エッセイとデジタル着彩でよみがえる有名艦たち

白石 光 著
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本文中の武装の単位に関しては原則として建造国のものとしている。代表的なものに関しては以下のとおり。
21インチ=53.3㎝、
16インチ＝40.6㎝、
15インチ=38.1㎝、
8インチ=20.3㎝、
6インチ=15.2㎝、
5.25インチ=13.3㎝、
5インチ＝12.7㎝、
4.5インチ＝11.4㎝、
3インチ7.6㎝など。なおイギリス海軍で使用された2ポンド砲の口径は40㎜である。
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ごあいさつ
エッセイ・彩色写真解説
・彩色監修

白石 光

「ありがとうございます」
今、本書を手にされてこのページをご

2017年6月に前作の『世界の銘艦ヒス
トリア』を上梓した際、このページと同

覧くださっている皆様に、私がまず申し

じ「ごあいさつ」の文末に

上げなければならない素直な気持ちです。

『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

【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』
、
『世界
史人』、月刊『世界の艦船』インターネット情報誌『ベストタ
イムズ』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』
、
『同・業火の向日葵』
、
『同・ゼロの執行人』
、
『ハ
クソー・リッジ』
、
『ダンケルク』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) 、
『世界の銘艦ヒスト
リア』(大日本絵画) 、
『第二次大戦の特殊作戦』
、
『同・2』
、
『第
一次大戦小火器図鑑』
（以上、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。
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るのです。もし、本書が皆様からご好評
を得ることができれば、第2弾としての発
行もまた･……』
という文言を記させていただきました。
私のこのわがままな願いがこうして叶っ
たのは、ひとえに、皆様のお力添えの賜
物です。
私は母親によく「物書き恥かき」とイ
ジられます。これは、
「物を書く」と時に
「間違い」を記すことがあり、
その結果、
「恥
をかく」ということのようです。前作を
世に問うたところ、当然ながら皆様から
いろいろなご意見を賜りました。そして、
厳しいご意見は真摯な気持ちで感謝を込
めて明日の改善のための糧とし、お褒め
のご意見はそれに驕ることなく、明日の
航路への「推進力」としてありがたく頂

戴いたしました。

（彼女）
”と称されます。そこで私は、本

しかし、どのようなご意見を賜ったに

書の初出である『歴史群像』誌の連載記

しろ、
結局、
私は
「物書き恥かき」なのです。

事「銘艦STORY」とその続編たる「銘

その「物書き恥かき」の所産を、こうし

艦HISTORIA」を執筆するに際し、銘艦

てシリーズ2冊目として世に問うことがで

という「女性」を語るエッセイなのだと

きるのは、皆様からの賜物であり、だか

強く意識して綴ってきました。名誉と栄

らこそ、冒頭に感謝の言葉を綴らせてい

光の生涯を生きた「彼女」
、歴史を変えた

ただいたのです。
また、前作に引き続いて本書の企画に
ご賛同くださり、素晴らしい出来栄えの

「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」……。

いくさ

モデルを惜しむことなくご提供くださっ

私の拙いエッセイから、戦の場に身を

た心優しき辣腕モデラーの皆様にも、こ

置いた彼女たちの壮絶なる人生ならぬ艦

の場を借りて深い感謝を述べさせていた

生を読み取っていただければ、
まさに「物

だきます。

書き恥かき」冥利に尽きます。
なお、今回の第2弾刊行に際して連載に

私の思いが、だんだんと「身内」への

彩色スペシャリスト

山下敦史

ものとなって行く点をどうかご容赦くだ

はない「長門」
、
「加賀」
、
「コンパスローズ」

さい。今回も、
『NAVY YARD』誌編集

の3隻について特別に書き下ろし、本書を

学研プラス:歴史群像
PHP出版:歴史街道

長後藤恒弘氏が陣頭指揮をされて、本書

ご購入くださった皆様だけの特典として
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を世に問える体裁に姿を整えてください

掲載いたしました。
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ました。さらに株式会社大日本絵画のご

特に「コンパスローズ」は、同じ島国

英断なくして、第2弾たる本書が脚光を浴

でありながら日本とは違ってシー・レー

びる機会はなかったといえます。ありが

ンの維持と防衛に大きく力を注いだイギ

とうございました。

リス海軍が、なんとキャッチャーボート

現在は海外の方が積極的に彩色写真を

加えて、小林直樹氏にも感謝の言葉を

を改造して生み出した、船団という「羊

消費しており、各国の彩色写真家がさま

述べねばなりません。実は彼と私は以前、

の群れ」を守る「海のシープドッグ」たる

ざまなメディアで活躍しています。
「カ

ともに系列の出版社に勤めていたという、

コルヴェットで、第二次大戦中、数々の

ラーリスト」という職能らしいですね。

言わば同じ「長い灰色の線」に並んだ間

逸話や伝説の主人公ともなった艦種です。

「それは塗り絵じゃろ？」というものも

柄です。本企画の連載時、担当編集者と

そしてこの艦名は、ニコラス・モンサラ

ありますが、おおむね品質も高くなかな

して直情型のキャラの私の「手綱」なら

ットの名と対で語られるといえば、皆様

かのレベル。最近では個性的な作風も認

ぬ「舵輪」を上手に握って、
「座礁」する

の多くがピンとこられることでしょう。

められており次のステージにいった感が

ことなく連載という「航海」を続けさせ

「とにかく、ひどく疲れちまったよ」

あります。

てくださり、見事なパイロット（水先案

『非情の海』巻末に記された締めの台詞、

内人のほうです！）役をはたしてくれま

主人公のひとりエリクソン中佐の一言が

があてはまらないので「誰がやっても同

した。陸の武将のたとえではありますが、

秀逸です。私もかような作品を著せる
「物

じ」にはならないのが自然。作家の作風

彼はまさにパットンを御したブラッドレ

書き恥かき」になりたいと、日々、叶わ

にファンがつくという関係も成熟してい

ーのごとき存在です。コパーギン、あり

ぬ夢を見ている次第（笑）

ます。

ジャカルタ海事博物館:EXHIBITION OF THE BATTLE OF THE JAVA SEA
Extra Publishing: Živá historie
Deagostini Japan: 日本海軍パーフェクトファイル

彩色写真は原理的にも復元という表現

で、文末はお約束（笑）です。

がとう！

そのような海外からの仕事の依頼は楽

山下敦史氏。本書に関しては「身内中

「二度あることは三度ある」ではないで

しいものですが、自分へのリクエストは

の身内」です。ゆえに私がここで記すの

すが、実はまだ連載記事はそこそこ残

「スーパーリアル」
。いちばんめんどくせ

は、もしかしたら場違いかも知れません。

っています。なので第3弾が････“You

しかし、皆様のお許しを得て一言だけ。

take them”
（坊ノ岬沖海戦に際してスプ

いつもながら「神の領域」を魅せてくだ

ルーアンスからミッチャーに送達された

そんな中、白石先生監修のこの本は日

さってありがとうございました。

米海軍史上最も短いとされる命令文）に

本だけで販売するのはもったいない仕上

なると……いいなァ。

がりになっていると思います。この世界

さて、同じ連載を纏めた単行本なので、
私の執筆方針は前作と同じです。ですが、

では最先端でしょう、楽しんでいただけ

初見の皆様のために改めまして再度、一

2018年皐月吉日、メトロポリスのスカイ

応申し添えておきます。

ラインを臨みつつ

艦船は、軍艦も含めて英語では“She

えじゃんと愚痴りながらやっております
（苦笑）



白石 光

ると幸いです。


山下敦史
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色状雑談2-1

「写真の全景」の色調にまつわる話
「こんなカラー写真が残っていたのか？」と勘違いさせてしまうほど説得力のある彩色写真は本書の見ど
ころのひとつ。
CGによるカラー着色はほかでも見ることができるがどこかわざとらしく不自然に感じるも
のも多い。ここではなぜ本書の写真が自然に見えるのかその手法の一部をご紹介しよう
前作『世界の銘艦ヒストリア（2017

が強調されるせいで、全体のトーンが違

む不純物の量と質などといった要素が深

年6月発行）
』の6ページに掲載したコラ

って見えてしまうケースなどがその代表

く関係する、
「写真の全景」の色調のご

ム「モノクロ写真に色を付けるというこ

例といえよう。

く微妙な違いの調整というのは、ある意

と」において、デジタル彩色についての

山下さんのお手元では、どピーカンの

味、私と山下さんの二人の間の「阿吽」

概要は記した。そこで今回は、のっけか

昼頃の条件を想定して彩色した作品が、

の呼吸でやっているといってもよい項目

ら実務上の悩みについて記してしまう。

もしも私のほうで赤系がわずかに強調さ

といえる。そこでここでは、その典型的

れる画面を通して見ると、極端な話が夕

な2作品を解題する。

すでにご理解いただいているように、
デジタルで彩色した写真を確認するやり

焼けになりつつあるような時間帯を再現

実はこれには、印刷会社もかかわるこ

とりは、当然ながらメールを介して行

した作品に見えてしまうということだ。

とが少なくない。印刷機のセッティング

う。私は山下さんから送られてきた彩色

これが、ライフラフトの色は戦時には

によって、本来のデータの色彩よりも写

済みの写真を画面上で確認し、ディレク

船体色に塗られるのを、うっかり平時の

真が全体的に薄かったり濃かったり、あ

ションを加えるのだが、その時点で、二

黄色いままにしてしまった（実は時に黄

るいは、赤、青、黄、黒のどれかの色が

人の間に微妙な色彩の差が生じることが

色いままのこともあるのでケース・バイ・

濃すぎたり薄すぎたりといった事態が生

ある。

ケースの判読が必要な厄介事ではあるの

じるのだ。だからこそ色校正という作業

どういうことかといえば、実は単純な

だが）とか、特定のシグナルフラッグの

が行われるのだが、もし山下さんが手が

話。それぞれが画像を見ている画面の調

本来は赤でなければいけない部分を、誤

けられ、私がディレクションした彩色デ

整の違いによって、全く同じデータ内容

って青にしてしまったとかいうエラーな

ータが印刷上で一発完全再現できたな

の彩色写真が、同じ色に見えないという

ら、確実に「正しい答」へと修正できる。

ら、色校正が必要なくなるのは当然だ。

現象のことである。例えば、どれかの色

だが、特に春夏秋冬の差異や大気が含



（白石）

◀プリンス・オブ・ウェールズ【P26〜27より】
赤道モンスーン地帯のシンガポールにはスコールがある。この写真もス
コールの直後に撮られたもので、堤防の上が濡れている。空はセレター
地区では完全なオーヴァーキャストだが、水平線側の遠方でスコールを
降らせた雲がスパッと途切れている。生じている影から推察した陽の高
さだと、このスコール雲を透過した赤道直下の太陽光線は、やや青味を
帯びることが多い。シンガポール島とマレー半島の間のジョホール海峡
は両方の陸地からの陸水の流入で常に泥色に濁り気味だが、強いスコー
ルの直後は溶出したラテライトを含んだ陸水が一気に流入するので濁り
がいっそう濃くなる。

▶エセックス【P40〜41より】
ハンプトンローズは一応湾だが、実際には複数の河川が流入しているので巨大な河口
ともいえる。この緯度での雪解けが始まったばかりの2月の比較的清冽な河川水と海
水が混ざる水域では、植物性プランクトンの発生が徐々に活発化しつつあり、それに
河川水の混合物の影響も重なって、海の色がやや緑を帯びて見える。特にカキがよく
生育する海域はこのような傾向が強いが、ハンプトンローズからの水が流入するチェ
サピーク湾は、カキの名産地である。
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8
日本海軍
長門型戦艦

Nagato-class Battleship

12
アメリカ海軍戦艦
ウェストヴァージニア

Battleship USS West Virginia

16

第1部

戦艦編

アメリカ海軍戦艦
サウスダコタ

Battleship USS South Dakota

20
イギリス海軍巡洋戦艦
レナウン

Battlecruiser HMS Renown

24
イギリス海軍巡洋戦艦
レパルス

Battlecruiser HMS Repulse

イギリス海軍戦艦
プリンス・オブ・ウェールズ

Battleship HMS Prince of Wales
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連合艦隊旗艦を長らく務め、終戦時に唯一行動可能だった超弩級戦艦

長門型戦艦

Nagato-class Battleship
「陸奥と長門は日本の誇り」とカルタにも歌われ戦前の日本でもっとも
親しまれたのは「長門」型戦艦の2隻だった。八八艦隊の最初のタイ
プとして設計された「長門」は大戦間に近代化改装を受け、太平洋戦
争開戦時の連合艦隊旗艦を務めている。ここでは「長門」型戦艦建造
の経緯と太平洋戦争における活動について紹介しよう
1944年10月21日、捷一号作戦で出撃前の給油のためボルネオ島のブルネイ泊地に停泊
中の「長門」。このとき本艦は、
「大和」を旗艦とする宇垣纏提督（中将）率いる第1戦
隊（第1遊撃部隊第1部隊所属）に「武蔵」とともに属していた。同作戦によってこの後
に招来されたレイテ沖海戦では、
10月25日に戦われたサマール沖海戦で勇戦している。
艦橋頂部前方には方位測定ループアンテナが立ち、その後ろの主砲用94式方位盤照準装
置のさらに後方には、2号1型電探のアンテナが見える。また、
3番砲塔前のカタパルト甲
板に設けられたカタパルト上には、優秀機として知られ、アメリカ軍から “ピーター”
のコードネームで呼ばれた零式観測機が載せられている。さすがにアメリカやイギリス、
そしてドイツのいわゆる新戦艦の上部構造物に比べると、本艦のそれは旧式感が否めな
い。

■「世界のビッグ7」に数えられた長門型
1907年度の帝国国防方針でその萌芽

艦の「陸奥」である。

径の41cm砲連装砲塔4基計8門を装備。

「長門」は1917年8月28日、呉海軍工廠

さらに速力にかんしても、最大速力約

が見られた日本海軍の悲願、88艦隊計

で起工された。そして1919年11月9日に

26.5ノットという、当時の巡洋戦艦並み

画。最終的に戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を

進水し、1920年11月25日に竣工。艦内

の快速を誇った。だが、ワシントン海軍

整備することが目標とされたが、その過

神社は住吉神社から分祀された「長門」

軍縮条約において、
「陸奥」を存続させ

程の1916年度に、前案となっていた84

神社であった。

るか廃艦にするかの議論が生じてしま

艦隊案のうちの戦艦1隻、翌1917年度に

一方、
「陸奥」は1918年6月1日、横須

う。というのも、同条約において主力艦

は、同じく戦艦3隻と巡洋戦艦2隻の建

賀海軍工廠で起工された。進水は1920

の保有比率がアメリカとイギリスがとも

造がそれぞれ承認された

年5月31日で、竣工は書類上は1921年10

に5、日本が3とされ、会議開催までに

月24日とされるが、実際には11月22日

完成していない艦は廃艦にすることとな

88艦隊計画の1隻目の戦艦となるネーム

であった。艦内神社は分祀された岩木山

り、その中に「陸奥」が含まれていたの

シップ、
「長門」で、翌17年度に承認さ

神社だった。

だ。

この1916年度に承認された戦艦こそ、

れた3隻のうちの1隻が、
「長門」型2番
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竣工当時の「長門」型は、世界最大口

これに対して、日本は実際には未成だ

長門型戦艦
要目 長門（1934年）
基準排水量
3万9130トン
全長
224.94m
全幅
32.46m
出力
8万2000hp
速力
25ノット
航続距離
1万600nm/16ノット
兵装
45口径41㎝連装砲×4
50口径14㎝単装砲×18
40口径12.7㎝連装高角砲×4
40口径7.6㎝単装高角砲×4
25㎜連装機銃×10

セブンと同格の23ノットと公表された。
1923年9月1日、帝都を中心とする関
東方面を大震災が襲い、国家中枢たる東
京が大被害に見舞われた。関東大震災で
ある。
この時、
「長門」は連合艦隊旗艦とし
て司令長官竹下勇提督（大将）の将旗を
翻して演習の最中だったが、急遽これを
中断。救援用の物資を積み込んで一路関
東方面へと向かった。
当然、
「長門」は最大速力に近い高速
で帝都を目指していたが、後方から追い
すがる艦影が確認された。それは何とイ
ギリス海軍の「ダナイー」級軽巡洋艦「デ
ィスパッチ」であった。同級の最大速力
は29ノットで「長門」よりも速い。ゆえ
に実際の最大速力を計測されてはまずい
ので「長門」は急激に減速。すると「デ
ィスパッチ」は竹下連合艦隊司令長官に
礼砲を放ってから「長門」を追い越して
行ったが、早めに減速したため「長門」
の本当の速力には気付かれずに済んだと
いう。

■航空主兵主義に奪われた出番
日本海軍最新の戦艦である「長門」型
は、当然ながら正式に連合艦隊旗艦とい
ったにもかかわらず「陸奥」はすでに完

たが、これがのちに「ネルソン」と「ロ

う重要任務に就いた。1938年12月15日

成していると申告。結局この主張は認め

ドニー」として就役することになる。

のことである。以降、必要に応じて短期

られたが、その結果、ワシントン軍縮条

ちなみに、かような事情からネーヴ

間だけ同型妹艦の「陸奥」に将旗を移す

約における戦艦の主砲の最大口径となる

ァル・ホリデーの期間中、16インチ砲

こともあった。しかし、より大きく新し

16インチ砲を搭載しているのはアメリ

を搭載したアメリカ3隻、イギリス2隻、

いうえに旗艦設備も充実した「大和」の

カの「メリーランド」と日本の「長門」
、

日本2隻の戦艦は、全世界にこの7隻だ

完成にともなって、1942年2月12日、連

けしか存在しないことから「世界のビッ

合艦隊旗艦を同艦に譲っている。

「陸奥」の3隻だけということになった。
そこで戦艦の保有比率の是正という観点

グ・セブン」と称されたりもした。また

から、アメリカは、
「メリーランド」と

こういった経緯から、厳密には16イン

は日本海軍が誇る最強の戦艦として全国

同型で、建造途中だった「コロラド」と

チをわずかに超えている「長門」型の

民に認知されていた。というのも、世界

「ウェストヴァージニア」の2隻の完成と

主砲に対して、意図的に41cmではなく

最大の船体規模と主砲口径で世界最強を

就役を認められた。また、イギリスは16

40cmという刻印が施された。さらに最

誇る最新の「大和」型戦艦についての一

インチ砲搭載戦艦2隻の新造を承認され

大速力も秘匿するため、
表向きはビッグ・

切の情報は、公には日本国民に示されて

太平洋戦争開戦時、
「長門」と「陸奥」
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◀1920年9月30日、竣工直前の公試
中の「長門」
。ふたつの煙突からの煤煙
がたなびく。就役直後にこの煤煙が艦
橋にかかり視界を遮るということが問
題となった。この対策として前部煙突
にキャップ状の覆いをつけたがあまり
効果はなく、1927年の改装で屈曲煙突
としてようやく解決を見た。
この時期の「長門」の舷側には防雷網
展張用の桁が見られるがこれは就役直
後に撤去されている

いなかったからだ。
就役後、
何度かの改修を受けた「長門」

ない、
「脇役」に成り下がってしまった。

である。それも多数の死傷者を出して。

そのため開戦後の「長門」型は、無聊

この日、
「妹」の「陸奥」は「姉」の「長

型だったが、主砲の射撃演習では常に高

の日々を送っていた。この背景には、何

門」に旗艦ブイを譲ることになってお

い命中精度が記録され、しかもそれは、

とも不可思議な日本海軍の戦艦温存主義

り、
「陸奥」の至近に「長門」が来たとこ

射距離の遠近によってさほど変動するも

も大きく影響していたようだ。
新型の
「大

ろで、後部2砲塔の付近で突然爆煙が噴

のではなかった。これはとりも直さず、

和」型や「長門」型を温存する一方で、

き上がり、大爆発が起きた。この爆発で

極論すれば「主砲の射撃用プラットフォ

何度もの改修が加えられたとはいえ旧式

巨大な3番砲塔が「陸奥」の艦橋と同じ

ーム」にしか過ぎない戦艦に求められる

な「金剛」型はソロモンの激闘に投入さ

ぐらいの高さまで吹き飛び、4番砲塔の

最重要の要件、つまり、搭載した口径の

れ、相応の戦果も得たものの、姉妹艦4

後方で船体が二つに折れ、前部は急速に

艦砲に対して常に安定した射撃環境を提

隻中2隻「比叡」と「霧島」が失われた。

沈没。だが後部は爆発後4時間ほど浮い

供できるか否か、という点を同型が達成

だが、旧式とはいえ「金剛」型は高速

しているという証左であった。

ており、救助作業が行われた。

の空母機動部隊と共に行動可能な高速戦

爆発時の「陸奥」には約1500名が乗艦

戦間期の日本海軍は、艦砲も魚雷も艦

艦であり、空母の直掩艦としての役割を

していたが、生存者はわずかに353名。そ

上機もすべて、敵のそれらが届かない遠

はたすことが可能だが、中速戦艦の「大

のほとんどが甲板作業に従事していた下

距離からこちらが一方的に叩くという、

和」型も「長門」型もこの役割には不向

士官や兵だった。この謎の爆沈について、

いわば相手よりも長いリーチを駆使して

きだ。つまり用兵上の重要性よりも、
「新

事故説のみならずサボタージュ説なども

一方的に殴りつけるアウトレンジ戦法を

しいから出し惜しみしよう」という結果

唱えられたが、今日でも真相は藪の中で

最重視していたが、
「長門」型の主砲の

となっていたようだ。

ある。そして、事故による無為の喪失を

命中精度の高さは、この戦法の趣旨に合

もちろん、彼我が錯綜するソロモン海

国民に隠蔽するため、同年6月17日、姉艦

域の戦闘では、戦場への進入と離脱をよ

の「長門」は、
「陸奥」の生存者をトラッ

日本は、1941年12月8日のパールハー

り素早く行える高速戦艦が有利なのは当

ク島泊地に輸送すべく柱島を発った。

バー奇襲作戦「Z」をもって太平洋戦争

然のことだが、艦齢の長短を重視するよ

内地に残っていたため「柱島艦隊」と

の火蓋を切った。ところが、同作戦に加

りも「使える局面が多いか少ないか」を

嘲られていたうちの1隻、
「陸奥」が失わ

えて同時期に戦われたマレー沖海戦の戦

重視した選択をするなら、
“アイアンボ

れたあと、
「長門」はやっと出陣の機会を

訓により、戦間期に予想されていた以上

トム・サウンド”に放り込まれるべきは、

得た。1944年6月19日のマリアナ沖海戦

に、洋上戦力としての航空機の威力が高

空母の直掩にも使える高速の「金剛」型

に参加したのだ。だが、史実のごとく同

いことが判明した。

に次いで足は速いものの、所詮は中速戦

海戦は日本の完全な負け戦に終わった。

艦の域を出ない「長門」型だったのでは

続いての出陣は、1944年10月に戦わ

致するものだった。

そのため、従来は主流だった大艦巨砲
主義は航空主兵主義の前に完全に陳腐

ないか。

化。戦艦に代わって空母が海戦の主力と
なり、戦艦は、空母を中心とした機動部

れた名高いレイテ沖海戦である。これに
含まれたサマール沖海戦において、
「長
門」はその主砲で護衛空母「ガンビアベ

隊において、要となる貴重な空母を直掩

■それぞれに無念の最期を遂げた二姉妹
そうこうしているうちの1943年6月8日、

したり、その巨砲をもって両用戦におけ

柱島泊地で無聊を託つていた「陸奥」が謎

れるが、この撃沈劇には複数の艦が関与

る上陸支援射撃を行うぐらいしか役割の

の爆沈を遂げた。戦わずして失われたの

しているため、
「長門」単艦による戦果
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イ」他、駆逐艦数隻を撃沈したともいわ

長門型戦艦
と確定することはできない。

が決まった。終戦時に残存していた日本

ァットマン”が長崎に投下された際に撮

さて、不沈戦艦と謳われた「武蔵」さ

海軍艦艇の多くは海没処分に付された

影機として参加。戦後、訓練中の事故で

え戦没したレイテ沖海戦から生還した

が、なんと「長門」は原爆実験に供され

1946年3月7日に殉職した爆撃手デヴィ

「長門」は、横須賀で警備艦として終戦

ることになった。アメリカは原爆の海洋

ッド・センプル大尉を偲んでニックネー

を迎えた。その間、アメリカ艦上機によ

爆発実験「クロスロード」作戦を起案。

ムが“デイヴズ・ドリーム”号に変更さ

る何度かの空襲に晒されたが、損傷はご

これに際し、
「長門」を被爆実験艦とす

れたのであった。

く軽微なものだった。ゆえに戦後、捕鯨

るため、アメリカ海軍のW.J.ホイップ

を再開するに際して大洋漁業が第二復員

ル大佐を艦長とする同海軍将兵180名が

の最終楽章を奏でていた戦艦という名の

省に船舶の借用を求めたところ、第一候

乗り組んで、1946年3月18日にマーシャ

恐竜の数少ない生き残りたる「長門」は、

補として「長門」が提示された。

ル諸島ビキニ環礁へと向かった。
「長門」

この新時代の幕開けを告げる
「ゼロの暁」

にとっては、
まさに死出の船出であった。

の地獄の業火に耐えた。

その理由は、
「長門」の損傷が軽微だ

だが、
戦前に誕生し、
すでに
「滅びの詩」

ったという点に加えて、民間に貸与する

「クロスロード」作戦における最初の核

同月25日、今度は浅海での核爆発実験

ことで連合国の接収を免れ、敗戦処理の

爆発実験で、人類史上4番目となる原爆

であるBAKERが実施された。これは、

後に戦艦1隻を日本の手元に残せるので

の爆発は1946年7月1日だった。第393爆

LSM60から水深27mに吊り下げられた

はないかとの思惑もあったのでは、と推

撃中隊（超重爆）の所属で、シルヴァー

Mk.III“ヘレン・オブ・ビキニ”を爆発

察されている。しかし大洋漁業側は、捕

プレートの秘匿名称で呼ばれた原爆搭載

させたもので、当然ながら人類史上5番

獲したクジラを船上に引き上げられるよ

改造を施されたボーイングB29スーパー

目の核爆発となった。
「長門」はBAKER

う、捕鯨母船のように艦尾にスリップウ

フォートレス“デイヴズ・ドリーム”号

のあとも浮かんでいたが、28日深夜から

ェイを備えた第一号型輸送艦がお目当て

が、核出力23キロトンのMk.III原爆“ギ

29日未明にかけてついに沈没。

であり、結局、残存していた同型艦が貸

ルダ”を投下。空中で爆発させる実験の

日本を敗戦に追い込んだのと同じ新時

与された。

ABLEが実施されたのだ。同機はかつ

代を象徴する兵器は、かつて日本海軍が

「長門」はアメリカ側に徹底的に調査さ

て“ビッグスティンク”号のニックネー

誇った二姉妹の「姉」をも、南溟の碧淵

れたが、それが終わると処分されること

ムで、1945年8月9日、同じMk.III の“フ

へと葬ったのであった。

長門

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
製作／山下郁夫

長門

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
製作／Takumi明春

長門

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
製作／細田勝久

1920年 竣工時

1927年第一次改装時

1941年 開戦時

◀写真上は新造時の「長門」
。
41㎝連装砲塔を船
体前後に2基ずつ配置したレイアウトはイギリ
ス海軍の「クィーン・エリザベス」級に似たも
ので、実際に「長門」の設計前にヴィッカース
社から高速戦艦の売り込みもあった。日本独自
のアイデアでこれまでの三脚式マストに変わっ
て七脚式が採用された。また艦首もやはり日本
海軍独自のスプーンバウを採用していた。
中段の写真は1926年ごろのもの。
「長門」型は
1924年に煙突を改修し、いわゆる屈曲煙突状
態となった。
「長門」は就役時から煙突から排出
される煤煙が問題となった。通常、煤煙は航走
時は後ろ側に流れるが「長門」の場合は煙突が
艦橋に近く、さらにこれまでの戦艦よりも高速
だったため艦橋のすぐ後ろの部分に空気が吸い
込まれるように逆流してしまったのだ。この問
題は深刻ですぐに第1煙突の先端にキャップ状
のカバーを付けるなど対策が取られたがあまり
効果はなかった。そのため第1煙突を後方に向
けて大きく曲げるいわゆる「屈曲煙突」へと改
装された。シンプルなアイデアだったがこれは
大成功で煤煙問題はおおむね解決した。ちなみ
によく似た船型のイギリスの「クィーン・エリ
ザベス」級も同様の煤煙逆流問題に悩まされて
おり第1煙突を屈曲煙突として第2煙突と連結す
る改装がのちに実施されている。また試験的に
設置された航空艤装も3番砲塔の前に搭載され
ている。この前後に対空火器の増強や探照灯の
換装、測距儀の更新などの小規模な改装が毎年
のように実施されている。
一番下の写真は太平洋戦争開戦時のもの。
1934
〜36年の大改装で長門型戦艦のその姿が一変し
た。船体形状だけを見ても凌波性向上のための
艦首の改正、艦尾の延長、バルジの増設などが
実施されている。とりわけ大きかったのが防御
力の強化と主砲の交換（軍縮条約で廃棄された
加賀型戦艦のものを流用）
、機関の改正などで、
これらの改装を実施した結果、排水量は8000
トンも増大した。これは軍縮条約で定められた
主力艦の排水量増大上限の3000トンを大きく
超えるものだったが、改装終了が軍縮条約脱退
後になる見込みから許容された。
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