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あとがき

航空機の模型、ひいては戦闘機というジャンル

ルマーキングは模型的にも魅力的な題材だ。実

を製作する切っ掛けの多くは書籍や映像といっ

機がそうであるように、じつに“映える”のである。

た情報に触れること、そして模型店でそれらキッ

サードパーティによるデカールやメーカーによ

トを手にする機会に恵まれることであろう。そ

るパッケージングにも恵まれ、またそれらの多く

こにあるのは純粋にカッコイイとか美しいとい

が限定的な生産による希少性という付加価値が

った、おもにビジュアル的な魅力によるところが

付随する。

大きいのは間違いない。モデラーというのはな

マイナー空軍機は小国への配備となることが

かなかに厄介な種族だ。模型趣味自体が本来、“手

ほとんどで、情報が少なく目にする機会がほぼ無

に入れることが難しい実物を入手するための代

い。では魅力に欠けるジャンルなのであろう

替物” といった側面を有しているため、やれ似て

か？

いる似ていないといった方向に走り易い。ライ

いと判らないことが多いという、探求心の具現化。

トに考えて単にコレクションしていく程度なら

そして調べれば調べるほどに判明してくる、変わ

ば影響は薄いのだが、より似せていきたい、とい

った色や姿かたち。前述に挙げた、模型趣味とし

う道へと歩を進めた場合、その先は深い深い迷い

ての深みがすべて詰まっているといっても過言

の森へと踏み込むこととなる。この行為自体は

ではないのだ。そしてこれは副次的なポイント

探求心のあらわれであり、素晴らしい行為なのは

となるが“みんなよく知らないんだから、仮に間

違いないのだが、往々にしてモデラーはその探求

違っている箇所があっても突っ込まれない” もあ

心が肥大していきやすい。なによりカタチを愛

る。そして戦闘機が切っ掛けになるものの、これ

でるという趣味である以上、変わった色やカタチ

まで知ることのなかった国々の存在、その国を取

に目を奪われることになるのは自明の理、なので

り巻く環境やそこに住まう人々の生活といった、

ある。多くの航空機、とくに戦闘機を嗜むモデラ

より多くの知見に触れることができることこそ

ーにとって、記念塗装などに代表されるスペシャ

が、なによりの魅力なのだ。

答えは“否” である。なによりまず調べな
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世界の空軍
現在（2021年）、航空機を主な装備とし航空作戦・航空
戦を遂行する軍隊を保有している国を、主に軍用機の
主翼・胴体上に描かれている国籍マークで現した一覧

5

Column

そもそも"空軍"ってなんだ？
現在、日本が国際承認をしている国家の数は195カ

我々が想像するよりもずっと過激に進化しているの

国、これに準国家とも呼ぶべきものを含めると、世界

だ。第一次大戦では、戦場上空を席巻した新型機が半

には200を超える国がある。そしてこの大半が空軍か、

年で陳腐化するほど、急速に進化した。エンジンの相

それに準じる陸軍航空隊などの軍事組織を保有して

次ぐ強化が機体設計の進歩を牽引したからだ。戦後

いる。もちろん、空軍の定義はその国次第なので、名

には航空力学が成熟し、単葉、引き込み脚、全金属製の

目だけの空軍も存在はしている。そんなものでも「空

機体が生み出された。無論、進化するのはガワばかり

軍」と呼ばれているのは、国家に不可欠な軍事組織で

ではない。機載無線電話機や捜索レーダーも高性能

あるからだ。だが、空軍の歴史は意外と浅い。飛行機

化して、軍用機の戦いはネットワーク化を始め、その

の実用化自体が今から百年と少し前の1903年なのだ

流れは今日まで一貫して続いている。動力もジェッ

から、それも当然だろう。それこそ陸軍と海軍が、人

ト化し、間もなく音速を突破。一時はマッハ3まで見

類文明の興りと時を同じくする古い歴史を持つのと

据えた進化を遂げながら、現在では超音速で巡航飛行

比較すると、本当に新しい軍事組織なのである。さら

できるまでになった。また垂直離着陸機も、エンジン

に言えば、航空機の実用化とともに空軍が発足したわ

のジェット化が始まると同時に研究され、70年代に

けではない。むしろ航空黎明期の大半の国では、陸軍

は実用化している。ドッグファイト用の武器も、最初

と海軍がそれぞれの都合で航空機部隊を組織してい

は外付けの機銃程度だったものがプロペラ同調機銃

た。日本も陸軍と海軍が別の航空隊を持っていたこ

に進化。第二次大戦後はミサイルが実用化され、やが

とはご存じの通り。しかし第一次世界大戦を経て、イ

て有視界外からの攻撃も可能な中距離空対空ミサイ

ギリスやフランス、あるいはイタリアなどでは空軍が

ルが登場した。これに対抗するために、レーダーに映

独立、日本は大平洋戦争に敗れるまで空軍は存在しな

らないステルス技術が確立し、現在はこれにIT革命、

かったが、第二次大戦の末期には海軍の戦力はほとん

すなわち高度な情報化技術が連動して、空軍のオペレ

ど航空機頼みで、言わば空軍状態になっていたし、戦

ーションは複雑怪奇なハイテクの塊となった。簡単

後に自衛隊が発足したときは、最初から独立した航空

に言えば、100年そこそこの歴史の中で、10回を超え

自衛隊として組織が立ち上がった。アメリカも陸軍

るゲームチェンジ技術が発生しているのが空軍なの

航空隊を母体とする空軍が発足したのは戦後であっ

だ。陸軍や海軍のそれとは根本からスピード感が違

たが、その後は予算を優先的に配分されて急成長して

う。したがって、専門家集団としての空軍が必要とな

いる。

るのだ。もっとも、これはアメリカを筆頭とする一握

このように、多くの国が空軍を独立させる必要があ

りの先進国の話である。すべての国がステルス戦闘

ったのは、航空機と関連テクノロジーの進歩が恐ろし

機を必要とするわけではない。しかし正規軍同士の

いほど早足であったからだ。航空機が登場した百年

戦いの勝敗は、航空優勢の有無に決定的に左右される

前を想像して欲しい。当時の陸軍の兵士は、おそらく

事実は変わらない。だからいかなる小国でも、国防力

現在の陸軍兵士の小銃や手榴弾など基本的な装備を

に直結する空軍を軽視はできない。それが国家とな

見て、驚きはしても用途は理解できるはずだ。戦車に

れば空軍の保有が必須な理由である。もちろん、地勢

しても、近代的戦車の始祖であるルノーFTと、現代の

に恵まれて争うべき領土や権益もなく、警備隊程度の

MBTで基本的な構造は変わらない。海軍の場合、軍

軍事力しか持たずに済んでいる幸運な国もある。で

艦はシステムこそ恐ろしく複雑化しているが、それは

も平和は永遠には続かないし、空軍の創設には時間と

100年前も同じこと。水兵一人一人は軍艦を動かす

金が掛かる。だから小さくとも、組織としての育成が

ための専門職̶̶歯車に過ぎない。だから、当時の水

必要なのだ。だから空軍には遊びが無い。空軍には

兵も割とすんなりと現代の軍艦で活躍できてしまう

その国の課題や現状がダイレクトに反映される。空

だろう。だけど、空軍は違う。第一次世界大戦のエー

軍を見ればその国がわかる。ハイテクの塊でありな

スを現代に転生させても、F-35やB-2爆撃機を航空機

がら、考えていることがまるわかりになってしまう。

と認識できるかどうか、かなり怪しい。航空機は、

それが空軍なのである。
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エルサルバドル空軍の
A-37ドラゴンフライ
E L S A L VA D O R A I R F O R C E C E S S N A A - 3 7 B D R A G O N F L Y

エルサルバドル空軍とは
四国ほどの面積の、中米の小国エルサルバドルはスペインの植
民地から独立して興り、工業国としてスタートしながらも、隣国ホ
ンジュラスとの戦争や、独裁政権とゲリラの対立などによって不
安定化し、現在もその深い傷跡の中にある。言葉は悪いが、典型的
な中米の貧困国だ。そんなエルサルバトル軍は陸海空の三軍で1
万7000名と小規模だが、1969年のホンジュラスとのいわゆる
「サ
ッカー戦争」と、これに続く長い内戦などを重ねて、特に対ゲリラ
戦に優れた軍隊として知られている。1980年代にはレーガン政権
時代のアメリカから支援を受けていたこともあり、同時多発テロ
に端を発するテロとの戦争でも、イラクやアフガニスタンに派兵
されている。そのエルサルバドル軍において、空軍は保有航空機
数68機、人員規模は不明だが、おそらくは1000名前後であろう。
創隊は1923年と古いが、作戦機が充実したのは第二次大戦後、ア
メリカと相互防衛条約を結んでからのことだ。この時に供与され
たF4UコルセアやP-51マスタングが、サッカー戦争における空中
戦の主役となった。
1970年代には社会不穏と共産主義の伸張にともない、エルサル
バドルは内戦状態に陥る。政府軍は各地でのゲリラ活動に手を焼
いたが、折しも発足したてのアメリカのレーガン政権は、ニカラグ
アで米ソの代理戦争とも呼べるコントラ内戦が勃発しているのを

固定翼機
セスナ A/OA-37B ドラゴンフライ
セスナ O-2A/B スカイマスター
バスラー BT-67
IAI アラバ 202
リアジェット45
セスナ 337G スーパースカイマスター
ビーチクラフト バロン 58PA
セスナ 210 センチュリオン
ロックウェル コマンダー 114
セスナ T-41D メスカレロ
エナエル T-35A/B ピラン
ソカタ ラリー 235GTA

受けて、
「エルサルバドルを共産主義化から絶対に守る」
をスローガ

回転翼機

ンにてこ入れ。その具体策としてベルUH-1Hヘリなどの機材を譲

MDヘリコプターズ MD 500E
ベル UH-1H/M イロコイ
ベル 407
ベル 412EP
シュワイザー TH-300C

渡した。
A-37Bドラゴンフライもその一環であり、通常の作戦機型
10機と、通信装置を改修して前線航空統制
（FAC）に使用される
OA-37を5機引き渡している。軍の銃口が基本的には国内を向いて
いることから、エルサルバトル空軍は制空戦闘機は保有しておらず、
数の上の主力は、ヘリボーン作戦ないしガンシップとしてヘリコプ
ター、固定翼の作戦機としてはA-37Bが唯一の機体である。その
A-37Bも代替がないため2013年にはチリから中古のA-37Bを10機
購入する計画を発表しているが、
その後の進展は不明である。

8

エルサルバドル空軍保有機

エルサルバドル空軍で運用される
A-37B ドラゴンフライについて
ベトナム戦争で米空軍では対ゲリラ戦機（COIN機）
の需要が急増したが、これを受けてセスナ社が双発
ジェット練習機T-37をベースに開発したCOIN機が
A-37ドラゴンフライだ。試験機の実績をベースに、
既存訓練機のT-37Bから改造された39機のA-37Aは、
1967年にベトナム戦争に投入されて5000ソーティ
ーをこなし、充分な実績をあげた。これを受けて本
格的な量産型として導入されたのが作例のA-37Bで
ある。
並列復座に翼面積が大きな直線翼と、ドラゴンフ
ライ（とんぼ）という機種名と相まってなかなかに
アニメチックな機体だが、これも最大2.5トンもの
各種兵装を翼下に搭載するための工夫。機首の固
定武装である7.62㎜ミニガンと併せて、大火力を投
射できた。使用国のアメリカ空軍ではA-10サンダ
ーボルトにその座を譲り、退役して久しいが、多く
の中古機がエルサルバドルをはじめ、コロンビアや
ペルーなど中南米各国を中心に売却された。峻険
なジャングルや多雨地帯にあるこれらの国では、ベ
トナムで抜群の実績を上げたCOIN機としてベスト
な選択であったのだろう

昆虫の諧謔 その1
外見からの連想や、用途への願いが飛行機の名
前には反映されるもの。その点、機体全長より
も目立って全幅が大きく、しかも幅広の直線翼、
そして昆虫の巨大な複眼を思わせる復座並列の
幅広のコクピット、こんな外見からA-37にドラ
ゴンフライ
（とんぼ）と名付けた担当者は感受性
が高いのか、あるいは素直すぎるのか。いずれ
にしても外見と名前のマッチングが素晴らしい。
とはいえ〈獰猛な肉食昆虫〉というのがアチラの
文化圏でのとんぼ認識である。日本の
「赤とん
ぼ」的な詩情や諧謔は皆目ないあたり、文化がち
が〜う、って感じですね

EL SALVADOR AIR FORCE
CESSNA A-37B DRAGONFLY
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キットの発売は1999年とすでに20年選手となっているも
のの、いまだ秀作キットとして名高いアカデミーの1/72ドラ
ゴンフライ。形状や組み立てに関してはとくに問題もないの
だが、インテークリップの厚みについては少々シャープすぎ
る印象がある。そのため実機のボテっとした肉厚な印象を再
現するためプラ棒を芯にパテを使って仕上げている。成形作
業はやや難易度の高いパートとなるが、インテークカバーは
完成時に目の行きがちなポイントでもあるため、歪みない仕
上げを意識しながら工作することで精密感がより向上する。
そんな本作のテーマは エッチングパーツの効果的な使用 だ。
使用したエデュアルド社のエッチングパーツは内装のみなら
ず、外装から武装関係に至る機体全般をカバーしており、使い
勝手も良好な定番のディテールアップパーツである。本キッ
トはディテール表現が緻密で、エッチングパーツ未使用であ
っても充分な精密さを感じることができるのだが、開放感が
あり完成後もよく見えるコクピット内部と、航空機らしい薄
さの演出が望ましいエアブレーキなどを中心に、セットに含
まれるすべてのエッチングパーツを使うのではなく、要所を
見極め一部を選択するかたちで使用している。
マイナー機の製作においては資料がなかなか見つからず苦
労させられるのだが、A-37Bという機体はアメリカ空軍をはじ
め、アジアや中南米など多くの国で運用されていることもあ
って資料も多く、アンテナなどの細部をリサーチして追加工
作。丸みのあるかわいらしいフォルムと翼下の物々しい武装
が凄みを効かせているのが好対照な仕上がりだ。
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昆虫の諧謔 その2
ドラゴンフライからの連想でいうと、似たよう
な名前の昆虫で
「ファイアフライ」がいる。こち
らは日本の
「ホタル」のこと。軍用機としてはイ
ギリスの艦上戦闘機があるけれど、もっと有名
なのは戦車のほう。シャーマン戦車の砲塔に、
必殺の17ポンド対戦車砲をねじ込んでティーガ
ー・キラーに作り替えたイギリスの魔改造AFVの
名前もファイアフライだ。日本でホタルと言え
ば、陰りのある美しさの象徴のような夏の風物
詩の昆虫だけど、アチラではトンボなみに獰猛
な捕食昆虫のイメージ。トラだって食べちゃう
ぜってワケか

▲3パーツで構成される射出座席は、1/72スケールとし
ては充分過ぎる出来だ。シートベルトやイジェクトレバ
ーといった細かいディテールはエッチングパーツで追加

▲並列複座式の座席配置であるA-37Bは、その幅広の
キャノピーと相まって、エッチングパーツでディテー
ルアップしたコクピット内部が完成後もよく見える

▲前脚後ろのエアブレーキは展開した状態で製作。駐
機したA-37Bはエアブレーキを出しっ放しであること
が多いため、
是非再現したかったポイントだ

▲脚庫はキットのパーツをそのまま使用。補強リブやリ
ンケージのディテールがこまかく再現されている。タイ
ヤの塗装をダークグレーで行なうことで、
使用感を強調

▲A型と比べ２割の出力増を可能にしたB型搭載のJ85GE-17Aエンジン。キットのままでは内部ががらんど
うなので、
プラパイプで排気ノズルを追加製作した

▲ランディングギアと連動するエアインテイク異物吸
入防止ネットは、エッチングパーツに置き換え。模型
的な見栄えを重視して、
展開中途状態で固定している

CESSNA A-37B DRAGONFLY
ACADEMY 1/72 Scale
セスナ A-37B ドラゴンフライ
アカデミー 1/72
インジェクションプラスチックキット

▲固定装備である翼端の増槽に加えて、100ガロン燃料
増槽を両翼にふたつずつ、フェアリング装着状態のLAU3/Aロケット弾ポッドを合計4基搭載した状態で製作

救世主なき楽園の映画
ヨーロッパのいわゆる大航海時代、この地を発
見したスペイン人征服者が楽園にも等しいと感
じて、
「救世主（Salvador）」という名を付けたの
がエルサルバドルの国名の由来。だけど、この
国（というより中米全般）の歴史を眺めてみると、
誰が来たとしても、救世主だけはまだ訪れてい
ないこと確実の地獄の連鎖。そんなエルサルバ
ドルを楽しみたかったら映画『サルバドル／遥
かなる日々』がオススメ。原作はエルサルバド
ル内戦を取材したジャーナリストの小説だけど、
監督はあのオリバー・ストーンなので、後味の悪
さは折り紙付きだ

▲キットのままではやや浅過ぎで塗装後に埋ってしま
う可能性のあったパネルライン。ニードルや筋彫り工
具を使って全体的に彫り増しを行なっておくと安心だ

▲キットにはアメリカ、韓国、南ベトナム空軍のマーキン
グしか付属していないが、エルサルバトル空軍のラウン
デルが含まれる絶版デカールを入手して使用している
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▲専用エッチングパーツセット
（エデュアルド72299）は
計器盤や武装用のパーツなどが満載の充実した内容だが、
今回は薄さを強調したい部分に限定して使用した

▲各種計器類が所狭しと詰め込まれた計器盤は、キット
パーツとエッチングパーツの良いとこ取り。キットのデ
カールは極力使わず、
細部の塗り分けは筆で行なった

▲異物吸入防止ネットを切り取った後にできた穴は、
1㎜厚のプラペーパーを形に沿って切り出し蓋をした。
僅かな隙間であれば溶きパテで充分対応可能だ

▲主翼の一部が胴体と一体化される形で成型されてお
り、接着時に翼の上反角に悩まされることはない。異
物吸入防止ネットはすでに切り取り、開口済みの段階

▲キットでは浅すぎる前脚格納庫はエッチングパーツ
で置き換え。エアブレーキもエッチングパーツ製だが、
接着前に機体形状と合わせたアールを予めつけておく

▲正面から見ると行き止まりになっていたエアインテ
ーク内部は、5㎜径のプラパイプ
（内径4.2㎜）を使用し
て、
奥行きのある状態に修正している

▲キットは特徴的な機体形状をよく捉えているが、唯一
インテークリップの薄さが気になる。プラ材とパテで肉
増しを行ない、
形状を整えた後、
サフで最終確認を行なう

▲一体成型されていた尾翼のエレベーターを一度デザ
インナイフで切断し、駐機状態によく見受けられる少
し下に垂れた状態に調整後、
再度接着した

▲気になる左右胴体と主翼基部の合いだが、特に大きな
問題はなし。合わせ目消しの際に失われてしまった点検
ハッチ類のモールドは、
テンプレートを使い彫り直した

セスナは平和の翼たるか
セスナ社といえば社名がそのまま飛行機のジャ
ンルと同一視されてしまうほど、ビジネス機、軽
飛行機メーカーとして確固たるブランドに君臨
しているわけで。あの第二次大戦特需でさえ練
習機に経営資源を集中していたあたり、こんな
時代にも平和の翼ってのがあるんだなと感じる
ことしばし。そんなセスナの数少ない軍用機が
このA-37ドラゴンフライというわけで、しかも
COIN機という血なまぐささ。もっとも同じく
COIN機として成功したO-2スカイマスターとも
どもとっくに生産は終わっているので、セスナ
はこのままであってほしい
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セスナ A-37B ドラゴンフライ
アカデミー 1/72 インジェクションプラスチックキット

発売より50年が経過した往年のハセガワキットを
更新したのが、1999年発売の本キット。
COIN機ら
しい武装が山ほど付属するのも嬉しい。韓国空軍
の曲技飛行隊
「ブラックイーグルス」用デカールが
含まれたバリエーションキットも同年発売された

▲汚れの少ない実機に倣いウェザリングは最小限とした。
経年劣化の進んだデカールを使用する場合は、定着度を
高めるため一度全体をクリア塗料で保護しておくと良い

CESSNA A-37B DRAGONFLY
ACADEMY 1/72 Scale

エルサルバドル空軍のドラゴンフライは濃淡2色のグ
リーンに塗られている。作例の塗装ではFSカラーチャ
ートと実機写真、それに模型用塗料を見比べ、オリーブ
グリーンはMr.カラーNo.330 ダークグリーン
（イギリ
ス空軍迷彩色）
、チャコールはMr.カラーNo.15 暗緑色
（中島系）にNo.2 ブラックを加えて作った色を使用し
た。オリーブグリーンで全体を塗り、次にチャコール
でパターンを入れていく。迷彩のパターンは上下面に
および、色の境目ははっきりとさせつつ、若干のボケ足
があるタイプ。マスキングを駆使して再現している。
また、参考にした実機写真が汚れやヤレがない綺麗な
状態だったため、ウェザリングはオリーブグリーン単
色の状態時に若干グラデーションを行なったことと、
スミ入れ程度に留めている。マーキングデカールはス
ーパーデカールのもの
（No.72 647）
を使用
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ウルグアイ空軍の
IA-58A プカラ
U R U G U AYA N

AIR

FORCE

FMA

IA-58A

PUCARA

ウルグアイ空軍とは
南米の大国、ブラジルとアルゼンチンはがっつり隣り合っている
ように見えるけど、実は両雄の間には干渉地帯のような三つの国が
ある。ウルグアイ
（正式名称はウルグアイ東方共和国）はそのひと
つで、大西洋沿いで両国を隔てるような場所にある。残りのふたつ
は、ウルグアイから近い順にパラグアイとボリビアだ。独立国家と
しては、面積は南米で2番目に小さいウルグアイだが、民主主義国家
としての歴史は古い。南米サッカーに詳しい人には古豪として有
名みたいだけど、
ミリタリー趣味方面では、
ナチス・ドイツのポケッ
ト戦艦
「アドミラル・グラーフ・シュペー」
が逃げ込んだ後に、
自沈し
た国として知られている。
そんなウルグアイだが空軍の歴史も古く、第一次大戦前の1913
年にはフランスから機材と教官を招聘して、軍航空学校が設立され
た。もっともこの学校は長らくウルグアイで唯一の航空施設でも
あった。というのも小さな国土に加えて海岸線が長く、ブラジル、
アルゼンチンとの境を為す大河にも恵まれて水上交通が発達して
おり、航空機の需要が薄かったのだ。
20世紀初頭のウルグアイは中
立政策を堅持していたが、欧州情勢の悪化で一定の軍備の必要を生
じ、1935年には陸軍内に航空隊を発足。イギリスやフランスの雑
多な機材が運用されるようになった。だが、飛躍はむしろ第二次大
戦後であった。ヨーロッパ諸国の影響力が弱まり、代わってアメリ
カが進出してきたからだ。同国で余剰となった機体が供与され、組
織、訓練とも充実した航空隊は、1952年にウルグアイ空軍として自
立したのであった。ウルグアイ空軍でユニークなのは、軍が航空輸
送サービスを提供していること。1959年に発足したウルグアイ軍
用航空輸送
（TAMU）
がそれで、TAMUから上がる利益が空軍の経費
に転用された結果、成長が早く、機材も豊富な空軍となった。しか
し、1960年代以降の財政悪化と内戦の傷で、いまや収まるところに
収まった感がある。現在、兵員2000名以上、前線部隊は3個航空旅
団に編成されて国内5箇所の拠点に展開している。戦闘機は保有せ
ず、
セスナA-37ドラゴンフライ1個中隊が攻撃力をになっている。
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ウルグアイ空軍保有機
固定翼機
セスナ A-37B ドラゴンフライ
ロッキード・マーチン C-130 ハーキュリーズ
CASA C-212 アヴィオカー
ビーチクラフト バロン B-58
セスナ 206 ステーショネア
ピラタス PC-7 AT-92
アエルマッキ SF-260
セスナ T-41 メスカレロ
エンブラエル EMB110
エンブラエル EMB120
回転翼機
ベル 212 ツインヒューイ
ベル UH-1H イロコイ
アエロスパシアル AS365 ドーファン

ウルグアイ空軍で運用される
IA-58プカラについて
アルゼンチン軍用機製造工廠
（FMA）が1967年に開
発したCOIN機IA-58Aプカラ。ウルグアイ空軍は数
少ない海外カスタマーのひとつであった。中立を
好む傾向にあるとは言え、武器まで開発してのスウ
ェーデンのような重武装中立は望むべくもなく、ア
ルゼンチンとの関係を重視しての判断だろう。同
時に1960年代になるとウルグアイでは反政府的な
都市ゲリラ、トゥパマロスが勢力を延ばしており、
これを鎮圧する兵器としてもIA-58プカラがうって
つけであった。ウルグアイ空軍での導入数は不明
だが、現在のところ、攻撃飛行部隊は12機編成なの
で、おそらく同数程度だろう。
プカラはゲリラ鎮圧戦で重要な役割を果たした
が、同時に軍部が発言力を増し、ウルグアイは軍政
に移行。空軍は退勢が著しく、プカラについては他
国の中古部品や共食い整備でなんとか命脈を保っ
ていた状態であった。2016年に最後の1機の存在が
確認されているが、翌年退役した。現在はセスナ
A-37Bドラゴンフライが後継機となっている

輸送需要に応えるウルグアイ空軍
ウルグアイ空軍は、
1960年代中盤以降、
反政府ゲリ
ラのトゥパマロスに対抗するため、プカラのよう
なCOIN機を保有したのを例外とすれば、隣国のア
ルゼンチンやブラジルとことを構えるような攻撃
的な機材は保有していない。代わりに重視されて
いるのが輸送任務で、空軍の規模のわりには輸送
機の保有機数が多い。プカラはアルゼンチン製で
あるが、輸送機のうち、大統領専用機を含む要人輸
送機はブラジルのエンブラエルを採用するあたり
に、大国の狭間にある小国のバランス感覚が垣間
見えるようだ。もっとも大統領専用機といっても
双発ターボプロップのEMB120だけど

URUGUAYAN AIR FORCE
FMA IA-58A PUCARA
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自国開発機は使用目的や技術力など、国情に沿って開発さ
れるため、独特のスタイルが非常に興味深い。そんなIA-58プ
カラは生まれも育ちも生粋のマイナー機。絶対に作りたかっ
た機体であり、そのために運用国を調べるという キットあり
き での製作と相成った。ただし開発国であるアルゼンチンに
はほかにも面白い装備機があるため、隣国ウルグアイ空軍の
仕様としている。
使用キットはスペシャルホビーの1/72。プラパーツ以外に
エッチングパーツやレジンパーツが同梱された秀作モデルだ。
モールド表現は控えめなので見どころの多い機首周りを重点
的にディテールアップしている。シートはレジン製パーツ、
計器盤はエッチングパーツが奢られており、これら見栄えの
するコクピットのディテールに合わせるよう、ワイパーやピ
トー管などを追加して情報量を増やしている。特徴的なエン
ジンもレジンパーツが用意されているのだが、残念ながら形
状が今ひとつ。レシプロ機の顔であるプロペラも薄く削り直
し、また各部のディテールをプラ棒などで作り替えている。
また動翼はダウン状態とし、プロペラとともに薄く加工して
放電索を追加した。足回りにも配線の追加や脚庫カバーを薄
く削ったうえで段差をプラ板で表現するなど、精密感を狙っ
た工作を全体に施している。実機は大事に運用されていたよ
うで、資料写真ではほとんど汚れが見られない。塗装はGSIク
レオスの#335ミディアムシーグレーと#330グリーンを上面
に、下面は#311グレーを使用。フリーハンドでグラデーショ
ンをかけるように塗装している。
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スリランカのタイガーハント
FMA IA-58Aプカラの海外カスタマーはそれほど多
くなくて、ウルグアイ以外にはコロンビアとスリ
ランカくらい。イギリスはフォークランド紛争に
勝利した際、鹵獲機を1機持ち帰って、今はRAFミュ
ージアムに展示されている。この海外カスタマー
のうち、結構激しく運用していたのがスリランカ。
1990年代に4機のプカラを導入したスリランカ軍
は、
独立派武装勢力
「タミル・イーラム解放の虎」
と
の内戦にプカラを投入。
1993年から1999年の運用
期間中、2機が哨戒任務のさなかに失われ、1995年
7月ジャフナ近郊の戦いでは、3機目のプカラが武
装勢力に撃墜されて、
パイロットが戦死している

▲機体側面のガンベイハッチをプラ板から作り直した
他、やや実感に欠ける銃口部を一度埋めてしまい、シャ
ープさを意識しながら彫り込んで再生した

▲計器盤は、無垢のプラパーツ、メーターが印刷された透
明フィルム、そしてエッチングパーツの3層構造。塗り分
けの手間も軽減され、
ディテールも上々の一石二鳥

▲4つのエッチングパーツを組み合わせて再現されるシ
ートベルトの難易度はやや高めだが、完成するとその姿
は本物そのもの。射出レバーもエッチングパーツ製だ

▲真意は不明だが、シンプルな形状の排気ノズルもわざ
わざレジンパーツが用意されている。主翼と一体化した
フラップは一度切断し、
フラップダウンの状態を再現

▲付属のレジンパーツを使用するとなんとも本末転倒
な仕上がりになってしまうため、特徴的な長く突き出
したプロペラシャフト部はプラ棒から自作した

▲キットには武装の類は一切付属していない。今回はジ
ャンクパーツからLAU-68ロケットポッドを搭載させたが、
胴体直下にロケット弾を3連装したユニークな機体も

FMA IA-58A PUCARA
Special hobby 1/72 Scale
FMA IA-58A プカラ
スペシャルホビー 1/72
インジェクションプラスチックキット

▲足回りは付属のエッチングパーツを使用したのに加
え、
ランディングライトの配線を追加

アンデス山中奇跡の生還劇
（1）
ウルグアイ空軍は
「軍用航空輸送」の名でいわゆる
フラッグシップキャリアーの役割も兼ねているわ
けだけれど、同航空が起こした事故で日本でもよ
く知られているのが、571便遭難事故。
1972年10月
13日、乗員乗客45名を乗せてチリに向かっていた
フェアチャイルドFH-227Dが悪天候で計測を誤っ
てアンデス山中に墜落した。それ自体が悲劇では
あるけど、墜落場所は山に名前さえ付いていない
空白エリアで、捜索隊はついに機体を発見できな
かった。ところが墜落機は胴体の三分の二が無事
で雪面を滑走して停止したため、墜落時になんと
乗客の約六割が生存していた。
（続く）

▲Bf110の兄弟と揶揄されるのも納得のスタイル。機首
側面に7.62㎜ブローニング機関銃が４丁、コクピット下
にイスパノ804-20㎜機関砲2基と意外に頼れる重武装

▲脚庫のカバーはカンナがけの要領で薄さ出しを行な
っている。接着ガイドのダボ穴の精度が悪いので、慎
重に三脚の水平を出したいところ
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▲キットにはレジン製のエンジンパーツが付属している
ものの、真円がでていないという残念な出来。全体的な
精度も低く感じたため、
プラ棒を加工して新造している

▲計器盤とサイドコンソールはエッチングパーツをプラ
パーツに貼り付ける形式。接着には瞬間接着剤を使用す
るが、
位置決めに猶予が持てるよう遅効性のものを使用

▲前脚は目立つ箇所ゆえ配線などのディテールアップ
と、キット付属のエッチングパーツを使用してリンケ
ージ機構を再現。脚庫カバーも薄く加工している

アンデス山中奇跡の生還劇
（2）
ところが生存者が放り出されたのは人跡未踏の、
標高4000メートルを超えるアンデス山中。南半
球の春とはいえ、夜には氷点下の厳冬の世界とな
る。ところが、最終的に16名が生存し、墜落から
70日以上経過した12月下旬に救助された。この
時の乗客の多くは、大学ラグビー部の頑健の若者
で、チームワークが良く、他の乗員を助けたこと
と、ある程度の物資が確保できた幸運もあった。
しかしすごいのは、彼らのうち2名がアンデス山
中を9日以上踏破して人里にたどり着き、救助を
求めたことだ。このサバイバルについては1993
年の映画
『いきてこそ』
がわかりやすくて必見だ
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FMA IA-58A プカラ
スペシャルホビー 1/72 インジェクションプラスチックキット

現状プカラの決定版と言えるのが、2003年にスペ
シャルホビーより発売された本キット。胴体下部
と翼の付け根部分が一体化されており、組み立て
の際に歪みが出にくい構造となっている。レジン
製の射出座席やエンジン、
排気ノズルが付属

▲動翼部は一旦切断してフラップダウン状態を再現し
た。フラップは薄くしただけでなく、下面にヒンジを
自作。エンジン内部にはレジン製ノズルも追加した

FMA IA-58A PUCARA

Special hobby 1/72 Scale

ウルグアイ空軍のプカラはイギリス空軍を想起させる
ような二色迷彩をまとっている。調べてみると、機首
に勇猛なボア
（イノシシ）マウスが描かれた機体が多く
見られたが、華奢で貧弱なプカラのイメージと合致し
ないので却下。主翼にFAU（Fuerza Aérea Uruguaya：ス
ペイン語で"ウルグアイ空軍"）と小さく描かれた機番
227を製作することにした。上面の二色はMr.カラー
No.335ミディアムシーグレーBS381C/637とNo.330
グリーンFS34079を使用。下面は差別化を計ってやや
明るめのMr.カラーNo.311グレーFS3622を、それぞれ
フリーハンドでボケ味を調整しながらエアブラシ塗装
している。無名空軍で運用される様々な機体の特徴と
して、意外と綺麗にメンテナンスされているという事
実がある。これを反映して、ウェザリングは機銃口付
近のスス汚れと下面を僅かに汚したに留めている
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