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　プラモデルの世界で人気の鉄板アイテムと言えば、RX-78-2
ガンダム、零戦、ティーガー戦車、そしてこの戦艦大和と相場
は決まっている。そして、このなかでいちばん難儀な事情を抱
えているのが戦艦大和だったりする。ガンダムは架空兵器だか
らいかように立体化してもよほどヘンなことをしないかぎり「不
正解」とはなりえない。そして零戦、ティーガー戦車は不完全
ながらも実物が現存しているので、きちんと取材して立体化す
ればかなり正確に立体化できる。しかし戦艦大和はそうはいか
ない。戦艦大和と言えば日本人でその名を知らない人はいない
だろう。それにもかかわらず、大和が実際にどのような形だっ
たのかについてはいまだそのほとんどが謎に包まれているのだ。
　世界最強の戦艦を建造したものの、時代はすでに飛行機の時
代になっていて、そしてあえなく沖縄沖に爆沈した超巨大戦艦
大和。現在は沖縄沖の深度300mの海底に四散した状態で沈ん
でいる。探査は断続的に行われてきたが、バラバラに沈んでい
て確認できた部分は限られる。300mの海底から引き上げるに
は膨大な費用と手間がかかるので現状では現実的とは言えない。
数年前にはマイクロソフト社共同創業者ポール・アレンがシブ
ヤン海で武蔵を発見したことがニュースになったけれど、こち
らは深度1000m。ビデオ撮影されて細部にいろいろな発見が
あったが、全容が判明したとは到底言えない。
　では当時の写真や図面はどうかというと、これも非常に難し
い。まず写真に関しては、現存する大和の写真は実質的に20枚
程度と思われる（ほぼ同じ情報量のアメリカ軍による連続写真
や遠景すぎるものはのぞいて）。しかもその大半は鮮明とは言い
難いものばかりで、とくにレイテ沖海戦以降の後期の姿を鮮明
に捉えた写真はいまのところ確認されていない。図面に関して
も写真と同じような状況。極秘に建造された大和型では、図面

自体が非常に厳重に管理されていたうえに、セクション毎に部
分的な図面しか閲覧できず、しかも敗戦時にほぼすべてが処分
されてしまった。現存する図もあるが、それらは限定された内
容を表す模式的なものであったりのちに描かれたもので、実際
に建造に使用されたいわゆる「設計図面」と言えるようなもの
はいっさい残されていないとされている。
　それなら、乗組員や当時の技官の証言は？　と思われるかも
しれないが、なにせ全長263mの建造物（およそ東京駅のホー
ム3面に赤煉瓦駅舎を合わせたくらいの規模だ）、その全容を個
人が把握するのは難しいし、こと形状や色ということになると、
証言というものはあまりあてにならない。たとえば、あなたは
自宅にいないときに自宅の正確な寸法をすらすらと答えられる
だろうか？　しかもそれが数十年前のとなればほとんどあやふ
やな答えしか返ってこないだろうし、仮に答えられたとしても
それが正確かどうか検証することもできない。当時の技官の方
や乗組員の証言を元にした文献はいくつもあり、それらは非常
に興味深くて学術的な意義も深いのだけれど、「正確な形状を知
りたい」ということの役にはほとんどたたないのである。
　ピラミッドや恐竜なみに謎だらけの戦艦大和、これまで数多
く立体化されてきた模型はその多くを根拠が薄い想像に頼って
きた。そのような状況に一石を投じるのが、本書でクローズア
ップしているピットロードの1/700戦艦大和だ。
　大和の謎解きはいまもって現在進行形だ。このプラモデルに
結実した大和研究家の努力と洞察力、そして執念には驚くべき
ものがある。彼らは断片的にしか残されていない写真や資料を
繰り返し繰り返し詳細に読み解き、近年の海底調査で新たに判
明した成果と照らし合わせながら、謎に包まれた大和の姿にい
まこの瞬間もじわりじわりと迫り続けているのである。……………………■

▶探査の成果で研究家たちの間に議論を巻き起こしているの
がこの影像。大和に搭載されていた25mm機銃は3連装のみ
とされてきたが連装らしきものが見つかったのだ。これがど
こに搭載されていたのか、あるいは連装に見えるがじつは3
連装から一基脱落したのか、解明は今後の研究に委ねられる
◀2016年の大和探査について詳しくまとめられた『戦艦大
和 2016年深海撮影調査プロジェクト』（PHP研究所刊）。
改定画像を収録したDVDが付属し武蔵の新発見写真も掲載。
大和研究の最先端を知りたいなら必読の第一級資料本

◀2016年に呉市の大和ミュージアムが協力して行なわれた海底探査では、学
術的な手法に基づいて沈没地点全域をしらみつぶしに探査していくことにより、
かなり正確な現状が見えてきた。左のCGは同探査を元に制作されたものだが、
本体は大きく3つに割れ数百m四方に渡って破片が散っている状態なので、場
所が判明していて探査するといってもなかなかひと筋縄にはいかない

'16年探査で発見され物議を醸す連装機銃

徐々に明らかになる水深350mに沈んだ大和の姿

写真・図版提供／大和ミュージアム、ピットロード
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もっとも有名でもっとも謎に包まれた巨大艦
戦艦大和の謎解きは、いま現在進行形である。
誰もがその存在を知っている戦艦大和ですが、い
ざ立体化しようとするとその形状については謎ば
かり。そもそもこの巨艦のすべてを残されたわず
かな資料から把握するのは無理難題に近いのです
が、大和研究家はいまもってその謎に立ち向かい
続けています。近年になって判明した新事実も数
多く、今後の研究の進展にも期待が持たれます。

◀「一般艤装図」のような図は残されていて立体化の
際にも大いに参考にされるが、これはあくまで配置を
示すための模式的な図。建造に用いられた正寸の「設
計図面」ではなく細部に写真と異なるところが散見さ
れる。この図で重要なのは縦線と数字で、数字で表さ
れたフレーム位置を解析することで構造が推定できる
▶戦時中はその存在自体が秘匿されていた大和型。証
言から建造の経緯を詳しく書いた『戦艦武蔵』（新潮文
庫）では、図面などの情報についてどれだけ厳重に管
理されていたかがわかるので一読をおすすめしたい

▲▶大和の写真で構造がわかる高精細なのものは上の全力公試中とされる
写真と艦橋周辺を後方から撮影した建造中の写真の2枚くらいしかなく、
しかもともに就役前の姿なので艤装配置などは直接参考にしにくい。模型
で作りたくなるレイテ沖海戦〜最終時の写真は遠景であったり粗いものば
かり。しかし、それらの写真について拡大することなどで詳細に検討して
いけば艦体形状や艤装配置などを推定することができる

残された図もあるが
正寸の「設計図面」ではない

残された大和の写真はごくわずか
高精細なものは数枚しかない

▶右の舵の図の形状が大和のものとし
て今回のピットロード製キットで採用
されたが、じつはこの図には大和の舵
と明記されているわけではない。この

「戦艦舵構造」図は戦後東京大学工学
部の講義で使用されたものなのだが、
他の戦艦の舵形状や周辺状況を考え合
わせて、これこそが大和の舵なのでは
ないかという推論に辿り着いたのだ

手がかりは
思いもしないところに
隠されていたりする

文／森慎二
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「この大和、何か違うんじゃないか!?」
そう感じたあなたの目はむしろ正しい!!
ピットロードの新製品1/700戦艦大和の姿を見て「ん!?　ナニカこれまでの大和と違って見えるぞ！」
と感じたアナタ、ハイ正解です。太い艦首や艤装の位置などちょっと見慣れない点が目につきます。
しかし！　じつは違っていたのは、部分的な「ナニカ」ではなく「すべて」。
これまでも1/700大和にはときどきの研究成果や考証が少しずつ反映され続けてきましたが、
このピットロード製大和では開発段階から研究家が参加し、全体が研究成果と考証の塊と化しました。
謎多き戦艦大和ですが、このキットの登場により1/700大和は新たなフェイズに入りました！

◀ピットロードが満を持して発売した1/700戦艦大和。
まずはじめに最終時が発売され、その後武蔵レイテ沖海
戦時や大和の就役時が発売、武蔵の就役時と大和のレイ
テ沖海戦時も発売予定となっている。大和のキットとい
うとメーカーとしては力が入るのは当然だろうが、ピッ
トロードの1/700大和型はファンの予想のはるか上を
行く渾身の考証／ディテール再現が盛り込まれたキット
となった。本書ではその内容を詳しく紹介していく
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　　この大和の完成品を一見して「この大和はナニか
ヘンだ。これまでと違う」と思った方は正解。とくに、
幅広に再現された艦首形状が生んだ艦影には違和感を
感じるはずだ。艦橋の細部形状や艤装配置もこれまで
にない解釈のところが散見される。これまで発売され
てきた大和型プラモデルを数多く見て親しんできた方
ほどこの違和感は大きいことだろう。しかし、このピ
ットロードの1/700大和こそが、現状での大和研究
の成果をもっとも反映した市販模型なのである。
　謎多き戦艦大和、当時の資料はごくわずかしか残ら
ず実物は海中に四散して沈没しているため形状が不明
な箇所が多い。そんな大和の残された資料を詳細に検
証した成果をできうる限り盛り込んだのが、このピッ
トロード製1/700大和だ。その結果、これまでに発

売されてきたプラモデルの大和とはフォルムやディテ
ールが異なるものとなった。見慣れないうちは違和感
があるだろうし、模型的にスマートにカッコよくアレ
ンジされた大和模型と比べると無骨な印象を受けるか
もしれない。でも、このキットを開発する際に積み上
げられた数多くの考証の内容と研究経過を知れば知る
ほどに、この大和が持つ説得力は増すはずだ。「たか
がプラモデル」とは言わせない、開発陣の圧倒的な熱
量と膨大な情報量の裏付けが1/700、30㎝ほどの艦
体にこれでもかとばかりに詰め込まれている。
　「1/700だし、わからないからそれなりに」ではな
く、「わからないからこそ、とことん探求する」。一貫
した姿勢に貫かれたピットロードの1/700大和は、
大和模型に新たな地平を見せたマイルストーンだ。

Imperial Japanese Navy Battleship YAMATO.
Pit-road 1/700 Injection-plastic kit.

Modeled by Masaru OOBUCHI.
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　ピットロードの1/700大和は大和模型を新たなフ

ェイズに推し進めた革新的な内容だ。初めてこの大

和を見ると艦首の太さや各部のディテールなどに違

和感を覚える方もいるかもしれない。しかしこのよ

うな姿になったのにはきちんとした裏付けがある。

　革新的な内容を生み出したキット開発のコンセプ

トは「とにかく考証に真摯に寄りそう」ということ。

開発に際して脇田直紀氏、一村昌樹氏といった大和

研究家を迎え、ひとつひとつの考証を吟味しながら、

30㎝大の模型にできうる限り盛り込もうとしている。

議論が分かれる部分についても、諸説をきちんと踏

まえたうえでピットロードなりの判断が下されてい

る。謎が多い大和だけにこれが100％正解ではないが、

最新の大和研究の成果が隅々にいたるまで意識して

盛り込まれていて、これまでになかった大和の姿を

見事に立体化している。ここまでの密度／濃度で形

状を検証して形作られた大和の模型はこれまでにな

かったのではなかろうか。膨大な研究過程とその成

果をすべてお見せするのは難しいので、ここではそ

のハイライトをピックアップして紹介する。　

既存の大和キットと大きく印象を変えた艦体の立体構成
艦底の諸孔は信濃の図面からの類推で再現

海底探査で判明した菊花紋章の大きさやフェアリーダー錨形状を
1/700の限界に迫る際密度で忠実に再現
　大和が海底で発見された
ときから何度もメディアに
映像や画像が登場した艦首
部分だが、2016年の探査
におけるレーザー測定で初
めて菊花紋章の直径が判明
した。艦首部分は大和の特
徴的な箇所のひとつなので、
ピットロードの1/700大
和では、御紋章の寸法も含
め海底の大和の姿を極力忠
実に再現している。

甲板の波切りや通風塔形状は
海底探査の影像から再現
　2016年に行なわれた大和の海底探査では、沈没してい
る物体を周囲からぐるりと詳細に映像で映すという探査手
法がとられ数多くの新事実が判明。いわゆる波切や通風塔
周辺の形状もそれで判明した研究成果なのだ。

艦橋は基本形状にこだわり抜き
ディテールにも新考証を導入

あらたな境地に達した１／７００大和の新基準

　まずは艤装などのディテールのこまかさに目がい
きがちな艦橋だが、基本形から綿密な考証が反映さ
れていて、シルエットから細部の整合性に到るまで
計算された作りになっている。射撃指揮装置位置な
ど新解釈の箇所もあってとても興味深い。

　上から見たときに太く再現された艦首とフレーム解析や切断図から推定し再現された側面形
状によって形作られる艦体形状は、とても複雑かつ説得力のある表情を見せてくれる。艦底の
孔は信濃の図面からの類推だが、大和の謎の探求には武蔵と信濃の研究も欠かせないのである。

●ピットロード 1/700 「日本海軍 戦艦大和 最終時」
税込6696円。近年の1/700艦船模型のメインストリ
ームは、パッと見たときにより細密に見える模型とし
て見映えがしやすいディテール表現を第一に指向して
きた感が強いが、一転して「より実艦に忠実により正
確に形状を再現する」ことに主眼をおいて開発された
のがこの1/700大和。一見すると革新的には見えない
かもしれないが、形状の裏付けとなっている考証の広
範さとその綿密さは桁違いなものとなっている
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論争をまきおこしてきた艦尾周辺の形状
現状での「答え」はこのようになりました

　大和の艦尾は機銃座の形状や空
中線支柱の有無などが取り沙汰さ
れてきたが、写真や資料がほとん
ど現存しないため実際のところは
ほぼ謎に包まれている。近年も議
論の的となっている艦尾に平面部
分はあったのか問題、航空機作業
甲板上がどのようになっていたの
かについてはっきりとした確証は
いまだ得られていないが、推論を
比較対照したうえでピットロード
なりの答えを出している。

完成後はのぞき込まないと見えない艦載艇格納庫
扉の形状から内部構造まで再現されてます

簡単には語り尽くせないほどの広く深い大
和考証が盛り込まれたピットロードの1/7
00大和。ここからはそんな考証の主なと
ころをキットの写真と元資料を交えつつ紹
介。大和研究家たちの長年に渡る研究の成
果の奥深さには目を見張るものがある。

大和研究家たちの探求の成果が満身に込められた
ピットロード製「新世代の1/7OO戦艦大和」キット

　大和型の特徴のひとつが、強
力すぎる主砲を発射したときの
衝撃に耐えるための各種構造。
大和の高角砲や対空機銃、その
射撃指揮装置などにすべからく
覆い＝カバーが付けられている
のはこの爆風／爆圧対策だが、
艦載艇を艦内に格納するのも同
様の理由による。本キットでは、
この艦載艇格納庫周辺形状も資
料に基づきこれまでにない精度
で再現されている。

最新の機銃ブルワークの形状考証は
円→8角形→10角形へ
　昔の大和模型では機銃の周りにあるブルワーク（壁状の
囲い）は円形というのが定番だったころもあったが、いま
は8角形を飛び越して10角形を半分にした形状というの
が最新解釈。キットでもこの形状を採用しているぞ。

フレーム構造の詳細な検討が反映された
舷側の各種ディテール再現
　ピットロードの1/700大和における考証の白眉が、フ
レーム構造の解析に基づいた形状再現。フレーム間距離を
記した表を解析し図面を起こすことで、舷窓や外板などの
形状を割り出してモールド位置を決めているのだ。

思いもよらぬところから図面が発見され
それをもとに再現された舵形状
　大和のものとは明記されないまま教材として使用されて
いた「戦艦舵構造」図を、大和研究家が海底探査時の映像
と比較検討した結果大和の舵と同定された。その舵の形状
がピットロードの大和では採用されている。

現在進行形で
解明されつつある大和の謎が
すごい濃度で濃縮されてます!!
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フレームを避けて舷窓を配置している

　ピットロードの1/700大和における大和考証のもっとも核心的なとこ
ろは、全体のフレーム構造解析がなされているところにある。
　残されている大和に関する「図」は模式的なものばかりでそのまま寸
法をとることはできないが、右表のようなフレーム間隔寸法の表が残さ
れているので、この数値を元に艦体のフレーム構造を解析し、それを図
面を起こしてキットの設計の基準としている。フレームは外側に露出し
ていないので直接的には意味がなさそうだが、フレーム位置がわかると
それを避けていたであろう窓などの位置や、逆にフレーム上にあったで
あろう構造物の位置を推測して特定することができる。

　2016年の呉市による大和の海底探査ではいろい
ろなことが判明したが、そのなかでも大きな発見の
ひとつが、艦首菊花紋章の大きさが判明したこと。
昔から大和の御紋章の直径が1.5ｍと言われていた
のがじつは1ｍだということがわかったのだ。
　長門などの戦艦が1〜1.2ｍの御紋章なので、以前
は「大和だからきっとそれより大きいのでは」とい
うような憶測により１.５ｍ説が通説となっていた。
しかし2016年の探査では、海中に50cm幅の平行な
レーザービームを出す機械を持ち込んで測定したと
ころ直径１ｍであるということが確定した。キット
では菊花紋章のバランスも含め、海底探査の成果を
反映し実艦に近い艦首形状を実現している。

　考証が移り変わった部分としてわかりやすいところのひと
つのが、25mm機銃のブルワーク（壁状の囲い）。昔は円形
のお皿状のパーツとして再現されることが多かったが、その
後8角形を半分にした形になり、このキットでは10角形を半
分にしたような形状となっている。このような形状になった
のは、写真を詳細に検討した結果。確証はないが、写真に写
った影を検討したうえでこのような形状と推測している。

▲後部主砲付近の増設機銃部分の機銃ブルワークはなかったという説もあ
るが、いまのところ真偽は不明。ピットロードの1/700大和では製作者が
ブルワークの有無を選んで製作できるようになっている

▶今回のキット化の最重要資料ともいえるのが右にあげたフレーム間距離表。一見したと
ころ単なる数字の羅列でちんぷんかんぷんだが、この数字をベースにすると艤装ひとつひ
とつのサイズや位置を特定していくことができる。下がこの数値を元に起こされた大和の
艦体図。艦体／舷側のディテールはすべてこれに基づいてモールドされている

フレーム構造の数値解析が反映された艦体設計
舷窓のモールド位置にもちゃんと根拠がある!

菊花紋章の大きさが1.5m
ではなく1mだったことが確定

円形から8角形そして10角形へ
移りゆくブルワーク形状の考証

◀型抜きやパーツ分割の都合上なかなか厳密な再現が難しいの
が軍艦の艦首部分。大和の模型を製作する際はここのフェアリ
ーダーをディテールアップするのが定番工作のひとつだったが、
このたびのピットロード1/700大和では左写真のようなパーツ
分割により、海底で映し出された大和の姿を1/700の限界と言
えるところまで忠実に再現している

飛行機作業甲板

舷側窓

後部見張り所
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➡

　ピットロードの1/700大和の外見上
すぐにわかる大きな特徴が艦首の太
さ。従来のキットの印象と比べると太
めでずんぐりした印象を受けるが、ほ
ぼ米軍が直上から写した写真を見る
と、このキットの形状が写真に近いも
のになっていることがよくわかる。
　この写真は非常に有名で、大和に興
味があれば一度は目にしているはずだ
が、こうやって指摘されてはじめて艦
首が意外と太いことに気づかされる。

　後部見張り所にあった張り出し部分もピットロードの1/700
大和ではじめて模型に取り入れられて再現された部分のひと
つ。この張り出しは2015年に実施されたポール・アレン氏に
よる武蔵の海底探査によりその形状が判明した箇所だ。
　大和の資料は非常に限られるため、同型艦武蔵の形状は常に
参考にしなければならない。武蔵の発見と海中映像の公開によ
り判明した部分形状は多く随所の考証に取り入れられている。
もちろん続いて発売された1/700武蔵にも反映されている。

　元々艦船モデラーであり大和の研究もしていて
'15年にピットロードに入社した開発担当 田中安
啓氏が、大和研究家の脇田直紀氏、一村昌樹氏ら
の考証などを元に開発したのがこの1/700 大和。
　３者はともに1/200や1/100（全長2.6mオーバ
ー！）での大和を自作することをライフワークと
していて、その根拠となる大和研究を続けている。
おのおので意見が異なるところもあるが、互いに

論拠を出しつつ議論を深めていて、その成果がこ
の1/700には存分に盛り込まれているのだ。
　なお、キットには大和型の考証をまとめた小冊
子が付属し、根拠となる資料とともに詳しい考証
が掲載されている。大和が好きならこの小冊子の
ためだけに購入してもよいほど濃い内容で、もち
ろんキット製作の参考にもなる。最新の大和考証
が濃縮されているのでぜひご一読いただきたい。

ピットロード 
1/700 大和

→

▲▶ピットロードの大和で一見して違和感を覚
えるのが艦首錨鎖甲板の太さ。これまでのもの
より明らかに幅が広い。従来のものは復元図を
もとにされていたと考えられるが、今回のキッ
トは信濃の1/200図面や実艦写真などを参考
に決定されている

一村氏の図面

信濃「防水油密区画図」

実艦写真

▶左から一村昌樹氏、 田中安啓氏、脇
田直紀氏。現存資料を元に大和の研究
を地道に続けている。3人は大型艦船
模型を製作するサークル「ネイビーヤ
ード」に属しており、脇田氏が個人的
に作成している1/200大和は、すで
に製作に15年を費やしており、完成
までにはまだ10年はかかるとのこと

▲1/700模型にすると数㎜程度のパーツだが、実艦で換算すると
2m四方くらいの張り出した床があったことになる。キットのパー
ツでは後部見張り所の窓もモールドで再現されている

「なんだかずんぐりして見える」と思った方は正解。
航空写真を解析すると艦首は思ったより太い

海底探査と航空写真の精査で更新される
考証の最先端がこんなところに

キット開発にあたって
大和研究家が参加

詳細は付属小冊子に▲▶大和最終時と武蔵レイテ沖海
戦時には大和型の考証をまとめた
小冊子が付属する。武蔵には大和
の考証の続きが掲載されているの
で、武蔵は作らないという方も要
チェックだ

25㎜機銃ブルワーク
艦首菊花紋章
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