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プロローグ
　チャレンジャー2主力戦車のような21世紀の技術
的最先端をまとった戦車を操る兵士にとっては、菱
型戦車マークⅣには歴史的遺物という印象しか持て
ないだろう。リベットがむき出しになった鉄の箱に押
し込められた8人の男が、焼けただれたエンジンを
取り囲むように部署されて、常に排煙にあえぎなが
ら戦わねばならない地獄のような環境を想像するに
違いない。初期の戦車にはスプリング・サスペンショ
ンがなく、最高速度はせいぜい時速3マイル（約4.8
㎞）で、砲搭載のオス型は望遠鏡に目盛りが付い
た程度の未熟な照準器に頼るしかなかった。そうし
た世界初の戦車の実態を知れば、未熟な機械でど
のようにして戦場にたどり着き、戦おうというのか、
そして最終的にどうやって生き残るのか見当もつか
ないというのが、現代の戦車兵の最初の感想だろ
う。
　しかし、このような認識は誤解である。1917年
におけるマークⅣ戦車もまた時代の技術の結晶のよ
うな最新兵器であり、選ばれた戦車兵は、新時代
の軍事技術に携わるのにふさわしい資質を備えた兵
士であった。適性能力はもちろんのこと、平均的な
戦車兵でさえ充分な訓練を受けなければ乗車する
資格を得られなかったのである。 実際、1917年
のよく訓練された戦車兵は、戦車のメカニズムを知
り尽くしていて、緊急とあらば自力で修理できた。
これは現代の戦車兵にも求められる技能である。し
かし原初の戦車の場合、これは生死に直結する。も

しマーク.Ⅳ戦車が故障して立ち往生しても、誰も
救援はできず、搭乗している戦車兵が自らの手で直
すしか助かる術がないのだ。
　結局のところ、戦車兵の技術のすべては訓練次
第なので、例えば今日の戦車兵がマークⅣ戦車に
乗っても、あるいは逆の場合でも、想像以上にすん
なりと習熟できるだろう。 仕事という点では、戦車
兵の本質的な役割は変わっていないのだ。 人間の
営みは繰り返されるのが常なので、こうした仮定に
は一定の合理性がある。 本書には、遺棄された友
軍戦車まで徒歩で向かい、必要な部品を取り外して
自車の修理に使い、無事に戦車とともに生還したと
いうような例がたびたび出てくる。実際、実話に基
づく説明には胸が躍るはずだ。1917年11月のカ
ンブレーの戦いにおけるF24号車「FriskyⅡ」 の
搭乗員を例に挙げてみよう。
　「フロット農場めがけて乱射される重機関銃の火
線の中を前進した。 味方の歩兵はついて来られな
いので、戦車は引き返した。 そして歩兵に、攻撃
すべき敵の火点を指示してもらう。これらに攻撃を
試みたが、沈黙させられなかったため、戦車は再び
引き返すと、士官と6名の兵士を乗せて敵の火点に
向かった。 途中には1両の戦車が遺棄されていた。
すぐに兵士が確認に向かったが、敵の姿は確認でき
なかった。 戦車は燃料不足のために後方に退かね
ばならなかったが、燃料補給用の戦車には接近でき
なかったので、車内の3つの予備ガソリン缶から手
動でキャブレターに注がねばならなかった。ようや
く燃料補給された戦車は、攻撃開始地点まで自走し
て戻ったのである（The History of the Sixth 
Tank Battalion,1919）」
　メインのガソリンタンク給油口があるのは車外な
ので、戦闘中は危険と判断して、車内のキャブレター
にガソリン缶を使って給油する状況を想像して欲し
い。なにかの弾みで火災が発生してもおかしくない
わけだが、そんな事例は数百も発生していたので
あった。
　もちろん、別の現実もある。今日の若い士官は、
1917年当時にカンブレーの戦場を満たしていた、
50両あまりのマークⅣ戦車など、チャレンジャー戦
車が2両もあれば、圧倒的性能差で瞬時に制圧で
きると考えるだろう。これを拡大すれば、チャレン
ジャー2戦車装備の1個機甲連隊があれば、マーク
Ⅳ装備の9個戦車大隊が投入された1917年のカ

▼レジー・ライルス大尉と彼
の部下の戦車兵たちが、メ
ス型の菱形戦車の前で。
1917年ロランクールの戦車
集積場にて。
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ンブレーを、容易に制圧できることになる。それだ
け兵器の性能は進化を遂げている。
　“Great War Tank Manual”は、カンブレー
の戦いに多くのページを割いている。これは当然
のことで、この戦いは第一次世界大戦において大
量のマークⅣ戦車が投入された重要な会戦であり、
各車で想定外の操作が発生したことが、マニュアル
の更新に反映されている。
　無論、カンブレーより前の、第三次イープル戦に
おける戦車登場の衝撃の強さを無視するのは間違い
だ。例えばJ.Ｆ.Ｃ.フラーは「30トンの金属の塊を泥
濘の中で動かすための実地研究」と切って捨て、バ
ジル・リデル・ハートは、イギリス史の公式刊行物が

「戦車は砲弾の炸裂でできた砲弾孔に落ちたり、は
まり込んで身動き取れなくなったが、合計19個の梯
団が歩兵の先へ前進し、作戦第二目標の奪取に価値
のある援助となった」と評価している記述内容につ
いて「虐待」と言い捨てたように、同時代の専門家
からは戦車の誤った運用であると処断された。
　事実として、第三次イープル戦に投入された戦
車は、カンブレーの戦いのそれより劣っていたわけ
ではなく、ハッシュ作戦（1917年夏のベルギー
沿岸上陸作戦）が示したような、新兵器投入に必
要な新機軸の欠如が失敗の要因であった。ダグラ
ス・ブラウンが“ The Tank in Action（William 
Blackwood, 1920）”に詳述したように、1917
年8月、サン＝ジュリアン近郊のドイツ軍強化陣地
に対して実施された作戦の成功が、規模は小さい
ながら、戦車の運用とはいかなるものであるべきか
を示している。この時の経験が示したのとは対極的

に、イープル周辺の状況は戦車軍団が懸念したとお
りの、兵員と機械、双方にとっての試練となった。
そしてカンブレーで戦車軍団が良好な状態を保って
優れた能力を発揮した事実は、第三次イープル戦
がまさに試練であり、戦車軍団はこの戦場での経験
によって、将来の課題に備えることができたことに
なる。 以上の理由から、第三次イープル戦だけを
見て戦車を無用であると見なし、その成果から目を
背ける必要はないのである。
　しかし、まず最初にマークⅣ戦車の採用にいたる
論理的な理由を詰める必要がある。最初のマークⅣ
戦車が実用段階になる前に、トランスミッションが改
善された戦車が準備できていた。そのために、多く
の部署から、（ランドシップ—— 陸上軍艦委員会の）
アルバート・スターンが生産設備を分散させたこと
で、軍が優れた戦車を必要としていた時に、複雑で
時代遅れの在庫を多数ため込んでいたという苦情が
あがった。
　この非難は事実に基づいているが、当時、生産設
備の状況は全体的に逼迫していて、戦車の優先順位
が低かったという点を見落としている。原因は政治
的要素もあり、個人的な理由からも発しているのだ。
　主として技術論文であったため、そのような問題
が、本書の記述の基準にふさわしいかどうか、ス
ペースは限られているので、その議論の是非はこ
こでは追及しない。 この問題を追及したければ、
多少の偏向は認められるものの、アルバート・ス
ターン卿の”TANKS 1914-1918, The Log-
Book of a Pioneer”（Hodder & Stoughton, 
London,1919）を読むべきだろう。

▲ボーヴィントンにて各種
アップグレードや装備開発
試験に使用されているチャ
レンジャー2主力戦車。ボー
ヴィントンは第一次世界大
戦時のイギリス軍戦車訓練
場に指定され、現在までそ
の役割を引き継いでいる。
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　イングランドのリンカーンという町が戦車生誕の
地であることは確かであるが、今日の訪問者がそ
のような聖地の痕跡を見いだすことはできないだろ
う。それでも探求を続けるなら、ホワイト・ハート・
ホテルのヤーボロー・ルームの扉に彫刻された真鍮
製のプレートが目にとまる。 そのプレートには「こ
こでウィリアム・トリットンとウォルター・ウィルソン
が〈マザー〉と呼ばれる最初の戦車の設計作業を
おこなった」ことが刻まれている。またリンカーン
シャー生活史博物館では、この地で製造されたとい
うわけではないが、第一次世界大戦におけるもっと
も重要なイギリス製戦車であるMk.Ⅳ戦車（メス型）
を見ることができる。
　だが深く調査するほど、結果には失望させられる。
リンカーンのニュー・ブルサム地区にはトリットン・ロー
ドがある。トリットンが誰かを知っていれば、一見の
価値があるだろうか。 実際、そこに残る長い壁は、
ウィリアム・フォスター株式会社の持ち物で、数両の
戦車が試作されたウェリントン工場の跡地であるが、
往時を偲ばせるのはこの壁だけしかない。
　かつてリンカーンで製粉業を営んでいたウィリア
ム・フォスターは、エンジニアとしての情熱を抑え
られず、やがて農業機械や製粉機械の製造業を興
した。フォスターは1876年に死去したが、幸運な

ことに役員会が事業継続に意欲的であり、1900
年にはニュー・ブルサムのファース・ロードにウェリ
ントン工場の前身となる新工場を建設した。そして
1905年には大胆な経営者を得ることになる。
　1875年生まれのウィリアム・アシュビー・トリッ
トンは優れたエンジニアであったが、フォスター社
のジェネラル・マネージャーに就任すると、大胆な
挑戦に着手した。フォスター社は巨大企業になろう
という方針は抱いていなかったが、トリットンはまず
南米市場で確固たる地位を築黄、次いで会社の設
備を徐々に近代化して、蒸気機関ベースの機械開
発から、内燃機関を使用したトラクターの開発に軸
足を移した。このことが海軍省がフォスター社に注
目するきっかけとなり、ひいては陸軍省との関係に
繋がっていくのである。
　1915年7月29日、ロンドンにいたウィリアム・
トリットンは「ランドシップ：陸上軍艦」の試作車両
製造の契約を結び、会社に電報を打った。 以下は
その抜粋である。「陸上軍艦の製造において、我々
はウィルソン氏の監督を受ける。 彼とレグロス氏が
リンカーンに来訪する。可能であれば導入作業を開
始するようにスターキーに依頼するように。本日午
後、ダインコート氏との面談の結果をまた電報する」
　このウィルソンとは、英国海軍航空隊のウォル

イントロダクション

▶︎ウィリアム・アシュビー・ト
リットンはフォスター社の取
締役であり、戦車としての使
用に耐える無限軌道の開
発者でもあった。

▶︎▶︎戦車軍団の少佐の
軍服を着用しているウォル
ター・ゴードン・ウィルソン。
彼は戦車を菱形にするとい
う着想を推進した。彼とト
リットンは戦車開発の功績
により、1919年に王立委員
会から表彰されている。
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ター・ゴードン・ウィルソン中尉のことで、この開発
計画における任務はリンカーンに派遣された海軍の
監察官という立場であったが、彼は独創的な天才と
評すべき立派な人物である。ルシアン・レグロスは
様々な試作車についての青図を描いていた人物で、
海軍省の陸上軍艦委員会の技術アドバイザーをこ
れまで5 ヶ月間務めてきたR.E.B.クロンプトン大佐
の旧友であった。レグロスの最新試作案は、当初、
製造に同意していた多くの工場やメーカーが、いざ
開発に着手すると困難に直面し、断念を強いられる
という苦境にありながら、製造される寸前までこぎ
着けていた。フォスター社はこの製造を引き受けた
わけであるが、クロンプトン大佐が任務から外され
てしまったために、彼が主導した計画実現の芽はな
くなり、計画の中でレグロスが果たすべき役割も不
透明となって、最終的には白紙に戻されてしまった。
　その結果、フォスター社の企画主任であるジェー
ムズ・スターキーが1917年に技術責任者となり、
彼の前職はすでにクロンプトンの仕事を手伝うため
に陸上軍艦の開発に長く従事していたウィリアム・リ
グビーに引き継がれた。 ユースタス・テニソン・ダ
インコートは海軍省の造船局長であり、彼自身には
不本意であったが、海軍大臣のウィンストン・チャー
チルによって海軍陸上軍艦委員会の議長に任じら
れ、計画全体を監視する立場となっていた。

　フォスター社が契約を得ると、トリットンは開発を
進めるために、再びロンドンから工場に電報を打っ
た。抜粋すると「ダイムラーを一式そろえて、リグ
ビー・ドリューのような箱の中に組み込んで完成さ
せる」とある。 ダイムラーの一式とは、もちろん
105馬力のダイムラー＝ナイト製6気筒エンジン、

▼フォスター社は自社製牽
引機関車用エンジンの釜
の蓋にも戦車の意匠をあし
らっていた。

◀︎フォスター社は戦車開発
の黎明期において多くの
発明、新機軸を導入してい
た。また第一次大戦後に
は戦車に関する出版も手
がけていた。
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クラッチ、ギアボックス、ディファレンシャルなど一
式をフォスター＝ダイムラー・トラクターの車体に組
み込んだものを指す。しかし「リグビー・ドリューの
ような箱」とは？　おそらくこれは、リグビーがロン
ドンでクロンプトンと過ごした時間に関係があること
で、その場合、クロンプトンはフォスター社の最初
の設計に何らかの関与をしていたのかも知れない。
　歴史は常に着実に進歩するものであり、素晴らし
い物事が続くものだと受け入れられがちであるが、
現実にはそのようなことが稀であると経験が教えて
くれる。この場合、以下を記憶すべきであろう。トリッ
トン、ウィルソンをはじめフォスター社のスタッフは
「No.1リンカーン・マシーン」と一般的に呼ばれる
試作車両を製造し、バーミンガム北部のバートン・
アポン・トレントにて、クロンプトン大佐の元での陸
上軍艦開発計画の掉尾を飾ったブルロック・トラク
ターのような代替設計に基づく実験を進めていた。
　クリミアとボーア戦争で勲章を授与されるという
軍務に裏付けられ、尊敬に値するエンジニアであっ
たルーケス・エヴリン・ベル・クロンプトン大佐は、
1915年初頭に設けられた海軍陸上軍艦委員会にお
いては、チャーチルに次ぐナンバーツーの立場であっ
た。彼は陸上軍艦については連結式と呼ばれる設計
案の支持者であったが、情勢の変化には軍人らしく
柔軟に対応して、海軍省の技術担当者らが構想した
砲塔搭載型の車両の有用性に賛同した。これは後に
陸軍省が求めたものと同じである。とはいえ、クロン
プトンは正確な図面を提供できないだろうと開発企業
は見抜いていたので、彼の姿勢や主張にはほとんど
意味はなかった。このような状況から、1915年夏
までに完成したのは木製モックアップまでであった。
　一方、関連企業から持ち出された案には、複雑
なデザインばかりが評価されていることもあって、
主契約企業は尻込みをしていた。ウェンズバリーの
鉄道企業、パテント・シャフト・アンド・アクスルツリー
株式会社やメトロポリタン鉄道車両会社などが4月
中旬に主契約企業に選定された。この時、クロンプ
トンが最初に選定していたチェシャー、サンドバック
のフェーデンス社は、工場のトラブルのために断念
しなければならなかった。パテント・シャフト社はま
もなくこの事業の見通しの暗さに気づいたが、ユー
スタス・テニソン・ダインコートがこの契約をウィリ
アム・フォスター社に移管する1915年7月までは
事業継続に同意した。
　いずこかの時点で、物事はやや複雑になってきた。
クロンプトンは間もなく、フォスター社が途中まで
陸上軍艦を製造し、後に完全版の連結タイプを製
造するように求められていたことを知った。クロン

プトンは当然のことながら激怒して、トリットンのエ
ンジニアとしての能力に疑問を呈する書簡をしたた
めた。しかしトリットンとウィルソンがダイムラー製
エンジンをベースとした異なる設計案に着手してい
たことを知ったクロンプトンは、面目丸つぶれとなっ
た。このことは、彼の洗練されたエンジニアリング
よりも、大まかな準備でしかなかったアプローチが
優れていたことを示唆している。
　クロンプトンは未だに適切な図面を出せないでい
たので、フォスター社では完成品とか半完成品とか
いう以前に、クロンプトンの陸上軍艦を製造するこ
とはできなかった。しかしいずれにしても、スター
ンは、慎重で衒学的なクロンプトンと彼のヴィクトリ
ア時代風の仕事の進め方に対して忍耐が尽きてい
たので、トリットンとウィルソンが素早く実行可能な
開発案を出してくることに頼っているのは明らかで
あった。しかし偏見の目を持たずに観察すれば、ク
ロンプトンの最終設計案と、後にリトル・ウィリーと
して完成する機械の間には、少なくとも外観的には、
明確な類似点があることは認めざるを得ない。
　トリットン＝ウィルソンの設計案をもとに、8月11
日からウェリントン工場で陸上軍艦の製造が始まり、
9月8日までには完成した。しかしトリットンとウィル
ソンは無限軌道式のブラック式履帯を地面に平らに置
いても、決してうまく働かないことを知っていた。
　それでも翌日にはフォスター社の敷地に引き出し
て動かしてみようという試みはあったが、望みは薄
かった。トリットンとウィルソンが認識していたよう
に、一定の長さを持つバネのない履帯は、地面の
凹凸に追従するが、操縦性は劣悪であった。トリッ
トンは必要な改修にすぐに着手したので、車両は
10日後の1915年9月15日に動かせる状態になっ
たのである。
　新たにデモンストレーション会場に選ばれたのは、
クロス・オクリフから2㎞ほどの場所で、アメリカに
おけるクロンプトンの代理人のジョージ・フィールド、
イギリス陸軍士官で、海軍の開発計画には参加して
いないが、陸上軍艦構想については海軍同様の見
解に達して熱心に支持していたアーネスト・スウィン
トンが同席していた。
　この時の試験では、トリットンが改修を施してい
たにもかかわらず、決して良好な性能を発揮でき
なかった。 障害物に直面するたびに履帯が外れて
しまい、動かなくなった車両を修理するのに二日も
費やしたあげくに、工場に戻さねばならなかったの
だ。車両の検証に立ち会ったジョージ・フィールドは、
すぐに問題点を理解した。 使用法に関する詳細な
指示書を添付していたにもかかわらず、フォスター
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社の開発陣は、シカゴから送られた部材を使用して
いなかったのである。ジョージの観点では失敗は不
可避であった。トリットンもウィルソンもアメリカ製
履帯を信用していなかったというのが事実かも知れ
ないが、いずれにしても2人は急いでいた。両者と
も履帯を変えなければならないことに気づき、ウィ
ルソンは新たに求められる足回りに関して、すべて
の要求に応えられそうな設計案にたどり着いていた
のであった。 計画は次のようなものと想像される。
ジョージ・フィールドは新車両が低速に過ぎると主
張し、その原因を、トリットンとウィルソンがダイム
ラー製エンジンとギアボックスを前部に据えたこと
にあると非難した。新型車両は前進1段、後退2段
という操作系になっていたのだ。この不具合を直す
のは容易であったが、実際に直された証拠はない。
したがって、フィールドの批判がまだ有効であると
いう証拠が出てくる可能性は残っている。

▼1918年3月2日撮影、写
真の最右のウィリアム・ト
リットンは1917年2月13日
にナイト爵位を授かった。
サー・ウィリアム・ロバート
ソン将軍がフォスター社を
訪問した際の撮影で、写真
左の2名は、J.スターキーと
C.W.ペンネル。



12
菱形戦車マークⅣ  オーナーズ・ワークショップ・マニュアル



13
戦車の物語

　戦車の発明は、 第一次世界大戦に
おける偉大なドラマのひとつであった。
戦車は前例となる兵器が存在しない
状況から創造されただけでなく、完成
したそばから戦場へと送られていった。
このようないきさつでは、当然のこと
ながら、 戦車は不完全な兵器として
はじまり、絶え間のない改修を必要と
したのである。

【 第 1章 】

戦車の物語

◀︎マークⅣ戦車を組み立て中の写真。リンカーンのフォスター社、ウェリント
ン工場にて。近い2両からはオリジナルの覆い式ラジエーターが写っている
のをはじめ、この写真からは菱形戦車の細部が確認できて興味深い。



14
菱形戦車マークⅣ  オーナーズ・ワークショップ・マニュアル

マークⅣ戦車の設計と製作　　　    

■起源
　マークⅣが最初の量産型戦車であり、それ以前
のマークⅠからマークⅢに至る菱形戦車がプロトタ
イプであったと考えている読者がいたら、それは
とんでもない 誤 解である。 塹 壕 戦 の 膠 着 状 態に
陥った西部戦線での停滞を打破するための陸上軍
艦という着想は、海軍大臣のウィンストン・チャー
チルに帰する。この実験は海軍のスタッフが中心
となって 進 め、 予 算 も 海 軍 が 負 担して い た。 残
念なことに、 海 軍 の 計 画は当 初 の 陸 上 軍 艦 案か
ら逸 脱して、 歩 兵を乗 せ て 両 軍 の 間に横 たわる
無 人 地 帯を走 破し、 敵 の 鉄 条 網や塹 壕などの 障
害物を乗り越えてから、確保した突破口で歩兵が
飛び出して戦うという用途の機械の開発に変化して、

失敗した。戦車ではなく、今日の装甲兵員輸送車の
着想に近づいてしまったのである。
　1915年の初夏に、陸上軍艦の開発計画を引き
継いだ陸軍省には、別の思惑があった。 陸軍が求
めていたのは鉄条網や塹壕を乗り越えて戦える機械
であるが、同時に前線で歩兵に直協して火力支援で
きる火砲や武器の搭載を望んでいたのである。ま
た、敵の反撃に対して一定の防御力を有することも
期待されていた。
　海軍省は内部の専門家に強い自信を抱いていた。
クロンプトン大佐は連結式の車両とすることを強く
推奨し、陸軍省の需要に応えるべく、連結式という
コンセプトを残したまま、砲塔を搭載するように再
設計して準備をしていた。ただしこれは、機械的に
は非常に複雑なものとなった。
　クロンプトンの設計案が、より現実的で商業的な
2人のエンジニアによっていかに改良されたかとい
う物語は、ここで説明するには複雑すぎる。結果と
して未完の車両である「リトル・ウィリー」が生ま
れたわけであるが、新型の装軌式車両を考案したの
は、農業機械製造メーカーとしてリンカーンに本社
を構えるウィリアム・フォスター株式会社のウィリア
ム・アシュビー・トリットンであった。彼のパートナー
であるウォルター・ゴードン・ウィルソンは装軌式の
駆動装置の潜在能力から新しい機械の着想を得て
いた。 それは大雑把には菱形をしていて、車体の
外周を無限軌道が取り巻くという構造で、塹壕が縦
横に掘られ、砲弾でめちゃくちゃになった土地を移
動するという課題の解決にあと一歩のところまで迫

▲ドリス・ヒルの泥濘の中で
終戦間際の時期のリトル・
ウィリー。この時にはすで
に、重要な技術的マイルス
トーンではあるものの、過去
の遺物となっていた。

▼ボーヴィントン戦車博物
館に展示されているリトル・
ウィリー。固い地面に置かれ
た場合に、接地面が緩やか
なカーブを形成している点
に注目して欲しい。
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る発見であった。フォスター社ではトリットンの履帯
構造を使い、後に「ビッグ・ウィリー」、あるいは「マ
ザー」と呼ばれるウィルソン設計の車両が試作され
た。1916年1月6日のことであった。
　リンカーンのバートン・パーク、次いでハートフォー
ドシャーのハットフィールド・パークでの試験を経
て、この装置が次の段階の試験に入る価値があるこ
とが認められたが、150両の発注がかけられるの
に先立ち、まずフランスに最初の試作車両が送られ
て、1916年9月中旬の作戦投入が準備されること
になった。 試験不十分の試作車両から、実戦投入
の価値がある武器と見なされるまで、約9カ月とい
うスピードであった。
　それでもこの兵器を完璧と見なして喜ぶことはで
きなかった。後にマークⅠ戦車として知られる新兵器
は、翌年夏までには時代遅れとなってしまった。マー
クⅠ戦車には、 装甲の増量やスポンソン砲塔の改
良、武器や燃料の補給方法など無数の改良要望が
出された。それらの多くは、後継車両となるマーク
ⅡやマークⅢ戦車の設計の中で徐々に解消され、本
書で紹介するマークⅣ戦車で最終的な解決を見た。
マークⅣ戦車の設計作業は1916年10月にはじま
り、 開 発 計 画は順 当にW.A.トリットンとW.G.ウィ
ルソンにゆだねられた。ところが相当数のマークⅣ
戦車の量産に繋がる大量発注は、合併症的な影響
を引き起こす。 その要因の一部分は関係者の人柄
や、彼らが抱く偏見のようなものに左右される。特
に戦車供給部のアルバート・スターンや、ダグラ
ス・ヘイグ総司令官、軍需相のデイヴィッド・ロイド・

ジョージが戦車の支持者となった一方で、スターン
の事業の進め方に反感を抱いていた陸軍省の反対
派や、要求をまったく満たしていない新兵器を売り
込みたい民間企業などの抵抗がはじまったのだ。そ
れでも最終的に1220両のマークⅣ戦車が発注さ
れた。その製造工場は、メトロポリタン鉄道車両会
社のオールドバリー工場などが中心であったが、他
にリンカーンのウィリアム・フォスター株式会社、ゲー
ツシェッドのアームストロング＝ホイットワース株式
会社、グラスゴーのミレーズ・ワトソン株式会社、
コベントリー・オードナンス・ワークス社、ウィリア
ム・ビアドモア社などがそれぞれ50 ～100両程度
の製造を分担することになった。しかし、戦車の登
場は膨大かつ多様な素材だけでなく、工場における
製造工数と時間、そして潜在能力までは数値化でき
ない熟練労働者の手を必要とした点は指摘しておか

▲1916年1月、リンカーンの
バートン・パークにて連続し
て置かれた障害物に突入す
る「マザー」。遠くに写ってい
るのがトリットン、端でやや
見切れているのがウィルソ
ンで、機械の出来映えを見
守っている。

▼スポンソンを撤去したマー
クⅠ戦車（オス型）を、鉄道
貨車に乗せている場面。リ
ンカーンのフォスター社敷地
で撮影。
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ねばならない。もちろん、これで話が終わるわけで
はない。戦争が終わるまでに、より高性能で洗練さ
れた戦車の開発は継続されるからだ。この流れで、
マークⅣ戦車は1917年という重大な時期に戦争
に投入されて、その後、数を減らしていった。それ
でも、1918年4月24日にカシー近郊で戦車対戦
車の最初の戦闘が起こったとき、イギリス軍の主力
はマークⅣ戦車であった。また戦車を交えた上陸作
戦でも、マークⅣ戦車が投入されている。1917
年11月20日にカンブレーの西方における掃討作戦
では、476両もの戦車が投入されて勝利の原動力
となっただけでなく、戦車の運用における将来像に
繋がる戦訓を生んだ。 マークⅣで得られた経験が
反映された新型戦車は速度性能で上回り、操縦がし
やすく、信頼性も高かった。しかしマークⅣ戦車と
その乗員が獲得したような経験ができた戦車は生ま
れなかった。

■マークⅣ戦車の生産
　第一次世界大戦においてマークⅣ戦車の製造に
関わっていた企業は、3つのカテゴリーに分けられ
る。 第一は完成品の組み立てに従事する主契約企
業である。 最初にあげられるのがメトロポリタン鉄
道 車 両 会 社 で、640両 のオス型、メス型 戦 車と
180両の補給戦車を製造した。また組み立てライ
ンには下請けとしてオールドバリー鉄道車両会社
が参加した。 他に組み立て工場としては、ウィリア
ム・フォスター株式会社がマークⅣ戦車（オス型）
100両を引き受けていた。これらの組み立て工場
は、原材料から作ることはなく、納入されてきた部
品を組み立てて戦車を完成させた。 戦車の部材と
しては、寸法どおりに切断された鉄材や熱処理され
た装甲鋼鈑、コンベントリーのダイムラー社から納
入されたエンジンやギアボックス、オス型戦車の砲
塔や、タインサイドにあるアームストロング社製の
6ポンド砲などがあった。
　次のカテゴリーに属する企業は、すでに部分的に
組み立てられた部品をとりまとめて完成させるタイ
プで、アームストロング＝ホイットワース社は100
両のオス型を完成させている。この他には、グラス
ゴーのコンベントリー・オードナンス・ワークス（メ
ス型を100両）、ミルリーズ・ワトソン株式会社（メ
ス型を50両）、ウィリアム・ビアドモア株式会社（メ
ス型と補給戦車を各25両）の3社があった。これ
らの企業は部分的な関与に見えるが、自社工場で
完成させた車両を納入していた。 本当に部分的な
仕事をした会社としては、車体のリベット打ちを担
当したノース・ブリティッシュ・ロコモーティブ社や、
車両工場のハースト＝ネルソン＆カンパニーがある。
他にこのような関与をしていた企業の存在は不明で
あり、またリベットで組み立てられた車体を別の工
場などにどのように運んだかという記録は、現時点
で見つかっていない。例外はビアドモア社で、彼ら
はクライドのダルミュアー工場で戦車を部材から製
造したと主張している。
　戦車の重要部材を製造するメーカーのうち、第三
のカテゴリーとなるのが、コンベントリーのダイム
ラー社である。同社は105馬力のダイムラー・エン
ジンを中心に、フライホイール、クラッチ、ギアボッ
クス、ディファレンシャルなど一式を剛性シャシーと
一体にしたものを納入していた。このシャシーは戦
車の車体にそのまま組み入れられるようになってい
た。 ニューカッスルのアームストロング＝ホイット
ワースはオス型戦車が搭載する57㎜ 6ポンド砲を
生産、納入し、ウィリアム・ビアドモア社のグラス
ゴーにあるパッカード工場や、シェフィールドを拠点

▼描かれている番号から、
このマークⅣ戦車（メス型）
は、グラスゴーのミルリーズ・
ワトソン社製の最後の戦車
と判別される。

▲超壕中のマークⅣ戦車
（メス型）。マークⅠ戦車か
らの実質的な変更点は少な
く、機械的な構造もほとんど
を引き継いでいる。2719と
いう数字から、バーミンガム
のメトロポリタン社製造の
車体であることが分かる。
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▲▲グラスゴー西部のダイムラー社、ウィリアム・ビアドモア工
場で組み立て中の様々な状態の菱形戦車。写真の品質の悪
さが惜しまれる。

▲ビアドモア工場で組み立て中の戦車の別の写真。車体に
沿って、アイドラーからスプロケットまでそれぞれの末端をつな
ぐシャフトの状態が確認できる。

◀︎ビアドモア工場を出荷したてのマークⅣ戦車（メス型）。新
造時の様子がよくわかる。

▼▼ビアドモア社の新造マークⅣ戦車（メス型）で、まだ車両
番号その他、何も塗られていない。

▼グラスゴーの貨物自動車工場、ハースト=ネルソン＆カンパ
ニーが組み立てたマークⅣ戦車の車体。ただし、これをどのよ
うに運搬したのか、詳細は不明である。
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