
製作と文／石田  徳弘

リード

なぜ、ここまでこだわって製作したのか?

陸上自衛隊TH55J
『シュワイザー269（26号機）』

　私の模型人の出発点、それは小学３
～４年生ごろ、近くの駄菓子屋で販
売していたプラモデルを組み立て、近
所の友人達と遊ぶことでした。友人や
自分のプラモを弟とともに改造し、当
時主流だったゼンマイをモーター駆動
に直し、池や砂場で楽しんでいました。
その改造こそが、後に私達の「創意工
夫のものづくり」の起源だったのです。
その当時改造した模型は、今でも棚の
箱に保存されていて、立派に動きます。
　今から遡ること40年前（1974年ご
ろ）、弟が「ハミングＴＨ-20（スピ
タル産業）」を買ってきて作り、その
傍らで調整を手伝っていたのがラジコ
ンヘリとの出会いでした。
　当時を知る友人たちは、今でも、
「弟さんと学校の校庭で暗くなるまで
調整・テスト飛行をやっていたね」と
語ります。「テスト飛行」と聞こえは

良いですが、地面を這いつくばり時々
浮くだけで、とても飛ぶことはありま
せんでした。その後、今はなき地元高
崎のＲＣヘリクラブに所属し、地域ベ
ントなどにも弟と参加していました。
その数年後、弟が「ヒロボーＵＨ-1Ｂ
（イロコイス）」を購入してきました。

箱を開けると、大きなFRP製の機体に
心ワクワクしたことが思い出されま
す。その理由は、家の近くに「陸上自
衛隊相馬が原駐屯地（現在の第12旅
団）」があり、頭上をＵＨ-１Ｂ（陸
自名Ｕ-１（ユーワン）が独得のサウ
ンドで飛行していたのです。休みの日

には駐屯地にヘリを見に行き、Ｕ-１
のサウンドが聞こえると家の外に出て
空を見上げ、そんな日々が続く中の自
衛隊の桜祭りの日、それまでは柵越し
に眺めていた実機を真近かで見学でき、
８ミリフィルムカメラで細部まで撮影
できたおかげで、機体制作資料として

の保存が叶いました。
　撮影した実機は機体番号「01」の
初号機で、アメリカ軍から送られた機
体だったと聞きました。その数年後
「01」は現役を退き日本の空から消
えました。そのことを知り、フィルム
の中の実機を再現し飛ばしたい、その

一途な思いと、幼いころからの思いが
交わり「こだわりの機体製作」が始ま
ったのです。機体本体とメカ部は弟に
まかせ、私は部品を担当しました。  
 「実機のような形状のスワッシュプ
レートを作りたい」との一念から、実
機の写真から寸法を割り出して図面
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化、近くの金属加工所に依頼してロワ
ーの縁がせり上がった「丼」のよう
なスワッシュプレートの原型が出来
上がりました。この「丼」からスワ
ッシュの腕？部分の切り出しと仕上
げは、ヤスリと弓ノコによる完全ハ
ンドメイドで、５日後ついに実機と
同じ３点式の腕型スワッシュ（135度
式）が完成しました（そのスワッシュ
は今も現役で弟のヒューイに搭載され
ています）。現在では私が削り出した
ような腕式スワッシュの形状が一般的
になり、各社から販売されています。
　その後、私はビデオカメラに興味を
持ち、本体保持具やレンズ周辺部品を
造り始め、ラジコンから離れていきま
したが、数十年後、弟から「アキバで
３枚ローターヘッドのヘリが格安で販

売されているよ」との情報で、｢ヒロ
ボー30シュワイザー｣を購入しました。
しかし、購入後、箱の蓋も開けず部屋
の隅に積んだままでした。実は、「子
供と一緒に組み立てたい」そんな思い
を持っていたのです。しかし子供（女
の子）は大きくなるに連れ、他のも
のに興味を示し、結局一人で組むこ
とになり、「簡単に組み立てよう」
と思っていました。が、時を同じく
して、弟よりシュワイザー（陸自名
「TH55J」）の実機（土浦の陸自展示
機）の写メが届いたのです。
　送られて来た写真を細部まで観察す
ると、RCの機体とのギャップが多く、
がっかりでした。そこで「ようし、改
造・手直しだ！！」と、忘れかけていた
製作意欲が戻ってきたのです。

 「実機と形が違うものは直そう、装
備されていない部品は一から製作しよ
う」そう思い立ち、手帳にラフスケッ
チや図面を次々と描き始めました。
 「もっと綺麗な部品を造りたい、搭
載したい。昔はハンドメイドだったけ
ど、今度は精度の高い機械加工だ！」
仕事に使うため、10年前に購入した
小型旋盤５台（現３台）小型フライス
盤２台、切断機２台が整っている（後
に弟のところに小型旋盤２台、フライ
ス１台を贈る）。
 「これを駆使すれば色々な部品が出
来る」というワクワクした気持ちと、
製作のアイデアが次々と思い浮かび、
製作開始から６年へ経て、姿・形・装
備が実機に近い「TH55J・26号機」
が完成しました。

●ローターヘッド部
《製作部品》
・センターフック
・ブレードホルダー止ネジリング

●スワッシュプレート部
《製作部品》
・スワッシュラジアス（上部・下部）
・ピッチアームロッド類
・ジャバラ型マストロック

●動力部
《製作部品》
・ＳＥフライホイール軸
・メインマスト支柱ブロック
・ロングマスト
・モーターマウント
《既存部品加工》
・エンジン取付けプレートの切り詰め、
　楕円穴加工

●メインフレーム部
《製作部品》
・サーボマウントプレート
・燃料タンクキャップ（脱着）
・燃料タンクマーカーライン
・燃料タンク上部バイパスホース（脱着）
・タンク固定バンド
・燃料ドレインホース
・メインギヤーカバー
・クーリングカバー
・駆動ベルトカバー
・テールボックスカバー
・ダミーテールピッチレバープレートと
　プーリー

●ダミーエンジン
《製作部品》
・オイルクーラー
・油圧ホース
・電磁クラッチとプーリー
・消音器（マフラー）と排気管
・バッテリー
・胴体トラスパイプ類
・胴体トラス補佐部品
・テールサーボマウント
・本体Ｕ型補強マウント
・ワイヤー類とテンションスプリング
・２サーボマストブームマウント

・１サーボマストブームマウント
・配線ジャバラチューブ
《既存部品加工》
・フレームマスト削り
・サーボマウント類撤去
・フロントフレーム切断詰め
・スターターカップリング詰め
・ピッチレバー各部品類撤去
・独立ダミー燃料タンク
・グロー燃料タンク撤去

●ランディングギヤー部
《製作部品》
・スキッドＨ型フレーム
・ダンパーユニット
・ダンパーブレスロッド
・スキッドフレームブレスロッド
・ダンパー特殊スプリング
・各種アングル類
《既存部品加工》
・ＨＵブレースユニットＣ型加工ビス止め式

●テールユニット部
《製作部品》
・テールピッチレバー
・テールギヤーホルダー
・尾灯ホルダー
《既存部品加工》
・金属テールギヤーボックス口径直し
・テールスキッド曲げチューブ付け
・テールブレード改造

●テールブーム部
《製作部品》
・ロングドライブシャフト
・テールトラスパイプ
・マストトラスパイプ
・ブーム下無線アンテナ
・テールピッチシーソーレバー類
《既存部品加工》
 ・テールブームホルダー穴開直し
・ラダーパイプ（ブーム内蔵）
・尾灯電線（ブーム内蔵）

●キャビン
《製作部品》
・床
・座席シート類
・背凭れ

・消火器
・書類入れ
・床固定フレーム
・ピトー管とピトー管カバー
・フットペタル（左右連可動）
・フットプレート
・脱着式シートベルト
・室内天井温度計
・室内空気ダクト網類
・インカムコード
・計器盤パネル
・計器盤本体
・足元ヒーターボックス
・録メーター
・サイクリックレバー（左右連可動）
・サイクリックレバーボックス
・コレクティブレバー（回転・上下可動）
・内部開閉ハンドル
・扉ヒンジ類
・外部開閉ハンドル
・外部サイドカバー
・スポイラーステー
・キャビン床・シートのフエルト張り
・キャビン後部ネジ固定パネル
《既存部品加工》
・キャノピー（枠敷き張り）
・キャノピー枠
・キャビンスポイラー翼面加工
・外装窓周りリベット付け

●その他ディティール
《製作部品》
・ 足周り滑り止めシール
・日の丸デカール
・ＬＥＤ点灯ユニット
・尾灯ユニット
・巾灯ユニット
・テールブームコリジョンライト
・下部コリジョンライト
・ランディングライト
・各電灯枠部品
・各種電灯配線配管
《既存部品加工》
・文字デカール1文字切り出し
・パイロットヘルメット（陸自使用）改造
・パイロットフィギュア
　（胴体・足・パイロットスーツ）改造

ＴＨ55Ｊ 製作部品＆既存部品加工一覧
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テクニカルデータ

機体名：ＴＨ５５Ｊ/オセージ（ヒューズ269Ａ/シュワイザー300）
メーカー：ヒロボー
フレーム：ヒロボー/Ｓ３０フレーム（改）
スケール比：約1/7
全長：1105㎜（スキッド含）
全幅：335㎜
全高：440㎜　
ローター直径：1230㎜
ローター:ハイプロダクト製 スタビレス用330A（550㎜×３枚）
ローターヘッド：ヒロボー/ＭＲＢⅢ（金属）
テールローター直径：230㎜
テールローター：ＪＲ/30～50用（先端Ｒ部分切詰）
サーボ：Futaba BLS272SV（エルロン/エレベーター/ピッチ）
　　　  Futaba BLS256HV（ラダー）
ジャイロ：Futaba CGY750（H-４Xモード/３サーボ使用）
バッテリー：Futaba Li-Fe６.６Ｖ1800mAh
重量：5.4㎏
原動機：スコーピオン/ HK4025-KV890ブラシレスモーター　
動力バッテリー：ハイペリオン５セル3300mAh×１本
スピコン：クエスト/100A
送信機：Futaba 14SG（ヘリ用）
受信機：Futaba R6303SB
LED点灯：左右標識灯/着陸灯/尾灯 点灯、
　　　　 キャビン下/テールブーム上 コリジョンランプ点滅
LED点灯ユニット：ラボアール/ソリッドステートスイッチ
　　　　              （SW1点灯/SW2点滅）
LED点灯バッテリー：Futaba/Life６.６Ｖ800ｍＡ
製作日数：1600日
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