
ラインナップは戦艦大和（天号時）、超大和型（798号艦）、A140A、A140A2、A140B2で、その他に、土佐、八・八艦隊１３号艦、藤本案、平賀案が
出ていたようです。

■ 1/1250の完成品 :  27

左下：超大和型戦艦、 下真ん中：大和型計画案：A140A、 右下：大和型計画案：A140A2 右中：戦艦大和



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Trident 戦艦大和 1/1250 [2019年10月～2020年1月情報収集]

Tridentというメーカーから、大和、武蔵、信濃が出てました。大和・武蔵は対空強化改造後も両舷の15.5cm副砲を残した状態になってますが、情報が
殆ど無く、本当にこれがTrident社の製品なのかは再度調査する必要があります。

■ 1/1250の完成品 :  28

戦艦大和。武蔵とする場合もある



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Trident 空母信濃 1/1250 [2020年8月入手]

Tridentの空母信濃です。兵装配置はNeptunの旧版空母信濃と同じような感じです。飛行甲板上のラインは何でこうなったのかが全く判らないですね。

■ 1/1250の完成品 :  29



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Minic M744 戦艦大和 1/1200 [入手時期不明]

Minicというメーカーの戦艦大和。ウォーターライン形態ですが、下にコロが着いていてどこでも転がして遊ぶ事が出来たようです。

■ 1/1250の完成品 :  30



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● DARON 戦艦大和 1/1200 [入手時期不明]

DARONの戦艦大和です。eBayに出てたものの日本への配送オプションが無かったので断念していましたが、自分のうちの模型倉庫
内にありました。
赤い箱に、Junio Lineと書いてあり、ミニカーと同等のラインナップだったと思われます。艦橋上部後方にある信号索ヤードが棒状で
は無く板状というのが特徴です。

■ 1/1250の完成品 :  31



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● メーカー不明ダイキャスト戦艦大和 1/1250 [2021年2月入手]

前回詳細不明という戦艦大和を掲載していましたが、eBayで見つけてしまいました。出品者は戦艦武蔵の10inchモデルと紹介していましたが、一緒に
並んでいる1/1250のアイオワ級戦艦と殆ど同じでしたので1/1250だろうと思って入札。無事手元に届きました。
案の定1/1250程度の大きさで、裏を見ると「YAMATO」と刻印してありました。艦橋上部の測距儀が横固定で三脚楼が一本楼になったダイキャスト製大
和なので、おそらく該当の製品だと思われます。ただメーカーがやっぱり判らないですね。さてどこの製品だろう？

■ 1/1250の完成品 :  32

詳細不明の戦艦大和として掲載



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Rovex戦艦大和 1/1200 [2021年3月入手]

Rovexの戦艦大和をeBay で入手しました。予想通りMinicというメーカーの戦艦大和と同じでした。ウォーターライン形態で下側のコロは外れていまし
た。最初からなのか壊してしまったのかはわかりません。

■ 1/1250の完成品 :  33



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● Hai/Hansa 大和型軍艦 1/1250 [2019年10月～2020年1月情報収集]

Hai、Hansa、Markenlosと詳細不明の戦艦大和です。情報不足で画像のみです。またManufacturerとAuthenticastについては写真が見つかりません
でした。

■ 1/1250の完成品 :  34

HAI: A-140-A Hansa:戦艦大和。 画像を見る限り Delphinと同じ型に思えます。

画像のみで詳細不明な大和。



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

★ ドイツ デアゴスティーニのKriegsschiffeシリーズ（大和型以外の1/1250)

■ 1/1250の完成品 :  35

大和でも紹介しましたが、ドイツのデアゴスティーニ
（https://www.deagostini-bestellungen.de/）では、kriegsschiffe

（軍艦）というシリーズを2014年末～2017年7月迄発刊してました。
このシリーズではAtlas社製の1/1250塗装済完成品の艦船模型
が付属した出版物が70巻迄出ており、一応各国の艦艇を対象に
していますが、ドイツ艦艇についてはWW Iの前弩級戦艦から現用
艦艇まで多岐に渡る艦艇が立体化されてます。
尚、シリーズ自体は終わってますが、現在（2019年9月1日）でも、

ebayで日本への送料込み2000円程度から入手が可能です。
塗装済み完成品ですのでお手軽ですし、1/2000よりも存在感が
あり、コレクションとしてはとても良いですよ。

次からの3ページは、Kriegsschiffeのリストです。
またebayでの確認で、出版はされなかったものの、Atlas社から
発売されていたと思われる艦船模型のリストも追加で掲載してい
ます。

https://www.deagostini-bestellungen.de/


■大和型軍艦の模型史考2015～2022

■ 1/1250の完成品 :  36



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

■ 1/1250の完成品 :  37



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

■ 1/1250の完成品 :  38



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

■ デフォルメキット

■デフォルメキット :  01



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● フジミ ちび丸 超大型直接教育艦 武蔵 [2016年10月発売]

ちび丸 戦艦武蔵にハイスクールフリート用のシールが付いたキット。
その他、ちび丸 戦艦武蔵には以下のヴァリエーションがあります。

■デフォルメキット :  02

ちび丸艦隊戦艦武蔵の作例ちび丸艦隊戦艦武蔵



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● ちび丸艦隊、No.1 ちび丸艦隊 大和 [2017年5月発売]

ちび丸艦隊大和のシール改訂版。よりリアルなシールになったそうです。
その他のヴァリエーションは下表の通りです。

■デフォルメキット :  03

ちび丸艦隊大和
特別仕様（エフェクトパーツ付）



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● ちび丸艦隊、No.35 ちび丸艦隊 信濃 [2017年9月発売]

空母に改装された大和型3番艦信濃がちび丸艦隊に
編入。
艦底部のみ大和と同一ですが、外舷から上は完全新
規設計です。
色分け済み、はめ込み式スナップモデルという仕様は
同じです。

■デフォルメキット :  04



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● ちび丸艦隊、No.36 ちび丸艦隊 紀伊 [2017年12月発売]

ちび丸艦隊大和をベースに46ｃｍ3連装主砲を51cm

連装主砲に変更。
ただし高角砲は12.7cm高角砲のままです。
はめ込み式スナップモデル。 色分け済み、はめ込み
式スナップモデルという仕様は同じです。

■デフォルメキット :  04



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

● 海洋堂 ワールドシップデフォルメ3 空母信濃 [2018年11月発売]

ワールドシップデフォルメシリーズの第3弾はいずも、かがと空母信濃2種。
空母信濃は緑色船体＋コンクリ甲板仕様と艦艇色船体＋木甲板の2種が入ってます。

■デフォルメキット :  05



■大和型軍艦の模型史考2015～2022

■ 3Dプリント製品

■ 3Dプリント製品 :  01

3Dプリント製品は前回その他の項に分類していましたが、ヤフオクで素晴らしい3Dプリント製品を入手出
来た為、3Dプリント製品を独立の項目と致しました。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● Shapeways 1/1250 戦艦大和 [2018年3月認識]

Sharewaysについて私が知ったのは2018年3月です。
Shapewaysは3Dプリント出力を行う海外サイトで模型専用メーカーではありません
個人が制作した3DCADデータを、制作者はもちろん、作者が登録してあれば他の顧客に対しても3Dプリントで出力してくれるサービスです。
今回紹介する大和は日本国内の方がCADデータを作成されたらしく、国外大和型模型でよくあるシコルスキー氏考証よりも進んだ考証で作
成されており、全長も正確になっています。

■ 3Dプリント製品 :02



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

3Dプリント出力なので、データさえあればいろいろなスケールで出力が可能です。しかもPC上で作成するので元データさえあればいろいろな
物が手軽に作成できます。そのため51ｃｍ連装砲積んだ改大和型（近江）や、46cm3連装主砲4基積んだA150も発売しています。スケールの
選択も可能です。

■ 3Dプリント製品 : 03



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

このSharpwaysでの大和のスケールは1/1250,1/1800,1/2400,1/2500,1/3000,1/4000,1/4800が選択できます。

■ 3Dプリント製品 :04



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

大型のパーツになると、1/72からあります。
しかしこう見ていくと、小松左京氏の短編小説
「模型の時代」を彷彿させます。
あの小説では原寸大と、数ミリのマイクロサイズ
のプラモデルが出てきましたが、3Dプリンタなら将
来的に不可能では無いですしね。
因みに私は、原寸大の戦艦大和の模型も出てく
る松本零士先生の漫画版の方が好きです。

■ 3Dプリント製品 :05



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

● 1／200 戦艦大和装備品シリーズ
これはヤフーオークションで入手した個人（ rukvs8132dd 氏）の3Dプリント製品ですが、出力された製品がインジェクションキットにエッチング取り
付けた状態を遙かに上回るほど秀逸なので3Dプリント製品として取り上げる事と致します。またこの製品が3Dプリンタ製品を別項目にすることに
なった要因です。実際写真を見て判るように手摺りやラッタルを始め細かい部分が一体で出力されています。
実はこの他にも宮間めさ氏のテイコク立体（https://teiken.booth.pm/）より大和のデータを入手はしているのですが、出力していないので紹介で
きないという残念な状況です。出力できれば新たに紹介する予定ではいます。

■ 3Dプリント製品 :06

大和型用の射撃管制塔 呉式２式５号カタパルト ２１号電探と15ｍ測距儀

https://teiken.booth.pm/


■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 3Dプリント製品 :07

大和型用の15ｍ射撃管制塔一式
（後期タイプ）

大和型煙突



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 3Dプリント製品 :08

大和型用の10ｍ射撃管制塔一式

大和型用三脚楼

大和型用第一、第四3年式60口径15.5cm副砲塔

ここにある製品は全て3万円程度の光造形3Dプリンタで出力しているとの事です。
もちろんrukvs8132dd 氏の天才的なデータ作成能力や素材などのノウハウがあっ

てこその製品ではありますが、ユーザーでもここまでの物が出来るようになったと
言う事をメーカーは認識して欲しいですね。そしてメーカーでもエッチングレスもしく
はもっと手軽な方法で精密な模型を作れる製品を提供して欲しいと希望します。



■大和型軍艦の模型史考2015～ 2022

■ 3Dプリント製品 :09

大和型用
主錨＆錨鎖

大和型用 94式 46cm 3連装主砲塔セット

rukvs8132dd 氏が2022年6月に出品した大和の主砲及び錨・錨鎖
セット。本来は徢号までの機銃座なしタイプ3個の構成でしたが、モ
ノクロームの大和（天号時）に合わせ2，3番主砲塔に機銃座を付け
たバージョンを作成して頂けました。主砲身は砲身キャンパス無(可
動可)と有り(可動不可)の2種類が付いてます。
今後も鋭意開発するようです。
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■ その他

■その他 :  01
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● 国際貿易 プルバックマシーン 戦艦 大和 [2016年9月発売]

プルバックで陸上または水上を走行する玩具。
今時こんなの出すんだと驚いた一品ですが、主
砲・副砲・高角砲の表現がきちんとしているのは
さすが今時の製品です。
尚、このメーカーはKB SHIPの販売も行っていま
す。

■その他 :  02
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● ミドリ商会 1/1300 戦艦大和 [2017年8月入手]

このキットをヤフオクで落札したのが2017年8月と言う事で、実際の発売は1960～1970年代だと思われます。
このキットの特徴は1/1300と言うスケール。大和のスケールキットは1/1000以降、1/1100,1/1150,1/1200,1/1250と来
て、次に1/1500に飛んでましたから、このキットはそのスケールの谷間を埋める貴重なキットです。
ヤフオクでは同シリーズの武蔵も出ていたのですが、こちらは高角砲配置が上部のみとなっており、ある程度考
証に忠実だったようですが、まあこの作りですからね。 取りあえず組むと大和らしきものが出来るようです。

■その他 :  03
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● PieceCool戦艦大和。 [2018年4月入手]

3Dメタルパズル Battleship Yamato P101-SRY DIY

立体レーザーカットモデル
メタルシートから組み上げるキットです。
テンヨーというメーカーからも「テンヨー 1/900 メ
タリックナノパズルプレミアムシリーズマルチカ
ラー戦艦大和」という、同じくメタルシートから組み
上げるキットが出てますが、所有のPieceCool戦
艦大和のサイズをチェックすると約285mmで、約
1/900となりますので、同じ製品かもしれません。

■その他 :  04
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● ベンダーマシン 軍艦シリーズ 戦艦大和・戦艦武蔵 [2018年7月入手]

戦艦大和（天号時）は2019年11月、戦艦武蔵（捷号時）は2018年7月に入手しました。
フルタが出していた戦艦シリーズに似たキットでスケールも詳細も不明。全国のデパートやスーパーのベンダー
マシンで売ってるらしいけどお目にかかった事がありません。

■その他 :  05

軍艦シリーズ 戦艦武蔵
軍艦シリーズ 戦艦大和
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● 大和ミュージアムミニチュアモデル。

正確には戦艦大和ではなく1/10戦艦大和のミニチュアモデルです。これらはヤフオクで入手してますので、いつ頃
発売されたかは判りません。

■その他 :  06

スプリングでフラフラ。癒やしには良いかも

アオシマのデフォルメ大和を使ったミニチュ
アモデル

おそらくF-Toysの1/2000戦艦大和を使ったミニチュアモデル
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● シルバー戦艦大和 [2018年3月入手]

ヤフオクで入手した駄菓子屋の吊り玩具です。メーカー・製造年代共に不明です。銀メッキのゴム動力の大和らし
き船が１２隻付いてます。別絵柄版も２０００年頃にヤフオクで入手しました。

■その他 :  07
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● ソフビ戦艦大和 [2018年８月入手]

ヤフオクで入手したソフビの戦艦大和です。これもメーカー・製造年代共に不明です。戦艦大和に似てないコンテ
ストでもあれば確実に優勝しそうな製品です。主砲は艦尾連装砲塔１基が外れてますが全４基８門となります。大
和というより八・八艦隊１３号艦「紀伊」で売り出した方が今は買い手が付くかも。水色船体版も２０００年頃にヤフ
オクで入手しています。

■その他 :  08
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● Mini Hobby Models 戦艦大和 1/700 (30cm) [2019年9月入手]

日本のアマゾンで、おもちゃで戦艦大和を検索すると1/700スケールで全長30cm（大和は全長263mです）という怪しい大和模型が見つかります。
現在（2019年9月）は、CONFIX、Baoblaze、Perlk、sharprepublicの４社が販売しており、CONFIXのみMini Hobby Models製の大和の箱絵を画像掲載し
てますが、残り3社はパーツ画像のみで正体が何かが不明。まあ、パーツからするとMini Hobby Modelsの大和だと思うのですが、確認する為、この3

社の中で一番安いBaoblazeを注文してみましたが、まごう事無きMini Hobby Modelsの大和が来ました。チョット期待してたんですが、残念。
このMini Hobby Modelsの大和は、ニチモの30ｃｍシリーズの戦艦大和のデッドコピーです。
ニチモの30ｃｍシリーズは電池とモーターを船体に内蔵し走らせたのですが、

Mini Hobby Modelsの戦艦大和は水中モーターが付属しており、これで走らせ
ます。そのため船体の内部動力関連のパーツは削除され、また甲板上にあっ
たスイッチの穴も塞ぎ、ディスプレイ用の4軸スクリューも付いてたりします。
そこらへんはしっかり作り直してるんで感心しますね。

■その他 :  09
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それではニチモの30ｃｍ戦艦大和とMini Hobby Modelsの戦艦大和を簡単に比較してみましょう。

■その他 :  10

ニチモはミニサイズ変更後のパッケージの為、Mini Hobby 

Modelsのほうが1．5倍くらい大きくなってます。 船体上部はニチモ（下）もMini Hobby Models（上）も殆ど同じです。

ニチモ（下）の艦底部は動力及びスク
リューを内蔵する為に、グリスボックス
がモールドされてますが、Mini Hobby 

Models（上）は潰されてます。
ただ内蔵動力の取付ピンのモールド
はMini Hobby Modelsも残っています。
写真には写ってませんが、Mini Hobby 

Modelsの艦底下部には水中モーター取
付用のピンがモールドされてます。
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■その他 :  11

船体上部で異なるのはスライドスイッチの穴
と、外舷の三連装機銃座の位置。Mini Hobby 

Modelsのほうが機銃座一つ分何故か前寄り
になってます。

パーツ構成もニチモ（下）とMini Hobby Models

（上）も殆ど同じです。違うのは舵、スクリュー、
グリスボックスの蓋など。

ニチモ（右）はスライドスイッチの切欠
きがありますが、Mini Hobby Models

（左）は潰されてます。ここに左舷機銃
座のモールドがあれば完璧でしたが。

以前は右のような完成写真も掲載されてました。当初はディテー
ルアップした他社製のキットを掲載しいると思ったのですが、よく見
てみるとこの30ｃｍ大和をディテールアップしてました。

30cmシリーズに手摺とか、普通はここまで凝れません。
30cmシリーズはあくまで初心者向けお遊びキットです。凝るなら

1/700のスケールキットをディテールアップした方が有意義でしょう。
尚、右の写真は日本のアマゾンでは既に掲載されてませんが。

ebayですと、いまだに掲載されてます。
一般人がストレートに作った場合、ここまでのディテールを再現で
きませんのでご注意を。
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● 童友社 1/1000 戦艦ヤマト [2019年9月入手]

童友社が、宇宙戦艦ヤマトのブームに便乗し、パッケージを某宇宙戦艦に似せ
て出した製品です。
当時誕生日のプレゼントに宇宙戦艦ヤマト買ってあげたよと渡され、包装紙をと
いた瞬間に凍りついたという経験を持っている方もいるかもしれませんね。

■その他 :  12

童友社の戦艦ヤマト（上）
とバンダイの1/1000宇宙戦
艦ヤマト（下）。
考え方によっては宇宙戦
艦ヤマトは戦艦大和のパ
クリ・・いやインスパイアさ
れたものだから、童友社の
キットは宇宙戦艦ヤマトの
インスパイアであるけど戦
艦大和からしたら・・・ああ、
訳わからなくなってきた。

しかしバンダイの宇宙戦
艦ヤマトがディスプレイの
みで700円に対し、童友社
の戦艦ヤマトはモーター付
で水の上で遊べる上に500

円なのですから、コスパは
凄く良いキットだったといえ
なくもないですね。

しかしこんなものが何で
日本のヤフオクに無くて
ebayにあるんだろう？
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■その他 :  13

ブログ（※１）の情報だと発売は1981年だったようです。
この製品を入手するまでは中身が日本ホビーの1/700戦艦大和だと思っていたのですが、実際
には緑商会の1/1000戦艦大和でした。
尚、じうこ氏のブログ（※２）によると洋泉社の「戦艦大和映画全集」では緑商会では無くNBKの
キットとなっているらしいですが（じうこ氏も緑商会と思っていた）、本キットは船体がバスタブ一体
に対し、NBKのキットは艦底部とのセパレート式（※３）ですし、実際に緑商会の1/1000の大和と比
較しても同一でしたので、NBKでは無く緑商会で正しいはずです。

※1） 覆面える氏のブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/240223/blog/5405897/

※２） じうこ氏のブログ
https://ameblo.jp/cvf-yurie/entry-10798562794.html

※３） 創製の模型屋たち
http://www5e.biglobe.ne.jp/~sousei/bunka.htm

https://minkara.carview.co.jp/userid/240223/blog/5405897/
https://ameblo.jp/cvf-yurie/entry-10798562794.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~sousei/bunka.htm
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● 中華ミニチュア戦艦大和 [2019年10月入手]
ebayを見ていたら、「戦艦嵐雲4D戦艦バーチャル模型」とかいう戦艦大和を含む日本艦艇5隻セットが売ってました。送料込みで800円程度だっ
たので買ってみました。ちなみに日本のアマゾンでも売ってます。
数週間後箱潰状態で到着。この手の製品は2回目なので大して驚きませんでしたが、まあ大陸だし、値段が値段だししょうが無いですね。
大和のパーツは台座を含み全13パーツで甲板は謎の塗装がしてありました。

■その他 :  14
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スナップフィットなのでパーツをはめ込んでみたのですが、案の定はめ合いは最悪。まあこんなものでしょう。
取りあえず組み上げたんですが、後部艦橋パーツが無い。そもそもパーツとして用意されてないです。しょうが無いですね。
まあこれで大和らしき船が出来ました。1/2000の大和と比べると一回り以上小さい。スケールは表示されてないのでそんなものです。
よほどのお暇を持つ方か、大和収集に燃えてる方以外は手を出さない方が良さそうです。

■その他 :  15
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まとめ
今回は2015年7月から2019年10月発売予定までの4年間チョットの大和型軍艦の模型を調査しました。
アマゾンやホビーサーチの情報のおかげで、パッケージ替えからニッパー付までも含める事が出来ました。
また、海外やヤフオクでの入手もあり、今回のまとめの総計は106+ありました。

この４年間の動向をまとめようと思いましたが、情報があまりにも多岐に渡るためまとめきれません。
そこで、私的な感想を箇条書きにしてみました。

・ピットロードより1/700の戦艦大和・武蔵の決定版と言うべきキットが出た。
同社のキットで武蔵を作りましたが、既存のキットが玩具に思えるほど素晴らしい出来でした。
また、フジミが特シリーズ大和のリニューアルを行うという噂がありますが、ピットロードへの対抗じゃ無い
かと思ってます。
この噂が本当ならどのような製品を出してくるのか楽しみです。

・ハセガワ、フジミの空母信濃のリニューアル。
これは素直に嬉しいです。

■まとめ (1/5)
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・思いも掛けなかった、フジミの1/200装備品シリーズの展開。
将来船体を出してくれるのか、非常に気になるシリーズです。

・アシェット・コレクションの1/250戦艦大和。
いろいろと言いたい事もあるけど、ギミック的には面白いので期待してます。
甲板シートとかエッチングとかのアフターパーツを充実してくれないかなぁ。

・要注目の3Dプリンタ製品の一般への普及。
今後個人やグループがいろいろと展開してくるのでは無いかと思います。
特に1/1000以下のスケールなら、3Dプリンタとの相性も良いかも。

・海外メーカー(Atlas/デアゴスティーニ)による1/1000,1/1250スケールの台頭。
日本で根付くかどうかですが、FTOYSが食玩の護衛艦を1/1250で展開してるので、素地はあると思います。
3Dプリンタとも相まって、今後は完成品や、半完成品で普及するかも。（どちらかというと希望）

最近の模型誌を見てると、艦船の特集や記事が少なくなっており、艦これブームでわいた艦船模型フィー
バーも下火になってきた気がします。
来年以降はどうなるか判りませんが、フジミとピットロードさんは今後とも頑張って欲しいものです。

■まとめ (2/5)
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2021年2月14日追記です。
ここ最近の動向を見てますと模型誌での特集や記事が激減してますし、模型メーカーからの新製品は殆
ど出てません。出たとしても既存製品に模型とは関係ないアイテムを付けて出してくるだけです。

・MG誌でうたっていたフジミの特シリーズの大和のリニューアルは未だに行われてません。それどころか旧
製品の箱替え値上げと言う状況で、計画自体立ち消えしてしまったのでは無いかと懸念しています。

・フジミの1/200装備品シリーズも中央構造物以降の展開が無く、消化不良の状態です。

・アシェット・コレクションの1/250戦艦大和は、結局甲板シートとかエッチングとかのアフターパーツの充実
も無く終わってしまいました。

まあ、そんなこんなで艦船模型に関しては寂しい状況が続いてます。
しかもCOVID-19の影響で展示会も行えず、オフ会も行えず艦船モデラで無くても萎えた状況が続いてます。
まあ、明るいニュースと言えば護衛艦いずもが、FTOYSが1/1250で、ディアゴが1/250で展開し始めた事です
かね。
とはいえ、私は最近1/1250にはまり始めたので、eBayを見ながら自分なりの艦船模型ライフを楽しんでま
す。皆さんも苦境にめげず各自にあった艦船模型ライフを楽しんでください。

■まとめ (3/5)
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2022年1月3日追記です。
現在の大和を含む艦船模型の状況です。
・ 艦船模型の特集はモデルアートではそれなりに取り扱ってますが、他の模型誌（モデルグラフィック）で
は皆無となりました。
・ 2021年は国内メーカーの覇気もなく、国内メーカーから出た艦船の新規金型製品はピットロードの軽巡
夕張、ヤマシタホビーの駆逐艦橘型、フォーサイトの一等巡洋艦日進型くらいしかありませんでした。
・ 昨年はヤフオクでrukvs8132dd 氏の驚くべき詳細な1/200の戦艦大和装備品を入手出来ました。3Dプリ
ンタがこれからの模型制作にかなり重要な役割を果たすものと期待しています。
・ 今年、海外からは大スケールで大和の主砲・副砲・錨などの装備品が、また1/700の大和の新製品、そ
してビーバーコーポレーションからは1/200の大和のリリース予定が告知されてます。また、模型店の情報
では海外メーカーで1/350の大和の開発を考えているメーカーもあるようです。

上記の通り、今後大和に関しては海外勢が意欲を燃やしており、この点は嬉しい限りです。
私は模型では大和と1/1250の艦船の世界にはまっていて、1/1250では大和の沖縄特攻艦隊編成、巡洋
戦艦金剛以前の日本の主力艦の収集、世界の計画艦、未成艦、奇抜艦の収集をしており、今日もeBayを
見ながら自分なりの艦船模型ライフを楽しんでます。まだまだCOVID-19の猛威は続いてますので、いろいろ
と大変ですが、この苦境にめげず各自にあった艦船模型ライフを楽しんでください。

■まとめ (4/5)
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2022年8月5日追記です。
現在の大和を含む艦船模型の状況です。
・ 2022年前半は国内メーカーより新規金型艦艇模型は8月時点でありませんし、予定も聞こえてきません。
この分だと今年は日本製の新規艦艇模型キットの発売は無いのかと思われます。
・ 今年もrukvs8132dd 氏の大和用装備品の新作が発表されてます。今後も製品化が続くようですので楽
しみです。
・ 海外からは1/200の大スケールで大和がリリースされました。ディテールなどに問題は見受けられます
が、製作でいくらでもカバーできますし、なかなかの好キットだと思われます。またタコムでは1/72の改大和
型の50ｃｍ連装主砲を、ジョイヤードからは1/700でA-140Aや八八艦隊の８番艦を含む八八艦隊の艦艇と
超甲巡、および扶桑型、伊勢型の俊工時を予定しているようで楽しみです。

国内メーカーからの艦船リリースは期待できませんが、海外ではまだまだ意欲を燃やしてます。
また、私は現在も1/1250艦船の世界にはまってますが、最近は興味のあるアイテムにも出会えず、また
円高でなかなか手が出ませんのでちょっと残念な状況です。
現在はCOVID-19の第７波が猛威を振るい、まだまだ大変ですが、この苦境にめげず各自にあった艦船模
型ライフを楽しんでください。

■まとめ (5/5)


