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陸海軍共同で開発された救国の有人ロケット戦闘機

三菱 局地戦闘機 秋水
であると思う。なにしろ敗戦直前に完成、
局地戦闘機「秋水」
。ようやくこのテー
最初で最後の飛行を実施、その飛行で当
マが手掛けることができる。正直に申せ
ば筆者は「秋水」という製品を愛している。 たり前の着陸ができなかったのだ。
本書を御手になさっている賢明な読者
それと同質量で「もっといい方法はなか
諸兄なら周知だと思うが、
「秋水」という
ったのか」と、悔しい思いを抱いている
製品は独国で戦力化された最新鋭戦闘機
のも確かだ。故につい一言、余計なこと
「Me163」とその動力機関「HKW-109/509A
を口にしたくなる。付け加えるならこれ
型」が原型。問題はどうやってそれを手
まで執筆した中で最も過酷な運命の製品

大戦末期に登場したロケット戦闘機「秋水」。ドイ
ツのMe163を参考にはするものの充分な資料も資
材も時間もなかったためその開発には困難を極めた。
ここでは和製ロケット戦闘機の実態を紹介しよう

にするかだ。独国は日本から見て地球の
裏側。その遠距離を残り少なくなった貴
重な潜水艦と高練度の乗員達が厳重な敵
の監視を掻潜り往復、入手するという過
酷なものだ。莫大な対価で購入したサン
プルも図面も、そして膨大な関係資料も
運んできた潜水艦とそれを操る高技量の
乗員も独国で技術吸収した要員諸共、道

半ばの比島沖で敵の手に掛かり海底に葬
り去られてしまった。しかし運命とは不
思議なもの。まるでなにかの脚本でもあ
るかのように帰国を焦る技術者が経由地
での機転で潜水艦とは別の手段で届けた
「わずかな資料」を元に国内に散らばる
様々な知恵や技術を総動員し「秋水」と
いう形をなしていく様は、それこそ執念

「タービンポンプ」
「動力装置」とも呼称される。蒸気発生器にて生じた蒸気でタービンを回転、それに
より扇車で薬液を燃焼室に送り込む「KR10」の心臓部だ。1分間に1万4500回転
という高速回転で薬液を燃焼室に送り込む。100馬力。上でも述べたが甲・乙液はお
互いが触れ合うと爆発する。こんな危険な性質の薬液を独軍の「HKW-109/509A
型」では軸受けを兼ねた隔壁一枚づつだけで仕切っていた。精密加工が素晴らしい
独国ならば達成できるこの構造も稚拙な加工技術しかない日本では再現に非常に手
間取ってしまった。軸受けを緩く作れば薬液が染み出しお互いが触れ「タービンポ
ンプ」は爆発するし、軸受けをきつく作れば軸が廻らないというこ
との繰り返しであった。
この部位以外は全て克服したのだがどうしてもここの製造がネック
となってしまい「秋水」の完成が大幅に遅れる原因となった。

「乙液濾過器」

「調圧弁」

「台枠支持鈑」
燃焼室にて生じた莫大な推力（1.5トン）
をこの放射状に広がったこの部位で受け
止め、胴体に固定する発動機架の役目を
果たす重量な部位だ。本「KR10」は胴
体肋材との固定は左右二箇所と燃焼装置
支持架の合計三箇所のみだ

「燃焼装置支持架」
直径120㎜ある燃焼装置支持管だが
推力1.5トンが加わると流石に振動す
る。故にこれを固定するためだ

「調量装置」
別項を設けたが「KR10」の出力は三段になっておりその操作はスロ
ットレバーで行うながその制御はこの三つのコックで行なう構造だ
「台枠」
台枠自体にはさほど強度はない。タービンポンプや調量装置らを囲い保護する程度の役目だ
「起動電動機」
動作電圧24ボルト出力1キロワット。
「KR10」を起動させるにはこの電動
機を回転させ、タービンポンプを回転
させ甲液を蒸気発生器に送る。触媒に
反応し蒸気が発生し、電動機を介さず
ともタービンポンプが回転すれば始動
成功だ。工作がヘタだった「KR10」
ではこの段階で不安定な回転や爆発が
多発したのだろう
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特筆すべき点としてこの「蒸気噴子」について述
べたい。燃焼室は徳利状だと述べた。故に窪んだ
部分に甲・乙液どちらかが反応せずに溜っている
可能性がある。両液を混ぜたら危険だが、こんな
激しい反応をする液体は混ぜなくとも危険だ。故
にここから蒸気を噴出させ、溜った薬液をノズル
外に吹き飛ばす清掃機能が付いている

三菱 局地戦闘機 秋水
で火が点きそうな程であったと思う。そ
の熱意に関し筆者は平身低頭だ。だがあ
えて一言口にする。潜水艦で地球の裏ま
で行き、また日本に帰ってくるという行
程に必要な時間は沈没してしまった道半
ばまででも概ね八ヶ月。極論だが結果と
してこれらの時間を費やし手にできたの
がわずかな資料ならばこれらを潜水艦で
取りに行くという直接的な手段の他に同
時進行という形で無線などの電信で独国
と直接毎日少しづつやりとりで進めてい
たら「秋水」は資料が届く八ヶ月という
時間を活用できて、もっと早く完成に漕
着けたのではないかと、全く詮無い事で
はあるのだが強く筆者は思う。

前置きが長くなった。
局地戦闘機「秋水」図説はまずは「秋水」
が「秋水」たる核心部分、動力装置の
「KR10」から始めたい。毎度のことだが
細部は筆者の推測が入っていることをこ
こに断っておく。何しろこれを胴体に納
めた結果が一度見たら忘れない容姿の「秋
水」に至ったのだし推進原理が全く異な
る。それまでの戦闘機にしろ爆撃機にし
ろ、また液冷にしろ空冷にしろ大部分は
ガソリン内燃機関であった。周知の通り
ガソリン内燃機関とは吸気、圧縮、爆発
で発生する反動を回転運動に換えるとい
う面倒で重いものだが、
「秋水」のそれは
「甲液」
（過酸化水素+オキシキノリン）と

「蒸気発生器接続導管」
「甲液」を送り込む為の管

「乙液」
（メタノール+水化ヒドラジン+純
水）の二種類を頑丈な燃焼室内に噴射・
混合させると爆発的化学反応が生じ、そ
の衝撃を噴進機関として使うというもの
だ。見開きの図から何とも細長く華奢で
シンプルな容姿であることはお解りにな
ってくださると思う。
「KR10」という名称が出たのでこれの説
明から入りたい。二種類の薬液を使うと
のことで「クスリ・ロケット」の略だ。
何とも日本チックな名称ではないか。詳
しき資料がないので推測の粋を出ないが
名称の数字は開発通しナンバーではなく、
海軍が愛用した一桁目と二桁目で各々別
の意味をもつものだろう。

「ＫＲ10」全体図（左側面図）

「吊下げ金具」
この位置にこれがあるということは本「KR10」の重心がここにあ
るということだ。如何にタービンポンプらを囲う台枠部分が軽く、
内包する燃焼室が重いかということでもある

「蒸気発生器」
本容器内に二酸化マンガン等をセメントで練り固めた太さ鉛筆程
の触媒が多数入っており、甲液送り込みこの触媒に反応させ蒸気
を発生させる。その生じた上記を「タービンポンプ」に送る

余談ながらのちに陸海軍共通名称とし
て発動機に「ハ番号」と同じくこの「KR10」
にも「特呂二号」という名称が与えられ
ることになるのだが。二種類の薬液を混
合させれば推進力が生ずると文字で記せ
ば簡単だが実際これを動力装置としてま
とめるのは簡単ではなかった。その辺も
引出線部分で述べようと思う。潜水艦一
隻と100名以上の人命を使って手にした資
料で造った「秋水」
。ではその図説に入ろ
う。

「点検口」
燃焼室へ至る20本もの配管を点検するものだ

「ノズル」
甲乙両液が想定される配合で混合した場
合、ここから「虎の尾」と呼称される黄
色と褐色の焔が噴き出す

「冷却用管装置」
「燃焼室」は非常に高温となる。そのまま放置すれば熔解破損する。
そこで純水を含む「乙液」を循環させこれを冷却する

「燃焼装置支持管」
文字とおりここは筒になっており、内部には燃焼室へ至る20本も
の配管を通している

「乙液放出弁」
冷却用管に乙液が溜っていると危険なのでここを使って管に溜った
薬液を放出させる。愚問だが、その放出した乙液に何があっても甲
液を触れさせてはならない。触れたら最後、「KR10」共々、操作
員は粉々になるからだ

「燃焼室」
厳密にはこの覆の下に徳利状の頑丈な容器があり、それが燃焼
室と呼称されるものだ。別図を用意したが底にはシャワー状の
小孔が二〇箇設けられ、そこから二種類の薬液が噴射・燃焼室
内で混合され化学反応を起こす。燃焼室と呼称するよりも「反
応炉」とした方が真実を述べているように筆者は考える次第だ

【燃焼室燃料噴射器噴射状態模式図】
「KR10」は三段の出力調整が出来ると述べたが水道の蛇口の
ように水量を調整するという方法で出力を増減させるのではな
く、噴射する箇所を減らしたり増やしたりして燃焼室に送り込
む薬液の量を調整する構造となっている。

【一段使用時】

薬液噴射口は効率良く反応させる為に円錐状に噴射する工夫が
されている。
なお、大孔は甲液噴射口を示し小孔は乙液を示し濃いトーン
部分が作動箇所を示す

【二段使用時】
一段が噴射している状態に図の
二段も追加し噴射、反応させる

【三段使用時】
一段+二段が噴射している状態に図の三段
も追加し噴射、反応させる。最大出力時

精密加工技術の無い当時の我が国
では「タービンポンプ」の再現性
は極めて困難だというのは独国で
は判っていたハズだ。精密加工を
施した「タービンポンプ」を用い
た噴進機関を購入したいと我が国
が申し出た際に独軍の液冷発動機
共々「やめておけ」と忠告するの
が真の同盟国だと思う。我が国潜
水艦が独国に向っている三ヶ月間
を使い、日本の拙い技術でも再現
可能な「タービンポンプ」を独国
が先んじて設計してやるのも真の

意味の同盟国だと思うし、駐独武
官が図面等を見てこの部位の改設
計を独軍製造元に依頼するのも仕
事だと思う。背伸びをして高いと
ころのものを手に取ろうとする姿
勢と意気込みは絶対に必要だ。で
もそれは時間のあるときに用いる
べき手段だ。せめて我が国で「タ
ービンポンプ」の製作を始めた時
に改設計竝別構造の「タービンポ
ンプ」班を立ち上げ平行進行して
欲しかったとも思う。以上、筆者
のやるせない、詮無い後知恵だ

5

「秋水」のコクピット
「連動桿」。
防弾硝子に被弾というのは物凄い衝
撃である。いくら防弾硝子で銃弾を
受け止めるということが叶っても、
その衝撃で防弾硝子が根元から
折れてしまっては大変に危険
だ。 故 に こ の「 連 動 桿 」
で筋交いする

「秋水」という戦中工業製品に対し、筆
者は大きな興味を抱いている。過去他商業
誌でも、また個人出版でも複数回「秋水」
を描き、愛してもいるし憎んでもいる等、
イロイロと述べてきた。その想いが天に通
じたのだろうか。この記事を執筆中に筆者
と「秋水」の接合面が大きく変る事態があ
った。
『それ』を述べる前に「秋水」とい
う戦中工業製品とは何かを軽く述べておこ
う。

高高度を飛行する敵爆撃機を迎撃する局
地戦闘機のひとつだ。名目は雷電と同じだ
が血筋と性能、危険性等、全てがブッ飛ん
でいる。まず血筋だが同盟国独逸で開発運
用開始されたロケット戦闘機「Me163」の
資料やサンプルを購入、これを用いてこの
機体を我が国内でライセンス生産すべきが
理想なのだが、これら資料を潜水艦にて日
本へ向け輸送中、大部分が敵の妨害により
亡失、遺された僅かな資料、加えて進んだ

枠には何箇所もネジがあり、これを締めつけると枠内に鋏んだ防弾硝子を押しつけて固定するとい
うものだ。直接硝子とネジが当たると割れるのでパッキンを挟むように指示がある
3分で高高度に達すると述べた。
それは急激に気圧が低下するということ
でもある。これに伴い鼓膜の異常や酸素
が肺を介し血中に取りこめない等の問題
が起こる。それを少しでも緩和させる為
に「秋水」では従来の酸素吸入器に代わ
って頭部をすっぽり包む特殊装備「与圧
面」導入が予定されていた。高圧酸素を

飛行方向

防弾硝子全体図
「秋水」には二種類の防弾硝子搭載が考えられていた。
ひとつは「零戦五二丙」型後部に使われた台形状55㎜厚のもの（丙のものと「秋水」のこれを表す寸法があれば同一品か
を見極めることができるのだが！）と図で描いた将棋の駒のような五角形のものだ。55㎜厚のは幅が400㎜、高さが230
㎜。（硝子部分寸）
五角形のは幅が450㎜高さが270㎜、70㎜厚（硝子部寸）。
戦訓として防弾硝子は70㎜厚があれば米軍主力機銃「M2」発射銃弾を停弾できるとのことだ。筆者の推測で恐縮だが、
70㎜厚のを設計したが作っている余裕がないので極初期量産「秋水」は量産中の「五二丙」型のを流用……という流れで
はないだろうか。貫通する可能性のある厚みのものを搭載するというのは安全性上問題があるのだが別項でも述べたが「天
蓋」を飛ばした後の「遮風板」としての役目もあるのだ。薄くとも絶対に必要だ

搭乗員と機体との比率を御覧になってくださると幸甚だが、 はない。
「秋水」とは本当に小さい機体なのだなあと実感する。
これの揶揄として「缶飲料」が挙げられる。
資料によってその胴体長は異るのだが、最も大きい値でも
機体は「缶」、燃料はその缶に入った「飲料」。そのココロ
その全長は6000㎜だ。1000馬力発動機を搭載し、極限
はロケットの重量とはほとんどが燃料である、ということだ。
まで軽量化、傑作と謳われた「零戦」でも全長は9000㎜
「秋水」も同じだ。搭乗員を防弾鋼鈑で区切った後側胴体内
を超えるのだ。『アナタノ知ラナイ兵器』の中で、ニンゲン
は可能な限りの容積を燃料槽に充てている。それだけでは
サマが搭乗するシロモノで最も小さい製品が「秋水」である。 ない。搭乗員の左右脇の僅かな空間にすら薬液燃料槽が設
未来的な後退翼、水平尾翼が無い構造と、これらは10ペー
置されている。駆逐艦や水雷艇が罐に仕方なく船体を付け
ジの主翼図説で述べるが前ページの薬液混合発動機
ている……という揶揄、ロケットや「秋水」に言うのであ
「KR10」は気が狂いそうな強力な推進力を発生する。「零
れば燃料槽に仕方なく胴体を付けている、だろう。
戦」などは高度1万ｍに達するのに1時間前後を必要とるの
胴体基本形は同心円の方錐形だ。ニンゲンサマが乗る都合
に対し、「秋水」は3分も掛からないという当時の航空機達
で視界を確保する為方錐形の上にもうひとつの方錐形を載
の常識を覆す途轍もない上昇力だ。
せた形状が「秋水」の胴体基本形だ。
こんな突き抜けた性能だ。反作用の欠点がある。搭載燃料
「秋水」が戦力化され、しばらく時間が経過したなら絶対に
が全力では3分（資料によって差違がある）で使い切って
用兵側から「雷電」のときと同じく後方視界を何とかしろ等、
しまうのだ。ロケットの燃料大喰らいは戦中も今も変わり
難癖がつけられるハズだ

この「与圧面」内に加圧し無理矢理にで
も酸素を送り込むというものだ。過去目
にした資料ではこの特殊装備「与圧面」
は視界が悪く使い慣れた酸素吸入器に戻
すとあった。……酸素吸入器でも酸欠で
視力が大幅に悪くなるとも聞いた。
「視界
が悪い」と感じる程、視力を確保できる
のは「与圧面」の恩恵ではないだろうか？
新型照準器の形状が不明なので概略線のみ

「点検扉」
左舷のみの装備。この「先端覆」内には通
信機と直流発電機、「蓄圧瓶」が内蔵され
ている。「蓄圧瓶」は機銃装填用なのだろ
うか。それとも降着装置上げ下げに使うも
のだろうか。
余談だが「秋水」の通信機は受信機のみの
装備。さらに余談だが「秋水」が参考にし
た独軍の「Me163」のここは厚鉄で円錐
に成形した防弾構造となっている。「秋水」
は他と同じ厚みの軽金属製で成形している

通常胴体は軽金属で構成されるのだが「秋
水」のこの部分外板は鉄板を使用。防弾鋼
鈑としての役割よりも両翼前縁より突き出
た大口径機銃発射炎とその衝撃を凌ぐ意味
だろうと推定

天蓋開閉図
「遮風板」と「天蓋」二分割され天蓋のみが可動する……という見馴れたものではなく「秋水」のそれは一体化
したものだ。その開閉は図のように右舷側にヒンジがあり、左舷側が46度回転する形で開閉する。この回転す
る手法は「月光」等の他座機では見受けるものだが単座機でこの方法は勉強不足な筆者の知識で恐縮だが「秋水」
くらいではないだろうか。
「月光」では開放時、天蓋が勝手に下ってこないように支
「酸素瓶」
え棒があるのだが「秋水」では防弾硝子下にこれを収納
2本搭載する
する場所があり、
「天蓋手掛」に先端の把付鐶を掛ける形

筆者はこの桟に付く幅広部分の意味を桟をここで継いでいるのか等、
色々と考えていた。思えば「雷電」にもこの構造は使われている。
今回、提供された資料ではその明確な答は記してはいなかったのだが天蓋に嵌め込んでいる
有機硝子に穿孔、この幅広の裏打ち板とでネジ留めする指示があった。
……これの意味だが通常航空機とは異り「秋水」は高速で高度1万ｍに達する能力があり、それは言い換
えるなら短時間のうちに気温が低下する、ということでもある。有機硝子が地上の温度のまま上空のマイナス20
度程に冷やされ収縮し、枠から外れるのを防止する意味があるのではないだろうか
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「天蓋手掛」
「固定支柱」

で固定する（名称は固定支柱）。
……残念ながら得た資料では天蓋の重量の記
載が無かったのだが一体化故に相当な重量
があるはずで、この「把付鐶」をしっか
りと天蓋把手に固定しないと乗込時、大
変に危険だ。……「危険」では伝わり辛い。
鳥を捕まえる時に作る支え棒とザルとを
使った罠、この関係がそのまま「秋水」
の天蓋と「固定支柱」に充て嵌まる。支え
棒を外したらザルが被さるのだが「秋水」の
場合、指先を鋏んだら骨折か切断という大事故が待
っている

緊急時、一挙動で「天
蓋」を外す機能が「秋水」
にはある。通常の開閉は操縦席左
舷に「天蓋開閉装置」を手前に引くと
左舷クリップが外れ右舷ヒンジで開閉できるの
だが、非常時には「天蓋開閉装置」下に設置されている
「天蓋非常開放装置」を同じく手前に引く。するとこれは「天蓋
開閉装置」とも連動しており、左舷のクリップが開放され、ついで右舷の
ふたつあるヒンジ固定が抜け天蓋を固定するものが何もなくなる。あとは搭乗員が
機内より天蓋を持ち上げれば飛行中ならば天蓋は後方に飛び去って行く……というも
のだ。機体全体主文でも述べたが操縦席内に場所を見つけて燃料槽が複数ある。どれも
皆、毒性が強く、またカラダを溶解させる大変に危険なものだ。地上で天蓋を閉じた後
でも操縦席内に燃料が漏れ出した時などは遮二無二にこの装置を使って脱出を推奨し
たに違いないと思う。飛行中に天蓋を吹き飛ばした場合を想像するのだが、胴体に固定
された「遮風板」と可動する「天蓋」の見馴れた形式ならば「天蓋」を飛ばしても「遮
風板」があるので搭乗員は風圧をこれで受け流すのだが「秋水」の場合は一体型だ。ま
ともに風圧を受けることになる。そこで操縦席内に取り付けられた「防弾硝子」だ。こ
れが簡易な「遮風板」の役目を果たしてくれるに違いない

図では描かなかったが防弾硝子前に照準器が付く。恐らく「四式射爆照準器」が付くと推定
するのだが輝の調整や構造目盛の大型機への変更等、防弾硝子向こうでは大変にやり辛いだ
ろうと推定する。一部資料では「秋水」に相手の未来進路を見越す計算装置内蔵型新型照準
器を搭載する……というものもあることをここで述べておく

三菱 局地戦闘機 秋水
独国技術を我が国の幼い技術力に置き換え
る改変段階で色々と大きく異ったテイスト
で誕生したのが「秋水」だ。世に出た文献
のいくつかでは「秋水」を「Me163」の複
製品と謳うものがあるのだが、複製品が作
れる技術力があればどんなに楽だったか、
またもっと速く「秋水」が形を成していた
と筆者は思う、とここまでが「秋水」の誕
生経緯だ。
七転八倒して作り上げた薬液混合発動機

「甲液注入口蓋」
この蓋を取ると中は漏斗状になっており、その
底に燃料蓋がある。
「秋水」は危険な薬液を二種類混合させると爆発
的推進力が発生する……とはすでに述べたが二
種類のうち最も危険なのが「甲液」だ。ほとん
ど全ての物質と反応、閃光を放って爆発する。

「KR10」を前ページで描いた。続いて胴体
の上下面を描くつもりで居たのだが本稿を
執筆中に『それ』は起きた。
1/144スケール
の模型を中心に製品化する静岡県の模型メ
ーカー、
SWEETの温厚な杉田社長より「秋
水」資料の提供を受けたのだ。今まで朧げ
な形状だったものが今回提供の資料では手
を伸ばせば形を把握できるような資料であ
った。独国より「Me163」資料提供を受け
た我が国のように感じた。どうせやるなら

静岡まで海路を使って資料を取りに行けば
「秋水」の疑似体験ができたのだろうが、
と後知恵に思ったりする。
そこで手にできた資料を活かすという形
をとり、ここでは機体上面と天蓋、そして
天蓋内にある防弾硝子について述べていく
ことにする。

機体外側のみを筆者が見たまま、感じた
ままを述べるのが『アナタノ知ラナイ兵器』
の主旨であるのだが、正直、筆者は防弾硝
子が大好物なのだ。故に見開きで描いた全
体図で主翼と胴体下部のトーン網点が粗い
部分は便宜上簡素に描いた。これらの詳細
は次ページで述べる。

これをここに注入するだけでも異音を発し発煙
するとのことだが、ここに作業員は馬乗りにな
り覚悟を決めて注入する……。展張する空中線
は非常に邪魔だっただろうと推測する。すぐに
でも逃げ出すのを邪魔する浮ついた心配より、
この空中線に引っ掛かって転倒等の事故が起き
るということの方が遥に心配だ

「秋水」の胴体は方錐形であり、その断面は真円だ。
重心点近くに薬液燃料槽が設置されている。その上に
は酸素瓶1本と、これは恐らく窒素ガスが充填された
高圧空気瓶が2本押込まれ固定されている。
この隙間から辛うじて後方が見える程度だ。この薬液
燃料槽の前には防弾鋼鈑が、それには急加速で搭乗員
の後頭部を打ち付けないようにと頭当て布団が用意さ
れている。
意外なのはこの薬液燃料槽と防弾鋼鈑の間は大小様々
な配管が行き交っているのだが……これは底の抜けた
バケツのように燃料を消費する為、場所を見つけては
薬液燃料槽を設けた結果だ。触れれば身体が溶解する
ような危険な液体が数センチ隣で物凄い勢いで行き交
っているなんて……実に気持ちの良いものではない。
風防は別項でも述べたが前後に滑動するものではなく、
右舷にヒンジがあり左舷をはね上げる形で開閉する。
「月光」等で見馴れた方法だが、「月光」の場合は一番
機首側の「遮風板」は固定だが「秋水」の場合は全体
が開閉する。
搭乗員前にある五角形のものは肉厚の防弾硝子だ。
風防ははね上げ式だ……と前述した。この構造では飛
行中の開閉は絶対に不可能だ。

不幸にも「秋水」より空中脱出するときはこの風防を
吹き飛ばす。
すると「遮風板」が無いのでまともに風が搭乗員に当
たるのだが……この防弾硝子が風防の代わりとなって
くれるはずだ。
「秋水」は時速800km以上を出すことが出来る。そん
な全力飛行時に機銃発射をすることはないだろうと思
うのだが相手敵重爆との速度差は時速200km以上に
なる。正面からの撃ち合いならもっと速度差は激しく
なる。
余程近寄って撃たねば命中は期し難い。これらを勘案し
照準器はどうやら新型のものが搭載されるようなのだ。
何しろ「秋水」は初飛行で失われたのだ。もう数段階
先にやっと実用化がある。照準器の選定などはもっと
先の先のことだが既存の「九八式射爆照準器」や新「四
式射爆照準器」ではとても用を成さないと素人の筆者
でもそう思う。
我が国でも少しづつ研究されていた相手の未来進路先を
計算する見越し角修正機能が付いた計算機付照準器を搭
載を目論んでいたようだ。折角作った「秋水」も機銃撃
っても当たらないではその存在価値は大きく減る。
この新型照準器搭載は当然の仕様だと考える次第だ。
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「秋水」降着装置
は相当に面食らったようで名称も台車のこと
このページでは「秋水」の「降着装置」に
を「主車輪」
、ソリのことを「着陸用ソリ」
ついて述べよう。
と何とも滑稽でぎこちない名称としている。
周知のとおり「秋水」に搭載された発動機
この「主車輪を投棄しソリで着地する」とい
は混合させると爆発する二種類の薬液を制
う手段の採用した理由は降着装置容積を極力
御・混合させることにより推力を得るものだ
小さくしたかったからだ。何しろ「秋水」も
が、これのインパクトが強過ぎて降着装置な
「Me163」も推力を維持する為に発動機に内
ど地味な部類に入ってしまうが、前述の発動
蔵されたタービンポンプで薬液を燃焼室に遮
機がブッ飛んでいるのだ。当然降着装置もブ
二無二に送り込む必要があり、その結果3〜6
ッ飛んでいる。図を御覧になってくださると
分程の短時間で機内燃料槽の薬液が尽きてし
幸甚だが台車に「秋水」を載せ加速、主翼が
まうのだ。
浮力を産出し、機体が浮き上がったのちに、
機体の大部分を薬液燃料槽とする構造を採
この台車は胴体内に格納せず機外に切り離す、
というものだ。着陸時は格納式のソリを使う。 用しても短時間で燃料切れとなる。車輪を格
納する場所も重量も全て燃料槽に充て航続距
降着装置にソリを使う例はほとんどない。海
離を確保したい。この姿勢は研究機のようで
軍航空隊に限って述べるなら滑空機や滑空輸
もあり、純粋に空を飛ぶ手段たる、飛行機と
送機、
「桜花」訓練機、
「九三式中間練習機」
しては理想の姿であるとも思える。
の尾部らでは前例としてはあるのだが、戦闘
しかし、だ。この降着装置と手段を採用し
機でソリを使う例は降雪地帯で主脚に特別装
た機材で相手と命のやり取りをしようとする
備としてソリを付加する例くらいしかない。
と、目論んでいた利点よりも拭っても拭い切
「秋水」のようなソリを主用する例は勉強不
れないほどの負い目を負うことになった。そ
足の筆者が知る限りでは「秋水」だけだ。
れが何なのかは【このページのまとめ】部分
この方法は「秋水」のオリジナルではなく
で述べることにする。
製作時に参考品とした独軍の「Me163」が採
それでは「秋水」の降着装置の図説に入ろ
用した降着装置とその手段が同様のものだっ
う。
たからなのが、設計する日本側もこの方法に

発動機燃焼室外板に設けられた穿孔だが、今回の作画まで単に高
温となる燃焼室付近を冷却するためだと推測していたのだが、別
項で述べた「点検窓」から取り入れられた外気はここの穿孔から
も放出され、発動機を冷却しているのだなあと気付いた次第だ

これら破線は反対舷にあ
る装備だ。位置を知っても
らうために便宜上描いた

排気管。左舷に
寄っている

尾輪は格納式で降着時には図のように下げる
「甲液放出口」
不安定要素が山積する「秋水」。薬液を使い切る前に発動機が停止する場
合もある。この場合、薬液共々降着するのは非常に危険だ。そこで二液
ある薬液のひとつを機外投棄する。……ふたつとも投棄すればいいのに
と一瞬考えるのだが地上だろうが空中だろうが二液が交じり合えば爆発
するのだ。片液だけ、それも特に危険な「甲液」をここより投棄する。別
項で述べた「空気抜口」からの導風もこの投棄には役立つだろう

前後胴体結合部（第十肋材）

発動機が回転中は下部排気管から図
のように水蒸気が勢いよく噴き出す
格納状態の尾輪

「着陸用ソリ」（格納時）。
底面に設けれた「主車輪」固定用の孔

「主車輪」に結索された「牽索」
今回の作画で描きたかった部分のひとつとして「点検窓」がある。主翼上面のは左右両舷に存在
するのだが、主翼下面のは右舷のみの装備だ。左右両舷のものは打ち出しにより開口部が三つあ
るのだがこれは機外方向に開口しており、右舷のものは開口部が五、方向は機内側だ。「点検窓」
機首側肋材で胴体は前後に分割出来る。後部側には発動機が内蔵されており、内部は高温となる
ので上部「点検窓」から外気を取り入れ、下部より機外に放出する……という構造となっている
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投棄される「主車輪」

三菱 局地戦闘機 秋水
▼離陸間も無い「秋水」図
主翼は次ページで述べるのでここでは粗いトーンで表現している。
「着陸用ソリ」は離陸時も下げた状態で「主車輪」と連結する。
本図を描くのに「Me163」の記録映像を目にしたのだが、
「主
車輪」の狭いトレッド幅（「秋水」は僅か910㎜だ！）で離
陸速度まで加速する様は見ているだけでヒザを握りしめるよ

うな気持ちだ。舗装した滑走路でも激しい揺れがある。草地
での離陸は文字通り恐怖で寿命が縮む思いだ。高速で横風で
も喰らったらトレッド幅が狭いので即転覆だろうし、混ぜた
ら爆発する薬液が満載している。混ざらなくとも単液でも触
れれば人間が溶解したり燃えたりする薬液がつまった槽が背
中両足横にあるのだから

▼「秋水」の降着装置概略図
「秋水」基本胴体構造は真円方錐形で、これ
の上下に操縦席と降着装置を包み空気抵抗
を低減させる「下部覆」を追加したものに
なっている。「下部覆」の下面は油圧動作で
上下可動する「着陸用ソリ」となっており
つらいち
格納時は「下部覆」底面となる面一構造だ。
これを直径700㎜、幅200㎜の車輪二つが
付いた「主車輪」上に載せる。筆者の意見
で恐縮だが名称は「主車輪」よりも「台車
装置」としたほうがしっくりとくると思う
のだが、名称はともかくこれに「秋水」本
体を載せる。ただ上に載せただけでは危険

「先端覆」
本家「Me163」ではこの部分は装甲化され強力な防御とな
っているが我が国では防弾鋼鈑を円錐状に加工する技術がな
い為に軽金属で形成されている

だ。「主車輪」がきちんと真っ直ぐ転がって
くれるように位置決めを、また滑走中に勝
手に前後左右に動かぬよう、
「主車輪」の「着
陸用ソリ」接合面側には2本のピンが突き
出ており、これを「着陸用ソリ」底面孔に
はめ込み、その上、左右二箇所に設置され
た着脱固定具が開放されることにより連結
が解消される。手にした資料には謳ってい
ないのだが「着陸用ソリ」を上下する「油
圧筒」は緩衝器の役目も果たすだろうか。
余談だが独軍の「Me163」では全く衝撃
を吸収してくれずに搭乗員が尾てい骨を骨
折したりしている

この部分は鉄外板だ。両翼前縁より突き
出る強力な30㎜機銃の発射炎と衝撃を受
け止める為だ。もしかすると防弾鋼鈑の
意味もあるのかもしれない
「下部覆」と称する
降着装置を内蔵す
る覆

「手孔」
右舷のみの装備。これを開放させると「ブレーキ油圧筒」が見える構造になっている
「曳航索鈎部」
中に眼環があり、名称のとおり曳航索を結索させる。用途は地上運搬や発動機を使わずに曳航機を使って飛行する時だ。
「秋水」が実戦配備された場合、掩蔽時には、きっとここを使って牛に曳かせるのだろう。高速で飛ぶ「秋水」を牛
が牽引……想像しただけで堪らなく愉快な気持ちになるではないか
「空気抜口」
長らく筆者はこの部位の名称と意味が不明であったのだが今回提供を受けた資料でそれらが判明した。
面白いのは左右に存在する「空気抜口」は各々「甲液」と「乙液」薬液槽に接続され、ここより取り
入れた風圧で薬面を加圧しタービンポンプの汲み上げを助ける……というものだ。「秋水」が薬液を残
したまま転覆したら、ここから逆流してくるのかと考えるとぞっとするではないか

◀「主車輪」を投棄し、上昇に移る直前の「秋
水」図
機内からの操作で「着陸用ソリ」は格納される。
「主車輪」投棄は別操作なのか、それとも「着
陸用ソリ」を格納すると連動して投棄されるの
かは資料で謳っておらず不明だ。
別項で「主車輪」は油圧制動機能がある、と
述べたが油圧管を切断すると機内の蓄圧筒から
全ての油が抜けてしまうのではと心配になった
のだが「主車輪」には1本、「牽索」があり、ど
うやらこれが引き抜かれると車輪への油圧が止
められる構造のようだ。
さて、どのタイミングで「主車輪」を投棄す
るのだろうか。当時「秋水」搭乗員達は高度

【このページのまとめ】

10ｍに達したら投棄するように指示されて
いたようだ。本家「Me163」では数多く
記録映像が遺されているのでこれらを見
ていると4ｍ程の高度で投棄している。
「主
車輪」は空気抵抗が大きいので少しでも早く
投棄し、加速・高度を取りたいという搭乗員も
いて中々興味深い。これまた余談だが、あまり
に低い高度で投棄すると「主車輪」が地上で跳
ね返り機体に当たり損傷……という事故も報告
されている。筆者が過去目にした資料ではこれ
で殉職した方もいる、とのことだ。「着陸用ソ
リ」を格納した「秋水」は失神しそうな急加速
で文字通りロケットのように急角度で上昇して
いく

別項で述べたとおりソリを使って降着する。薬液を使い切った状態で
は「秋水」は滑空機として着陸する。滑空機故に遠く飛べない。高度の
3倍の距離に着地場所がないともうおしまいだ。滑空機とは言え着陸速
度は非常に高い上にソリ1本で着陸させるのは馴れた搭乗員でも冷や汗
が止まらない行為だろう。ソリを使うということで地面も草地かコンク
リート舗装に限定だ。草地なら激しい凹凸があるだろうし草がソリに絡
まる急激な減速は、さながら塀に激突するような衝撃があるだろうしコ
ンクリート舗装ならソリは火花を飛ばしながら延々と擦過音を上げなが
ら減速する。ソリにはブレーキがないのだ。降雨後に路面が濡れていた
ら滑走距離が長引く。目前に障害物があったらそこでもおしまいだ。単
純な飛行目的なら搭乗員はこの停止した「秋水」の風防を開け、迎えに
来た整備員らに急加速・急上昇を心酔した口調で語り、そして命懸けの
着地に対し恨み言を口にするだけだろうが、これが戦闘となるとエラい

「油圧筒」

「着陸用ソリ」

支柱は前・中・後と三組ある
「主車輪」今回の作画をするまでは「主車輪」は切り離し機能だけがついた台車だとばかり思っていたのだが「先端
覆」の中には「ブレーキ油圧筒」があり、それより伸びる油圧管は本「主車輪」に繋がっているので「主車輪」に
は制動機がついている、ということだ。これには少なからず驚いているが、冷静に考えれば当然のことなのだ。し
かし本「主車輪」は空中投棄されるのだ。それは油圧管が途中断裂することを意味する。かなり無茶な仕組みだな
あと思うし、油圧を加圧する手段は操縦席座席上に2本ある酸素瓶を使っている。以前これには200気圧充填され
る……と耳にしたことがあるので手段としては間違っていないとは思うのだが……

こととなる。爆撃機を血祭りに上げられ復讐心に燃えた敵護衛機が着地
し無防備な「秋水」を破壊するために急襲するからだ。何しろ「秋水」
は薬液を使い切ったら自力では動けない上にへたり込んでいるのだ。
「二
等輸送艦」のような2本ソリならば自立ができるので力技で無理矢理牽
引するという方法も採れるが「秋水」は一本ソリなので傾き単独では身
動きもできない。そこに敵機が急襲ではもうおしまいだ。連中にとって
着地した「秋水」、もっと言えば「Me163」は御馳走でしかない。そ
もそも独軍は何故、利点よりも制約が余りに多く問題だらけの降着方法
を採用したのだろうか。近未来的な容姿をもつ機体に全く不釣り合いな
降着装置採用……アタマがよいのかバカなのか全く計りかねる。折角、
空気抵抗を低減させる水平尾翼を省略した翼構造なのだ。その浮いた空
気抵抗を「白菊」のような中翼固定脚を「秋水」につけたら良かったの
ではないだろうか。スパッツを着ければ空気抵抗も減るだろうし何より

も着陸後にへたり込む欠点は解消される。時間があれば米軍の「F4F」
のような胴体側面から飛び出るような格納式主脚を付加させるという案
はどうだろう。後者の場合、燃料槽容積が減るが帰投する度に敵機に破
壊されるよりずっとマシだろう。今回の作画で色々と思い巡らせたのだ
が、独軍より得た僅かな資料を元に我が国の知恵で「秋水」に至った、
とは本稿で何度も何度も何度も述べてきた。「主車輪」の油圧制動等、
持ち帰った資料にはこの部分まで記してはいないだろうと思う。こんな
細かいところまでよくぞ短期間で検討・設計をし、製作をしたものだと
感心する。工業基盤は低い当時なのに知恵は相当に高いものだったのだ
ろうなと思えた。この鋭い感覚と知恵で降着装置をどうにかする改良案
が出ていたことを願う次第だ
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「秋水」主翼
「吊上装置」
今回の作画で驚いた箇所のひとつだ。
前ページで「秋水」が帰投したら降着装置が橇故に傾いた状態でへた
り込むと述べたがこれを持ち上げる時に使うのがここだ。面白いのは
前桁と後桁に固定された吊上金具の方向が異なる点だ。また格納する
方法も異なっているのも面白い。前桁のは胴体前後方向に丸孔に丸蓋
（蓋は取外し構造か）に回転格納、後桁のは胴体左右方向に回転、格納
時は吊上金具に固定された外板が胴体外板と面一になる構造となって
いる。後桁吊上金具の方が利便性が高いように思う。これの意味だが
この金具直前より後部胴体は原動機整備のために外せる構造になって
いるのでこれを見越しての構造だと推測する

「五式30㎜固定機銃」。主翼付根に装着される。当然だが両翼
装備だ。携行弾数は各50発。得た資料には謳っていないのだ
が「雷電」の機銃のように推進軸に対し1.6度ほどの仰角が付
いているようだ。これは即ち、「B-29」の直上から真っ逆さ
まに加速降下攻撃を仕掛ける……ということだろうか

後退翼には利点はいくつもある。操縦席からの横下方の視界が良いということも
ひとつだ。主翼が後に下っているのだ、当然といえば当然だが極端に操縦席が前
にあるという「秋水」の配置特性も手伝って今までの航空機では死角箇所が爽快
に見えるのは搭乗員たちにはどう写ったのだろうか

このページでは主翼部分について述べ
る。今まで述べてきた胴体も降着装置も、
そして原動機とも比較しても遜色のない
特徴的かつ独創性のあるものだ。筆者は
過去「秋水」は色々とブッ飛んでいると
述べたが、やはり主翼もブッ飛んでいる。
何しろ「秋水」には水平安定板がない。
この機能を主翼に盛り込んでいるし、機
首を上げ下げする昇降舵もこの主翼内に
押込んでいる。もうこれだけで「秋水」
の主翼は他機材とは大きく異なる性質の
物であると肌で感じてもらえるだろう。
それだけではない。他にも色々な工夫
も盛り込まれているし、そして今までの
資料で述べられなかった機能も主翼部に
盛り込まれていたりする。その箇所を今
回の図説で可能な限り述べていこう。ま
ずはその外観からだ。
「秋水」の原型機た
る独軍の「Me163」も、また「秋水」も
独日双方の搭乗員たちが初見で抱く印象
は狩猟道具でもあり、また武器でもある
ブーメランだったという。戦後の今日で
は見なれた「後退翼」が採用されている
からだが、冒頭で述べたとおり水平安定
板が省略された姿はまさしくブーメラン
だ。ブーメランは回転するように投擲す
ると手元に返ってくるというもので飛行
形態が全く異質のシロモノだが予備知識

10

がない搭乗員らが「Me163」や「秋水」
を目にした時にブーメランという言葉の
次に思い浮かべるのは「ホントに飛ぶの
か、これは」という不安要素だろう。未
来的だとか物凄く速度が出そうだという
ワクワク要素ではないことは確かだ。見
なれた主翼構造ならば操縦感覚は機種が
異なっても「好き・嫌い」というものだ
ろうが後退翼という未体験な構造からく
る飛行特性は水風呂と砂風呂くらいに異
るものだろうと推測する。
「なれれば気持
ちよい」というものであって欲しいと思
うのだが。こんな変わった構造の主翼に
したのは理由がある。何しろ薬液混合の
原動機から爆発的な推力で「秋水」は時
速800㎞を超える。通常のテーパー翼でこ
んな速度で飛ぶと空気抵抗が急増し飛行
が不安定になる。そこで後退翼だ。主翼
前縁が極端に後退しているので抵抗も少
ない。紙をふたつに折って定規で切ると
きに定規を後退翼のように角度を付けて
切ると楽に綺麗に切れるという理屈から
だ。木製桁に外板は合板という木製なの
だ。木製で時速800㎞という抵抗に勝てる
のか……と色々不安になるのも「秋水」
の主翼なのだ。では細部は引出線部分で
述べることにする。

「ピトー管」
左翼のみの装備。主翼下面にはこれの点検窓がある

「固定スロット」
「秋水」の主翼は後退翼だと述べた。確かに高速度飛行には適した素
晴らしい構造であることは述べたとおりだが欠点として離着陸時の速
度を殺すのが中々難しく翼端失速が起きやすい。また速度を殺そうと
して機首を上げるとたちまち飛行が不安定になる。それら欠点を改善
させるために主翼前縁には「固定スロット」がある。大仰角飛行で主
翼上縁の気流が剥離すると失速となるのだが、この「固定スロット」
があると大仰角飛行時でもこの隙間から気流を導く事により主翼上面
の気流を維持でき、失速を遅らせるというありがたいものだ。筆者の
勉強不足で述べるのは恐縮だが日本海軍機でこれが採用された機材は
「月光」と（あ、
「二式陸上偵察機」もか）「彩雲」くらいしか知らない。
共に中島飛行機の製品だ。（「秋水」は三菱の製品だ）

「翼端橇」
胴体下面に一本ある橇で「秋水」は降着する。滑走し速度が下っ
てくると一本橇では自立できず左右どちらかに倒れることになる。
その時に翼を守るための装備だ。材質は手元資料には謳っていな
いが恐らく薄金属のプレス打ち出し構造だろう。翼端下面に8箇所
のネジ留めで固定される。これの意味だが滑走接地で削れたら交
換するからだ。尚取付角は下図参照のこと

取付角は主翼基準線に対し78.5度だ。直角ではない。こ
れの意味だが左右共用部分の為だ。消耗品故だろう

昇降舵を兼ねた補助翼。
「修正舵」部分でも述べようと思うが操縦桿の動き
で昇降舵にも補助翼にもなるという構造になって
いる。今回得た資料では操舵槓構造が無いのでど
ういう連結になっているのか不明だが今回の作画
調査で驚かされた箇所のひとつだ。因みに上方に
22度、下方に27度の作動角がある

三菱 局地戦闘機 秋水

↓

「翼端橇」について一言
「秋水」の降着は胴体下部の一本橇で行なうと述べた。速度が下
ってくると左右どちらかに倒れ込むとも述べた。故の「翼端橇」
だとも述べた。降着地は舗装面か草原が望ましいとも述べたが
これは地面の凹凸が激しいことでもある。極度に速度が下った
後の「翼端橇」接地ならよいのだが、降着直後の行き脚がある
状態でバランスが崩れ「翼端橇」が接地するようなことに（ ）

↓

（ ）なると一大事だ。接地した側に機体は回され今度はその
遠心力で反対方向の橇が接地、これを支点に機体が持ち上がっ
て転覆するからだ。単車事故の「ハイサイド現象」のようなこ
とになる。混ぜれば爆発する薬液、降着装置、そしてこの「翼
端橇」。機体が停止し機外に飛びだすまで全く気の抜けないのが
「秋水」なのだなと強く思う

「固定スロット」
主翼肋材10番から19番までの区間前縁
が「固定スロット」になっている。固定
は4 ヵ所、8本のボルトで結合される

「下部覆」
長年、筆者はこの膨らみの意味を考えてきた。模型メーカー「SWEET」より提供された資料
でその意味がわかった。前縁内に設置された乙液槽と前後桁間の乙液槽とを連結する管が前桁
を迂回するので主翼下面に飛び出すため、その飛び出した部分の覆だったのである。この覆を
外すと配管が飛び出るわけだ。オープニングでも述べたが主桁は木製だ。燃料を大量消費する
原動機に滞りなく薬液を供給するには太い配管が必要だ。木製桁にこれを通す大穿孔を施すと
強度が下る。そういう冒険をしないための工夫なのだ。木製構造ゆえの装備ともいえる

「下げ翼」
「SWEET」御中・杉田悟社長提供の詳細資料では下げ翼の形状は図のように
変形四角形と、後縁翼端方向を切り欠き主翼後桁に干渉しないようにした五
角形の二種類が存在する。これは筆者の推測なのだが、当初は五角形で設計
していたのだが小骨の構造が面倒だということで図の形状になったのではな
いだろうか。作動角は45度。図はその最大角時だ。裏面に2本の操作槓で押
出す構造だ。恐らく油圧動作だろう
資料ではここを機銃弾「連環」放出口と
しているのだが恐らく空薬莢もここから
放出されるのだろう。「月光」の斜め銃と
同じでバネで閉じる外扉があるはずだ。

「修正舵」
「修正舵」というと昇降舵や補助翼の一部を切り欠いてそこにち
いさな舵を着けたり後縁に金属板を鋲接し、それを曲げて機体
が真っ直ぐ飛ぶようにするための舵を指すが、こと「秋水」の
それは異なる。別項で述べるが主翼下面にある「下げ翼」を使
うと縦揺れが起きないようにそれを押さえるための舵だ。これ
の操作は操縦桿なのかそれとも機内の転把で行なうかは不明だ。
今回の作画までこの部分を筆者は昇降舵と思っていたのはここ
だけのヒミツだ。因みに作動角は上下ともに10度とのこと

【まとめと一言】
筆者は「秋水」が好きだ。興味を持ち、調べていくと余りの偏りに悲
しくなり一時期「秋水」愛好を止めた時期があった。そんな中、経済情
報を目にしていたら「B-29」一機の値段は米空母完成形たる「エセッ
クス」級の1/100と記してあった。
15年も前に筆者は横須賀で空母「キティホーク」に乗艦したのだが
この時に何故、日本海軍という組織は輸送艦等には目もくれず頑なにま
で「米空母撃沈」に固執・執着したのかがわかったような気になった。
こんな巨大なフネが一隻沈められたらそれこそ国が傾く。これだ、と。
手っ取り早く敵に損害を与えるのは即ち空母撃沈なのかと筆者は理解し

たような気持ちとなった。ハナシを「B-29」の値段に戻す。本土爆撃
をする「B-29」を撃墜するというのは我が国土を守るという防戦とし
て見ていたのだが、発想を変えれば「B-29」を100機撃墜すればそれ
は即ち、米空母一隻を撃沈したと同じ打撃を米側に与える攻撃でもある。
先の大戦中、我が国は特攻という非常手段まで使ったが、「エセックス」
級空母を大破こそさせたが戦没させることは適わなかった。だが、「B29」なら「エセックス」級を仕留めるよりも容易ではないか。そのた
めの「秋水」なのではないか、と。加えて「秋水」は原動機と燃料槽、
そして二液科学薬剤たる燃料の調達以外は既存の知恵と工作技術で作れ

るものだ。本編でも述べたが主翼と垂直尾翼は木製だ。材料費は軽金属
よりも安価だ。一度の出撃で「秋水」を使い捨てるような戦いをしても
搭乗員さえ生還できれば費用対効果という嫌な考え方ならそれは「アリ」
という判断も出る。当時、我が国が「B-29」と米空母の値段を知って
いたかは不明だが目の前の戦果というものでなく、経済的な出血を強い
て戦うという、深く陰険な戦い方を「秋水」は教えてくれたように思う。
この考えを持ってからはまた「秋水」が好きになった。しかし、だ。
……ならば……「B-29」に引導を渡すには「秋水」よりももっと良い
方法があったのでは……と思うのも確かだが。
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「秋水」の運用1

1

る方法とそもそもガソリンと大気中の酸素
前章までは「秋水」の部位や役割、構造
に頼らない方法とだ。後者の手段を選んだ
などを述べてきた。ここからは「秋水」が
のが……「秋水」だ。
『動くとどうなるか』について絵本調で述
「秋水」という手段に出る前、もっと根本
べて行こうと思う。
的な「B29」への対抗手段として「B29」
「秋水」は異例尽くしの製品だ。前章でも
が本土上空に到らないよう米軍に前進基地
述べたが異例になったのは一にも二にも米
を構築されないよう文字通り血を血で洗う
国大型爆撃機
「B29」
を撃墜する為だ。
「B29」
壮絶な戦闘を我が国守備隊はした。が、そ
の仕様は高高度と称する、高度1万ｍ程を
れは果たせなかったことは頭のどこかに記
遠距離飛行してくる点だ。
憶しておくべきだと筆者は思う。
この高高度というのは今でこそ、旅客機
さて、ハナシを元に戻すが「秋水」2液
が行き交う馴染のある高度だが、戦中は限
の燃料を混合させその化学反応で推進力を
られた航空機か飛行機でしか飛べない特別
生ずる。酸素は空気中から得るのではなく
な空間だった。原因は高高度故に空気が薄
酸化剤という燃料から得るので希薄な高高
いということに尽きる。
度でも関係なく飛行できるし、何よりもこ
空気をガソリンと混合圧縮し、それを点
の化学反応を利用したクスリロケットは当
火爆発させた反動を回転運動に変換させる
時日本国が手にしていたガソリン内燃機関
レシプロ内燃機関では、この薄い酸素状態
のどれよりも大きな出力があった。具体的
では燃焼・爆発力が弱まり、結果として発
に記すなら3分間で高度1万ｍに達するの
動機の馬力出力が低下、その出力では高高
度が飛べない。……厳密には飛べるのだが、 だ。この夢のような原動機には大きな欠点
がある。この上昇の3分間ほどで搭載燃料
機体を極端に軽量化させる必要があり、ま
の半分を使い切ってしまう点だ。ここを判
た1万ｍ上空に到るだけで1時間以上掛かっ
てしまう。これでは「B29」を迎撃出来ない。 ってもらった上で「秋水」の動きを見ても
これを解決するにはいくつかの方法がある。 らおう。
「B29」のように希薄な空気を強制的に圧
前章でも述べたが、この2液の薬液燃料
縮させる排気タービンを発動機に付加させ
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は非常に危険だ。他物質に触れるだけで火
花が出るような強烈な化学反応をする。し
かも短時間で燃料を使いきる。なので「秋
水」は隙間を見つけ燃料槽を設けている。
しかも、降着装置たる「主車輪」は左右車
輪間隔、トレッド幅が非常に狭いし、緩衝
装置も無いようなものだ。こんな危険ない
わば台車のようなものに乗って離陸速度ま
で加速する。横風を喰らったり、また滑走
路の凸凹で車輪を取られたら「秋水」は転
覆する。転覆したら危険な薬液が漏れ出し
体験したことの無いような鮮やかな光に包
まれる事になる。搭乗員は離陸までの加速
期間は……『頼む！ 飛んでくれ』という
祈りをしていたのだろうか。……いや、恐
らくそんな邪念を抱くような時間が無いほ
どに繊細な操縦操作に忙殺され気付くと飛
行している……という感じだろうか。

2

三菱 局地戦闘機 秋水
離陸し、高度が10ｍに達したら搭乗員はある操作をする。す
でに述べたとおりに「主車輪」を切り離す動作をしなければな
らない。これに至った理由だが少しでも燃料を積み込む為に、
また少しでも重量を軽くするために主脚にあたる部品は離陸と
同時に切り離す……というシステムを採用したからだ。
無事切り離しが成就したらガソリン内燃機関を採用した航空
機では失速して墜落するような極端な急角度で高高度に駆け上
がる。……そう文字通りロケットとなって上昇していく。
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