絶妙なフリーハンドで描かれた飛行機愛に溢れる可愛いイラスト。下
田先生の作品を簡単に表現するとたぶんそんな感じかと思います。とこ
ろが、
マニアの皆さんはとっくにご存知のように、その親しみやすいイラ
ストは想像以上に高いスキルで描かれたものだという事がジワジワとわ
かってくるのです。僭越ながら僕も同じように可愛い系のイラストをた
まに描いたりしますが、たいした知識もないまま面白いというだけで描
かれたそれとは違い、豊富な知識とリサーチによって裏付けされた先生
の作品は、愛すべきキャラクター達や背景も含めてマンガチックな表現
でありながら情報は多く、万人が楽しめる航空図鑑のようでもあります。
俗にデフォルメと呼ばれるイラストの中には、ただ可愛く表現するた
めに構造を無視し極端に描かれたものも少なくありません。まあ、それ
はそれでありなのでしょうが、構造や機能、さらに歴史なども熟知された
上で誇張したり省略したり、辻褄の合うギリギリのラインまで攻めてマ
ンガチックに昇華させた先生のさじ加減のセンスはさすが！

と感服す

るしかありません。
そんなセンスの塊のようなイラストとわかりやすくウイットに富んだ
文章で構成された『スケールアヴィエーション』誌の「Nobさんの航空縮
尺イラストグラフィティ」
という巻頭ページは、ほとんど興味のない機体
の特集号にガッカリしている飛行機愛の足らない僕に、
「まあまあ、そん
なこと言わずにさあ」と諭してくれるようなありがたい癒しのページで
もありました。
そんな下田先生が逝去されたと聞いてしまいました。なんということ
でしょう。もう、これ以上あの暖かい作風に触れることができないとい
うのは残念でなりません。イラストそのままの可愛い飛行機プラモデル
（もちろんフィギュア付きで）も、どこかで出して欲しかったのですが叶
わなくなってしまいました……。
心からお悔やみ申し上げます。

鳥山 明
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●とりやまあきら 1978年に
『週刊少年ジャンプ』にて読切作品
『ワンダーアイランド』
でデビュー。代表作
『Dr.スランプ』
、
『ドラゴ
ンボール』
はいずれもTVアニメ化され、今なお世界中で人気を博し
ている。また、
ゲーム
『ドラゴンクエスト』
シリーズのキャラクター
デザインを手掛けるなど、
漫画執筆以外にも幅広く活動している
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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
機はもちろんのこと、戦車、鉄道まで守備範囲は多岐にわたる。『スケールアヴィエーション』誌
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り画業をまっとうした

アメリカ
United States

ライトフライヤー1号
（1903）
Wright Flyer1
2004年1月号（Vol.35）掲載

100年前の1903年12月17日、ライト兄弟はノースカロライナ
州キティホークのキル・デビル・ヒルにおいて、人類初の動力

次の段階は、人を乗せて飛行のできるグライダーの製作と、
その飛揚実験に適した用地の確保。兄弟はアメリカ気象局に

飛行に成功。高度60ｍ、飛行時間12秒、飛行距離36ｍでありま

問い合わせた結果、いくつかの候補地の中から、キティホーク

した。ライト兄弟の本業は、オハイオ州デイトンの自転車屋

を実験場所に決定しました。キティホークはデイトンから

であります。
「フライヤー」１号は、ライト兄弟の4番目の機体

900㎞離れた、入り江と大西洋に挟まれた砂州の上にある小漁

で、その形状はIII号グライダーに似ています。モーター・グラ

村であります。そこの幅1.5㎞、長さ約8㎞の砂地が実験場と

イダーというよりも、原付自転車風飛行機械でありました。

なりました。ここで兄弟は、1900年からグライダーによる実
験を重ね、III号まで製作されたグライダーで1000回以上滑空

いう問題の解決でした。ある日、デイトンの上空を飛翔する

飛行を行ないました。1903年のその日、万が一の事故に備えて

猛禽類を観察していた兄弟は、飛行中バランスを立て直すの

救助を依頼していた海難救助本部から、5人が助っ人に駆けつ

に翼の先端を捻っているという大発見をしました。この鳥の

け、13m/sの強風下、離陸用レールに機体を載せる作業を手

動作を飛行機械に応用したのが、捻り翼というライト兄弟の

伝ってくれました。そのうちのひとりは、フライヤー 1号の

大発明であります。はやくも8月には、翼の制御ができる捻り

飛行の撮影を頼まれ、カメラによる世紀の大飛行撮影も行な

翼式の翼幅1.5ｍの複葉の凧を製作し、デイトンの街のはずれ

いました。この写真が後世に残る、人類初の動力飛行の成功

にあった広場で飛揚実験が行なわれています。

を証明する写真となったのであります。

■
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彼らの最大の研究課題は、空中でバランスをどうとるかと

ドイツ
Germany

フォッカーEシリーズ
（1916～）
Fokker E series

2013年11月号（Vol.94）掲載

第一次世界大戦の前半、1915年〜1916年にかけて連合国が

フォッカー機の秘密、同調式機銃装置は「棚ぼた」でした。

「フォッカーの懲罰」と恐れ、
「フォッカーの馬草（まぐさ、餌）
」

1915年4月18日、
ロラン・ギャモスのモラヌ（L型かN型）機がド

と連合軍機を自嘲するほどの戦果を挙げたのが、ドイツ軍の

イツ軍戦線内に不時着、捕獲されました。これによってプロ

単葉戦闘機フォッカーE
（Ⅰ〜Ⅳ）シリーズです。この機体に

ペラに当たる自機の機銃弾を鋼製のデフレクターではね飛ば

乗った有名パイロットであるマックス・インメルマンは、1915

す、という非機銃同調装置がドイツ軍に渡り、フォッカーはこ

年8月1日のイギリス軍機への迎撃戦で、E.Ⅰによる最初の戦

れを参考に1週間以内で機銃同調機構を作り上げました。し

果を挙げています。
フォッカーEシリーズの原型は、フォッカーが1914年1月に
購入した、中古のモラヌ・ソルニエH型単葉機を参考に設計・

かし、この発明はドイツのLVG社のフランツ・シュナイダーが
1913年7月に特許取得済でした。フォッカーは特許権侵害で
起訴される羽目になり、結果は大戦終結後の敗訴です。

制作したM5の発展型M5Kです。Eシリーズは単なるモラヌ機

1916年4月8日、フォッカーE.Ⅲの1機が連合国戦線内に不時

のパクリではありません。発動機はフランスのグノームをラ

着し、フォッカー機の強さの秘密がバレました。同調機銃を

イセンス生産したオーベルウーゼルでしたが、胴体構造は木

装備した最初のイギリス軍用機である、ソッピース1 1/2 スト

製骨組み張線補強から鋼管溶接骨組み張線補強に強化され、 ラッター複葉複座機が間もなく戦線に登場、フォッカー機の
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脚も頑丈な鋼管溶接の枠組みに、主翼は同じ木製骨組みなが

優位は崩れることに……。まさに「禍福は糾える縄の如し」と

ら、ねじれ剛性は増加しました。

いったところでしょうか。

■

E

s e r i e s

▼1915年4月にフォッカーの開発した同調機
銃発射装置付き機関銃を最初に装備したフォ
ッカーM5Kは、後にフォッカーE.Ⅰ
（E1/15）
と改められた近代戦闘機のご先祖です。フォ
ッカーEシリーズは、
手本となったモラヌ・ソル
ニエ機と同様に補助翼はありません。横の操
縦は左右の翼をねじる
「たわみ翼」方式で行な
いますが、この時代、
「たわみ翼」
の特許権所有
者は、
アメリカのライト兄弟とされていました

Germany

◀モラヌ・ソルニエH型機は、フランスのレオンとロベ
ールのモラヌ兄弟とレイモン・ソルニエが協力して設
計した単葉機です。ドイツのファルツ社では60機ライ
センス生産し、ドイツ陸軍にファルツE.Ⅰ単葉単座戦
闘機として採用されています。搭載されたシュパンダ
ウ機関銃にはフォッカーの同調機銃発射装置が装着さ
れていました。第一次大戦初期におけるドイツ陸軍の
単葉機は、
オランダ人アンソニー・フォッカーが設計し
たフォッカーEシリーズ、オーストリア人イゴー・エト
リッヒ博士が開発した
「タウベ」
、それとフランス生ま
れのファルツEシリーズ、
と外国生まれが多いのです

ドイツ

F o k k e r

▶マックス・インメルマンはフォッカーE
（アインデッカー）
の最初のパイロットに、
オスワルド・ベルケと共に抜擢され、
「フォッカーの懲罰」の中心となった
「リールの鷲」と呼ばれ
たエースです。最高勲章である
「プール・ル・メリット
（通称：
ブルー・マックス）
」の授与もベルケと同時でした。インメ
ルマンは1916年6月18日、イギリス軍のFE2b機との空中
戦で被弾し、
空中分解して墜落・死亡しました。最終撃墜ス
コアは15機です。宙返りを打ちながら半回転の横転をして
反航する、今に残る曲芸飛行
「インメルマン・ターン」
は、イ
ンメルマンが本機での空中戦で編み出したものです
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▶設計者レイモン・ソルニエは1914年7月にモラヌ・ソルニ
エN型とホチキス8.0㎜機関銃を組み合わせた、同調機銃発射
装置を考案していましたが、これがなかなかうまく作動しな
かったため、ローラン・ギャロスの提案を受けて、銃弾がプロ
ペラに当たる部分に、銃弾をはね飛ばす銅製のデフレクター
が、パラソル式単葉のL型戦闘機や肩翼単葉のN型戦闘機のプ
ロペラに取り付けられ、プロペラ回転に関係なく弾丸を発射
することが可能になりました。これでギャロスは戦果を挙げ、
ドイツ軍は苦戦を強いられたのです

ドイツ
Germany

アルバトロスD.Ⅴa戦闘機
（1917～）
Albatros D.Va
2001年1月号（Vol.17）掲載

私がマルサンの1/48の「アルバトロスD.Ⅲ」のキットを購入

一葉半の主翼とともにニューポール11型の欠点、下翼のねじ

したのは昔むかしその昔、東京オリンピックよりも以前のこ

れフラッターも引き継いでしまい、急降下時に空中分解する

と。完成したD.Ⅲは意外と大きいので驚いた記憶があります。 という事故が頻発。これが本機最大の弱点でした。1917年5月、
左右通しの昇降舵を持つ水平尾翼はアメリカマナティの尾び

ドイツ軍の前線に登場したD.Ⅲ型の改良型D.Ⅴ型は外見上は

れのような形状をしていました。これが私の第一次大戦キッ

前型に比べて胴体高が高く、幅はせまくなり、大きなプロペラ

トとの出会いです。

スピナーの円形断面から尾端にいたるまで楕円形断面で構成。

アルバトロスD.Ⅲ戦闘機のご先祖さまD.Ⅰ型、D.Ⅱ型は普

方向舵の上端も丸くなり、スマートなダイエットアメリカマ

通の単張間複葉でしたが、1916年夏、ニューポール11型が戦線

ナティに生まれ変わったのです。弱点対策はいまだ急降下速

デビューした結果、それまでのドイツ戦闘機の優勢が危うく

度の制限という消極的なものでしたが、それも8月になると構

なったのであります。その高性能はどうやらその一葉半の主

造強化型のD.Ⅴaに製造を切り替えることで解決。強化策は

翼の構成にありと判断し、それを取り入れたドイツ戦闘機の

下翼のねじれフラッターをふせぐためにV字型翼間支柱から

回答がアルバトロスD.Ⅲ型でした。

下翼前縁に
「筋交い」を設置し下翼の剛性を高めるという
「お

1917年の4月、イギリス空軍は368機の機体と、乗員約500名

まじない」のようなものでありました。1918年4月末のドイツ
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を失い、
のちに
「ブラッディ・エイプリル」と呼ばれる大損害を

軍の前線でのDタイプ（複葉戦闘機）総計1751機中、Ⅴ型131機、

受けました。この被害の主犯がD.Ⅲ型です。しかしD.Ⅲ型は

Ⅴa型928機でまさにドイツ空軍の主力戦闘機でした。

■

イギリス
Great Britain

ソッピース パップ
（1916）
Sopwith Pup
2012年1月号（Vol.83掲載）

飛行機が艦船からの発進に最初に成功したのは、アメリカ

飛びながら、横滑りをして艦首から艦橋にかけて設置された

のB.エリーの操縦するカーチス複葉機で、1910年11月14日軽

69.5mの発艦甲板へ進入し、艦上で待機していた将兵の手によ

巡洋艦 バーミンガムの艦首に作られた滑走甲板からの離艦

り機体各所に取り付けられていた掴み輪で確保、着艦に成功。

です。またB.エリーは翌1911年1月18日、サンフランシスコ湾

この高い操縦技術を要する複雑な着艦方法の理由は、空母

に投錨中の装甲巡洋艦「ペンシルバニア」の艦尾上に設けられ

「フューリアス」側にありました。同艦は高速軽巡洋艦から計

た長さ40mの着艦甲板に、カーチス複葉機を操縦して見事着

画変更されたため、発艦甲板に続いて艦橋や煙突、さらにその

艦に成功。最初に航行中の艦船からの発進に成功したのはイ

後方に46㎝単装砲をそのまま装備しているという空母だった

ギリス海軍でした。1912年5月ポートランド沖で挙行されたイ

から。ダニング中佐はこの成功の5日後、もっと大きな向かい

ギリス海軍の観艦式において、サムスン中佐が操縦する着水

風の中、同じように「フューリアス」への着艦を試みましたが

式エアバックを3個装着したショートS.27での戦艦 ハイバー

復行に失敗。機体は艦の舷側から転落し、ダニングは溺死、殉

ニアの前甲板に設けられたプラットホームからの離艦でした。 職したのであります。これを機に翌1918年「フューリアス」の
第一次改装が実施され、後部の46㎝単装砲を撤去し格納庫を

E.H.ダニング少佐で、使用機はソッピース パップ戦闘機でし

設け、その上に長さ約90mの着艦甲板が設置されたのであり

た。ダニング少佐は1917年8月2日、向かい風21ノットの中、26

ます。「フューリアス」はその後も数度の改装を受け、第二次

ノットで航行している空母「フューリアス」の右舷に並行して

大戦を生き抜き、戦後の1948年に除籍となっています。 ■
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初の航行中の艦船上への着艦成功者は、イギリス海軍の

フランス France

スパッド S.VII/XIII
（1917）
SPAD S.VII/XIII
2015年1月号（Vol.101）掲載

スパッド社のスパッドVII／XIII戦闘機は第一次世界大戦中

は大きく変わりました。1916年4月に初飛行に成功したスパッ

期以降、
ルネ・フォンク（75機撃墜）やジョルジュ・ギンヌメー

ドVIIは構造が頑丈でスピードと上昇力にすぐれ、ベテラン操

ル（53機撃墜）をはじめとする多くのエースの乗機となった、 縦士に強烈にアピールする戦闘機だったのです。その発展型
フランス空軍の主力戦闘機です。設計はルイ・ベシュローで、 のスパッドXIIIの原型機は1917年4月4日に初飛行し、5月の終
彼は1913年のゴードン・ベネット杯レースで当時としては驚

わりには早くも飛行中隊への配属を開始。終戦までの間にコ

異的な速度、203.85㎞／hを記録したドペルデュサン・レー

ウノトリをシンボル・マークとするエースぞろいの5個飛行中

サーの設計者でもあります。

隊をはじめ、全ての中隊装備機はニューポール機からスパッ

ベシュローが大戦初期に設計し1915年に初飛行したスパッ

ドXIIIに機種転換しました。大戦中のフランス空軍の中隊名

ドA2は、プロペラと機銃の同調機構を持たずに前方射撃がで

は、装備した機体メーカー名を示すアルファベットと、中隊番

きるという創意工夫が込められた機体でした。この年、スペ

号とを組み合わせた簡潔な呼称方式です。これによりギンヌ

インのイスパノスイザ社からイスパノスイザ発動機と、その

メールの所属するコウノトリ中隊N3もSPA3に呼称が変更さ

設計者であるマーク・ビルキグト考案の機銃同調機構がフラ

れています。

ンスにもたらされます。これによってフランスは新水冷発動

蛇足ながら、フランスでは名の長さと地位の高さは比例す
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機と同調機構技術を得るとともに、エースであるギンヌメー

るそうで、名門出のギンヌメールの正式名は、ジョルジュ・マ

ルの助言を受けて設計されたベシュローの新スパッド戦闘機

リー・ルドビック・ジュール・ギンヌメールです。

■

S . V I I / X I I I

◀1912年初めに開発されたドペルデュサン・レーサーは、
同年のゴートン・ベ
ネット杯レースで174.01㎞／hを記録し優勝しました。また水上機型は1913
年第1回シュナイダー・トロフィー・レースでも優勝しています。平均速度は
73.63㎞／hでしたが、これはシュナイダー・レース史上唯一のフランス機の優
勝記録となりました。
1914年、ドペルデュサンが財政スキャンダ
ルに巻き込まれ退陣したため、ドペルデュサン飛行機会社
（Société pour les Appareils Deperdussin）
は、ルイ・ブ
レリオの手に渡り、社名を頭文字SPADをそのままとす
（飛行機お
るSociété Pour Aviation et ses Derives
よびその関連事業会
社）
と改名しました

フランス France

S P A D

▲ルイ・ベシュロー
（1880〜1970）ベ
シュローは1911年からドペルデュサ
ン飛行機会社でドペルデュサン単葉機
の開発を手がけました。
1912年にはス
パッドVII／XIII戦闘機を設計。この2機
は初期のフランス空軍ばかりではなく、
イギリスやイタリアをはじめとする多
くの連合国軍で使用され、それぞれ
5600機と8472機も大量生産されたベ
ストセラーとなりました。これだけの
業績をあげたベシュローでしたが、大
戦が終結したわずか三ヵ月後の1919
年初頭にスパッド社を辞めています。
退職にいたった要因のひとつに、ベシ
ュローの向こう意気の強さとケンカ好
きが災いしたという噂があります

▲スパッドVIIとスパッドXIIIの容姿はよく似ています。
XIII型は機首のラジエーターに縦に並んだシャッター
が装着され、機銃は1挺から2挺に。中央翼の支柱は逆
Vに強化され、方向舵の後縁は垂直から後方にふくらみ
ました。戦後の1919
（大正8）年に日本陸軍はスパッド
XIIIを40機フランスから輸入し、1月に来日したフラン
スのフォール大佐を団長とする教育団に使用されまし
た。当初はス式13型と呼ばれていましたが、1921
（大
正10）
年に制式採用され、日本陸軍機第3位の位置付け
とする丙式1型戦闘機が公式名称となりました
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▶1915年5月21日に進空したスパッドA2は、ベシュローが大
戦初期に戦線に送り出した戦闘機です。機体は銃手、プロペラ、
発動機、操縦士の順にレイアウトされ、機銃の同調機構を使わ
ず機首方向に射撃ができるというアイディアを凝らした複葉
複座機でした。
100機製作され、試作機1機を除き50機が当時
のロシアに送られ、残り49機はフランス空軍に引き渡されま
した。が、あまりにも使い勝手が悪く早晩お蔵入り、珍機図鑑
に名を残すことになりました

