
 

資源（行動ポイント） 左上→右下の順に 

燃料：何を動かすのにも使う。無ければ修理すらできない… 

弾薬：砲弾とか魚雷とか。無ければ出撃できない。 

鋼材：修理したり新しい装備を作ったり改造したりする材料 

ボーキサイト：アルミの原料で飛行機に関連するものを作ったり 

補充したりするのに使う。空母を使い出すとすごく減る 

左：高速修復材（通称バケツ） - 入渠で使用 

一瞬で損傷を修繕できる謎の液体が入ったバケツ。 

任務や遠征をこなしていると気がついたら貯まる 

…が、いくらあってもうれしい。 

右：開発資材 – 工廠で使用 

新しい艦や新しい装備を作ってみるのに使う。 

任務（クエスト） 

何をやるにもとりあえず先に見ておけ！ 

チュートリアルよりも先にだ！！！ 

こなすとアイテムや資源がもらえる。 

模様替え 

遠征や出撃でもらえる「家具コイン」で 

新しい家具を購入し、背景の家具が変えられる。 

新規の入手は アイテム – 家具屋さん で。 

アイテム 

所持アイテムリストと課金コーナー。 

家具コインなどここで操作して 

開梱しないと使えすらしないものが 

あるので注意 

タイトル？ 

母港（インデックスページ） 

に戻れるボタン。 

母港で押すとボタンを消して 

部屋と秘書艦のみ眺められる 

設定 

BGMやサウンドエフェクト、声などを 

消したりできる。放置すると勝手に喋る 

放置ボイス機能の単独ON/OFFも可。 

ログ表示 

最近何があったか 5件まで 

出来事を表示できる。 

よその提督が演習を挑んで 

勝った負けたも出る。 

…が、見なかったところで 

まったく影響はないので、 

だいぶいらない子である。 

秘書艦 

あなたの秘書。第一艦隊の一番上 ①（旗艦） に設定した子が出る。 

つつけるが、あんまりどつきまわすとセクハラになるのは伺かと同じ。 

セクハラしてもたぶん好感度は下がらないのでご安心を。 

選択は工廠 – 開発 の装備開発機能に影響するので注意！ 

 

普段から放置中も眺めっぱなしになるので、お気に入りの子を 

設定することが多く、プレイヤーの趣味がモロバレだとかなんとか。 

※画像サンプル：図鑑No.74 駆逐艦 電 （筆者の初期選択艦） 

出撃 - 戦って攻略を進めたり、遠征に出て資源を取ってきたり、 

他の提督と演習したりする。演習は負けても何もデメリットは無いどころか経験値

ゲットでよく育つので毎日朝晩 5回やろう。 

編成 - 艦隊の編成（デッキ）を組み替える。最初は１艦隊のみ、最終的に 

４艦隊を率いることができる。出撃はどの艦隊も可能だが、遠征は 

第１艦隊はできず、２～４艦隊限定となる。 

改装 - 装備の組み替え、艦の改造、艦の合成強化（近代化改修）ができる。 

工廠 - 工場のこと。資源を投入して、新しい艦や装備を作れる。また、 

要らない艦や装備を潰して資源に戻すこともできる。 

入渠 - ドック入り。戦って損傷した艦を燃料と鋼材と使って修理しよう。 

艦娘（キャラ）にとっては、豪華温泉リゾートか何かに見えるようだ。 

補給 – 弾薬と燃料（＋空母には飛行機補充）を補給して、新たに出撃 

できるようにする。燃料も弾薬も無いと戦闘力がガタ落ちになるので、 

何かする前には必ず補給しよう。…メシ食わないと戦えません。 



初期艦娘（キャラ）の選択 

初期キャラの選択は、今後の艦隊指揮の方向性を決定づける重要な選択です。 

必ず熟慮して、最適な艦娘を選びましょう。 

……というわけもなく、全員まったくのコモンキャラなので好きなようにしてください。 

最初に選ばなくても、そのうちゴロゴロ出てきます。最初の海域（マップ）で 

駆逐イ級（スライム的なやつ）を叩くだけで似たようなコがごろごろ出てきます。 

たぶん多すぎて忘れるぐらい。 

迷ったらサイコロでも転がせばいいんじゃないかな…… 

※筆者は電でした。 

全員「駆逐艦」という艦種で、水上艦では小形な部類なので、火力（攻撃力）や 

その他パラメータも正直なところあまり強くありません。 

 

特 I型 1番艦 吹雪（ふぶき） 

・特 I型の最初の艦（ネームシップ）にして 

 「特型」シリーズ 24姉妹(10+10+4)の長女 

 少しだけ出にくく、少しだけ装備も良い 

・アクの無い性格の頑張り屋さんなので、 

 いろいろ食傷気味なら安心できるこのコ。 

・公式では主人公扱い…「らしい」 

・舞鶴生まれ（舞鶴工作部） 

「はじめまして、吹雪です！ 

 よろしくお願いします！」 

「お疲れ様です、司令官！」 

 

特 I型 5番艦 叢雲（むらくも） 

・若干キツいツンツン娘。 

 始めたばかりの提督にキツいお灸をすえて 

 くれる…が、たぶん根はいい子。 

・マゾ専用だの散々な紹介をされているが 

 そんなに悪いコではないと思う 

・黒スト＆メカっぽい属性がたまらない 

・大阪生まれ（藤永田造船所） 

「アンタが司令官ね！ 

 ま、せいぜい頑張りなさい！」 

「アンタ…酸素魚雷を食らわせるわよ！」 

 

 

特Ⅱ型 9番艦 漣（さざなみ） 

・いきなりご主人様呼ばわりされる上に、 

 ネットスラングも時々飛び出す変化球娘。 

・大丈夫、性格はヘンなコじゃありません。 

 同類っぽさから親近感もあるかも 

・わずかに入手しにくい…らしい？ 

 手に入れるなら序盤で！ 

・舞鶴生まれ（舞鶴工作部） 

「綾波型駆逐艦『漣』です、ご主人様。 

こう書いて、さざなみ、と読みます。」 

「キタコレ！！」 

現：護衛艦 DD-113「さざなみ」3代目 呉 

特Ⅲ型 4番艦 電（いなづま） 

・えらく気弱で、語尾に「なのです」、 

 ドジっ子衝突属性つきと、見方によっては 

 たいがいあざとい…？ 

・特Ⅲ-3「雷」と見た目酷似で間違えやすいが 

 性格はだいぶ違う姉妹である。 

・後で「第六駆逐隊」編成任務で使うので 

 「暁」「響」「雷」とセットでとっておくこと 

・大阪生まれ（藤永田造船所） 

「電です。どうかよろしくお願いいたします。」 

「はわわわ、びっくりしたのです！」 

現：護衛艦 DD-105「いなづま」4代目 呉 

白露型 6番艦 五月雨（さみだれ） 

・またドジっ子か！衝突＆誤射＆迷子… 

 そして最後は高速で座礁したなど、いろいろと 

難儀な記憶があるらしい。 

・その割に素直で真っ直ぐに頑張ってくれるので 

 なかなかファン層が厚い模様。 

・涼しい装いなので夏にどうぞ？ 

・横須賀生まれ（浦賀船渠） 

「五月雨っていいます、よろしくお願いします。 

 護衛任務はお任せください！」 

「もうドジっ子なんて言わせませんから！」 

現：護衛艦 DD-106「さみだれ」2代目 呉 

 



艦種について 

戦艦 海戦の華とまで言われる、（かつての）主力艦種。でかくて強いが大食らい。 

メリット：圧倒的な耐久・装甲、そして巨大な砲の火力で相手を殴り潰す 

デメリット：大量の資源消費と修理コスト。 

大和型 史上最大の戦艦で、とんでもなく強いがとんでもなく大食らい。 

運用するとろくでもない目に遭うので、使いどころは要検討。 

※メガネさん（武蔵）が居ます 

高速戦艦 ちょっと控えめの大きさで、火力もちょっと控えめ、消費もちょっと控

えめの代わりに、他よりちょっと高速（＝攻撃が少し当たりにくい）で、

実はなかなか使い勝手が良いタイプ。 

大戦時に最も活躍した史実があるので育てるとちょっといいことが。 

※メガネさん（霧島）が居ます 

航空戦艦 火力を少し犠牲にする代わりに、飛行機（水上機）を多く扱える改造を

行った戦艦。装備によっては砲撃戦以外に航空戦にも参加できる。 

一見器用貧乏にしか見えないが、1艦隊に 6隻しか入れられないゲーム

仕様では、手数の多さは大きな武器になる。 

装備によっては潜水艦にも攻撃できる。 

重巡洋艦 

(重巡) 

戦艦より小さめで、火力も控えめだが、魚雷を撃てるので手数が多くなる。また、戦艦

より小回りが効く特徴を生かして、夜戦で活躍する（夜戦で攻撃力中補正）。 

戦艦より小さい＝消費が小さいので、火力と消費のバランスをうまく活用したい。 

※メガネさん（鳥海）が居ます 

航空巡洋艦 航空戦艦の重巡洋艦版。魚雷も撃てるし飛行機も扱える、いろんな意味

で超器用貧乏？な艦種。ただ、「空母とは違うんだけど、結構うまく使

えば、面白いと思うんだよね」 - 最上 

装備によっては潜水艦に攻撃できる。 

軽巡洋艦 

(軽巡) 

重巡よりさらに小さく火力もダウンするが、魚雷を積める上に、水中の潜水艦に対して

攻撃（爆雷・ソナー）できるようになる。もちろん消費資源と修理コストも下がる。 

また、そこそこの火力と小回りの効く特徴を生かし、夜戦では大変よく活躍する。 

（夜戦で攻撃力大補正） 

※メガネさん（大淀＝任務娘）が居ます 

重雷装巡洋 

艦(雷巡) 

砲撃で数撃ちゃ当たる殴り合いをするより、大量の魚雷をぶっ放して攻

撃すればいいんじゃね！？という考えを本当にやってしまった艦。20

本の魚雷を一斉に撃てる。 

史実ではポンコツだったが、ゲーム内では「甲標的」という装備を積む

と「開幕雷撃」という、砲撃前に魚雷で先手を打つ特殊攻撃ができ、難

易度の高いマップのお供によく連れていくことに。 

駆逐艦 最初にもらえる艦にして、水上艦最弱最小の艦種。特徴は「軽巡の劣化版」。 

最小の資源消費（と修理コスト）を生かし、主に遠征で活躍することになる。また、後

半のマップでは艦種縛りの都合でイヤでも運用するハメになるので、お気に入りを何隻

か育てておくと後でスムーズになる。 

※メガネさん（望月・巻雲）が居ます 

島風＆雪風 いろいろマシマシにしたチート級駆逐艦＆異能生存体扱いされる 

超幸運艦で、レアだが軽巡に迫る運用ができる程度には強い。 

空母 上部一杯に滑走路が広がる艦で、ほぼ飛行機の運用専門。航空戦艦などで使う、でかい

フロートがついて海に着水する「水上機」ではなく、本格的な戦闘機を扱えて、砲撃の

届かない遠いところから敵を探したり先制攻撃を仕掛けたりすることができる。 

が、損傷がひどいと滑走路がボコボコになって飛行機を飛ばせなくなるので、ただの置

物になり果てることが多々ある。また、飛行機を作るために、比較的調達しづらい「ボ

ーキサイト」というアルミの原料になる資源を多量に要求するので、ご利用は計画的に。 

軽空母 上記の(正規)空母の小形劣化版。積める飛行機の数が少なく、防御力も

小さいが、資源の消費量も小さい。また、輸送船団の護衛などに使われ

た史実にもとづいて、潜水艦に攻撃できる。 

装甲空母 防御力を上げた空母で、損傷がひどめでも飛行機を飛ばせる特殊機能を

持つ。現状では「大鳳」のみ。 

潜水艦 水中から音もなく忍び寄り、魚雷で水上艦をドカン！という特殊な艦。対抗するには特

別な装備（爆雷・ソナー）と、特定の艦種が必要になる。 

…が、外殻が傷物になると水漏れして潜水できなくなることから、駆逐艦よりひどい紙

防御力ですぐに破損・戦闘不能になり、運用するには細心の注意が必要になる。 

潜水空母 空母と名がつくが滑走路があるわけではなく、載せられるのは水上機。

通常の戦艦と航空戦艦の違いと同じになる。 

まるゆ この中でぶっちぎりで最も弱いハズレ艦。レベルが低いと攻撃すらでき

ない。ただ、近代化改修（合成）で「運」を上げる特殊機能が… 

その他 水上機母艦 水上機を多く運用できる艦。航空戦-開幕雷撃-砲撃のすべてに対応で

き、潜水艦攻撃も可能だが、どうしようもない器用貧乏… 

改造して軽空母にできるので、とっとと育てるのも有り。 

戦 

力 

外 

通 

告 

揚陸艦 陸上戦力の上陸に使う船…だが、海戦メインのこのゲームでは戦力外で

ある。遠征報酬上乗せの「大発動艇」と、潜水艦に攻撃するための各種

装備を持ち込んでくれる。 

潜水母艦 潜水艦の補給専門の艦なので、戦闘能力はほぼ皆無。ただしその特徴か

ら、潜水艦遠征のお供に必須となる。改造すると軽空母に。 

工作艦 旗艦にしておくと、「入渠」以外でも損傷の修理ができる。 

…が、修理専門なので、当然ながら戦闘能力はほぼ無い。 

 



装備について 

砲 

主砲 

メイン火力。とにかくこいつの強いのを載せて、相手を叩けば良いが、

当たらなければ意味はないので他の装備との組み合わせも重要。 

副砲 

サブ火力。主砲の補佐的な役割をすることが多い（命中補正など） 

現状いまいち載せる意味がなくなりつつある。空母にも載る。 

高角砲 

メイン・サブ火力兼飛行機対策の砲。上にも撃てるので「高角」砲。

飛行機対策と火力を兼ねて主に小形艦で活用する。主砲・副砲のどち

らの扱いになるかは装備によってまちまちなので注意。 

対空砲 

飛行機対策専門の砲。機銃やロケット砲などが含まれる。その特徴か

ら、火力補正はゼロか極めて少ない。 

砲 

弾 徹甲弾 

相手の防御を貫くためのオプションで、「装甲を貫徹する弾」。火力の

ほか命中率の補正がある。また、弾着観測射撃という強い特殊攻撃を

行うための道具の一つ。 

三式弾 

飛行機を叩き落とすためのオプション。撃つと上空で小さな弾にばら

け、それぞれが燃えて周囲を焼き尽くす高価な花火焼夷弾だ。陸上を

焼き払うのにも効果があるらしく、飛行場相手に特別な効果がある。 

そ 

の 

他 

武 

装 

魚雷 

水中のミサイル。発射後水の中をスクリューなどで高速に進み、相手

の船にぶち当たりながら爆発、水中に大穴を空けて沈める武器。軽巡

洋艦以下のみ装備可能。 

魚雷を発射するための特殊な小さな潜水艦「甲標的」もある。 

水上機 

脚に大きなフロートがついた飛行機で、水の上から離着陸する。主に

戦艦など大型艦の偵察用に積まれ、中には威力は小さいものの爆撃機

能を持つものもある（航空○○・水上機母艦限定装備）。 

これで空から観測しながら主砲を撃つ方向を調整するのが「弾着観測

射撃」で、ゲーム上では 2発撃てたり火力補正があったりする。 

電波探信儀 

レーダー。略称電たん電探。電波を出してその反射を拾ったり、よそ

から来る電波を拾ったりして、相手の位置を知るための装備。命中率

と索敵に効果あり。飛行機の位置も調べられるもの（対空電探）は、

加えて対空ボーナスもつく。 

水中探信儀 

ソナー。水中に音を出してその反射を拾ったり、水中の音を聞いたり

して、水中にあるものの位置を割り出すことができる。つまり、潜水

艦の位置を知ることができる。対潜＋命中補正がある。 

爆雷 

海の中にたくさん投げ込んで、指定の深さがきたら爆発する海中専用

の爆弾。もっとも、投げ込んだところで位置が分からなければ意味が

ないことから、上記「水中探信儀」とのセット装備で威力が上がる。 

夕張に「ソナー・ソナー・ソナー・爆雷」と積むと大変なことに。 

空 

母 

用 

戦闘機 

相手の攻撃機・爆撃機などを迎撃して、空母を守るための飛行機。 

ゲーム内では「制空権」が取れるかどうかにかかわる制空値を向上す

るための装備になる。制空権が取れないと自軍からの飛行機攻撃はで

きないわ、敵軍からの攻撃は通りやすいわと悲惨なことに…。 

攻撃機 

でかい魚雷を抱えながら目標に迫り、魚雷を落として攻撃する。攻撃

の威力は当たればでかいが外れれば悲惨な上に、相手の戦闘機や対空

砲に撃墜されやすく消耗が激しい。 

爆撃機 

中くらいの爆弾を抱えながら、目標直上で急降下し、爆弾を上に落と

して攻撃する。水上に被害を与えるので相手を簡単には沈められない

が、武装や司令機能などに被害を与えることはできる。 

また、攻撃機ほど鈍重ではないので撃墜されづらい。 

偵察機 

艦より先に出て、周囲を警戒・偵察し、相手の位置をいち早くつかむ

ための飛行機。戦艦などに積める水上（偵察）機の空母版。ひたすら

早く飛ぶために作られており攻撃・迎撃能力はまったくないが、索敵

と命中率にかかわるため、無いとけっこう困る。 

他 

オ 

プ 

シ 

ョ 

ン 

探照灯 

夜戦で相手の位置をつかむための超でかい電灯。当然光を発した側も

自分の位置を教えていることになるので攻撃を食らいやすくなり、集

中砲火を食らって沈んだ艦が多数。ゲーム内でも効果は同じで、夜戦

で自軍を有利にする効果と、相手の攻撃を集める効果が同居。 

照明弾 

電灯が無くてもゆっくり落ちてくる光の弾を打ち上げればいいではな

いか…ということでこれがソレ。夜戦で自軍をほんのり有利にする効

果があるだけで、命中率など他の補正は無いので注意。 

推進機関 

回避率を上げるためのアイテム。燃料を焚いて高圧蒸気を発生するた

めの「缶」と、それを回転力に変える「タービン」がある。今のとこ

ろは両方を積んで何かいいことが…というのは無い（今後実装？） 

バルジ 

水に浸かる部分に増設される「ふくらみ」で、浮力を増したり攻撃を

食らった時の被害をやわらげたりする効果がある。ゲーム内では装甲

（防御）値にプラス補正の効果。ただしデカくなるので速度は落ち、

回避へのマイナス効果もセットだ。胸ではなく腹のふくらみ… 

ドラム缶 

遠征で資源を運ぶのに必要だったり、出撃の途中で拾える資源が増え

たり、難易度の高いマップで通るルートを調整するために使う。 

現在のところ輸送用のみであり、ドラム缶でぶん殴ったりはできない

ようだ。残念。 ※できてたまるか！ 

応急修理要員 

致命的な攻撃を食らって穴があき、沈みそうになった時に、助けに来

てくれるありがたい人達のこと。積んでいた時に限り、1回だけ轟沈判

定をキャンセルでき大破で復帰する。ダメージ・コントロール要員で

通称ダメコン。上位にスーパーパワーで完全復帰させる女神が居る。 



損傷について 

戦闘中の損傷状態はよく見ておこう。見逃せば最悪キャラロストだ。 

無 傷 当たり前だが特に問題はない。ただ、「小破」などが何も表示されていなくてもわずかに耐

久値が減っていることがあるので注意。 

小 破 攻撃力に支障がない程度だが、無視できない損傷が残っている状態。煙を吐きだすが特に

不利な点は無いので、そのまま進んでも大丈夫。 

中 破 攻撃力に問題がある程度に激しく壊れた状態。服が破れるのがここから。それと分かる程

度に攻撃力が下がるので、中破が増えて先の敵を撃破しづらいという理由で撤退するのも

正しい判断。また、ふつうの空母はこの時点で攻撃不能になる。 

大 破 攻撃力どころか艦の維持にすら問題があるぐらいに甚大な被害を食らった状態。自力航行

できなくなったり、武装が焼き尽くされたり、艦首がもげたりと散々な状況だ。これで進

撃（1マス進む）した後で攻撃を食らうとあっけなく轟沈する。 

また、旗艦（一番上）がこの状態になると、指揮不能で強制撤退となる。 

轟 沈 永遠にさようなら。 

キャラロストである。救済無しの復旧不能状態であり、戦闘中行方不明扱いとなる。 

それが死亡扱いなのか、もっと別のおぞましい悪夢に化けるのかは誰も知らない。 

 

疲労度について 

連続で出撃していると当然ながら疲れてくる。一応人っぽい存在なので。 

疲労管理も重要だ。疲れてきたら休ませるか交代させよう。ブラックよくない。 

 

陣形について 

陣形 砲撃 対潜 雷撃 砲命中 雷命中 対空 旗艦かばう おすすめ 

単縦 強 弱 強 中 強 中 弱 ボス決戦時 

複縦 中 中 中 高 中 中 中 道中雑魚掃討 

輪型 中弱 中強 中弱 中 微 強 強 航空戦特化 

梯形 弱 中 弱 中 弱 中 中 よくわからない 

単横 弱 強 弱 高 微 中 中 潜水艦殺すべし 

戦闘手順について 

1. 索敵 

索敵機や電探装備などを使い、相手の位置を探る。発見できれば有利になる。 

また、発見できなければ航空戦ができない。 

2. 航空戦 

飛行機が飛んできて攻撃する／される。自軍に空母が居れば先制攻撃できる。 

また、戦闘機（緑色のやつ）の多さや強さによって「制空権」を取れるかどうかが決まる。 

取れると空は安全なので当然有利になる。 

3. 開幕雷撃 

甲標的を積んでいる艦（主に雷巡）や、潜水艦が先に魚雷を撃てる。 

雷巡の攻撃は特に致命的な事態を招きやすい。 

4. 交戦形態の決定 

自軍・敵軍の位置（ランダム）により、砲撃の有利・不利が決まる。 

T字戦有利＞同航戦＞反航戦＞T字戦不利 の順で火力に補正が入る。 

5. 砲撃戦 x1か x2 

主砲での殴り合い。空母は第二次攻撃隊を出す。 

射程の長い艦から順に、味方→敵の順で交互に攻撃を行う。 

また、どちらかに 1隻以上の戦艦が居る場合は、2巡目が起きる。これは上から順。 

制空権が取れて空が安全な状態なら、「弾着観測射撃」という強い攻撃が出せる。 

6. 雷撃戦 

最後に、小破止まりまで＆魚雷が撃てる艦が魚雷を発射して攻撃する。 

※本当に魚雷を装備しているかどうかは関係なく、撃てる艦はみんな撃つ。 

7. 夜戦（延長戦） 

夜戦突入判断の後、延長戦として夜戦に入ることができる。 

小回りの効く艦ほど攻撃力補正が入る下克上状態になるので注意。 

夜戦をすると余分に疲労し、弾薬も余分に使う。ボスに至る道中でやってしまうと、 

弾薬不足で攻撃力が落ちる事態になる可能性がある。 

なお、大破していると攻撃に参加できない。 

戦意高揚 戦いに連続で勝ったり、演習で戦果を上げたりして、超テンションが上がってる状

態。見た目がキラキラしているのですごくよくわかる。 ※当然通称キラキラ 

攻撃はたいへん良く当たり、普段やばい攻撃でもひらりとかわす。体が軽い、こん

な気持で戦うのはじめて…！ 

通常 何も表示されていない。…が、わずかに疲れている状態と全快状態の 2 つがあるの

で注意したい。編成画面で「給」マークがちかちかしているかが分かれ目。 

この状態で出撃した場合、とりあえずまともには戦ってくれるだろう。 

出撃するたびに 15～20分ほど待てば、常に少なくとも通常状態で出られる。 

オレンジ疲労 オレンジの顔マークが出ている。かなり疲れてきた状態。なんとなく分かる程度に

命中・回避率などが下がってくる。出撃はおすすめしない。 

完全復帰までに 30分ほどかかる。損傷があれば高速修復材でリセット可能。 

赤疲労 赤い顔マークが出ている。疲れきってほとんど動けない。ろくすっぽ攻撃は当たら

ないので、この状態で出撃する意味はあまり無い。  

完全復帰までに 50分ほどかかる。損傷があれば高速修復材でリセット可能。 


