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▲竣工から間もない時期のイギリス海軍戦艦HMSドレッドノートの姿。
上甲板から1段上がった船首楼甲板へ配されたA砲塔や、その後方、上
甲板に設けられたP砲塔の様子などがよくわかる。ご覧の通り、前部マス
トは1番煙突の直後に配置されており、煤煙の影響を大きく受けることと
なった。また、アクロバチックな短艇の搭載法から、単一巨砲搭載艦の
欠点—艦上スペースが極端に限られる—がひしひしと伝わってくる
ようだ。（写真／NMRN）

【右ページ上写真】こちらも竣工から間もない時期のHMSドレッドノート。
この時代としては三脚式の前部マストに比べて後部マストが小さいのが
外観上の特徴とも言える（だいたい同じような高さと言うのが慣例）。第
二煙突から後方ヘ向けて配されたX砲塔、Y砲塔に注意。後部マスト左
右の箱状の構造物は仮設のもので、就役からしばらくして撤去されている

（同様のものはイギリスに発注して建造された日本海軍の巡洋戦艦「金
剛」の竣工時の写真にも見られる）。左方向にいる外輪式曳き船が時代
を感じさせる。（写真／NMRN）

【右ページ下図面】HMSドレッドノートの竣工時の艦内の側面図、並び
に上面図（P.4からの甲板配置を併せて参照）。単一巨砲搭載艦として
の試行錯誤の昇華といえ、その結果、前後方向に6門指向でき、片舷
斉射数は8門という火力を発揮することとなった。図でやや赤く着色され
ているのがいわゆるバイタルパートに該当する部分。（写真／NMRN）

在りし日の 戦艦HMSドレッドノート
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　ドレッドノートには最下層の船艙から短艇甲板ま
で、8層の甲板があった。4基の主砲塔が配置された
上甲板が6階、船首楼甲板が7階である。
　背負い式砲塔が採用されるまでのド級戦艦に共通す
る悩みが、主砲の前方斉射門数や片舷斉射門数を追い
求めるあまり、自艦の運用（しかも戦闘に要するより
もはるかに占める時間的割合が高い）に影響を与える
上部構造物の規模や、短艇の搭載位置が大きく制限さ

れるということだった。ここに掲げる図面を見るとそ
れらの様子がよくわかる。
　中甲板や下甲板の両舷側部は燃料庫である石炭庫に
なっており、持ち前の装甲にプラスした防弾装置と
なっている。また、魚雷発射管を艦内に配置していた
ことも大きな特徴だった。
（P.38からの第2章と併せて参照されたい）

X砲塔Y砲塔

【6】上甲板（アッパーデッキ）

【7】船首楼甲板（フライングデッキ）

戦艦ドレッドノートの甲板配置
20世紀初頭に初の単一巨砲搭載戦艦として登場し、世界各国の海軍関
係者を驚愕させたHMSドレッドノート。その姿をよりよく理解するため
にまずはその甲板配置を見ておきたい。
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A砲塔P砲塔

Q砲塔

【8】短艇甲板（ボートデッキ）

最上部となる短艇甲板。2本の煙突の間やその周囲に短艇がぎっしり
搭載されている。こうした艤装配置に無理を強いるのも、ド級戦艦、
超ド級戦艦の共通な悩みの種であった。（写真／NMRN）

船底から数えて7層目となるドレッドノートの船首楼甲板。図には4つ
の12インチ連装主砲塔の配置に加え、A砲塔（1番砲塔）の旋回範囲
も描かれている。（写真／NMRN）

ドレッドノートの上甲板の平面図。本甲板の前方の大部分は、長官付
き従僕厨宰の寝室を含む士官居住区が占めている。（写真／NMRN）
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【5】主甲板（メインデッキ）

【4】中甲板（ミドルデッキ）

【3】下甲板（ロワーデッキ）

coal ＝ 石炭庫

主機械室

缶室
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船底から数えて6層目となる主甲板の平面図。本甲板の左右舷側のほ
とんどが上級士官用の居住区で占められている。（写真／NMRN）

ドレッドノートの下甲板は機械室（左右2室に分けられている）と缶室
（前後に3区画に分割）が大半を占めている。12インチ砲弾薬用の作
業空間も見られる。（写真／NMRN）

上層に比べ、はるかに実務的な中甲板。両舷に配置された石炭庫の
広さに注意。この石炭庫が防禦力を向上させた。

（写真／NMRN）
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　ドレッドノートの最下甲板の艦首部と艦尾部にはそ
れぞれ舷側方向を向いた水中式魚雷発射管が搭載さ
れていた。上掲【2】の最下甲板（ロワーデッキ）に
その様子が黄色く図示されている（艦尾の1基にも注
意）。主砲が大口径化する一方、効果的な射撃指揮装
置がないこの時代の戦艦に共通の装備と言えたが、こ
の発射管装備区画に進水があった場合、大きく浮力を
失う恐れもあった（第一次世界大戦のユトランド沖海
戦におけるドイツ戦艦リュッツオウの例など）。なお、
魚雷発射管を水面下に搭載するのは駆逐艦や水雷艇よ
りも戦艦の乾舷が高く、上甲板などから海面に投入し

た際に魚雷が破損しないようにするための配慮（昔は
これでよく壊れた）。
　ドレッドノートの機関はパーソンズ式の蒸気タービ
ンであり、主砲配置だけでなくこうした先進的な機構
を採用したことも本艦が革新的存在と評されるゆえん
である。なお、主機械室と缶室は船艙から下甲板天井

（中甲板の床）までの高さを占める大きな区画だった。

【2】最下甲板（ロワーデッキ）

【1】船艙（ホールド）
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　HMSドレッドノートの乗員の数は時期により大きく変化しており、最
も少ない1907年の700名弱から、最も多い第一次世界大戦末期の
800名強までと幅があった。
　1907年の試験航海時の乗員数は692名と記録されており、このう
ち69名が海兵隊員だった。3年後の1910年1月の乗員数は733名（
うち海兵隊員70名）に、さらに同年4月には798名（海兵隊員83名）
にまで増加した。

　乗員数がピークに達したのは1918年9月で、合計830名だった。
　全乗員のうち、約38％が水兵で、5％が若水兵、6％が士官で、12
％が海兵隊員だった。これ以外に28％もの人員が機関員となってい
たことから、この艦を運用し、作戦可能状態に維持するのにどれだけの
量の技術的作業が必要だったのかがわかる〔訳註：ドレッドノートに限ら
ず、この時代の水上艦艇の多くは石炭炊きの缶を搭載していたから機
関科の兵員が多いのはごくごく必然的なことであった〕。

ドレッドノートの乗員数 The ship’s complement

弾火薬庫

ドレッドノートの最下甲板の配置図には後部2門、前部2門の4門の魚
雷発射管の位置と角度も示されている。12インチ砲と12ポンド砲用の
火薬庫は両方ともこの層にある。（写真／NMRN）

甲板としては最下層となる船艙。弾庫の位置に注意。揚弾筒はここか
ら上方の砲塔に直結しており、給弾を行なった。（写真／NMRN）
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ドレッドノートとアイアン・デュークの側面図
ドレッドノートの登場からわずか5年にしてド級戦艦は恐竜的進化を遂
げ超ド級戦艦へ発展し、アイアン・デューク級の出現となった。
ここで両艦の側面内部図を比較してみよう。

▲HMSドレッドノートの側断面図。これを見れば各主砲塔の揚弾薬機
がほぼ船底まで伸びていることがわかる。図に記入された水線の高さに
注意。弾庫と火薬庫は海面下に位置していた。（写真／NMRN）

▼ドレッドノートの竣工から5年経った1912 ～13年に進水したHMSア
イアン・デュークの竣工図。アイアン・デューク級では主砲が背負い式
の中央首尾線配置となった。副砲は従来のド級戦艦の10.2㎝速射砲か
ら15.2㎝砲に強化されていたが、これは敵駆逐艦、軽巡洋艦、高速水
雷艇などの脅威が増大して、副砲の役割が増したからだ。しかしそれは
また、ド級戦艦における「単一巨砲搭載」思想が根本的に終わったこと
も意味していた。（写真／National Maritime Museum）
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ここにHMSドレッドノートの歴代艦長の官姓名
と、判明している限りの在任期間を示す。
〔訳註：3代目のチャールズ・バートローム大佐と
4代目のA・ゴードン・H・W・ムーア大佐の任期
に重複が見られるが、原書のままとした〕

ドレッドノート歴代艦長 
HMS DREADNOUGHT CAPTAINS 
(INCLUDING KNOWN DATES OF 
APPOINTMENT)

レジナルド・H・S・ベーコン大佐： 1906年7月2日〜

チャールズ・E・マッデン大佐： 1907年8月12日〜1908年12月1日

チャールズ・バートローム大佐： 1908年12月1日〜1909年2月24日

A・ゴードン・H・W・ムーア大佐： 1908年12月1日〜1909年7月30日

ハーバート・W・リッチモンド大佐： 1909年7月30日〜1911年4月4日

シドニー・R・フリーマントル大佐： 1911年3月28日〜1912年12月17日

ウィルモート・S・ニコルソン大佐： 1912年12月17日〜1914年7月1日

ウィリアム・J・S・オルダーソン大佐： 1914年7月1日〜1916年7月19日

ジョン・W・L・マクリントック大佐： 1916年7月19日〜1916年12月1日

アーサー・C・S・H・デイス大佐： 1916年12月1日〜

トーマス・E・ウォードル大佐： 1918年1月〜1918年4月20日

モーリス・S・フィッツモーリス大佐： 1918年4月20日〜1918年10月5日

ロバート・H・コッピンガー大佐： 1919年2月25日〜1920年3月31日
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セント・ヴィンセント級の甲板配置
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【本ページ3枚】HMSセント・ヴィンセントの甲板配置図3枚。上から
船首楼甲板、主甲板、中甲板。前型式であるベレロフォン級と比べ、
X砲塔とY砲塔の間隔が約3m伸びていた。（写真／NMM）
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ドレッドノート

ベレロフォン

セントヴインセント

ネプチューン

コロッサス級

オライオン級

キングジョージ 5世級

アイアン・デューク級

クィーン・エリザベス級

リベンジ級

ドレッドノート

ベレロフォン

セントヴインセント

ネプチューン

コロッサス級

オライオン級

キングジョージ 5世級

アイアン・デューク級

クィーン・エリザベス級

リベンジ級

　左はドレッドノートからリベンジ級に至るまでのド級戦
艦、超ド級戦艦の甲板配置を表した、邦訳版オリジナル資
料である。本文と併せてご覧いただくことにより、主砲搭
載法やマストの装備位置などの変遷を視覚的にご理解いた
だけるはずだ。とくに「単一巨砲搭載」が条件であったド
級戦艦でありながら、2番目のベレロフォン級ですでに副
砲が復活しているのが興味深い。
　見開きのイラストはカバーを飾ったアレックス・パン氏
の透視図で、ドレッドノートの構造を立体的に伝えるもの
である。画期的な主砲配置や蒸気タービン機関の搭載法な
どもおわかりいただけることだろう。

戦艦ドレッドノート
艦内透視図イギリスのド級戦艦の甲板配置

ドレッドノート
全長 160.6m
主砲 30.5㎝45口径連装×5基
副砲 なし
　※ 7.6㎝45口径速射砲×27門

全長 160.3m
主砲 30.5㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝45口径速射砲×16門

全長 163.4m
主砲 30.5㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝45口径速射砲×20門

全長 166.4m
主砲 30.5㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝50口径速射砲×16門

主砲

艦橋

煙突
マスト

全長 166.4m
主砲 30.5㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝50口径速射砲×16門

全長 177m
主砲 34.3㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝50口径速射砲×16門

全長 182.1m
主砲 34.3㎝45口径連装×5基
副砲 10.2㎝50口径速射砲×16門

全長 189.8m
主砲 34.3㎝45口径連装×5基
副砲 15.2㎝45口径砲×16門

全長 196.8m
主砲 38.1㎝45口径連装×4基
副砲 15.2㎝45口径砲×16門

全長 190.3m
主砲 38.1㎝45口径連装×4基
副砲 15.2㎝45口径砲×16門

ベレロフォン級

セント・ヴィンセント級

ネプチューン

【凡例】

コロッサス級

オライオン級

キング・ジョージ５世級（初代）

アイアンデューク級

クィーン・エリザベス級

リベンジ級

イラスト／アレックス・パン
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ドレッドノートの前部マストは三脚式で第1煙突直
後に配置されており、その煤煙が檣楼に舞い込む
のが問題となった。ネプチューンでいったん煙突
の前に配置されたがコロッサス級ではまた逆戻り、
キングジョージ5世級でようやく艦橋と一体化する

「前檣楼化」として落ち着く

前部マスト
かつてファイティングトップとして速射砲などを備
えた場所は砲戦距離増大に伴う射撃指揮装置の設
置場所として最適だった。ドレッドノートではまだ
原始的な域を出なかったが、超ド級戦艦たちはや
がてここに大型の測距儀をなどを設けて主砲の統
一指揮をするようになる

射撃指揮所

蒸気タービン式戦艦であるドレッドノートはバブ
コック・アンド・ウィルコックス式石炭・重油
混焼缶を18基を前後3区画に分けて搭載してい
た。その舷側には石炭庫が設けられ、防禦に一
役買っていた

缶罐室

後部マストは従来の戦艦と異なり、
小さな形状のものだったが、ベレロ
フォン級で前部マストと同規模のもの
に拡大されている

後部マスト

短艇甲板に搭載されたボート類
はこのデリックで左右両舷へ上
げ下ろしされた

デリック

主機械室は左右に分割されており
パーソンズ式直結タービン（高速・
低速）2組を納めて4軸推進となって
いる

主機械室とスクリュー

Mark X 30.5cm45口径連装砲で、
右舷側がQ砲塔という名称。日本海
軍では右側が若番（2番砲塔）とな
るから逆の順序となる。

P砲塔

中間砲（副砲）を全廃したドレッドノートの対水雷艇撃退用兵器が
この7.6㎝45口径単装砲。竣工時は27基を搭載していたが、主砲
塔上に配置されたものは実用的ではなく、次第に撤去されていった。
ベレロフォンでは10.5㎝砲となり、早速副砲が復活したわけだ

QF 12ポンド単装砲



16 

　1906年、「単一巨砲搭載艦」という新しい、画期的
な概念により建造された戦艦HMSドレッドノートが
イギリス海軍に就役したことは、全世界の関係者たち
に大きな衝撃を与えた。動力に蒸気タービンを採用し、
12インチ砲10門を5基の連装動力砲塔に納めた重装甲
の本艦に匹敵するものは、当時、どの大洋上にも存在
しなかったからであり、それ以前の概念で建造された
戦艦はすべて時代遅れとなったからである。
　この “ドレッドノート・ショック” によって熾烈な
国際的建艦競争に火が点くと、列強諸国はその設計を
模倣、凌駕しようと試み、現代我々が「ド級戦艦」と
呼ぶ艦たちが生み出された。その後30年間、ドイツ、
アメリカ、日本、ロシアをはじめとする国々は独自の
単一巨砲搭載艦の建造にしのぎを削り、ド級戦艦とそ
の後継である「超ド級戦艦」が大洋の支配者となって
いった。
　ド級戦艦と超ド級戦艦が本格的な戦闘を経験したの
は第一次世界大戦だった。特に1916年5月、北海でイ
ギリス海軍とカイザーのドイツ帝国海軍が対決した史
上最大の海戦 “ユトランド沖海戦” ではド級戦艦同士
の死闘が繰り広げられた。
　本書はイギリス海軍国立博物館の全面協力を受けた

　本書は20世紀初頭に登場し、恐竜的進化をもって
海洋の王者に登り詰め、わずかに半世紀で絶滅した、
ドレッドノートを始祖とするド級戦艦と超ド級戦艦を
大系的に解説するものである。日本語版の製作に当
たっては極力原書のニュアンスを残すとともに、必要
な点については〔訳註：～～～〕として捕捉を心がけ
た。　
　なお、我が国においてDreadnoughts 、あるいは
Dreadnought classは「ド級戦艦」、あるいは石弓を
表す漢字を当てて「弩級戦艦」と表記されてきた。本
書のタイトルには「弩級」「超弩級」という表記で示
したが、本文中では読みやすさを考慮して「ド級」「超
ド級」とカタカナ混じりの表記に統一した。

著者が、これらの驚異的戦艦たちの設計、運用法、戦
史について詳細に解説することを試みるものである。
　また、この偉大な戦艦全盛時代を記念する活動の一
環として、ベルファストにおけるイギリス軽巡洋艦
HMSキャロライン―現在となっては、唯一のユト
ランド沖海戦の生き証人—の復元作業についても1
章を設けている。

　なお、本書の執筆、制作においては以下の人々に御
助力、御支援をいただいた。
　HMSキャロライン復元チームのジョナサン・ポー
ターとビリー・ヒューズはインタビューに応じ、艦内
案内をしていただいた。ジェフ・メイトムにはHMS
キャロラインの写真を多数提供していただいた。イギ
リス海軍国立博物館のスティーヴン・コートニーとヘ
ザー・ジョンソンには貴重な公文書資料と写真の発掘
を手伝っていただいた。バウチャー社のミシェル・ティ
リングには原稿編集で、ヘインズ出版のジョナサン・
ファルコナーには執筆および制作作業で絶えず手助け
をしていただいた。
　この場を借りて感謝申し上げる次第である。

クリス・マクナブ

　また、イギリス海軍では艦名の頭に “HMS” とい
う艦船接頭辞を付けるのが慣例となっている。これ
はHis Majesty's Ship「国王陛下の船」、あるいはHer 
Majesty's Ship「女王陛下の船」の略であり、それだ
けでその艦艇がイギリス海軍所属であることを明示
している。アメリカ海軍におけるUSS=United States 
Shipも同じようなものだが、日本海軍には同様な概
念のものはない（しいていえば軍艦大和、軍艦利根な
ど、「軍艦」となるが、「艦艇類別等級」において軍艦
に類別される艦種以外には使えず、艦船接頭辞と言う
には不適当だ）。本書では原書に応じて適宜表記した
が、HMSだけではその船の艦種がわかりづらいため、
戦艦、巡洋戦艦などの表記を追加している。

はじめに

日本語版訳者並びに編者より
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ド級戦艦と
超ド級戦艦
ーその起源と進化

第1章

Dreadnoughts and super dreadnoughts
- origins and evolution

1906年のイギリス海軍戦艦HMSドレッドノートの進水
と就役は全世界の海軍に大きな衝撃を与えた。この画
期的な新型艦は瞬時に新基準の海軍力の頂点を占める
と同時に、間違いなく本艦以外のすべての「戦艦」を
時代遅れにし、激しい国際建艦競争に火を点けたの
だった。

◀1906年、船渠内におけるHMSドレッドノート。ドレッドノートの総建
造費は178万3,883ポンドで、1906 ～7年当時としては途方もない金
額だった。（写真／英海軍国立博物館。以下、NMRNと表記）
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　19世紀から20世紀への変わり目に、世界の大洋を
支配していたのはイギリス海軍だった。例えば1901
年から1904年にかけてイギリス海軍はその最精鋭と
して45隻もの大型戦艦を運用中で、3隻が予備役に
あった。この戦力だけでもイギリスの大砲と鋼鉄の力
の生きた証しだった。さらにイギリスの工業力も絶頂
期にあり、その造船所から進水する艦船数は他国の追
随をまったく許さなかった。1904年だけで見てもヨー
ロッパで起工、進水または竣工した軍艦は、ドイツが
24隻、フランスが17隻、ロシアが22隻だった一方で、
イギリスは39隻という驚くべき数でその戦力を増強
していた。
　とはいえ時代は変わりつつあった。水上戦闘に関す
る新たな知識、そして近年得られた戦訓により、先進
的な人々は海戦における “戦艦” という最大の手段に
劇的な変化をもたらそうと模索していた。伝統を誇る
英国王立海軍では、その結果全世界に激震をもたらす
こととなる変革が進行しつつあった。

　20世紀初頭、海軍力の頂点を占めていたのは戦艦
だった。戦艦は19世紀中盤に主流だった無施条砲を
装備した木製機帆船から、砲塔式の施条（ライフリン
グ）付き後装砲を搭載し、強力な蒸気機関で推進さ
れる鉄製船へと進化していた。こうした海獣の代表
例がイギリスに3隻あったフォーミダブル級戦艦の1
隻、イレジスティブルだった。1898年4月に起工され、
1902年2月に竣工したHMSイレジスティブルは全長
131.6m 、排水量1万5,000トンだった。20基のベル
ヴィール式水管ボイラーが2基の三気筒三段膨張垂直
機関を駆動し、併設された石炭庫には900から2,200
トンの石炭が収められていた。最大速力は18ノット
（約33.3㎞/h）だった。同艦は比較的強力な装甲を備
え、主甲板の最脆弱部は25㎜だったものの、隔壁や
バーベットの装甲厚は最大305㎜だった。
　ここで我々が注目すべきは、その兵装である。ドレッ
ドノート以前に建造された戦艦、いわゆる「前ド級戦
艦」と分類されるものの搭載兵装は意図的に多様化さ
れており、大は長射程の12インチ〔30.5㎝〕砲（13
インチのことすらあった）から、小は接近戦用の甲板
砲まで、軍艦設計者はあらゆる戦術的状況を網羅して
いた。こうしてイレジスティブルは艦首尾2基の連装
砲塔に収められたアームストロング・ホイットワース
製40口径12インチ主砲4門に加え、6インチ〔15.2㎝〕
速射砲12門、12ポンド速射砲16門、3ポンド砲6門、
18インチ〔45.7㎝〕魚雷発射管4門、さらに機銃2門
を搭載していた。
　前ド級戦艦が兵装を混載していたのは、各砲の信頼
性の低さよりも射撃指揮能力の不足によるものが大き

▶アメリカ海軍戦艦USSテキサス
（1892年の初代）はアメリカで
初めて就役した戦艦で、典型的
な前ド級戦艦だった。
（写真／米国議会図書館。以下、
LOCと略）

▼1892年就役のイギリス海軍の
前ド級戦艦HMSイレジスティブ
ルはフォーミダブル級の1艦で、
12インチ、6インチ、12ポンド、
3ポンド砲を搭載していた。

それまでの戦艦
The battleship arena
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かった。遠距離での水上射撃法はまだ発展途上で、最
大口径の砲の射程が1万3,700m前後もあったにもか
かわらず、射撃指揮能力が足かせになり通常の最大交
戦距離はわずか1,800m程度だった。そのため軽砲の
砲座を多数揃えて手数を多くしておくことが、戦闘が
急速に近距離戦に進展した場合に対する有効な安全策
だった。巨砲が近距離目標に対して鈍重で効果が低い
以上、発射速度の高い速射砲の弾量で目標を圧倒しよ
うという考えが生まれた。軽砲ならば小型の高速目標
に対しても素早く対応できた。
　だが、もちろんこれは正確な照準と砲弾威力の問題
が解決されていればの話だった。事実、これについて
活発な議論が起こったが、論争を回避しリスクを分散
する唯一の解決法は各論を取り込むことだった。

大きな利点で、艦内に占める機関体積を抑えられるだ
けでなく（そこで得られた空間はさまざまな目的に転
用可能となる）、さらに全高が低いので水線下に設置
でき、海面と装甲帯による防御が可能になった。また
タービン機関は高速域での燃費も優れ、タービン推進
艦は戦闘作戦時に優れた持久力を発揮できた。
　20世紀初頭のタービン技術はまだごく初歩的なも
のだったが、さまざまな問題も提起した。その最たる
ものが、タービンが最高の性能特性を発揮するのは高
速運転時であるということだった。巡航速度や低出力
での航行時は実のところ効率は悪く、艦に操縦性の問

　ドレッドノート開発の初期段階を主導していたのが
近代イギリス海軍の大物のひとり、ジョン・フィッ
シャー（1841 ～1920）だった。20世紀の初年、彼
の海軍歴は驚くべきことにすでに46年に達していた
（1854年に13歳で入隊）。フィッシャーは1904年に第
一海軍卿に任命され、1910年までこれを務めた。そ
の在任期間中、彼の管理職および組織人としての見識、
そして海軍砲術に関する深い技術的知識と洞察力が、
画期的な軍艦の設計につながったのだった。
　フィッシャーは第一海軍卿に就任すると、すでに沸
騰していた「海軍主力艦にとり最高の設計は何か？」
という議論に加わった。基本的にこの議論では二つの
論点が中心だった。“速力” と “砲力” である。
　速力の戦術的価値については「速力は相対的な問題
であり、敵艦の速力が味方艦と同等ならばまったく重
要ではない」と主張する者もいた。しかし戦術的教訓、
特に日露戦争のものは「速力は射撃に優位な位置へ
の占位運動時と、危険回避時の両方で重要である」こ
とを示していた。19世紀初頭の実用化以来、進歩し
続けていた舶用蒸気機関は着実に速力を向上させつつ
あった。新方式の機関も各種導入されたが、そのひと
つがのちに解説する蒸気タービンで、これが初めて搭
載されたのは1894年の蒸気船タービニアだった。
　従来のレシプロ式に比べ、タービン式にはさまざま
な長所があった。全体的に機械的な構造が単純で、そ
のため信頼性が高く、また運転時の汚れも少なかった。
これらの特質は製造時と運用時の費用も全般的に安価
なことを意味し、しかも同出力のレシプロ式機関より
も小型軽量だった。こうした要素は軍艦設計における

◀ジョン・アーバスノット・「ジャッ
キー」・フィッシャー提督。彼の
携わったドレッドノートの設計思
想は20世紀初頭における列強海
軍の戦力均衡を一変させた。

▼1894年8月2日に進 水した
タービニアは世界初の蒸気ター
ビン推進船で、イギリス海軍向
けの技術実証船として建造され
た。タービニアはプロペラのキャ
ビテーションなどのタービン技術
に伴う諸問題も提起した。

単一巨砲搭載戦艦
The all-big-gun battleship
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