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：CAUTION !
■本書はアニメ『ガールズ&パンツァー 最終章』第1話〜
第3話に登場した戦車の3DCGデータを収録し、あくまで
劇中における設定をベースに各車輌のスペックや運用につ
いて解説したものです。実在する戦車のディテールやスペ
ックとは異なる部分もありますので留意してください。ま
た、劇中設定など本書の内容に関するお問い合わせには一
切応じられませんのでご了承ください。
■P3〜P94までの劇中活躍解説は編集部によるものです。
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●国籍：ドイツ／製造：クルップ社／乗員：5名／エンジン：マイバッハ
HL120TRM V型12気筒液冷ガソリン／重量：25t／全長：7.02m／車体長：
5.92m／全幅：2.88m／全高：2.68m／履帯幅：40㎝／超壕能力：2.2m
／渡渉水深：0.8m／変速機：前進6速後進1速／最高速度：38㎞/h（路上）
、
16㎞/h（不整地）／航続距離：200㎞（路上）
、
120㎞（不整地）／主砲：
75㎜ KwK40 L/48（主砲弾：87発）／副武装：7.92㎜
装甲：10〜80㎜／生産数：3,774輌（H型のみ）

MG34×2 ／

Panzerkampfwagen IV Ausf.H (Ausf.D mit KwK40(L/48)) (Sd.Kfz.161/2)

Ⅳ号戦車H型（D型改）(準決勝時)
大洗女子学園 あんこうチーム

車輌解説／浪江俊明

戦前のドイツ軍の構想では、機動性にすぐれるⅢ号
戦車が主力となり、敵の拠点や障害に遭遇すると、
支援戦車としてのⅣ号戦車が大口径の短砲身砲で対
処するというものだった。物語の序盤に登場したⅣ
号戦車D型が、当初の開発思想に沿ったものだった
といえる。ところが、次第に戦車の役割として、対
戦車戦闘が重視されるようになる。

最初は24口径長だったⅣ号戦車の75㎜砲
（約1.8ｍ）は、F2/G型で43口径長、G/H
型以降には48口径長（約3.6ｍ）と長砲身
化され、戦車に対する攻撃力が増した。砲身
が長ければ、そのぶん砲身内での砲弾の加速
が長く続き、初速が高くなって、厚い装甲板
を打ち抜けるようになるのだ。

本ページ掲載の3DCGは準決勝開始時のもの。描画のう
えではかなり控え目ではあるものの、足回りを中心に着
雪の表現が加えられているのが注目される。

Ⅳ号戦車の車体前面装甲厚は、当初（A型）
の20㎜から30㎜、50㎜へと次第に強化さ
れ、さらに30㎜の増加装甲板が重ねて取り
付けられるようになった。また、砲塔と車体
の側面は対戦車ライフルの直撃に対しては充
分でなかったため、銃弾の威力を減殺するシ
ュルツェン（前掛け）と呼ばれる装甲板を装
備した。作品中のⅣ号戦車は、
50㎜厚の基本
装甲に30㎜厚の増加装甲をボルト留めした
前面装甲と、砲塔の周囲と車体側面にシュル
ツェンを装備するなどしたタイプを、
「Ⅳ号
戦車H型なんだけど、G型の最終生産型の特
徴も入ってるかな」という仕様に改修したも
の。物語（TV版）の冒頭ではD型だったの
を改造し、途中でF2型に改造した仕様を経
由してこのⅣ号戦車H型（D型改）まで仕立
て直したことになる。
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気づけば追われ、狙われる立場に
まったくのノーマーク、弱小校とし
てスタートした大洗女子学園の戦車
道チームであったが、冬季無限軌道
杯では強豪校の一角として一転追わ
れる立場に。とりわけその戦術の中
核である西住みほは徹底的にマーク
されるようになった。隊長を補佐す
る立場ながら知波単学園との２回戦
後半、そして継続高校との準決勝で
はともに最重要目標として狙われ、
自由に動けずにかなりの苦戦を強い
られている。

Ⅳ号戦車の当初の開発目的は、主に戦車部隊を火力支援する、いわゆる
“重戦車”だった。おかげで各部に余裕があり、当初の主軸として想定
されたⅢ号戦車に代わる主力戦車となった。A型からJ型まで絶え間ない
改良を続けた結果、スペックは重量25ｔ、長砲身75㎜砲、車体前面装
甲80㎜、最高時速40㎞/hに達した。これはT-34/76やM4シャーマン
など、当時の各国主力戦車に匹敵する標準的な性能を満たしており、新
型戦車の登場によって次第に劣勢となった大戦後期になっても、乗員や
僚車とのチームワーク、運用の工夫でなんとかカバーすることが期待で
きた。ドイツ戦車師団の編成をみても、後継のパンターが登場したあと
でも、2個戦車大隊からなる戦車連隊の一方の大隊にはⅣ号戦車が装備さ
れ、ドイツ軍の主力であり続けた。Ⅳ号戦車のなかでもH型は性能が頂
点に達したうえにもっともバランスにすぐれたタイプであるといえる。
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̌ KD社）／乗員：4名
●国籍：ドイツ/チェコスロバキア／製造：BMM社（C
／エンジン：プラガEPA 直列6気筒液冷ガソリン／重量：15.75t／全長：
6.27m／車体長：4.87m／全幅：2.63m／全高：2.17m／履帯幅：35㎝
／超壕能力：1.8m／渡渉水深：1.1m／変速機：前進5速後進1速／最高速度：
42㎞/h（路上）、14㎞/h（不整地）／航続距離：177㎞（路上）
、
100㎞（不
整地）／主砲：75㎜ PaK39 L/48（主砲弾：36発）／副武装：7.92㎜
MG34×1 ／装甲：8〜60㎜／生産数：2,584輌（オリジナル・ヘッツァー
の生産数）

Jagdpanzer Hetzer(38(t)bis)

ヘッツァー(38(t)改）(準決勝時)

大洗女子学園 カメさんチーム（前生徒会チーム）車輌解説／浪江俊明

Ⅲ号突撃砲が搭載する75㎜砲は、第二次大戦後半の戦車
砲の世界標準であり、対戦車戦闘にも充分に通用した。
ベルリン空襲によってⅢ号突撃砲の生産工場が操業不能
となると、その痛手を軽減するため、38(t)戦車のメーカ
ーであるチェコのBMM社による生産代行が検討された。
これを契機に、
38(t)戦車の主要機器を利用した車体に、
75㎜対戦車砲39型を搭載した簡略版または省力化Ⅲ号
突撃砲ともいえる自走対戦車砲が
開発されることになった。軽駆逐
戦車ヘッツァーである。

ヘッツァーは生産を急ぐために設計の合理化や費用
対効果が重視され、Ⅳ号戦車の半分近くにまで単価
が圧縮されていた。外観は単純なラインでまとめら
れ、複雑な凹凸や外装品は見当たらない。一見する
と作品中の描画も変化がないようだが、牽引具や砲
の旋回軸などのディテールが描き加えられてきた。
ここに掲載した準決勝時のスキームでは、控え目な
がらも装甲板の濃淡や、うっすらと雪を纏った表現
が加わり、以前の描写よりも質感を増している。

本作での正式名称は、当初の「38(t)戦車改
（ヘッツァー仕様）
」から、
「ヘッツァー 38(t)
改）
」
へと変更されている。これは作中で、
“改
造キット”を使って38(t)戦車をヘッツァー
に大改造した設定になっているから。実物は
車筺（車体）のサイズ・構造から転輪直径や
履帯幅まで、すべてが別ものなので、作品中
にもそれを知りながら無理矢理改造したよう
な描写がある（事情通ぶって突っ込むのは野
暮というものなのだ）
。
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平面図で見ると、
75㎜砲が車体の右側にオフセットされているのが際立つ。これは
砲身を右側に振ったときに、砲の左側に位置する砲手に砲尾がぶつからないように
するため。干し芋を食べているだけの車長は、砲の後ろ、エンジン横に乗っている。

桃ちゃん隊長、がんばります！
学業成績不振の河嶋桃を角
谷杏、小山柚子と同じ大学
に入学させるため、戦車道で実
績を残す……というのが、大洗
女子学園が冬季無限軌道杯に参
加する動機。そのため今回の隊
長は西住みほではなく桃ちゃん
が務めることとなった。隊長車
として使用する関係か、ヘッツ
ァーにも潜望鏡を追加する改修
が加えられて指揮をとりやすい
ようになっている。

『劇場版』で使われた3DCGに比べると、車
体上部のMG34機関銃マウント（とはいって
も作中で機銃は搭載されないけど）の防弾板
の形状が実物に忠実な形状になったほか、照
準用の潜望鏡（ペリスコープ）が新たに加わ
っている。その後ろに位置する左向きのペリ
スコープに半円形のガードが付いたのも、あ
やうく見逃しそうなポイントだ。
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●国籍：日本／製造：三菱航空機（のちに三菱重工業に改称）他／乗員：4名
／ エ ン ジ ン： ダ イ ム ラ ー 水 冷 直 列6気 筒 ガ ソ リ ン ／ 重 量：11.8t／ 全 長：
5.75m／車体長：5.75m／全幅：2.18m／全高：2.56m／履帯幅：32㎝
／超壕能力：2.5m／渡渉水深：1.0m／最高速度：25㎞/h（路上）／航続
距離：140㎞（路上）／主砲：九〇式五十七粍（57㎜）戦車砲（主砲弾：
100発）／副武装：九一式6.5㎜車載軽機×2 ／装甲：5〜17㎜／生産数：
220輌

Type89 Medium Tank Kou (I-go)

八九式中戦車甲型(準決勝時)

大洗女子学園 アヒルさんチーム（バレー部チーム）車輌解説／北見道雄

日本初の国産制式戦車として量産された八九式戦車
の開発が始まるのは、昭和３年（1928年）。当時の
日本陸軍による「重量10t以内の軽戦車を主力とし
てそれより重く20t以内の重戦車が戦力を補完する
戦車隊」を整備する計画の下、当初は軽戦車として
設計・製造された。それまでに第一次大戦で登場し
たイギリス・フランスの戦車を輸入し研究の末、他
国と比較しても遜色のない武装・装甲・速度を兼ね
備えた戦車が誕生した。昭和4年10月に制式採用、
部隊配備が進むが運用のなかでたびたび改修され、
車体重量は11.8tにまで増加。より軽量とな
る 九 五 式 軽 戦 車 の 開 発 も あ り 昭 和10年
（1935年）9月に正式名称を八九式「中戦車」
と改訂される。

塗装は茶褐色単色だが、これは陸
上自衛隊武器学校が所有する復元
車輌（乙型）に基づく、もしくは
海軍陸戦隊の所属車輌になぞられ
たとも思われるが、この色は陸軍
で明治38年10月に定められた兵
器色で、陸・海軍共に使われたも
のとなる。実際には陸軍所属の同
型車輌はすべて知波単学園所属戦
車と同様の三色＋黄色帯の迷彩塗
装を施されていた。

本ページ掲載の3DCGは準決勝
時のもので、着雪のテクスチャが
加えられている。
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それまでに車体形状は大きく分けて3種の変遷を受け、劇中に登場するのは昭和9年
頃より製造されたいわゆる後期型に分類される。車体後ろに突き出たソリ状の構造
物は尾体とよばれる塹壕を超えるためのもので、重量増加の一因でもあった。ガソ
リンエンジンを搭載する「甲型」の名称も前述の「中戦車」と改訂された際に同時
期より開発されていたディーゼルエンジン搭載の「乙型」と共に名付けられた。

福ちゃんとの、全力を尽くした一対一の戦いです！
『劇場版』時に知波単学
園の面々、とりわけ福田
はると意気投合したアヒ
ルさんチームだが、無限
軌道杯２回戦では敵同士
に。アヒルさんチームの
偵察に気づいた九五式軽
戦車と一対一、お互いに
知恵と技量を尽くして試
合を繰り広げたが、一歩
及ばず行動不能となって
しまった。

実車は満州事変の余波を受け昭和７年（1932
年）1月に勃発した上海事変より参戦。翌年「満
州国」の領域と主張する内蒙古の熱河省さらに河
北省にも進出する「熱河作戦」にも出動した。昭
和12年（1937年）8月に勃発した第二次上海
事変では、細見大佐指揮下の戦車第五大隊が出動。
第二中隊第一小隊長の西住小次郎中尉は敵陣地へ
の砲撃や蹂躙を重ね、戦車ならではの攻撃でその
性能を発揮。その活躍は後に「西住戦車長伝」と
して小説に、そして映画化もされた。
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●国籍：アメリカ／製造：クライスラー社他／乗員：7名（グラントは6名）
／エンジン：ライト（コンチネンタル）R-975EC2ワールウィンド星形9気
筒空冷ガソリン／重量：27.9t／全長：5.64m／車体長：5.64m／全幅：
2.72m／ 全 高：3.12m／ 履 帯 幅：42㎝ ／ 超 壕 能 力：2.3m／ 渡 渉 水 深：
1.0m／変速機：前進5速後進1速／最高速度：39㎞/h
（路上）
、
26㎞/h
（不整
地）／航続距離：193㎞（路上）
／主砲：75㎜M2
（砲弾：50発）
、
37㎜M5
（砲
弾：178発）
／副武装：ブローニングM1919A4 7.62㎜×2 ／装甲：12.7

Medium Tank M3 "Lee"

M3中戦車リー(準決勝時)

大洗女子学園 ウサギさんチーム（1年生チーム）車輌解説／丹羽和夫

〜50.8㎜／生産数：4,724輌
（各タイプ含む）

第一次世界大戦同様の塹壕戦を想定した歩兵支援戦車
しか持たないアメリカ陸軍は、ドイツ軍が行なった
1940年5月のフランス電撃戦に驚いた。当時まだ枢
軸国に参戦していなかったアメリカだったが、対ドイ
ツ陸軍を念頭に置いた戦車を急遽開発することになる。
ドイツ軍の主力、Ⅲ号戦車に対抗しうる75㎜砲で武装
した中戦車の開発が急務だったが、
75㎜砲を搭載する
大型砲塔を実用化する技術が1940年時点では確立お
らず、主武装が37㎜砲一門のみであったM2中
戦 車 を ベ ー ス に、 フ ラ ン ス 軍 の ル ノ ー
B1bisを手本に車体右側に限定旋回式とし
て75㎜砲を搭載したデザインの暫定型を
1941年8月より生産することになる。そ
れがこのM3リーだ。カモさんチームとウ
サギさんチームは遠縁の親戚のようなもの
なのだ。

M3リーはふたつの砲を
持つため、それぞれに砲
手と装塡手、加えて車長
と操縦手、無線手の合計
７名の乗員が必要だった。
のちには操縦手が無線手
を兼ねる6名になった。
劇中では無線手の宇津木
優季が75㎜砲装塡手を
兼務している。ちなみに
実際の75㎜徹甲弾一発
の重さは約9㎏だ。

M3中戦車はアメリカ陸軍が
採用した小型砲塔を載せた
「リー」、イギリスが設計しアメ
リカに生産させた無線機搭載の
大型砲塔の「グラント」があっ
た。実戦デビューはイギリス軍
に供与されたグラントが先で、
それまでのイギリス軍戦車には
なかった徹甲弾も榴弾も撃てる
「両用砲」を装備したM3中戦
車をイギリス軍は歓迎した（と
いうか徹甲弾しか撃てない歩兵
戦車の意味は……？）
。

車体前部のウサギさんマークの位置には
本来、
2連装の固定機関銃があるのだが、
操縦手が照準するという煩雑さから、実
車においても英軍では段階的に廃止（1挺
のみに減らしたのちに全廃。余剰は対空
機銃として転用）した。車長キューポラ
開口部の右側にも俯仰式機関銃があった
が、これも乗降に邪魔なために外される
ことも多かった。

主砲と呼べるのは75㎜砲であり、37㎜砲
はあくまで予備的な扱いで、米英両軍と
もM3中戦車を限定旋回式75㎜砲搭載の
自走砲のように使った。ふたつの砲を同
時に扱う際は、同じ目標を狙うことが多
く、劇中のウサギさんチームのように、
それぞれが異なる目標を狙うというのは
珍しいことだ（そもそも別目標を個別に
指示する戦車長の状況把握能力もかなり
高く、各砲手の技量も優れているのだ。
一年生なめんな！）
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２輌相手に大立ち回り！

無限軌道杯２回戦では特二式内火艇２輌相手に、１輌で対処しなければな
らなくなってしまう。挟み撃ちをもくろむ特二式内火艇の西原、上西の意
図を察した澤梓は２門の砲を対角に向けての２輌同時撃破を試みるが、惜
しくも上西車は撃ち漏らす。それでも相打ちのかたちで行動不能とし、知
波単学園の水上移動手段を封じ込めた。

ウサギさんチームM3の3DCGモデルは、基本的に『劇場版』と
同じだが、準決勝時には雪によるウェザリングが追加されてい
る。砲口カウンターウェイトなしの短砲身（31口径長）75㎜
砲装備で車体側面ハッチが廃止前という初期仕様を基本に、車
体後部左右の雑具箱（中期）に、車体2箇所、砲塔1箇所に天井
ベンチレーター装備（後期）という生産時期が混ざった特徴。
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車体側面の大きなハッチは、右側は75㎜砲
砲手と装塡手、左側が操縦手と無線手の乗降
に用いられた。また、砲弾の搬入にも便利で
だったが、垂直に切り立った側面のハッチは
防御上の弱点であり、のちの生産車では熔接
による封鎖、最終的には最初から開口部のな
い側面装甲板の採用と、段階的に廃止された。

●国籍：ドイツ／製造：ポルシェ／乗員：5名／エンジン：ポルシェ 101/1
×2 空冷V型10気筒空冷ガソリン／重量：57ｔ／全長：9.34m／車体長：
6.7m／ 全 幅：3.38m／ 全 高：2.80m／ 履 帯 幅：64.0㎝ ／ 超 壕 能 力：
2.64m／渡渉水深：1.0m／変速機：電動モーター、前進3速後進3速／最高
速度：35.0㎞/h（路上）、20.0㎞/h（不整地）／航続距離：80㎞（路上）／
主砲：56口径88㎜戦車砲KwK36（主砲弾70発）／副武装：7.92㎜機関
銃MG34×2 ／装甲：25〜100㎜／生産数：10輌

VK4501(P)"Porsche Tiger"

ポルシェティーガー（準決勝時）

大洗女子学園 レオポンさんチーム（自動車部チーム）車輌解説／浪江俊明

ポルシェティーガーは、ティーガーⅠ戦車の競争試作の際に、官
側の試験結果を待たずにポルシェ社が製造を始めてしまった車体
に、ヘンシェル社の量産型砲塔を搭載した少量生産車。車体は発
電専用のガソリンエンジンと駆動用モーターを組み合わせた、い
わゆるシリーズハイブリッド方式の駆動装置を採用していた。こ
れは複雑な機械式変速操向装置を使わずに変速段数と旋回半径を
任意に選択することができ、当時の技術者が夢に見た
革新的なメカニズムだった。

ポルシェティーガーの車体後部は動力系統の機器が多くのスペースを占領
している。左右の履帯を駆動するために、電動機（モーター）＋発電機＋
空冷V型10気筒エンジンのパッケージが二組搭載されているからだ。エ
ンジン／電動機の最高出力はⅢ号／Ⅳ号戦車用と同等で、2基の合計出力
はパンター／ティーガーⅠ戦車に迫る。また、それらの強制空冷システム
を収めているから、通風用の開口面積も大きい。なお、特異な駆動装置の
おかげで、この当時としては珍しく、起動輪が後部に配置されている。

この項の3DCG画像は、トーナメント準々決勝の開始時に、レオポン
さんチームのポルシェティーガーに見られた、車体各所に雪のテクス
チャをまとったもの。ポルシェティーガーのサスペンションは、
2脚
の転輪をひと組としたボギー式ユニットを車体外部に設置。転輪を支
えるアームの内部にトーションバースプリングを縦置きに収納、ギア
機構によって2個の転輪にバネの反発力を伝えるという凝った仕組だ
った。Ⅳ号戦車のように単純な板バネを使った形式
に比べれば、軟弱地や雪原での走破性も悪くなかっ
たはずだが、絶対的にパワーが足りず、最高速度、
航続距離、機動性もティーガーⅠには及ばな
かった。
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真横から見ると、一般的な配
置の戦車にはない電動機や発
電機を収めた動力室（機関室）
の容積が大きく、砲塔が前方
寄りに配置されているのが特
徴的だ。重厚で無骨なティー
ガーⅠより、躍動感のあるデ
ザインともいえるだろう。

EPSを使うのは５秒間だけね
『劇場版』で自動車部に
よって設置されたモータ
ー加速システムは、
『最
終章』でも「ここぞ！」
というときにスピードを
上げたりパワーを増した
りする、優秀な補助装置
として活躍している。時
間制限をつけたことが功
を奏したのか、
『劇場版』
のような火を吹いて故障
してしまう欠点も発生し
ていない。

砲塔形状はティーガーⅠの量産型とほぼ同じデザイ
ンだが、車長キューポラと装塡手ハッチの付いてい
る部分の天面が一段低くなっている。その分、砲塔
側面の装甲板面積も減
り、軽量化につながる
のだ。中央部が低くな
いのは、88㎜砲の俯角
（下向きの角度）を取
ったときに砲尾が天井
にぶつからないため
（これは10式戦車とも
共通する）。
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●国籍：日本／製造：三菱重工業／乗員：5名／エンジン：統制型一〇〇式空
冷V12ディーゼル／重量：18.8ｔ／全長：6.5m／車体長5.73m／全幅：
2.33m／全高：2.61m／履帯幅：33.0㎝／超壕能力：2.5m／渡渉水深：
1.0m／最高速度：38.8㎞/h（路上）／航続距離：210㎞（路上）／主砲：
三式七糎半（75㎜）戦車砲Ⅱ型（38口径）
（砲弾：70発）／副武装：九七
式車載重機関銃（7.7㎜）×1 ／装甲：8〜50㎜／生産数：166輌

Type 3 Medium Tank(Chi-Nu)

三式中戦車(準決勝時)

車輌解説／北見道雄

大洗女子学園 アリクイさんチーム（ネット戦車ゲームチーム）

八九式中戦車が最初の国産／量産配備がなされた戦車である
のに対し、三式中戦車は旧日本陸軍最後の量産／部隊配備が
なされた戦車となる。八九式中戦車から始まる日本の戦車開
発は、特に後年は戦時下においていかに早くより強力な戦力
を送り出せるかの時間との戦いでもあった。対戦車能力を持
たせた高初速47㎜砲を備える新砲塔チハと前後し、車台を
刷新し機動力と防御力を加えた一式中戦車［チヘ］の開発が
進むが、量産開始は昭和19年（1944年）春から。これよ
り前に長砲身57㎜戦車砲、さらに長砲身75㎜砲の開発研究
が始まるも、一式中戦車の量産配備と共に遅々として進まな
かった。これは消耗の激しい航空機に比べ、大規模な消耗が
なく補充の要望が高くなかったからとも言われる。
しかし海外では戦車砲は75㎜以上が標準となり、
彼我の戦力差は明白であった。

このため急造的ともいえる75㎜野砲を転用・搭載する三式中戦車［チヌ］
が誕生する。昭和19年5月に提案された［チヌ］は九〇式野砲を車載用
に改造し、これを収める大型砲塔を一式中戦車の車台に載せたもので、
同年9月に試作車竣工、10月には試作完了としてそのまま量産が始まる。
大型の砲塔は本命の四式戦車［チト］の
開発で検討されていたタイプの流用で、
後座長の大きい野砲をほぼそのまま収め
ることができたが、大きな駐退複座機は
砲塔前に露出した。また撃発は引き金で
はなく拉縄（りゅうじょう）を引き砲弾
を発射する機構も野砲そのままとなった。
照準器と撃発は砲を挟んで左右に分かれ
たため、砲塔には照準手、装填手そして
車長兼撃発手と最低３名が必要となる。
操縦手・無線／前部機銃手を含め最低5
名が乗員数と思われる。
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この3DCGは準決勝時の雪を被って
いる状態であるが、基本的には青緑が
かったグレーの単色塗装。実車でも昭
和17年末頃から変更された迷彩色に
用いられた「土草色」の単色塗装が見
られたと言われるので、そのイメージ
も踏襲されているのだろう。

一式中戦車チヘとして完成していた車体は転輪や履帯、
サスペンション機構などを九七式中戦車チハと共通と
しながら、エンジンは九七式チハの170馬力から240
馬力と増強され、車体長も若干延長、厚くなった装甲
は溶接止めとされた。この改良版チハとも言える車体
が野砲を備えた大型砲塔の搭載を可能とした。三式中
戦車チヌは昭和19年暮れあたりから半年ほどの期間で
総計160輌あまりが製造され、関東、九州の本土防衛
部隊に配備された。

もはや色モノ出オチチームとは言わせない！
無限軌道杯では１回戦で
ソミュアS35を撃破。２回
戦では終盤まで生き残るも
特二式内火艇に水際に誘い
込まれ行動不能に。準決勝
ではなんとフラッグ車を務
めることなったわけだが、
『TVシリーズ』では登場即
退場、
『劇場版』でやっと初
撃破を記録したチームだっ
たことを思えば短期間でと
てつもない成長を見せてい
ると言えよう。

13

●国籍：フランス／製造：ルノー他／乗員：4名／エンジン：ルノー直列6気
筒 液 冷 ガ ソ リ ン ／ 重 量：32t／ 全 長：6.38m／ 車 体 長：6.38m／ 全 幅：
2.49m／全高：2.80m／履帯幅：50.0㎝／超壕能力：2.74m／渡渉水深：
0.72m／変速機：前進5速後進1速／最高速度：27.6㎞/h（路上）
、
21.0㎞/
h（ 不 整 地 ） ／ 航 続 距 離：150㎞（ 路 上 ） ／ 主 砲：17口 径75㎜ 戦 車 砲
SA35（主砲弾：74発）／副武装：32口径47㎜戦車砲SA35（砲弾：50発）
、
7.5㎜機関銃M1931×1 ／装甲：20〜60㎜／生産数：403輌

Renault Char B1bis

B1bis(準決勝時)

大洗女子学園 カモさんチーム（風紀委員チーム）車輌解説／宮永忠将

B1bis重戦車のbisは２番目の意味。さらなる性能
向上型となるB1ter重戦車も開発されていたのだ
け ど、 そ ち ら に な る と、 車 体 前 部 右 側 の 戦 車 砲
SA35が、固定式ではなく砲架の改良によって左
右５度ずつ旋回できるようになった。これで照準
のために車体を微速旋回させるナーダーが不要と
なり、操向機構とトランスミッションがシンプル
になった。これなら真正面だけ避ければよいと油
断した敵戦車への狙い撃ちでさえ可
能になる。砲手の負担軽減となる改
良であった。

多国籍戦車の混成チームが大洗女子の特
徴。チームワークの良さと個性の融合で
思わぬ力を発揮するのが同校の魅力なワ
ケだ。そのチームの中で、どうすればも
っ とB1bisが 輝 く の か 検 討 し て み よ う。
B1bis重戦車は車体の主要装甲が最大60
㎜もあり、かなりの重装甲であった。た
だしそれは史実の話。戦車道の世界では
ずっと高性能な戦車がモリモリ出てくる
ので、装甲は強みにならない。固定式戦
車砲SA35なら榴弾の爆発力に期待でき
るけど、待ち伏せの一撃ならともかく、
戦車戦で使う代物ではない。すると車体
を隠し、小さな砲塔で頭出しをしての防
御戦に活路を見いだすべきか。しかしこ
んな図体を隠せる地形がそうそう都合良
くあるはずもなく……。カモさんチーム
の名が別の意味を持って聞こえてきてし
まう。
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戦車共通の弱点である足
回りをすっぽり覆うサイ
ドアーマーには時代を先
取りしたセンスの良さが
光る。しかし車体左側の
エンジン吸排気用ルーバ
ーはひと目で分かる弱点
であった。機能としても
カモフラージュは難しか
ったので、集中的に狙わ
れてしまった。

貢献度は高いけど、じつはここまで全試合撃破されちゃってます
『最終章』では１回戦、２回戦と
も試合途中で行動不能となってし
まっているが、１回戦では砲塔を
塗り替えた囮としてBC自由学園
の同士討ちを誘発させる、２回戦
では攻撃の要であるⅢ号突撃砲を
守るなど、勝利への貢献度は高い。
また、そど子の視力のよさゆえか、
どちらの試合でもいち早く伏兵の
存在に気づいて行動を起こしてお
り、地味ながら重要な役回りとな
っている。
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巨体のほとんどはエンジンなど機関室で占められているのだけ
ど、走行中でも点検整備可能な構造で、履帯の張度も車内から
調整できるよう配慮されていた。問題は、乗員3名では、作戦中
に修理や整備に割ける余裕がなかったことである。

