




◀このページは『スケールアヴィエーション』
連載時のF-4 ファントムIIを描くために綴ら
れた製作メモ。ディテールに関することはも
ちろん、その機体の小さなエピソードまで、下
田氏がどんなことにインスピレーションを
受けてイラストを描いていたかが解るとと
もに、入念なリサーチがあるからこそ説得力
のあるイラストが生まれていたのである

▶びっしりと書き込まれた『スケ
ールアヴィエーション』連載のた
めのメモ。ノートの題名が「覚書」
ということだけあり、資料となり
そうな機体の写真が載っている書
籍や雑誌の名前やページ数、スペ
ックなどを几帳面に綴られている

▶下田氏は携帯電話はおろか、
インターネット環境を持たず
に仕事をしていたので、イラス
トのネタや依頼された仕事の
内容などがすべてノートに事
細かく記していた
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【目次】
＊各イラストに並記してある掲載月号は、すべて『隔月刊スケールアヴィ
エーション』（大日本絵画／刊）の掲載した年月の表記となっております
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●しもだのぶお　1949年生まれ。東京都出身。航空ジャーナリスト協会理事。模型サークル松
戸迷才会所属。1970年代より航空機イラストを航空専門誌などで発表、スケールモデル専門の模
型情報誌『レプリカ』（TACエディション）の表紙も勤めた。そのほかにも図鑑、単行本などでも寄
稿、航空自衛隊救難団のバッチのデザインも手がけ、模型のボックスアートなども担当。そのデ
ィフォルメされつつも計算されたイラスト、暖かい雰囲気は老若男女問わずファンも多い。飛行
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連載で使用していた「荻窪航空博物館館長」という肩書きは大変気に入っていた（実際にはこうい
った博物館は存在しません）。好きな日本酒は菊姫（石川県）。2018年5月22日に死去。享年69
歳。最期までイラストレーターとして筆を握った
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1998年12月号（Vol.5）掲載

　'50年11月11日、この年の6月25日に勃発した朝鮮戦争にお
いて国連軍はインチョン（仁川）上陸作戦から反撃に転じ、ク
リスマスまでには決着がつきそうな勢いでありました。そこ
に立ちふさがったのが、ヤールーガン（鴨緑江）を越えてやっ
て来た6機の後退翼付ジェット戦闘機。中国義勇軍の参戦で
あります。これはまさに6年前のバルジの戦いの再来となり
ました。命からがら逃げ帰ったT-6テキサンのパイロットの
報告によると、謎のジェット戦闘機は2年前のツシノのショー
で公開された、ソ連の最新鋭機MiG-15と思われるとなったか
らさあ大変。一夜にして国連軍全戦闘機は旧式になってしま
いました。そこで援軍として白羽の矢が立ったのは、アメリ
カ空軍が前年の2月に部隊配備を始めたばかりの虎の子の最
新鋭機F-86セイバーであります。早くも11月17日にはサン
ディエゴ海軍基地で空母やタンカーへの積載が始まり、防水
耐塩害対策が施されセイバーは太平洋を横断し、国連軍への
クリスマスプレゼントとなったのであります。
　Mig-15との初交戦は12月17日、この日から始まったセイ
バー対Mig-15の対戦はセイバーが圧勝し、'53年7月22日に終わ
りました。両機は終戦によってドイツから入手した後退翼の
研究資料によって誕生した後退翼ジェット戦闘機であること
は広く知られています。性能的にはMigがやや勝っていまし
たが、その差を補って余りあるセイバーのパイロット技量が
勝因でありました。
　暑中見舞いには遅すぎ、クリスマスプレゼントとしては早
すぎる'53年9月21日、アメリカ軍にすばらしいプレゼントが
ありました。喉から手が出るほど欲しかったMig-15bisが金浦
に亡命してきたのです。本機を試験飛行したアメリカ空軍の
パイロットはMigの高性能に驚いたのなんのって……。試験
飛行が行なわれたのは嘉手納でした。本土復帰前の沖縄で
あったとはいえ日本上空をMigが飛行したのです。　　　　■
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2003年5月号（Vol.31）掲載

　ヴォートF-8クルーセイダーの物語は'52年、アメリカ海軍が
各社に提示した超音速艦上戦闘機の要求仕様から始まりまし
た。朝鮮戦争の最中のことです。クルーセイダーの開発は順
調に進み、原型XF8U-1の1号機は、'55年3月25日の初飛行で
早々に音速を突破、その能力の高さをかいま見せましたが、世
界初の超音速艦上戦闘機の座はライバルF9F-9に先を越され
ていました。F9F-9は名門グラマン社の艦上戦闘機で、後に
F11F-1タイガーと改称された機体。この年の1月にマッハ1.12

を記録していたのです。
　クルーセイダーはライバルF11F-1には初飛行で8ヶ月、音速
突破では3ヶ月先行されていましたが、量産型F8U-1を装備す
る最初の部隊の編成は1957年3月25日と、タイガーの部隊編成
に遅れることわずか17日でありました。そして、勝負を決め
たのが生産機数です。F11F-1シリーズの201機に対して、F-8シ
リーズは1261機という大差でありました。

　クルーセイダーの最大の特徴は、超音速性能を狙った肩翼
式に取り付けられた後退角42度の薄翼形式の主翼を離着艦時
に油圧シリンダーで7度持ち上げるという、可変取り付け角機
構です。同社の前作F7Uカットラスが短命に終わった要因の
ひとつが着艦時の機首上げ姿勢20度にあったそうですから、
離着艦性能にはこだわった設計になりました。
　また、ベトナム戦争での活躍が、クルーセイダーを最後のガ
ン・ファイターとも呼ばれる名機にならしめたのであります。
アメリカ海軍戦闘飛行隊が撃墜した北ベトナムのMiG戦闘機
の数は、主力のF-4ファントムの10機に対して、クルーセイ
ダーは18機にも上りました。しかしガン・ファイターにも悩
みがありました。肝心の装備した4門のガン、20㎜Mk.I機関砲
が高G機動中にしばしば故障することと、外翼を折りたたん
だまま離陸を試みるパイロットが、ベトナム戦争中を含めて7

例もあったことであります。　　　　　                　　　■
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2001年3月号（Vol.18掲載）

　スカイホークは戦闘機の護衛なしで戦術核攻撃や通常兵器
による近接支援や阻止攻撃ができる、軽量小型の高速艦上攻
撃機であります。自重はF-86Fの4.9tより小さい3.8t。全幅は
8.4mと小型なため、主翼の折りたたみ機構なしで空母での運
用ができました。その優れた高速性能は'55年10月26日に
A-4A (旧称A4D-1)の3号機が樹立した500kmコースでの世界速
度記録1119km/hによって実証されています。
　'54年6月に1号機が初飛行してから、アメリカ海兵隊向けの
M型の最終号機が'79年2月に引き渡されるまで、実に25年間に
わたって各型併せて2960機も生産されました。この25年間と
いうのは、大正10年(1921)に日本海軍最初の国産戦闘機として
採用された、三菱一〇式艦上戦闘機を太平洋戦争の終戦まで
生産するような期間にあたります。
　スカイホークの狩り場はベトナムの戦場でした。その優れ
た運動性により地上部隊の支援、対地攻撃にと大活躍。'67年3

月1日、北ベトナムのケブ飛行場を攻撃中のA-4Cのパイロット
は、地対空ミサイルや迎撃機を『鵜の眼鷹の眼」をもって警戒
中のところ、スクランブル発進中のMiG-17を発見。機速が充
分ついていない敵機の前面に一度出たあと、ループをもって
再度後方につき、翼下の対地攻撃用のズーニロケット弾を一
斉に発射して、これを撃墜したのであります。ベトナム戦争
唯一のMiGキラーのA-4パイロットはこのように誕生しまし
た。
　スカイホークはこの軽快性を買われ、サイドワインダーを
装備して対潜空母の防空用に使われたり、トップガンのアグ
レッサーやブルーエンジェルスの使用機にもなりました。イ
スラエルをはじめとして海外の同盟国へも多数渡り、その中
でもクウェートに渡ったA-4KUは、湾岸戦争でイラク軍の手
を逃れサウジアラビアを仮の営巣地として、自由クウェート
軍を構成して参戦したのであります。　　　　　　　　　  ■
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2011年1月号（Vol.77）掲載

　LTV A-7AコルセアⅡは、チャンス・ヴォートF8Uクルーセイ
ダー艦上戦闘機の短縮型として開発された、ダグラスA-4スカ
イホーク艦上軽攻撃機の、さらに次の世代の後継機です。'63

年5月29日にアメリカ国防省から次期軽攻撃機の要求仕様書
が提示された時、名門チャンス・ヴォート社は'61年にVTA（リ
ング・テムコ・エレクトロニクス）社に吸収され、LTV（リング・
テムコ・ヴォート）社のヴォート・エアロノーティクス部門と
なっていました。クルーセイダーの基本構造を継承しつつ大
幅な設計変更を施された改設計機は、'64年末にはチャンス・
ヴォート社伝統の名称である"コルセア"を襲名し、コルセア
Ⅱと名付けられています。ヴォート社の総製作機数のうち
3/4を占めるコルセアシリーズのトリをつとめたのが、最後の
自社設計機となったA-7 コルセアⅡというわけです。
　その初飛行は'65年9月25日、'67年1月3日には最初の実戦飛
行隊VA-147 アーゴノーツが、A-7Aの最初の訓練部隊VA-174の

飛行隊長だった、ドナルド・S・ロス中佐の指揮の下編成されま
した。隊名アーゴノーツの由来は、ゴールドラッシュの頃の
山師を表す"アーゴノート"の複数形との話がありますが、垂
直尾翼のマークがツルハシではなく偃月刀（えんげつとう）の
マークであるところから見て、ギリシャ神話に登場する金の
羊毛を捜して大船アルゴで船出した探検隊であるアルゴナウ
テースではないでしょうか。
　現代のアルゴナウテースの最初の戦いは、大船アルゴなら
ぬアメリカ海軍の攻撃空母レンジャーに配属され、ロス中佐
の指揮による'67年12月4日の北ベトナム南部にあるビンの橋
と道路への5inズーニー・ロケット弾による攻撃でした。そん
なコルセアⅡの最後の航海となったのが、'91年1月に勃発し
た湾岸戦争です。尾翼に描かれた偃月刀が愛用されているア
ラビアの地での、A-6Eが発射したSLAMの誘導や敵防空網の制
圧作戦が最後の戦いとなったのです。　　　　　　　　　  ■
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2005年3月号（Vol.42）掲載

　RA-5Cヴィジランティは機種記号からわかるように、A-5A

ヴィジランティ重攻撃機から発展した戦術偵察機です。A-5A

（旧称A3J-1）の開発は'56年8月に始まり、原型機は'58年8月31

日に進空しました。重攻撃機の任務は航空母艦をベースとし
て敵地に侵攻し核攻撃を加えるというものであります。
　ヴィジランティに求められたもは当時のソ連の防空システ
ムを突破できる高高度・高速の侵攻能力で、アクティブECM

を携えて高度4万5000フィートをマッハ2の高速で核攻撃でき
るというものでした。核爆弾は左右のエンジンに挟まれた胴
体内に収容され、それに続いて2個の往路用のカン・タンクと
呼ばれる円筒型燃料タンクを収めました。超音速領域での投
下方法は、テイルコーンを吹き飛ばし3つを連結したまま後方
に打ち出すというユニークな方式が採られています。
　ヴィジランティの艦隊配備は'62年に始まりましたが、その
ころ、ポラリス（SLBM）搭載潜水艦も急速に戦力化され、アメ

リカ海軍は核報復戦略を重攻撃機からSLBMへとシフトした
のです。生き残りを賭けての改修で低空侵攻能力の資格も習
得しましたが、通常兵器の搭載能力は依然低く実用性は乏し
いものでした。
　風前の灯火だったヴィジランティを救ったのが、'63年に登
場した、A3J-1に大幅な改修と改造を加え偵察機器を装備した
RA-5Cであります。この転職は大成功でした。'64年1月に実戦
配備となり、同年8月には攻撃空母レンジャーに搭載され、初
めて第7艦隊に展開しました。この月の5日、トンキン湾事件
が発生、以後ヴェトナム戦争全期を通じてRA-5Cヴィジラン
ティは戦略偵察・戦術偵察にと活躍しました。北ヴェトナム
の戦略拠点上空を、非武装・低空で強行偵察するRA-5Cの一部
の機体には、試験的に迷彩塗装が施されました。そのうち1機
は厚木の日本飛行機株式会社が塗装を担当、ダークグリーン、
オリーブドラブ、タンの3色塗装された機体でした。　　　  ■
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2009年7月号（Vol.68）掲載

　F-105サンダーチーフを生んだリパブリック社の戦闘機の名
称は何故か、第二次大戦当時のP-47サンダーボルトからジェッ
ト戦闘機F-84ファミリーのサンダージェット、サンダースト
リーク、サンダーフラッシュ、ジェット・ロケット混合動力試
作迎撃機サンダーセプターと続く雷シリーズとなっています。
サンダー名称の由来と関係は定かではありませんが、これら
一連の機体の生みの親、設計者はアレクサンダー・カルトベリ
です。また、カルトベリがセヴァスキー社在籍時に設計した
機体が、後にP-47サンダーボルトに発展するアメリカ陸軍初の
単葉密閉座席引込脚戦闘機セヴァスキーP-35でした。
　F-105サンダーチーフは当初、超音速戦術核攻撃専用機とし
て開発がスタートしましたが、国防省の方針転換により通常
爆弾による戦術攻撃任務が強化され、370kg爆弾を合計16発搭
載できる戦闘爆撃機となりました。昨今の戦闘機の流行りは
ステルス性ですが、サンダーチーフが開発された当時は超音

速飛行に有利とされるエリアルールでした。最初の量産型YF-

105Bからエリアルールを採り入れたサンダーチーフは、くび
れた胴体とM字空気取入口とがあいまってまるでSFキャラク
ター的な平面形をしています。しかし、主翼部下胴体中央部
に核爆弾を搭載する、4.5mのウエポンベイを設置した結果、巨
大になってしまったその側面形から、「ウルトラ豚」や「鉛のソ
リ」と仇名されたそうです。'54年から'63年にかけて各型合計
833機生産されたサンダーチーフの主力となったのが501機生
産されたD型で、アメリカ政府がベトナム戦争に本格的に介入
する以前の'64年8月には、この打撃力を見込まれ、南ベトナム
のダナンやタイのコラートに、嘉手納や横田から派遣されて
います。
　そのリパブリックF-105Dサンダーチーフの大舞台デビュー
がベトナム戦争での北爆作戦、'65年3月2日に開始されたロー
リング・サンダー作戦でありました。　　　　　　　　　　 ■

10



1998年4月号（Vol.1）掲載

　ロッキードF-117Aナイトホークは、ご存知の通り史上初の
実用ステルス戦闘機です。'88年11月にはじめてF-117Aの写真
が公開された時はその姿に驚いたのなんのって。まるで山折
り谷折りで組み立てられたペーパークラフト、平面と直線だ
けで3次元の機体が構成されていたのであります。
　当時ステルス機の常識は、レーダーの電波をまんべんなく
多方向に反射させてぼかすことにより探知させにくくする方
式、したがって機体は曲面と曲線だけで構成されていなけれ
ばならない、と思われていました。'86年にイタレリ社から発
売された『F-19 STEALTH』という名ののっぺりとしたプラモ
デルは、このイメージにピッタリと合い、アメリカで売れに売
れて大ヒット。その上アメリカ議会でも機密漏洩の疑いあり
と問題になったりしたからもう大変、これではステルスのっ
ぺり説がお墨付き貰ったようなもんです。　それなのにそれ
なのに……。

F-117Aのステルス設計のコンセプトは機体を構成する各平面
を進行方向に対して傾けることにより、レーダーの電波を前
方に返さないようにファールチップさせることだったのです。
誰もがまるっこい機体を想像していただけに、これはかなり
の驚きをもって迎えられたのです。
　この方式の有効性は、湾岸戦争で計1271回の出撃に対して
被弾なしという実績で証明されました。F-117A最終号機（通算
59機）は'90年4月空軍に引き渡されて生産は終了しましたが、
実際にロールアウトしたF-117Aは60機だったそうです。この
1機のカウント違いの原因となったのは、実用生産型1号機が
離陸中に転覆大破したためでした。この機体は空軍への引き
渡し前であったために、生産機数のカウントに入っていない
……というところから発生した食い違いとなります。ロッ
キード社でのステルス機の総生産機数は企画開発（FSD）5機
とHave Blue機2機を含む66機になります。　　　　　　　　■
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