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本書は「艦これ」をきっかけに軍艦に興味を持ち「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、2017年に発売された第4弾に続いて第5弾をお届
けします。第3弾は重巡洋艦、第4弾は戦艦を取り扱いましたが、本書では航空母艦を中心にご紹介
いたします。「艦これ」の世界では戦艦と並んで空母は主役となりますが、艦船模型の世界でも空母
は人気のアイテムです。とくに日本海軍の空母のデザインは試行錯誤の連続で1隻1隻が試作艦的な
役割を持ち形が異なります。同じスケールで並べてみるとその変遷が見て取れるでしょう。本書で
は2018年末現在、発売されている空母の1/700キットのすべてを紹介しています。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。
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本書で紹介した商品の値段は2019年1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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　第一次世界大戦に輸送船改造の空母（実質的に
は水上機母艦）「若宮」を投入していた日本海軍
は、飛行機の発着甲板を持つ軍艦、すなわち航空
母艦の建造を計画する。これが「鳳翔」となるわ
けだが、当時の運用思想は漠然としており実験艦
の要素が強い艦となった。
　しばしば「最初から空母として設計されて建造
された空母」と称揚される「鳳翔」だが、イギリ
ス海軍はこれより早く客船改造の空母「アーガス」
を建造していたのも事実だ。

　完成した「鳳翔」は基準排水量9500トンと小
型で、建造や運用のノウハウもない当時としては
仕方ないが実用向きではなかった。そこで日本海
軍は1万トンクラスの空母が必要と考え、八八艦
隊計画で「翔鶴」を計画している。これは後年の
翔鶴型とは別物で八八艦隊計画の頓挫で実現する
ことはなかったが、空母黎明期の日本海軍は大型
空母を持つ思想はなく、片やイギリス海軍は2万
トンクラスを標準と考えていた。
　日本の大型空母はワシントン軍縮条約によって

主力艦を改造した「赤城」「加賀」に始まるが、
こうした契機がなければ同規模の空母はもっと後
年の登場になったと思われる。
　なぜならば、失敗作と言える「龍驤」に続く「蒼
龍」は艦隊決戦時に先制攻撃をかける空母として
構想されたが、計画番号Ｇ６からＧ８の「蒼龍原
案」段階では艦戦と艦爆を搭載、20㎝砲も積んで
35ノットを想定、ロンドン軍縮条約による保有割
り当ても鑑み1万50トンの規模としていた。実際
に建造、竣工した「蒼龍」は20㎝砲の搭載を見送

航空母艦編

日本海軍航空母艦 赤城（三段式飛行甲板）
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
日本海軍航空母艦 蒼龍
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／細田勝久
日本海軍航空母艦 翔鶴
フジミ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
日本海軍航空母艦 大鳳
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

「大鳳」は翔鶴型までの弱点となる
脆弱な飛行甲板に、500kg爆弾によ
る急降下爆撃に耐えられる装甲を施
した重防御空母として建造された。
基本は翔鶴型の発展形だが、重くな
った飛行甲板のため重心を低くとる
エンクローズド・バウを採用した。
エレベーターが2基となったものの、
新型の三式制動装置を搭載して大重
量の艦上機も運用可能とするなど

「大鳳」の完成度は高い。水中防御
力も強化されたが、肝心の飛行甲板
防御の有効性を示すことなく、魚雷
による沈没が惜しまれてならない。

日本海軍航空母艦 大鳳
1944年

日本海軍航空母艦 鳳翔
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

無念！　魚雷1本による沈没
新世代を担うはずだった装甲空母

試行錯誤の連続だった日本海軍
の航空母艦デザイン

「鳳翔」に始まった日本空母の数々は、当時の技術や運用
思想などを盛り込みつつ建造のたびに姿を変えていった。
顕著な特徴として大型化が挙げられるが、これも「大は
小を兼ねる」発想に基づいたわけではなく、必要とされ
る機能を反映した結果であった。ここでは、「鳳翔」に始
まり、結果的に「大鳳」が頂点にして終点となった日本
空母の変遷を紹介しよう。終末期に至るまで艦隊決戦を
第一義とした日本海軍が、いかにして飛行機を運用する
母艦を発展させていったのであろうか。個性的な艦容に
は、相応の理由があった。

その進化の過程を模型で追う

文／松田孝宏
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り、公試排水量約1万8000トンという高速中型空
母となった。改良型となる「飛龍」に続き、日本
空母は「蒼龍」から発展を遂げていくことになる。
なお「飛龍」に至るまでの6隻はすべて違う艦容
であり、試行錯誤が外形にも明瞭に表れている。
また、「蒼龍」など中型空母が敵空母への先制攻
撃に対し、「赤城」「加賀」の大型空母は敵主力艦
の攻撃を主任務としていた。
　やがて日本海軍は軍縮条約明けを見据えた第三
次艦艇補充計画で翔鶴型2隻を計画、建造した。基

準排水量約2万5000トンの翔鶴型は飛行機の発展
を見据えて「蒼龍」「飛龍」よりも大型となったが、
当初は約2万トンの空母として構想されており、大
型化していく新型艦上機の運用はやや力不足だっ
たと指摘されている。日本海軍が大型空母に関心
が乏しかった理由として、大型空母が被弾すると
艦隊全体の航空戦力が低下するため中型空母を多
く保有するのが望ましいと考えたこと。同時に空
母の防御能力を疑問視しており、これを裏付ける
ように飛行甲板に被弾すると発着が不可能となる

弱点を持っていたこと、が挙げられる。
　続く1939年度の第四次艦艇充実計画による「大
鳳」は、設計は翔鶴型の延長であったが飛行甲板
に装甲を施した。すでに前年より日本海軍では将
来の空母は装甲防御の飛行甲板を持つと考えてい
たのだ。さらに第五次艦艇充実計画では4万5000
トンクラスの大型にして高速の装甲空母（いわゆ
る改大鳳型）を計画したが実現していない。
　敗戦や大戦そのものがなければ、日本空母はど
のような形に行き着いたのであろうか。

「赤城」そして「加賀」は写真のように三段の飛行甲板を
持つ約2万6000トンの大型空母として誕生した。飛行甲
板を着艦用と発艦用に分ければ合理的な運用が可能と考
えられたが、飛行機の著しい発達はこの構想を机上のも
のとした。なお縦索式制動装置の実用性が低いため「赤城」
はしばらくの間、制動装置なしで運用されていた。

日本海軍航空母艦 翔鶴
1941年

飛行機運用の合理化を
狙った多段飛行甲板は
アイディア倒れとなる

日本海軍航空母艦 赤城
1927年

日本海軍航空母艦 蒼龍
1937年

航空巡洋艦に近い原案を捨て、急降下爆撃に
よる先制攻撃を目的とした中型高速空母とし
て建造された。制動装置は以後のスタンダー
ドとなる横索の呉式四型改一、滑走制止装置
も初めて搭載するなど実用性の高い艦として
好評を得た。細部の不備はあったものの、「蒼
龍」から日本空母は新たな発展を遂げる。

来るべき艦隊決戦に際して
敵空母を先制撃破するために

建造した中型高速空母

「蒼龍」「飛龍」が艦爆、艦戦のみを搭載したのに対し艦攻の
搭載をも可能とした翔鶴型は、期せずして約2万6000トン
の大型空母となった。「これまでの運用ノウハウをすべて盛り
込んだ日本空母の完成形」と紹介されることが多いが、飛行
甲板の形状や大きさなどが航空関係者に不評で、予定されて
いた第一航空艦隊旗艦は古い「赤城」が務めた。飛行甲板の
レイアウトも完成されたもので、前部エレベーターは大型の
天山艦攻も主翼を展開したまま収容できた。現場の不満とは
別に「翔鶴」「瑞鶴」とも大戦後期まで機動部隊の中核戦力と
して活躍した。

日本空母の完成形との評価と裏腹に
現場では不評あいついだ大型空母

写真のように全通飛行甲板に島型艦橋を持ち竣工時から洗練されたスタイルに見えるが、発着
時に邪魔と搭乗員の不評を買った。このため1924年に平甲板となりマストも起倒式となった。
当初はイギリス式の縦索式着艦制動装置を備えたが実用性が低く、横索式に変更された。艦型
が小さく実戦向きではなかったが、「鳳翔」から得た多くのノウハウは貴重であった。

試行錯誤の末に誕生した日本空母第1号
戦闘よりも多くのノウハウで海軍に貢献

日本海軍航空母艦 鳳翔
1922年
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航空母艦編

日本海軍が建造した全タイプの航空母艦
プロフィール 日本海軍は「鳳翔」に始まり「信濃」に至るまで、全33隻の空母を運用した。終戦時には

なお建造中の空母もあったが、計画や戦況などから各艦は個性豊かな姿を持ち、さまざまな
艦歴を歩んだ。ここでは、「艦これ」での実装が待たれる「冲鷹」「雲鷹」「海鷹」「信濃」を
除く、全タイプの概要を紹介する。ここに、海の女王たちが一堂に会した！

日本海軍航空母艦の第1号は？／現代で航空母艦といえば、艦上機を離発着させる“洋上移動飛行場”を思い浮かべるが、第1次世界大戦が始まるまでの日本はもちろん、欧米
列強においてもそうしたものは確立しておらず、せいぜいフロート付きの水上機を何機か搭載できる、後年になって水上機母艦と分類されるような改造艦艇が存在する程度だっ
た。また、第1次大戦時の日本海軍にはまだ正式な航空部隊はなく、「航空術研究委員会」と称される一団が運送艦「若宮」に乗り込んで青島要塞の攻撃に参加した。

艦これ
はみだしコラム

翔鶴
シヨウカク

翔鶴型「飛龍」を拡大改良した日本空母の完成形
「飛龍」をベースに、当時の技術をすべて盛り込んで1941年
に竣工したのが翔鶴型である。艦橋は「飛龍」の不評から右
舷に戻され、バルバス・バウなどの新機軸も取り入れた。用
兵側の評価はやや低かったが、ミッドウェー海戦後は残され
た大型空母として活躍。「翔鶴」は1944年6月のマリアナ沖
海戦、「瑞鶴」は10月のレイテ沖海戦で沈むまで奮闘した。

鳳翔
ホウシヤウ

鳳翔 終戦まで生き延びた日本空母第1号
1922年12月、最初の日本空母として竣工。設計にはイギリス海軍
の空母も参考としたが、前例がないため試行錯誤の連続となった。他
艦にない装備として、荒天時でも安全に飛行機を運用するためのジャ
イロ・スタビライザー（減揺装置）を搭載した。太平洋戦争ではミッ
ドウェー海戦に参加した以外は練習任務に就いており、日本空母で唯
一、無傷で終戦を迎えた。戦後は復員輸送に従事後、解体された。

赤城
ア カ ギ

赤城 栄光輝く第一航空艦隊旗艦
ワシントン軍縮条約により建造のできなくなった天城型巡洋戦艦2
番艦を改造したのが「赤城」である。1927年の竣工時は三段飛行甲
板で知られるが中段は当初から実用には適していなかった。1938年
に近代的な空母に大改装され、「加賀」とともに敵主力艦の攻撃を主
任務としていた。第一航空艦隊の旗艦となってからは真珠湾攻撃を
皮切りに各海戦で活躍、日本機動部隊に栄光をもたらした。

加賀
カ ガ

加賀 最大の搭載機数を誇る超大型空母
「赤城」同様、ワシントン軍縮条約を機縁に加賀型戦艦1番艦を空母
に改造した。1928年3月の竣工時は「赤城」と同じく三段飛行甲板
だが、特徴ある長い煙路が居住性や発着に悪影響を及ぼした。三段
甲板時の「加賀」や「赤城」は一時的に小型の島型艦橋を設置した
こともある。1935年の大改装では90機という日本空母最多の搭載
が可能となり（補用含む）、中国戦線でも大活躍していた。

龍驤
リユウジヤウ

龍驤 小型ながら縁の下の力持ちとして働いた平甲板空母
「龍驤」は1933年、ロンドン軍縮条約で1万トン以下の空母も制限
されると思われたため、小さな船体に多くの機体を搭載するよう計
画された。その結果、背の高い艦（トップヘビー）となったため2
度の改装工事を行なう結果となった。艦攻と艦戦を搭載して主力部
隊の対潜警戒や上空直衛が任務とされたがその機会はなく、単艦で
南方作戦どの活躍後、1942年8月の第二次ソロモン海戦で沈没した。

蒼龍
サウリユウ

蒼龍 日本空母の原点となる本格的な高速中型空母
「鳳翔」から「龍驤」まで4隻の空母を手がけた日本海軍が、それま
での経験を盛り込んで建造した中型高速、島型艦橋を持つ空母が「蒼
龍」である。第四艦隊事件の影響も建造中に考慮されて船体強度も
強化、1937年12月の完成後は実用性の高さから用兵側の好評を得
た。「蒼龍」こそ日本近代空母の原点に位置づけられ、かつこれ以
後の日本空母の基本形とされる記念すべき艦である。

飛龍
ヒリユウ

飛龍 「蒼龍」を拡大改良した量産空母のプロトタイプ
当初は「蒼龍」の2番艦として計画されたが、起工を遅らせて結果
的には拡大改良型として1939年7月に竣工した。「飛龍」は「赤城」
とともに左舷に艦橋を配備した空母で、搭乗員には不評の配置とな
った。中型ながら搭載機が多く、雲龍型など量産タイプの始祖とな
った。真珠湾攻撃から活躍を重ねたが、1942年6月のミッドウェー
海戦で僚艦「蒼龍」や「赤城」「加賀」のあとを追って沈んだ。

瑞鶴
ズヰカク

文／松田孝宏
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航空母艦という艦種が定められる／とにもかくにも飛行機を搭載することができる艦艇を便宜上、航空母艦と称していた日本海軍。艦種の定義を定めた『艦種類別等級』でのその分
類は「特務艦」となっていた。この特務艦籍から独立して初めて「航空母艦」という艦種が定められたのは第1次世界大戦後の1920（大正9）年4月のこと。その規定は「陸上機を
艦上より離発着できるもの」となっており、「鳳翔」が日本海軍の航空母艦第1号といわれるのはもっともなことだ。「水上機母艦」が艦種として独立するのは1934（昭和9）年である。

艦これ
はみだしコラム

大鳳
タイホウ

大鳳 日本空母で初めて飛行甲板に装甲防御を施す
1944年3月に竣工した「大鳳」は飛行甲板に装甲を施した空母と
して知られるが、水中防御にも工夫を凝らした重防御艦であった。6
月のマリアナ沖海戦で魚雷1本により沈没したものの、直接の原因
は気化したガソリンの爆発であった。移動洋上基地としての運用を
予定していたと紹介されることが多いが、軍令部が「飛び石的運用
にあらず」と明言しており、あくまで一時的な構想であった。

雲龍型「飛龍」をベースとした量産型
ミッドウェー海戦で空母4隻を失った日本
海軍は空母の緊急増産を計画、そのひとつ
が雲龍型である。艦橋の位置、エレベータ
ーの数などが顕著な相違点だ。1944年8
月から「雲龍」「天城」「葛城」が竣工、「笠
置」「阿蘇」「生駒」は未成で終戦となった。

龍鳳
リユウホウ

龍鳳 潜水母艦「大鯨」を改造した瑞鳳型の準同型艦
「龍鳳」も祥鳳型同様、ロンドン軍縮条約の制限外にある艦艇を建
造しておき、いざという時は空母への改造を前提としていた。前身
は潜水母艦「大鯨」で、当初からエレベーターを搭載した。電気溶
接工事を試みた艦としても知られる。1942年11月に改造工事が完
了、基本的な形状は瑞鳳型に準じている。マリアナ沖海戦以外に目
立つ戦歴はなく、終戦時には損傷しながらも残存していた。

千歳
チ ト セ

千歳型水上機母艦→甲標的母艦→小型空母へと変身を繰り返す
千歳型も、空母改造を前提に建造された。当初は日本初の新
造水上機母艦として竣工、さらに「千代田」は甲標的（特殊
潜航艇）母艦に改造された。ミッドウェー海戦の敗北で千歳
型は空母への改造が決定、1943年9月に「千歳」、同年12月
に「千代田」が工事を終えた。レイテ沖海戦では噴進砲を装備、

「瑞鶴」「瑞鳳」とともに囮任務を果たして沈んだ。

飛鷹
ヒ ヨ ウ

飛鷹型居住性も快適な豪華客船を改造した中型空母
飛鷹型は建造費の大部分を国家が支払うかわりに、戦時には
無条件で空母とする「優秀船舶建造助成施設」という制度に
基づいて建造された。いずれも客船として完成することなく
1942年5月に「隼鷹」が、同年7月に「飛鷹」が竣工した。
乗艦した兵によれば艦内は快適だったという。速力こそ低い
が中型空母並みの性能を有していた。「隼鷹」のみ残存した。

大鷹
タイヨウ

大鷹型航空機運搬と船団護衛に活躍した小さな働き者
日本郵船が欧州航路用に建造した新田丸級の3番船、「春日丸」を空
母としたのが「大鷹」である。空母としての竣工は1941年9月だが、
この時は特設航空母艦「春日丸」と称していた。2番艦「雲鷹」、3番
艦「冲鷹」とともに約2000機もの飛行機を外地に運び、「ラバウ
ル航空隊」はこの働きで生まれた。小型低速で攻撃型空母としての
運用は難しかったが、船団護衛任務にもよく働いて全艦が沈んだ。

神鷹
シンヨウ

神鷹 ドイツ生まれの客船が日本空母にジョブチェンジ
「神鷹」の前身は1935年に竣工したドイツ客船「シャルンホルスト」
である。第二次世界大戦の勃発前に日本に立ち寄り、連合軍の捕獲
から逃れるため2年間留まっていたところ、空母改造のため日本海
軍に譲渡された。だがワグナー式高温高圧缶など当時の日本には手
にあまる技術も導入されており、実質的な就役は1944年3月とな
った。同年11月に沈むまで、何度か船団護衛を行なった。

祥鳳
シヤウホウ

瑞鳳型有事には空母へ！　日本改造空母第1号
ロンドン軍縮条約で空母の保有制限が一杯となった日本海軍
は、有事には空母への改造が容易な艦艇の建造を計画した。
剣埼型高速給油艦はこれを具現化したもので、1940年12月
に「瑞鳳」が、1942年1月に「祥鳳」の改造を終えた。「祥鳳」
は同年5月の珊瑚海海戦で沈むが、「瑞鳳」は1944年10月
のレイテ沖海戦まで正規空母に劣らない働きを示した。

隼鷹
ジユンヨウ

千代田
チ ヨ ダ

瑞鳳
ズヰホウ

天城
ア マ ギ

葛城
カツラギ

雲龍
ウンリユウ
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のちの空母へ貴重なデータを残した
日本海軍最初の空母

航空母艦鳳翔
航空母艦編

日本海軍航空母艦 鳳翔
1944年

標的艦「鳳翔」は小粒でもピリリと辛い？／第一線から退いた「鳳翔」は第50航空戦隊に所属し、しばらく練習空母として使われたが、その小柄なサイズからついに大型化、重量化した艦
上機の離発着に対応できなくなり、最終的には味方航空機の訓練に協力する標的艦として使われることになった。とはいえ、実弾をぶち当てるのではなく、雷撃擬襲を右に左に避けるとい
うもの。攻撃を受ける様子は艦上の観測員たちが逐一記録しており、訓練終了後にはその成績表が部隊に届けられた。なかには「指揮官機が一番下手」とされて赤っ恥をかいた例も？

艦これ
はみだしコラム

◀左写真3枚は上から新造時、太平洋
戦争開戦直前、最終時の「鳳翔」。船体
は設計当時に建造中だった5500トン級
軽巡洋艦のものを拡大したもので当時
の事情を考えると止む得ないが小さす
ぎた。これに続く「龍驤」は青葉型重
巡洋艦の船体をベースとしていた。右
舷側の艦橋や起倒式の煙突などはアイ
デア倒れですぐに艦橋は撤去、煙突も
固定式に変更された。
太平洋戦争後半となると艦上機も大型
化し「鳳翔」で運用可能な機体はなく
なった。そのため飛行甲板を前後に延
長し発着艦の練習用空母へと改装され
た。この状態では外洋での航行は不可
能で瀬戸内海限定で運用されている。

日本海軍航空母艦 鳳翔
1922年

日本海軍航空母艦 鳳翔
1939年

日本海軍航空母艦 鳳翔
1944年

日本海軍航空母艦 鳳翔 1939
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

日本海軍航空母艦 鳳翔 1944
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

飛行甲板を拡張、練習空母となる
構造物のレイアウトを変更したりして少しでも使い勝手がよ
くなるように改修してみたが、そもそも船体が小さいという
問題は解決不可能。太平洋戦争が始まった際には搭載できる
艦上機もほとんどなく、本艦の実験艦としての役割はもう終
わっていたと言っていいだろう。ミッドウェー海戦後はパイ
ロットの練習用空母としてしばらく使用されたが、新型機が
より大きく、重くなっていくと訓練に使用することも難しく
なってきた。そこで飛行甲板の拡張工事を行なうこととなっ
た。飛行甲板は艦の全長を上回り、艦首尾から大きくはみ出
した結果、外洋での航海は不可能となり瀬戸内海専用練習空
母となってしまった。しかしこの改装でも天山や彗星といっ
た新型機の訓練は難しく、結局、大戦末期は標的艦、防空砲
台として終戦を迎えた
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日本海軍航空母艦 鳳翔
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

はじめて本格的な航空機運用艦として建造された「鳳翔」。世界初の新造航空母艦として知られ
る本艦は実験艦としてさまざまな貴重なデータを提供した。存在そのものは地味なものだったが
のちの空母に与えた影響は計り知れないのだ

少しずつ近代化改修を
重ねました。

最後までご一緒しますね

空母鳳翔模型紹介
建造 国産空母第1号である「鳳翔」だがキットはフジミが発売しているものだけだ。このう

ち新造時の状態のものは1992年発売のいささか古いキット。もっともこの状態の「鳳
翔」は短期間しか存在していない。定番のキットとなるのはこれもフジミが2011年
に発売した1939年バージョンのものでこれは新造時のバリエーションキットではな
く完全新設計のもの。他に1939年のキットをベースに1942年版、1944年版も発売
された。1942年版は搭載機を変更したものだが、1944年版のキットは飛行甲板を丸
ごとエッチングパーツに置き換えたものとなっている

日本海軍航空母艦 鳳翔
1922年

日本海軍航空母艦 鳳翔
1939年

「鳳翔」は日本海軍最初の「航空母艦」ではない。最
初の空母は第一次大戦で青島攻略戦などに使用された
「若宮」である。実態は水上機母艦だったが当時はま
だ空母と水上機母艦は同じ分類だったのだ。その実績
などを踏まえて設計、建造されたのが「鳳翔」となる。
一段式の全通飛行甲板を持ち右舷に小型の艦橋を設け
た「鳳翔」は最初に建造した空母としてはそれなりに
洗練された姿にも見える。しかし残念ながら少し小さ
すぎた。搭載機も建造と並行して開発されている状態
だったため仕方のないことだったが実際に運用してみ
ると飛行甲板が狭く、右舷に設けられた艦橋と水上機
回収用のクレーンの存在が邪魔で問題となった。しか
しこれらの失敗の経験がのちの空母設計に活かされ日
本の空母発展の礎となったのだ。太平洋戦争ではミッ
ドウェー海戦に参加した以外はほとんど出撃すること
はなく練習艦として使用され終戦を迎えた。

のちの空母のために貴重なデータを提供
新造時の「鳳翔」。一見、近代的な空母のレイアウトを保
っているかに見えるが艦首側の飛行甲板が狭く絞り込まれ
ており、なおかつ艦橋が内側に設置されているため発艦ス
ペースが狭く搭乗員からは不評だった。起倒式の煙突も重
量が重かったためのちに固定式に改めている。しかし着艦
装置などを含む航空艤装は本艦で実験され、のちの本格的
空母のための貴重なデータを提供した

試行錯誤を繰り返し不具合を修正して進化
艦橋やクレーンなどを撤去し、煙突も固定式に改めた後の「鳳翔」。撤去された艦橋は飛行
甲板の下、前部格納庫前端部両舷に移された。新造時は前に向かって傾斜していた飛行甲板
も水平に改められている。設計時は傾斜していたほうが発艦の際、速度が増して有利かと思
われたが、傾斜が大きすぎたため機体が沈み込む危険があるとの指摘があったため改修され
た。また1935年の第四艦隊事件の際、「鳳翔」は飛行甲板の前端を下方にへし折られ、前
方の視界がなくなり操艦できなくなる状態となった。事件後、飛行甲板の全体を少し短くし
支柱も補強した状態で太平洋戦争を迎えた
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的な三段飛行甲板が挙げられる。これは上段を
発着艦に、中段と下段を発艦用にすれば合理的
な飛行機の運用が可能と考えられたためだ。確
かに当時の飛行機の性能では理にかなったもの
と言えなくもないが、中段飛行甲板部には艦橋
や砲塔を設置したため飛行機の発艦は不可能と
なってしまった。このため実質的には二段飛行
甲板の空母として竣工した。
　排煙のための煙突は両艦で違う形式となって
いて試行錯誤が明瞭だが、船体中央から艦尾ま
で長大な煙路を設けた「加賀」は周囲の区画が
暑くなり、艦尾からの排煙も着艦を阻害するな
どの理由で失敗した設計となった。
　計10門もの20㎝砲を搭載したのは、当時は巡
洋艦などに遭遇することも考えられており、空

母単艦でもこれを撃退できるだけの砲力が求め
られた結果であった。
　竣工はしたものの両艦とも空母黎明期の艦で
あるため、天井が低く使いにくい格納庫や信頼
性の低い発着艦装置など、随所で不慣れな設計
による不備が続出した。中段甲板の艦橋も発着
指揮には不向きであったため、「加賀」は1932
年に上段飛行甲板右舷へ小型の島型艦橋を設置
した（これは1933年、「赤城」に移設された）。
　1932年に第一次上海事変が勃発すると、「加
賀」は「鳳翔」と第一航空戦隊を編成して出撃。
「加賀」搭載の三式艦上戦闘機が日本海軍航空
隊初となる撃墜戦果も記録した。
　上海から帰投した「加賀」は1933年から
1935年にかけて、「赤城」は1935年から1938年

　日本海軍が最初に建造した大型空
母「赤城」と、これに1年遅れで竣
工した「加賀」は、日本機動部隊の
二枚看板と言える名艦であった。
　両艦とも元々は主力艦として建造が進んでい
たが、ワシントン軍縮条約でこの保有が制限さ
れたことで空母へ改造されることとなった。「赤
城」は天城型巡洋戦艦2番艦、「加賀」は加賀型
戦艦の1番艦を、いずれも多段飛行甲板を持つ
イギリス空母「フューリアス」を参考に改造し
た。基準排水量では2万6000トン以上、公試排
水量は3万トンを超える、当時としては超大型
となる空母の建造は困難を極めたが「赤城」は
1927年3月に、「加賀」は1928年3月に竣工した。
　両艦に共通の特徴として、まず際だって特徴

航空母艦赤城・加賀
航空母艦編

日本海軍航空母艦 加賀
1928年／ 1941年

実現しなかった八八艦隊VSダニエルズプラン改造空母対決／ワシントン海軍軍縮条約により航空母艦に転用されることとなったのが「赤城」と「加賀」、その対極にあったのがアメリカ海
軍の「レキシントン」と「サラトガ」だ。大艦巨砲主義の権化ともいうべき日本、アメリカ両国の巡洋戦艦、戦艦がいずれも航空母艦となって完成したのは皮肉と言えたが、その活躍ぶりは周
知の通り。しかし、太平洋戦争開戦後、「レキシントン」が珊瑚海海戦で、「赤城」「加賀」がミッドウェー海戦で沈没し、空母艦隊決戦において4巨頭が対峙する機会はついに訪れなかった。

艦これ
はみだしコラム

長大な煙路でひと目で竣工時の「加賀」とわかるが、この長さのぶん隣接
した区画は暑さに苦しめられていたのだろう。「加賀」はこの状態から小
型艦橋を設置して第一次上海事変へ出撃し、初陣を飾った。大改装時は空
母用カタパルトを設置する前提でスペースも設けられていたが、技術的問
題から実現しなかった。近年のキットでは飛行甲板前部にその予定地が再
現されている

三段式飛行甲板は
やはり使いづらいもの
でしたね、赤城さん

日本海軍航空母艦艦 加賀
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

日本海軍航空母艦艦 加賀
（三段式飛行甲板）
フジミ1/700 
インジェクションプラスチックキット
製作／Takumi明春
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にかけて近代化大改装工事が施された。両艦と
も一段の長大な全通式飛行甲板を備え、格納庫
の拡大により搭載機数も増えた。「加賀」は煙
突の問題を解消するとともに、26.7ノットだっ
た速力を28ノットへ増加することに成功した。
　一方で「赤城」は左舷に設置した艦橋が右舷
煙突からの排煙の影響を受け、着艦時飛行甲板
の気流に悪影響を生じて用兵側の不興を買った。
予算不足から高角砲も新型に換装できなかった。
完成された空母とは言い難い「赤城」が第一航
空艦隊の旗艦となったのは、旗艦に予定されて
いた「翔鶴」の仕上がりに艦隊首脳部が満足で
きなかったためなのである。
　大改装後、「加賀」は再び中国戦線で行動。
この時期の活躍はあまり知られていないが、太

平洋戦争前の「加賀」の功績は目覚ましい。こ
れを鑑みて、最も活躍した日本空母は「加賀」
か「瑞鶴」と言えよう。
　太平洋戦争では「赤城」「加賀」が第一航空戦
隊を編成、二、五航戦なども含む第一航空艦隊
の総旗艦は「赤城」が務めた。開戦時の真珠湾
攻撃で「赤城」「加賀」飛行機隊は建造時からの
任務である敵主力艦を攻撃、大戦果を挙げた。
　以後も「赤城」「加賀」はラバウル攻略、ポ
ートダーウィン空襲、インド洋作戦（「加賀」
は不参加）などに暴れまわり、ともに1942年6
月のミッドウェー海戦で急降下爆撃を受けて沈
没した。空母としての完成度は後続艦に劣るが、
最多の搭載機と熟練搭乗員により「赤城」「加賀」
の生涯は栄光に包まれたのであった。

一航戦の誇りここにあり
太平洋、インド洋を縦横無尽に駆け抜けた古強者

ワシントン軍縮条約によって、大型空母の運用を想定していなかった日本海軍がほとんど無理やり
保有することになった「赤城」と「加賀」。竣工当時は合理的とみられた多段式甲板は失敗となった
が、近代化改装によって全通式甲板を持つ大型空母に生まれ変わった。真珠湾攻撃やインド洋作戦
など太平洋戦争緒戦の活躍は目覚ましく、日本海軍の栄光を象徴する巨艦となった

三段式飛行甲板……
やっぱり必要はなかったのかしら？

加賀さんはどう思う？

文／松田孝宏

三段飛行甲板時には、1933年に「加賀」から移設された小型
の島型艦橋が見て取れる。新造時の「赤城」は20㎝砲塔か
なく格納庫も開放式、その後はハセガワのキットなどでおな
じみの姿、さらにこの島型艦橋を設置した状態と細かく姿を
変えている。全通式甲板となった改装後の偉容は頼もしいが、

張り足して延ばした飛行甲板、
設置位置が低くて反対舷に射撃
できない高角砲など、旗艦なが
ら性能は今ひとつだった

日本海軍航空母艦 赤城
1927年／ 1941年

日本海軍航空母艦艦 赤城
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／中村勝弘

日本海軍航空母艦艦 赤城
（三段甲板）

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
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