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大日本絵画

エッセイとデジタル着彩でよみがえる有名艦たち

Famous ships revived 
with the digital coloring and essays

白石 光 著
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　私のエッセイと彩色監修と写真説明を、
山下敦史氏の彩色写真と組み合わせた「銘
艦HISTORIA」が始まったのは2013年で
す。この連載の前に、私は同様の内容なが
ら彩色写真の代わりにイラストを使った「銘
艦STORY」という連載を、同じ『歴史群像』
誌に15回にわたって掲載しました。しかも
先発連載と後発連載では紹介した艦船が重
複していません。そこで今回の単行本化に
際し、「銘艦STORY」で用いたエッセイに
改めて山下氏の美しい彩色写真を組み合わ
せて一部収録しました。
　当初連載した版元での単行本化は諸般の
事情で叶いませんでしたが、この二連載を
他の出版社から世に問うことは快く承認く
ださいました。そこで私は山下氏にご相談
申し上げ、他の版元を選定する全権とさせ
ていただいたのです。
　この状況に至り、私の脳裏に真っ先に思
い浮かんだのが、2015年12月に私が持ち込
んだ企画の『真珠湾奇襲1941.12.8(模型でた
どる太平洋戦争の海戦シリーズ)』を、快く
具現化してくださった『NAVY YARD』
誌編集長の後藤恒弘氏です。ちなみに、前
著は「戦記」、「史実写真」、「模型」を1冊に
まとめるという「三つ揃いの本」を狙ったも
ので、少なくともこれまで、和書には同様

のコンセプトの類書がありませんでした。
　さすがに世界中の艦船と海軍に博識の後
藤編集長は「類書がない三つ揃いの本」を世
に問う価値を高くご評価くださり、同書は

『NAVY YARD』誌の版元の株式会社大日
本絵画から発行されました。
　かような次第でご相談を申し上げたとこ
ろ、またしても類書がないという点をご評
価くださり、大日本絵画で発行していただ
けるというお話をまとめてくださいました。
　このように、後藤編集長がいらっしゃら
なければ、本書の出版は叶わなかったかも
知れません。しかも編集作業中も、何かと
お世話をおかけしました。本書は一応過去
の連載をまとめたという形をとっています
が、判型はB5からA4に拡大され、それに
ともない書面レイアウトは連載時とはまっ
たく異なるオリジナルとなり、モノクロ写
真や図版はすべて新たに用意されたものと
なっています。
　もちろん私も、自身で綴った本文と彩色
写真解説キャプションのすべてに改めて目
を通し、必要に応じて修正や加筆を行ない、
初見の彩色写真に関してはディレクション
を加えさせていただきました。同様にすべ
ての彩色写真には、山下氏が細かく手を入
れてくださっています。ゆえに「連載をま

【略歴】
東京・お茶の水生まれ。戦史研究家として季刊『NAVY YARD』、季
刊『ミリタリークラシックス』、隔月刊『歴史群像』、月刊『歴史人』、
月刊『世界の艦船』などに特集記事や連載記事を多数執筆中。映画に
も造詣が深く、話題作・最近作では『メンフィスベル』、『イントルー
ダー怒りの翼』、『アパッチ』、『シン・レッド・ライン』、『ザ・ロック』、

『今そこにある危機』、『ブラックホークダウン』、『パールハーバー』、『父
親たちの星条旗』、『硫黄島からの手紙』、『ゼロ・ダーク・サーティ』、『ア
メリカン・スナイパー』、『ミケランジェロ・プロジェクト』、『名探偵
コナン・絶海の探偵』、『同・異次元の狙撃手』などをはじめ数多くの
公式プログラムに執筆。また『第二次世界大戦映画DVDコレクション』
シリーズの監修も手掛けた。ミリタリー関連の主な著書には『真珠湾
奇襲1941.12.8』(監修：大日本絵画) 、『第二次大戦の特殊作戦』、『同・
2』（イカロス出版）、『図解マスター・戦闘機』、『同・戦車』、『同・潜
水艦』、『ヒーローたちのGUN図鑑HYPER』、『決定版・世界の最強軍
人FILE』、『決定版・世界の特殊部隊100』、『第二次大戦激戦FILE99』
(以上、学研プラス) 、『第二次世界大戦・世界の戦闘機SELECT100』、

『第二次世界大戦・世界の軍艦SELECT100』（以上、笠倉出版社）な
どがある。観賞魚専門家としては、水族館飼育員、観賞魚輸入会社生
体管理係、観賞魚店販売員を経て観賞魚専門月刊誌『フィッシュマガ
ジン』編集部勤務。在職中、観賞魚業界の現場を一人ですべて経験し
た実績を買われ、同誌編集長を歴代編集長中最長の15年間務める。そ
の間、並行して『国際観賞魚専門学院』の学院長を兼務。TV出演多数。
観賞魚関連書籍も多数執筆。現在、アクアホビー・プランナーとして
活動中。白石 光

エッセイ・彩色写真解説・彩色監修

ごあいさつ
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とめた」とはいっても、編集面から見れば実
質的に「別の記事」を作成された訳で、後藤
編集長の労力たるや大変なものであり感謝
に堪えません。
　さらに、本書の企画にご賛同くださり、
秀逸な力作モデルを惜しむことなくご提供
くださった心優しきモデラーの皆様にも、
深い感謝を述べさせていただきます。
　しかし、何よりも私にとって最大の励み
となったのは、連載を心待ちにしてくださ
っている読者の皆様の温かいご評価です。
この点、山下氏も同じお気持ちだと伺った
ことがあります。
「へえ、この艦のこんなカラー写真があっ
たんだ！」
　読者の方の「うれしい誤認」は、二人にと
って最高の誉め言葉です。
　艦船は、軍艦も含めて英語では“She

（彼女）”と称されます。そこで私は「銘艦
STORY」とその続編ともいうべき「銘艦
HISTORIA」を執筆するに際し、銘艦とい
う「女性」を語るエッセイなのだと強く意識
して綴ってきました。名誉と栄光の生涯を
生きた彼女、歴史を変えた彼女、凡庸なが
ら皆から求められた彼女、そして、碧淵に
非業の最期を遂げた彼女……。
　山下氏の技術が彼女たちのポートレート

を素晴らしいものにしているのは当然です
が、私の拙いエッセイから、戦

いくさ

の場に身を
置いた彼女たちの壮絶なる人生ならぬ艦生
を読み取っていただければ、まさに著者冥
利に尽きます。
　なお、今回の単行本化に際して連載には
ない「大和」、「飛龍」、「ユリシーズ」の3隻
について特別に書き下ろし、本書をご購入
くださった読者の皆様だけの特典として掲
載いたしました。特に後者に関しては、地
獄のように熱くスプーンが立つほど濃いコ
コアが入ったティン・カップなど片手に、
クスッと笑いながら（察しの早いあなたな
らなぜ笑えるか本書を読む前にわかってし
まっているかも知れませんね）お楽しみい
ただければ幸いです。
　ところで、実は本書に掲載した艦は連載
時の約半分にしかすぎません。まだ、これ
に倍する彩色写真と本文が眠っているので
す。そしてもし、本書が皆様からご好評を
得ることができれば、第二弾としての発行
もまた……おっと、〆の文言のつもりが失
礼いたしました（笑）

2016年皐月吉日、メトロポリスのスカイラ
インを臨みつつ
 白石　光

　亡くなった父親はモノクロ専門の写真
製版屋で、墨一色にはプライドがあった
ようです。職人の経験と技で、モノクロ
網点の印刷表現でも色を感じさせる事が
出来るのだと。

　何の因果か息子は逆の事をやってまし
て、なんだか申し訳ない気もします。ま
あ、ガキの頃から分光濃度計片手に白黒
写真の山をかき分け、解析の手伝いさせ
られた経験は生かされてるので良しとし
ていただきたい。彩色写真はじめて10
年経ちますが、おかげで色んな表現も出
来るようになってきました。家業で稼い
だ金で美術学校へ通わせてもらった事
も、無駄にはしてないようですよ、ハイ。

　彩色写真。もっと上手くなりたいなあ
とシミジミ思うのです。「どこか他人事
のようなモノクロの時代を、少しでも身
近に感じていただけると幸いです」など
と言ってますが、なんのことはない、そ
こに技があるんなら極めてみたいってこ
となんでしょう。親父もそうだったんだ
から。

 山下敦史

●主な作品提供先
学研プラス:歴史群像 
PHP出版:歴史街道 
Elpo:Maritimt Magasin HISTORIE 
COA:Naval Sitrep Magazine 
CLASSIC WARSHIPS PUBLISHING:Warship Pictorial 
英国海事博物館：会報誌
中国中央電視台：Jia wu
ジャカルタ海事博物館:EXHIBITION OF THE BATTLE OF THE JAVA SEA

山下敦史
彩色スペシャリスト
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　写真がデジタル化され、それがPC上
で加工できるようになったことで、モノ
クロ写真への彩色が著しく容易になった
のは事実だ。だが、彩色のためのソフト
を操作するのは人間であり、その人間の
力量がそのまま完成作品に反映されるこ
とになる。
　ミリタリー・ファンの皆さんにこれを
簡単に説明するには、目標に命中するま
でオペレーターがコントロールしなけれ
ばならず、このオペレーターの技量の良
し悪しで命中精度が変わる、今から半世
紀ほど前の誘導ミサイルを思い浮かべ
ていただくとわかりやすいかも知れな
い。実はファイア・アンド・フォーゲッ
ト型、つまり完全全自動で勝手に色を付
けてくれるソフトも今はあるようなのだ
が、その再現性はなかなかキビシイらし
い（笑）。
　ゆえに、かつて優秀な誘導ミサイル・
オペレーターが大切にされたように、優

秀な彩色スペシャリストはきわめて重
要、かつ貴重な逸材といえる。幸い、著
者・白石は山下敦史氏という、間違いな
く「世界最高峰」の彩色スペシャリスト
と知己を得ることができた。
　その逸材と私のディレクションのやり
とりにおいては、特にモデラーの方が議
論の対象とされるような実色とかカラー
チップの話などはほとんどなされない。
2人の間では、例えばイギリス軍艦なら、
「そのブルー、少し黒に傾けましょうか」
とか、
「船体のグレーですが、全体に赤被せる
けど上のほうはごくわずかに赤を濃くし
ましょう」
などとメッセージを交換する。
　いちいち「PB10」とか「B6」などイ
ギリス海軍のカラーチップの名称など使
わないし、その必要もないのだ。どピー
カンの夏の地中海の昼時の陽光の下で影
になった部分のPB10は強いコントラス

トのせいで黒く見えるし、晩秋のウエス
タン・アプローチ（※）の遅い夕映えに
照らされたB6の船体は夕映えの赤を吸
収し、しかも時間が遅くなって残照気味
になれば船体の上のほうの赤みが強調さ
れる。
　ほかにも、海の色などは世界中の海域
ごとに、季節ごとに、時間ごとに変わり、
加えてプランクトンや水深の影響によっ
ても変わるし、春夏秋冬晴曇雨嵐で異な
る陽光の加減など森羅万象自然がらみ、
まさに太陽の叫びに星の囁き、風の唸り
に雨の匂い、海や空が奏でる音色を注意
深く感じ取り、それを的確かつ確実に反
映するという根気のいる作業が、写真彩
色なのである。
　ゆえに読者の皆さんには「ふ〜ん、軍
艦にはまったく関係ないそんなことに気
を配って彩色してるんだなぁ」とわかっ
ていただければ幸甚だ。
� （白石）

※ウエスタン・アプローチ=グレートブリテン島西岸の大西洋に拡がる長方形の海域。第二次大戦ではこの海域でドイツ海軍のUボートと激しい攻防戦が繰り広げられた。

本書を一読されて「こんな鮮明なカラー写真が残っていたのか」と驚かれた読者の方もいるかと思う。実
は本書で掲載されているカラーの実艦写真は、すべてモノクロ写真を著者と彩色スペシャリストがタッグ
を組んで彩色したものなのだ。このページではその彩色の過程における思考の一端について触れてみよう。

色状雑談1

モノクロ写真に色を付けるということ

◀アルベルト・ダ・ジュッサーノ【P72〜73より】
海に突き出した長靴にたとえられるイタリアの先端、その長靴のヒールの内側にタラ
ント軍港は所在する。イオニア海とつながったタラント湾は、海流の循環が比較的良
好で暖流が入っているので、海水温の関係と、石灰岩質の海底の砂礫の色の関係から、
基本的な海の色は濃紺を明るくした感じに見えることが多い。乗組員の軍装は冬季の
ものだが、夕陽の色調から見ておそらく季節は春。日中の陽光で温められた地面から
水蒸気が立ち昇り、夕方になって春特有の気温の急激な低下が起き、その影響で遠方
に霞がかかっている。メディテラニアン・グレーの船体は夕陽が当たっているせいで
わずかに白っぽく見える。陸地はカルストで石灰岩質のため、建物に用いられている
テラコッタ、そして地面もともに白っぽい。

▶ウォースパイト【P12〜13より】
撮影が1944年6月6日のDデー当日午前中、場所もノルマンディー沖と特定できること
から、当時の同海域の気象状況を確認。同日は、この時期には珍しい初夏の嵐で当該
海域は荒れていたが、午前中だけ嵐が収まった隙を突いて上陸が敢行された。ゆえに
空は嵐が収まっている間はやや明るい鉛色でオーヴァーキャスト（全天雲）。海況は
風が弱まったおかげでさざ波混じりの落ち着いた海面。ただしそれまでの嵐による時
化波で、ノルマンディーの遠浅な海岸の砂泥底に堆積している同海域の特徴であるブ
ルークレイが巻き上げられ、厚い雲を通した午前中遅くの陽光に影響されて、本来な
ら英仏海峡のやや青っぽい海の色がわずかにグリーンがかって見える。
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　日本海軍が「大和」型戦艦を着想した
のは、来たるネーヴァル・ホリデー明け
にアメリカやイギリスが建造するであろ
う新戦艦を凌駕しようという発想に基づ
く。特に日本にとっての仮想敵国の最右
翼アメリカは、パナマックス（※）のせ
いで16インチ砲以上を搭載する戦艦の建
造は困難との見解から、戦艦の主砲とし
ては世界最大口径の46㎝砲の搭載が決め
られた。大艦巨砲主義が海軍の主流派だ
った、「大和」型戦艦の構想が練られた

当時は、「敵より大口径、敵より大威力、
敵より長射程」の砲を搭載することが、
絶対の勝利条件だったからだ。
　かくて空前の巨砲を積んだ空前の巨艦
を建造するにあたり、中国大陸ではすで
に戦火が燃え広がり、太平洋もキナ臭く
なりつつあったため、日本海軍は、抑止
力としてその建造を国内外に大々的に発
表するか、逆に、秘密兵器としてその建
造と存在を徹底的に隠蔽するかの二択を
迫られた。結果、後者の途が選ばれ、戦
後になってから、日本国民の多くがはじ

めて「大和」型の存在を知ることになっ
たというのは、つとに有名な逸話だろう。
　この「大和」型、ネームシップの「大和」
と姉妹艦「武蔵」の2隻に加えて、途中か
ら空母に「変身」した異形の末妹「信濃」
の3隻が建造されたが、「大和型三姉妹の
誕生とその生涯の物語」は、すでに多く
の秀逸な先行文献で詳解されている。そ
こで本項では、最後まで生き残った長女

「大和」が終戦間際に祖国のため覚悟の出
撃をし、無念のうちに碧淵に果てるまで
を、「敵の視点」で追いかけてみたい。

■史上空前の巨艦

戦艦大和
19世紀末にヨーロッパで誕生した戦艦という艦種はわずか50年で恐竜的進
化を遂げた。その頂点に君臨したのが日本海軍が建造した「大和」型戦艦だ
った。基準排水量6万4000トン、史上空前の46㎝砲を主砲として搭載し
た彼女らを超える戦艦は現在に至るも存在しない。しかし太平洋戦争は海戦
の主役が戦艦から空母へと移り、「大和」型戦艦もその真価を発揮すること
なく沈没した。本項では戦艦時代の終焉を鮮やかに浮かび上がらせることに
なった「大和」最後の戦いについて紹介しよう

雲霞のごとき航空機に敗れた史上最大の戦艦

Battleship IJN Yamato

※パナマックス=太平洋と大西洋の両方に艦隊を行き来させる必要があるアメリカ海軍は軍艦の船体幅を中米のパナマ運河の幅（33.53ｍ）未満とする必要があった。このギリギリの制限（数値）
をパナマックスと呼ぶ。詳しくは38ページを参照。
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　連合艦隊は、アメリカ軍の沖縄侵攻が
確実となった1945年3月26日に反撃作戦

「天一号」を発動。連日、特攻機を出撃
させていた。そして、航空特攻の囮とす
べく水上戦闘艦の海上特攻が発案され、

「大和」と軽巡洋艦「矢矧」、駆逐艦8隻
で第1遊撃部隊が編成された。
　4月6日1600時、第1遊撃部隊は徳山沖
を抜錨して沖縄を目指した。だがこの動
きはマジック暗号解読情報により出撃前
から筒抜けで、アメリカ側は各艦の艦名

まで把握していた。そのうえで、豊後水
道の太平洋側を哨戒中の潜水艦17隻に
対し、日本艦隊の出撃を見張るよう緊急
指令を通達。
　同日2000時過ぎ、「ハックルバック」
と「スレッドフィン」（※）がSJレーダー

（※）で第1遊撃部隊を捕捉し、緊急最優
先報告をハワイの太平洋方面潜水艦隊司
令部に向けて発信。しかし両艦は日本駆
逐艦の度重なる牽制行動もあり、2200時
過ぎに第1遊撃部隊を失探。潜水艦から
の急報でマジック暗号解読情報が正確だ

と知ったアメリカ側は、早速、第1遊撃
部隊の迎撃を算段した。第5艦隊司令長
官スプルーアンス大将の手元には、「大
和」を仕留められるエース・カードが2枚
あった。1枚は、空母機動部隊の第58任
務部隊。もう1枚は、上陸支援砲撃を主
任務としてきた旧式戦艦部隊の第54任務
部隊である。そこで彼は、戦況に照らし
合わせてどちらのカードを「リバイアサ
ン狩り」に使うべきか決めることにした。
　当時、沖縄の戦いは内陸部に移行して
おり、艦砲射撃よりも近接航空支援のほ

■2枚のエース・カード

※「ハックルバック」「スレッドフィン」＝いずれもアメリカ海軍のバラオ級潜水艦
※SJレーダー＝水上捜索用レーダー。複数のタイプがあるが1943年夏ごろ登場したSJ-1（SJレーダーの最終型となる）は戦艦なら22km 、駆逐艦でも15km程度で探知することが可能だ
った。

戦艦大和
1941年10月20日、宿毛湾にて全力航行中の「大和」。公試を前にしてのこの航行で27.46ノッ
トを発揮した。好天ながら風がやや強い海況のため、高速航行によって蹴立てられた艦首波が
巻き上げられて独特の美しさを醸し出している。このようなカットを見れば、大和型はシルエ
ットがきわめて特徴的で国内外の他の艦と容易に区別が付けやすいことがよくわかる。なお同
日、このあとに公試が行われて27.73ノットを出している。

要目　大和（新造時）
基準排水量	 	 6万4000トン
全長	 	 263.4m
全幅	 38.9m
出力	 15万hp
速力	 27ノット
航続距離	 1万1000nm/16ノット
兵装	 45口径46㎝三連装砲塔×3

60口径15.5㎝三連装砲塔×4
40口径12.7㎝連装高角砲×6

25㎜三連装機銃×8
13㎜連装機銃×2
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うが有効であった。また、特攻機対策の
艦隊防空は最重要事項とされていた。か
ような事情でスプルーアンスは当初、第
54任務部隊の戦艦群に第1遊撃部隊の迎
撃を託そうとした。彼のこの決断が、「大
和」に対して同じ戦艦をもって対戦する
というシーマンシップやロマンチズムの
発露と紹介されることもある。だが実情
は、感情的な決定ではなく、きわめて合
理的な判断だったとされている。
　一方、第58任務部隊司令長官ミッチ
ャー中将も「大和」を仕留めようとして
いた。彼はハルゼー麾下の第38任務部
隊時に「武蔵」を沈めており、もし「大和」
も沈めれば、彼と彼の任務部隊はリバイ
アサン退治のダブル・スコアという栄誉
を手にすることができる。彼は手元に第
58任務部隊の第1から第4まで4個任務群
を擁していたが、第2任務群は後退して
洋上燃料補給中であり、攻撃に間に合い
そうもなかった。しかし3個任務群合計
で艦隊空母7隻、軽空母5隻という陣容
で、艦上機は合計約900機を数えた。
　「武蔵」を仕留めた経験から、艦上機
の約半数で第1遊撃部隊を攻撃。残りを
艦隊防空と近接航空支援に残しておくこ
とが十分可能と考えたミッチャーは、対
艦攻撃の準備を進めた。しかしスプルー
アンスは、まさかかような計画が進んで
いるとは思わなかった。

　4月7日黎明、ミッチャーは自身が座
乗する第58任務部隊旗艦で第3任務群
に属する「バンカーヒル」からF4U23
機、第3任務群旗艦「エセックス」から
F6F19機を発艦させて第1遊撃部隊を捜
索。すると0823時、「エセックス」の1機
が正確な針路も含めて接敵を報告。続い
て1000時頃、今度は慶良間列島の阿嘉
水道に設営された飛行艇基地から飛来し
たPBM2機が第1遊撃部隊に接触し、接
敵情報の送信を開始。これに対して大和
からは対空榴弾が発射された。
　その頃、ミッチャーは攻撃隊を発艦
させていた。1000時、「バターン」から
CVLG-47のTBM9機、F6F12機が発艦。
F6Fは各機とも500ポンド爆弾２発を搭
載。続く1006時、「エセックス」からCVG-
83のSB2C12機、TBM15機、F6F8機、
F4U5機が発艦。F4Uは各機とも1000ポン
ド爆弾1発を搭載。
　1015時、「バンカーヒル」からCVG-
84のSB2C10機、TBM14機、F6F2機、
F4U15機が発艦。2機のF6Fは写真偵察
型のF6F-5Pで、F4Uは各機とも500ポ
ンド爆弾1発を搭載。同時刻、「カボット」
からもCVLG-29のTBM9機、F6F10機
が発艦。
　1010時、「ベローウッド」からCVLG-
30のTBM6機、F6F8機が発艦。F6Fの

うち3機はロケット弾を搭載し、TBMは
各機とも500ポンド爆弾4発を搭載。1017
時、「ベニントン」からCVG-82のSB2C11
機、TBM10機、F6F6機、F4U1機が発
艦。1025時、「ホーネット」からCVG-17
のSB2C14機、TBM14機、F6F16機が発
艦。F6Fは各機ともロケット弾を搭載。
同時刻、「サンジャシント」からCVLG-
45のTBM8機、F6F7機も発艦。
　第1、第3の両任務群の艦上機は、そ
れぞれ合同して任務群別に二つの大編隊
を組み、第1次攻撃隊となって第1遊撃
部隊を目指した。シブヤン海海戦では各
CVGが勝手に攻撃して戦闘効率が悪か
ったため、任務群ごとに攻撃隊をまとめ
て統制する方法に改められたのだ。ただ
し、本来なら第1任務群編隊に含まれる
CVG-17だけは、別に編隊を組んで第1
任務群編隊に追随していた。
　攻撃隊が発艦すると、ミッチャーは参
謀長のアーレィ“31ノット”バーク（※）
大佐に命じた。
 「親父（スプルーアンスのこと）に聞い
てくれ。貴方がやりますか、それとも私
がやりますか、と」。
　これに対してスプルーアンスは、出番
を失った第54任務部隊の戦艦群に同情し
つつ、海軍史上最短の命令文を送達した。
 「You take them（君がやれ）」。
　この日、発艦海域では全天雲ながら風
は弱く、うねりも穏やかだった。だが北
上するにつれて雲が厚くなり視程は悪
化。時折激しい雨が降りかかるように
なった。そこで、翼下にポッドを介し
てAN/APS-4捜索レーダーを装備した
SB2CやTBMが先導役となった。
　1230時、第1次攻撃隊が第1遊撃部隊
上空に達し、第1波となる第1任務群編隊
が攻撃を開始。かくて坊ノ岬沖海戦が始
まった。故障で後落していた「朝霜」は
SB2CとF6Fの猛攻で沈没。時間は1250
時頃らしい。「朝霜」の最後の連絡は「敵
機30機以上を探知」。生存者皆無で最期
の様子は米側の証言によるのみだ。
　1235時頃、「大和」への雷撃開始。だ
が魚雷の調定深度が浅く調整されてお
り、大和の舷側装甲に命中してもあまり
効果がないと判断され、目標を巡洋艦ら

■「You	take	them」

第58任務部隊の攻撃機部隊の内訳

500ポンド爆弾×2
バターン／CVLG-47 TBM×91000時

F6F×12
エセックス／CVG-83 SB2C×121006時

TBM×15
F6F×8
F4U×5 1000ポンド爆弾×1

バンカーヒル／CVG-84 SB2C×101015時
TBM×14
F6F×2 写真偵察型
F4U×15 500ポンド爆弾×1

カボット／CVLG-29 TBM×91015時
F6F×10

ベローウッド／CVLG-30 TBM×6 500ポンド爆弾×41010時
F6F×8 3機はロケット弾装備

ベニントン／CVG-82 SB2C×111017時
TBM×10
F6F×6
F4U×1 海兵隊所属機

ホーネット／CVG-17 SB2C×141025時
TBM×14
F6F×16 全機ロケット弾装備

サンジャシント／CVLG-45 TBM×81025時
F6F×7

第58任務部隊第3任務群

第58任務部隊第1任務群

第58任務部隊第3任務群

第58任務部隊第1任務群

第58任務部隊第1任務群

第58任務部隊第1任務群

第58任務部隊第3任務群

第58任務部隊第3任務群

イントレピッド／CVG-10 SB2C×141045時
TBM×12
F4U×16

第58任務部隊第4任務群

ヨークタウン／CVG-9 SB2C×131045時
TBM×13
F4U×20

第58任務部隊第4任務群

ラングレー／CVLG-23 TBM×71045時
F6F×12

第58任務部隊第4任務群

所属 発艦時刻 艦名 機種及び機数 備考

第二次攻撃隊

第一次攻撃隊
第一次攻撃隊の合計は以
下のとおり。
SB2C×47
TBM×85
F6F×69
F4U×21
合計222機

なおこれ以外にハンコッ
クより約50機が出撃して
いるがこれは第1遊撃部
隊に接触せず帰投してい
る。

第二次攻撃隊の合計は以
下のとおり。
SB2C×27
TBM×32
F6F×12
F4U×36
合計107機

※F6F 、F4U 、SB2C 、TBM=いずれもアメリカ海軍の空母搭載機。F6Fヘルキャット、F4Uコルセアは艦上戦闘機、SB2Cヘルダイバーは艦上爆撃機、TBMアヴェンジャーは艦上雷撃機を指す。
※アーレィ・バーク＝アメリカ海軍の提督。1943年のソロモン諸島を巡る戦いで駆逐艦部隊を率いて戦った。その際、艦隊行動できる限界とされていた30ノットを超える31ノットで走らせ、「31
ノットで航行中」と打電したことから、“31ノットバーグ”（31-knot Burke）と呼ばれるようになった。
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しき二隻（一隻は駆逐艦）に変更。この
うちの1本が、すでに爆弾で推進器を破
壊され航行不能状態だった「浜風」に命
中。1247時、船体を真っ二つにへし折
られて海の藻屑と消えた。
　第1任務群編隊は、「大和」への命中弾
に加えて駆逐艦2隻を撃沈し、「矢矧」を
航行不能に追い込んだ。そして1250時
頃、第2波となる第3任務群編隊が飛来。
その頃、ミッチャーは「バンカーヒル」
の艦橋で、接触継続中のPBMからと攻
撃隊自身からの戦闘経過報告を聞き、小
さな声で「そらやれ、そらやれ」と囃し
立てたという。
　第1、第3任務群の発艦の約30分後、
第4任務群から第2次攻撃隊（第3波）
の発艦が始まった。1045時、「イント
レピッド 」からCVG-10のSB2C14機、
TBM12機、F4U16機と、「ヨークタウ
ン 」か らCVG-9のSB2C13機、TBM13
機、F6F20機が発艦。ほぼ同時刻、「ラ
ングレー」からもCVLG-23のTBM7機、
F6F12機が発艦。

　1330時、第4任務群編隊は第1遊撃部
隊を捕捉。1個編隊が航行不能の「矢矧」
を攻撃して1403時に撃沈。この時点で、

「大和」はすでに満身創痍だった。ちょ
うど、打たれ強いヘビー級ボクサーがボ

ディ・ブロウやジャブなどを無数に受け
てフラフラになりながらも、15ラウン
ド目になお立っている状態といったとこ
ろだ。そんな「大和」に引導を渡したの
が、昨今の研究では「ヨークタウン」の
CVG-9隷下、VT-9のステットソン大尉
の機転だったとされている。
 「大和の損傷は深刻らしい。かなり傾い
ている。魚雷を2〜3本もかませば沈む
だろう」。
　第4任務群編隊の全体指揮官でCVG-
10司令ハイランド中佐が発した「大和」
の損害評定を傍受すると、ステットソン
は上官に要請。
 「私の編隊が別行動する許可をください。
大和に魚雷をまとめてかまします！」。
　これが認められ、ステットソンは5機
のTBMを率いて右舷に回り込み、4機
並列で魚雷を斉射。そして残り2機のう
ち1機は右舷艦首に、もう1機は左舷艦
尾にそれぞれ魚雷を命中させたという。
最初の斉射中何本が命中したかは不明だ
が（一説では3本または全部ともいわれ
る）、この一連の雷撃が「大和」にとっ
てのKOパンチとなった。すでに左舷に
20度以上傾いていたが、被雷後、傾斜
が急速に増して1423時に左舷側へ転覆。
その直後に大爆発を起こして沈没したの
だった。
　ところで、「大和」の被爆・被雷数は

どれぐらいなのか？　これに関しては当
然ながら「やられた側」と「やった側」
で開きがある。前者の日本側の記録では、
爆弾3〜5発、魚雷10〜12本が命中した
とされているが、後者のアメリカ側の記
録では、爆弾38発、魚雷33〜35本が命
中したとされている。
　日本の対空射撃に対する低い評価も覆
された。墜落こそしなかったが、被弾機
は52機（うち1機は着水、5機は海上投棄）
にも及び、撃墜された5機を加えると57
機となり、実際に攻撃した309機中、実
に5.4機に1機が被弾した計算になる。こ
の数字は、攻撃隊がそれだけ日本艦に肉
薄したことと、日本の対空火器要員の練
度の高さの両方を示す証拠といえよう。
　なお、アメリカ艦上機の出撃機総数
は367機で、309機が実際に攻撃し、117
機が「大和」を襲ったとされる。また、
撃墜された5機の他に事故で墜落した1
機があり、この6機の内訳はF4U1機、
SB2C2機、TBM3機で、人的損害は戦
死14名、負傷4名。
　一方、第1遊撃部隊は「大和」、「矢矧」、

「浜風」、「朝霜」、「霞」、「磯風」を失い、
人的損害は戦死3722名、戦傷459名（う
ち「大和」の戦死者2740名、負傷者117名）
に及んだ。
　「大和」を出撃させた上層部には、作
戦成功の目算はあったのだろうか？

■悲劇の総決算

戦艦大和

13:08
バターン

13:20
カボット

12:58
バンカーヒル

13:00
エセックス

14:10
ヨークタウン

14:10
ヨークタウン

13:08
バターン

13:08
バターン

13:20
カボット

14:10
ヨークタウン

12:58
バンカーヒル

12:58
バンカーヒル

12:58
バンカーヒル

12:40
ホーネット

13:00
エセックス

戦艦大和の被雷状況
（魚雷のみ）

戦艦「大和」の被爆・被雷数に関
しては諸説ある。日本側の記録で
は魚雷11本前後、爆弾3〜5発と
されているがこれは少なすぎるよ
うだ。アメリカ側の記録では投射

魚雷59本のうち33〜35本が命
中、爆弾は投下93発のうち38発
命中となっている。第一次攻撃隊
の攻撃は左舷側に魚雷が多数命中
した。とくに「バンカーヒル」と

「エセックス」の魚雷の命中が多
かったようだ。日本側の記録では
左舷側に9本が集中しこれが沈没

の直接の原因とされているようだ
が、実際にはまだこの時点では耐
えることができた。速力が落ちる
のを承知のうえで注水し必死にバ
ランスを取ろうとしていたのだ。
とどめを刺したのは1時間後に訪
れた第二次攻撃隊だった。この時
点で「大和」は被雷の浸水により

左舷へかなり傾斜していた。度重
なる浸水でこれ以上の注水も難し
く傾斜復元もできなかったため、
左へ回頭しその遠心力でバランス
をとっている状態だった。速力も
低下し、水平が保てなくなったた
めすでに対空火器の射撃もまばら
なものとなっていた。直衛の第2
水雷戦隊の駆逐艦も大半は傷つき
沈没しつつある。大きく左舷に傾
斜していたため装甲の薄い艦底部
近くを見せていた右舷側に回りこ
んだ「ヨークタウン」艦攻隊はこ
こに複数の魚雷を命中させて戦艦

「大和」にとどめを刺したのだ

第一次攻撃隊

第二次攻撃隊
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