紙飛行機

三菱零戦 21 型発売によせて

あおぞらから零戦 21 型が新発売された。
映画化で話題の「風立ちぬ」や「永遠の 0」
、8 月に放送された「零戦搭乗員からみた太平洋戦争」
等、昨今の零戦の話題は多く、また一つ零戦の話題が増えた事は一零戦ファンとして嬉しいかぎりである。
零戦については諸兄姉もご存じの通り、旧日本海軍が純国産の九六式艦上戦闘機の次期艦上戦闘機と
して昭和 12 年 10 月に三菱航空機（現三菱重工業）と中島飛行機に「十二試艦上戦闘機計画要求書」を
交付し開発を開始した零式艦上戦闘機の事である。
要求書の内容は 13 項目に及び当時としては高性能機であった九六式艦上戦闘機の性能を上回り開発
者にとっては過酷な内容であった。翌昭和 13 年始めに中島飛行機が開発を断念した為、三菱航空機の単
独で行われる事となった、設計主務者は今では「風立ちぬ」で零戦をご存じなかった方でも知られる様に
なった堀越二郎氏である。
堀越氏は九六式艦上戦闘機の設計主務者でもあり、零戦開発にも引き継がれるこの時の設計思想とし
て徹底した軽量化や空気力学の洗練による楕円翼、沈頭鋲の全面使用、翼端ねじり下げ及び増槽（航続距
離）
、計器板上部の機銃等が既に採用されている。
九六式艦上戦闘機の前の旧日本海軍の主力艦上戦闘機は九五式艦上戦闘機（中島飛行機）の複葉戦闘
機であり、零戦の前にこの九六式を設計された事は零戦開発に多大に寄与したと推測される。
しかし、この九六式艦上戦闘機を 13 項目も上回る要求書をクリアーする為に堀越氏を始め三菱航空機
の設計チーム陣の開発については諸書籍等で紹介されている通り並々ならぬ知力と努力を注がれている。
昭和 13 年 4 月から木型による審査が開始され、その後要求書交付から 2 年 11 ケ月を経て 1 号機が昭
和 14 年 9 月に旧日本海軍へ領収（納入）された。そして、正式採用の昭和 15 年が皇紀 2600 年であった
為、正式採用年度の下桁を取って 0 式（零式）とされた。その後、昭和 20 年 8 月までの 5 年間改良を重
ねながら旧日本海軍の主力艦上戦闘機として運用された。
エンジンについては、3 号機以降は中島飛行機の開発した空冷星型の栄エンジンが採用されている。
このエンジンは旧日本陸軍の一式戦闘機(隼)等にも採用されている。（隼の開発には日本ロケット開発
の父である糸川英夫氏も関わっている。
）
栄エンジンは外国エンジンのコピーであると言われる方もいるが、外国エンジンとは大きさも違い国産
開発エンジンである、但し、部品等は中島飛行機が当時ライセンス生産していたエンジンのプラット＆ホ
イットーニー社の部品規格を採用している、この為現在海外で零戦がリストアーされた際にプラット＆ホ
イットーニー社の部品を流用出来るので海外に飛行可能な零戦が存在するのはこの為である。
可変ピッチプロペラについては、当初は重量軽減目的で 2 翅で有ったが振動が激しく 3 翅にて解決し
た為、(住友)ハミルトン社制の金属製恒速 3 翅可変ピッチプロペラを採用し、九六式等ではライセンス料
を支払っている。
エピソードとして、戦後ハミルトン社へ戦争中に支払えなかったライセンス料を支払うので請求して欲
しいと打診したところ。１万機以上もの機体に採用したライセス料のハミルトン社からの請求書の額はた
った$1.00-であった事は有名な話である。

5 年間改良を重ねながら･･･、としたが零戦は同一機種で長年運用した為さまざまな改良が加えられ、
型式によってその違いを表している。
零戦の型式は以下の通りである。
（内はエンジン）
【内は特徴】
① 十二試 （三菱瑞星 13 型）
【1 号機。2 号機のみ】
② 11 型

（栄 12 型）

【64 機のみ製造された】

③ 21 型

（栄 12 型）

【翼端折りたたみ機能採用・翼幅 12m】

④ 32 型

（栄 21 型）

【翼端をストレートにカット・翼幅 11m】

⑤ 22 型

（栄 21 型）

【32 型の改良型、翼幅 12m に戻す】

⑥ 52 型

（栄 21 型）

【32 型の翼端を楕円にする・翼幅 11m】

⑦ 52 型甲/乙(栄 21 型）

【防弾性が高められ、装備の違いで甲/乙と派生型がある】

⑧ 52 型丙 （栄 31 型）

【エンジン・甲/乙と装備も多少違う】

⑨ 63 型

（栄 31 型）

【諸々の改良零戦・53 型とも称される】

⑩ 64 型

（三菱金星 62 型）
【エンジンを高出力に変更・54 型とも称される・2 機試作のみ】

⑪ 二式水上戦闘機（栄 12 型）
【水上戦闘機仕様・高性能機であった・327 機生産された】
(※41・42 型も試作・計画されたが正式採用されなかった、22 型が本来はそれとも言われる。)
記録では零戦の総生産数は約 10,370 機であり、作戦で主に運用された型式は、
上記③21 型、④32 型、⑤22 型及び⑥⑦⑧の 52 型である。
21 型、32 型、22 型、52 型の大きな違いは主翼幅とエンジンである、21 型は 12m で空母艦載時に両
翼端が 50cm 折りたたみ可能となっている。32 型ではその折りたたみ機能が運用時に時間がかかること
や、高速性能を重視して翼端の折りたたみ部分をカットした、この為翼幅は 11m になった。22 型は 32
型の航続距離に問題が有った為 32 型の主翼幅を 12ｍに変更し、エンジン変更によっての胴体内燃料タン
クの縮小分を主翼内に増設した。52 型は主翼幅が 32 型と同じ 11m であるが 32 型の翼端形状がストレー
トカットであると翼端に気流の乱れが有る事が風洞実験により判明し翼端の形状を楕円とした。又、それ
まで 2 ケ所集中の排気管から、52 型では排気圧力を利用して推進力を補助する推力式単排気管に 52 型か
らは変更されている。
（各型の搭載エンジンは上記のとおり。
）
（因みに、21 型は 3,368 機が生産され、内三菱製 740 機、中島製 2,628 機であった。
32 型-343 機、22 型-560 機 、52 型系-約 6,000 機。 21 型 52 型で全体の 90％を占める）
今回あおぞらから発売された三菱零戦 21 型であるが、パッケージには吉川栄治文化賞受賞記念とあり、
設計者である二宮康明氏の吉川栄治文化賞受賞を記念して企画された商品である。
内容をみると、基本的には前商品の三菱零戦 52 型と同じ仕様の様であるがディティールでは 21 型の
特徴のそれを良くとらえている。
21 型と 52 型の違いに合わせて主翼幅等を変更することも可能であったはずであるが、あおぞらでは二
宮康明杯全日本紙飛行機選手権大会を協賛している、今後零戦での競技種目を行う為には同じ条件で有る
方が良い為、その様にされたのだと思う。
詳細では、垂直尾翼の番号が V-128 となっている、これはパッケージの説明に協力三沢航空博物館と
あり、そこに展示されている零戦 21 型の番号を用いたと思われる。
おもしろい事に、零戦のエースパイロットで知られる坂井三郎氏がラバウルのガダルカナル戦で負傷し
強靭な精神力で帰還したとの有名な話がある。その時の搭乗機の機体番号が一説で V-128 と言われてい
る。
（因みに、坂井氏負傷時の写真でご本人の後ろに写り込んでいる V-138 の機体番号機があり、これを
坂井機とされる方がおられるが、こちらについては撮影者の証言等により、先着し指揮所前に駐機されて
いた別の搭乗員の機体とみられている。
）

おもしろいと言うのは、坂井三郎氏がその著書「大空のサムライ」等で述べられている所に、宮本武蔵
が愛読書であったとか。そして吉川栄治は宮本武蔵で有名な作家であり、これは二宮氏の吉川栄治文化賞
受賞記念としては偶然の物なのかどうかは私の知る所ではないが、なにかの因縁を感じてならない。
そして、ディティールもそうであるが、21 型と 52 型の違いで一番判りやすいのは機体色である、52
型は深緑色でもっとも知られている為判りやすいが、21 型については諸説あり今回の企画でも諸々の資
料より研究を検討された事がうかがえる。
今回のあおぞらの 21 型は薄い緑がかった灰色いわゆる明灰緑色である、これは色々と研究しないとこ
の色にはならないと思う、なぜならば、零戦 21 型の塗装の下地の色は緑褐色（鶯色）でありその上から
明灰色を塗装している、従って完成時は明灰色である。しかし、実際にはこの明灰色の塗装が薄く、空母
艦載などに搭載された機体では整備兵が機体をよく磨く、その為下地が出てしまい薄い緑がった色になる、
且つ艦載機では錆よけにワニスを塗った為にその様な明灰緑色になったと推測される。（特に三菱製は緑
が強かった様である。
）
しかしながら、V-128 は坂井氏搭乗機とされており、坂井氏は機体を磨くより他の所を整備して欲しい、
と整備兵によく言っていたとされており、
結果 V-128 は下地色の出ていなかった明灰色と言われている。
従って、ラバウルで運用された 21 型は中島飛行機製で有った事もあり、さらに深く調査・研究をすれ
ば明灰色とされたかもしれないが、今回は模型製作等でもよく使われている明灰緑色で落ち着いた事には
研究結果に敬意を払い、追加製造時に再考される事を期待する。
さて、紙飛行機としての飛びはどうか、印刷以外は 52 型と同じで有る為、諸兄姉の多くがご経験され
ている通りである。低翼機での調整で有る為、主翼での揚力をどうするかによって大きく変わってくるか
と思われる。突っ込み過ぎず、浮かせ過ぎずといったところで、垂直上昇発射が高度を稼げる為記録的に
は良く出ると思われる。
今の所私の平均的な記録は 25 秒前後であるが良い時は 40 秒近く飛ぶ事もある。
今回の決勝大会で、零戦 21 型 52 型によるエキシビション滞空競技会が有るとの発表も有った。
宝田明賞との事、規定によると 3 回計測、晩秋午後の開催らしいのでサーマルはあまり期待出来ず、
優勝予想タイムは 35 秒×3 で合計 105 秒前後か、チャンスがあれば是非狙ってみたい物である。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
新発売された紙飛行機-三菱零戦 21 型を製作され飛ばす上で、何かのご参考や零戦の歴史等を思いめぐら
して頂ければ幸いである。
又、零戦の開発秘話や性能・逸話については諸説あり、本文章では私の調査・研究の範囲内の内容で書か
れている事と、ご容赦・ご理解頂きたい。
・零戦ファンより

