


ネイビーヤード編集部／編

©2017 DMM.com POWERCHORD STUDIO / C2 / KADOKAWA All Rights Reserved.

KanColle Pictorial Modeling Guide 4



2

戦艦編
　巨大化しつづけた戦艦、その行き着く場所は？………………………… 4

　日本海軍が建造した5タイプ12隻の戦艦プロフィール… ……………… 6

　日本戦艦のルーツはイギリスにあり！
　生まれた時はよく似ていた金剛とウォースパイト………………………… 8

　金剛型戦艦………………………………………………………………………… 10

　扶桑型戦艦…………………………………………………………………………24

　伊勢型戦艦…………………………………………………………………………30

　長門型戦艦…………………………………………………………………………36

　大和型戦艦…………………………………………………………………………40

海外戦艦編
　戦艦ビスマルク……………………………………………………………………52

　ヴィットリオ・ヴェネト級戦艦… ………………………………………………54

　戦艦アイオワ………………………………………………………………………56

　戦艦ウォースパイト………………………………………………………………58

　戦艦ガングート……………………………………………………………………60

　戦艦リシュリュー… ………………………………………………………………62

目次 CONTENTS

本書は「艦これ」に参加して軍艦に興味を持ち「艦船のプラモデルを作ってみたい」と思った提督
の皆さんに読んでいただくためのモデリングガイドです。2014年に発売された第1弾、2015年に
発売された第2弾、2016年に発売された第3弾に続き第4弾をお届けします。今回は「艦これ」に
登場する戦艦に絞って紹介することにいたしました。日本海軍は太平洋戦争で12隻の戦艦を保有
していました。「艦これ」の世界でも空母と並んで最強の戦力として提督とともに戦っているでし
ょう。戦艦は艦船模型の世界でもいちばん人気のあるもので多数のメーカーから発売されています。
本書では2017年末現在、発売されている戦艦の1/700キットのすべてを紹介しています。初心
者向けのものから上級者向けのものまでさまざまなものが発売されています。本書を読めば必ずや
皆様にぴったりのキットを見つけることができるでしょう。『艦これピクトリアルモデリングガイ
ド』を通じて艦船模型に興味を持ってくださる方が少しでも増えることを願っています…（編集部）
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本書で紹介した商品の値段は2017年11月時点の税別価格です。商品によっては流通在庫のみ
のものもあります。また模型写真は製作者によるディテールアップが施されています
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　1873年建造、イギリスの「デヴァステーション」
以来、主砲塔を前後に1基ずつ置き、船体中央部
には副砲を多数装備する砲郭、という艦型が戦艦
の定形となった。1901年に建造されたフォーミダ
ブル級戦艦は当時の世界最強クラスの戦艦であり、
その強化改良型にあたる英国製の「三笠」は世界
最強の戦艦であった。
　1905年、英海軍は従来の標準的戦艦から一変

した画期的な戦艦「ドレッドノート」を建造。10
門もの主砲を積んだ単一巨砲搭載艦によって戦艦
の標準が一変し、「ドレッドノート」と同等の艦
は「ド級戦艦」と呼ばれ、それ以前の艦は「前ド
級戦艦」、ド級に及ばない艦は「準ド級戦艦」と
称された。そして列強海軍の「ド級戦艦」建造に
対して英海軍は1912年、主砲を34cmに拡大した
「オライオン」級を建造、「超ド級戦艦（スーパー・

ドレッドノート）」の登場となった。
　こうした時期、日本海軍は戦艦の国産化を進め
ていたが「ドレッドノート」の登場により、建造
中だった初の国産戦艦・薩摩型は完成前に前ド級
戦艦と化して旧式化、続く河内型も準ド級戦艦止
まりと、ド級建造競争には遅れをとってしまった。
この遅れを挽回すると同時に、最新技術の導入を
図り、英国に発注したのだが巡洋戦艦「金剛」で

戦艦編

イギリス海軍戦艦 ドレッドノート
トランペッター 1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／川合勇一
日本海軍戦艦 金剛
カジカ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／Takumi明春
日本海軍戦艦 長門
青島文化教材社1/700 
インジェクションプラスチックキット（改造）
製作／山下郁夫
日本海軍戦艦 大和
タミヤ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／細田勝久

英フォーミダブル級の強化型というべき、当時の世界最
強戦艦。主砲は30cm連装2基4門とは同等で、15㎝副砲
は2門多い14門。常備排水量1万5140トン。記念艦と
して現存する、世界で唯一の前ド級戦艦だ。

「長門」の新造時と並べると、外見上の発展の
流れが断絶されまったく異質な姿となっている。
20年以上の空白期の影響であるが、実際はそ
の間にも戦艦の近代化改装や他艦種建造の影響
があって、徐々に「大和」の姿が成立している。

日露戦争時の日本の新鋭主力艦だったが
ドレッドノート以降はその地位を譲る

日本海軍戦艦 大和
1941年

日本海軍戦艦 三笠
ハセガワ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／川合勇一

日本海軍戦艦 三笠
1902年

最強の主砲と防御力を兼ね
備えた戦艦進化の終着点

巨大化しつづけた戦艦、その行き着く場所は？
日本海軍が本格的に戦艦の運用を開始したのは日露戦争後前夜のこと。当時世界最強の艦隊を保有していた英国へ戦艦
建造を依頼してからだった。これらの英国製の戦艦の活躍により日露戦争に大勝した日本はその後も大艦巨砲主義のも
と海軍力を強化していった。このページでは日本海軍の主要な戦艦をイギリス海軍の「ドレッドノート」を挟んで紹介
している。「三笠」と「金剛」の間に大きな隔絶があることがわかるだろう。「ドレッドノート」の出現により戦艦は同
一口径の主砲をなるべく多数搭載するプラットフォームとして進化を続けその数はおおむね8〜12門となった。

ドレッドノートを挟んで一変した戦艦デザインの行方
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ある。主砲は英国でも試作直後で戦艦としては世
界初の36cm砲を搭載、1912年に完成した「金剛」
は、図らずも世界最強の巡洋戦艦となった。金剛
型の技術が続く国産戦艦の基礎となり、扶桑型と
その改良型となる伊勢型が建造された。
　そして設計段階から日本式となったのが、長門
型戦艦であった。英海軍が38cm主砲、25ノットの
「超々ド級」にあたるクイーン・エリザベス級を

高速戦艦を建造しており、それを上回る世界初の
41cm砲搭載、26.5ノットの高速戦艦として建造、
1920年に完成した。ついに日本海軍は「ド級」「超
ド級」を過去の物とする戦艦を建造するに至った
のである。
　ここまで急激な進化を遂げた戦艦の発達は、
1922年、ワシントン海軍軍縮条約の締結で停止
した。条約は戦艦の新規建造を禁止したため、戦

艦建造は約20年の空白期が続く。
　条約明けに建造された「大和」は、主砲に世界
初の46㎝砲を搭載した史上最大の戦艦となった
が、空白期を経ての設計は外見上も完全に日本独
自の姿となった。大和型は3番艦（空母「信濃」
として竣工）以降も改大和型、超大和型と続く予
定であったが、敗戦により2番艦「武蔵」が結果
的に最後の日本戦艦となった。

出撃
日本海軍戦艦に搭載され
た主砲の進化

　日露戦争時の戦艦の主砲は、英国アームストロング社
製（安式）30.5㎝（12インチ）40口径砲、最大射程
は1万3700ｍだが、日本海海戦では距離8000ｍで敵
前回頭を行ない射撃を開始した。日露戦争後に完成した
英国製の「香取」型は砲身長を45口径として威力を増
した。「香取」がヴィッカース社製（毘式）「鹿島」が安
式を搭載したが、性能は毘式の方が上であったという。
　ヴィッカース社で建造された「金剛」の主砲は、毘式
35.6㎝45口径を搭載、「比叡」はヴィッカース社供給
の部材、装備を横須賀工廠で組み立てる形で建造したた

め、主砲は毘式となった。これに対し「榛名」「霧島」
は毘式を国産化した四一式を搭載した。
　初の国内開発主砲の三年式は、41㎝と口径の拡大によ
り、弾重量、貫徹力が大幅に増強された。
　さらに口径が拡大された46㎝の九四式は、41㎝より
更に威力を増し、弾重量では三年式より4割増、貫徹力
では1割増しとなった。
　30.5cmの安式と46㎝の九四式を比べると、徹甲弾
重量、最大射程では、4倍以上に進化している。単一巨砲搭載艦というコンセプトを現実化した画期的戦艦。日本

海軍を含め各国で検討されていた案を逸早く実現させた。ド級の
ドは「ドレッドノート」のド、である。口径は30㎝のままだが、
従来2基だった連装主砲塔を5基に増加させている。建造期間も
驚愕の短さでわずか14 ヶ月。列国の戦艦ばかりか、自国で同時
期に建造中だった戦艦まで一挙に旧式化させてしまった。コンセ
プトと存在は偉大だが、ド級戦艦の急激な発展、超ド級戦艦の登
場により、第一次大戦時には二線級の戦力となってしまった。

日本海軍戦艦 長門
1920年

これまでの戦艦すべてを旧式艦へと
追いやった革命児

イギリス海軍戦艦 ドレッドノート
1906年

日本海軍巡洋戦艦 金剛
1912年

英国に発注された超ド級巡洋戦艦。36㎝砲は世界初の搭載例で、以後日本海軍は大口径の戦艦主砲の世界初搭
載を繰り返す。4基の主砲塔はすべて中心線上に配置され、主砲全門が両舷への射撃が可能。

防御力が貧弱だった初期の巡洋戦艦を改良した超巡洋戦艦

英国式設計から初めて日本式設計によって建造される。外見的には、七本
脚の前檣楼が独特の艦影を形作っている。その後、排煙対策により第1煙
突を後方に屈曲させてさらに特徴ある姿となり、日本海軍の象徴として長
く国民に親しまれる。世界初の41㎝主砲搭載戦艦となったが、41㎝砲自
体も日本海軍が設計から製造まで手掛けた初めての戦艦主砲であった。八
八艦隊計画により、この後も同様の艦影で大型化した戦艦が続々と出現す
るはずであったが、軍縮条約により建造中止となった。

攻撃力、防御力、速力が
高いレベルでバランスの

とれた高速戦艦

Japanの主砲は英国
のものベースに進化
していったのですね

戦艦という艦種は、19世紀後半の1870年代に誕生し、20世紀前半の1940年代にその
終焉を迎えた。100年に満たない歴史で、排水量は1万トンから7万トン、主砲は30㎝
から46㎝に拡大した。途中、数々のエポックにより飛躍的な発展を見せたが、日本海
軍もその渦中で戦艦建造に勤しんだ。ここではその歩みを概観する。

文／伊藤龍太郎

形式	 口径（㎝）	 砲身長（口径）	 徹甲弾重量（kg）	 貫徹力（㎝/m）	 射程（ｍ）	 主な搭載艦
安式	 30.5	 40	 386	 33/4570	 13700	 三笠
毘式/四一式	 35.6	 45	 673.5	 30.7/20000	 35420	 金剛
三年式	 41	 45	 1020	 45.5/−	 38430	 長門
九四式	 46	 45	 1460	 49.3/−	 42030	 大和
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戦艦編

日本海軍が建造した5タイプ12隻の
戦艦プロフィール

弩級戦艦建造に出遅れた日本海軍は、技術導入
も狙って英国に超弩級巡洋戦艦を発注した。「金
剛」は英国で、「比叡」「榛名」「霧島」は国内
で建造した。当時の英戦艦の34㎝砲を上回る

36㎝砲をもち、27.5ノットの高速を発揮した
4隻は、世界最強の巡洋戦艦戦隊であった。近
代化改装で30ノットの高速戦艦となり、太平
洋戦争では日本最古ながら最も活躍した戦艦だ。

軍縮条約明けに、日本海軍が建造に着手
した世界初の46㎝砲戦艦で、基準排水
量6万4500トンは世界最大、戦艦同士
の戦いであれば世界最強だったことは間
違いない。完成は太平洋戦争開戦後とな
ったが、戦争は飛行機の戦いとなり「武
蔵」も「大和」も敵航空機の波状攻撃に
より、驚異的な防御力を発揮しながらも
沈没した。近年、両艦とも沈没位置と海
底の様子がかなり詳細に判明して話題を
呼んだ。

日露戦争に勝利した日本海軍は、戦艦の国産に努め、超弩級戦艦の技術を
英国から導入してその習得と改良に勤しみ、遂に世界最大級の戦艦を建造
するに至った。太平洋戦争は、その集大成というべき5タイプ12隻の戦艦
で戦ったのである。

武蔵大和

金剛型戦艦
日本海軍戦艦 金剛
ハセガワ　1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／野々上秀樹

日本海軍戦艦 扶桑
フジミ　1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／野々上秀樹

日本海軍戦艦 伊勢
ハセガワ　1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／細田勝久

日本海軍戦艦 陸奥
青島文化教材社　1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／川合勇一

日本海軍戦艦 大和
タミヤ　1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／細田勝久

英国に設計を発注、建造された超弩級巡洋戦艦

日本で設計された初の超弩級戦艦にして世界初の3万トン超戦艦扶桑型戦艦
伊勢型戦艦

長門型戦艦

大和型戦艦

金剛
コンガウ

榛名
ハ ル ナ

霧島
キリシマ

比叡
ヒ エ イ

扶桑型を改良した戦艦はのちに空前絶後の航空戦艦に改装

世界初の41㎝砲戦艦は海軍休日に「ビッグセブン」として海上に君臨

世界初の46㎝砲、世界最大の排水量、世界最強にして日本最後の戦艦

金剛型の技術を基に、巡洋戦艦である金
剛型と対になる超弩級戦艦として建造さ
れた。主砲配置の拙さからの射撃時の爆
風問題など、必ずしも成功した艦とは言
い難かったが、当時世界最大、基準排水
量約3万トンの巨艦を国産できた意義は大
きかった。太平洋戦争では、低速がたた
り活躍の場はなく、レイテ沖海戦のスリ
ガオ海峡で「扶桑」「山城」共々、優勢な
米艦隊の前で炎上爆沈するしかなかった。

予算の関係による建造遅延が幸いして扶
桑型の主砲配置を改良、問題を解決した
艦型となった。戦艦としての性能は向上
したが、甲板室面積が減少して居住性が
低下、乗員にとっては日本で最も窮屈な
戦艦となってしまった。ミッドウェー海
戦で4隻もの空母を喪失すると、伊勢型
は航空戦艦に改装された。飛行機を運用
した活躍はできなかったが、大戦後期に
おける諸作戦での奮闘は特筆ものである。

戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を中核とした八
八艦隊計画の第一陣として建造、世界初
の41㎝砲を搭載する26.5ノットの高
速戦艦。軍縮条約の結果、41㎝砲搭載戦
艦は「長門」「陸奥」を含む7隻のみと
なり「ビッグセブン」と称された。長く
連合艦隊旗艦を勤め、日本海軍の象徴と
なった。太平洋戦争では「陸奥」が謎の
爆沈で姿を消し、「長門」が終戦まで生
き残った唯一の戦艦となった。 陸奥長門

日向伊勢

山城扶桑
フ サ ウ ヤマシロ

ヤ マ ト ム サ シ

ナ ガ ト ム ツ

イ セ ヒ ウ カ

戦艦の世界基準が定まったのは……？／日本の近代海軍が組織された19世紀後半には、世界の軍艦はすでに蒸気機関航走が主流となっていた。やがて帆走時代の戦列艦のご
とく主役の座に躍り出たのがバトルシップ、いわゆる戦艦である。ところでこの戦艦という艦種、各国は仮想敵を定めながらも思い思いにその大きさを決め、搭載する主砲の口径
を開発していた。その世界基準を基準排水量3万5000トンまで、主砲16インチ以下と初めて定めたのがワシントン海軍軍縮条約だった。

艦これ
はみだしコラム
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開発

これぞ戦艦の存在意義
偵察と観測に欠かせない存在

戦艦に装備された各種の兵装は、艦が持つ能力を最
大限に発揮させるべく、さまざまな種類が用途に応
じて整備されていた。それら各種兵装を概観してみ
よう。

船体は主砲を載せるプラットフォーム
戦艦の装備する兵装一覧

水上機

対空火器

電探

「金剛」の英国製36.5cmは毘式（毘はヴィッカー
ス社のヴィから）、国産化されて四一式となり、「金
剛」「比叡」が毘式、「榛名」「霧島」と扶桑型、伊
勢型が四一式を搭載した。近代化改装で仰角43度
に引き上げられ、最大射程は3万5450ｍ。長門型
の三年式は、設計から日本海軍の手で行なわれ、戦
艦主砲としては世界初の41㎝砲となった。改装後
の仰角は43度、最大射程は3万7900ｍ。大和型
の主砲は正式名称も九四式40㎝砲で、46㎝である
ことを秘匿した。戦艦史上最大の主砲であり、仰角
45度、最大射程は4万2000ｍに達した。51㎝砲
は、試製甲砲として試作途中で開発中止となった。

金剛型から長門型までの副砲は、舷側の砲郭（ケースメ
イト）に収められた単装砲だが、扶桑型までの15㎝砲が
伊勢型から14㎝砲に変更された。これは15㎝砲弾が日
本人の体格では人力装塡では重過ぎ、発射速度が低下し
たためだ。三年式14㎝砲は、5500トン級軽巡の主砲と
同じ。大和型の副砲は日本戦艦唯一の砲塔式で、最上型
軽巡が重巡改装時に下ろした15.5cm3連装砲の流用だ。
60口径の長砲身で20㎝砲に劣らない威力があった。

探照灯は独シーメンス社製、米スペリー社製を使用していたが、
改良を加え国産化され、九二式110㎝探照灯が戦艦に搭載され
た。「大和」には、大型化された九六式150㎝探照灯が搭載された。
また夜戦に備えて養成した視力のよい要員は、闇夜で8km先の
敵艦を発見するほどであった。一方で夜間に探照灯を照射するこ
とは敵艦に見つかる危険を侵すことになる。実戦では「比叡」が
探照灯を照射した際に敵艦隊の標的になり集中攻撃を浴びた。

日本海軍最初の電探は1942年5月、「伊勢」が二一号電
探を、「日向」が二二号電探を試験的に搭載した。2隻はこ
の状態でミッドウェー海戦に参加している。その後、金
網型アンテナ状で対空レーダーの二一号電探、ラッパ型
アンテナの対水上レーダー二二号電探、八木アンテナで
軽量小型の一三号電探が各艦に搭載されていった。探知
距離は二一号が飛行機に対し100km 、二二号が水上艦
に対し35km 、一三号が飛行機に対し100kmであった。

小艦艇を追い払う

戦場の主役は航空機となり大戦後期は倍増する

戦争中期以降は戦闘の明暗を分ける

戦艦搭載の水上機は、敵の発見や敵情を探る偵
察機と、主砲射撃時に着弾観測を行なう観測機
がある。戦前から戦争初期には、九四式水上偵
察機と九五式水上偵察機が搭載されていたが、
順次、零式水上偵察機と零式観測機に更新され
た。戦争では水上機による着弾観測を行なう機

会はなく、零観も複座の偵察機として使用され
た。戦艦搭載機は、九五水偵から零観が主で、
零式水偵も搭載した例は少ない（レイテ沖海戦
時の「金剛」「榛名」「大和」など）。急降下爆
撃可能な水偵・瑞雲は伊勢型航空戦艦に搭載予
定だったが、実現せずに終わった。

主砲（35.6㎝、41㎝、46㎝）

副砲

　八九式12.7㎝高角砲は、主力対空火器と
して、全戦艦に連装砲架で4基を標準で装備
した。大和型は新造時から6基を装備、航空
戦艦化した伊勢型も8基に増設、以後の改装
で「大和」は12基に増設、「長門」の最終
状態も6基に増設されていた。対空機銃は九
六式25mmが主用され、開戦時には連装10
基20挺が戦艦の標準装備だったが、戦争中
に、連装を3連装に替え、3連装を増設、さ
らに可能な限り単装を増設と、戦争後期に
は100挺以上を積んだ艦もあった。新造時
から3連装8基を搭載していた「大和」も最

終時には3連装50基150挺に達していた。
高角砲と連装、3連装機銃は、原則として高
射装置により管制され、射撃目標に向けて
連動する。単装機銃は、独立して銃手の操
作によって射撃する。噴進砲は、今で言う
ロケットランチャーだ。箱型の発射器に12
㎝ロケット弾28発を収め、一斉発射が可能
であった。戦時中に急遽開発され、斉射後
は高熱となり再装塡に2〜4分かかるなど、
運用が難しい兵器であった。伊勢型航空戦
艦に搭載されたほか、「武蔵」に搭載された
という説もある。

バルジ
バルジとは舷側水線部に設けられ
た膨らみで、艦の安定性向上や防
御力向上のために装着される。日
本海軍の戦艦は、魚雷に対する防
御力強化のため近代化改装時に装

着された。魚雷が命中、炸裂して
もバルジ内部の空洞部で衝撃を吸
収する。開戦直前には、バルジ内
壁に水密鋼管を充塡してさらに防
御力を強化した。

水中防御と安定性の要

砲弾
九一式徹甲弾は、水中に落下した砲弾が水中弾効果によって直
進、敵艦の舷側に命中する砲弾だ。先端の風帽が着水時に外れ、
水中を突進する。一式徹甲弾は、九一式の改良型。三式弾は主
砲の対空射撃用散弾。破裂して内部の焼夷弾子を放出、敵機を
焼き払う。破片で地上施設を破壊する零式弾も使用された。

用途に応じて３種類

夜戦装備

はるか先の目標を照らせ！

主砲口径の端数表記の意味／金剛・扶桑・伊勢各型の主砲口径は35.6㎝や36㎝と表記される。これはもともとイギリスにならいインチ法で作られているためで、35.6㎝は14イン
チだ。日本海軍では一般的にこれを「36サンチ（36糎）」と表記した。一方、長門の場合、列強の新戦艦が16インチ（40.6㎝）で建造されると予想して、それを上回る41㎝主砲を
搭載。ワシントン海軍軍縮条約で主砲の上限が16インチと決められると、大きさはそのまま、そっと40㎝に表記変更したんだとか……。

艦これ
はみだしコラム
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　日本海軍の戦艦のルーツはイギリス海軍にある。
海軍創設期こそフランス製艦なども存在したが日露
戦争期にはすべての戦艦はイギリス製のもので統一
された（一方で準主力艦である装甲巡洋艦はイギリ
ス製、ドイツ製、フランス製、イタリア製などバラ
エティに富んでいた）。日露戦争後期には日本海軍は
自国で戦艦が建造できる環境が整ってきていたが、
日本海軍が設計する戦艦はイギリス戦艦を範として
それを日本流にアレンジしたものだった。
　しかし日本海軍がようやく自国で戦艦建造を開始
した1906年、イギリスではこれまでの戦艦をすべ
て旧式艦へとおいやる革命的な新戦艦「ドレッドノ
ート」を就役させる。これにより日本海軍の戦艦は
すべて前ド級戦艦へと分類されることとなり二流艦
へと格下げされた。そこで再び海軍先進国であるイ

ギリスから購入したのが巡洋戦艦「金剛」であり、
これは「ドレッドノート」と同時期に登場した新艦
種の巡洋戦艦の技術導入の意味もあった。
　このあとも日本戦艦は扶桑型、伊勢型、長門型と
続くがいずれも同時代のイギリス戦艦の影響を受け
たものだった。長門型戦艦はあきらかにイギリスの
クィーン・エリザベス級戦艦の設計を参考にしたも
のであったし、新造時の扶桑型なども主砲塔が1基
多いもののアイアン・デューク級戦艦などによく似
ている。
　イギリス戦艦の特徴はまず攻撃力を重視すること
があげられる。同時代の他国の戦艦よりもより強力
な主砲を搭載することを意識していた。とくにライ
バルのドイツ艦が小口径で高初速のものを搭載した
のに対してイギリス海軍は1ランク上のサイズの主

砲を採用した。この攻撃力重視の思想は日本海軍に
おいてより重視されるものとなっていく。また速力
も重要視していた。「ドレッドノート」はまだ戦艦
が18ノットの時代に21ノットを発揮したし、クィ
ーン・エリザベス級の速力は25ノットにも達した。
戦艦とは別に戦艦と同じ攻撃力を持つ巡洋戦艦とい
うカテゴリーも作り上げた。一方で防御力に関して
は常識的な水準に留まっている。あの革新的な「ド
レッドノート」においても防御構造においては前ド
級戦艦と大差ない。日本海軍は師匠たるイギリス海
軍の攻撃力と速力を重視しするという思想をより極
端に推し進める方向で進化していった。
　こういったイギリス海軍の設計思想から抜け出し
純粋に日本海軍オリジナルの設計となったのは最後
に建造された大和型の登場を待たねばならなかった。

日本戦艦のルーツはイギリスにあり！
生まれた時はよく似ていた金剛とウォースパイト

戦艦編

日本海軍戦艦 金剛
1913年（就役時）

艦船模型の多くは第二次大戦中に活躍したものがキット化される傾向にある。その姿
を見ていると同じ戦艦というカテゴリーでもまったく違ったデザインにも見える。し
かしそれらの大半は何度も改装が繰り返された結果であり、そもそも新造時には全然
違う姿だった。このページでは新造時の「金剛」と「ウォースパイト」を紹介しよう。「艦
これ」ファンはご存知だと思うが「金剛」は英国生まれ。並べてみると主砲や煙突、
副砲の配置など共通点が多いことが見て取れるはずだ

生まれたばかりのワタシ、
Warspiteとよく似てる
ネー！

船体形状はちょっと違う
もともと巡洋戦艦である「金剛」と高速とはいえ戦艦
である「ウォースパイト」では船体形状は少し異なる。
船体の幅は「金剛」が28ｍで「ウォースパイト」が
27.6ｍとほとんど変わらないが全長は「金剛」の
214.6ｍに対して「ウォースパイト」は196.8ｍと
だいぶ短い。なお改装後の「金剛」は艦尾を延長して
222ｍとなりますますスマートになった。

副砲もまったく同じ
副砲は「金剛」「ウォースパイト」とも15.2㎝（6イ
ンチ）単装砲が16基ずつ。装備位置も舷側でケース
メイト式に搭載されていた。ちなみに一番前の副砲が
波を被って使いにくかったため、早期に撤去している
のも同じだ。

日本海軍巡洋戦艦 金剛
カジカ1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／Takumi明春

イギリス巡洋戦艦のアキレス腱／イギリスの巡洋戦艦は“戦艦並の火力を持った巡洋艦”として考案され、第一次世界大戦において装甲巡洋艦を圧倒、絶滅に追い込んだが、そ
の欠点は防御力の脆弱性にあった。第二次世界大戦当時はイギリスのフッド、レパルス、レナウンに加え、日本海軍の金剛、比叡、榛名、霧島の7隻がその血脈を受け継いだものと
して洋上にあったが、そのうちレナウンと榛名をのぞいて戦没したいずれもが、およそ戦艦とは思えない打たれ弱さを露呈してしまった。

艦これ
はみだしコラム
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イギリス海軍戦艦 ウォースパイト
1915年3月（就役時）

同じ英国製ということもあってよく似た佇まいの「金剛」と「ウォー
スパイト」だったが改装後の姿はかなり異なる。「金剛」の艦橋は三脚
マストをベースに遠距離砲戦に対応するためにさまざまな光学照準器
や指揮装置などを追加していったもので海外ではパゴダマストと俗称
される。一方で「ウォースパイト」はこのページの下の写真にあるよ
うに三脚マストを撤去しキングジョージV世級戦艦に似た塔型艦橋へ
と置き換えている。

KONGOと私は就役がすご
く近いの。まるで sister
のようね、私は好きよ

よく似た連装主砲が4基
「金剛」は35.6㎝（14インチ）連装主砲を4基搭載。「ウ
ォースパイト」は一回り大きい38.1㎝（15インチ）
連装主砲を4基搭載していた。前後に2基ずつ配置し
ており中央部には広い区画を設けて機関スペースを確
保していた。

速力はやっぱり金剛が早い
新造時の「金剛」は機関出力6万4000馬力で最大
速力27.5ノット、「ウォースパイト」は7万5000
馬力で25ノットだった。細長い船体を採用している
分、「金剛」のほうが少し早かった。ただし防御力は

「ウォースパイト」のほうが強固だった。改装後の数
字は「金剛」が13万6000馬力で30ノットへとよ
り高速化したのに対して「ウォースパイト」は8万
馬力とほとんど変わらず速力も24ノットへと低下
していた。

金剛
1944年

金剛
1913年

ウォースパイト
1939年

ウォースパイト
1915年

▲作例の写真は上が近代化改装後の「クィーン・エリザベス」で下が就役時の「ウォースパイト」。
「ウォースパイト」はのちに「クィーン・エリザベス」と同様の塔型艦橋へと改装された。

イギリス海軍戦艦 ウォースパイト　1915
ピットロード1/700 

インジェクションプラスチックキット
製作／川合勇一
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計画は明治時代にさかのぼり、イギリス生まれの「金剛」を1番
艦とする金剛型戦艦の4隻は太平洋戦争では最古参であったもの
の、どの戦艦よりも高速であったため機動部隊の随伴を始め各地
で奮闘を重ねた。最も古く、最も多い功績を誇るのが金剛型戦艦
であり、日本海軍唯一の高速戦艦として人気も高い。

金剛型戦艦
戦艦編

日本海軍戦艦 金剛
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／長徳佳崇

日本海軍戦艦 金剛
1944年10月（レイテ沖海戦時）

改装された金剛デー
ス！smartなformeが
カッコイイでショ？

　1906年に英海軍が竣工させた新鋭戦
艦「ドレッドノート」は、従来の各国
戦艦を一気に旧式化せしめた。この1年
前となる1905年、英海軍は世界初とな
るインヴィンシンブル級巡洋戦艦を計
画、1909年までに全3隻が竣工した。こ
れは「ドレッドノート」同様に、当時
においては艦隊の準主力艦とも言うべ

き装甲巡洋艦もまた旧式艦へと追いやることと
なってしまった。このため各国は装甲巡洋艦か
ら巡洋戦艦へと建造計画を変更、当然ながら日
本もこの時流に乗った。
　日本に対し、英ヴィッカース社は新型装甲巡
洋艦の売り込みを開始しており、日英間で検討
を重ねた結果、同社への発注が決まった。この
時期の日本は自国で大型艦の設計が可能となる
域にまで達していたが、巡洋戦艦の設計は経験
がなく、イギリスの最新技術を導入する目的も
あって海外への発注となったのであった。
　のちに「金剛」となる新型巡洋戦艦はジョー
ジ・サーストンを主任として1910年より本格的
な設計を開始。当初は12インチ砲を搭載の予定
が、検討の末に14インチ砲と決定。最終案は同

最後に改装されただけに装備も新式
「比叡」は金剛型戦艦の中では最後に改装された。そのため他の金
剛型に比べて新型装備が搭載された。これは当時建造中だった新型
戦艦（大和型）のテストも兼ねたもので、いちばん目立つの艦橋の
構造。塔型艦橋に新型射撃装置が搭載された。またほかの3艦は防
御力強化などの改装により喫水が深くなってしまったためそれを解
消するべくバルジを大型化し船体幅も1m増やしている。

文／松田孝宏
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連合艦隊最古参の戦艦ながらもっとも
多くの戦果をあげた金剛型戦艦四姉妹

金剛型の最大の武器は速力なり

私、金剛お姉さま達よ
り少ォ〜しウェストが
太めなんですよね……

日本海軍戦艦 比叡
1942年11月（第三次ソロモン海戦時）
日本海軍戦艦 比叡
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／長徳佳崇

年10月にまとまった。しばしば英ライオン級巡
洋戦艦がベースと紹介されるが、正しくは英戦
艦「エリン」をベースに巡洋戦艦としたもので
あった。新型巡洋戦艦は、1911年1月17日にヴ
ィッカース社のバ－ロー造船所で起工。
　2番艦「比叡」から「榛名」「霧島」の3隻は
日本国内で建造したが、主砲や機関などはヴィ
ッカース社で製造されたものを日本で組み立て
るなど、かなり同社が関与している。
　1915年までに全4隻が竣工した金剛型で編成
された巡洋戦艦戦隊は当時世界最強を誇り、英
海軍から借用を申し込まれたこともあった。
　第一次世界大戦のジュトランド沖海戦で巡洋
戦艦の防御力不足が露呈したため、1928年から
改装工事を行ない、この際に速度が低下したこ

ともあり艦種は戦艦と
なった。1933年からは2
度目の大改装を実施し、
主機の交換で30ノット
を発揮する高速戦艦へと生まれかわった。
　太平洋戦争における金剛型は、機動部隊に随
伴できる戦艦として緒戦から各地へ投入され、
大活躍した。艦齢の古さから出し惜しみされな
かったとも言われるが、ガダルカナル島飛行場
砲撃やソロモンにおける米戦艦との決戦など、
日本戦艦で最も華々しい活躍を示したといって
も過言ではない。終戦時は「榛名」のみが大破
着底状態で残存していたとはいえ、緒戦から終
戦まで太平洋を疾駆して戦ったのが金剛型であ
った。

他の日本海軍の戦艦にない強みといえるのが30ノットという速力。1920年代
に実施された第一次改装では防御力強化に重点がおかれたため速力は新造時の
27.5ノットから25ノットへ低下し、艦種も巡洋戦艦から戦艦へと改正され
た。しかし1930年代に実施された第二次改装では機関を6万4000馬力から
13万6000馬力へとほぼ倍増させ最大速力は30ノットに達した。この第二次
改装の高速化こそが金剛型戦艦の活躍へとつながるものだったのだ。
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