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『玄田とも』
（くろだ・とも）
潜水艦にだけ興味があり、他は興味がないとしているワリ
にはヤタラと濃い知識を持つ。どうやら将来は潜水艦関係
の仕事に就きたいらしい
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『未にいさん』
（ひつじ・にいさん）
『玄田とも』の近所に居を構える常に着ぐるみを纏
った謎の男。末期兵器を心から嗜むらしい。身内が
いることが判明

アナタノ知ラナイ兵器1増補
改訂版特別描き下ろし1

ねえ、ユガさん？
旧版と改訂版、どこが違うの？

『アナタノ
知ラナイ兵器』1
増補改訂版
オープニング

そーよ、
キチンと説明しなさいよ！

う……
じゃ、説明するよ。

全くトロイんだから！

旧版に収録していた
ソフト路線ページを
改訂版では連載時に
述べられなかった
兵器らの図説に充て、
大幅な増ページに
なっております。

従ってアナタたちは
一時、退場
ねがいまーす！
……という訳で！

アナタノ知ラナイ兵器1
その分量、何と
20ページ近く！
全体の1/6以上！

『アナタノ知ラナイ兵器』を読むにあたっての注意事項
艦首から艦尾
を見たのは『後
進面』って云
うんだって

艦艇の方向呼称

フネのこちら
側は左舷ね
「ソナー」ではなく
「ソーナー」

フネのこちら側
は右舷

本書は筆者たる『こがしゅうと』が特集機材の外
見を見たまま感じたままを述べるものだ。まれに
内部に踏み込んだ部分もあったりするがそれは単
にネタが無かったか気が向いたからだ。加えてこ
のテの本には必ずセットになっている『昭和○○
年に……』というような開発経緯や同じく『××
型を使い、押し寄せる相手を千切っては投げ、千
切っては……』というような武勇伝や戦歴、戦功
らにも一切触れず前述のとおり、ただテーマの外
見だけを筆者が好き勝手に述べるだけのものだ。
筆者が武勇伝や戦歴などを述べないのは、世には
情緒的かつ扇情的にしたためた珠玉文が多数存在
するからだ。オマケに筆者の思い込みや勘違い、
さらには無知故に飛び出す素っ頓狂な面や判らな
い部分などは想像で描いたりしたものも多々存在
するがそれらは軽く冷笑してくださると幸甚だ。
単行本版『アナタノ知ラナイ兵器』は二部構成に
なっている。スケールアヴィエーションに連載さ
れた航空機編とネイビーヤード掲載記事の艦艇編
とにだ。航空機編は編集部御中による冷静なテー
マ選定、翻って艦艇編は筆者の趣味が大きく反映
されているものになっている。……と初めに述べ
るのはこの程度だ。では無事に巻末まで読み進め
てもらえるなら筆者は望外の喜びだ。

艦尾から艦首を見る
のは『前進面』よ
陸軍機は『飛行機』
海軍機は『航空機』

特殊潜航艇を単体で呼称する場合は『的（てき）』
助数詞は『箇』

「ラバウル」ではなく
「ラボール」

「シュノーケル」ではなく
「スノーケル」
ニューブリテン島
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航空機編
三菱 一式陸上攻撃機二四型
三菱 零式艦上戦闘機五二丙型
三菱 零式艦上戦闘機三二型
三菱 局地戦闘機 雷電二一型
中島 夜間戦闘機 月光一一型
空技廠 陸上爆撃機 銀河一一型
三菱 零式水上観測機
グラマン F6Fヘルキャット
TBF/TBMアヴェンジャー
チャンス・ボート F-8Cクルセイダー
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「一式大型動力銃架二二型」
。
旋回動力を電動にしたものだ。仰俯角は人力
だ。旋回は電動と記したが電動旋回するのは

天測航法用窓。この真下に機関席がある。
その配置への灯取りの意味もある。

銃架と機銃だけで操作する銃手は銃架下の御
立ち台上で銃架の旋回に合わせ自分の足で旋
回する。

操縦席天蓋は図のように左右舷にはね上
げるカタチで開閉する。飛行中に開閉さ
せるのは空中脱出時くらいだ。図では構
造理解の為に便宜上開閉時を描いた。

機首部の引出線は巻末に用意した。そちらを御覧アレ。
ここの小窓は後方電信席。
「一式陸攻」は遠距離飛行するので
無線装備が二組という非常に充実し
たものになっている。

ここの小窓も機関員が外を見る為のものだ。当然灯取りでもある。

ここから暫くの間、
「一式陸攻」に

というのが印象だ。それでいて卑近

いが廻った頭で口にするでまかせみ

予備機銃を含め三挺も旋回銃座があ

ついて色々と述べて行きたいと思う。 な言い方で恐縮だがカッコいい。

たいな過激な任務は「一式陸攻」に

るし、操縦席後には遠距離飛行で位

何しろ、戦中の我が国で一番多く生

陸上爆撃機「銀河」がモデルさんな

は無い。故に余裕ある設計になって

置把握に使う天測窓、その後には動

産された双発機だ。数が多ければネ

らば「一式陸攻」は背中に乳飲み子

いるのは「一式陸攻」にとって『救

力銃架が、その後胴体側面両舷には

タも多い。そこでここでは後期生産

背負って肩で風を切って歩く下町の

い』でもあった。

大きな開口部から破壊力の高そうな

型である「二四型」の良いところ悪

お母さんという感じだろうか。

本単行本に掲載されている「銀河」

大口径機銃が突き出す銃座が、そし

いところを引括めて図説して行く。

ダメ亭主を箒で打ち倒すくらいの勢

と比べてもらうと幸甚だが「銀河」

て最後尾にも同じく大口径機銃が備

今までの連載ならば部位図説から入

いを感じる。事実、
「一式陸攻」は

胴体が「一式陸攻」胴体内にすっぽ

わった銃座があるという構造だ。太

るのだが本項は特別描き起し作品な

全ての派生型を通し稼働率も良く、

り入ってしまうくらいに
「一式陸攻」

い胴体下には別項を設けたが長大な

ので全体像から入る。御覧になって

また使い勝手の良い航空機であった。 の胴体は太い。

いただきたい、
「一式陸攻」の全体

「銀河」と何かと比較してしまうが

図を！ガッシリした機体であるなあ

双発機で急降下爆撃を行うという酔
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爆弾倉があり、この恩恵で様々な爆

太い胴体故に色々な装備が付く。

弾を機外に曝し空気抵抗増すことな

機首部には搭乗員配置が一人なのに

く懸吊搭載出来るし、機内は機首か

太い胴体で四発機なみの航続距離を誇った双発攻撃機
アナタノ知ラナイ兵器1増補改訂版特別描き下ろし2

尾部銃座。これは別項を設

三菱
一式陸上攻撃機
二四型

けた。そちらを参照のこと

【側方銃座と旋回機銃】

「三式空六號無線電信機」
空中線（側方用）
。
便所用の小窓。
便所で体外に排出された物は機内に貯めること無く
機外へそのまま放出され『銃撃／爆撃』される。寒
い高空で飛行服を脱ぐのは……大変だっただろう。

この鐶だが機銃を格納するとき

今回の作画で腰を据えてこの箇所を描いてみた。
そして驚いた。

て撃つ。下方に撃つ場合に限り立ち上がって撃
つ。これは驚きだ。

に機銃が動かぬように固定する
時に使う。

図を御覧になっていただきたい。胴体側面に大
きな窓を設け、そこから機銃を突き出して撃つ

「一式陸攻」は胴体が太いとオープニングで述べ
たが図のように射手は胴体中央の位置に座る。

機内に設置された固定ロッドと
ターンバックルで締め上げて固

という行為、米陸軍の「B-17」のように立射す
るイメージがあるが「一式陸攻」は違う。水平

この配置の為に機銃座は左右舷、前後にズラし
てある。図に描いた左舷が前側に、右舷側は後

定する為のものだ。

から上方を射撃する場合は図のように床に座っ

ろ側に、だ。

ここの円は扉になっている。搭乗員ペアーらはここ

上方見張用の窓。

から乗降りする。扉があるのは左舷のみ。

側方銃座。搭載機銃については右図を設けた。そち
らを参照のこと。ここは引戸構造になっている。た
だし、長い二〇粍旋回機銃銃身は完全に格納出来ず、
尾翼側の窓縁にある窪みに筒先を嵌め込むカタチで
固定格納する

ここの小ハッチは機銃装填用の圧搾空気充填口。名
称は「二〇粍機銃装填用空気補給箱用蓋」と長い。
側方銃座の旋回機銃部分でも述べたが機銃装填は
非常に力が要る。側方旋回機銃には装填用気筒が
ないものを描いたが胴体上方の動力銃架、そ
して機尾の銃には空気装填用の気筒が付い
ているのだろうか。

「九九式二〇粍一號旋回機銃一一型」
。
元々は零戦等の戦闘機翼内機銃として使
われていた短銃身の「一號銃」を旋回機
銃にしたもの。弾倉内には四十五発入

下から給弾し、上から（排
莢覆があり厳密には右側上
部より）排莢される構造だ。

るとのことだが満杯に入れると給弾
が上手く行かないので数発抜く。
「一式陸攻」の床は平らではない。
各所に段差がある。

装填用の転把。
複座バネは非常に重い！とても人間の腕力で圧縮出
来るものではない。そこでこの転把を使ってガリガ
リ！ジャッキーン！と装填する。

固定機銃を無理矢理旋回機銃にした都合、引
金のある握把が前に、銃保持用の握把はその
後に、そして最後尾に銃床がある。

体内に収めてしまうのは

らえず遠距離延々飛行し精神力すり

が「銀河」の場合はそうは行かない。

……ホントにスゴイ機体だ

減らした先で敵に対する訳だから。

こんな堪えた気持ちで敵に向って行

ったのだなと思う。それな

その延々飛行する途中、二つある発

った「銀河」あるかと思うと正直、

のに「銀河」が活躍出来なか

動機を気遣い気の休まるヒマが全く

泣けてくる。

が）し、更に胴体に描いた日の丸

ったのは稼働率の低さが何かと槍

無いのと……「一式陸攻」のように

その分、
「銀河」は「一式陸攻」と

後あたりには便所もあったりと

玉に挙げられるが、
「一式陸攻」を

気軽に正／副操縦員が交代できる配

は比べ物にならないくらいに速い！

……まさに至れり尽くせりな機材

見た目で「銀河」を見ると操縦す

置とでは雲泥の差があると思うし、

……という長所があるのだが。

だ。

る人間が一人だけという切り詰め

……反面的な考えになってしまう

た配置が足を引っ張っているよう

湧き上がる突然の尿意、
「一式陸攻」

べて行こう。機首部の細部図説は巻

が「銀河」は魚雷も大型爆弾も「一

に思えてならない。……だってそ

なら『ゴメン、操縦代わって。チト

末に用意した。そちらも御覧になっ

式陸攻」程ではないがあの細い胴

うでしょ？誰にも操縦代わっても

憚り』というようにスッキリできる

ていただきたい！

ら機尾まで通して歩
ける（屈む場所が大部分だ

『そろそろ会敵だ！』というときに

では「二四型」
、細部は引出線で述
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真ん中の列のみ、ずれている。

「六番爆装時」
海軍でいう『番号』は爆弾自体の重さをおおまかに示し
ている。故に図の爆弾は『六〇キログラム』だ。これを
十二発懸吊する。
六発懸吊する爆弾架を爆弾倉内に直列で二基装着、これ
に爆装する。

図に描いた爆弾は「九九式六番通常爆弾」
。

一度に十二発投弾出来るが何回かに分けての投弾も出来
る。一発あたりの威力が小さいので艦艇攻撃には向いて
いない。広範囲の人馬殺傷用だ。筆者個人の意見で恐縮
だが大きい爆弾一発よりも小型爆弾多数の方が効果はあ
ると思う。

【爆弾倉】
「二四型」に限らず「一式陸攻」全

事により武骨度が増しカッコ良くな

「一一型」の爆弾倉は前述のとおり

「二二型」に至り本来考える爆弾倉

ての派生型でここを描くのは少々度

ったように思う。機外左右に突起し

制約の多いものだったがそれでもそ

扉が採用となってからは空気抵抗低

胸が要る。というのもここを示す資

た側方銃座を胴体側面面一とした空

れを上回る恩恵があった。それは爆

減の恩恵は更に高まった。

料が本当に少ないのだ。初期型「一

気抵抗低減の恩恵をこの爆弾倉は打

弾倉の大きさだ。魚雷とは長大なも

この装備は搭乗員たちから歓迎され

一型」はまだ資料はある部類だが、

ち消すことになってしまったが爆弾

のだ。日本海軍は航空魚雷投下後着

ただろう。……逆に整備員たちから

後期型の「二四型」は皆無に近い。

倉を使う任務時、機内の操作で爆弾

水までの間、安定して滑空するよう

は不評だっただろうな。そりゃそう

故に本項目では筆者の推測が多数入

倉扉を自由に開閉出来る恩恵は有難

に、そして着水の衝撃から推進器を

だろう。整備する箇所が増えたんだ

っていることを断っておく。

いものだ。初期型「一一型」の爆弾

保護する秘密兵器「框板」を追加し

から。

初期型「一一型」のあとに武装強化

倉扉は厳密には爆弾倉扉ではない。

た更に全長が増したものでも爆弾倉

オープニングで「一式陸攻」は使い

と側方銃座形状を改め、発動機向上

攻撃任務時には爆弾倉扉を地上整備

に納めることが出来た。前作「九六

勝手が良いと述べた。爆弾倉内に懸

換装した「二二型」に至ったとき、

員たちが取り払う。この作業によっ

式陸攻」は全て機外に懸吊していた

吊する爆弾が多種なトコロも使い勝

胴体下部が金魚の下っ腹のように出

て胴体下部にザックリと長大な切り

のだ。雷装時と爆装時では速度も大

手の裏打ちをしている。

っ張る形状となった。

欠きが露出し空気抵抗が非常に増し

きく変化していただろうと推測する

魚雷搭載が出来ると本文で記したの

これの意味だが爆弾倉を外より覆う

た状態で敵地へ乗り込んでいた。当

が爆弾倉内に納めることが叶うとい

でそれ以外を図説しよう。

爆弾倉扉を追加した結果だ。筆者の

然帰りもだ。このように「一一型」

うのはこれらの差が少なくなるとい

個人的趣味で恐縮だが、この外開き

のそれは爆弾倉を使わない任務時に

うことだ。航続距離や到達時間の変

構造（厳密には胴体外板に沿って開

爆弾倉内に余計な気流が舞い込まな

化が少ない方が搭乗員にも任務遂行

閉する方法）の爆弾倉扉を追加する

いように塞ぐ為の『覆』でしかない。 を考える側にも大きな恩恵がある。
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三菱 一式陸上攻撃機二四型

「二十五番爆装時」
「一式陸攻」は二十五番搭載は四発だ。六番爆装時と同じく、
投弾発数は選定出来る構造だ。図は「九八式二五番陸用爆弾一
型改一」を描いた。名称に「陸用」とあるように地上標的攻撃
用だ。炸裂と同時に爆風とそれに乗って飛び散る弾体の破片で
周囲を破壊する。戦艦など装甲があるフネにはこの爆弾は適さ
ない。艦艇攻撃用のも当然二十五番なら四発搭載が叶う。

「八〇番爆装時」
この重量となると「一式陸攻」でも搭載は一
発だ。直撃さえ叶えば戦艦ですら戦闘能力を
失うほどの大威力だ。そんな大威力爆弾でも

必要から図で描いた爆弾倉天井部分に連絡口
を追加、更に懸吊した「桜花」がガタつかな
いように揺れ止めも、それから「一式陸攻」

「一式陸攻」の爆弾倉には一発だけだ。とて
もガランとして広く感じる。開いた場所に小
型爆弾架を追加する機能があれば良いのにな

胴体下部に「桜花」懸吊時の乱れる気流を少
しでも抑えようと小さな覆も追加される。ま
た「桜花」搭乗員へ目標を伝達する伝声管も

あと思う。

追加した。これら各種装備を追加した「一式

「一式陸攻」の爆装でどうしても記さねばな
らないものがある。
「桜花」懸吊装備だ。こ
の爆弾倉内に風防を入れ込む形で「桜花」を

陸攻」は「二四丁型」と称する特別仕様機と
なる。この「二四丁型」を製造した人の手記
を筆者は読んだことがあるが……この爆弾倉

懸吊する。
「桜花」搭乗員が「一式陸攻」胴
体内から懸吊した「桜花」へ移動・搭乗する

と胴体床を貫いた通路を通る搭乗員にとって
は死出の旅立ちの門とあり、泣けてくる。

「整流板」
爆装任務時、爆弾倉内
に舞い込む気流で投弾
が乱れ命中率が低下す
る。それを防止する為
に爆弾倉後端部に板を
斜めに設置し気流を文
字通り整えてやる。

「八〇番」の懸吊には魚雷と同じような
抱締索を用いた方法だ。中央、この部分の索が解け投弾される。
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【小図一】
燃料槽下面にゴム板を貼り付けた目論見図

インテグラルタンク

燃料

下面に貼付けたゴム板

貼付けたゴム板の弾性で破孔が塞がり、

被弾。

燃料の漏洩は防げる

この中に主脚が入っている。タイヤー径は直径一・二メー
トル、幅は〇・四メートルと大きい。格納方向は主翼後縁
側にヒンジがあり、発動機側に主脚車輪がある方式だ。格
納動力は電動だ。電動機が故障した場合は手動となる。

この三角形の突起だが
「下げ翼」のヒンジだ。
片翼三箇所ある。

爆弾倉扉閉状態。
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三菱 一式陸上攻撃機二四型
本文中で述べた貼付けたゴム板群だ。
ゴム板は大変に重い。それが主翼下面燃料槽部分に多数貼付けてある。
当然両翼下面にだ。これにより重量はどれだけ増したのだろう。これ

【主翼裏面】

らにより最大速度は五ノット程低下したとのことだがこの低下した分

オープニングでは「一式陸攻」を『優

い。

に見合う装備だったのだろうか。

れた航空機』と述べた。では優秀な

実際、
これら燃料槽に被弾すると
【小

軍用機だったのか。その差を以下に

図二】のようになる。もっとゴム板

ツみたいに揮発性燃料が噴き出し発動機から発する排気炎が燃え移っ

述べていこうと思う。
「一式陸攻」

厚を増せば解決出来たかもしれない

たらもうお仕舞だからだ。

は舵の利きも良い扱いやすい機材だ

が主翼に気流を乱す物体を貼付ける

った。今回は描かなかったが大きく

のだ。検討に検討を重ねた結果、空

長い発動機覆の中には頑丈で構造が

気抵抗と抗堪性双方満足のいく結果

簡単な主脚が入っているのだが、こ

として選定したのが二十八粍厚だ。

の頑丈な主脚のお陰で「彗星」のよ

これを貼ることにより五ノット、航

うな悲しい主脚の折損事故も無かっ

続距離は三〇〇キロメートル程も低

た。オープニングで述べたとおり

下したのだ。抗堪性を優先し貼付け

胴体は太い。これの恩恵で機内連絡

るゴム板厚を増せば更に悪い方に数

も、
またこの胴体の利点を活かし
「一

字は増えるだろうし冒頭、舵の利き

式陸攻」派生型には輸送機もあった

が良いと評価される操縦性も大きく

りした。そして航続距離も『四発機

低下、それに伴い敵に撃墜される原

並み』の長大なものだった。良いと

因となってしまう。もっと薄くとも

こヅクメだが、最後に述べた航続距

大破孔を塞ぐ弾性強度のあるゴム板

離部分だが特殊な燃料槽構造により

を開発するにも我が国はこういう化

達成出来た、かなり危険度の高い構

学分野が全く未熟であった。化学メ

造であった。別図を御覧になってい

ーカーがビーカーの中でそれらしい

ただきたい。

試作品を作り上げてもそれを量産す

これは略図なのだが、
『インテグラ

る施設を造るトコロから始めなけれ

ルタンク』と称する、燃料槽外板が

ばならないという泥縄も泥縄な我が

筆者はかなり限定的な効果でしかなかったと思うが付けた意味はある
と考えたい。これが無ければ小銃弾でも命中したなら底の抜けたバケ

そのまま主翼外板となる構造とした、 国の工業基盤の薄さをただ嘆くだけ

「一式陸攻」の主翼は長大だ。作るのは大変そうだが胴体部
と発動機外側と主翼は片翼二分割出来る構造になっている。
量産精度が余り高くなかっただろう当時だ。損傷した部位
を他機材と交換し、短時間で戦線復帰ということはスンナ
リとは行かなかっただろうが一体構造よりも何倍も早く修
理が叶う構造だ。多数作られた理由でもある。

【小図二】
現実はどうなったか状況図

いわば隙間無い燃料槽構造とそれを

だ。悲しい小手先の対処と言わざる

多数配置で為し得た成果でもある。

を得ない下面ゴム板貼りで凌いでい

今でこそ、それこそ筆者ですら『危

る間に燃料槽全面を抗堪性のある新

険度の高い』としたり顔で述べる程

素材ゴムで包んだ新型燃料槽に改め

のものと認識される『インテグラル

た、
根本的改良を施した「一式陸攻」

タンク』だが「一式陸攻」設計時に

待望の派生型「三四型」に至り、我

は被弾したら小図のようになるとい

が国では破格の、もっと言えば漸く

う認識は薄く、実戦投入され、敵が

諸外国並みの抗堪性を持つ主翼燃料

本気で反撃を仕掛けてきた頃より

槽を内臓できるようになった。

『危険度』が判り始めてきた。危険

小手先の小改造で問題を先送りし続

な構造を改めるには莫大な時間が必

け、漸くの結果だ。ここに至るまで

要だ。そこで窮余の策として出たの

に優秀な陸攻搭乗員らを何名、殺さ

が主翼下面に厚さ二十八粍のゴム板

せてここに至ったのだろうか。そう

を貼るというものだ。
【小図一】を

考えると泣けてくる。この
「三四型」

御覧になっていただきたい。目論む

が「一式陸攻」総生産数の大部分を

仕組みは理解出来る。だがそれは机

占めるなら笑顔になるのだが……数

上論に近いものだと言わざるを得な

十機の量産で終わってしまった。切

これらを塞ぐ柔らかく弾性もあるゴム板
でなければ大破孔を塞ぐことは叶わない。

ないし、もっと泣けてくる。それで
も思い描くものが量産出来たことを
嬉しく思うべきなのだろうか。
「一式陸攻」を蔑む名称がある。
筆者は口が裂けてもそれを言いたく
ないしここに記すつもりもない。
でもそれは結果を口にしただけでは
ないか？ その途中でもっと大きな
問題が起きているのではないだろう

実際、燃料槽に被弾をすると弾が
変形し貫通痕が大きくなる例も。

また被弾時に弾が回転、より大き
な破孔が生じてしまう例も。

か？ と思っている。それが何か、
次、
「一式陸攻」最終ページで述べ
たいと思う。
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ここの部分で垂直安定板は胴体と接合している。

【尾部銃座と尾翼】 前ページ最後に「一式陸攻」の損失

は出来ない。何しろ装填動作ですら

理由は燃料槽構造の他にあるのでは

怪力が必要で、これに噛み込んだ機

ないかと述べたがそれをここで述べ

銃弾を排出させるにはもっと強い力

ようと思う。

が要るからだ。こんな悲しい故障が

胴体側方銃座にも上方動力銃架にも、 頻繁にあったと知ると……泣けてく
そして尾部銃座にも設置された機銃

るではないか。
「桜花」を抱いた「二

は「九九式二〇粍一號旋回機銃一一

四丁型」が米軍迎撃機によって撃墜

型」に代表される「恵式系機銃」だ

される写真銃映像が今日簡単に目に

が世間で言われているよりもずっと

する事が出来る。これを見ていると

良くないものなのだ。何しろ装弾数

「二四丁型」尾部よりの反撃射撃は

が一弾倉で四十五発しかない。実際

《バン……バン……》と非常に緩慢

はこの弾数よりも少ない発数を装填

な発射だ。恐らく射手は一発づつ狙

していたのは前述したとおりだが、

って点射しているのだろうと思える。

多分数秒の発射で弾倉は空になる。

もしかしたら前述の機銃弾の噛み込

弾倉は大変に重く射手が再装填操作

みが起きてしまって発射出来ない状

も行うのでその間は機銃は無力化す

態に陥っているのか……と更に泣け

る。加えてこの機銃はガチンと機銃

てくる。

弾を噛み込んだらもう機上では修理

何しろ弾倉打ち尽くしたら再装填に
三〇秒近く掛かる。その間は全く発
射が不能になるのだから。点射の応
射も頷けるというものだ。
その写真銃映像を見ていて腹立たし
いのは米軍迎撃機が真後ろから「二
四丁型」を撃っている点だ。尾部銃
座が真っ当な働きをするのであれば
真後ろからの攻撃は大変に危険なは
ずだ。それを敢て真後ろから撃つと
いうのは旋回機銃の働きが悪いこと

水平尾翼は左右、
共用だ。
破損したら迅速な交換
修理が可能だ。

を米軍は知っているということでも
ある。
更に泣けてくるのは米軍の射弾だ。
真後ろよりの一連射で一〇発近く命
中している。

この小さなものが「尾燈」だ。

「一式陸攻」胴体内は言わば筒だ。
真後ろから撃たれては筒の中を通っ

この旋回機銃は射手の
座席と連結したシーソ
ー状の銃架に設置され
ている。

てくる射弾を防ぐものは尾部銃座横
にある携行弾誘爆防止用の小さな防
弾鋼鈑と主操縦員背後の防弾鋼鈑だ
けだ。射弾で機が炎上して撃墜され
る……というのは大変に判りやすい
状態だ。だが実際はこの写真銃映像
のように一連射で搭乗員の殆どが無
防弾鋼鈑故に斃れ反撃出来ない状態
となる。更に「桜花」を抱いての飛
行は舵の利きも高速も全て諦めた状
態だ。記すのも悲しいが嬲り殺しに
近い連射で搭乗員全員が倒されその
上で燃料槽が打ち破られ炎上し撃墜
されるのだ。前述の防弾のゴム板も
重要、完全防弾の燃料槽も重要。だ

尾部銃座射手は開口部から風が入り込む為、常に防塵眼鏡を
付けていると思う。
更に以下を記すのは胆が冷えるが急機動によりこの開口部か
ら射手が転落する事故は少なからず発生している。落下傘は
動力銃架真下あたりの肋材に掛けてある。搭乗員らは落下傘
は常時付けていない。当然ここの射手もだ。泣けてくる事故だ。
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が「一式陸攻」の寿命を少しでも永
らえるには敵を恐れさせる旋回機銃
ここの風防形状は「一式陸攻」各派生型で苦労したのだろうな
……と思う。開口部を狭くすれば空気抵抗は減るが射界は狭ま
る。広くすれば逆となる。故に図のようなＶ字型の切れ込みだ。

の搭載と、搭乗員を守る防弾鋼鈑の
設置、この二つが重要だと筆者は考
える次第だ。

「痛さ」
くて
「ぴちぴち」
な究極の進化系

三菱 零式艦上戦闘機五二丙型

三菱 零式艦上
戦闘機五二丙型

「零戦」量産機ではあまり人気のない「五二丙型」。武装、防御力の強
化のため運動性能が落ちた本機だがこが氏によるとその武装には注
目すべき部分があるという。ここではその武装を中心に紹介しよう

『アナタノ知ラナイ兵器』が単行

特かつ聡明な貴兄貴女らは既に御解

生的にバラエティー番組でセーラー

これは余談だが本書をしたためる段

本化されることになった。そこで目

りだろうが筆者の趣向は後期型や末

服を纏い若手芸人らに弾けた反応を

階まで略号「A6M5c」のことを「五二

玉となる描き起し作品を描け、との

期型とされる物を愛する。
よって
「零

し『努力しているなあ』という『必

型丙」と口語していた。最近入手し

物腰は柔らかいが熱い担当氏の仰せ

戦」も、ということでもあるのだが

死さ』
が文字通り痛い程に伝わる
『ソ

た資料や過去に当家に蒐集していた

に色々思案巡らせた結果、
「零戦

筆者が邂逅が叶った数少ない
「零戦」

レ』だ。正直「零戦五二丙型」は老

各種資料では「五二丙」型としてい

五二丙型」を選ぶことにした。量産

搭乗員らの使用機材は「零戦五二丙

いているように思える。しかしそれ

る。確かに「五二型丙」という表記

成就した各種「零戦」派生型の中で

型」だったということも強く影響し

はウワベだけであって「零戦五二丙

も存在はしていたがそれは少数であ

この派生型の評価は「三二型」同様、 ている。
「零戦五二丙型」の何処を

型」の毛穴が見える距離にまで歩を

り、圧倒的に「五二丙」型が主流だ。

芳しくない。

筆者が愛するのか、という点だが程

進めると案外とまだまだ
『ぴちぴち』

よって本日から筆者もこれに倣い

よい『必死さ』が堪らないのだ。以

していたり絶句するようなスゴいこ

「五二丙」型と表記と口語をするこ

う魂胆は毛頭ないが、
だが筆者は
「零

下に述べるのは極端な例で恐縮だが、 とが内蔵されていたりする。本書で

とにする。では次ページより「五二

戦」派生型の中で最も愛している。

デビュー華々しいアイドルがやがて

はその『必死さのぴちぴち』部分に

丙型」の『丙』たる点を述べて行こ

この単行本をお手になさっている奇

加齢、世間に埋没し掛るのを起死回

のみ焦点を当て述べていこうと思う。 う。

「零戦五二丙型」を弁護しようとい

■
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