1938年の革命記念日にシャン＝ゼリゼをパレードする 、第511戦車連隊第II大隊
所属のB1戦車、第132号車「Poitou」号。この車両はFCMで組み立てられた。
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戦争に革命をもたらした兵器である戦車は、イギリスとフランスでほぼ同時期に、同じ
ような戦術的課題を克服すべき兵器として誕生した。それどころか、最初の戦車が開発
される以前の、20世紀に入ったばかりのフランスでは、すでに機関銃車を装甲化する
原始的な戦車開発が試みられていたのであった。
本書は、フランスが開発した100種の主要な装甲戦闘車両（戦車と装甲車）と、285種
の派生型車両（装甲兵員輸送車や架橋戦車、地雷除去戦車など）、試作車、開発計画
などを扱っている。本書を通じて、第１次世界大戦から1940年のドイツの電撃戦まで
の期間のフランス軍の機械化について知ることができるだろう。
イラストや写真と連動した説明のテキストは、簡潔かつ情報面を重視しているのに加えて、
すべての車両を一度、開発系統図に当てはめてから分類することで、互いの関連性を
視覚化している。また主要車両には詳細な諸元を併記しつつ、豊富で珍しい写真と精巧
なイラストが理解を助けている。フランス軍用車両に関して、これ以上の本は存在しない。
［ 著 ］

フランソワ・ヴォヴィリエ
François Vauvillier
［ 訳 ］

宮永 忠将
大日本絵画
ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

1

I N T R O D U C T I O N

百年に及ぶ 研究の集大成
一世紀の歴史を有するフランス軍装
甲戦闘車両の研究に尽くしてきた多く
の人々に感 謝をささげるところから、
本書は書き起こされるべきである。
フランス軍の装甲戦闘車両に関する研究は、膨
大な著作物や目撃証言、戦闘報告、回想録、作
戦詳報に加え、長い伝統を持つ陸軍機甲部隊の
部隊史を包括する、膨大なものとなる。私は基
本的に、技術的な記述に集中して本書を執筆す
るため、参考文献の紹介もこの視点の枠組みに
制限していることを、あらかじめお断りする。

The Old gang.....頑固者たち

を記述するのを望まなかった結果である。
以上の、初期の戦車解説書には一貫した傾向
がある。いずれの執筆者も専門家や開発関係者、
あるいは熟練技術者であるということだ。また
彼らの同僚である技術者や専門家向けに書かれ
たというのも共通点である。彼らの執筆時期は、
まだ第１次大戦に従軍した関係者が多数生存し
ており、軍は国家の中枢を占める巨大な組織で
あった。その一方で、軍関係者くらいしかこう
した軍用車の技術的側面に関心を示す専門家や
マニアがいなかったため、
市場も小さかった。 こ
うした観点からすると、デュヴィニャックの執
筆方針は適切であったと言えるだろう。

新たな探究者の出現

以後30年間にわたり、本書の狙いにかなう技
フランス戦車に関する技術的、工業的側面の
術的観点からの出版物は見当たらなかった。し
最初の書籍は、第1次世界大戦直後に書かれた。 かし1970年代になると、軍とは直接の関係を持
このうち最も信頼がおける『Les Chars d'assaut,
たない新たな世代が調査に加わりだした。彼ら
leur création et leur rôle pendant la guerre,
は純粋な興味に突き動かされた愛好家であり、独
1915-1918』は、歴史教師であり、エスティエン
立した研究者である。人数は少なかったので、私
ヌ将軍とも親しかったL.デュティル大尉の著作で
は1973年から数年のうちに全員と知り合うこと
ある。
280ページを超える労作は、当時の物語調
ができた。
の記述スタイルを残しているが、
20年にわたって
真っ先に紹介すべきは、ピエール・トゥザン
読み続けられたのちに、２冊の記念碑的な著作
の本である。彼が執筆に乗り出した時期には、私
へと受け継がれた。
は当時まだ駆け出しの編集者であったが、彼は
作戦的な視点から戦車を扱った『Batailles et
大作の出版を企てていた。私は『La Gazette des
combats des chars français』は、本書の狙いか
Armes』の「特別編」として、2冊組の300ページ
らは外れるものの、1940年に第２装甲師団長とな
ほどの本を提示した。制服や徽章、部隊、組織
るJ.ペリー大佐の著作である。技術的な側面の著
を扱うという内容だ。企画案は好感触を得たの
作としては、F.-J.ディギャ少佐が1937年に出版し
で、我々はすぐに着手したが、陽の目を見たの
た『Les Chars d'assaut, leur passé, leur avenir』 は全体像の半分ほどであり、まず第1巻の『Les
が、戦車研究の新しい地平を拓いた。この本は、 Engins blindés français』が、1976年にSeraから
デュティルの仕事の上に打ち建てられた342ペー
刊行された。この本は新世代の戦車愛好家にと
ジの大著であり、詳細を極める記述で情報の不
っての指標となり、今日でも古典的な本として
足を埋めてくれる。ディギャの本は、第1次大戦
扱われている。
時代のフランス戦車についてのはかり知れない
続いて1979年にはEPAから256ページの専門書
価値がある参考書であり、原資料にあたる以外 『Les Véhicles blindés français 1900-1944』が出
では、最も優れた情報源と評価できる。
版された。本書はピエール・トゥザンの研究の
デュティルおよびディギャの記念碑的な仕事
集大成と呼ぶべきものであり、以降35年間にわ
以外では、
1937年出版のJ.ペリー『Les Chars de
たってこの本に匹敵する基本情報を集めた専門
combat, essai de classificvation positive』 に 言
書はあらわれていない。また同じくEPAから出
及しないわけには行かない。110ページの本の中
版された280ページほどの『Les Engins blindés
で、著者は戦車の概念が誕生してから20年間に
français 1945-1977』は、本書の対となるべき存
開発されたすべての国の戦車について実に優れ
在である。
た分析力を駆使して解説、分類している。1918年
1980年 代 の 主 要 な 研 究 と し て は、 ス テ パ ン・
以降のフランス戦車が含まれていない以外はほ
フェランの著作があり、ピエール・トゥザンと
ぼ完璧に近い。ペリーが優れた分析者であるこ
並ぶ古典的名作に位置付けられている。本書は、
とは、
〈目的を確実に達成するために、少なくと
様々な装甲戦闘車両の背景にある関連事項を網
も現代（訳註：執筆当時のこと）に関しては、私
羅するだけでなく、武器や装備にも深く言及し
は外国の戦車だけを対象とした。詳しい読者な
て い る。 武 器 に つ い て は1982年 と1984年 に
ら、本書が常にフランス戦車との比較を念頭に
Lavauzelleか ら 刊 行 さ れ た『Les Matérials de
置いていることがわかるはずだ。この方法によ
l'armée de terre français 1940』に依拠している。
り議論の対象が絞られる。そして我々は厳密な
AFVを扱うのは第１巻で、タイプごとの詳細な
ガイドラインに沿った客観的な妥協点に到達で
技術情報が詳述されている。
きるだろう〉という著者の前書きから理解でき
この直後の1987年には、やや精度に難があり、
る。この基準は、のちにド＝ゴール中佐が議論
あまり知られていないが、
アラン・グーグ『L'Aube
を持ち出して、国防行政の幹部、特に戦車科の
de la Ggloire』という248ページの本がOcébur
将官を不安にさせた時代の空気を反映している。
から出版されている。本書は第1次大戦終結まで
戦間期の重要な著作として、もう一つ触れて
のフランス軍の装甲車および戦車をに扱ってい
おかねばならないのが、
1936年から『Histoire de
る。公文書の丹念な調査を踏まえているので、デ
l'armée motorisée』の執筆にとりかかり、1947年
ュティルの本を彷彿とさせると同時に、技術だ
に476ページの大著を完成させたアンドレ・デュ
けでなく作戦的な側面にも注意を払っている。
ヴィニャック中佐である。もともとは『Mémorial
1990年 代 の 最 初 の 本 は『L'Automobile sous
de l'artillerie français』誌の連載記事であり、従
l'uniforme 1939-40』で、1992年にMossinから出版
来の本を置き換えるといった野心的な狙いはな
された。執筆者は私なので、本書の意見は他者
った。本書の大半は、著者がキャリアを重ねて
にゆだねるべきだろう。一点だけ補足させてい
きた砲兵の自動車化という問題意識で書かれて
ただけるなら、まず私は装甲車両についてのみ
いるし、すでに前任者が執筆を終えた時代の車
書こうとしてはいなかったことを明言しておき
両については、多くのページを割いてはいない。 たい。そのような題材はすでに語り尽くされて
また残りの部分はマイナーな車両すぎて役に立
いると信じているからだ。研究対象について情
たない。残念なことにデュヴィニャックの記述
報を交換していたジャン＝ガブリエル・ジュデ
は1935年で終わっているのは、
〈
（彼が）フラン
ィは、本の内容に完璧を期するよう私に強く薦
ス軍の機械化に主導的役割を果たしていた時期〉 めたが、それは実現できなかった。埋め合わせ
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として終章の15ページ分だけは1939年9月〜 1940
年のフランス軍AFVの状況について割り当てて
いる。
1990年代にはフランスで軍事関連のブームが
あり、関連書の出版も盛んになった。この勢い
は2000年になっても衰えることはなく、次の２
冊の大著が登場した。
『Chars de France』ジャン＝ガブリエル、
1997
年、ETAIより出版。
『France 1940, l'armement terrestre』 ス テ フ
ァン・フェラン、1998年、ETAIより出版（本書
は彼の既刊書をアップデートした内容である）
締めくくりとなるが、2000年代に入ると今度は
新しい試みの2冊の本が登場した。2003年からパ
ス カ ル・ ダ ン ジ ュ ー に よ っ て 刊 行 さ れ た
『Trackstory』シリーズは、１冊が１種類の車両
にフォーカスした構成になっている。巻を重ね
るごとにフランス軍AFVの全体像が見えてくる
構 成（ 同 じ よ う な 分 冊 シ リ ー ズ も 存 在 す る が、
『Trackstory』はイラストと文章が豊富である）
になっていて、本書執筆時点で13巻まで出版さ
れている。また英語版も刊行されているのが特
徴だ。
2009年 に は ポ ー ル・ マ ル マ ッ サ リ の『Les
Chars de la Grande Guerre』が出版された（100
ページ、Éditions 14-18）
。本書は資料の洗い直し
により、今まで語られなかった計画戦車なども
掘り起こしている。
インターネットの普及も無視できない。アン
ト ワ ー ヌ・ ミ ス ナ ー が 運 営 す るchars-français.
netでは、ジャン＝ピエール・ヴァランタンがま
とめた資料に依拠しつつ、様々な車両が解説さ
れている。この資料は特に1930年代の戦車に関
する記述が多い。また アラン・アダムとエリック・
デ ニ ス が 運 営 す るATF40.frで は、 フ ラ ン ス 軍
AFVに関する活発な意見交換がみられる。

海外への情報発信

不運なことに『Trackstory』誌を除けば、私
が引用した本はすべてフランス語のものしかな
く、世界中の戦車愛好家がフランス軍AFVの情
報を得る機会はかなり閉ざされている。
この空白は、今日ではインターネットの力に
より部分的ではあるが解消されつつある。まず
第 一 次 世 界 大 戦 で の フ ラ ン ス 戦 車 に つ い て は、
'tanker（ミシェル・スゲー）'による正確な記事が、
丁 寧 な 英 訳 に よ りLandshipsWWI.forumで 読 む
ことができる。ただ、これは裏を返せば豊富な
イラストと解説が整ったリファレンスが存在し
ないため、同様の出版物が存在すればとして長
期にわたり基礎的な本として重宝される余地が
あるということである。
これが本書『ビジュアルブックフレンチタン
クス＆アーマードビークルズ 1914-1940』
（原題：
Encyclopedia of Franch Tanks and Armourd
Vehicles 1914-1940）を執筆した大きな動機であ
る。本書に収録された情報の大半─およびエリ
ック・シュワルツとローレン・ルコックのイラス
ト ─ は、私 が2006年 か ら 編 集 に 携 わ っ て い る
GBMマガジンから集めたものである。
本書によって、フランス軍AFVの開発に投入
された革新的な努力が広く世界に知られるよう
になることを望んでいる。また同時に、今日広
く定着してしまっているフランス戦車に対する
誤解や誤情報の再定義にも挑みたい。

Since 1980, a dozen
works have appeared
dealing with our topic.

本書の見方

フランス軍AFVの類別法
起源から1940年までのフランス軍AFVを、一般的な意味で分類、類別
化する試みには、大きな困難が待っている。
まず、用途による分類を検討してみよう。一般的には、軍用車は任務や
戦場での運用方法によって明確に類別できる。主力戦闘車両、軽偵察
車両、指揮装甲車両、支援車両、自走砲といった具合だ。
しかしフランス軍AFVはこの類別にぴったりとおさまらない。同じような性能
の車両であっても、その設計を担当していた主要部署が決定した仕様と、
実際に使用する部署との関係が、問題を一層複雑にするからだ。例えば、
砲兵は戦車を生み出すきっかけとなった兵科であり、歩兵科は1920年に
戦車を運用していた。騎兵科はこれらと並行して豊富な開発ラインを持って
いたし、工兵科も1915年12月31日までの時点で、敵味方の塹壕の間に
広がる無人地帯に侵入可能な車両開発の任を負っていたし、通信、架
橋の分野では、かなりの種類の装甲車両を保有していた。
広い意味での装甲戦闘車両について主題を元に戻すと、歩兵戦車や
機械化騎兵用の戦車開発と、その量産化の際に生じる驚くべき技術的な
特徴には興味を掻き立てられる。だが、関連して軍内部の組織や抗争に
ついて触れなければ、今日の読者が開発当時の歴史的な背景を知る機会
は得られない。
つまり、 組 織 対 立の影 響の知 識などをいかに読 者に与えるべきかと
いうジレンマを回避するために、私はAFVを最終的な運用組織で分類す
るのをあきらめて、車両の特徴をなす戦闘力や速度といった性能による分
類を試みることにしたのである。

攻撃力か、速度か、あるいは双方の追及
戦車に不可分な要素として戦闘時の「攻撃力（strength）」 があげら
れる。一般的には戦闘力ともいうが、本書の「攻撃力」とは戦場に持ち込
める武装によって定義され、同時に、機械の大きさや重量、装甲による防
御能力や不整地走破能力が加味される。もちろん他のAFVとの比較に
拠るのは言うまでもない。これらの能力でAFVは敵防御線や陣地帯を破
壊し、敵中枢部で遭遇する脅威を排除し、「友軍歩兵を無力化しかねな
ばんば
い敵の自動火器に遭遇」 するであろう戦場を無事に前進できる。また輓 馬
の能力では想像もできない不整地に重砲を運び込む手段にもなる。これらは
「攻撃力」の指標となりうる要素である。
本書ではまず最初の章で「攻撃力」を評価の尺度とした車両を扱う。大
きさにとらわれずに歩兵戦車に触れ、装甲の有無にとらわれず自走砲につ
いて説明する。また以上の用途に当てはまらない多様な軍用車両について
も、「攻撃力」という概念をもとに配列している。
第二の要素が「速度」である。かつては〈快速兵器の要であり（…
中略…）迅速に火力を配置転換できる戦力〉を発揮できるのは騎兵だけで
あったが、内燃機関がこの概念を変えてしまった。だが速度を重視する騎
兵科の遺伝子は、例えばルノーSK装輪戦車などに残っている。これは失
敗に終わった計画であったが、エスティエンヌが 「速度」の追及として
開発を望んだ戦車であった。
フランス の 快 速 戦 闘 車 両 を 採り上 げ る 際 に、 最 初 の autosmitrailleuses 、すなわち機関銃車（当時の報告書ではハイフン入りで記述
される）についてまわるジレンマに触れなければならない。装甲を持たない
装甲車であるこの車両をスペック的な理由だけで除外すると、全体像の
解説が困難になる。したがって、非装甲の機関銃車については、その
誕生から敵地上部隊の攻撃に投入されるまでを、本書ではすべて収録
している。しかも1914年以前の車両ばかりではなく、1920年代の車両も
含む。彼らはレヴァント地方で大きな存在感を発揮していたのである。
「攻撃力」と「速度」 だけを比較の尺度に用いようとすると、騎兵科
が運用したソミュア系の戦車の類別が困難になる。当時の類別では戦闘
力を有していないとの建前から、戦車としては扱えなくなってしまうからだ。
同様のことは、AMR33やAMR35にも当てはまる。これらは小型で軽量

How to read
this Encyclopedia
に過ぎる車両であるが、分類上は戦車なのだ。しかしこれらを本書の分類
に従わせるならば快速戦車となる。加えるなら、フランス軍騎兵科は車両に
関して推進装置の違いや装輪、装軌式などの移動方法を区別していなかっ
た。 期 待された速 度 性 能を発 揮できるか 否 かだけが 問 題であったの
だ。

軍の機械化を目指して
調査、執筆の時間や紙幅の関係から、本書ではキャプションを除けば、
部隊単位での戦いや配備の話は扱わない。私は装甲車両（装甲がない
装甲車両も含め）の相違や開発─場合によっては計画で終わった車両も
─そして戦場での特殊な役割に注目したのである。これを第三の概念であ
る「システム」という分類に当てはめることにした。「攻撃力」や「速度」
が明確な車両では目立たない資質であるが、現実的には３種類の評価
基準のうちで、もっとも普遍的な性質ともいえる。
軍の自動車化がもたらした革命は、「攻撃力」 や「速度」を備えた軍
用戦闘車両や自走砲を単なる機械力にとどめず、戦場での役割を拡大さ
せた。兵器の機械化がもたらした新しい「システム」は、戦場への火力の
投射だけでなく、野戦軍の全体的な構成も変えてしまったのだ。この戦場
の機械化を通じて新しい役割を与えられた車両についても本書は解説して
いる。

時系列を優先した構成
本書は軽戦車や攻撃戦車（Battle Tank）、装甲車といった伝統的な
車両分類の細分化を廃して、開発順の配列を最大の特徴としている。対
象を全体的に理解するのに、これは最善の処置である。しかし読者が開
発年次に沿って関連する項目を追いやすくするために、さらに２つの特徴を
加えている。それは３種類の総合系統図と、本文や技術解説の各所に矢
印付きの番号で明示した、豊富な相互参照項目である。

対空車両の除外
スペースには限界があるため、私はまず対空戦闘用に開発された非装
甲車両をすべて本書から除外した。もし対空車両を網羅しようとすれば、
結果として本書は内容を薄くせざるを得なかっただろう。
ただし例外もある。1916年に開発されたルノー製トラックに47㎜対空砲を
搭載した車両【➠37. 2 】には、直接の先祖にあたる車両【➠37. 1 】が存
在 する。これよりよく知られた、1 9 3 7 年 開 発の7 5 ㎜ 対 空 砲 搭 載のデ・
ディオン＝ブートン製オートカノン【➠8.1 】は、部分的ながら装甲が施され
ているので、本書で扱っている。

100種の基本車両と300種の派生車両
本書では参照用の番号が頻出する。これは主要な100両の車両に関連
した番号である。これに派生型と開発計画型などを加えると、本書が扱う
車両数は400両近くに達する。これほどの車両が登場するため、各車両の
主用途やそのバリエーション的な運用、および投入された技術的な近似値
をもとに、可能な限り論理的に種別しての配列を心がけた。これを反映して、
各車両には適切な参照番号が与えられている。
1〜26は「攻撃力」を追及して開発された戦闘用車両、特に戦車と自走
砲を対象としている。
27〜77は「速度」の概念で開発された、主として騎兵科に属する車両の
解説である。
78〜100は「システム」に分類される、その他の車両が配列されている。
1〜100番の番号が与えられた車両は単独でも知られる車両が多い。単独
の車両の解説で終わることもあるが、そうでなければ派生車両群で構成
される系統図の頂点に位置する車両とみなせるだろう。
ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940
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おおまかに言えば、各系統は最初、ユニークな設計によるシャシーないし
車体の開発から始まり、派生車両に移行するに従い、元の形質から徐々に
遠ざかっていく。例外として、同じ戦場や部隊での運用が決まっていながら、
別々の企業や工場で製造される車両があるが、これは小さな差異を無視し
て、同一のものとして扱っている。この方法によれば、攻撃戦車に至る1921
年度の様々な試作車両群は、16番の系統を形成する。また57番の系統はレ
ヴァント地方で運用する車両であり、ベルリエ、オチキス、パナールなど各
社の車両がひとつにまとめられている。
本書の系統における最大派閥ーー当然、生産数も相応に多い車両と
なるーーは、
ルノーFT軽戦車（5番）と 、ルノーUEキャリアー（89番）である。
FT軽戦車は31種類のバリエーションを持ち、各々の違いは開発の時系列に
従って5. 0から5.31の番号が割り振られている（小数点以下の第一桁に
は試作車両が割り当てられている）。派生車両については基本的に開発順
序と用途の優先度の高さに依拠して配列されている。
このようなルールにより、各車両は同系統の車両群の中でどのような位置を
占めているのか、番号から類推できるようになっている。

How to read
this Encyclopedia
3.4Xなどのように番号の後に小文字の「X」が続く場合は、系統図の中の
位置が明確な開発計画という意味である。
100番までの番号はすべてフランスで開発された車両のみを扱っている。
大多数がフランス軍で使用されたものであり、海外販売に成功した車両は
少数である（1921年のサン・シャモンや、1934年のルノーZB快速軽戦車が
例として挙がる）。しかしこれらは他の車両とは区別されず、本書の類別
ルールに従って配置されている。
E1〜E12は海外製AFVに与えられた番号で、
1940年までのフランス軍では
採用例は極めて少ない。フランス軍のAFVの歴史に関連が深い車両だけを
厳選して掲載している。
海外製のシャシーをベースにフランスで開発された車両は、フランス製AFV
として扱っているホワイトTBC装甲車【➠ 41.4／P85】は、最もわかりやすい
例である。
本書を手に取ったあなたは、フランス軍のAFVについてこのうえない情報
を得られると確信している。

フランス軍の計画と海外製車両
今日出版される、本書のような兵器事典は、すべての兵器を完全網羅
することは困難であっても、いずれも計画車両にも深く言及する傾向にある。
開発された当時の別の可能性を考慮すれば、計画車両を手厚く扱うのが適
切であろう。こうした車両は、車両番号に「X」印で明示されている。
番号の前に「X」 がつけられた車両は、その系統番号の中に含まれる
べきか判断が難しいという意味が込められている。
（X14やX18）のように「X」
に続く番号は、その系統番号に近い車両ではあるものの、連続性はない
という意味である。

技術データ
量産された車両の大半と、一部の試作車に関しては技術データを
掲載している。すべての数値はヴァンセンヌ委員会や操縦マニュアル
などの元資料に基づいている。
こうした数値を集めているうちに、
しばしば多くの出版物で異なった
数値に遭遇した。本書では使用している数値データが、
そうした複雑
な資料に依拠していることを、
ここに明示しておく。

戦車─装甲車─自走砲？
げんがく

フランス語について回る衒学的な議論を避けるために、
主なAFVを対 象とした用語の正 誤をここで確 定して
おきたい。話は1937年、二人の専門家にまでさかのぼる。
J.ペリー中佐によれば、「もしあなたが軽 戦 車のこ
とについて話した場合、フランス人の多数はそれが大
戦中に登場したルノーFTのような古くて、歩兵に密接に
関連した戦車であると直感する。これがイギリス人であ
20.0.2
れば、装甲と武装は貧弱なものの、小型で軽量、高
Renault photo
速を発揮する偵察用の戦車を連想するに違いない。そ
20 .0.1 ルノーが提示した2種類の軽戦車。左側は低速だが装甲が優れたルノーZM試作戦車であ
してフランス人には、このようなイギリス人の考えが理 る。右側は装甲を軽量化したルノーVM快速軽戦車で、フランス軍では公式には偵察装甲車として描
解できず、
〈それは軽戦車ではなく装甲偵察車の役割だろ かれている（➠61.2／P99）
う!〉と疑問を投げる。これは本当に厄介な問題である。
F-J.ディギャ少佐はさらに一歩深い考察をしている。 15.3.1 D3戦車の類似戦車としか言いようがない計画から始まった写真の車両開発にもルノーは責任
〈転輪式、装軌式という操向装置の違いは 大きい。こ を負っていた。しかし、この車両は砲兵科の自走砲に変更された。
れは戦 車と装甲車の区 別にもつながる。 転輪は実質
的に路上走行のみに使用されるものであり、装軌式車
両は不整地も走行可能である（…中略…）この伝統的
な定義に従えば、我々は一層、今日流行している想像
的な描写を忘れてしまう。現在の戦闘用車両とは、そ
の性能ではなくて、搭乗員の制服によって類別される〉
からだ。
上記を踏まえると、autos-mitrailleuses（装甲車）
として知られるAFVが、騎兵科では「戦車」となり、
歩兵科が運用するとauto-canons（カノン砲装甲車）
となり、 砲 兵 科 においてはcanons auto-moteurs
15.3.1
（自走砲）となる理由がわかる。
P. Touzin collection
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■単位について

Encyclopedic Glossary,
Names and Abbreviations
本書が扱う戦闘車両の装甲や火器の口径ではメートル法を統一して使用している。またアメリカに由来する技術に関
してはインチ法やガロン法を併記する場合もある。すべての数値は本書のフランス語版を流用したものである。原書
でトン表記はショート・トンとメトリック・トンを併記しているが、本書では1000㎏＝1tとするメトリック・トンに統一する。

I）車両／装備の種類およびカテゴリー
AC（anto-cannon/autocannon）
：オートカノン
ACC（autocanon de calalerie）
：ルノーACG 2【➠75.2／ 56】 の正式
略号。
AM（auto-mitrailleuse/automitrailleuse）
：装甲車；オートミトライユーズ
AMC（auto-mitrailleuse de cavalerie）
：騎兵装甲車。1918年から1931
年にかけてフランス軍騎兵部隊に属する戦闘車両の正式略号であった。
AMC（auto-mitrailleuse de cavalerie, type combat; or automitrailleuse de combat ）
：装甲戦闘車。1931年より導入された正式略
号である（この時 期にAMDとAMRも導 入された）。公 式ではないが実
質的には騎兵戦車を意味する。
AMD（auto-mitrailleuse de cavalerie, type découverte; or automitrailleuse de découverte）
：装甲捜索車。文字通りには捜索型装甲車
（本書では主にD型に分類されている）。AMCやAMRと並び、1931年より
導入された略号である。実質的には長距離偵察用装甲車である。
AMLD（automitrailleuse légène du desért）
：砂漠型軽装甲車。
武装の有無は問わない。
AMR（auto-mitrailleuse de cavalerie, type reconnaissance/ autom
itrailleuse de reconnaissance）
：装甲偵察車；近距離偵察および騎兵支
援装甲車。1931年より導入された正式略号である。
Armoured Cannon Car：オートカノン
Armoured Car（automitrailleuse）
： 直 訳 す れ ば 装 甲 車。 し かし
英語（Armoured Car：装備している武装の定義がない）とフランス語
（automitrailleuse：装甲と非装甲／ソフトスキン車両との区別がない）と
の違いに関する明確な定義はない。この問題を克服するために、1918年
以 前 の 車 両について 、本 書 で は「 機 関 銃 」ない し「カノン砲 」を区
別している。1 9 1 8 年にはホワイト装 甲 車 の 導 入により、この 必 要 は 消
失 する（de Ségur, Lorfeuvre & Castelbajac）。Automitrailleuseも参
照のこと。
Armoured Machingun Car：Armoured Car およびAutomitrailleuseを
参照。
Autocanon（auto-canon）
：カノン砲車。
１.）フランスでは第1次 大 戦 前 の 識 別として、砲 兵 科 が 運 用した
7 5 m m 対 空 砲 搭 載 のデ・ディオン＝ブートン車を指す【➠8.1／P28】。

CA（contre aéronefs）
：対空
CA：シュナイダー社が初期の自社開発戦車に与えていた識別符号。char
d'assoutの略語という説には根拠はない。
Cannon Car：Autocanonを参照。
Ca n o n a u t o m o t e u r：1 9 2 0 年 代 初 頭にリメルー技 術 大 佐 が 使 用し
ていた用語。本書では主としてガルニエ＝ルノーのARL V39とSAu40【➠
15. 3／P41、22／P57、74.4／P56】に使用される車両の開発意図は、良
好な装甲を有する「砲戦車（公式な用語ではない）」に該当する。あえて
比較するなら近接支援戦車ないしドイツ軍の突撃砲に似た存在となるだろ
う。Self Propelled Gunも参照。
Catarpillar：第1次大戦の期間、フランスで砲兵の主要な自走 手 段とし
て使われた用 語である（ 通 例としては履 帯の懸 架 装 置のひとつとして
使 用される）。
CBP（camion blindé Panhard）
：パナール装甲トラック。実質的な装甲
兵員輸送車（APC）である。
CC（chasseur de chars）
：駆逐戦車。
Char：フランス語における「戦車」 の対訳語であり、英語との共通化を
嫌うエスティエンヌ将軍の意図により命名された。エスティエンヌはこの訳語
を作るのに際して、古代の戦車（War Chariot:Char de guerre）を
参考にした。
I-他の一般的識別
1.Char d'assaut：突撃戦車。1916年から1919年にかけてフランス軍で
使用された。
2.Char Blindé：装甲戦車。1919年に短期間だけ、新しい車両に用いられた用語。
3.Char de combat：戦闘戦車。1920年から1940年にかけて戦車に適用
された最後の一般的用語。また歩兵戦車として使われた戦車にも全般的に
使用された
（この場合は複数形 "les chars de combat"として表現される）。
4.Char de cavalerie：騎 兵 戦 車 。
（ 戦 後 になって 定 義 づ けられ た ）
AMCについての非公式名称であり、歩兵戦車に同等の装甲が与えられて
もこの名称が用いられた。結果として、Charという用語は
（詳しい説明もなく）
ソミュアS35（およびS40）に公式に使用された。

II-重量、戦闘力および戦場での役割
5.Char léger：軽戦車。原則的には乗員2名で、攻撃に先立ち戦場に
２. ）フランスが 採 用した 識 別 種 で、1 9 1 4 年 時 点 では 軽 砲 （37 〜
おいて歩兵を支援する。
47㎜）を搭載した自動車ないしトラックで、当初は海軍によって運用され、 6.Char Moiyan：中戦車。本書では一部の車両に対して使用している
のちに騎兵科も使用するようになった【➠34〜37／P76、77、79、81】。1936 （P10-11）。
年、autocanon de cavalerie（ACC）、す な わ ち ルノ ーACG2【➠
7.Char de Bataille：攻撃戦車（Battle Tank）。1921年にエスティエン
フランスでは時代遅れの言葉となり、 ヌ将軍の要求の中で使用された戦車の名称で、B型戦車に使用された。
75. 2 ／P56】の開発失敗に連動して、
8.Char puissant：強化戦車（Powerful Tank）
。1930年代半ばに生まれ
canon-automoteurに置き替えられた。
た新しい識別で、B型戦車や軽戦車から派生した３人乗りのD2戦車、将
Automitrailleuse（auto-mitrailleuse）
：機関銃車。
来計画の20t級戦車に使用された。中戦車とほぼ同意である。
１.）第１次大戦時には、乗用車ないし民生用トラックをベースとした装甲
9.Char lourd：重戦車。1916年に最初に使用された用語で、イギリスの
車で、武装は機関銃を主としていた（Autocanonを参照）。
菱形戦車や、
1918年以降は30 t 以上の将来の戦車に対する呼称として使わ
２.）1918年初頭より、ホワイト装甲車【➠ 41／P84】はカノン砲と機関銃
れた。また1936年には45 t に拡大した。ちなみに B型戦車にはこの用語
の両 方を搭 載していたが、auto-mitrailleuseとauto-canonの2種 類の識
は適用されなかった。
別は、後にArmoured Carに融合していった。この流れとは別に、レヴァン
10.Char de rupture：突破戦車。特に1919年の覚書と1921年の計画に
ト方面の配備用に開発された2種類のauto-mitrailleuse【➠ 49. 2 、49. 3
おいてChar lourdに割り当てられていたもので、要塞線や構築陣地を突破
／P89】は、武装を有していなかった。
Automitrailleuse légène de contact：近接戦闘用軽装甲車（➠P98）。 するために開発された戦車を想定していた用語である。
11.Char d'arrêt：1928年から1932年まで使用された用語で、文字通りに
1931年にごく短期間だけ使用された。
は「停止戦車」となる。後にマジノ線となる要塞化予定陣地における砲列
Automobile de guerre：War Motor Carを参照。
間のギャップを埋めるための防御策であり、重駆逐戦車としての形をとっ
bis：
「改型」を意味する。
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っていた。1870年代にSére de Rivièresによって建設された要塞線に由来
している。これは要塞線の間に意図的な隙間を残し、この隙間に強力な独
立堡を設けるというもの。独立堡は全周囲に火力を投射可能で、突出した
敵に打撃を与えることができた。
12.Char d'attaque des fortifications（char de forteresse）： 要 塞
戦車。要塞化地帯における運用を考慮された戦車。特にジークフリート線
での使用が考えられていた。1937年以降の重戦車改良計画において適用
された。
Chasseur de chars（CC）
：Tank Destroyerを参照。
Chasseur portés：軽歩兵を戦場に運搬するに使われた、ロレーヌ製６輪
輸送車（1937 〜 1939年）、ないしAPC（1939 〜 1940年）のこと。
Chenillette：シャニレット；補給用軽装甲車。同時期のイギリスではキャリ
アー（carrier）と呼ばれていた。1930年代、
非装甲も含めて軽ハーフトラックも、
フランス軍ではシャニレットに分類されていた。
CL（char léger）
：軽戦車の呼称。特にルノーFTに使用された。
Cuirassé terrestre：装甲陸上軍艦の意味で、ごく初期の戦車に対して
頻繁に使用された。1915年12月12日、エスティエンヌの書簡で初出した。
ER（émetteur récepteur）
：トランスミッター／レシーバー・ラジオセット。
無線通信装置。
FM（fusil mitrailleur）
：軽機関銃（LMG）
。ブレンガンやBAR 、デンマーク
のマドセンに対応するフランスの同種の兵器を指す。
Machingun Car / Machingun-armed Car（mitrailleuse automobile）
：
機関銃ないし恒久的な機銃マウントを装備した非装甲軍用車のこと。この
表現は主として第1次大戦以前の車両について使用されるが（➠P70 〜
74）、 同 大 戦 後の車 両も少 数 が 対 象となる（➠P89）。 第1次 大 戦 以 前
のフランスの新聞でこの用語が使用されている場合は、automobile de
guerreとの共用である。
Mitrailleuse automobile：Machingun Carを参照。
SA（semi-automatique）
：セミ・オートマチック。砲撃後に砲尾栓が自動
的に開閉して排莢する機構のこと。
Self-Propelled Gun：フランス語のcanon automoteurに対応する訳語と
しては適切ではない。本書においては野砲あるいは重砲を軍用車（装輪
／装軌式かどうかは問わない）に搭 載したものを指すとする。これらの
車 両は一 部しか 装甲化されていない。もし備 砲 が 対 戦 車 砲であれば、
戦車駆逐車として言及される。
Tank Destroyer（chasseur de chars）
：対戦車砲を装備した軍用車両
全般を指す。装甲、非装甲の両タイプがある。この車両の主用途は対戦
車陣地を突破してきた敵戦車の撃退である。
ter-：第3版、bisの次のバージョンを指す。
Torpédo：20世紀初頭のフランス語として限定すると、英語から借用した
言葉で、荷台にほろをかぶせたトラックのような乗用車を意味する。
TMA（tracteur mitrailleur d'aviation）
：航空機用機銃を搭載した
非常に特殊な車種【➠ 32.2／P73】（駐機場などで飛行機の移動に用いる
二輪車はトラクターと呼ばれる）。
TR（à tir rapide）
：QF、速射砲のこと。
Tracteur：
1.）完全な装輪式の車両で、
イギリスでは「ガン・
トラクター」と表現される。
フランス語では「全装輪牽引車」と直訳される。
2.）フランスでは初期の戦車に対する用語で、特に使用目的を隠匿する
ために工 場段階で使用された。例えばシュナイダーCA戦車は「エスティ
エンヌ・トラクター」と呼ばれていた。
TRC（tracteur de ravitaillement pour chars）
：戦車補給トラクター。
TSF（télégraphie/téléphonie sans fil）
：無線電信技術。
VBCP（voiture blindée pour chasseurs portés）
：文字通りには
「軽歩兵装甲車」となるが、実質的にAPCである。
VDP（voiture de dragons portés）
：文字通りには「自動車化竜騎兵車」
とする。実質的には全地形対応型非装甲兵員輸送車（6輪ハーフトラッ
ク）である。
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VL（voiture de liaison）
：軍用連絡車両。
VLTT（voiture de liaison tous terrains）： 全地形対応軍用連絡
車両。
VOA(véhicule d'observation d'artillerie)：砲兵観測車両。
Voiture de prise de contact：文字通りには「接触獲得車両」となるが、
要は偵察車のこと。Berlite VUBD【➠52.2／P92】参照。
Voiture spéciale(Vre Sle)：文字通りには「特殊車両」となるが、狭義
にはパナール社で開発された、官民を問わない特殊用途の車両を指す。
これは同社で開発された通常用途の車両と対置される用語である。
VPRC(véhiculevprotégé de ravitaillement de la cavalerie)：騎兵
装甲補給車両。
War Motor Car(automobile de guerre)：本書で使用する場合、第一次
世界大戦前の一部の車両（➠P68 〜 69）をのぞけば、初期の完全な装甲
車を指す。註）現代のフランス語においては、Mitrailleuse automobile
の範疇の中で、柔軟に使用されている。

Encyclopedic Glossary,
Names and Abbreviations
Wheelbase：
1.）（装軌式車両）前輪のドライブスプロケットと後部のアイドラーホイール
の間の軸距。
2.）（ハーフトラック）前輪ハブと履帯部の中央結合ハブの軸距。
3.）（６輪装甲車）第１車軸と第３車軸の軸距。

II）組織、部署、委員会、工場、設計局など
ALGP(artillerie lourde à grande puissance)：高火力重砲。
AMAC(auto-mitrailleuses et auto-canons)：軍用車と自動 車 化 砲の
双方を対象とした第1次大戦時の用語。
AMX(atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux)：1936 〜 1937年
（1936年8月11日）に、セーヌ河畔、ヴィアンクールの対岸にあったルノー社
の工場の一部を国有化して設立された国営工場。第2次大戦の直前にはヴェ

ルサイユ近郊に新しい組み立て工場が建設された。
APX(atelier de construction de Puteaux)：プトー製造所、パリ近郊
の国営工場で、1935年にARLが設立されると、戦車関連の事業から撤退
した。
ARL(atelier de construction de Rueil)：リューエ製造所、パリ近郊の
国営工場で、戦車の設計と生産に特化していた。1935年、APX社のリュー
エ造船所との合併により設立された。
Artillerie d'assaut(AS)：突撃部隊。砲兵科の付属となった戦車部隊に
対するフランス軍の識別符号。

ルノーUE補給用軽装甲車（➠89／P142 〜 146）は、数の上
ではフランス軍でもっとも重要な車両である。1937年11月11日、パ
リでパレード中の植民地歩兵連隊の様子。

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

7

用語集

Encyclopedic Glossary,
Names and Abbreviations

AVIS(atelier de fabrication de Vincennes)：パリ近郊に設立された
Goum：中隊規模のモロッコ人部隊。モロッコの現地人を中心に編成された
国 営 工 場で騎 兵 装甲車の装甲および 砲 塔、その他の関 連 技 術の研 究
非正規ないし半正規の軽歩兵部隊である。
開発に従事した。
GPAR(ground parc automobile de réserve)：主 要 車 両 集 積 地。
BCC(bataillon de chars de combat)：歩兵戦車大隊：歩兵科に付属
1914年から1915年にかけてルノーやプジョーの乗用車を武装化するために
される戦 時 編 制の部 隊（ただし海 外 領 土には平 時にも展 開している）。 ヴァンセンヌに 設 置され た 施 設 で、のちに 国 営 の 作 業 所 に 変 化した
すべての歩兵戦車大隊は3個中隊で構成されていた。
（ A V I S 参 照 ）。
BCL(bataillon de chars de légers)：1918 〜 1919年に存在した
GPF(grande puissance Filloux)：High Powered Filloux design.
軽戦車大隊。
GQG(grand quartier géneral)：総参謀本部
BDP(bataillon de dragons portés)：自動車化竜騎兵大隊。
GRDI(groupe de reconnaissance de division d'infanterie)：歩兵
Billancourt：ヴィアンクール。パリ近郊の、ルノーの主力工場所在地。
師 団 偵 察 集 団 。1 9 4 0 年 5月までに、 第１〜第７G R D Iが 装甲車 装 備の
CACC(compagnie autonome de chars de combat)：独立戦車中隊。 自動 車 化 部 隊に変 化した。
CAT(compagnie africaine de transport)：アフリカ輸送中隊。フランス
Inspection des études et expériences techniques de
のモロッコ駐留軍に協力した私的企業。
l'artillerie(IEETA)：砲兵技術研究試験査察団。
CCAS(comité consultatif de l'artillerie d'assaut)：戦車諮問
Laboratoire central de l'armement：中央兵器研究所。
委員会。
Levant：レヴァント；シリア、レバノンのフランス委任統治領。
CCA(conseil consultatif de l'armement)：兵器諮問委員会。
MAC(manufacture d'armes de Châtellerault)：シャテルロー兵器廠。
CDM(camouflage du matériel, 公式にはconservation de matériel)：
Ministère de l'Armement：軍需省（戦時中のみ設置）。
対ドイツ戦を念頭に、ヴィシー政権下で秘密裏に設立された部署。
Ministère de la Guerre：陸軍省。
CEMA(V) (commission d'expérimentation des véhicules
PEB(parc d'engins blindés)：
（軍ごとに割り当てられた）野戦装甲車
automobiles de Vincennes)：ヴァンセンヌに設置された、自動車試験
集積所。戦車の本格的な修理と補充に責任を負う。
委員会。
PSAML(pelton spécial d'auto-mitrailleuses légères)：特別軽装甲車
CIAM(cemtre d'instruction des auto-mitrailleuses)：ヴァンセンヌに
中隊。1935年にベイルートで創隊された。
設置された、機関銃車の訓練部署。
RA(régiment d'artiollerie)：砲兵連隊。
CLD(compagnie légène de désert)：砂漠中隊（レヴァントに展開）。
RAM(régiment d'auto-mitrailleuses)：装甲車連隊。1939年９月に第
DC(division de cavalerie)：騎兵師団。1914年には10個師団あったが、 1 〜第３装甲車連隊が装甲車集団から改組された。1940年５月には装甲
1918年に６個に削減。以降、1928年には５個、1939年には３個に漸減した。 車連隊は軽騎兵師団に吸収された。
1940年２月にはDL（division légères 軽師団）に改称され、その翌月に
RATTT(régiment d'artiollerie à tracteurs tous terains)：
はDLCになった。
全地形運用型車両装備の砲兵連隊。
DCr / DCR(division cuirassée)：予備部隊という理解は誤りである。 RCA(régiment de chasseurs d'Afrique)：アフリカ軽騎兵連隊。
装甲師団。歩兵科によって創設された部隊で、４個BCCで構成された（２
RCC(régiment de chars de combat)：戦車連隊。
２個戦車大隊からな
個はB型戦車装備、２個は軽戦車装備）。1940年5月10日時点で３個師団が
り、平時は歩兵師団内に置かれる。1939年の動員によって戦車連隊は
あり、５月中旬に第４装甲師団（師団長はド＝ゴール）が創隊された。
解体されて、歩兵戦車大隊に組み込まれた。
Direction de l'infanterie, de la cavalerie, etc.：歩兵科、騎兵化など
RDP(régiment de dradons porté)：自動車化竜騎兵連隊。
陸軍省配下にあり、陸軍大臣の指示のもと、（佐官以上の）司令官に
Régiment de découverte：軽機械化師団内の長距離捜索連隊。第６、
よって指揮された。
第8、第10、第12のすべての連隊は、胸甲騎兵連隊の名称である。
DLC(division légène de cavalerie)：軽 騎 兵 師 団。1940年 初 頭に、 REC(régiment étranger de cavalerie)：外国人部隊騎兵連隊。
騎兵師団から改組されて５個師団が編成された。
REI(régiment étranger d'infanterie)：外国人部隊歩兵連隊。
DLM(division légène mécanique)：軽機械化師団（軽師団という分
SAET(section de l'armement et des études techniques)：
類は、装備や師団の規模ではなく、即応部隊としての能力を示している）。 フランス軍参謀本部兵器戦術研究課。
2個師団は戦前から騎兵師団より改組されたもので、１個は1940年初頭に
SRR(section de ravitaillement et de réparation)：補給修理課。
編成された。
６月初頭に第１、第４の２個軽師団がムーズ渡河作戦で大損害
ST(section technique)：技術課（通常は戦車車両部に所属）。
を受け、それぞれが第４、第７軽機械化師団に改組された。
STA(section technique de l'artillerie)：砲兵技術課。
EAMC(escadron d'auto-mitrailleuses de cavalerie)：装甲車 化 騎
STA(section technique de l'automobile)：自動車技術課。
兵中隊。
STCC(section technique des chars de combat)：戦車部技術課。
EMA(état-major de l'armée)：陸軍参謀本部。陸軍省に従属する。
STG(section technique du génie)：工兵技術課。
ERGM(établissement de réserve générale du matériel)：主 要 装
STMAC(section technique des matériels automobiles de
備集積所。
combat)：すべての戦闘用車両を扱う技術課（1931年９月に創設され、
GACM(groupe d'auto-mitrailleuses de la marine, groupe mixte
戦車部技術課を吸収したが、1933年７月に解体された）。
d'autocanons et automitrailleuses de la marine)：海軍機関銃車
STMCVA(section technique des matériels de combat et des
集団、海軍砲機関銃車混成団。
véhicles automobiles)：戦 闘 機 械および自動 車 技 術 課。1918年 以 降、
GAM(groupe d'auto-mitrailleuses)：機関銃車集団。1933年から1939
短期間だけ存在した。
年まで存在し、軍の近代化に合わせて装甲車連隊、ないし歩兵師団偵察
TOE(théâtres opérations extérieus)：海外戦域。
連隊に改組された。
GAMAC(groupe d'auto-mitrailleuses et autoi-canons)：機関銃車
／カノン砲 車 集 団。1916年９月に所 属が海 軍から騎 兵 科に移された際
に、海軍機関銃車集団から改組された。
GFMC(groupe franc motorisé de cavalerie)：1940年５月の危機
に際して創隊された、中隊規模の独立自動車化騎兵部隊。

8

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

The idea of

STRENGTH
攻撃力の理想を求めて

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

9

The Idea of

STRENGTH

攻撃力の理想を求めて

戦場に姿を見せてからまもなく、フランスにおいて戦車は３つの
カテゴリーに分けられた。これを提唱したエスティエンヌは、1917
年３月15日の書簡で、前線100㎞あたりを支援するのに必要な戦
車の構成について、次のように試算している。
「私の試算では、
次のような編成の戦車が必要になるだろう、それは、
1.）最大重量６tの軽戦車を、前線50mごとに１両、すわなち2000両
2.）最大重量14.3 tの中戦車を400両
3.）重量22～44 tの重戦車を100両

攻撃力の象徴：60㎜の装甲で守られた、B1bis戦車

Chars veterans collection via S. Bonnaud

の75㎜砲と47㎜カノン砲。写真の214号車は第2装甲
師団、第15BCCの所属車である。

陸上軍艦は、敵陣の突破というただひとつの目的の
ために開発された。フランスでは、最初の試験から量
産車が誕生したのは、1916年の中期であった。

1914

1915

1915 年初頭

装軌式車両による
Ch. フーシェ - E. & J. キレネック

ブリ
リー
へ

機関銃搭載
装軌車両

フーシェとの出会い
装

軌

J.-L. ブレトン

鉄条網開鑿機、11月計画始動

政治家
軍需産業界

陸

ブレトン＝プレトー
国会議員

1915年1月試験

P.オーブリオー - ガベ
国会議員

工場技術者

上

軍

装甲トーチカ
搭載農業用
作業車

電動式
爆薬
運搬車

開

発

の

工場技術者

依

頼

1.2
シュナイダー

シュナイダーは75型

ベイビー・ホルト45hp

を獲得、これが装軌式
装甲車の基礎となる。

1月15日:反転式操縦装置式機関銃車

1月13日
GHQへの
書簡

J. アルシェ 11月計画始動

発明家

人力運搬による兵士用装甲戦闘装置

歩兵支援用爆弾投擲
装甲トラクター

P. フロー

10

（提案された設計案）

E. ブリレ

J.-E. エスティエンヌ ホルト75型が

イギリスで採用

1915年6月試作完成も試験されず

4月10日試作打ち切り

2.1 フロー＝ラフリー

ホルト製造所製
装軌車

武装装甲
トラクター

1.1 アルシェ

クルペ＆ルヴェ製装甲付き装甲ローラー

12月1日計画始動

10

鉄条網開鑿機
12月15日受注
（キャンセル）
ブレトン＝プレトー

7月

75型

軍人

7月 22日試験

バジャック
農業用
トラクター使用

鉄条網開鑿機

フリッツ

100.1 オーブリオー＝ガベ 1.3 オーブリオー＝ガベ

ホルト式トラクター

艦

装甲
トラクター

1.4

1915 年夏

7月

式

11月計画始動
ブリリーとの議論

解決の
源流

75型ホルト

実際の必要数は５割増しとなるので、軽戦車3000両、中戦車
600両、重戦車150両となる。
エスティエンヌの著作からは、将来の戦車の可能性に関する先
見性がうかがえる。1918年８月末には、軽戦車はより軽量に、重
戦車はより重量が増えることになるだろうと、メーカーが取り組むで
あろう戦車の開発努力を、ユーモア混じりに書き残している。この
段階では将来の中戦車設計は何も具体化していなかったが、エ
スティエンヌに腹案はあったようだ。 第１次世界大戦が終わり、戦
車生産の緊要性が低くなると、軽戦車は急速に彼の構想から消
えると同時に、中戦車への関心が高くなる。この中戦車は1921
年の計画で「攻撃戦車」
と命名され、1918年から翌年にかけての
ルノーFT戦車と同様に大量生産される戦車として浮上した。技
術のベースが大きく異る現代の「主力戦車（MBT）」
と、彼が採用
した用語が類似している点は興味深い。
エスティエンヌが戦車部隊の創設者として辣腕を振るったのは
事実ではあるが、初期のフランス戦車の設計思想を彼個人に帰す
るのは正しくない。ただ彼の指導力は突出していたので、この時

フランス軍陸上軍艦の起源
デ・ファブリ 不整地走破性を強化した歩兵支援装甲車（9月後半）

Profile drawings by É. Schwartz and L. Lecocq. The colour schemes on the machines are indicative only; some images have been reversed to conform to the orientation of the table. Graphic design and production by F. Vauvillier © H&C
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楔止め転輪式装甲防護砲開発計画

1903

ルヴァヴァサー75㎜砲

IF
WHAT

この ルヴァヴァ
サー砲兵大尉の着

1917-1918

?

戦車の誕生

想による装 軌 式 装
甲自走機械の計画

イラストの縮尺

解 説

は、 用 語として
確立はしていな
か っ た が、 世
界 的に見ても最
初の戦車の計画と
約

言ってよい。しかし

1/72

初回発注

300

1917年計画

300

1918-1919年計画

他の説明は12ページ

Profile by L. Lecoq from details by F. Vauvillier. Speculative outline
based on the sole surviving sketch of the project © H&C

実現はしなかった。

期の戦車開発計画に強い影響力があったということだ。こうした事情は、
1923年に彼が定年により戦車総監の職を辞さねばならなくなった際に明らか
になった
（もっとも、1933年の暮れまでは、技術部顧問として隠然と権力を保
持していた）。1926年の計画では軽戦車が復活したのは、1920年7月以
来、戦車開発を主導した歩兵科が、
エスティエンヌの案を退けた結果である。
単純に見るならば、1926年の試案は、1917年から1918年
の段階で提唱された戦車の三分科案に立ち戻ったものと言え
る。影響力を失っていたエスティエンヌは、
ルノーFTの後継と
してのD1およびD2戦車に反対していた。
これらは装甲、火
力、エンジン出力が増加を続け、乗員が３名に増えていたし、B1は計画より
重量が倍になっていた。エスティエンヌはこれらを攻撃戦車構想を阻害する
ものと見なしたのだ。実際のところ、1932年に提案されたD2戦車は、重量と
性能、コストバランスについて高いレベルで妥協を図った戦車であった。
ま
た奇妙ではあるが、ジュネーヴ軍縮会議の鍵となる交渉も、戦車開発に関
して重視すべき最後の要素として残っていた。

12.1 FCM 2 C
30 mm

35 mm

10
重戦車

200

16 mm
41,4 t
11.1 FCM 1 A

37 t
E3 Liberty

夏期計画

1917
サン・シャモン戦車
改良型

重戦車
11

削減

100

mm

20 t

4.1 サン・シャモン

4月8日サン・シャモン製
トラクター受注

サン・シャモン
下請け契約

11

シュナイダーCA3
戦車（未製造）

mm

トラクター
1月7日
GHQの
援助

3.1 シュナイダーCA1

400

2月25日
クルーゾ製トラクター受注
エスティエンヌとルノーが面会

12月20日 試験失敗

5

J.-E. エスティエンヌ L. ルノー
12月1日
GHQ
への
書簡

mm

mm

6,7 t

6t

6,15 t

画

み

中戦車

6,5 t
5.1 ルノー FT

計
て
立

12 t

増加装甲

16

decisive July

主要計画

1918

19,4 mm

13,5 t

E.ブリレ

3.4X

400
中断

10

の

重量は
メートル・
トン

mm

400

リメルー

12月15日受注
適切な車両の調査 （キャンセル）

社
エ
ィ
ヴ
ル

30 t

増加装甲

ブレトンはエスティエンヌに不当な主張で追求

組

12 mm
E2 Mk V* 32,5 t

4.4X

300

17

12月11日の
スケッチ

600

キャンセル

300

履帯式自走塹壕踏破トーチカ

ベ
ー・
ニ
ロ
ゥ
ド

45 t

計画

2.4X オーブリオー＝ガベ

12月20日

削減

計画

23 t

シュナイダー

300

重戦車

陸軍の
推進計画
DSA
(DSA = 自動車委員会）
ムレー将軍

19-27 November

68 t

62 t

1916

Late 1915

1/190

400

5,5 t
L. ルノー
39 ジェフェリード・ファブリー

反転式操縦装置搭載の20両分
のジェフリー製シャシーを
使用。装甲車集団に配備された
が、任務には不向きであった。

4t
ルノー製機関銃車

ルノーはエスティエンヌに
軽戦車の価値を認識させる

150
+ 1000

ルノー軽戦車、
2月22日と
4月10日に受注
（5月12日確定）

ルノー式軽戦車
（複数工場で生産）

Idem

5.1 5.2 5.3
ルノー FT

+ 2380

+ 4270

10月16日受注
ルノー、ベルリエ、ソ
ミュア、
ドゥローニー・
ベルビユで製造

+ 987
12

軽戦車

総受注数

削減

mm

2,6 t

3000

E1 フォード

キャンセル

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940
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決断のとき
ヨーロッパにおける新たな危機は、フランスの戦車開発を促進した。

D2シリーズの開発は断念された。しかし開発スケジュールに穴は開けられ

第１は、1933年8月には陸軍大臣がルノーFTを代替する新型軽戦車へ ないので、入れ替わるように騎兵科がソミュアS35の虜となり、新たな軍馬と
の更新を決めたことだ。同サイズで乗員２名、任務もFTのそれを引き継ぐも すべく動きだしたが、これが歩兵科を刺激した。そして1935年の暮れには、
のとなる。重要なのは、この案が大量生産が可能な唯一の戦車であったと 新規に20 t 級の中型歩兵戦車の開発計画が浮上した。この計画は砲塔に75
いうことである。この新型６ t 軽戦車開発計画に端を発する完成車は、旧

㎜砲を搭載するなど、フランス中戦車としては異例の特徴を持つ
（30〜35 t 級

式のFT戦車の倍の重量に達していた。

の）G1戦車計画へと変貌する。G1戦車はB型戦車とは別系統に誕生した「

ドイツが突如脱退したことにより、ジュネーブ軍縮会議が機能しなくなったこ もうひとつの攻撃戦車」
と呼ぶべき存在であり、従来の伝統を壊してフラン
とは、第２の促進要素となったが、
これはほどなくB1戦車およびその改良型 ス戦車設計を刷新する可能性があった。
のB1bisの開発につながった。

40 mm

STCC

45

1918

68 t

70 t

突破
戦車

70 t

重戦車

X12.1

補給戦車

5車種の
開発計画

1月計画に
より3車種
に限定

1926

1921

50 t

BB戦車

3月
エスティエンヌ
計画

45 t

1928

水陸両用輸送車

23 t

19,4 mm
13,5 t

工兵科の
運用

20 t
7月に4車
種の研究
開発計画
開始

1919

6,7 t

16

攻撃
戦車

13 t

ルノーNC

短砲身砲
搭載戦車

13.1 13.2

30

mm

軽戦車
2,6 t

E1 フォード

12

3月30日
の書簡

1919

機関銃装備歩兵戦車

1人用
戦車

5.10 ケグレス式FT

無線連絡戦車と
指揮戦車

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

斥候戦車

1921年：攻撃
戦車と基本的な
仕様が統一

騎兵科で
運用

26

mm

40

mm

14.1 D1戦車

乗員3名と無線装置
植民地型軽戦車
植民地型軽戦車

装輪型
軽戦車

1923年：増加装甲型
FT戦車の試験

多用途戦車（無線、
観測、連絡、
警戒戦車）

軽戦車

50

ルノーFT

15,5 t

軽戦車

9/12 t

8,5 t
近接支援軽戦車

40

25,5 t

mm

独立突撃戦車*

mm

攻撃
戦車

6t
5.1 5.2 5.3

17.0 B1戦車

mm

14 t

16.1 16.2 16.3 16.4

25

攻撃
戦車

35 mm

30

高初速砲搭載
戦車

mm

19/22 t

15/19 t

砲兵科で
運用

「戦闘」戦車

12 t

B2戦車

21 t
25 mm
30 mm

3.1 シュナイダー 強力な砲を車載した中型戦車 計画が進行

中戦車

1930

1920

mm

35,5 t

6月25日
計画
3車種が
残る

水陸両用輸送車

B3戦車

1932

新型
攻撃
戦車

E2 Mk V* 32,5 t

X12.2

3月に
3車種の
研究開発を
要求

1930

mm

重戦車

45 t

10月要求

部隊輸送
戦車

7月に8車
種の研究
開発計画
開始

FCM

阻止
戦車

FCM
阻止
戦車

歩兵科の
運用

4.1

uil

70 t max.

突破戦車
（または
重戦車)

突破戦車

サン・シャモン

rb

t

第1次
大戦終結

17

ve

mm

12.1 FCM 2 C

12

ne

11 t
ルノーSK

20

mm

* 独立突撃戦車：無線
装置を搭載、歩兵部隊の
前進に先立ち、砲撃下を
前進する

15.3

12 t
20

D3戦車
mm

軽戦車

旧式化したFT軽戦車を代替する2名用戦車の需要

25.5X ARL Char C

同じ頃（1933〜1939年）、新型戦車の競争試作の実施により、フランスはルノーの事実上
の独占状態を脱しようとしていた。1936年以降は、新型戦闘車両の開発計画はほぼ国の統

145 t

制下にあった。フランスがドイツに宣戦し、第2次世界大戦が勃発すると、1939年12月には戦

120

1939

車総監のケラー将軍により、最終的な開発計画が認可された。
この計画は、22年前に始まっ

第2次大戦
勃発

た戦車開発計画の系譜を刷新する内容であった。当然、当初よりも重量は２〜３倍に増加
し、相応に装甲も強化されている。ただし火力は高価につき、機動力を犠牲にするものとい
う大原則は何も変わらなかった。結局は、フランス共和国の防衛ドクトリンに沿ったものだけが
計画に残るという、当然の結果に落ち着いた。

ARL C

n

25.2X

ne

ve
rb
ui
lt

120

1934年：FCM 2C戦車は実戦
部隊に配備されず

60 mm

25.1X

1/190

60 t

重戦車

45 t

35 t
60 mm

31,5 t

70 mm

17.1 B1戦車

強化型戦車
20 t 15.1 D2戦車

40 mm

1935

19 t

D3戦車試作車を流用

23.4
23.3 ロレーヌ

21,6 t

直接支援型自走砲
（砲戦車）

21.1 FCM 36
40 mm

6t

1933

40 mm + 8
40 mm

16 t

12 t

24.2 AMX 39

24.3X DAC 1
60 mm

12 t

19.2 H 39

戦車の上限重量：25 t

R 35 20.1

10,6 t

40 mm

11 t

20 t

将来型「随伴戦車」

歩兵支援戦車*

1932-1934
新型
軽戦車の
競争試作

60 mm 20 t

40 mm

12,3 t

ジュネーブ会議のジレンマ

30 t

25 t

74.4 SAu 40

15.3 ガルニエ＝ルノー

60 mm

22 ARL V 39

60 mm
20 t

23.5

1939

50 mm

1938
BDR

20t級
戦車の
競争試作

?

12月に
計画始動

G1戦車
開発計画

23.2 ポニャトフスキー/SEAM

17.7 80 mm

Char G 1 R

32 t

17.6 B1ter戦車

17.4 B1bis戦車

Char B 40

将来型
攻撃戦車

攻撃戦車

攻撃力の理想を求めて

40 mm

イラストの縮尺

40 t max.

27,2 t

100 t

53/60 t

Graphic design and production by François Vauvillier
© H&C

30 t

将来型
要塞戦車

54/64 t

FCM F 4

AMX

45 t

STRENGTH

B 120 mm

100 t

mm

要塞襲撃戦車
25.3X

1936

The Idea of

50 t

11月
45t級
戦車開発
計画

25.6X FCM F 1

mm

25.4X AMX
101 t C型トラクター

ARL S

1932年：FCM 2C戦車
開発計画が終了

140 t

139 t
100

mm

軽戦車

R 40 20.6

40 mm

11,6 t

*随伴戦車’
: 第1次大戦における軽戦車と同等の役割

H 35 19.1

40 mm

30 mm

解 説
軽戦車

40

制式化された車両

最大装甲厚
mm（車体正面）

5.10

参照すべき識別番号

12 t

全備重量

Profile drawings by É. Schwartz, L. Lecocq and J. Ghys. The colour schemes on the machines are
indicative only; some images have been reversed to conform to the orientation of the table.
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1

軽車両：襲撃と突破

鉄条網を乗り越えよ !
緊急なれど打つ手なし
1914年から1915年にかけて、歩兵の前進を妨げていた鉄条網陣
かいさく
地を開鑿して、不整地を走破する目的のために、多くの発明家が自
走式車両や自走装置の開発に挑んだ。
この過程で、軍事作戦にも投入可能な軍用車両を作ろうとする発
明家も現れた。機械化時代の戦争の形を予言していたフランス人や

1.1

爆弾投擲器搭載歩兵用軽トラクター

1915

アルシェ

生産台数: 1

民間企業としては、フロー（➠2.1／P16）技師のアルシェ
（➠1.1）やオー
ブリオー＝ガベ（➠P15 〜 16）などがあげられる。しかしこれらすべ
てに先立つのは、ジャック・キレネック軍曹の研究である。1914年秋
の戦いで負傷した軍曹は、その年の11月に、装甲武装化したホルト
式トラクターという着想を初めて提案した。父のエドゥアルドやシャルル・
フーシェ（➠2.6／P17）の協力を得て、キレネックはフランスにおける
履帯式車両開発を主導し、シュナイダー社のウージェニー・ブリレに
も影響を与えていた。
戦争初期には人力式の車両もあった。1915年初頭にエスティエン
ヌ大佐が考案した銃弾や断片避けの装甲殻や、シュナイダー社が少
数製造した防盾付き装甲転輪車もこれに加えられる。
ざんごう
1914年の時点では、両軍の塹壕のあいだに広がる無人地帯を移

Photo colorized by Laurent Lecocq
from details by François Vauvillier
© H&C

鉄条網切断車／破砕車
バジャック社製
トラクター搭載の

ブレトン＝プリトゥー

車両は、不整地走行用の試験
P80）製のリブ付き大型転輪を採
用。車体中央の旋回式マウント
に機銃を装着するか、リングマウ
ントに独自の爆弾投擲器を据えら
れるようになっていた。また携帯
式架橋設備を使えば、幅約２m
の超壕性が発揮できた。開発は
完全に計画倒れで終わったが、

（➠1.4）や、大型の前部転輪を持つバジャック（➠1.2）
、オーブリオー

1 .2

筒20hpエンジンを搭 載したこの
車 両 で、後 輪 にAMA（➠36／

動する車両としては、「農業用機械」に類似したものしか流用でき
なかった。まだ無限軌道装置は知られていなかったのである。一方
で、不整地走破能力を持つ転輪についてはまだ実用の域にはなく、
砲弾の炸裂で荒れ果てた土地を走破する試みは、農業用機械を
含めてすべて失敗した。─唯一、戦場で実地試験したフリッツSTG
＝ガベ（➠1.3）
、
そして装甲ロードローラーとして製造されフロー＝ラフリー
（➠2.7）は、いずれも砲弾孔に頭から突っ込んで身動き取れなくなる
程度の装置であった。
この問題は、無限軌道装置、つまり履帯の導入によってようやく解
決したのであった。

1914年11月 に 計 画 が 始 動
し、
1915年6月に 完 成した。４気

1915年にはジョセフ･アルシェが
装甲車で運搬される機械化歩兵
という先駆的な研究を著書で発
表した。
Author’s collection

1915

1915年の暮れにかけてジュール＝ルイ・ブレトンは、鉄条網を開
鑿して前進可能な機械の開発に賭けていた。1915年１月に、まず彼
は小型ワゴンを使って最初の試験を実施した。次いでプリトゥー技師
が特許を持っていた、巨大な剪定バサミを連想させる縦型配置のノ
コギリ歯と地表面すれすれをなぎ払う旋回式ノコギリ歯を配置した、
野心的な機械の実用化に着手した。試験的にバジャック社製トラ↘
生産台数: 1

Author’s collection

Author’s collection

14
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↘クターに据えられたプリトゥーの装置は（写真は1915年７月22日の試作車両）
、最終
的にはシュナイダー製の装甲武装トラクターに装着して、
10両を製造するつもりであった。
この機械の原案は（➠3.0X／P18）シュナイダー社のウージェニー・ブリレやキレネックと
の論争に繋がっていくが、この仕事が鍵になったわけではない。しかし、この最初の
装甲武装トラクターは陽の目を見られなかった。エスティエンヌが発注した400両の戦車
生産で、シュナイダー社には余裕がなかったからだ（➠3.1）。
有力なコネを持つブレトンは1916年12月14日に国務次官付きの兵器開発担当官に任
命されたが、在職中のこの地位の優位性を利用して、自分こそがフランス戦車の最初
の発案者であると主張するようになった。

1.3

農作業車流用型自走装甲要塞

オーブリオー＝ガベ

1 .4.1

1915

生産台数: 1

P. Danjou collection
Photos colorized by Laurent Lecocq from details by François Vauvillier © H&C

1915年、オーブリオー議員はガベ技師と協力して、
37㎜海軍砲と砲塔を
搭載した、乗員２名の可動式の小型要塞とも呼ぶべき武装トラクターを展示
した。この奇抜な車両は、車体後部に接続したケーブルから電気の供給
を受けて駆動する仕組みであった。製造メーカーはバルビエ＝ベナール&
テュレンヌ（BBT）社である。試作車の車輪ではいかなる障害物も乗り越
えられなかったが、それ以前に外部電源ケーブルが砲撃戦には脆弱すぎて、
前線に乗員が取り残される危険が高かった。

1.4

工兵技術部開発装甲トラクター

フリッツSTG

1.4.1 後ろから見たフリッツSTG（上）と前から見
た写真（下）
。機銃で武装していたのがわかる。

1915

がんばっていたのは民間の発明家ばかりではない。フランス軍工兵技術
部もまた、
1915年12月31日を期限として、塹壕を挟んだ無人地帯での作戦
が可能な車両の開発を軍から要求されていた。技術部では購入したフリッ
ツ社製トラクター 10台を改造して、正面12㎜、側面に9㎜の装甲板を貼り、
鉄条網開鑿用の鋼板を装着した車両を開発した。これらの車両は第4軍と
第10軍で試験的に投入されたが、不整地走破能力が足りないことが判明
した。戦場で使い物にならなかったフリッツSTGはまもなく忘れ去られた。

生産台数: 10

1.4.2 1915年夏の終わりごろ、シャンパーニュ戦区で評価試験に供
されている様子。２両のフリッツSTGは鋼板でカバーされた農作業用
履帯を装着していた。路上走行用の鋲付き板は撤去されている。

1 .4.2
M. Delannoy collection via G. François
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2
2.1

重車両：襲撃と突破

装甲ロードローラー

1915

フロー＝ラフリー

民間設計者のポール・フートは、20hpのLTエンジン（４気筒4820㏄）を搭載
ろくざい
した、不整地における接地性の悪さを肋材製ホイールで改善したラフリー・ロー
ドローラーをベースの軍用車両を考案した。1914年12月18日、ポール・フート は
陸軍大臣麾下の工兵技術課に対して、自分が開発した軍用車両は「どう猛な
戦争機械であり、戦場に姿を見せた瞬間から敵のあらゆる階級に恐怖を与えう
る存在」となると、売り込みをかけた。1915年1月26日の彼の覚え書きには「障
害物を踏みつぶし、切断し、地ならしして、敵第一線への攻撃力を持つだろう」
とある。この機材は実際に製造されたが、制式化されることはなかった。
生産台数: 1

Author’s collection

2.2

塹壕踏破装置

1/72

フロー＝ラフリー 装甲ロードローラー 1915年3月
装甲化されたクルペ＆ルーヴェ社製の車体は、全長７m 、幅２ｍ、車高2.3ｍの大
きさであった。重量は11 t 、速度は３〜５㎞ /hで、カノン砲と機銃を装備していた。
Photo colorized by Laurent Lecocq from details by François Vauvillier © H&C

フロー＝ラフリー装甲ロードローラーの試験は1915年３月28日にラ・クールヌー
ヴのクルペ&ルーヴェ社内で実施された。写真は屋外を強調するためにレタッ
チされている。試験場には鉄条網と壕が用意されていた。 フロー＝ラフリー
はあらゆる方向から障害を破り、杭を倒し、鉄条網を切除しながら進んだ。ロー
ドローラーとしては期待通りの仕上がりであった。

1915 2.3

ボワロ第1号機

自走塹壕踏破トーチカ

ボワロ第2号機

生産台数: 1

生産台数: 1

P. Touzin collection

ディクスジャはこの装置を「ディプロドキュス・ミリタリ（軍用恐竜）」と呼ぶ
ことを、「悪い冗談だが的を射ている」と評した。30ｔの巨大な機械は、
1914
年12月にボワロ社が提案したもので、高さ４m 、全長８mになる６枚の金属板
を、アスター製エンジンで回転させる構造であった。ボワロ第１号機は1915年
4月10日に試験されたが、
6月21日に却下された。実際に試験してみると、この
車両は背が高すぎて視認されやすく、故障が多くて、速度も時速1.6㎞しか
なく、操向装置も改善が見込めなかった。いかに楽観視しようとしても、動か
すだけで多くのジャッキを必要とし、直進するのさえひと苦労であった。以上、
あらゆる点を考慮しても、軍用には不向きであった。

2.4X オーブリオー＝ガベ
装軌式自走塹壕踏破トーチカ計画

1915

SHD

1915年11月に姿を現したボワロ第2号機は、先代と同じ6枚板の無限軌道
による推進機構であったが、姿は洗練されていた。車体内部は適切な装甲
が施されていて、内部には扉を使って入るようになっていた。この姿では履帯
が1組しかないという違いはあるが、イギリスの戦車と基本的に同じ構造であっ
た。1916年8月17日の試験は残念な結果となった。幅1.8mの塹壕を含む、評
価用障害物の通過には成功したものの、旋回半径は100mにもなり、実用に
はほど遠かったのだ。この頃までには装甲化された「陸上軍艦」の量産に
移行していたこともあり、「ディプロドキュス・ミリタリ」は歴史の片隅へと追い
やられたのである。

1915 2.5X デュ・ポワ
装甲陸上軍艦計画

1915

1915年12月30日 が、
1915年８月末にか
この謎の計画が生まれ
けて、オーブリオとガ
た日だと考えられてい
ベ は自動 車 技 術 局
る。オーブリ
オー＝ガベ
所属の専門家である
と比較する
と、車体全
フォッシュ中尉と面会
体、 時に履 帯を全 面
して、ホルト式トラク
ちしつ
的に保護している装甲
ターの構造を知 悉で
レイアウ
トが先 進 的で
きた。彼らはボギーを
あった。このアイデア
Patent drawing via M. Souquet ペアにした土 台を用
自体は優れていたが、
いた、自走式装甲トーチカというアイデアを温めた。このボギーは鉄道のそれと
Archives
départementales
des
Vosges
製 造に足る技 術 的 裏
は大きく異なり、幅2.5m 、長さ６m 、高さ２mのサイズでカノン砲と機関銃を装
付けが当時は存在していなかった。国会議員アベル・フェ
リーの私的文書の
備していた。1915年11月19日にこれを提案したオーブリオーは「例えば50㎞に
中から、ご
く
最近発見されたものである。
およぶ戦線であれば、このトーチカが100両あれば支えられる」と説明している。

1/144
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2.6.1 STA-フーシェ
第1号車A型／B型

1916

1916年2月初旬、シュナイダー戦車（➠3／P18）の生
産が始まる前、国務次官付きの砲兵弾薬担当官は、ベイ
ビー・ホルト式トラクターの車体を延長した車体について超
壕能力に関する保証を書面にするように求めていた。ムレー
将軍の名により、自動車技術科（STA）の走向装置専門
家であるシャルル・フーシェ中尉は、試作車両を2週間で作
成した。履帯構造は刷新されていて、３ヵ所のサスペンショ
ン機構と８つの転輪で構成され、履帯を含めた幅は２. 93m 、
エンジンの位置も中央に最適化されていて、その前後に関
連装備をバランスよく配備することで、際限なく履帯と車体
ちょうごうせい
を延長することを避けつつ、超壕性を上げるよう配慮されて
いた。1916年2月17日に試験は終了し、STA-フーシェはフラ
ンスの戦車開発史において有効性が認められた最初の車
両となったのである。

J.-P. Fouché & J.-F. Monginoux collection

1916年2月17日、ヴァンセンヌにて、塹壕内でフーシェ中尉が腕を広げて、
第1号車が1.5m幅の超壕能力を持つことを示している。

STA- フーシェ第 1号A型 1916年2月 自動車技術科
車体の前部にかけてV字型の木製の刃と、その下側には鋤、
ワイヤーカッターがついている。ワイヤーカッターは

生産台数: 1

1/35

いちばん上がのこぎり状になっている。
びぞり

車体後部には尾橇が備わっていた。

Profiles by Éric Schwartz, from
details by François Vauvillier
© H&C

以上の重要な変更は
B型の車体で試験さ
れた。

2.6.2 STA-フーシェ C型 1916
第１号車C型

1916年2月以来、自動車技術局長のムレー将軍は、独自
の試作車両を保有していた。シュナイダー戦車を超える完
璧な陸上軍艦を入手するためのあらゆる可能性の追求に、
時間を無駄にはしなかったのだ。３月になると、サン・シャモ
ン社との交渉が始まる。そして数週間後、新型戦車（➠4
／P20）400両が発注されたのである。
フーシェ中尉との比較により、第 1 号車より
小さな車体であることが確認できる。
J.-P. Fouché & J.-F. Monginoux collection

1/35
Profiles by Éric Schwartz, from
details by François Vauvillier
© H&C

STA-フーシェ C型《密閉装置》1916年3月
この車両は、船の舳先に似た形状の前部デッキと装甲配置までの基
本的な設計が終わっている。イラストは
木製の状態である。車体後部の超壕
用の尾橇も、両側面
にダミーの装甲を取り付
けたビームで支える改良
型の構造になっていた。

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

17

目次

Table
2
3
5

■ INTRODUCTION「百年に及ぶ研究の集大成」
■ 本書の見方
■ 用語集

第一章

〜 攻 撃 力 の 理 想を求 めて〜 T he I dea

■ 概略と系統図
■ 軽車両：襲撃と突破

■ 重車両：襲撃と突破
■ シュナイダーCA戦車

■ サン・シャモン戦車
■ シュナイダー戦車およびその他の戦車の計画車輌
■ ルノーおよびFAMHの中戦車開発計画
■ ルノーFT軽戦車
■ ルノーおよびプジョーの軽戦車
■ 超小型戦車

■ ドゥローニー＝ベルビユの設計
■ 75㎜自走対空砲 ＆ 75㎜短砲身砲搭載軽戦車
■ 105㎜砲／75㎜野砲搭載型装軌式車両
■ サン・シャモン装軌式重自走砲
■ シュナイダー自走砲
■ FCM（地中海鉄工造船所）重戦車
■ 菱形重戦車
■ 重駆逐戦車（阻止戦車）

■ ホイール・カム履帯戦車／自走砲
■ ルノーNC軽戦車

■ ルノーFT／NC1  軽戦車開発計画ほか
■ D1戦車（ルノーNC改良型）

■ D2/D3戦車 & 75㎜ガルニエ＝ルノー（D3ベース）
■ 1921年計画における攻撃戦車
■ B1戦車試作型 ＆ B1戦車
■ B1bis戦車

■ 試作車にとどまった軽戦車
■ オチキス1935年型軽戦車
■ ルノー1935年型軽戦車
■ 1936年式FCM軽戦車

■ 1935年式オチキス軽戦車 ─1939年型
■ 新型懸架装置搭載のルノー軽戦車
■ B1ter戦車および将来型パワフル戦車
■ 騎兵近接支援戦車および駆逐戦車

■ 軽機械化師団および装甲師団用突撃砲（砲戦車）
■ 20t級歩兵戦車とG1戦車
■ 将来型軽戦車
■ 装軌式自走砲開発計画

■ さまざまな重量の戦車開発計画
■ 要塞突撃砲
■ 47㎜砲 駆逐戦車

第二章

of

STRENGTH

1915
1915
1915-18
1915-18
1916-18
1916-17
1917
1916-1918
1916-1919
1914-1918
1918
1917-1918
1918
1917-1923
1917-1918
1930-1932
1918-1924
1924-1925
1924-1935
1929-1936
1932-1940
1924
1927-1934
1935
1935
1935
1934-1938
1935
1939
1939-1940
1935-1940
1935-1937
1937
1936-1938
1938-1939
1930-1937
1937-1939
1937-1940
1918-1940

〜 速 力 の 理 想を求 めて〜 T he I dea

■ 概略と系統図
■ 装甲戦闘車両

■ 機関銃車（非装甲）
■ 即席機関銃車

■ 雑多な武装車両
■ 海外領土における即席武装車両

■ 西部戦線のパナール（モロッコ型）
■ 第一次大戦初期の装甲車体

■ 37㎜カノン砲搭載プジョー146
■ ルノーED機関銃車（ルノー・ブリンデ）

■ プジョー 146型カノン砲車（後に機関銃車）
■ ルノーED型機関銃車（後にカノン砲車）
■ アルシェ装甲車
■ 47㎜砲搭載ルノー自走砲

■ さまざまな機関銃車とカノン砲車
■ 4輪駆動装甲車

■ ホワイトTBC AMC（AMC：騎兵装甲車）
■ さまざまな試作装輪装甲車、ハーフトラック、装甲車
■ シトロエン製装甲ハーフトラック
■ 砂漠用軽量機関銃車（レヴァント運用）

■ 様々な用途の装甲車
■ シュナイダーP16装甲車（AMC、後にAMR）
■ ベルリエVUDB捜索車
■ 装甲偵察車

■ ラフリー50AM装甲捜索車（AMD）
■ AMDパナール165/175（海外用）

■ レヴァントでの装甲車 ＆ 中国での装甲車

of

10
14
16
18
20
22
23
24
26
27
27
28
29
30
31
32
34
35
35
36
37
38
40
42
44
46
48
48
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
61
62

SPEED

1902-1912
1903-1911
1914
1914-1915
1914-1916
1913-1914
1914-1915
1914
1915-1918
1915-1918
1915
1915
1915-1918
1916-1918
1915-1918
1921-1927
1923-1925
1923-1927
1928
1930
1930
1930-1932
1930-1932
1932
1930-1935

64
68
70
72
73
73
74
75
77
78
79
80
80
81
82
83
84
86
88
89
90
91
92
93
94
95
96

of

■ モロッコのさまざまな装甲車
■ 軽量型近接戦闘装甲車
■ AMR33 ルノーVM
■ 装甲戦闘車（AMC）
■ AMC34 ルノーYR
■ ラフリー80AMD

■ 装甲偵察車
■ AMR35 装甲偵察車

■ 自動車化された歩兵師団偵察集団の軽量戦車駆逐車
■ AMR35（植民地仕様）ルノーZT4
■ 装甲捜索車（AMD）
■ AMD35 パナール178

■ 戦闘装甲車（AMC）ソミュアAC3
■ 1935年式ソミュア戦車（ソミュアAC4）
■ ソミュア S35戦車
■ 戦闘装甲車AMC35 ルノーACG1
■ AMD（砂漠用）ラフリーS15 TOE

■ AM39 ジョンドロン＝ソミュア装甲車（ex-AMR）
■ AM40 パナール201 強化型装甲車
■ スペイン脱出後の装甲車／快速戦車
■ AMソミュアS40戦車（1940年式AC5）
■ AMX40戦車（計画）

第三章

■ 装甲指揮車両（連絡車、可動 指揮車、通信車）

■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

デュ・ディオン＝ブートン
シュナイダーCA2
通信戦車（ルノーFT TSF）
1920年代の退嬰的な試み
指揮連絡車
中隊指揮車7
モロッコでの指揮車
装甲通信車
無線機搭載型装甲指揮車
指揮戦車、指揮車、観測通信用装軌式装甲車
通信車、指揮車、連絡車
装甲兵員輸送車
シトロエンP20C
K型装甲兵員輸送車
植民地用派生型
CBPパナール179 装甲トラック、モロッコ
海外領土での兵員輸送車
VBCPロレーヌ38L 装甲兵員輸送車
将来型装甲兵員輸送車
補給および支援装甲車両（歩兵用）
初期の歩兵用補給車
補給用軽装甲車（シェニレット）
新型の歩兵補給用軽装甲車と将来設計案
武装型シェニレット
フランス軍での武装型シェニレット
機械化部隊における補給用車
補給用橇とトレーラー
戦車用補給トラクター
騎兵用装甲補給車
戦車部隊用回収車
将来型装甲兵員輸送車
超壕用架橋戦車
軽架橋トレーラー
軽戦車用架橋戦車
ソミュア＝コーデル20t架橋戦車
地隙埋設用ファシーン運搬車両
水陸両用戦車および潜水戦車
装甲サーチライト車
戦場作業者となったFT戦車
煙幕展帳装甲車
地雷除去戦車
遠隔操作式爆発物運搬車
訓練用装甲車両

■ 目次
■ 訳者あとがき

■ 著者紹介と謝辞

1928-1931
1931-1932
1934-1935
1932-1933
1936
1932-1935
1934-1935
1936
1939
1940
1932-1934
1937-1940
1935
1937-1940
1939
1939
1935-1939
1940
1936-1940
1940
1940

〜システムの 理 想を求 めて〜 T he I dea

■ 概略と系統図
■ 装甲オートバイ

■

Contents

of

97
98
99
100
101
102
103
104
105
105
106
107
109
109
110
112
113
114
115
116
117
118

SYSTEM

1927-1937
1914
1917
1918
1929
1931-1933
1932-1936
1934
1931-1932
1936-1937
1933-1940
1939-1940
1909-1917
1930
1930-1933
1935
1933-1934
1934-1937
1939
1940
1918
1924-1930
1931-1939
1937-1940
1921-1937
1940
1914-1917
1918-1934
1937-1938
1940
1925
1919-1928
1917
1918
1939
1939
1935-1940
1917-1939
1917-1918
1937-1939
1937
1922-1940
1915-1940
1932

119
122
122
123
123
124
125
126
127
127
128
129
130
132
133
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
150
151
152
153
154
155
156
158
160
161
161
162
164
164
165
166
167

＊西暦年表記は、各ページ内の表記に従う

ビジュアルブック フレンチタンクス ＆アーマード ビークルズ 1914 - 1940

165

