
軍事学セミナー 【大和型軍艦の模型史考２０１５】 ワタ艦
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■ 1．初めに （1/2)

本日の軍事学セミナーは戦艦大和型の模型史考。

今から10年前にモデルアート社よりモデルアート増
刊「1/10日本海軍戦艦大和」という本が出版され、

私は「戦艦大和型」模型概史という記事を掲載させ
て頂きました。

今回この概史を元に10年間で増えた大和模型と、
大和の考証に関して講演させていただきます。

尚、前回の記事は最近までモデルアートで連合
艦隊編成講座を連載されていた衣島先生よりかな
りのご助言、情報を頂いてます。

前回はざっと150点ばかりの大和型のプラモや玩
具の紹介でしたが、この10年で更に増えてます。

いや、古いキットを発掘では無くむしろこの間に新
規発売されたキットが結構あります。

※この資料は2015年7月の軍事学
セミナーで講演したPowerPoint資料
を出力したものです。
タイトルを「戦艦大和型の模型史考」
から「大和型軍艦の模型史考2015」
に変更させて頂きました。
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■初めに (2/2)

写真は前回撮影時の大和型模型
の山です。
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■２．プラモデルが登場する以前の戦艦大和と模型業界 (1/1)

日本では、プラスチックモデルが誕生する以前は
木製の模型が主流でした。

木製模型の場合、パーツよりも組み立て図の方が
重要だったので、この図面の盗作問題がしばしば
問題になったと言われます。この問題のため、当
時積極的に木製模型を出していた東京・新宿の模
型店「にしきや」は「戦艦大和」を登録商標として出
願し、あろう事かこれが認められてしまいました。

このため各模型メーカーは戦艦大和と商品名を付
けられないため、戦艦武蔵とか大戦艦とかに名前
を変更し売らざるをえない状況になってしまいまし
た。

武蔵という名前で売れるから良いのでは無いか
と思われる方もいるでしょうが、タミヤのウォーター
ラインシリーズの大和と武蔵でさえ、売上比率は
95対５だそうで、如何に大和のネームヴァリューが
凄いかが判ります。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (1/13)

しかし1958年(昭和３３年)に転機がやってきました。
プラモデルの登場です。

戦艦大和の登録商標はあくまでもその当時の木製模型の場
合だけで、プラモデルでは戦艦大和の名前を商標として登録
することは認められませんでした。

左の日本プラモデル50年史によると、日本最初のプラモデル

はマルサン商店の潜水艦ノーチラス号だったとのことです。発
売は1958年１２月１５日でした。ただしこの模型はレベルの
デッドコピーでした。

真の意味での国産プラモデル第一号と呼べるのは翌年1959

年年２月に発売された日本模型の伊号１９潜水艦だと言う事
です。

しかし実際にはそれ以前の国産プラモデルも存在したようで
す。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (2/13)

日本模型は大ヒットの伊号１９に続き、大和のプラモデルを
翌年の1960年に発売しました。

日本プラモデル50年史によると戦艦大和の登録商標の問題
を懸念して、まずは戦艦武蔵を1960年4月に発売、大和が
1960年夏に発売されたと言う事です。

スケールは1/750で電動2軸走行。

艦底部が赤色成形ですので素組みでも見栄えがありました。
模型自体は捷一号作戦当時を模型化していますが、大和も武
蔵も内容は全く同じです。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (3/13)

田宮も自社のプラモデル第一号製品として戦艦大和を1960年5月に送り出します。
スケールはニチモよりやや小さい1/800。また艦体も一体成形のため灰色の単色モールドでした。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (4/13)

モーター駆動の1軸推進で、価格は当初500円を予定していましたが、当時日本模型の戦艦武蔵
が320円（後日発売された戦艦大和は330円）だったので、350円で発売しています。
兵装が捷一号作戦時なのは映画「戦艦大和」が捷一号作戦当時の為だと思われます。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (5/13)

またプラモデル50年史の説明によりますと、日
本模型が武蔵の方が10円安かったのは、戦艦大

和と同じ金型だったからと言う説明ですが、武蔵
の方が大和より先に発売されていますので、今ひ
とつ説得力が無いように思えます。

当然のことながら日本模型より田宮の方が売れ
行きは今ひとつ良くなかったようです。田宮はこ
の後、箱替えの武蔵、同船体を使った空母信濃
や金メッキを施したゴールデン大和も発売しまし
た。

（写真は復刻版の1/800空母信濃)
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (6/13)

また木製モデルで戦艦大和の商標を取って販売して
いたにしき屋はJNMCブランドでウォーターラインキット
の戦艦大和を発売しています。
キャラメルボックスで、スケールは1/2630、つまり10cm

モデルです。
竣工時の姿を模型化しているためパーツ数は10数点

だけです。にしき屋の大和には武蔵や別のタイプの箱
絵も存在しています。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (7/13)

この頃のプラモデルは、は「零戦」「大和」と銘打てば売れるとみたのか、多数のメーカーから大小さまざ
まな「大和」型のキット発売されました。（左の写真はサンワの戦艦武蔵です）
前述のプラモデル50年史によると、この他に三和模型が1/900と1/1500、NBK(日本文化教材社）と緑商会
が1/1000を商品化していますが、スケールはあって無きに等しいものでした。（右の写真は緑商会の
1/1000大和です)

11



■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (8/13)

また製品の殆どがモーターあ

るいはゴム動力のパワーキット
で、当時の子供達は模型を作る
やいなや近所の池や川、田んぼ
の水路に持って行って遊びまし
た。

今ではこのような環境の多くが
失われ、また残っていても危険
と言う事で立ち入りを禁止される
ようになったため、殆どそのよう
な遊びは出来なくなりましたが。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (9/13)

そこで、水物模型で遊べる機会をもう一度実現
したいと熱望？に答え、毎年夏に船の科学館
でプラモや玩具系のモーター動力船で遊べる
「船の科学館水物フェスティバル」通称「フネカ
ン」を開催しています。

2002年以来今年で14回目です。

今年は来月(2015年)8月30日に開催予定です
ので、興味ある方は是非参加してください。

(フネカンは2016年迄行いましたが、船の科学
館の改修に伴い2017年は中止となりました。
しかしちば素敵艦隊さんのはからいで2018年
７月15日ちばポートパークで合同開催(フネカン
in 水もの模型パラダイス)が行われてます。）
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (10/13)

翌々年の1962年（昭和37年）、長谷川製作所は50cmを越える初の大スケール(1/450)大和のキットを発売します。
前後してニチモも1/500の大和をリリースしていますが、ハセガワのキットは日本模型と同じく２軸電動走行で、バスタブ

船体ながら艦底部を赤く塗装してあったため日本模型製の大和とスペック的には遜色なく、更に多少大きめであった事
もあってか、約半年で15万個を売るという現在では考えられないほどのベストセラーとなりました。

1/450のこのシリーズはその後武蔵と信濃をリリースし、おそらく1970年代と思われますが、船体はそのままに艦構
造物の金型を一回リニューアルしています。
1990年代以降はディスプレィモデルとして販売継続され、そこそこのディテールで大型の割には値段が安い大和とい
う評価でしたがいつの間にか販売が終了してました。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (11/13)

2014年６月にハセガワは1/450の戦艦大和を新規開発しましたす。
他と比較し価格が安く、考証が優れディテールも良く尚且つ組みやすいという超優秀キットです。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (12/13)

ハセガワに前後してニチモも1/500の大和をリリースしています。
今の目で見るとだるいディテールです。
特に手すりがモールドされているのがなんとも...

ニチモは1/500の戦艦武蔵もリリースしてますが基本的に中身は大和と同じでした。
また1/500は長門型や伊勢型戦艦、高雄型や妙高型重巡など他の艦艇も色々と出していました。
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■３．日本のプラモデルの誕生と戦艦大和 (13/13)

またプラモデル創世記のカリスマ的存
在である日本ホビーは、1964年（昭和
39年）に1/250という超大型モデルの大
和を発売します。

この模型の金型は後に童友社に引き
取られ現在でも同社のウェブサイト上で
見られますが、現在(2015年)のところ生
産はしていないようです。

ディテールはさすがに５０年以上前の
製品であって、考証精度も悪くモールド
も甘くただ大きいだけの製品です。

このシリーズには武蔵と信濃もありま
したが、これらも今は生産していないよ
うです。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (1/23)

１９６８年、２つのメーカーが出した戦艦大和模型は、これまでの大和模型と違い考証性を重視した真のスケールモデ
ルと言えるものでした。大和にとって一つのエポックメイキングな年であったとも言えます。

まずは日本ホビー
1/250の大和の後大型大和模型で
先駆を取った日本ホビーは、1/350

の大和を発売しました。

写真は日本ホビーから大滝製作所
に金型が移行した後に発売された
1/350の大和です。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (2/23)

この大和のキットは一つの
キットで竣工時、捷一号時、
天一号時迄再現する事が可
能です。

この3形態を別売ならあります

が、一つのキットで実現した
のはこのキットしかありません。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (3/23)

武蔵も出ていますが、このキットは既存のものと違い、単なる箱替えキットではありません。
まあ内容物は同じなんですが。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (4/23)

組み立て説明書に書かれた武蔵建造時状態
の組み立て方法。

大和型の建造時の再現する場合は、この
キットが最大のキットになります。

組み立て説明書に書かれた武蔵捷号時状態の
組み立て方法。
高角砲甲板上の特設3連装機銃が４基になって
ます。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (5/23)

日本ホビーの1/350の大和型は、それまでないがしろにされてきた高角砲や機銃の配置とシールドの
有無、ボードダビットの位置まで正確に再現されています。
その考証過程等についても「大和、武蔵のすべて」という小冊子という形で提供されてます。

考証に当たっては、当時の艦艇界の重鎮といわれる福井静夫氏や、大和型戦艦の設計担当であっ
た松本喜太郎氏、庭田尚三氏、黛治夫氏や大和会、武蔵会の協力と監修を受けてます。

この戦艦大和、私は、おそらく日本ホビーが単なる娯楽商品ではなく、戦艦大和の全ての情報を本と
いう形ではなく、模型という形で残そうと考え作り出したものだと思ってます。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (6/23)

このキットには巻末の方に「旧乗組員の方々
にお願い」とありますが、戦後わずか20数年し

か経っていない当時ですら「歴史上の事実が
如何にゆがめられて伝えられるものであるか
を改めて思い知らされた」と書かれてます。

時間が経てば経つほど情報が錯綜し真実が
歪められてしまうと言うことでしょうね。

現在まことしやかに言われている武蔵の噴進
砲搭載や、天一号時の大和の黒甲板塗装、大
鳳の木甲板などは正にそれかもしれません。

噴進砲と黒甲板については後ほど述べさせて
頂きます。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (7/23)

大和の研究は未だに艦船研究家によりさ
れており、新事実と言われる物も出てき
ます。

しかし、2012年に発行された大和関連の

本で、大和の艦尾にある艦載機格納庫
入口が、艦載機用のエレベータだと言う
本が出てて驚きました。

50年以上前に出ていた小冊子に写真入

りで否定されていた事が、未ださも真実
のように流布されていることに怒りをを感
じてしまいます。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生(8/23)

1990年代に発見された写真判定で、砲塔上の機銃は単裝で無く３連装だった等、当時の考証でも間違いはあ
りましたが、概ね日本ホビーの大和が現在の大和模型の考証の基本と言っても過言で無いでしょう。
当時は艦尾の艦載機用エレベータ以外にも、捷号時の大和の写真を、武蔵と認識していた事もあったようです。
この為、武蔵の高角砲は連装12基というのが普通でした。
では大和はと言うと、天号時の兵装となっていたようです。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (9/23)

日本ホビーでは1/500でも大和と武蔵を出してます。
製品のモールドを見ると1/350より前にリリースしたものだと思われますが、このキットは大和・武蔵とも建造時と
捷号時のどちらかを組む事が出来ました。

日本ホビーは1/350の後に1/600でも大和型をリリースしますが、その後転業し金型は大滝製作所に渡り、大滝

製作所から絵画付きキットとして出ていました。右写真は知人の持っている絵画キットで、私も大滝に移ったあと
の絵画付き以前にリリースされた日本ホビー金型の1/600大和キットはありますが、山の中に埋もれて中々出て
きません。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (10/23)

1968年というのは、大和模型にとってエポックメイキングな年でした。
日本ホビーの1/350の戦艦大和と同時期に、日本模型は大和型いや全プラモデルの最高傑作ともいえる
1/200の戦艦大和を発売します。
全長1315㎜の超大型モデルは発売当時世界最大を誇っていただけでなく、考証についても日本ホビーの
1/350を凌ぐものでした。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (11/23)

ラジコンは当然搭載可能、４軸走航で、主砲塔も左右にモーターで旋回し、15m側距儀も連動します。探照灯も別
パーツになりますが煙突横の４基のみは点灯するようになってました。値段は7500円。
日本ホビーはこれに対抗し1/150の戦艦大和を企画したといわれていますが、1970年代に転業してしまいその企

画も幻となってしまいました。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (12/23)

日本模型は1/200後、1/300～1/800迄の大和型をリリースしました。
これらは1/200の大和をフィードバックした内容で、1/300でも走航や主砲塔旋回ギミックも搭載されてます。
日本模型の1/300の武蔵は1/200で武蔵が出なかったため、現状インジェクションで出た最大の武蔵キット
です。（マイクロエース(オオタキ・有井)、童友社(日本ホビー）の1/250があります）
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (13/23)

日本模型の武蔵は、1944年3月の対空火器強化工事にて七，

八番探照灯を外しましたが、その後には単裝機銃を設置して
ました。

この配置は福井氏の「あ号作戦後の兵装増強の調査報告」の
配置となってます。

また高角砲周囲の三連装機銃は大和に習い防盾付となって
いました。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (14/23)

左はニチモの1/400の大和で、真ん中がニチモの1/400武蔵です。このキットは1/300の大和・武蔵の縮小版で
した。 1/300～1/600迄の全体のキットは形状は良いのですが、甲板と一体化したプラ製手摺りモールドには閉
口させられます。

1/200及び1/500は大和型戦艦以外の艦艇もリリースしてましたが、1/300では信濃、1/750ではフォレスタルの
みで、その他は大和型戦艦以外出ていませんでした。
1/400の大和と武蔵(武蔵は未確認）にも主砲塔のモーター駆動旋回ギミックがあり、前部の1,2砲塔のみは旋回
出来ましたが、発売後まもなくして旋回機構は外されて仕舞いました。右写真はそのためのギアボックスです。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (15/23)

左が1/550の大和で右が武蔵。でも1/550出すなら1/500をリニューアルしろとどれほど思った事か。尚この
キットには、1/50の碇が付いてきます。1/50の碇いらないから、というかなんで付けた？と、みんなから怒りを
買っていたと。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (16/23)

左はニチモ1/600の大和です。1/500の長門型や伊勢型、高雄型や妙高型と共に最近まで一番長く生き残っ
ていた大和型のキットです。 スケールを合わせるために1/500の大和型の方を残して欲しかったけど、
1/500の大和は古すぎましたからねぇ。
右はニチモ1/600の武蔵です。これも最近まで一番長く生き残っていた武蔵です。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (17/23)

ニチモ1/700の武蔵です。当然大和も出てます。

ウォーターラインシリーズの初代タミヤ大和が
考証的に古かったので対抗して出てきたキット
で、ディテール甘めながら中々秀逸なキットでし
た。

当時はこれと2個一でまともな大和が作れると
言われてました。

また当時武蔵の捷号時を作る場合は、このキッ
トしかありませんでした。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 (18/23)

左はニチモ1/800の大和で、右が武蔵で
す。

確かシコルスキー氏が考証した３脚マス
トの基部修正が加わった初めてのキット
だったはずです。
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■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 【スケールモデル界を震撼させた？空母信濃の艦尾形状問題】 (19/23)

また1/300では空母信濃も製品化されました。

大和型戦艦の３番艦を改造した航空母艦であったため、他社も含め、これまでの
空母信濃の船体は大和の船体を流用しており、1/300の空母信濃も大和の船体を
流用しています。
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空母信濃の船体形状について、終戦当時海軍造船大佐であっ
た牧野茂氏の「牧野茂 艦船ノート」(出版共同社）P202の記述に

よると、「ただ、戦艦としての最上甲板は、一番砲塔のところで一
甲板間の高さだけ下がっていて、そこが谷間のようになっていた。

格納庫甲板としては、なるべく水平である事が望ましいので、こ
の部分だけは線図を更新してしまった。」とあり、大和、武蔵とは
艦体形状が異なります。この他にも主砲塔関連の機構が無くなる
ため、喫水が１ｍ上がるため、バルジの位置も1m下げています。

日本模型の名設計士森恒夫氏もこの点は理解していましたが、
信濃だけのために別船体を作るわけもいかず船体のみ流用とし
たようです。しかし、これまでの手摺り一体モールドが省かれおり、
空母の大型キットの中ではハセガワの1/350の赤城が出るまでは、
最高傑作といわれれています。

■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 【スケールモデル界を震撼させた？空母信濃の艦尾形状問題】 (20/23)
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1/300の信濃は、船体こそは大和と同じ物の、当時の考証では艦尾部分が一段高くなって
いたという説を取り入れ、艦尾を一段高くするための艦尾パーツが付いていました。

何故そのような説が出てきたか、当時の状況は判りませんが、少なくとも福井静夫氏のイ
ラストではそのような形状ではありませんでした。

■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 【スケールモデル界を震撼させた？空母信濃の艦尾形状問題】 (21/23)
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そして、このキットが発売されてまもなく信濃の写真
が発見されてしましました。

しかも艦尾形状も鮮明に判る写真で、実艦の艦尾
形状は新説とは違い大和や武蔵と同じく一段低い形
状でした。

左の図は上が大和・武蔵。そして真ん中が実際の信
濃の艦尾形状で、一番下が当時日本模型から出て
いた信濃の艦尾形状です。

■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 【スケールモデル界を震撼させた？空母信濃の艦尾形状問題】 (22/23)
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信濃の艦尾が一段上がっていると証言したのは誰かは不明ですが、初出は森恒夫氏がホビージャパ
ンに掲載した先程の折り込み図面だったと言う事です。(後日聞いたところ森氏が図面より判断し、こ
の考証となったと言うことです。図面のみの判断というのは非常に怖いですね。）
尚、1/300だけでなく、30cmシリーズの信濃についても、箱絵だけでなくキットも艦尾が一段上がった
形状になっています。 お気づきだったでしょうか？

■４．考証重視の戦艦大和模型の誕生 【スケールモデル界を震撼させた？空母信濃の艦尾形状問題】 (23/23)
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (1/9)

1971年５月に静岡模型協同組合のアオシマ、タミヤ、ハセガワ、フジミ四社共同企画でスタートした
1/700のウォーターラインシリーズで、タミヤは大和、武蔵、信濃を担当し、「武蔵」と「大和」を同年各
５００円で、「信濃」は翌年６００円でリリースしています。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (2/9)

タミヤのキットは非常に優れたキットでしたが、艦首の波切り板の形状など一部謝りもありました。後日
ニチモは1/700の大和と武蔵をリリースしますが、このキットはタミヤの考証上の誤りを徹底的に改修した
優れもので、当時まともな大和を作るにはニチモとタミヤのキット２個１が必要とも言われていました。

旧版武蔵。
竣工時を模型化してます。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (3/9)

ウォーターラインシリーズは日本の主要艦艇を出し尽くした後、海外艦艇を出しますが売り上げは
殆ど上がらず、その結果1977年のドイチュランドから殆ど新製品の開発が進まず、1984年には完
全に停止状態となります。とは言え、ここで採用された1/700というスケールは艦船模型のデファクト
スタンダードのスケールとなります。

旧版信濃。

他の信濃キットと同じく大和型の船体
を流用しています。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (4/9)

ところが1992年に、フジミがウォーターラインシリーズから脱退。ここで状況が変わり始めました。

フジミが、担当していたウォーターラインシリーズの艦艇を独自のシーウェイシリーズとして展開して来
たからです。このため、残りの3社はフジミ担当艦艇のリニューアルを開始しました。

1998年、タミヤは現時点の考証を徹

底的に積み込んだ新金型の戦艦大
和、武蔵をリリースしました。

大和は旧版と異なり天一号作戦時を
模型化しています。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (5/9)

静岡3社はフジミの主要艦艇のリニューアルをすることにより、自社開発艦艇とのディテールの
差違が目立ってきたため、自社担当製品のリニューアル化も検討することになりました。

リニューアルされた武蔵は旧
版と同じく竣工時でした。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (6/9)

そして1998年、タミヤは現時点の考証

を徹底的に積み込んだリニューアル戦
艦大和、武蔵をリリースしました。

翌年にリリースされたリニューアル版
の信濃は、既存の全ての空母信濃の
模型とは異なり、船体部も含めた再設
計を行い、これまで大和型の船体をそ
のまま流用してきた製品とは一線をか
した、現時点では最も進んだ信濃の
キットとなってます。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (7/9)

食玩ブームが大いに盛り上がった頃の
2003年12月、タカラトミーは浴玩シリーズの
世界の艦船を発売しました。

1/700の潜水艦を中心とした彩色済みの

艦艇模型のシリーズで、原型担当はピット
ロード。

各シリーズには必ず1/144の深海潜水艇
がラインナップされていました。

そして、このシリーズの一環として2004年
の11月末に1/700サイズの戦艦大和が発売
されました。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (8/9)

商品名は連斬戦艦大和。 １つ399円で7つ集めると1隻の大和型が完成しますが、３タイプがあり、しかもど
れが入っているかは開けてみないと判らないブラインドボックス仕様の為、多くは大人買いにより1セット7個
をまとめて買われました。

この連斬戦艦大和シリーズには、大和の天一号作戦時、武蔵の捷一号作戦時、シークレットとして大和の
竣工時の３種類がありました。 尚、右写真は手前が大和の竣工時、真ん中が武蔵の捷一号作戦時で、奥
がフジミの建造時で、連斬ではありません。
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■５．1/700スケールと戦艦大和（前編） (9/9)

玩具メーカーならではの発想が随所に見られ、塗装済みスナップキット、内部再現、分割による購入
単価の低価格化、カラー解説、水中モーターによる水上走行等新たなフィーチャーが多数盛り込まれて
いました。 艦橋廻りなどディテールの甘い所があるものの、原型がピットロードと言う事もあり、当時の
インジェクションキットと比較しても遜色ありません。 しかし玩具メーカーであったからこそ、当時考証
的に論議となっている部分までが模型化されてしまいました。

それは天一号作戦時の大和の黒甲板と武蔵の噴進砲です。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (1/8)

天号時の大和の甲板色の前に、捷号時の大和の黒甲板の解
説を致します。

大和は捷一号作戦時に木甲板を黒く塗装しています。

この件の公的な資料には捷一号作戦当時の大和の戦闘詳
報があり、この「軍艦大和戦闘詳報 第三號」の十八日一○三
○に 「露天甲板黒色塗粧ヲナス」と記録されています。

この資料は、防衛研究所図書館でも閲覧できますが、アテネ
書房刊「戦艦大和・武蔵戦闘記録」(ISBN4-87152-210-5C0021)

のP18にも掲載されています。この記録からすると航海中、し
かも２時間弱という時間で塗粧された事になります。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (2/8)

また、元乗艦者の証言としては、吉田俊雄著 「海の戦記 特攻
戦艦・大和」 (Ｒ出版 1971年7月25日初版発行)に具体的に書かれ
ています。

１０捷一号作戦の章 P69～70

１０時半「露天甲板塗り方」の号令がかかり、航海中に、黒の不燃性

塗料を艦の外側全部に塗った。（中略）夜に備えたのである。（中
略..P70）ペンキにけつまずいて、デッキにこぼした。こりゃえらいことし

た。はよ拭かなふかなあかん、とキョロキョロしとったら、甲板士官が
ドヅきよった。ボヤボヤするな、これから塗るとこやないかって。

と、実際に塗った際の状況まで詳細に記載されていました。

では何故甲板を黒く塗装したのでしょうか？ その答えはこの本の
同ページに書いてあります。

１０捷一号作戦の章 P69

栗田部隊のタクロバン(レイテ)突入は、二十五日黎明と予定されていた。とすれば、サンベルナルディノ海峡に入るのが二

十四日の日没時。サマール島東方海面に出て、そのあたりにいる敵水上部隊を夜戦によって撃破したあと、日の出るころに
はレイテ湾に突入するという、乾坤一擲（ケンコンイッテキ）の働きどころ－同時に、レイテ湾突入を可能にするかどうかの瀬
戸際は、サマール島沖からレイテ湾にいたる夜の海だ。夜の海で、夜の闇を最大限に活用しながら大跳躍をするには、闇に
溶ける忍者の服装がいい。すなわち黒衣だ。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (3/8)

つまり、捷一号作戦は夜戦を中心とした作戦であったため、サンベルナルディノ海峡という狭い海峡の通過時に両端の島にある
監視所から艦隊行動を発見されるのを極力避けるために、甲板を黒く塗った、つまりカモフラージュの為に塗った訳です。

しかし、この「海の戦記 特攻 戦艦・大和」の、天一号時の項には甲板を黒く塗装した事については一言も言及されていません。

捷一号作戦の項ではかなり具体的に書かれていますので、最後の出撃たる天一号作戦時にもしも塗装したのであれば、その時
の心情も含め書かれたのでは無いかと思います。

また天一号時の戦闘詳報にも捷一号作戦当時のような甲板黒塗装の記録はありません。

これらから天一号作戦時には大和は甲板を黒く塗っていなかったと推定されます、
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (4/8)

確かに、天一号作戦時には敵領域内の狭い海峡を通過する事も無いのですか
らカモフラージュする必要も無く、わざわざ貴重な塗料と乗員の労力を使い塗装
する事は無かったと考えられます。

証言ではありますが、他にもドキュメント戦艦大和 吉田満／原勝洋著 文春文
庫 349-2 発行 (株)文芸春秋 初版 1986年4月25日出版コード ISBN4-16-

734902-7 C0131のＰ８０のさらば内地よの章で、第２艦隊参謀 宮本中佐が第一

艦橋から見渡したとき（引用開始）しかし大和は、ちがっていた。盥（たらい）のよ
うな甲板の上は物静かで（引用終了）の証言にあるように、甲板を盥（たらい）と
比喩してます。この比喩からすると、少なくとも捷一号作戦とも同様、出港時には
塗装はされなかったようです。

また、天一号作戦時大和の副艦長であった能村次郎副艦長の「慟哭の海」 読
売新聞社刊では、P49-P50にかけて「出航後艦内では、外海の航海に備えて、艦

内の移動物を固縛りし、作業のため汚れていた露天甲板を海水を流して洗い
（後略）」とあり、出撃後も海水で甲板を洗っていたようです。そもそも黒く塗って
るなら汚れとか関係無いですし、逆に黒塗装の上の汚れを取ろうとするなら海水
で洗い流すような乱暴なやり方はしません。これからしても塗装はされていない
と推定出来ます。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (5/8)

確かに、天一号作戦時の大和の写真を見ると、甲板が

黒く見えますが、白黒写真では本当の色を判別する事
は非常に難しいのです。

その一例として、戦艦三笠で撮った写真を加工してご
覧に入れます。この写真は2004年3月にデジカメで撮っ
たカラー写真ですが、これを Photoshopによりグレース

ケールに加工しています。下記写真撮影時は晴れ時々
曇りで雨も降っていないため甲板は乾いた状態です。そ
れでも、甲板の方が廻りの構造物(艦艇色)より暗くなっ
てます。

大和が攻撃された天一号作戦時は曇天で、尚かつ水柱
で甲板は海水を含んだ状況です。またカメラも現在のも
のより解像度等性能的に勝るものと思われませんので、
コントラストを50%程度高くしたものも一緒に掲載しまし

た。これからも天一号作戦時の大和の写真だけで大和
の甲板が黒く塗装されていたとは判断出来ません。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (6/8)

余談ですが、日本でも迷彩に関する研究をした事がありました。

この具体的な資料としては、リントン・ウェルズ２世著作：帝国海軍艦船の塗色 1904-45（世
界の艦船誌に掲載）が挙げられます。この対潜塗色の項で、日本海軍でも昭和18年３月に横

須賀の海軍航海学校に迷彩に関する委員会が設置され空母の飛行甲板に関する迷彩を主
体に艦艇や一部の商船の迷彩について検討されたと記述されています。３０００ｔ級の船舶５
隻を使って実験したところ、対潜迷彩についてはある程度の成果（後の外舷1､2号と呼ばれる

緑色の外舷色もこの報告に含まれます）を得ましたが、航空迷彩についてはほとんど無益なも
のと結論づけています。確かにいくら甲板を黒に塗ろうが、航行中は航跡の方が目立つ為、ど
んなカモフラージュをしても役に立たないという事は容易に想像できます。更に昭和１９年３月
にも空母迷彩の検討の為、パイロットや光学技術者も含め空母雲鷹、大鷹、千歳、雲龍に数
パターンの迷彩を施し検討しましたが、空中からの視認性も他艦種への誤認性もないと結論し
ています。

英米諸国が第一次大戦時より迷彩塗装の研究をしているのに比べ、日本は前述のように大
戦中期になってからやっと研究を開始してます。このため、日本艦艇の迷彩塗装については
かなりの混乱があったようで、事実、捷一号作戦に参加した瑞鶴を始めとする4隻の空母には

していなよりは多少ましという事で迷彩を施されましたが、見るからに味方機が着艦しづらい
迷彩であった為か、それを回避する為、迷彩効果を台無しにするような着艦用の白線が飛行
甲板に引かれています。

ここの記述とは関係無い
ですが、先程紹介したド
キュメント戦艦大和も電
子書籍で読めるようにな
りました。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (7/8)

迷彩塗装実験がそれほど効果が無かったとはいえ、大和型を初めと
する戦艦は木甲板部分が広く、尚かつ風雨にさらされ木甲板が白っ
ぽい為、極めて隠匿性が悪いとの指摘受けていた(株式会社大協サ
プライ刊岩佐二郎著「レイテ沖海戦記」P81)のは事実です。

このため捷一号作戦のみ木甲板を黒く塗装して敵からの視認性を
低くしたものと思われます。

また上記理由により、栗田艦隊の戦艦は全て甲板を黒で塗装され
ていたのではないかとも考えられます。調査したところ、長門につい
ては「戦艦長門副砲のうた」著作 田島隆正氏 出版者 ：田島修身
氏 ： 国会図書館請求記号：GB554-E585で確認できました。ただ西
村艦隊まで甲板を黒く塗装されていたのかは疑問です。
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■６．【考証】 戦艦大和と黒甲板 (8/8)

と言っても世の中見たものしか信じないというお方もおられます。

大和の天一号作戦時の黒く見える甲板の写真を主体に自らの持論を供述しているのですが、この方「赤外線
は赤い」とおっしゃる方です。
何でも、赤外線こたつは赤い光を出すから、赤外線は赤いとか。俺は見た物しか信じないと。

幾ら赤外線と呼ばれる理由とか、赤外線こたつの発光色はわざと赤く見せてるとかを説明しても納得してくれ
ず、唖然としたものです。

このためか、天号時の大和の甲板を
黒く塗っている作品を見ると、この方も
「赤外線は赤い」と思ってるんだろうか
と疑ってしまいます。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (1/7)

武蔵への噴進砲搭載は、塚田義明著「戦艦武蔵の最後」(光人社 1994年刊)のP178

～P180内の証言によって発表されました。

しかし、これまでの戦艦武蔵の記録では噴進砲搭載の記述は一つも見られません。

例えば当時戦艦武蔵の戦闘記録係であった佐藤太郎著「戦艦武蔵」のP204～
P209では第６次空襲で艦橋後部に爆弾が命中し、艦橋後部にあった待機所及び探

照灯が破壊された状況が記載されていますが、そこにあったとされる噴進砲につい
ては一言も言及されていません。

また武蔵の元乗組員が結成した武蔵会が発行する「嗚呼戦艦武蔵」のP217の都築

恒夫氏の証言でも第４次空襲で第一探照灯が壊れた状況時に噴進砲についての言
及は出てきません。

ここで噴進砲の誕生について説明します。
噴進砲はあ号作戦後の防空対策検討会(1944年6月24日)の一環として開発された

もので、検討会やプランニングがどんなに迅速に進んだとしても開発が開始されるの
は、1944年6月末から7月であり、1944年7月8日(９日という説もある)までの１週間程
度で、噴進砲を搭載し、試射を行うのは常識的に不可能です。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (2/7)

実際、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」によると、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月となっており、武蔵への噴進砲搭載及
び試射が不可能である事が判っています。（GHQの資料でもそうなってます）

遠藤明氏の光人社刊「高角砲と防空艦」にても、あ号作戦直後呉で行われた捷一号作戦
準備時には噴進砲の搭載は考えていなかったと言及されています。

また噴進砲はロケット弾を発射するため、発射時の爆煙とブラストがものすごく機側管制
が行えません。

発射自体は射撃指揮装置からの遠隔操作とされ、噴進砲後部はブラスト対策のため設
置箇所後部２～３ｍの余裕が必要です。もし探照灯５，６番（大和型の場合上部側にある
煙突横の探照灯から番号が振られていくため、煙突前部にある探照灯は５．６番探照灯に
なります）を取り外し指揮装置の塊である武蔵中央部に設置したとすれば、爆煙で防空管
制が不可能になります。（副砲の発射煙ですら指揮管制に影響があると言われてました。）

また発射時のブラストは周囲の火器管制装置及び高角砲や露出した三連装機銃へ装置
や人的な被害を与えたのでは無いかと推察されます。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (3/7)

第一戦隊戦闘詳報(捷一号作戦）{ようは栗田艦隊です] ７，改善策
(兵装及び訓練上）(1)機銃(アテネ書房版「戦艦大和・武蔵戦闘記録」
のP335)では25mm機銃の威力不足を指摘し、その改善策として
40mm機銃または噴進砲の搭載を提案しており(エンガノ沖で戦った

小沢艦隊の戦闘詳報には噴進砲に対する改善策も載っている）、こ
れからしても栗田艦隊には噴進砲を搭載した艦が一隻も無かったと
断言しても良いかと思います。

逆に武蔵噴進砲搭載に関する資料は上記「戦艦武蔵の最後」のみ
で、一次資料というものは存在しません。
またこの本では高角砲も12門増え24門（しかも著者は高角砲要員）

となったと記述があり、彼の証言自体に信頼性が欠けているのでは
無いかと私的には思ってます。

1994年頃は、当時の状況をよく知っていた高位の軍人が次々と鬼籍に入り、また当時の伊勢か日向の艦長が噴進砲
で40機以上の敵機を落とした（実際は機銃が40機程度、噴進砲は不確実2機）という話が広まり、仮想戦記物で噴進砲

が絶対兵器として扱われていた事、戦艦大和が天号時に煙突前方位置にある５，６番探照灯を外し射撃指揮装置を積
んだという解釈が広がった事（後に天号時の空撮で否定されてます）で、探照灯は不要だと思われたところに、当時お
そらくこの作品の著者が噴進砲検討のため亀ヶ首実験場での20cmまたは45cm噴進弾の試射、もしくはそれに相当す
る実験か何かを見たので、武蔵にも搭載したと誤解したのでは無いかと思われます。

戦艦戦闘詳報 噴進砲は伊勢日向にも搭載されている。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (4/7)

これは、「The 12cm Multiple Rocket Launcher of the Imperial 

Japanese Navy」の一部邦訳です。

日本海軍の噴進弾の開発

帝国陸軍では１９３１年から固体燃料ロケット弾の研究を進めてき
ましたが、日本海軍が噴進砲の開発を始めたのは陸軍よりかなり
遅く、1943年末に陸軍の20cm(8in)噴進弾の試射を見てからでした。
また海軍が最初に開発した噴進弾は、陸軍が1944年3月に生産し

た20cmの噴進弾を参考にしたものでした。

翌年(1944年)5月には更に大型の45cm噴進弾の試作も進められ
ました。この45cm噴進弾は亀ヶ首実験場で試射の後、比島戦線に
投入されました。(第二次世界大戦に投入された固体推進ロケット弾
では世界最大でした.)

1944年7月末に、12cm噴進弾:ロサ弾と発射筒は開発され、5隻の
空母及び2隻の戦艦に搭載されました。
次に、成形爆弾で外装を貫通する対戦車用8cm、10cm及び20cm

の口径の噴進弾も1945年4月に生産されましたが、それらは実戦に
使用されませんでした。

エンガノ沖海戦に参加した空母には噴進
砲が載っている
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (5/7)

12cm噴進弾（ロサ弾）と噴進砲の開発

マリアナ沖海戦で惨敗した日本海軍は、益々増大する航空攻撃に対抗す
る為に艦載ロケット発射装置の開発を呉海軍工廠に命じました。

呉海軍工廠では、最初の試作装置の設計および製造を１ヶ月以内に行うよ
うよう命じられた為、設計の短縮を考慮し、96式 25mm３連装機関砲の銃座
を流用することとしました。

この銃座に出来るだけ多くの噴進弾を積み込めるようにする為、弾体のサイ
ズは 12cmとされ、この12cm噴進弾：ロサ弾を２８発積み込める発射筒が設
計されました。

射撃手を発射炎から保護する為に薄い鋼のキャビネットが片側に取り付けられました。発射スイッチは、回転式のスイッチに変
更されました。（何故回転式スイッチが良いのかは判明してません。また射撃手保護用のキャビネットは実質実艦には装備され
ませんでした）
ロサ弾を初めとする噴進弾の固体推進剤は平塚の第２海軍火薬工場で生産され、ロサ弾の弾体は呉海軍工廠で設計、開発、
製造されました。 試射は同じく亀ヶ首実験場が使用されました。

呉海軍工廠は、カットアンドトライを繰り返したものの、その開発は非常に迅速だったので、１ヶ月以内に試作第一号が完成し、
翌月(1944年8月)試射されました。その結果は非常に満足出来るものだったので、逐次噴進砲は生産され搭載されました。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (6/7)

火器管制装置

噴進砲の火器管制には９６式２５ｍｍ連装または３連装機関砲に使用
されていた、９５式機銃射撃指揮装置が使用されました。この指揮装置
よりワード・レオナード方式により遠隔操作されました。これはロサ弾の
バックファイアにより、噴進砲側での操作が極めて危険なための配慮だ
と思われます。

捷号作戦で噴進砲を搭載した艦艇は、この火器管制装置一台で、３基
から４基の噴進砲を制御しました。
尚、この火器管制システムで攻撃できるのは、速度600キロ(431kts)以
下の敵機の攻撃だったと言う事です。

ロサ弾のバックファイアとその対策

先にも書いたように、ロサ弾発射の際の炎（バックファイア）はものすご
く、とても砲側にいることは出来ませんでした。

このため、発射の前に操作員は３ｍ後ろに取り付けられた薄い鉄板の
遮断版まで後退し待機しなければなりませんでした。

ロサ弾射出後は砲側はものすごい熱気の為、噴進弾の装填部には冷却水がかけられました。しかし遠隔操作用の電気回路
は防水加工されているわけではないので回路がこの水でショートし遠隔操作ができなくなりました。このため、操作員は飛行服
や防火服に身を包み砲側で操作していたようです。
また砲側で操作する際、１回に撃つロサ弾の数を１５発程度に抑えたそうです。
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■７. 【考証】戦艦武蔵と噴進砲 (7/7)

噴進砲操作の際の注意事項

・噴進砲の次発装填を急ぎすぎ、誤った操作をすれば一瞬で噴進砲は壊れてしまいます。そこで下記の操作上の注意事項が
掲げられました。

1.赤い発射口と青い発射口と装填する位置を間違えてはならない。 （おそらく噴進砲の減数発射をするため、各発射口一
つおきに赤と青のマーキングを行い、一回ごとに赤は赤、青は青と互い違いに噴進弾を装填させたものと思われます。）

2.噴進弾を逆さまに装填してはならない。
3.一つの発射口に２本装填してはならない。
4.過度のきしみ（レールの溶接剥がれのような
不具合？）があった場合、装填を行わない事。

5.発射プラグはしっかりと取り付けなければな
らない。

右図はもし塚田氏の言う場所に噴進砲があった
場合の影響です。
火器管制装置は噴煙で使用できなくなり、バック
ファイアで周囲の兵装が大変なことになりそう
です。(資料が無いため概念図となります。）
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (1/12)

話を1/700スケールキットに戻します。
2000年代に、フジミはシーウェイシリーズの一環として1/700の妙高型を新規開発しますが、

2004年に特シリーズを展開。 第一弾に戦艦大和を出してきました。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (2/12)

フジミのキットはタミヤよりも考証が進んでいたものの、モールドがやや甘めで（あくまでもタミヤ大和比）、
甲板も１部起伏のようなモールドがあるためモデラーの多くはタミヤよりも評価が低い傾向にあります。

しかしながらタミヤと異なり、建造時（大和・武蔵）、捷号時（大和・武蔵）、終焉時（大和のみ）の状態をライン
ナップし、建造時と捷号以降の船体も艦窓の開閉などの違いも再現しています。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (3/12)

フジミの大和型は時期のバリエーション以外にも、艦底部入りフルハルキットや真鍮製砲身入り、
写真入り、ドック入り、エッチング入り、海面シート入り、特EASY等を展開しています。
そしてプラモデルとしては初めて超大和型（後述の改大和型）もリリースしています。

67



■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (4/12)

2005年12月17日辺見じゅん著「男たちの大和」を原作とした「男たちの大和」が東宝で上映されました。

このタイアップ商品をタミヤ（パッケージ替え）やフルタ食品が手がけてますが、タカラトミーは新規金型
の連斬大和を発売します。
スケールは同じく1/700で、ブラインドボックス仕様。7つ集めると1隻の大和型が完成するのは同じです。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (5/12)

戦艦大和は天一号作戦時、捷一号作戦時、そしてシークレットがA-150（大和型船体に50cm砲６
門を搭載した改大和型ともいえる798号艦、799号艦）となりました。

原型は同じくピットロードで、前作の艦橋廻りなどディテールの甘い所は修正され、塗装済みス
ナップキット、内部再現、カラー解説、水上走航等のフィーチャーはそのまま取り込まれていました。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (6/12)

天号時の大和は新たに発掘された写真により各部再考証されており、また木甲板の色は黒
からタンに修正されてます。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (7/12)

捷一号作戦当時の大和も特設機銃座をいち
早く角形にするなどインジェクションの大和
キットより進歩していました。

A-150は大和模型としては初めてのモデライズで

す。確か作ったはずですが、写真がないため捷
一号作戦当時の大和を張っておきます。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (8/12)

2008年、連斬大和でヒットを飛ばしたタカ
ラトミーは技MIXシリーズを展開。1/700で
地上走行戦艦大和を発表します。

1/700のウォーターラインサイズのキットですが、赤外線
リモコンで前後左右に走行し、主砲塔・副砲塔・15m測

距儀も左右に旋回、砲身も上下し、オプションで下部高
角砲も左右旋回、砲撃音や天号作戦時の自動航行
モードも搭載していました。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (9/12)

これだけのギミックがありながらディテールや考
証は既存の大和型模型を勝るものでした。
この製品は2009年に発売されましたが、高価格

がネックになりコアなマニア層にしか受けません
でした。

後日静岡のメーカーとのコラボでレジン製艦底部
同梱のキットがリリースされています。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (10/12)

2012年11月モデルファクトリーヒロより1/700の戦艦大和が発
売されました。

マルチマティリアルの製品で３Dプリンタ

で一発抜きの艦橋部は見事としか言え
ません。

内部構造も再現され資料的にも十分価値のあるキットです。い
かんせん値段の高いのがネックですが、製品パーツを見てみる
と、この値段でも割安と思えてきてしまします。

つい先日捷一号作戦当時の戦艦武蔵もリリースされてます。
ただし内部再現は無しだそうです。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (11/12)

2015年4月フジミは更に進化した1/700のプラモ
デル、艦NEXT戦艦大和を発売します。

最新考証及び既存のキットを上回るディテールながら、ガ
ンダム模型のごとくスナップキットで各部の成形色を変えて
いるため、塗装や接着剤を使わなくてもそこそこの大和を完
成する事が可能です。

しかもパーツ構成が優れているため塗装自体既存キットよ
りし易くなってます。

艦これブームもあり、初出荷は全て売り切れるくらい好評
でした。
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■８．1/700スケールと戦艦大和（後編） (12/12)

1/700完成品キットとしては、タミヤがリニューアル戦艦大和と空母信

濃のウォーターライン完成品キットを出しています。（写真左手前がタ
ミヤの1/700完成品戦艦大和)

また連斬模型で原型を担当したピットロードではレジンでフルハル完
成品の捷一号当時の大和と武蔵、天一号時の大和をリリースしてい
ます。（写真中央一番奥）

タカラトミーよりトミーテックに移っ
た技MIXシリーズの技MIX大和も

完成品販売を企画していましたが、
結局販売しませんでした。

また海外メーカーの UNIMAXもフルハル完成品の大和を出しています。
(右下写真）
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■９．【考証】 改大和型戦艦 (1/4)

大和は１番艦の大和、２番艦の武蔵、空母に改装された３番艦の信濃、
未成となった４番艦の111号艦(甲斐または飛騨という名前が付けられる

予定であったともいわれてます）があり、マル五計画で大和型５番艦の７
９７号艦、そして主砲を46cm三連装から51cm二連装３基に変更したA-

150事改大和型の７９８号艦、７９９号艦が予定されていました。

大和型４番艦以降は全てキャンセルされましたが、それでもA-150は認
知度も高く、よく仮想戦記にも登場しています。

ところでなんで超大和型では無くA-150とか改大和型と呼ぶのか？改大
和型は信濃と１１１号艦では無いのかと疑問の方もおられるでしょう。

実は、光人社の福井静夫著作集「日本戦艦物語II」のP340に「”超大和

級”戦艦の計画とその背景」とセンセーショナルなタイトルが掲げられ
てますが、この超大和級というのは大和以降に計画された海外も含む
戦艦艦艇を示しているものです。何しろ型では無く級ですから。どうも
５０ｃｍ搭載艦を超大和級と呼んでいると勘違いしたのでは無いかと
思われます
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■９．【考証】 改大和型戦艦 (2/4)

そして、この本のP347では、「大和型と改大和型の建造

計画」と見出しが出され、大和型同型艦に関して下記の記
述が行われています。

（前略）第四次計画にて、昭和十九年、二十年度に次の
第一一○号（信濃）、第一一一号艦を完成させる予定で
あった。

この２艦は、大和着手以来の経験により、その工程を阻
害しない程度の改正が行われているが、実質的にはまっ
たくの同型艦である。同型艦といっても、その竣工が少し
でも後ならば、それだけ改良されているのが軍艦のつねで
ある。その改良点は、舷側などの甲板鉄が、計画目標に
対して、少し十分すぎたので、一一○号からは一○ミリぐら
いうすくし、その浮いた重量で三重底を広い範囲に設け、
旗艦施設、居住、爆弾防御などを改良した事である。」

と続くのですが、ここで信濃と１１１番艦は大和型であり、
改大和型ではないと断言しています。

そして次のP248には、「第五次計画の二、三番艦たる改
大和型つまり五〇センチ砲搭載艦は（後略）」と続きます。
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■９．【考証】 改大和型戦艦 (3/4)

福井静夫氏は戦後の日本海軍艦艇研究の第一人者でもあり、大東亜戦争当時は海軍技術少佐で各種海軍艦艇
を手がけられた方です。

ご存命であられたら、「A-150は５０センチ砲６門、対して大和は４６センチ砲９門。５０センチ砲弾は一発約２ｔで、４６
センチ砲弾は一発１．５ｔだから一斉射の投弾量はA-150が１２トン、それに比べて大和は１３．５ｔと大和の方が一斉射
の投弾量が多い。それに発射速度も５０センチ砲の方が遅いだろうし、なんでA-150が大和を超えた船になるんだ？
あ？、チョー凄いとか、おまえらの頭は女子高生並みか？」と憤慨されたのではないかと思います。
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■９．【考証】 改大和型戦艦 (4/4)

尚、男たちの大和版の連斬大和がこのような考証になったのは、世界の艦船第4弾より製品の解説イラストに口

うるさい人間が加わった事もあるようです。何でも「あ？天号時の大和の甲板が黒い？それ違う」とか、「天号時も
そうだから捷号時の特設機銃の防盾の形状は角形でしょう。」、「いやー、確か福井先生は改大和型と言ってたよ。
超大和型と呼ぶのは勘弁ね」と言ったとか言わないとか。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (1/7)

大滝製作所は、日本ホビーの1/350の大和・武蔵を販売し
ていましたが、1978年(昭和53年)に1/250の大和と武蔵を自
社開発しています。このキットは日本模型の1/200より考証
が進んだキットでした。
その後大滝も1990年代に廃業し金型は有井製作所（現マ

イクロエース）に引き継がれ1/250及び1/600については同
社から現在も販売されています。

1/250の大和と武蔵は、現在ニチモ及び童友社

の大和が発売を行っていないため、大和型として
は現在入手できる最大のインジェクションキットと
なっています。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (2/7)

大滝の1/250の大和が発売された1978年、タミヤは1/350という新たな大型艦船シリーズの第一弾として戦艦
ビスマルクをリリースします。 その翌年1/350艦船シリーズの２作目として「大和」を発売します。しかも発売当

時の最新資料を駆使して設計されており、考証的にも大滝を凌ぐ製品となっており、新たな大型スケールキッ
トのフラグシップの座は僅か1年でタミヤの大和に移ってしまいました。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (3/7)

そして3年後の1981年にタミヤは1/350艦船
シリーズの第４弾として「武蔵」も発売します。

しかも空中線支柱の形状が新資料により明
らかになったので、金型を変更しています。こ
れは後に「大和」までフィードバックされてい
ます。

その後第8弾の戦艦プリンスオブウェール
ズまでリリースしますが、1990年代にフレッ
シャーの発売があるものの、2000年代後半
に伊号400潜水艦を発売するまで、長い中断
期間を迎えます。

しかしその間海外メーカーがタミヤのデッド
コピーを含む1/350の艦艇を発売したため
1/350と言うスケールは大型艦船模型の標準
スケールとなりました。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (4/7)

2005年ハセガワが1/350の戦艦三笠をリリース。その後も駆逐艦雪風、戦艦長門、空母赤城とリリー
スすると、一気に各社とも1/350スケールの艦船模型の開発競争が始まりました。
前述の伊号４００をリリースしたタミヤは、その後駆逐艦雪風、巡洋艦最上型のリリース後、2011年12

月に1/350戦艦大和のリニューアルを行いました。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (5/7)

タミヤの1/350のリニューアル戦艦大和は現時点の最新考証はもとより、作りやすさも追求し
ており、現在最高峰の大和型キットといって間違いないでしょう。
尚、旧1/350の大和も、まだリニューアルされていない武蔵と共に一部パーツを改修して継

続販売されています。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (6/7)

木製という事であればディアゴスチーニが週間戦
艦大和を作るを販売していました。

各号1980円で1冊ごとに1/250用の大和のパーツが
入っており、80巻で1/250の大和ができあがります。

ただ原型となったのは今井科学が出していた木製
の戦艦大和で、船体は一体切り抜きから木片の組
み合わせ式船体に変更され、後日今井科学から引
き継いだウッディジョーの木製大和も木片組み合わ
せ式船体に変更されました。

考証的には1988年に発売されたシコルスキー氏の
戦艦大和の図面を元としているため、5，6番探照灯
が射撃指揮装置になっていたり、前部甲板上に3連
装機銃があったりと、やや古めです。

このシリーズの完結後、改訂版の週間戦艦大和を
作るも発刊されました。
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■１０．大型スケールの戦艦大和 (7/7)

その他大型の完成品キットとしては
1/144があります。一時期フジミも販売

していましたが、現在は行われていま
せん。

おそらくものは大陸で作られたもの
ですが、考証はイマイ版と同じくやや
古い仕様です。
その他1/200や1/300,1/500で小西

製作所、1/350でタミヤ、ウィングクラ
ブが発売されています。

タミヤの完成品の1/350戦艦大和は

旧大和をベースに改装した製品で、
考証的には多少古めとなってます。

写真は今井科学版の1/250木製大

和です。現在はウッディジョーから発
売されてます。
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■１１．中型スケールの戦艦大和 (1/4)

ここでは1/350未満1/700越えのスケールキットの事を便宜上中型スケールと呼ばせて頂きます。
日本ホビーの1/350や1/600の大和を引き継いだ大滝製作所は、日本ホビー製の大和を販売した後、

自社にて新規1/600の大和型を開発、リリースします。左が大和で右が武蔵です。
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■１１．中型スケールの戦艦大和 (2/4)

また旅客機を主体に発売していたエルエスも
1/600で大和型を発売し、1/600は日本模型も合

わせ出来のそこそこ良いキットが３つ巴の争いと
なりますが、エルエスや大滝が倒産し、大滝の
1/600は有井（現マイクロエース）に譲渡され現在
も販売されています。

しかしエルエスの金型はどこに行ったのかは行
方不明です。

ニチモは他の1/500の艦船と共に長く販売してい

ましたが、プラモデル撤退と共に販売が終了して
います。
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■１１．中型スケールの戦艦大和 (3/4)

フジミは2009年に突如1/500スケールで戦艦大和を発表します。 終焉時、捷号時、竣工時に加え超大和
型も発売されています。

出来も良く、現在の最新考証で再現した超優良キットでしたが、スケールに対して高価格で、他社も殆ど追
従しなかったため次の長門以降は武蔵すら発売されていません。

1/500の艦船は航空機の1/48に当たり、艦船としては集めるにしても作り込むにしてもいいサイズだと思う
のですが、現状普及する兆しも無く残念です。
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■１１．中型スケールの戦艦大和 (4/4)

先程ハセガワの大和の話で出てますが、1/450の大和は
2014年にリニューアルされました。

1/400ではニチモが、1/550ではニチモとフジミが大
和型戦艦を発売していましたが、これも1990年代ま
でには市場から消えてます。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (1/10)

1/1000を下回る模型でも近年はいろいろと動きがありま

したが、プラモデルと言う形態は殆ど無く、完成品や食玩と
いう形でリリースされています。

1/1100では2013年1月にイーグルモスが隔週刊世界の

軍艦コレクションという艦船の塗装済み完成ミニチュア付
きの本を創刊しました。第一号は1/1100の戦艦大和の天
号時です。

この1/1100の戦艦大和の天号時ですが、ご多
分に漏れず考証的には1990年初めごろ盛ん

に行われたシコルスキー氏の図面を元にして
いるようです。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (2/10)

第1号の大和は左写真のようにクレーン上に水観が乗ってるのがチャームポイントでした。
第4号では戦艦武蔵建造時も発刊されてます。梱包形式を工夫し1/1000のスケールでだ
すか、それとも国際スケールである1/1250にすれば、他社製品と比較も出来たのですが。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (3/10)

ニッコーからは1/1150というスケールで塗装済み完成品のRCキットがリリースされていましたが、いつの間
にか童友社からR/Cユニットを削除された形で販売されていました。おそらく現在は発売されていません。

94



■１２．ミニスケールの戦艦大和 (4/10)

1/2000は1980年代にバンダイがネイビーコレクションとして大和と武蔵を出してました。
1/2000と言うサイズながら、大和と武蔵の差違を表現した好キットでしたが、海外メーカー
に売却されてしまったようです。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (5/10)

F-TOYSからは大和ミュージアムの1/10の戦艦大和の1/200と言
う表現で、1/2000の大和と武蔵の塗装済み完成品キットが販
売されてます。

種類は大和・武蔵の建造時、捷号時、
大和の天号時です。天号時の黒甲板か
ら緑の艦底部の大和まであります。
艦底部を緑に塗ったという1次資料があ
るなら是非拝見したい物です。

96



■１２．ミニスケールの戦艦大和 (6/10)

タカラトミーアーツは2010年 1/2000で洋上模型連合艦隊

コレクションというガチャガチャを出しました。カプセルトイ
で船体を３分割された塗装済みのキットでした。

大和天号時及び武蔵竣工時をリリースしていま
す。艦これブームの影響を受け、今年再販され、
更に信濃の発売も予定されてます。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (7/10)

翌年の2011年、FTOYSは1/2000で艦船キットコレクションシリーズを開始します。
2013年の第4弾マリアナ沖1944で戦艦武蔵のマリアナ沖海戦時が発売され、2014年には
第5弾レイテ沖1944で大和捷号時、大和の生涯で大和建造時、大和天号時、信濃、超大和
型、艦これモデル２で武蔵捷号時が発売されました。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (8/10)

簡易組み立てキットですが、1/2000で出たキットの中では一番ディテールの良い製品となってます。
ただ信濃の迷彩甲板など首をかしげるような塗装には閉口しました。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (9/10)

1/2400は海外メーカーのGHQのダイキャストモデルが有名で

すが、海洋堂が世界の戦艦シリーズとして大和と武蔵をリ
リースしていました。

塗装済みのジオラマキットでしたが、第一弾
以降販売はされておりません。
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■１２．ミニスケールの戦艦大和 (10/10)

1/3000では1980年代にフジミが集める軍港シリーズで大和と武蔵を出し
てましたが、その後絶版。
しかし今年(2015年)になりモデルアート社のフジミファンブックに新規金
型の1/3000戦艦大和が付属しています。

引き続き新集める軍港シリーズ 横須賀軍港に新金型の武蔵のキットが
同梱されてます。1/3000にしては作り込みの激しいキットです。

1/3000では他にスカイトレックのホワイト
メタルキットが信濃も含めて出ています。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (1/7)

これまでの戦艦大和や武蔵の捷一号作戦当時単裝機銃配置は、日本
海軍艦艇研究の第一人者でもあり、大東亜戦争当時海軍技術少佐で
あった福井静夫氏が昭和１９年(1944年)7月に行った「あ号作戦後の兵

装増強の調査報告」を元にされています。この調査報告は光人社の福
井静夫著作集「世界戦艦物語」の巻末に掲載されています。大和につい
てはP386、武蔵についてはP387に載ってます。

ただし調査日が1944年7月14日になってますが、大和、武蔵とも呉を
1944年7月8日には出航し16日にはリンガ泊に入港していますので調査
日自体が違います。(本来は7月4日か？)

また25mm単裝機銃の配備状況（あ号作戦後の1944年6月24日以後の
呉港湾上では無くそれ以前の増設となっていますが、この点も疑問です)、
特に艦首部にある３基は艦のピッチング（縦揺れ）やヨーイング(横振れ）

を激しく受けやすく、給弾も考慮すると戦闘時に本当にここに設置された
のかが疑問でした。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (2/7)

しかし、戦艦大和の戦闘詳報(アテネ書房版「戦艦大和・武蔵
戦闘記録」では軍艦大和戦闘詳報(捷一号作戦)のP159 単
裝機銃の項)には「本艦型ニアリテハ単裝機銃ノ利用価値余

リ大ナラズ尚又主副砲爆風ノ関係上適当ナル装備位置＊＊
(←読めないトスルか？)」とあり、捷号作戦時には配置が換
わっていた可能性があります。

戦艦大和では現状見つかっていませんが、先日戦艦武蔵の
戦闘詳報を見返していたところ、武蔵の艦前半部については
やや判明しました。

これは戦艦武蔵戦闘詳報(アテネ書房版「戦艦大和・武蔵戦
闘記録」では武蔵戦闘詳報(捷一号作戦)のP276～P277)また
は、防衛庁防衛研究所戦史室著「戦史叢書 56 海軍捷号作
戦<2> フィリピン沖海戦」第一編 第四章 Y日・航空総攻撃
日一十月二十四日 P181に、次のように記述されています。
(以下は戦史叢書抜粋)
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (3/7)

「命中弾の次の三発(第二、第三、第四弾）は左舷一

〇五番、同一一五番及一二〇番ビームにほとんど
同時に命中、上甲板にて炸裂し、単裝二、四番機銃、
特設二番聯裝機銃、(後略）

第五、第六弾は右舷一一五番ビーム、艦長昇降口
付近に命中して、単裝一、三番機銃、特設一番二番
聯裝機銃、(後略）」

つまり第６次空襲において、110番ビーム付近にあっ

た右舷１，３番、左舷２，４番単裝機銃が被害を受け
たと言う事です。

旧帝国日本海軍の場合、通常前方より後方、右舷
より左舷へと番号を振ってますので、少なくとも武蔵
の単裝機銃は110番ビーム以前つまり前部副砲以
前には装備されていなかったと判明しました。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (4/7)

上記大和の戦闘詳報には「単裝機銃ハ成ルベク同銃数ノ三連装機銃ト＊装備スルヲ可ト認ム」とあり、リンガ泊以降のフィリピンで
の捷号作戦用の軍事演習において大和及び武蔵の単裝機銃の位置を修正したものと思われます。
これにより、捷一号作戦当時の大和、武蔵の単裝機銃位置は110番ビーム以前には装備されて無く、三連装機銃の周囲に位置変
更されていたものと思われます。
おそらく単裝機銃自体はそり式で位置移動が可能であったと思われます。
また、給弾を考慮すると三連装機銃の周囲にあった方が対応しやすかった事も装備位置変更となったと考えられます。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (5/7)

図は武蔵捷一号作戦当時を想定して前部単裝機銃の位置を武蔵戦闘詳報通りに特設１，２番三連装機銃付近に修
正してみました。

また後部主砲周囲の単裝機銃位置も大和の戦闘詳報の記述に基づき主副砲から離し、後部特設三連装機銃付近に
移しました。
その他あ号後に増設された？単裝機銃は大和・武蔵とも高角砲下の艦中央部に持って行ったと推察しました。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (6/7)

しかし、捷一号作戦当時の大和の鮮明な写真を見ても単裝機銃は確認できません。
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■１３．【考証】戦艦武蔵の単裝機銃配置について (7/7)

単裝機銃は単に見えないだけでしょうか？

いや、単裝機銃単体での運用が効率悪い事はおそらくリンガ泊の演習である程度明らかになっていた為、付けなかったとも考え
られます。 また単裝機銃が移動できると言うことは、他の艦に譲渡した可能性も考えられます。

とかくモデラーはガンダム脳とも言うべきでしょうか？ 僕の大好きな大和の兵装は完璧なもの、全ての装備が付いてその能力を
完璧に発揮できたと信じやすいです。

しかし機械は機械。壊れも故障も劣化も消耗もします。単裝機銃の運用効率が悪いならば、故障や破損に備え３連装機銃用の
部品取り予備パーツとして保管しておいたとも考えられます。

この為、現在私は、捷一号の大和型戦艦には特設三連装機銃付近、及び艦尾以外に単裝機銃は付けていなかったと想定して
います。下記はそれに基づき描いた捷一号作戦当時の大和となります。
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■１４．【考証】戦艦大和型の起倒型空中線支柱 (1/4)

長年私は大和型の空中線支柱は起倒式との主張をし
てきましたが、多くの艦船モデラーは否定的でした。

しかし2015年に見つかった戦艦武蔵砲撃時の写真

（ネットで拾った画像）には空中線支柱が写っておらず、
これからしても、主砲砲撃時には空中線支柱は起倒す
る方式を採用していた事がはっきりしました。

大和及び武蔵の艦尾にあるデリック上の空中線支柱

は戦闘時にそのまま直立したままだと、後部主砲や副
砲の射界を著しく制限してしまいます。

そこでこの空中線支柱は起倒式と考えられます。
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■１４．【考証】戦艦大和型の起倒型空中線支柱 (1/4)

起倒方法については、遠藤昭氏の日本軍艦史考にも具体的な説があります。遠藤氏の説では、空中線支柱は
艦尾側にモータで倒される機構だと推定しています。
しかしこの方式だと、わざわざ空中線支柱の起倒用にモータを設置しなければなりません。

大和型の艦尾空中線支柱直立時に於ける後部主砲の射界制限 （赤い部分が射界制限を受けます）
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■１４．【考証】戦艦大和型の起倒型空中線支柱 (3/4)

これに対し、2004年１月に衣島先生

より非常に合理的な起倒方法をご教
授させて頂きましたので、ここで図示
して紹介させて頂きます。

戦艦大和の艦尾空中線支柱の運
用時の形状ですが、空中線支柱下
部の構造は前側が起倒出来るよう回
転するように作られており、後部が固
定治具により支柱全体を固定出来る
ように作られていたものと考察される
と言うことです。

大和型の艦尾空中線支柱直立時に於ける後部主砲の射界制限 （赤い部分が射界制限を受けます）
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■１４．【考証】戦艦大和型の起倒型空中線支柱 (4/4)

右図は空中線支柱の起倒準備です。
１）まずはフックブロックを外し、デリックのワイヤーの張り方を変更します。
２）デリックを空中線支柱に垂直になるように起てて空中線支柱と番線などで結束します。

デリックと空中線支柱を両方とも固定したら、前に倒します。
この方法を使用すれば起倒の動力もデリックそのものが使用でき、非常に合理的です。
この他に空中線支柱の中折れ説もありましたが、射界制限が中途半端にしか解除できないし、機構が複雑になると思われます。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (1/18)

さて、最後はユニークな大和キットを紹介します。
まずはニチモ・マルイの30cmシリーズ。
ニチモの３０ｃｍ艦船シリーズは全長３０ｃｍに統一したキットです。

大和型の出来はそれ程良いという訳ではありませんが、大和と武蔵の違いはきちんと再現され
ています。また信濃は艦底部を除き新設計となっています。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (2/18)

マルイの３０ｃｍはニチモに対抗して開発されたと思われ、ニチモのキットと違い、舵の部分がスイッチに
なっていてディテールを崩しません。
また信濃のキットは発売されないままでした。
残念ながらマルイに引き続きニチモのキットも現在は発売されていません。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (3/18)

グンゼの金属製戦艦大和と武蔵。
1980年代、グンゼ（現クレオス）より1/1000で金属模型の大和と武
蔵が出ていました。
このキットも非常に優れたキットでしたが、1/1000というスケールに
対し価格が15000円と非常に高価でした。

また、部品が細かくて組み上げるには非常に高いスキルを要求さ
れたためか、いつの間にか市場から姿を消しています。

115



■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (4/18)

オーロラ 1/600戦艦大和とパ
イロ 1/1200 戦艦大和。

キャラクタやフィギュア模型で
有名なアメリカオーロラ社の大
和は、なんと右舷側が竣工時、
左舷側が対空火器強化時と
なっています。パイロも同じ仕
様でした。

丁度横山信義氏の仮想戦記「ビック
Ｙ」に出てきた大和の記念艦状態と言
えます。パイロ社もこれを参考にした
のか同じ配置になっています。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (5/18)

フジミ 1/550 戦艦大和、武蔵
有線式のリモコンで走航するキットでした。尚写真はリモコン機能を削除したキットです。
ただ有線ケーブルの自重の方が重く仕舞いにはウィリー走航状態になったと聞いてます。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (6/18)

大滝製作所 1/750 戦艦大和、武蔵

ディスプレィ、水上走航に加え陸上も走れるキット。 当初は陸上走行機能は無かったが、水遊びをする場が次
第に無くなってきた為苦肉の策として陸上走行機能を追加した物と思われます。
右の写真は私が勝手に水陸両用RCに修正したもの。 本来は水上走行と陸上走行は２者択一式となってます。
尚、大滝製作所の1/600及び1/750の武蔵は何故か捷一号作戦時の大和と同じ兵装になっています。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (7/18)

また大滝製作所のデッドコピーである戦神模型の1/600大和(右）・武蔵(左）もオオタキと同様の
兵装でした。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (8/18)

中国では日本のメーカーのデッドコピーが結構出回ってました。
これはタミヤの1/350の大和のデッドコピーです。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (9/18)

俺っちの大和(左)・俺っちの信濃(右)。

童友社が発売した彩色済み完成Ｒ／Ｃモデルです。大和や信濃がドダイＹＳに乗ったような雰囲気な
製品でした。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (10/18)

鉄の城戦艦大和。
タイトーからプライズで出ていたノンスケールの戦艦大和です。おとなプライズと称されていました。
空中線支柱の無い天号時の姿ですが、ついでに３脚マスト迄オミットされていました。

パッケージの写真は後部測距儀の片側が壊れた状態の写真となっており、タイトーの大和への思
い入れがよく判る製品仕様でした。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (11/18)

ポンポン船 戦艦大和

クラウンから出ていたローソクで走る戦艦大和です。ローソク用ボイラー組み込みのため
後部主砲は撤去されています。

123



■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (12/18)

空母新農。
某大陸メーカーが暴いた日本の極秘空母です。信濃型の２番艦でしょうか？
スケールは1/700で、３０ｃｍ、と言うと実艦の全長は２１０ｍ。
信濃の同型艦にしちゃ１周りどころか３周りくらい小型です。
仮組みしてみたが、パッケージとは似ても似つかない...
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (13/18)

実際組み立ててみると島型艦橋でも無くしかも左舷側に付く。ホントに同型艦なのか？
冗談はさておき、ニチモの30cmの箱絵（しかも艦尾一段上がり版)にマルイの30cmデッドコピー
赤城をなんで入れるのかね？
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (14/18)

更に大陸では武蔵の1/700のキットまで製作しているよ
うです。
これも1/700にしては小さいと思うのだが…

とりあえずシャア専用ムサイならぬ武蔵で塗装して
みたが、３倍速いと言うことはなかった。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (15/18)

ちび丸艦隊
2012年にフジミから販売されたデフォルメの艦船シリーズの第一弾として戦艦大和と武蔵が発売されました。
ずんぐりとした艦体で愛嬌のある形をしており、艦船版のタマゴヒコーキと言っても過言で無いでしょう。
尚、別売で甲板シートにエッチングまで出しており、懲りたい人はとことん凝れるキットになっています。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (16/18)

デフォルメ連合艦隊
今年(2015年)アオシマよりリリースされたガチャガチャ用のデフォルメの戦艦大和と武蔵です。
フル彩色完成品でフジミのちび丸艦隊のミニ版という感じで非常に愛らしい製品です。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (17/18)

トミー マーチング大和
中にレコードが内蔵されており、スイッチを入れると軍艦マーチを演奏しながら水上を走航します。
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■１５．ユニークな戦艦大和のプラモデル (18/18)

ビックワンガム
カバヤのビックワンガムにも戦艦大和がおまけ（事実上はガムの方がオマケ）として付いていました。

近年復刻されたものはレバーで主砲が左右に動かす事が出来るタイプでしたが、これまでにノーマル版２種、
デラックス板１種類が存在したようです。
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■１６．まとめ (1/2)

10年前に大和型模型史のまとめとして、プラモ

デルの世界にも新たなる決定版の大スケールモ
デルが欲しいと書きましたが、この10年で1/350

だけで無く、考えてもいなかった1/450や1/500、
1/2000、1/3000でのリニューアルや新規リリース、
そして1/700での新展開が行われ、まさに大和の
模型ファンとしては幸福な時代を迎えてます。

しかしながら、艦これブームのおかげで艦船
ファン層が増えたのは良いのですが、怪しげな
ネット情報や、売らんがなばりにネタ情報をまこと
しやかに新事実として掲載する大和特集本が出
ているのも事実です。
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■１６．まとめ (2/2)

願わくば1次資料と、福井静夫先生を初めとする研究家

達が骨身を削って調査した資料を中心にして、検証及び考
察を行い、正確な情報を後世に伝える努力をして頂きたい
と希望します。

最後にこの文章を書くに当たり、衣島先生からご助言頂
いた文章及び艦船模型大全、日本プラモデル50年史、昭
和プラモ名鑑を参照させて頂きました。
衣島先生は今は術後の療養中(2015年当時、現在は元

気です）ですが、勝手ながら艦艇模型界への早い復帰を祈
るばかりです。
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