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▶2008年にレストアが完成、アメリカ合衆国空軍ライトパター
ソン空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）内の空軍博物館
に鎮座する「紫電改」川西第5312号。︎「川西〜」の表記は銘板にのっ
とったもので、川西航空機鳴尾製作所で製造された機体という
こと（姫路製作所製は「川姫」となる）。︎また接頭数字の「5」は川西
鳴尾製作所を表す。︎その製造番号から、本機の型式は「紫電二一
甲型」〔N1K2-Ja〕と断定できる。︎オリジナルパーツの使用量はさ
ておき、現在もっとも考証の行き届いた機体と言える。︎

　日本海軍の局地戦闘機「紫電改」は、水上戦闘機「強風」（N1K1）を
陸上戦闘機化した「紫電」（N1K1-J）の胴体を再設計して低翼化し、
実用性を高めた、川西航空機の真打ともいえる機体だった。
　本書はその「紫電改」のうち、終戦直後にアメリカ本土へと旅立ち、
アメリカ合衆国空軍博物館に現存する〔川西第5312号〕の復元作業
の際に撮影された細部写真を披露するもの。
　機体の表面についてはこれまでにも随分と目にする機会があった
が、その内部の機構について、もちろん全てが製造当時、あるいは部
隊配備時の姿をとどめているとは言えないながらも、充分に観察する
ことができるものといえよう。
　じっくりとご覧いただければ幸いである。

日本海軍局地戦闘機

〔川西第5312号〕
N1K2-Ja
紫電改
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日本陸海軍機を確保せよ
　アメリカ合衆国オハイオ州デイトンに所在するライト・
パターソン空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）内の
国立空軍博物館（National Museum of the United States Air 
Force）に収蔵・展示されている古今東西の航空機のなかに、
日本海軍の局地戦闘機「紫電改」〔川西第5312号〕は、どん
と構えて鎮座している。
　1945年8月、大日本帝国がポツダム宣言を受諾したこと
により日本本土へやってきたアメリカ進駐軍は日本陸海軍の
兵器をサンプルとして取得するべく行動を開始。航空機につ
いてを担当したのが東京都成増の陸軍飛行場に進駐してきた
Techinical Air Intelligence Unit（略してTAIU。日本語訳は連
合国航空技術情報隊）であり、比較的早い段階で機種や機数
を日本側へ提示してその収集に乗り出している。
　収集の希望数は、基本的に1機種あたり4機というのが相
場となっており、「零戦」や「彗星」など、それまでに外地で鹵
獲していた機体はもちろんのこと、「流星」や「紫電改」など、
日本本土にしか展開していなかった機体や、ロケット戦闘機
「秋水」、ジェット攻撃機「橘花」などの試作機も含まれてい

て、四発陸上攻撃機「連山」などの大型機については1機以上
のサンプルの確保を試みていた。
　それにはまず9月はじめに各製造会社や陸海軍飛行場の残
務整理担当者から提出された「引渡目録」が参考にされたよう
だが、もともと、日本の抗戦能力の早期無力化を図るために
アメリカ側が飛行場へプロペラを外して並べよ、などと指示
をしていたところへ台風が縦断していった関係で、各地に残
存していた機体の多くは大きく破損する羽目に陥っていた。
　それでも、9月の初めのラジオ放送での「〇〇部隊の隊員
は原隊に復帰せよ」などという呼びかけで整備員や搭乗員を
集め、陸軍機については1945年10月8日付けで作成され、
同月11日付けで追加改訂された「飛行試験用航空機送付準備
計画表」という資料、あるいは海軍機については日付がはっ
きりしないものの「要求一覧表」という資料が開示されている
ように、なんとか体裁を取り繕うことができた。
　これらの機体は準備ができた順に横須賀海軍航空隊があっ
た神奈川県の追浜基地へ空輸され、ここから護衛空母に船積
みされて太平洋を渡り、アメリカ本土へ運び込まれることと
なった。

局地戦闘機 紫電改〔川西第5312号〕
の来歴

〔文／吉野泰貴〕太平洋戦争末期、ついに戦場となった日本本土上空でデビューした「紫電改」。
終戦直後に進駐してきたアメリカ占領軍はその存在に興味を持ち、じつに4機
もの機体を持ち帰った。そのうちの1機が本書の主人公である。
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「紫電改」の場合
 「零戦」の後継機であった「烈風」の開発に見切りをつけた日
本海軍は「紫電改」を時期主力戦闘機と定め、開発元の川西航
空機だけでなく、昭和飛行機や第11航空廠にもライセンス
生産を命じて生産数の拡大を狙ったが、結局、川西航空機鳴
尾製作所での生産が主軸となり、紫電一一乙型を主に製作し
ていた川西航空機姫路製作所での生産も少数にとどまった。
　そして、執拗に空襲されたこれらの工場には完品となる「紫
電改」はなく、前述したTAIUの要望に答えることはできな
かった。
　ここで白羽の矢が立ったのが愛媛県松山を根拠に奮戦し、
長崎県大村基地で終戦を迎えた第343海軍航空隊「剣部隊」
の残務整理班であった。もともと戦闘第301、戦闘第407、
戦闘第701飛行隊を基幹とし、後方に戦闘第401飛行隊と
いう錬成部隊を擁していた343空は、7月以降は3個隊を合

わせても20機程度の兵力を用意するのがやっととなってい
たが、士気なお旺盛なまま終戦を迎えていた。
 「紫電改」空輸の命令を受けたかつての飛行長、志賀淑雄少
佐は大村基地に残存していた6機（予備機を含む）の「紫電改」
を選ぶと整備を命じ、10月に準備を完了、同月16日に自ら
操縦桿を握り、3機を率いて横須賀へ空輸し、無事その任務
を終えた。
　飛行に際して「まっすぐにしか飛んではいけない」と注意さ
れていた志賀少佐は、随伴するアメリカ海軍のF4Uの目前
でクィックロール（機体を推力線に対してコルクスクリュー
のように横転させる）を実施。「（航跡は）まっすぐにしか飛ん
でないぜ」とその鼻を明かしたほか、スロットルを全開した
際にはその高速から、エスコート役として随伴していたF4U
を置き去りにした、などというエピソードが残されている。

▲終戦後、アメリカ側の要望（命令）により日本各地から大小の陸海軍機
が横須賀に集められることとなった。「紫電改」は唯一の実戦部隊である
第343海軍航空隊が展開していた長崎県大村から空輸されている。

▲護衛空母『バーンズ』でアメリカ本土へ運ばれる日本陸海軍機たち。画
面手前、右から2番目に「紫電改」が見える。この機体が川西第5312号
かどうかは確証がないが、同空母で4機が太平洋を渡ったのは確かだ。

◀︎レストア中の「紫電改」〔川西第5312号〕。部分
ごとの作業を終えて機体の組み立てが始まった頃
だ。これから完成までに9ヶ月近い時間が費やされ
ることになる（2007年8月27日／マイケル・フ
レッチャー撮影）
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海を渡る
　日本各地から集められた陸海軍機はまず第1便として護衛
空母『バーンズ』により運ばれることになった。4機の「紫電
改」、製造番号〔71〕〔533〕〔5218〕〔5341〕はこの時に運
ばれ、11月16日に横須賀沖を出港。太平洋を渡り、パナマ
運河を通過してアメリカ東海岸ニューワークで陸揚げされた
（第2便が護衛空母『コア』、第3便が同『ボーグ』だった）。
　しかし、これら多くの日本陸海軍機のうち、テストフライ
トが実施されたのはほんの一部の機体だけで、その多くは技
術サンプルとしての興味を持たれる程度で各地へ払い下げら
れ、スクラップとして処分されてしまった。『バーンズ』で運
ばれた8機の「彗星」や2機の「紫電一一型」はこれにより1機
も残存していない。
　一方、「紫電改」については4機運ばれたうち、アナコスティ
アで放置されていた1機が最終的にスクラップ処分されたほ
かは3機が現在もその姿をとどめている。このうちの1機が
本書の主役である〔川西第5312号〕である。
　アメリカ空軍博物館に残されている記録では、この〔川西
第5312号〕は、1959年8月にカリフォルニア州サンディエ
ゴ市から博物館に買いとられたとなっている。その直前には
バルボア公園の保管施設で屋内展示となっていたが、それま
でには屋外展示されて雨ざらしとなっていた期間もあるよう
だ。ただし、〔川西第5312号〕がどのような足取りでサンディ
エゴ市の所有物となったのかについての具体的な情報は現在
では不明で、第二次世界大戦後にアメリカ海軍から直接サン
ディエゴ市に譲られたものと考えられているという。

　そのレストアは1990年代の終わりころから始まり、
2008年夏にようやくお披露目されることとなった。

　本書に掲載した一連の写真の撮影者であり、自らも卓越し
た航空エンジニアであるマイケル・フレッチャー氏はアメリ
カにおける「紫電改」の評価について、次のように語る。
「アメリカ合衆国で、第二次世界大戦で最も有名な日本陸
海軍の戦闘機は、それは疑いなく『零戦（フレッチャー氏は
Zero Fighterではなく、Zero-senと書いてくれた）』です。し
かし、歴史家や日本の航空機に興味のある人の間では、『紫
電改』はまごうことなく、日本海軍のために作られた最高の
戦闘機であったと見なされています」
「『紫電改』をこのような傑出した戦闘機にしたのは、強力な
誉エンジンと、翼に取り付けられた20mmキャノンによる
優れた火力という評価です。よく知られているように、経験
豊富なパイロット〜第343海軍航空隊などの〜が『紫電改』
の操縦桿を握ったとき、それは日本の本土にやってくるグラ
マンF6Fヘルキャットに匹敵するか、ほぼ間違いなくそれよ
りも優れていることが証明されました。その存在は傑出した
デザインとして評価されるだけでなく、優れた機体としてア
メリカでもリスペクトの対象となっています」（2019年12
月談）
　この言葉を胸に、我々日本人も自信を持って「紫電改」に賛
辞を贈りたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　国立アメリカ空軍博物館 “National Museum of the United 
States Air Force” は、オハイオ州デイトンの東、リバーサイド
のライト・パターソン空軍基地にある、アメリカ空軍として
の公式な博物館である。︎
　収蔵する航空機ロケット、ミサイルはじつに 400 機以上に
のぼり、その多くが実際に見られるというだけでなく、その
ほとんどが屋内展示されているという点でも特筆される。︎
　機会があればぜひ訪れてみたい航空博物館のひとつである。︎

開館時間：9 時から 17 時まで
休館日：感謝祭、クリスマス、元日
所　在： 1100 Spaatz Street
　　　　Wright-Patterson AFB Ohio 45433
　　　　(near Dayton) U.S.A.
電話：+1 937-255-3286
https://www.nationalmuseum.af.mil
※入場は無料

▶︎2008年6月、レストア作業が完成して空軍博
物館内へ運び込まれる「紫電改」。すでに展示されて
いる機体の間を縫って設置するため、アクロバチッ
クな取り回しをしているのが興味深い。こうした扱
いもまた、頑丈な本機ならではと言えるかもしれ
ない（撮影／National Museum of the U.S. Air 
Force）
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◀︎レストア作業も最終段階に入った「紫電改」〔川西
第5312号〕。撮影は2007年10月16日で、こ
の日はなんと戦後に指示を受けた343空が、「紫電
改」を大村から空輸した62年目の記念日でもあっ
た！（撮影／マイケルフレッチャー）

※本書のタイトルでは〔川西第5312号機〕と
表記していますが、本文やキャプションでは
銘板表記の〔川西第5312号〕に準拠して記述
しています。
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首
プロペラ＆スピナー
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●︎左ページはレストア後の川西第 5312 号の機首部と作業前のプロペラハブ
部分。︎紫電改のプロペラはドイツの VDM（ファー・デー・ム）式を住友金属
でライセンス生産したもの（「紫電改取扱説明書」には「VDM4 翅金属恒速」と
記載されている）で、直径は 3.300m、ピッチ変更範囲は 30°である。︎ドイ
ツのオリジナルモデルではピッチの変更は電気式であったが、日本で生産
するには技術的に困難なため、油圧式に置換されている。︎レストアされる
前の本機のプロペラやスピナーは茶褐色でベタ塗りされるがままだったた
め、その状態が写真でも残っている。︎

◀︎▲取り外された状態のスピナー。︎特に左下写真では先端方向の裏側の様
子が興味深い。︎ハミルトン式プロペラをつけた零戦などのスピナーに比べ、
切り欠きが複雑な形状をしているのが VDM 式を装着した機体の特徴で、左
右がアンシンメトリーとなった様子がよくわかる。︎
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エンジン〔誉発動機二一型〕

▲川西第5312号にマウン
トされた「誉」発動機二一
型〔NK9H〕。︎「誉」は空冷星
型複列18気筒、離昇出力
2000馬力を謳ったエンジ
ンで、その開発は中島飛
行機と海軍航空技術廠発
動機部の共同で進められ
た。︎二一型は一一型〔NK9B〕
の回転数を向上させた、
もっとも生産基数の多い
タイプである。︎海軍機で
は本機のほか、紫電や彩
雲などに、陸軍機では四
式戦闘機に搭載された（銀
河と流星は誉一二型を搭
載）。︎

▶「誉」発動機二一型の最
終減速機付近︎。︎プラグコー
ドの様子が参考になる。︎
プラグコードと点火栓は1
気筒につき2組となってい
る。︎
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◀︎▲同じく「誉」発動機二一型最終減速機付近︎。︎残されている写真やエンジンそのものを
見ても、減速機ケースには「ホマレ」と刻印されたものなど、いくつかのパターンがあっ
たことがわかっている。︎左下写真で中央に見えるのがプロペラピッチ変更機で、下部に
ついている、先が割れた円柱がスピナー後縁への操作ロッドが繋がる部分。︎
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▲▶「誉」発動機二一型を左真横から
見る。︎「誉」一一型が実用化された当
時の気筒の冷却フィンは鋳造式だっ
たが、クラックが発生する原因となっ
たため、二一型では植え込み式に改
良された。︎シリンダヘッドについて
いる黒いパーツは「導風板」と呼ばれ
るもので、カウリング前面から流れ
込んだ空気を無駄なく気筒の冷却に
使うためのもの。︎後列に配された気
筒の間を、前列の排気管が通ってい
る。︎シリンダの前列と後列の前後を
丸くとりまく支柱は、カウリングを
装着する際のガイド兼取り付け支基
（「取扱説明書」には「前後部整流環支
持管」とある）となる。︎右ページ左下
の写真を見ていただくとその様子が
よくわかる。︎

▶右ページの右側2枚は発動機の裏
側を見たところ。︎一番上に見える銀
色の箱状のものは気化器空気取り入
れ口から伸びる導風筒で、その下側
に気化器が見えている。︎
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