サーブ3 5 ドラケン
【著者】
ミカエル・フォルシュルンド 【訳者】岡部いさく
大日本絵画
サーブ35ドラケン
（ドラゴン）
に至る戦闘機の開発計画は1940年代末に始まった。スウェーデン空軍は、将来敵の
戦略爆撃機が東から高度10000ｍで飛来するだろうと想定し、
それを迎撃できる戦闘機を求めた。
ドラケンはその要求に
応えるものとして計画されたのである。1950年代になるころには、航空技術は急速に進歩し、
サーブ社もその進歩に深く
関与していた。戦闘機と戦闘機の古典的な格闘戦は重要性を失い、爆撃機に対する迎撃がより重要となっていった。
その爆撃機も、
ほぼ間違いなく超音速で飛ぶようになり、
それを迎撃する戦闘機はさらに速くなければならない。おそらく
目標の飛行速度はマッハ2にも達するだろう。戦闘機の武装も、大威力の機関砲やミサイルでなければならなくなる。
リンシェーピングに工場を置くサーブ社で、35ドラケンの主任設計者に任ぜられたのは、
エリック・ブラットだった。当
初、
ドラケンのエンジンとしては国産のSTALドヴェルン・ターボジェットが考えられた。
また機体の形も、
さまざまな設計案
が検討された中から、
ダブルデルタ形式が選ばれることとなった。
ドラケンの機体は可能なかぎり抵抗の小さい形状とさ
れ、各操縦翼も非常に効きの良い、強力なものとされた。
ダブルデルタは大きな前縁後退角を持つ主翼とデルタ翼を組み合わせた形式である。
その特性を調べるため、
サーブ社
は小型のパルスジェット・エンジンで飛行する1/7スケールの模型を作り、地面に立てたポールからワイヤ−で模型をつな
ぎ、
ワイヤ−で操縦してポールの周囲を旋回飛行させるという方法で実験を行ないダブルデルタ翼の研究データを収集した
のだった。
さらにサーブ社は35ドラケンの実機製作の前に、35ドラケンの1/2スケールの小型実験機、
サーブ210を作り、多く
の試験を行なった。サーブ210は後に「リルドラケン」、文字どおり
「小さなドラゴン」
と呼ばれた。
こうして開発されたサーブ35ドラケンは、1955年の試作機製造から1977年の生産終了まで615機が製造された。
ただしこの生産総数は数え方によって違いがあるかもしれない。

ドラケン生産最終号機、サーブ

ドラケンには次のような各型があった。J35A「ショルト」
とJ35A「ロング」、J35B、Sｋ35C、J35D、J35F 1、J35F 2、 J 3 5 F 2 、シリア ル ナ ン バ ー
3 5 6 3 0 、コードF 1 - 4 0の前に
J35J、35S、35BS、35FS、35CS、A35XD、S35XD、SK35XD、35OEである。
本書執筆の2020年の時点で、
ドラケンは各型およそ50機が現存し、保存されている。中でも最も多くのドラケンが
保存されているのは、
スウェーデンのエストラ・フェンメルレーヴにあるエステルレンス航空博物館である。現存機に
ついては本書の各機リストを参照いただきたい。本書では著者はドラケンのメーカー名サーブを、一貫して「Saab」で
記している。サーブ社は1965年以前は
「スウェーデン航空機会社Svenska Aeroplan Akitiebolaget：SAAB」
という
略号で表記されていた。

ミカエル・フォルシュルンド

立つ、スウェーデン空軍F1航
空団№3飛行隊のドラケン・パ
イロット、マッツ・オーリン。(via
Archives of Kjell Siggelin)
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第１章

サーブ2 1 0「リルドラケン」
サーブ社がスウェーデン国立航空委員会の技術者とともにサーブ29トゥナンの後継機の設計作業を開始した時、
この
新型機には1250という計画番号が与えられた。1250計画機は、通常の水平尾翼を持たないデルタ翼機とされたが、
それ以前にはデルタ翼に関する技術資料はほとんどなく、
1940年代初期にドイツの航空機設計家アレクサンダー・リピッシュ
が研究を進めていたぐらいであった。
リピッシュはロケット動力のデルタ翼機を設計したが、1945年5月、
その機体の完成
直前にドイツは第2次大戦に敗北してしまった。
リピッシュの構想はアメリカに引き継がれ、デルタ翼の実験機として
コンヴェアXF-92試作戦闘機が開発されて、1948年6月に初飛行した。いっぽうイギリスでもアヴロ707やボールトンポー
ルP.111/120、
フェアリーFD.1といったデルタ翼実験機が作られた。
しかしサーブ社は外国からの技術援助を得るわけにはいかなかったため、1250計画機と相似形の主翼を持ち、
ただし
寸法は1/2スケールの小型のデルタ翼実験機を製造することとした。
この実験機はサーブ210と名付けられ、
プロジェクト・
リーダーにはエリック・ブラットが当たることとなった。

サーブ210リルドラケンの初期形態。機体は全面無塗装のナチュラルメタルで、アンチグレアとコードレターは黒。
国籍マークは左主翼上面と両翼下面に描く。

サーブ210リルドラケン。初期形態で飛行中。機体右側に気流観測用の毛糸（タフト）
が貼り付けられている。(via Archives of Svensk Flyghistorisk Förening)
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サーブ210リルドラケン

1951年末、
ドラッグシュートを
テストするサーブ210リルドラケン。
(via Archives of Svensk Flyghistorisk Förening)
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サーブ210はエンジンとしてイギリス製で推力216.4㎏の
アームストロング・シドレー・アダーAS.A1ターボジェットを装備
し、
エンジンは２基が用意された。機体構造は全金属リベット
止めのモノコックで、
胴体と中央翼は一体となり、
それに外翼
部分が取り付けられた。射出座席は、
レシプロエンジン単発
の推進式プロペラ戦闘機サーブJ21と同じものが装備され、
キャノピーは投棄可能とされた。脚は引込み式だが、
引込め
たときも車輪の一部は露出しており、
脚カバーはなかった。胴
体内の燃料タンクの容量は65㍑で、
左右主翼内のタンクに
は合計280㍑のMC75ジェット燃料を搭載した。当初、機体
の重心位置を調整するため水またはグリコールを入れるトリム
タンクが設けられていたが、後にトリムタンクの代わりに固体
のバラストが搭載されるようになった。
また垂直尾翼の基部
には、着陸後のブレーキ用のドラッグシュートが搭載された。
サーブ210の滑走テストは1951年12月４日に開始され、翌
1952年1月14日まで行なわれた。
サーブ210には
「リルドラケ
ン
（小さいドラケン＝竜）」
というあだ名がつけられるようにな
り、
リルドラケンは1952年1月21日にベンクト・オロウの操縦
により初飛行した。初飛行は30分間のものだったが、初飛行での評価は概ね良好というものだった。
初飛行に続いてサーブ210リルドラケンは数多くのテスト飛行を行なった。
それに加えて、
リルドラケンは1953年6月6日
のストックホルム開都700年記念航空ショーに出場し、
その後も各地の数々の航空ショーに参加した。

初期形態のサーブ210リルド
ラケンとサーブ社テストパイロ
ットのベンクト・オロウ。
機 体 右 側に気 流 観 測用の毛

最初、
空気取り入れ口は機首の先端近くに置かれ、
取り入れ口より前方にはごく小さな部分が突出するだけだった。
しか 糸（タフト）が貼り付けられてい
ししばらく後に機首は改造され、幅が多少広げられ、
その結果機体名称はサーブ210Aとなった。
さらにテストを続けた後、 る。後ろにはサーブJ29Aトゥナ
機首にはもう一度改造が加えられ、
それが最終形態となり、機体名称もサーブ210Bに改められた。

ンが2機並んでいる。

(via Archives of Svensk

サーブ210には胴体と主翼下にダミーのミサイルやロケット弾が吊り下げられたことがあった。テスト用の機材や装備も、Flyghistorisk Förening)
飛行中の計測装置や計器を記録撮影するためのカメラパネル、
ワイヤー・レコーダー
（テープでなくワイヤーに磁気で記録
する）
、12チャンネルのヘイランド製バイファイラー・オシロスコープなど、
さまざまなものが搭載された。
また右翼には気流を
観測するための毛糸が貼り付けられたこともあった。機関砲の砲口も設けられ、
飛行特性に影響しないことが確認された。
サーブ210リルドラケンは、
1956年10月25日に最終飛行を終えるまでに、
887回飛行し、
飛行時間は286時間に及んだ。
テスト飛行は搭載燃料に限りがあるため、1回30分に制限された。実用機の試作機1号機サーブ35-1は1955年10月
25日に初飛行し、
サーブ210リルドラケンのテスト飛行の最後の1年間は、35-1のテストと平行して行なわれた。
リルドラケ
ンは今日、
リンシェーピングの航空博物館に保存、展示されている。

サーブ社のテストパイロット、
ベンクト・オロウ
（右）
とオッレ・
クリンケル（左）
が、
リルドラケ
ンの前に立つ。
リルドラケンは
機 体 前 部を大 幅に改 修した
最終形態のサーブ210B。
(via Archives of Svensk
Flyghistorisk Förening)
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サーブ210Bリルドラケン 最終形態

サーブ210Bリルドラケン。改
修後の最終形態。空気取り入
れ口が後退し、形状も後のサー
ブ35に近い形状となっている。
胴体下にはダミーのミサイルが
吊り下げられている。
(via Archives of Svensk
Flyghistorisk Förening)

タキシングするサーブ210Bリル
ドラケン。右主翼上面に気流
計測用の毛糸が貼り付けられ
ている。主翼前縁の赤のトリム
が途切れている。
(via Archives of Svensk
Flyghistorisk Förening)
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塗 装とマ ー キング
サーブ210は210A～210Bへと改造されたが、
その生涯
を通じて機体は基本的には無塗装のナチュラル・メタル
だった。ただし細かい塗装やマーキングは時期によってこと
なっている。機首上面のアンチグレアは黒
（FS37030）
で、
国籍マークの「トレ・クロノール」
は左翼上面と両翼下面に描
かれ、垂直尾翼には黒でUの文字が描かれた。この当初の
塗装から、
しばらく後には機首と空気取り入れ口の前部が赤
（FS21105）
で塗られ、主翼前縁と翼端、垂直尾翼上端、
それにドラッグシュート収納部のカバーに赤（FS21105）
の
細い線が入った。
ピトー管は赤
（FS21105）
と白
（FS27875）
のストライプで塗り分けられ、機首側面に赤い三角が描かれ
たこともある。国籍マークも後には垂直尾翼の左右両面と、
主翼の両翼上下面に描かれるようになった。
また一時期には
垂 直 尾 翼に黒と白の姿 勢 参 照 用のターゲットマークが
描かれたこともあった。

サーブ210リルドラケンの変遷
上：最初の形態、サーブ210。機首先端は尖っている。
(via Archives of Östergötlands Flyghistoriska Sällskap)
中：中間形態のサーブ210A。機首先端の形状が変わり、
先端部分の幅が広くなった。
(via Archives of Östergötlands Flyghistoriska Sällskap)
下：最終形態のサーブ210B。空気取り入れ口が後退し、
胴体から離れている。機首も若干延長されている。
(via Archives of Östergötlands Flyghistoriska Sällskap)

サーブ210Bリルドラケン。垂直尾翼に姿勢観測用の
参照マークを描いている。ここでもやはり右主翼に
毛糸が貼られている。
(via Archives of Mikael Forslund)
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リンシェーピングの空軍博物館に展示されているサーブ210Bリルドラケン。2017年10月6日の撮影。
胴体下にダミー・ミサイル、主翼下にロケット弾が吊り下げられている。(Mikael Forslund)
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F13航空団のJ35Fドラケンと

サーブ210、210A、210Bリルドラケン機体データと性能
乗員：1名
● 生産機数：1
● 全長：210、
210A：7.6m、210B：8.8m
● 翼幅：6.35m
● 全高：2.78m
● 翼面積：210、
210A：24.2㎡
210B：23.0㎡
● 燃料搭載量：345ℓ
●

並んで地上展示されたサーブ

最大離陸重量：1175㎏
● 最大速度：545㎞/h
● 離陸滑走距離：900ｍ
● 着陸滑走距離：20０ｍ
（ドラッグシュート使用）
：300ｍ
（ドラッグシュートなし）
● 上昇率：8ｍ/秒
（高度2000ｍで）
● エンジン：アームス
トロング・シドレー・アダー×1
● 推力：216.4㎏
●

210Bリルドラケン。
(via Archives of
Mikael Forslund)

1956年末の報道公開で、
ドラケン試作機の1～3号機と並べられたサーブ201Bリルドラケン。
その右のテーブルの上には有線コントロールの実験用模型が置かれている。
(via Archives of Östergötlands Flyghistoriska Sällskap)
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第 2 章

サーブ35試 作 機およびテスト機
サーブ35の純然たる試作機とテスト機は合計9機が作られ、
さらに量産機のうち4機がテスト機に改造されている。
これ
ら13機の試作機とテスト機はいずれもスウェーデン空軍には引き渡されていない。
また量産機の中からも、
サーブ社やリン
シェーピング-マームスラットのFC
（試験センター）
で必要に応じてさまざまなテストに使われた機体もあった。
このFCという
施設は、
かつてのイギリスのファーンボロにあったRAE
（王立航空試験場）
と同様の国立の航空試験施設である。
サーブ35ドラケン開発の初期
の段階では、小さなパルスジェ
ット・エンジンをつけた模型を、
有 線コントロールで飛 行させ
て、
その特性をテストした。地面
に立てた手前の柱からワイヤー
が模型につながり、模型はこの
柱 の 周りをぐるぐる旋 回して
飛ぶ。模型の操縦はこのワイヤ
ーで行なう。
(via Archives of Svensk
Flyghistorisk Förening)

ドラケンの試作1号機、35-1。
テスト飛行の準備を進めている
ところ。
(Bo Bjernekull)
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試作機の1号機は35-1と名付けられ、赤でUの文字が書かれていた。エンジンはイギリスのロールスロイス・エイヴォン リンシェービングのサーブ社工場
Mk.21をスヴェンスカ・フリュグモトール社でライセンス製造したRM5Aであった。RMとはレアモトール、
スウェーデン語のジ のエプロンでの35-1ドラケン。
手 前にはサーブ9 1 Cサフィー

ェットエンジンの略である。
このエンジンにはアフターバーナは装備されていなかった。35-1の初飛行は1955年10月25日 ル、左にはサーブ29トゥナンの
に、
ベンクト・オロウの操縦で33分間に渡って行なわれた。
その後エンジンは1955年中に、
より強力なイギリス製エイヴォ 機 首と、その後ろにサーブ3 2
ンMk.43
（やはりアフターバーナなし）
に換装され、
このエンジンによって35-1は1956年1月26日に水平飛行でマッハ1を ランセンの機首も見える。
超える速度を記録した。35-1が運用期間中に武装を装備したことはなかったと考えてほぼ間違いないが、後期には左右

(Bo Bjernekull)

主翼に機関砲の砲口が設けられた。テスト飛行から退役した35-1はハルムスタッドの空軍技術学校に移籍され、2020年
の時点ではウッグラルプのスウェーデン自動車および航空博物館に保存されている。
試作2号機35-2は青でUの字を書き、1956年3月23日に初飛行した。
この機にはロールスロイス・エイヴォンMk.46
「レッドU」。
エンジンが搭載され、長さ86㎝のアフターバーナを装備し、武装は搭載していなかった。 35-2は1960年から61年に 35-1ドラケン、

かけてスーパーストール現象とその影響のテストに用いられ、
またサーブ社リンシェーピング飛行場で各種の射出座席の 機 首 側 面 の Uを赤で 書 いて
テストも行なった。35-2は317時間の飛行の後、1965年12月7日に退役、除籍されている。

いる。機体各部のトリムも赤。
(Bo Bjernekull)
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試作3号機、35-3は黄色でUを書き、1956年9月13日に初飛行した。エンジンはロールスロ
イス・エイヴォンMk.46で長さ86㎝のアフターバーナつき、
この機は30㎜アデン機関砲２門を装
備した。初飛行からしばらく後に、35-3は各種の技術的テストや戦術テストのためにFCに移籍さ
れ、1963年2月8日に退役した。その後1966年春にはKTH（王立技術大学）
に運ばれ、
さまざま
な強度や耐久性のテストに用いられた。
試作4号機35-4は、実用戦闘機型J35Aの原型機で、Jはスウェーデン語で
「戦闘機」
を意味する
「ヤークト・フリュグプラン」の頭文字である。エンジンはロールスロイス・エイヴォンMk.48、
スウェー
デン名RM6Bを装備した。35-4は1958年7月4日に初飛行し、1968年4月26日に退役した。
試作5号機35-5は実用戦闘機J35A仕様で製造された最初の機体であった。当初はロールス
ロイス・エイヴォンMk.48A
（RM6BE）
を装備し、35-4より先に1958年2月10日に初飛行している。
スウェーデンはJ35のスイスからの発注に期待し、35-5は1958年にスイス向け仕様35H（Hは
スイスの国名ヘルヴェチアの頭文字）
に改修され、
スイスでデモンストレーションを行なった。その
後、35-5はサーブ35やサーブ37ヴィゲンの装備テストや通信テストに用いられ、退役後は空軍
博物館の所蔵となり、2020年の時点ではエストラ・フェンメルレーヴのエスターレンス航空博物館
に貸し出されている。
試作6号機35-6は1961年1月19日に初飛行し、J35DとJ35Fのテスト機として用いられた。
この機でのテストでは、
アメリカのヒューズ社設計の空対空ミサイル、
レーダー誘導のHM55ファル
コン
（スウェーデン名Rb27。Rbはスウェーデンでミサイルを意味する
「ロボット」の略）
や赤外線誘
導のHM58ファルコン
（Rb28）
の発射テストも行なわれた。
その後、35-6は改修されてデンマーク
向けのJ35XDの原型となった。デンマークからの発注を得る前に、
サーブ社はJ35ドラケンをさまざま
な国に売り込もうと試みた。売り込み先には、
アルゼンチン、
オーストラリア、ベルギー、
チリ、
マレー
シア、
ノルウェー、
シンガポール、
チュニジア、
ヴェネズエラ、西ドイツ
（当時）、
オーストリアがあった
が、
いずれの国も輸出型J35Xを採用することはなかった。ただしオーストリアは後に中古機を購入
している。35-6は1973年2月12日に退役した。
試作7号機35-7は1962年10月1日に初飛行し、各種の計測テストに用いられた。400時間の
飛行の後、35-7はFOA
（国防研究監理局）
に移管され、爆発物のテスト機材となり、1972年7月
10日に退役した。
試作8号機35-8は1962年11月16日に初飛行した。
この機はJ35FとRb27、Rb28ミサイルの

1/72

J35Aの試作機、35-4。
エンジン：ロールスロイス・エイヴォンMk.48
初飛行：1955年10月25日

試験にあたり、1974年6月4日に退役した。

試作1号機35-1のコクピットに座る、サーブ社の主任テストパイロット、ベンクト・オロウ。
脇に立つのはドラケンの設計者にして開発チームのリーダー、エリック・ブラット。
(via Archives of Svensk Flyghistorisk Förening)
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駐機位置へと慎重に動かされる、試作3号機35-3「イエローU」。(Bo Bjernekull)

試作3号機、サーブ35-3「イエローU」、1957年、
リンシェーピング。
機体は無塗装ナチュラルメタルで、胴体前部上面を白
（FS17773）
と黄（FS13523）
に塗装し、
空気取り入れ口から主翼前縁の一部、垂直尾翼前縁と頂部、機首側面のUの文字も黄（FS13523）。
垂直尾翼頂部の黄色の中のラインと
「SAAB 35」の文字は白
（FS17773）。国籍マークは垂直尾翼の両側のみ。

迷彩塗装のドラケン試作機、
おそらく3 5 - 1が、滑 走 路末端
のバリケード、
「セーフランド・
ネット」のテストを行なってい
る。
(Saab)

試作5号機35-5。最初の実用
型 J 3 5 A の 原 型として製 造さ
れた。
(via Archives of
Steinar Saevdal)

大きくバンクしてダブルデルタ
の 平 面 形 を 見 せるドラケン
試作機。
(via Archives of
Mikael Forslund)
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試作機として作られた最終機の9号機、35-9は1963年6月18日に初飛行、J35Fのためのテストに用いられて、1974 J35Aの1機を改修、J35Fの
年12月20日に退役となった。

試 作 機とした3 5 - 1 0 。これは

テスト用 機としての 役目を終

10号機35-10は試験用機で、実用戦闘機J35Aとして製造され、
シリアルナンバー35082が与えられた。初飛行は えた後、1970年初めの撮影。
6号機と7号機のあいだ、1961年12月22日で、
エンジンはRM6C（エイヴォンMk.60のスウェーデン生産型）
を装備し (via Archives of
た。35-10は後にJ35Fのためのテスト用に改修され、J37ヴィゲン用の短距離空対地ミサイルRb05の発射テストにも Mikael Forslund)
用いられた。35-10は1973年5月23日に退役している。
試験用機の11号機、35-11は当初J35D、
シリアルナンバー35275として作られた。初飛行したのは1962年1月 テスト用機35-13。この機も元
15日で、
この機もJ35Fのテスト機に改修され、
さらにサーブ37ヴィゲンの各種ECM装置のテストにも用いられた。退役 はJ35Aで、J35Dのレーダーや
は遅く、1989年9月4日のことだった。

アヴィオニクスなど各 種 装 備
のテストに用いられ、1 9 6 8 年

試験用機12号機の35-12はJ35A、
シリアルナンバー35081として製造され、1962年2月9日に初飛行、J35Dと 12月に除籍された。これはスク
ラップとして放置されている姿
J35F関連の試験に用いられた。
最終の13号機、35-13はJ35A、35013として作られ、1960年12月27日に初飛行している。35-13はJ35Dの
レーダーと電子装備のテスト用機として改修され、
さらに後にはサーブ37ヴィゲンのECM装置の試験にも用いられ、
1968年12月4日に退役した。

で、向こうに同じようなランセン
の試験用機も見える。
(via Archives of
Mikael Forslund)
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型

シリアルナンバー

コード/番号

受領

除籍

備考

飛行時間

試作機

35-1
35001

赤U、
-1

1955年10月25日

1963年12月20日

1955年10月25日初飛行。
ウッグラルプの
スウェーデン自動車＆航空機博物館に保存

454時間

試作機

35-2

青U、
-2

1956年3月23日

1965年12月7日

1956年3月23日初飛行。無武装、
着陸フックを追加。
愛称
「ガルマ・モルモル
（老いぼれお婆ちゃん）
」
。
火災により喪失

317時間

試作機

35-3

黄U、
-3、
FC

1956年9月13日

1963年2月8日

1956年9月13日初飛行。1966年、
構造試験のため
ストックホルム技術大学に移籍。

試作機

35-4

緑U、
-4

1958年7月4日

1968年4月26日

1958年7月4日初飛行。J35A原型。解体。

500時間

FC、
-5、
05

1958年2月15日

1966年6月4日

1958年2月15日初飛行。J35A量産原型。
J35B1に改修。655回飛行。
エステルレンス航空博物館に保存。

311時間

-6、
46

1961年1月19日

1973年2月12日

1961年1月19日初飛行。J35DおよびFの原型。
デンマーク向けサーブ35XD原型に改修。解体。

475時間

1962年10月1日

1972年7月10日

1962年10月1日初飛行。J35F試験用機。解体

389時間

試作機

35-5
（35H）

J35B
試作機

35-6

試作機

35-7
35107

試作機

35-8
351008

-8、
FC-18、
48

1962年11月16日

1974年6月4日

1962年11月16日初飛行。J35F試験用機。

396時間

試作機

35-9
351009

-9、
09、
FC-09

1963年6月18日

1974年12月10日

1963年6月18日初飛行。J35F試験用機。
コクピット部分がエステルレンス航空博物館に保存。

570時間

35082
35-10
351010

-10、
42

1961年12月15日

1973年5月23日

1961年12月22日初飛行。J35A
（35082）
として
製造。J35F試験用機となる。解体。

647時間
25分

J35B
テスト機

35275
35-11
35111

-11、
01

1962年1月15日

1989年9月4日

1962年1月15日初飛行。J35D
（35275）
として
製造。J35Fおよびサーブ37ヴィゲン試験用機となる。
解体。

318時間
44分

J35A
テスト機

35081
35-12

-12、
12

1962年2月9日

J35A
テスト機

35013
35-13
35113

-13、
13

1960年12月27日

-7

1962年2月9日初飛行。J35A
（35081）
として
製造。J35DおよびF試験用機。解体
1969年6月11日

1960年12月27日初飛行。J35A
（35013）
として
製造。J35Dおよびサーブ37ヴィゲン試験用機。解体。

314時間

J35DとFの原型にあたる試作6号機35-6。デンマーク向け35XDの原型機ともなって、
垂直尾翼にラッパを吹くデンマーク近衛兵のマークが描かれている。
これも1970年代初め、すでに用途廃止となったころの撮影。
(via Archives of Mikael Forslund)

16

試作1号機35-1。1970年代、
ウッグラルプの自動車および
飛 行 機 博 物 館に展 示されて
いたときの姿。2020年現在も
この博物館に保存されている。
(Bengt Micrander)

1960年、バルカルビー-ストッ
クホルムのF 8 飛 行 場に着 陸
し、
ドラッグシュートを開いた
35-4あるいは35-5。主翼と胴
体下にRb-24サイドワインダー
を4発装備している。
(via Archives of
F 8 Kamratförening)

消火訓練に使われた試作機35-6。(via Archives of Mikael Forslund)
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