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はじめに

　模型製作の主要ジャンルのひとつと言える第二次世界大戦機のなかでも、日本

陸海軍機の人気は母国である我が国ならではといえます。

　ところが、その多くの機体は戦後処理により姿を消し、今では戦勝国が研究サ

ンプルとして持ち帰ったうえで廃棄を免れたものや、かつての戦地に残ったまま、

あるいはパーツ状態のものがわずかに残存しているという状況です。

　これまでは往時に実機を見た人や、こうした残存機を運良く目にすることがで

きた人の声により模型製作の参考になる資料や記事が発表されてきました。

　しかし、古い記憶や戦後に化粧直しがされた機体からの情報というものの精度

には少し不安があることも事実です。

　

　時は平成から令和となり、戦後世代の研究家が極めてニュートラルな状態で実

機あるいはそのパーツ、そして当時の一次史料に当たることで、その実像が体系

的にわかってきました。

　そんな研究家が、本書の著者である宮崎賢治氏と中村泰三氏です。

　宮崎氏と中村氏は日本国内はもちろんのこと、世界各地へ足を運んで調査と研

究を重ね、いまや世界中の博物館から復元考証や調査の依頼を受けるほど日本海

軍機に精通している人物です。

　

　本書は数多い日本海軍機のなかでもとくに人気を誇る零式艦上戦闘機、略して

零戦をテーマに、その機体各部がどのような色で塗装されていたのかについて、

おふたりの解説により紹介するもの。

　いわば誌面に構築された架空の博物館に展示されたパーツをご覧いただこうと

いう趣旨で製作したものです。

　本書がモデラーの皆さんの模型製作の何らかのお役に立てれば幸いです。

（編集子）
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※この作品は著者紹介と本書の趣旨を説明するためのもので、おふたりの著者をモデルにし
ていますが、文中の発言や表現の責任は担当編集にあります。あしからずご了承ください。
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※�本書では型式表記をとくに統一していません。例えばA6M3の場合は零戦三二型のパーツであるか、二二型のパー
ツであるかの特定が難しいからです。

※文中で長さや大きさを表す際にはcmやmmと、名称を指す際にはミリ（7.7ミリ機銃）などと表記してあります。
※�著者の撮影や調査にご協力いただいた博物館の御名前は巻末にも掲載してありますが、本文中では適宜下記のよ
うに省略しています。

　Planes�of�Fame�Air�Museum,�U.S.A　→　POF
　Imperial�War�Museum,�U.K� 　�→　IWM
　国立科学博物館� � 　�→　科博
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1. 零戦一一型＆二一型
三菱重工製ロールアウト時
Mitsubishi A6M2a & A6M2b

2. 零戦二一型
中島飛行機製ロールアウト時（昭和 17 年秋以降）
Nakajima A6M2b

▲一一型、ならびに二一型と分類される零戦は、機体全体をJ3灰色、カウリング部分
を黒の金属用塗料で塗装されるのが標準でした。図はその状態を表したもので、風防
内になる機体上面は反射除けのためのつや消し黒、補助翼のマスバランスは黒（つや
あり）で塗るよう定められていました。三菱製の零戦の主脚収納庫や脚カバー内側は、
三菱では機体の外側と認識していたようで、機体と同じ灰色で塗られています。

※胴体日の丸は直径75cm。第7隔壁（前後胴体のつぎめ）から20mm離れます
（零戦六二型までサイズと位置は共通）

▲中島製の零戦は二一型から生産が始まり、昭和1︎6年1︎2月から完成機がロールアウ
トしはじめますが、この塗装規定も三菱製と同様でした。ただ、主脚収納庫や脚カバー
の内側は機体内部と認識していたようで青竹色で塗装されています。中島製の零戦
二一型には昭和1︎7年夏ころから胴体の日の丸に75mm幅の白フチがつくようになり
ます。なお、零戦の尾脚の泥除けは黒ではなく「タン」です。

9.050m（1/48＝188.541mm）

零戦二一型
〔中島製造番号第 4967（通算 967 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 9918（通算 918 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 4968（通算 968 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 5951（通算 951 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 5953（通算 953 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 11001（通算 1001 号機）〕

零戦二一型
〔中島製造番号第 41066（通算 1066 号機）〕

▲中島では昭和1︎9年5月まで二一型を作り続けますが、その間の昭和1︎7年7月にま
ず主翼前縁に黄橙色の味方識別帯が付されるようになり、さらに昭和1︎9年3月頃か
ら上面濃緑色迷彩が施され、主翼上面の日の丸にも白フチが付くようになります。
主翼後縁から水平尾翼にかけて曲線的な塗り分けになるのが中島迷彩の特徴です。

3. 零戦二一型迷彩導入機
中島飛行機ロールアウト時（昭和 18 年夏以降）
Nakajima A6M2b
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上面色のオーバーラップ

この長さが1︎05mm

6. 中島製零戦二一型の工場迷彩機の上下面
　   Nakajima A6M2b

銀色のプロペラの裏面は黒で
はなく小豆色（茶褐色）です

日の丸は直径88cm
翼折畳み部から285mm 三菱製二一型の荷重標示帯

は赤1︎本（50mm幅）のみ
50mm 1︎00mm

中島製二一型の荷重標示帯は
青（1︎00mm）／赤（50mm）

中島製二一型は
最初から内蔵マスバランス

プロペラ先端の警戒帯は赤2本

尾灯覆は透明の
セルロイドです

突出型マスバランス

胴体の薬莢排出口内側は機内色
主翼下面のものは青竹色です

尾端覆の内側は青竹色ですが、本来は泥除け
がつくので（この図では省略）、中はあまり見
えないかもしれません

ジャッキポイントの標示（昭和1︎8年
頃から。三菱製二一型にあるとすれ
ば工場出荷後に追加されたもの）

多くの零戦の図面、キットにはここ
に丸いパネルがモールドされていま
すが、実機にはありません

味方識別標識は主翼1︎7番肋材まで
前後幅は1︎05mm

胴体の日の丸に白フチがつくように
なった中島製も、主翼上面のものに
は白フチはないので注意 燃料タンク給油口のアクセスパネルは赤く塗られて

います。ここを外すとタンクのキャップが現れます

ここは弾倉取り付け用の明かり取り窓で、透明アクリルがは
まっています。図は内部の青竹色が見える状態を表します

実機にはここの前後方向のパネ
ルラインはありません

フラップの歩行禁止
表示はコの字状。

突出式マスバランス
搭載機のステンシル

※�中島製二一型では右の「重垂増
大」の方のみ使用。胴体日の丸に
白フチがついた頃からこの記入
をやめたようです

内蔵式マスバランス
搭載機のステンシル

「足踏」表記は右だけ

翼端灯と編隊灯は左が赤、右が青
（緑ではありません！）

5. 零戦二一型の下面基本塗装
　Mitsubishi & Nakajima A6M2b

4. 零戦二一型の上面基本塗装
　Mitsubishi & Nakajima A6M2b

零戦二二型

二二型後期

昭和1︎8年7月頃の完成機から薬莢排出口
に蓋がつき（既存機にも追加）、昭和1︎8年
9月完成の1︎551︎号から1︎00発弾倉を、ま
た同じ頃から補助翼バランスタブも導入
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機
首
プロペラ

●︎ The propellers was unpainted until the end of 
1943, after that they were painted in brown. At the 
fields, it seems that they had been painted in a dark 
color since autumn 1943.

●︎ここで紹介するのは零戦の銀色プロペラの例
で、裏面は小豆色（海軍での呼称。茶褐色のこ
とです）で塗られています。これは零戦一一型
以降、零戦五二型の初期までのロールアウト機
で、昭和 18 年末から 19 年始め頃以降は全面茶
褐色となります。ただし、写真などを見ると、
前線では昭和 18 年秋ころから自前で暗色（色は
現地任せ）に塗っていたようです。

写真の警戒帯は斜めに見えていま
すが、本来は左下のイラストのよ
うに軸方向に対して垂直に入って
います。

50mm

50mm
100mm

50mm

50mm
α
α
α

α＝ 30mm

▲赤 2 本は昭和 18 年 7 月までで以後は上写真のような赤
1本、同年末に前面茶色になった際に黄色1本となります。

警戒帯

A6M2（手前）とA6M5（奥）のプロペラ先端

初期＆全面小豆色の場合の警戒帯

裏面は茶褐色

直線的な塗り分け

銘板

零戦のプロペラの塗装はこれまで「銀色の場合の裏面はつや消し黒」といわれて模型的
にはおそらくもっとも誤解されてきた部分。銀色の場合の裏面は、茶褐色なのです



21

▲ Stickers on propellers.  From top to bottom. Kugisho type: yellow base with 
black and red edge. Sumitomo type: gold base with black and red edge. Army & 
Navy type: yellow base with black edge.Sumitomo type was largely used during 
the war.  Army & Navy type was used from about 1944.

◀︎ Dark brown color samples. The left side: the 
back side of A6M2b propeller. The upper right 
side: the back side of the A6M5 propeller. Lower 
right, front side of G4M2 propeller.

◀︎小豆色の色合いの比較です。写真左
が A6M2 の 裏 側、 右 上 は A6M5 の 裏 側
（20 ページ左写真に写っているのもの
の裏）、右下は G4M2（一式陸攻二二型）
の表側です。なお、プロペラは住友金
属で生産されたものを三菱重工と中島
飛行機へ納品していたため、三菱製零
戦、中島製零戦とも仕様は同じです。

▲プロペラの銘板は今でいうステッカーですが、しっかりした作りなので
保存状態によっては当時のものがそのまま残っています。写真上は左ペー
ジのプロペラの銘板部分で、これは地色が黄で赤と黒の縁が付くもの。真
ん中は住友ハミルトン純正の金色地のタイプ、下は陸海統制橙黄色のタイ
プで、それぞれ著者と協力者の上浦氏とが共同で、実機に貼り付けて当時
の状態に復元するという目標のため複製中のものです。

※プロペラ銘板の情報は非常に少なく、さらなる精査を必要としていま
す。情報をお持ちの方は 109 ページのアドレスへご連絡ください。

85mm

35
m

m
35

m
m

42
m

m

80mm

82mm

空技廠黄色

住友ハミルトン金色

陸海統制橙黄色



28

機
首

エンジンカウリングの外側は見慣れていると思いますが、内側はなかなか見る機
会がありませんね。じつは内側も同じ黒で塗装されていますカウリング

●︎ Nakajima A6M2b cowling. It is painted in black over the red 
primer. In Nakajima, pure black was used.

●︎ The cowling is painted in black both inside and outside. The 
inside of the intake is also black.

▶まず零戦二一型のカウリング（「発動機整流環」といいます）をご覧くだ
さい。この個体は中島製の二一型で外側の色は三菱製のように青みが
かっていない純粋な黒です。よく見ると修理したパッチもあり生々しい
ですね。
▼中島製零戦二一型のカウリングの上半分です。カウリングにはまず赤
いプライマーが塗られ、その上から黒で塗装されています。

▶こちらは中島製零戦二一型のカウリングの下半分です。気化器空気取
入口の内部も丁寧に黒で塗装されています。
▼「発動機整流環緊締装置」と呼ばれる留め金部分です。楕円形の覆蓋が
付く部分も黒く塗装されていました。

▶カウリング内側も黒です。左側には気筒枕や 7.7 ミリ機銃用の機銃孔
の内側が見えます。

A6M2
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●︎ A6M3 cowling.  Both inside and outside are black painted.  
Mitsubishi used blue black.  This blue comes from character of 
carbon black used for the paint.

▲上写真 2 枚は A6M3、つまり三二型、または二二型用の上側カウリングです。こちらも
表裏とも黒で塗装されていました。三菱製零戦のカウリングが青みがかっていたのはもは
や周知の事実ですが、片渕監督によればこれはカーボンブラックの質に由来するそうです。

▲上 2 枚、ならびに下写真／零戦五二型用のカウリングで、やはり三菱
製のものです。こちらも本来は表裏とも黒で塗装されていました。

▼イギリスの五二型です。二一型と同様、「発動機整流環緊締装置」や、
楕円形の覆蓋が付く部分も黒く塗装されています。

A6M3

A6M5
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