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フライトジャケット史上最も機能的で
最もミステリアスなジャケット、CWU-106/P

アメリカ軍フライトジャケットの顔として長らく
活躍を続けてきたCWU-45、36/Pに代わって、
近年姿を見せるようになった新型ジャケット、
CWU-106/P。多くの新機軸を盛りこんだ
このジャケットは初めてその存在が
確認された2000年代から10年を過ぎた
今日でもその全貌が掴めず、
多くのフライトジャケット愛好家が
頭を悩ませている。
今回はCWU-106/Pの生い立ちから
現場での評判に至るまで
総力を挙げて掘り下げてみたい。
さらにCWU-45/P、レザージャケット、ブーツ、
グローブ、サバイバルベストに至る
フライト衣料全般を徹底的に解説する。

ルーツは海軍にあり
　難燃性素材のノーメックスを用
いた革命的フライトジャケット、
CWU-45、36/Pは70年代から海軍
と空軍の区別なく支給が続けられ
ている大傑作である。しかし採用か
ら40年以上たった今日ではさらな
る機能性を求める声も少なくなく、
アメリカ軍ではより良いフライト
衣料を開発するためさまざまなテ
ストが繰り返されているのだが、今
回紹介するCWU-106/Pジャケッ

トもこうした動きから採用された
海軍の新型衣料システムMCPSの
アウターシェルジャケットにその
ル ー ツ が あ る。MCPS は Multi 
Climate Protectionの略で、アウタ
ーシェルのジャケットとトラウザ
ーズ、各種ライナーの組み合わせで
どんな気候でも快適に活動できる
ようにデザインされているのが特
徴だ。MCPSには今までのフライト
衣料と同じく難燃性の素材が用い
られているが、アウターシェルは
100％ノーメックスではなくノーメ

ックスとケブラー、帯電防止繊維の
混紡布地で作られていて静電気に
よる火災や布地の強度に対して大
幅な改善が試みられ、タグやファス
ナーに見られるGORE-TEXの表記
を見ると通気性防水の機能も備え
ているようだ。興味深いことにこの
アウターシェルにはドライクリー
ニング禁止の注意書きがあり、それ
までドライクリーニングオンリー
だったノーメックスやゴアテック
ス製衣料とは手入れの面において
も一線を画している。

これが最新のフライト ジャケットのかたちだ。
CWU-106/Pフライトジャケット

CWU-108/Pトラウザーズ

CWU-106/P
MCPSレイヤー5
NOMEX/
GORE-TEXジャケット
CWU-106/Pの基本的なデザイ
ンはCWU-45/Pを踏襲したも
のだが、袖口には大きな変化が
見られ、全体的にゆったりとし
た作り。ペンポケットに追加さ
れた大型のフラップは差したペ
ンがコックピットの機器に触れ
るのを防止する。

CWU-108/P
COLD WEATHER,
WATERPROOF
トラウザーズ
CWU-106/Pとセットで着用する
CWU-108/Pトラウザーズは後ろの股
上が長く、膝が予め曲がっているなど
シートに座っての着用を意識した作り
になっている。ラベルのコントラクト
ナンバーSPM1C1-13-D-1012はこの
トラウザーズが2013年度の予算で製造
されたロットの1枚であることを示し
ている。
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─USAFミュージアムのベトナム戦争フライトジャケットコレクション─
取材 Report／ミカコ バークス Mikako Burks  撮影 Photo／ゲイリー コページ Gary Coppage  構成／コンバットマガジン編集部、鈴木健太郎

東南アジアの空を我が物顔で飛び回り、北ベトナムから“空の海賊”と呼ばれたアメリカ空軍パイロット。
USAFミュージアムに展示された彼らのフライトジャケットはひとつひとつが不思議な
オーラを放ち、今も見る者を魅了する。MA-1とL-2Bを中心にそのコレクションをご紹介。

　フライトジャケットの代名詞とも言
えるMA-1と、ライトゾーン用のL-2B
は朝鮮戦争の休戦とほぼ同時に採用さ
れて以降20年以上もアメリカ空軍の制
式品として君臨した傑作ジャケットで、
大きく分けて初期型、中期型、後期型
の ３ つのモデルがある。左肩にエアフ
ォースマークのデカールが付き、酸素
マスクのホースを固定するボックスタ
ブを装備していたこれらのジャケット
は1960年代に入るとベトナムでの戦い
を予期したかのようにライニングをレ
スキューカラーのインディアンオレン
ジに変更した中期型が現れ、このディ
テールは戦争の全期間を通して変更さ
れることはなかった。軍隊では自らの
キャリアを示すためにあえて古いデザ
インのユニフォームを着用する例がし
ばしば見られるが、60年代のアメリカ
空軍もその例外ではなくベテランのパ

イロットやエアクルーの中には愛着の
ある旧式のジャケットを着続ける者も
いたようだ。フライトジャケットを華
やかに彩るパッチはベトナムやタイ、
日本で作られたローカルメイドも多く、
官給品よりも手
の込んだ、ある
いは雑な作りの
これらのパッチ
を使ってジャケ
ットを自分好み
にカスタムする
ことは実に簡単
だったのだが、
陸軍が毒の強い、
自虐的なデザインを好んだのとは対照
的に空軍ではコミカルで明るいスタイ
ルが多く、徴兵された歩兵とエリート
コースを歩んだパイロットのメンタリ
ティーの違いが感じられる。ベトナム

戦争はミサイル万能論により格闘戦が
重視されず、第 2 次大戦を経験したベ
テランパイロットが引退する時期と重
なるなど空軍にとって不運な要素が多
かったためにエースパイロットは ３ 人

しか生まれなか
った。代わりに
自慢となったの
はこなしたミッ
ションの回数で、
ベトナムツアー
完了を意味する
100ミッション
達成パッチはパ
イロットやエア

クルーにとって垂涎の的となったがソ
連のSA-2地対空ミサイルが待ち構え
る北ベトナムに乗り込んで何度も無事
に帰還するには相当な技量が必要だっ
た。敵の防空網を叩く新たなコンセプ

トとして空軍が考案し、1965年に実戦
投入された“ワイルドウィーゼル”の
パイロットたちは攻撃隊に先行して敵
の注意を引きつけるという危険極まり
ない仕事を果たしながらマスコットの
イタチをデザインしたパッチで存在感
を示し、そのスタイルは現在でもほと
んど変わっていない。空軍はこの戦争
で2251機もの航空機を失い、SAR（捜
索救難）によって6３5人のパイロットお
よびエアクルーが救出されている事実
を見るとジャケットのオレンジライニ
ングが決して伊達ではなかったことが
わかる。戦争が終結しMA-1とL-2Bは
制式フライトジャケットの座を新型の
CWU-45/P、３6/Pに譲った後もオレ
ンジライニングを廃止したユーティリ
ティージャケットとして着用を認めら
れ、主に地上勤務員用として静かな余
生を送った。

少佐のMA-1に付けられたADC（AIR 
DEFENCE COMMAND＝航空防衛
軍団）パッチ、コマンドパイロット章、
階級章はどれも官給品のようで、階級
章やエアフォースマークを見るとかな
り着込まれた様子がわかる。白いネー
ムテープにステンシルでネームを記す
スタイルは第2次大戦以前から見られ、
革のネームタグが普及したベトナム戦
争でもしばしば用いられている。

パーティーシャツに付けられた第552早期警戒航空団タスクフォース
“COLLEGE EYE”のパッチに漢字で大眼と刺繍されているのはタスク
フォースが当初BIG EYEと呼ばれ、支援基地が台湾にあったことによる。
右のパッチは67年からタイを拠点として活動した第55３偵察航空団“BAT 
CAT”、その隣は第55３偵察飛行隊で、少佐が進級に前後して第552航空団
のタスクフォースから第55３航空団の飛行隊に転属したことが伺える。右
袖にはタイ国旗パッチの下にベテランの証、100ミッション達成パッチが
付けられている。

“空の海賊”が愛した
ジャケットたち

第552早期警戒航空団のライ
ル アーナー少佐が着用した
MA-1は酸素マスクのホース
を固定するボックスタブが付
き、左肩にエアフォースマー
クがある初期型。アーナー少
佐はベトナムに従軍した際に
進級し、隣のパーティーシャ
ツとベースボールキャップに
は中佐の階級章が付けられて
いる。
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空というもっとも過酷な戦場でパイロットを守るために作られたフライトジャケットは、その時代の新素材や優れた縫製技術、
機能を追求した創意工夫を、その国の威信を賭けて惜しげも無く詰め込んだ最先端衣料で、現在も軍での採用は勿論、
ファッション業界の注目も集めて止まないスーパークロージングだ。冬将軍が到来し本格的に迎え
たこの冬にぴったりなフライトジャケットの最前線をコンバットマガジン的目線で選りすぐってご紹介する。

フライトジャケットの傑作A-2を今
に受け継いだCOCKPIT USA社製
米空軍現用ジャケット。両胸に2枚
のベルクロが付き、別売りの専用パ
ッチでカスタムが楽しめる。

COCKPIT USA
TYPE A-2 ジャケット 米空軍現用
80,000円

COMBAT MAGAZINE RECOMMEND

Flight Jacket Catalog
2020

日中戦争時、蒋介石総統夫人
に中華民国空軍の教官兼顧問
として招かれ、米国の義勇軍
フライング・タイガースを組
織して対日戦を支援したクレ
ア・リー・シエンノート（中
将）が着用したA-2ジャケッ
トをイメージしたレプリカ。

MORGAN MEHPHISS BELL
A-2 フライングタイガー
54,450円

映画でも有名なB-17爆撃機メンフィス・ベル
号の機長の名を冠するブランドから。2018年
11月にマイナーチェンジを敢行。上質なシー
プスキンを使用してより忠実に再現した。

MORGAN MEMPHIS BELLE
TYPE B-6
価格82,500円

WWⅡ時にB-17の機長を努めたモーガン氏
のブランドから、地上整備員、俗に言うグラ
ンドクルーが着用したD-1をモデルアップ。
ボアとライナーにムートンを贅沢に使用する。

MORGAN MEMPHIS BELLE
TYPE B-6 D-1
価格82,500円

第二次世界大戦時から現代に至る米軍衣料のレプリカ
をリーズナブルな価格帯で提供するセスラー社から。
日中戦争時に対日戦で活躍した航空部隊がモチーフ。

SESSLER
TYPE B-10 第14空軍フライングタイガース ワッペン付
価格21,780円

第二次世界大戦中に初登場したコットンジャケット
B-10の後継となるB-15A。この2モデル以降、主なフ
ライトジャケットはナイロン製に代わっていった。

SESSLER
TYPE B-15A
価格21,780円

主に米軍でパイロットが着るツナギとして知られるCWU-
27Pをセスラー独自の解釈でジャケットにした逸品。中田商店
が別売りするワッペンでオリジナルのカスタムが楽しめる。

SESSLER
CWU-27P JACKET 米空軍パッチ付 DESERT & SAGE
価格7,150円

ニューヨークのソーホーに店を構えるヴィン
テージフライトジャケットのレプリカ製造販
売店から、米海軍現用の TYPE G-1 ジャケ
ット。山羊革使用のMADE IN U. S. A.。

COCKPIT USA
TYPE G-1 ジャケット 米空軍現用
価格96,800円

映画『トップガン』（1986）で、トム・クルー
ズ扮するマーヴェリックが着たG-1 ジャケ
ットを忠実に再現。背中の台湾国旗も健在。

COCKPIT USA
TYPE G-1 Movie Heroes 
映画『トップガン』忠実レプリカ
価格162,800円

1940年代後半から製造される55J14型の60年代バ
ージョンでベトナム戦争時に活躍した米海軍航空
隊の他、計6つのパッチをつける。山羊皮製。

MORGAN MEMPHIS BELLE
TYPE G-1 SPEC 55J14 1960’s 
米海軍パッチ付
価格49,500円 1940年代後半から製造される55J14型をベー

スに'40～'50年と年代の異なる米海軍実物
G-1を参考にして製作した。パッチの無いプ
レーンな仕様でスタイリングの幅が広がる。

MORGAN MEMPHIS BELLE
TYPE G-1 SPEC 55J14 1950’s REPLICA
価格43,450円

WWⅡから現代に至る米軍衣料レプリカをリーズナブルな価
格帯で展開するセスラーが、デュポン社製の新素材を駆使し
て製作したN-3Bは軽量かつ防寒性に優れる。今冬是非。

MORGAN MENPHIS BELLE
TYPE N-3B マイクロファイバー
価格36,300円

第2次世界大戦中にイギリス空軍（Royal Air Force）が
採用したフライングジャケットを毛足20㎜と長めの高級
シープスキンを使用して再現。英国の気品漂うデザイン。

MORGAN MEMPHIS BELLE
R.A.F. IRVIN イギリス空軍TYPE
SHEEP SKIN
価格96,800円

1950年代中頃から1970年代中頃に米海軍が
採用したナイロンジャケットの初期型。元来、
ハイウエストなパンツと組み合わせた為、や
や短めの着丈も忠実に再現している。

U.S.NAVY TYPE G-8
WEP JACKET 初期型
価格26,180円

1950年代中頃から1970年代中頃に米海軍が
採用したナイロンジャケットの後期型。初期
型同様、コットン製の裏地にはパンツ用のサ
スペンダーボタンを忠実に再現している。

HOUSTON
U.S.NAVY TYPE G-8 WEP JACKET 後期型
価格26,180円

NAKATA SHOTEN
上野アメ横・御徒町の顔とも呼べる老舗サープラスショップの中田商店は創
業から60年を越える間に数度のフライトジャケットブームを生み出してきた。
とくに『トップガン』公開後、劇中でマーヴェリックはレザーのG-1を着てい
たにも関わらず黒のMA-1が飛ぶように売れたというエピソードは有名。

中田商店☎03-3839-6866 https://www.nakatashoten.com
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ファンティエットの共産党労働室が作成した平時のプロパガンダポスター。男女共同参画テーマは定番中
の定番。母親はレードルを手にスープを担当。父親はフロ椅子に座り、すり鉢で薬味の用意をしている。

朝、路上でビンザン食堂を開き、バインミーの屋台を出しているのは女性だ。
男たちはベトナムコーヒーを飲みながら、戦争将棋をしている。
それだけで遊びと、ばくち担当は男性と、決めつけるわけではないが、
平時、戦時にかかわらず、おしなべてベトナムの女性は働き者だ。
戦時中のプロパガンダポスターの柱はホーチミンだったが
平時も共産党全体、ベトナムの全国民、ベトナム全軍の精神的支柱は
ホーチミンであり、彼の道徳的な教えを規範にしている。

Saigon Memoriesサイゴン物語
第15回

文／コンバットマガジン編集部　Text/CM Editorial Staff
写真／今井今朝春、WPPコレクション　Photo/Kesaharu Imai, WPP Collection

サイゴンで
プロパガンダポスター巡り

　ベトナムへ空路で入ると、ハノイのノ
イバイ空港にしても、ホーチミン市のタ
ンソンニャット空港でも同じく、一歩、町
中へ出たとたんに、プロパガンダポスタ
ーに出迎えられる。道路に沿って、T字形
のポスター塔が据えられている。少しで
も高いビルがあれば、その屋上に広告塔
があって、そこにポスターがあがってい
る。プロパガンダポスターの基調となる
色は赤。共産党の赤である。軍事関連の
内容であれば、男女の兵士が主人公とし
て描かれる。制服が緑なので、赤と緑の
ポスターになる。共産党のスローガン系
のポスターでは、男女の労働者が主人公
になる。彼らはブルー系のワークウエア
を着用しているので、基調色の赤と青の
ポスターになる。これらは独特だ。
　ポスターのテーマは、戦時中もしくは
戦後で大きく変わってくる。1960年代、70
年代に製作されたポスターでは、いかに
して戦争を勝利に導くかという内容が、
メインだった。そこでは、戦い抜く堅忍
不抜の精神が描かれた。ヒーロー、ヒロ
インの人物を描いて英雄路線で表現した
り、自己犠牲をともなう英雄的行為を称

Propaganda
Posters in 
Saigon

揚した。その結果、もたらされた勝利と
平和がいかに尊いかを、表出するのがポ
スターの役目だった。
　こうしたポスターをまとめたコレクシ
ョンがいくつかある。ドグマコレクショ
ンは、その代表的なものだ。主に北ベト
ナムの都市や田舎をまわって、個人やギ
ャラリーが所有しているポスターを探し
た。そうして集められた数百点のポスタ
ーが、ギャラリー展示された。のちに、
5000部の図録が限定出版された。内容は
先にも挙げたが、決意、熱意、勇気、脅
威、信念、英雄主義、英雄的行為、勝利、
平和の項目を設け、それに関連する宣伝
画、プロパガンダポスターを紹介してい
る。ポスターのなかに記されたベトナム
語が、英訳されている。「独立と自由ほど
尊いものはない」というホーチミンの言
葉は、その代表例である。
　戦後のプロパガンダポスターは、共産
党による政治路線がいかに正しいかを称
揚する。ドイモイ政策の自画自賛が、その
代表だ。また、男女平等、男女共働で家庭
経営を進めようという教育スローガンは、
平時のプロパガンダの柱になっている。

Part 2
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L-19はセスナ社で人気がある民間用
モデル170の軍用バージョンになる。
支柱付きの高翼単発エンジン。初代
L-19Asは、1950年代に陸軍と海兵隊
で採用。既存機は古くなっていたが、
ベトナム戦争では、再検討され生産
終了前に945機が追加発注された。

The Cessna L-19/O-1 “Bird Dog”

構成／コンバットマガジン編集部　文とイラスト／M. Kelly

わずか時速72kmの飛行機が敵の位置を目視し、そのターッゲットに白リンロケット
（通称ウィリーピート）を撃ち込み、マーキングするのが「前方航空管制官」（FAC）の任務。

緊密な戦術支援は、戦闘爆撃機（F-100、F-4、F-105など）とリンクし、
また地上部隊（歩兵部隊など）への航空支援をした。使用した

飛行機は単発エンジンのセスナL-19/O-1「バードドッグ」だった。

我れ発見せり！ 前方航空管制官

図解エンサイクロペディア

HIT MY SMOKE
The Forward Air Controllers

FAC
　FACは、

主に近接航空支援ミッション
（CAS）と接触部隊ミッション
（TIC）での空爆を調整する事だった。
ヒットさせるターゲットが特定され
るとコマンド信号が送られ、すぐ
に70㎜の白リンロケット、または
M18発煙手榴弾でマークする。ジ
ェット戦闘機のパイロットがマー
クされた煙りを確認し、攻撃の前
にFACに許可を求める。FACは地
上で接敵している味方の位置などを
報告。そして最終確認後に爆撃が開始

常にうまく機能した。FACは常にパイ
ロット、地上部隊と連絡を取り、マー
キングを最終調整する。
　地上の戦闘部隊行動との間隔は50m
を取る必要がある。しかしジャングル
に境界線などはなく、エラーの余地は
なかった。FACの飛行高度は18～
1,500mの範囲で、通常はパイロットの
み、場合によっては観察者やカメラマ
ンなどが搭乗した。こんな過酷な任務
をする飛行機に、なんと攻撃兵器はま
ったく付いてはいなかった。さらに無
線も初期は周波数のプリセットが限ら
れ、同じチャンネルで２つ以上の伝送
が重複していた。パイロットたちは自される。この戦術は非

060 061060



M45A1 CQBPガスブローバック
タクティカル・
ハンドガン 進化が止まらない東京マルイの

ガスブロ・ハンドガン。
サバゲにもってこいの
最新3モデルを一挙紹介!!

ストル プログラム）』向けに、2007
年に開発したタクティカル・ハンド
ガン。ハンマー露出型で、フレーム
にアンダーレール、サイレンサーの
装着が可能、さらに小型ダットサイ
トをスライドに直付が可能となって
いる、まさに戦うためのハンドガン
としてリリースされた。これを東京
マルイがアンダーレール装備、ダッ
トサイト直付、無改造でサイレンサ
ーの着脱可能、さらに、ユーザーの
手の大きさに合わせグリップ後部の
バックストラップのサイズを簡単に
変更できる。実銃と同じギミックを
搭載してモデルアップした。製品に
は、チェッカリングのデザイン2タイ
プ、サイズ2タイプの計4種のバック
ストラップが付属しているので、好
みに合わせて変更が可能だ。

　秋もすっかり深まり、サバゲには
暑すぎず、また寒すぎないベストな
シーズン真っ盛り。と言う事で、サ
バゲを楽しんでいることだろう。「平
成」から「令和」に年号も変わり、新
たな時代の幕開けに、サバゲ装備も
更新してみてはいかがだろうか。
　そんなユーザーのため、アウトド
ア・フィールドではサイドアーム、…
…今風に言うとセカンダリー・ウエ
ポンとして、またインドア・フィー
ルドではコンパクトさと命中製の高
さ、連射性などなど、プライマリー

（メイン）・ウエポンとして十二分に
威力を発揮する東京マルイのガスブ
ローバック・ハンドガン。その中で
も、タクティカル系の最新3機種をピ
ックアップ！　自分のスタイルに合
わせてチョイスするのもいいだろう。

FNX-45タクティカル
　FN社がUS SOCOM（合衆国特
殊戦統合群）で行なわれたM9の後継
制 式 採 用 拳 銃 の ト ラ イ ア ル

『J.C.P.P（ジョイントコンバット ピ

HK45 タクティカル ブラック
　発売されたばかりのHK45 タクテ
ィカル ブラックは、SOCOMピスト
ルを彷彿とさせるデザイン。それも
そのはずで、HK45はアメリカ軍特
殊部隊が求める「理想の.45口径ハン

ドガン」を目指して開発された経緯
を持つ。そのHK45に、バレルを延長
して、サイレンサーを直付できるよ
うにした、タクティカル・ハンドガ
ンだ。マガジンキャッチ、スライド
ストップ、セフティーレバーは左右
どちらからでも操作可能なアンビ・
タイプになっているので、どんな状
況でも即座に対応できるポテンシャ

ピカティニー規格のアンダーレールを装備して
いるので、ライトなどのアクセサリーの装着も
容易だ。装着しているのは別売りのCQフラッシ
ュ。カラーはやはり本体に合わせフラット・ダ
ークアースにしたいところだ（ブラックもあり）。

M45A1 CQBピストル
●全長：222㎜
●重量：823g（空マガジン装着時）
●装弾数：27＋1発
●価格：20,680円

問東京マルイ☎03-3605-3312 
http://www.tokyo-marui.co.jp/
●写真：青木健格　●テキスト：編集部

東京マルイ

今回のタクティカル系ガスブロ・ハンドガンにピッタリ
のオプションパーツ。左からタクティカルサイレンサー

（FDE）（価格4,180円／ブラックカラーもあり）、CQフラ
ッシュ ブラック/フラット・ダークアース（価格2,728円）、
マイクロプロサイト（価格7,480円）。この中でも特に小型
ダットサイトの「マイクロプロサイト」は、スライドに直
付できるモデルには欲しいオプションだ。もちろんハン
ドガンだけでなく、ライフルにもピッタリ。シチュエー
ションに合わせ、オプションも用意したい。
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