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前ページ写真◎大分県・玖珠町の「戦車道」を走行する第 8戦車大隊第 1中隊の 10式戦車（2015年 3月 31日）。［写真／鈴崎利治］
右ページ写真◎北富士演習場 B射場における第 1機甲教育隊「平成 26年度戦車射撃訓練（隊統制）」で撮影された同隊第 2中隊の 10式戦車（2014年 8月 20日）。

 10式戦車の名称  ほんとうは09式戦車!?

column　ニックネームのアンケート　4号戦車“TAMON”!?

 制式の制定と部隊使用の承認  そもそも「制式」ってなに!?

 10式戦車の調達と配備  1年間の生産数は概ね1個中隊

 10式戦車の重量  着痩せ?　それとも着膨れ

 73式特大型セミトレーラ＆牽引車  燃費はリッター当たり1㎞ !?

 トレーラとトラクタに違いあり  名前は古いが実は最新!?

 120㎜戦車砲の射界と姿勢制御  車高は低く、射界は広く

 砲口前面の危険界  APFSDS弾に特有の注意点
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目次と各部名称

各部名称　砲塔編

各部名称　Introduction

01 05
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 砲塔シェル  小さな乗員区画を装甲モジュールが取り囲む

 120㎜戦車砲  純国産の技術で新規開発

column　2世代越しに実現　国産120㎜戦車砲

 排煙器（エバキュエータ）  戦車砲の発射ガスを効率的に排出

 砲身被筒（サーマルジャケット）  温度変化を抑えて精度を保つ

 砲口照合ミラー  鏡に映して砲身の歪みを検知する 

column　光線が往復するか片道か　ミラーとセンサ　

 駐退復座装置  射撃の反動を吸収して元に戻す

 防盾カバー  無骨な鉄塊をスタイリッシュに成形

 砲口照合装置（レーザ送受信部）  人の眼に代って歪みを調べる

 直接照準眼鏡  非常用の予備スコープ 

 砲塔前部カバー  特殊装甲を覆ってシルエットを整える

column　砲塔シェルと特殊装甲を取り持つ　ハニカム材バックプレート

 発煙弾発射装置  煙幕と発熱で自分の姿を隠す 

 レーザ検知装置  攻撃の前触れを鋭くキャッチ 

 サイドバスケット  箱なのに名前はバスケット

　 サイドモジュール  砲塔側面に装備された多目的ボックス

 リアバスケット  積載だけでなく防護力の向上にも寄与 

column　荷物の積み方で言い方が変わる  「積載・搭載・格納」

 自動装塡装置（ALS）  いかなる条件下でも連続射撃が可能

column　揺れる車内で重さ18㎏の砲弾を扱う  装塡手の場合

 ブローオフパネル  被弾時に爆圧を逃がして被害を抑制

 予備履帯  マイナーチェンジで追加搭載

 車長用視察照準装置  乗員は“車長潜”と略称する

 指揮射撃統制装置  機能が増えて名前が長くなる

column　統制は管制で指揮!?  自衛隊内での用語不統一

 スラローム射撃（蛇行行進射）  ローリング中にも射撃が可能

 C4Iシステム  戦車同士がネットワークを構成

 C4Iシステムの同時加入数  小隊以上だが、大隊全部では多すぎ?

 C4IシステムとReCs  仲間内の結束と他部隊との連携

 砲手用視察照準装置（砲手潜）  闇や霧でも敵を発見・照準

 無線アンテナ  音声とデータの兼用

 データ専用無線機  10式戦車のC4Iを受け持つ

 GPSアンテナ  別名「自己位置評定装置」

 広帯域多目的無線機（広多無＝コータム）  通信網刷新のため導入

column　10式戦車のヘッドギアが第二世代に進化  新型の装甲車帽

 環境センサ  正確な射撃のために気象データを観測 

 12.7㎜重機関銃  傑作機関銃の愛称は“キャリバー” 

 重機関銃用銃架（じゅうが）  陸自戦車初のリングマウント

 連装銃（同軸機銃）  精度が高く、暗視装置にも連動

 74式車載7.62㎜機関銃  基本デザインは40年以上変更なし

 120㎜戦車砲用の砲弾  10式戦車に用意された全8種類

 10式徹甲弾  10式120㎜装弾筒付翼安定徹甲弾

column　「うるるとさらら」だけではない  弾薬の開発メーカー　

 JM33徹甲弾  120㎜TKG. JM33装弾筒付翼安定徹甲弾

 JM12A1対戦車榴弾  120㎜TKG, JM12A1対戦車榴弾

column　発見者のアメリカ人とドイツ人を併記  モンロー／ノイマン効果

 00式演習弾  00式120㎜戦車砲用演習弾

 10式空包  10式120㎜戦車砲空包）

column　三色旗  弾薬の状態を外部に示す

 車長（戦車長）  戦車の乗員をまとめるリーダー

 車長用照準ハンドル  右手だけで砲の制御が可能

 車長ハッチ  ヒンジの位置を任意に調整できる

 砲手  砲塔と武器に責任をもつ 

 砲手ハッチ  陸自のAFVにはめずらしい観音開き

 ハッチの補助スプリング  ロックを解けばハッチが浮き上がる

 電気系統  90式戦車に比べて電圧が2倍にアップ

column　諸元表だけでは推し量れない  性能発揮と維持の仕組み
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写真◎練馬駐屯地で実施された
「第1師団 創立54周年・練馬駐
屯地創立65周年記念行事」にお
いて機能展示を行なう第1戦車
大隊第1中隊の10式戦車（2016
年4月10日）。
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 誘導輪（アイドラーホイール）  履帯のテンションを自動調節

 転輪（ロードホイール）  74式戦車と同じ5脚だが小直径 

 ハードプレート  転輪リムが摩耗するのを防ぐ

 転輪ゴム  タイヤとホイールは一体成形

 油気圧式懸架装置  ハイドロ ニューマチック サスペンション

 姿勢制御装置  車体の傾斜も上下も自由自在

column　信仰にも近い都市伝説!?  アクティブサスペンション

 動力装置（パワーパック）  エンジンと変速操向装置を一体化

 エンジン  陸自戦車で初の4ストローク

 油圧機械式変速操向装置（HMT）  戦車初の無段階自動変速

 動力再生型静油圧二重差動方式操向装置  ステアリングは在来式?

 起動輪（ドライブスプロケット）  履帯との噛み合いは新機軸

 起動輪出力  パワーロスが少ないのが肝心

column　エンジンを冷やすためにパワーを喪失  ティーガー戦車の冷却

 補助電源装置（APU）吸気口  エンジン停止中も電力を供給

 遮熱板  敵による熱線探知をブロック

 消火装置（手動ハンドル）  自動消火装置をマニュアルで作動

 エンジン排気口  音量や赤外線の放射を低減 

 尾灯  テールライトは汎用部品

 牽引ワイヤ  転ばぬ先の杖ならぬロープ

 履帯（りたい）  噛み合い方法が変わった最新スタイル

column　先駆者の商標が代名詞として定着  履帯（りたい） 　

 工具箱と土工具（パイオニアツール）  10式戦車は使い勝手も進化

column　日頃の手入れが大事  砲通し（砲腔清掃）

 3 1/2tトラック（作業装置付き）  10式戦車にはクレーンが必須

column　いざというときは頭数がモノを言う  人海戦術

 「機甲」の名称  造語が作られてから75年超

 車体  スカートを外せば74式戦車よりスリム

 鉄道輸送  左右3㎝ずつの大きな差

 防弾鋼板  高度な冶金技術により特殊鋼を改良

column　小型軽量でも打たれ強い  防弾鋼板に対するテスト

 車体前部カバー  特殊装甲を覆いスタイリングする

 周囲確認装置（前方用）  戦車直前の死角をカバーする

 警音器（サイレン）  音量は警察車両よりもやや控えめ

 操縦手  戦車乗りの登竜門 

 操縦手ハッチ  スライド式でスムーズに開閉

 ハッチホルダ（ハッチ開放固定具）  二重のロックで事故を防ぐ

 脱出ハッチ  床下に隠された第4の出口

 操縦手カメラ  夜間や悪天候での視界を確保 

 要部冷却装置  戦闘力を司る電子機器をクールに保つ

 フロントフェンダー  調達4年目にして形状が変化

 前照灯  有事には不要だが平時には重要 

 多目的環（牽引具）  普段は車体前部カバーで隠蔽

 管制前照灯  最低限度の照度で前方を照らす 

 管制車幅灯  暗闇で自車の存在を示す“猫の目” 

 方向指示器　◁演習場でも合図は励行されている

column　演習時に光の反射は大敵  方向指示器の偽装

 後写鏡基部  バックミラーは建設機械と同じ

column　10式戦車のミラーが初めて確認された  戦車の公道走行

 滑り止め  梨地なので光の反射も防ぐ

column　滑り止め兼反射防止!?  イスラエル戦車の場合

 サイドスカート  フラップ以外はオーソドックスな在来型 

 ラバー製フラップ  赤外線ステルス性を高める最新ルック

 特殊武器防護装置  汚染微粒子をブロックする空気清浄機

各部名称　車体編
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6

「冬季訓練検閲（報道公開）」における
第 2戦車連隊第 4中隊の 10式戦車
2017年3月2日、2月26日から4夜5日にわたって上富良野演習場で行なわれた冬季訓練検閲の最終日。バ
トラー（レーザを利用した交戦訓練装置）を装着しての「攻撃戦闘」訓練における第2戦車連隊第4中隊の10
式戦車群。検閲には同中隊の10式戦車のうち8両が参加しており、いずれも冬季用バラキューダ（偽装網）や
白布などによって軽度な偽装が施されていた。演習での判定により「○○号車撃破！」とコールされることか
ら“撃破板”と通称される赤いプレートは通し番号で、「401」は第4中隊第1小隊第1車を表している。12.7
㎜重機関銃には、対空用として使用する楕円形の「環型照準具」が付けられている。2両目は「ドーザ装置付き
10式戦車」である。（写真／鈴崎利治）
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掲載順は前後するが、この見開きページも第2戦
車連隊第4中隊の「冬季訓練検閲」の模様。左側の2
点は検閲初日の2月26日に撮影されたもの。車体
や砲塔がうっすらと白くなっているように、細か
な雪が降るなかを「夜間行進」に向けて動き出した
ところで、画面が薄暗いのは、すでに午後4時を
過ぎているからである。戦車の進路は75式ドーザ
によって啓開されているが、撮影ポイントのよう
に雪が深いところでは車体の高さよりも上まで積
もっており、操縦手にとってはまったく見通しの
利かないなかでの行進と見受けられる。砲塔後部
のバスケットを見ると、5日間にわたる冬季訓練
検閲を物語る大量の荷物が積載されている。右の
2枚は翌27日に行なわれた「実射訓練」でのもの。
上の写真では、曳光剤の炎を曳いて飛び出した対
戦車榴弾がページぎりぎりに写っている。
（写真／黒川省二朗）
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大分県・玖珠町の「戦車道」を走行する
第 8戦車大隊第 1＆第 2中隊の 10式戦車
2015年3月31日、大分県玖珠郡玖珠町の陸上自衛隊玖珠駐屯地と日出生台（ひじゅうだい）演習場を結ぶ「戦
車道」において撮影された第8戦車大隊第1中隊の10式戦車（C4）と、それに続く第2中隊の同車。菜の花と
戦車という、ほかの場所ではまず見られない取り合わせが印象的だが、もう1週間か10日も撮影日が違って
いたら、背後の桜も満開となってより非現実的な光景になっていたに違いない。本文の項目74（93ページ）
でも触れているとおり、日本で戦車が公道を走行するのを見られる場所はごく限られており、この場所はそ
の数少ない場所のひとつなのである（もし行かれる場合は、くれぐれも安全に留意し、良識ある行動をお願い
したい）。（写真／鈴崎利治）
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「第 1空挺団降下訓練始め」で撮影された
第 1戦車大隊第 1中隊の 10式戦車
2016年1月10日、千葉県の船橋市と八千代市に所在する習志野演習場において撮影された第1戦車大隊第1
中隊の10式戦車（C4）。「平成28年 第1空挺団 降下訓練始め」の終盤において敵陣地に突撃するシーンであ
る。冬枯れた草地を三方向から１点に向かって疾走しているが、よく見ると、いちばん奥の74式戦車の上げ
る土煙がひときわ激しい。地勢や風向きの影響でたまたま画面のような状況になった可能性も少なくないけ
れども、ここはスカートとフラップが土埃を抑え込んだということにしておきたい。第1戦車大隊には、同
大隊に最初に配備されたC2仕様をC4仕様へと改修した車両が存在するが、2017年4月2日の駒門駐屯地
創立57周年記念行事では、C5仕様へ改修した車両が確認されている。
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　2012年の初頭に10式戦車の戦力化が始まって丸5年が経っ
た。1年間に概ね1個中隊に相当する10式戦車が調達され、
2016年3月（平成27年度末）までに部隊配備された戦車は合計
66両。さらに平成28年度末までに、平成27年度予算で作られ
た10両が加わり、76両となった。
　2016年末現在の配備先は、全体の半数を富士地区と武器学
校が占め、約35％が九州（第8戦車大隊）、約15％が北海道（第
2戦車連隊）となっていた。ただ、富士地区の内訳は、富士学校
機甲科部と富士教導団戦車教導隊、駒門駐屯地の第1機甲教育
隊および第1戦車大隊だから、半分以上は教育所要にあたる。
つまり“西方重視”の方針どおり、戦闘部隊に対する10式戦車
の配備は、西部方面隊が先行したのが見て取れる（2017年3月
には北海道の第71戦車連隊にも配備され、北海道と九州に所
在する10式戦車の数は拮抗したが、それでも九州のほうが数
両上回っているはずだ）。

　そして、平成28年度自衛隊記念日観閲式で行進した約20両
の10式戦車のなかには、九州から運ばれた車両があったと噂

されている。そうかと思えば、同じ時期に九州で行なわれた平
成28年度 鎮西（ちんぜい）演習（鎮西28）では、観閲式のための
再塗装（部隊マークなし）を施された第2戦車連隊の10式戦車
小隊が確認されている。
　それとは別に、富士総合火力演習や駐屯地記念行事をはじめ
として、10式戦車はさまざまな場所で広報展示された。ニコニ
コ超会議や静岡ホビーショー、大洗海開きイベント、大阪防衛
防災フェスティバルなど、それまで例のなかった官民のイベン
トにも姿を現し、広く「ヒトマル」の存在をアピールしている。
　これら神出鬼没ともいえる動きは、開発にあたって重視され
た戦略機動性の高さ（長距離移動の容易さ）がキャッチコピー
ではなく実効性の高いものであると証明し、大仰に言えば防衛
大綱の基本方針である「動的防衛力」の一端を垣間見せている
といえないだろうか。なにしろ、北海道の上富良野をベースと
する戦車が1ヶ月近くも東京／埼玉の朝霞駐屯地にいたと思っ
たら、観閲式が終わった途端に九州へ運ばれて演習に参加し、
その終盤には実弾射撃訓練まで行なっているのである。

　では、10式戦車の世間での評判はというと、手放しの絶賛
と厳しい批判の両極端に分かれていて、メディアの種類を問わ
ずあまり傾向は変わらない。その上、どちらの立場でも少なか
らず先入観や偏見に基づいているようでもあって、端的なアウ

はじめに　
10式戦車の実像を探れ

Introduction



トラインはなかなか浮かび上がってこない。
　公式発表による10式戦車の概要は、90式戦車の攻撃力・防
護力・機動力と同等かそれを上回る性能を、74式戦車とあまり
変わらないサイズと重量に収め、C4I（情報ネットワーク）機能
で結んだものとされる。素直に読めば、各国の戦車を圧倒する
ような突き抜けた特徴こそないが、そうかといって主力戦車と
して格下にランクされるようことはないと受け取ることがで
きる。
　兵器の具体的な能力や性能は公表されないし、まして戦場の
ような過酷な環境で所期の性能を発揮できるかどうかは、実際
に使用されるまでわからない。そして、かつては戦場の王者と
して君臨した戦車の役割は、大きな戦闘システムの枠組みの
なかでの1ピースへと変化しているから、性能諸元のデータを
追ったり他者との単純な比較を試みるのは、ますます意味のな
いものになってもいる。
　とはいえ、自分たちの戦車がどのようなものかはやっぱり気
になるもの。そこで、これまで10式戦車の訓練や演習を取材し、
車体や砲塔の上に立てる機会があったときに気付いた事柄を
中心に、書籍や月刊『アーマーモデリング』の連載記事を書くに
あたって部隊などの広報室／広報班、ときには部隊指揮官や幕
僚、戦車教官の立場にある方々にレクチャーしてもらった内容
などを改めて並べてみることにした。

　もとより性能や諸元に関わる具体的な数字は開示されない
し、そうした“保全”に関わることでは、現場で気さくに接して
くれる戦車乗員も固く口を閉ざしてしまう。ただ、なんでも秘
密かというと案外そうでないこともあって、具体的な数字に触
れなければ、質問したこちらが拍子抜けするくらいあっさり教
えてもらえる事柄がないわけでもない。
　まあ、そんな数少ない例外をも含めながら、戦車の各部分ご
とに項目を立てていったら100を超えた。しかし改めて眺めて
みても、実車を前に、どこか装甲板の隙間から何かが見えない
だろうかと覗き込んでいる様子を文字にしただけ。ストレート
な情報は乏しく、どうにももどかしいと思われるだろう。
　それでも、外観だけでも、しつこく観察していると何か見え
てくるものがあるかもしれない。少なくとも、操縦手の首筋や
照準装置のレンズに雨滴を落とさないといった配慮の行き届
いた細部設計に気付けば、戦闘能力に関わる部分はそれ以上に
考え抜かれていると思わざるを得ないのだ。

　なお、記述は編著者個人としての観察や公開情報に基づいて
いる。できるだけ裏付けを取ることを心がけ、推測だらけとは
いえ、まったくのデタラメは避けるよう注意している。ただ、
上記のように使用者からの貴重な情報が含まれているかもし
れないが、せっかく技術上のキモの話してもらっても、聞いた
本人が理解できていなかったり、わかったつもりで曲解してい
たり、違う事柄と混同しているかもしれない。
　この本は10式戦車をネタにした読み物として、あまり真に
受けないように楽しんでいただければと思っている。

2017年5月29日　浪江俊明

写真◎鈴崎利治
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　一般に装備の“採用”といわれる「部隊使
用の承認」とは、陸上幕僚長が、部隊に必
要とされる装備の「名称及び性能、諸元、
構造その他の事項が部隊使用に適してい
ることを証する資料を付して」防衛大臣に
申請し、それが認められること。
　平成19（2007）年以前の「制式」について
も、部隊使用の承認までの手続きはほぼ同
様で、防衛庁長官（当時）に採用を認められ
ると、陸上幕僚長はそれに続いて「制式の
制定」に必要な資料──「制式装備品等に
ついて制式の制定後、当該制式装備品等の

性能、諸元、構造、その他事項が部隊の使
用に適していることを証する資料」を作成
して長官に上申する必要があった。
　「制式」を辞典で引くと、「定められた様
式」とか「きまり」と記されている。装備品
における「制式」は、仕様書や設計図面を
はじめ、規格や材料、技術的データ、取り
扱い説明書にいたるあらゆる“決まり事”
を指す幅広い概念である。これによって、
装備品の品質や機能・性能、部品の規格化・
標準化などが保証されるものだが、いっ
たん制定されると、装備品は個々のパー
ツの寄り集まりではなく、全体でひとつ
の装備品と見なされることとなる。
　もし一部でも改良や仕様変更をしたい
と思ったら、新たな試験を行ない、多くの

資料を作り直して申請をやり直さなけれ
ばならないのだ。「制式が決まると、ビス
1本変更できなくなる」といわれるのは、
この手続きの煩雑さを示している。
　装備品が数10年間も使われる間には、
部品の規格が変更されたり、生産が終了
することもある。だが、正規部品しか使用
できないとなると、安価で高性能な代替
品が市場にあっても、わざわざ古い規格
のパーツを再生産して交換するほかなく
なる。
　この手続きが簡略化されたことで、年
次改良や仕様変更がしやすくなった。事
実10式戦車は調達年度ごとに、なにかし
らの改良や仕様変更（いわゆる年次改良）
が行なわれるようになっている。

制式の制定と部隊使用の承認

02
INTRODUCTION

　10式戦車の試作車であるTK-Xが報道
初公開された時期の前後だったと思う
が、戦車部隊などの関係部署に名称のア
ンケートが回ったという噂が聞こえて
きたことがある。
　いわく、四代目の国産戦車なので「4号
戦車」、戦闘神であり全周に睨みがきく
（死角がない）ことから「阿修羅」、四天王
に数えられる武神「多聞（毘沙門天）」な
ど、“4”や“C4I”に因み、いかにも陸自ら
しいと思わせるものがあったようだ。ま
た「JM10」「JT-10」など、“Model”や“Type”
に“Japan”を加えて略号としたものや、
「雷（いかづち）」「震電」「雷電」など、エレ
クトロニクスを強調しつつも艦艇や戦闘
機を思わせる例があったかもしれない。
　これが広報用の愛称（ニックネーム）
だったのか、それとも「○○式」に代る公
式名称まで視野に入れていたのかはわ
からない。ただ、203㎜自走榴弾砲の“サ
ンダーボルト”や87式偵察警戒車の“ブ
ラックアイ”、高機動車の“疾風”などの
愛称がどれほど人口に膾炙しているか
は知る由もないが、“ナナヨン”“キュウ
マル”が広く定着している戦車の通称に、
本気で愛称を加えようとしていたのかど
うか、今更ながら少し気になるのである。

column

4号戦車“TAMON”!?
ニックネームのアンケート

　10式戦車の名称は、その採用が決まっ
た時点で、西暦の下二桁を採って命名され
ている、というのは比較的よく知られてい
るのではないだろうか。ところが、実際に
10式戦車となる“新戦車（TK-X）”が採用さ
れた（部隊使用の承認を受けた）のは2009

年12月である。西暦の下二桁を名称にす
るのであれば、“09（マルキュー）式戦車”
となるはずのところ、少しだけ先取りした
“10（ヒトマル）式戦車”と命名されたのだ。
　これは装備の命名としては異例ではな
いかと思って調べてみると、異例でもなん
でもなく、れっきとした根拠があった。そ
れは、平成19年8月25日付防衛庁訓令「装
備品等の部隊使用に関する訓令」の通達に
あって、その附則により「装備品等の制式

に関する訓令」が廃止されたことによる。
このため、2007年8月25日以降に採用さ
れた装備品については、“制式”に伴う一
連の手続き（90式戦車の場合では半年以
上を要している）がなくなり、採用までの
時間が短縮されたのである。
　従来は、名称に「○○式」と冠されてい
れば、それは「制式の年度」を示していた
が、現在は単に「公式の名称」を表すように
なったともいえる──エンジンや武装な
どの主要部が専用設計ならば「○○式」が
冠され、それらが基本的に市販品あるいは
外国製品の場合は冠されないといった違
いはある。10式戦車が従来通りに“制式”
の手続きを踏んでいたら、採用年と名称が
一致していたことだろう。

10式戦車の名称IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

2012年1月10日、量産車として初めて富士学校機
甲科部に配備された10式戦車が報道公開された。
当日は部内式典に続き、「入魂式」とテープカット
が行なわれた。入魂式は戦車に「機甲の魂」を注入
するもので、砲塔に描かれたマークに塗り残され
ていた空白に最後のひと筆が加えられ、晴れて機
甲科部の装備となった。もちろん量産初号車であ
り、車体番号は95-5433だった。

01

 ほんとうは 09式戦車 !?

 そもそも「制式」ってなに !?
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03

　10式戦車は2010年から部隊配備された。というのは、
ありがちな勘違い。10式戦車が“採用”された時点では実
体（現車）はなく、部隊使用に適することを証明する書類や
データだけの存在だった。平成22（2010）年度に初めて量
産車13両分の予算が承認されると、それから製造が始めら
れ、平成23年末から翌年初頭にかけて完成した。
第1期調達（C1）
　富士学校に最初に搬入される10式戦車が確認されたの
は、平成24（2012）年1月6日の夜で、それは全体をくまな
くブルーシートに包まれ、民間のトレーラーに載せられて
いた。そして、富士学校機甲科部に初めて配備された10式
戦車の“入魂式”が報道公開されたのはその4日後の1月10

日のことである。
　それに続いたのは富士教導団戦車教導隊第1中隊で、同
年3月末までに計10両の10式戦車をもって編成され、戦
力化を開始した。ほかに、整備教育用として武器学校（土浦
駐屯地）に1両、要員教育用として第1機甲教育隊（駒門）に
も1両が配備されている。
第2期調達（C2）
　調達2年目も平成23年度予算により13両が生産され、
10両（うちドーザ装備型1両）が第1戦車大隊第1中隊（駒
門）へ、3両が戦車教導隊第1中隊（富士）に配備された。こ
こで注目されたのは、初年度の車両とは履帯の仕様が異
なっていたこと。履帯のような重要部品が量産2年目で仕
様変更されるのは異例だとして、見る者を驚かせた。
　ともあれ、年式による仕様の違いを区別するには、生産
単位の“ロット”や“バッチ”に相当する用語を知る必要があ
る。問い合わせてみると、陸自では、契約や委託を意味する
「Contract」を使用しており、第2期調達による車両は「C2」
と呼ぶことが分かった。
第3期調達（C3）
　平成24年度予算による調達3年目は、前年に続いて13

両が取得され、それまで富士地区を中心に配置されていた

10式戦車が初めて北海道に渡った。10両（うちドーザ型1

両）が第2戦車連隊第4中隊（上富良野）に配備されたのであ
る。このほか2両が第1機甲教育隊、1両が武器学校へ配備
されている。C3仕様では、右側の無線アンテナとアンテナ
マストの仕様が変更され、ALS（自動装塡装置）の吊下ポイ
ントが2ヶ所増えている。
第4期調達（C4）
　14両が製造された「C4」では、前部フェンダーとゴム製
フラップや車体後部の収納箱の形状が変更され、それに
伴って灯火類や土工具（パイオニアツール）の配置が見直さ
れている。広帯域多目的無線機（通称“広

こ う た む

多無”）が搭載され
てアンテナ形状も変わるなど、多くの仕様変更が加えられ
た。量産車の形態はC4でひとまず確定したようで、それ以
前の生産車にも遡って改修が行なわれている。C4は主とし
て九州へ配置されることになった。ドーザ付き1両を含む
おそらく10両が第8戦車大隊（玖珠）に引き渡され、本部管
理中隊、第1および第2中隊に振り分けられた。残る3両は
第1戦車大隊第1中隊（うちドーザ付き1両）、1両は武器学
校に配備されている。
第5期調達（C5）
　2016年に配備された「C5」は生産数が13両に戻り、全車
が第8戦車大隊に交付されたとみられる。現在のところ、第
1から第3中隊に車両が装備されているのが確認されてい
る。C5仕様の外観的特徴は、C4までは搭載されていなかっ
た予備履帯が砲塔後部右側に2枚装備されたほかはC4と同
じである。
第6期調達（C6）
　そして、平成28年度末（2017年3月末）までには、平成
27年度予算による「C6」10両が完成した。苫小牧民報社
『WEBみんぽう』によると、3月末までに5両が第7機甲師
団に到着し、最初の配備先は北千歳駐屯地の第71戦車連隊
となるという。ただ、それに続く報道がないため、残る5両
の所在は確認されていない。

10式戦車の調達と配備

INTRODUCTION

平成25（2013）年度予算で作られ、2015年に配備された第4期調達による10式戦車は、多く
が九州の玖珠駐屯地に所在する第8戦車大隊に配備された。1両は、整備教材として武器学校・
土浦駐屯地に配備されたが、同年10月10日に行なわれた武器学校の創立記念行事では、早く
も10式戦車への体験試乗が実施されている。

 1年間の生産数は概ね 1個中隊
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10式戦車の重量

04

　重量に関してはとても気にする人が多
いようだ。他国の戦車に比べて2割以上も
軽いことで防護力が極端に劣ると思い込
んでいる人がいるし、また10式戦車には
脅威レベルに応じた装甲モジュールが用
意され、重量の異なる何種類もの仕様が
存在するかのような報道がなされたこと
もある。
　量産型として配備されている10式戦車
の重量（陸自の表記では質量）は約44tと
発表されている。これは燃料や弾薬など
の標準搭載品をすべて積載し、乗員（1名
の体重を80㎏と計算）3名が乗車した、全
備重量、いわゆる戦闘重量であると考え
られる。約50tとされる90式戦車の戦闘
重量は50.2tだそうだから、10式戦車の
それは43.7tかもしれないし、44.3tとい

うこともあり得るが、ここでは、ほぼ44t

と考えることにしよう。
　他方、駒門駐屯地の装備品展示におい
て掲示されたボードに記載された「質量
42.24t」は、これらを搭載しない、いわゆ
る空車状態の数字と思われる。1発が約
20㎏の砲弾を35発から40発ほどと、燃
料（比重0.8～ 0.85の軽油）を900ℓか
1000ℓくらいは積むだろうと当て推量す
ると、それぞれ概ね800㎏ずつとなる。そ
のほか発煙弾や機銃弾薬などの搭載品も
加えると合計2tほど。まあ当たらずとも
遠からずの数字ではないだろうか。
　車体前部の特殊装甲モジュールは約
2t、砲塔前部のそれは左右約1tずつの合
計約4tとされている。これらを取り外せ
ば、74式戦車の重量約38tとほぼ同じと
なり、最大積載量40tの73式特大型セミ
トレーラーに積載して戦略輸送（長距離輸
送）できるのである。
　さらに、10式戦車は拡張性が考慮され
ており、主に砲塔側面に付加装甲（いわゆ
る増加装甲）を取り付けるためのボス（ボ

73式特大型（とくおおがた）セミトレーラに搭載された第1機甲教育隊の10式戦車。陸上自衛隊高等工科学
校が所在する武山駐屯地（神奈川県横須賀市）で行なわれた「東部方面混成団創立2周年記念行事」における
シーンで、行事の終了後に第1機甲教育隊が所在する静岡県御殿場市の駒門駐屯地へ戻る前を捉えたもの。
戦車には車体カバーなどをかけることなく、この状態で運ばれたという。

ルト基部）が用意されている。試作段階に
おいては車体にも同様のボスが取り付け
られ、車体側面の広い範囲に付加装甲が
装着できるように設計されていた。現在
も陸上自衛隊広報センターや富士学校に
展示されている試作車の車体側面を見れ
ばわかるとおりだ。
　この付加装甲が試作以上に進んだかど
うかはわからない。ただ、想定される脅威
に応じて車体用や砲塔用のそれぞれに複
数の付加装甲が計画され、なかには、ア
メリカの試作戦車M8/XM8 AGSを思わ
せる分厚い装甲ブロックを連ねるものが
あったらしい。
　そして、エンジン出力やサスペンショ
ン容量の余裕から、各種の付加装甲を組
み合わせたときの総重量の上限は4tまで
といわれる。つまり、全備重量約48tまで
は機動力などの性能を落とさずに対応で
きる余地が残されているのだ。これがあ
たかも重量48t仕様の10式戦車が存在し
ているかのように受け取られ、拡散した
のではないだろうか。

INTRODUCTION

 着痩せ ?　それとも着膨れ
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　戦車は頑丈でパワフルだけれども、い
たってデリケートな一面も持ち合わせて
いる。並外れて重いものを大きなパワーで
無理やり動かすのだから、いやでも履帯な
どの足まわりに負担が集中する。自走して
すぐに壊れることはなくても、無理をさせ
れば部品の摩耗が進み、故障の原因となる
のは疑う余地もない。だから戦車が長距離
を移動する場合はトレーラに積載するの
を前提としている。
　重量約50tの90式戦車を輸送するには、
専用の「特大型運搬車」が使われる。4軸
16輪のタイヤを備えたセミトレーラで、
全長は約11.5m、牽引車（トラクタ）を含
めるとほぼ17mになり、それぞれの重量
も10tを越える。ただ、そんな大型車両を
おいそれと揃えておけるはずもなく、配備
は少数に留まっている。
　10式戦車はこの特大型運搬車に頼るこ
となく、74式戦車用として作られた「73

式特大型セミトレーラ」で輸送可能であ
ることが求められた。これとて大量に整
備されているわけではないが、すでに74

式戦車の支援基盤として全国的に体制が
整っているからである。こちらは3軸12

輪で、重量約8t、最大積載量40t。長さは
約11.3m、幅が約3.3mと、それぞれ特大

型運搬車より約20㎝ずつ小さい。74式戦
車を搭載すると、荷台の左右には5㎝ずつ
の余裕しか残らず、10式戦車ではそれが
半分となる（戦車の操縦手には繊細なテク
ニックが必要とされるのだ）。
　トレーラの積載量は荷台のサイズや強
度ではなく軸重（車軸1本が受け持つ重
量）で規定され、これは保安基準・車両制限
令で10t以下と決められている。仮に、各
車軸に10tずつ、牽引車と接続されるグー
スネックと呼ばれる盛り上がった部分に
付いたキングピン（カップリングピン）に
も1軸分の重量（第5輪荷重と呼ぶ）が均等
にかかるとすれば、40t積みの73式セミ
トレーラが3軸、50t積みの特大型運搬車
は4軸なのは、必然のデザインなのだと納
得できる（実際は軸間の距離やカプラ位置
のオフセットなどにより荷重が変わって
くる）。
　セミトレーラーを牽くトラクタは「特大

型セミトレーラ牽引車」と呼ばれ、現行車
は三菱ふそうトラックの“スーパーグレー
ト”を基にしている。陸自専用モデルとし
て総輪（6輪）駆動とされ、トランスファー
ケースを置くためにホイールベースが70

㎝延ばされた。ある程度の路外走行に対応
するため車高（最低地上高）が高く、ヘッド
ライト付近やバンパーなども市販車と異
なる。
 『陸上自衛隊仕様書』によると、5,520㎜
のホイールベースは通常の「7tトラック
（短）」と同じだが、エンジンの最大出力は
従来の7tトラックの257kwから338kw

（約460馬力）に向上している。それにも
関わらず、最高速度が7tトラックの85㎞ /

h以上から59㎞ /h以上に、50㎞ /hで走行
したときの燃料消費率が同じく3㎞ /ℓ以
上から1㎞ /ℓ以上へと低下するのは、戦
車を運ぶことがどれだけ大変なのかを透
かし見せているようだ。

73式特大型セミトレーラ＆牽引車 IN
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▶90式戦車をトレーラ輸送するには、積載量50t
の特大型運搬車を必要とする。この車両は数が少
ない上、当然のことながら、その多くは北海道に配
備されている（写真提供／陸上自衛隊）。
▼74式戦車を搭載した73式特大型セミトレーラ
＆牽引車。特大型運搬車のセミトレーラが4軸なの
に対して、73式は3軸である。また牽引車（トラク
タ）もセミトレーラもともに市販車をベースとして
いるため、調達年度の違いによって、デザインが異
なる車両が混在している。キャビン上に速度表示
のランプがあるのは、やや古い仕様だ。

 燃費はリッター当たり1㎞ !?
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