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太平洋中西部の珊瑚礁からなる島、タラワ島。第2次世界大戦で、日米が白兵戦を繰り広げた。
「日本軍との激しい戦闘が終わり、あたりにまだ硝煙が立ちこめ、火薬の匂いが残るなか、打ち捨てられた戦車の下から、かすかな声のようなものが
聞こえてきた。逃げ遅れた日本兵かと、恐る恐る懐中電灯を照らしてみると、小さな子猫がいた。水筒の水を置いてやると、喉を鳴らして飲み始めた。」

ミリタリースポッター

Wrecked Tank and Kitten - Tarawa Invasion, November 1943. 
After the smoke of battle had cleared on Betio Island, Tarawa, this tiny kitten crept out 
from beneath a wrecked Japanese tank, to receive a drink from a U.S. Marine. 

アメリカ軍海兵隊コンバットカメラマン、ノーマン・ハッチ談　1943年タラワ島
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まだアメリカがベトナムに参戦前の1962年頃こと。
低空飛行していた偵察中のアメリカ軍の航空機が

ライフルやサブマシンガンで攻撃を受けることが頻発した。
これに対しアメリカ軍はセラミック・シールを何重にも合わせた

ガラス強化プラスチック製のアーマーの開発を開始。
後にベトナム・ジャングルでの戦いがエアー・クルーたちの防御と

サバイバルを含めた装備へと改良されるキッカケとなった。
構成・画／M. Kelly
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ベトナムでアメリカ空軍パイロットが
地上に降りた際、救助されるまでの
サバイバル装備が改良された。
　アメリカ空軍では、地上でのサバ
イバル・ギアとしてライフ・サポー
ト・イクイップメントの装備と指導
が始まった。これは敵地に降りた時、
速やかに不要な装備類を身体から取
り外すことができるシステムだ。こ
れにより、装着方法は、まずはフライ
ト・スーツ、次にGスーツを穿き、サ
バイバル・ベストを着てハーネスを
付ける。最後に浮き袋のライフ・プ
リサーバーをハーネスに付ける。こ
れは、あくまで海上での遭難を想定
している。したがって地上に降りた
際には、クイック・リリース機能を
使ってハーネスを外すと同時にライ
フ・プリサーバーも外せる。次にGス

ーツを脱ぎ、状況によってヘルメッ
トをとる。こうしてサバイバル・ベ
ストだけになり身軽に移動するのだ。
空軍のサバイバル・ベスト（SRU-
21/P）は単独のベスト型で地上での
動きをさまたげず、かさばらないよ
うにデザインされている。ベトナム
では1965年頃から使用が始まった。
サイズはMとLの2種類で背身の紐
を使ってサイズ調整ができる。各ポ
ケットには、シグナル・ミラー、コン
パス、ストロボ・ライト、38口径リ
ボルバー・ピストル、フレアー、薬品
類、ナイフ、折り畳み式水筒、サバイ
バル・ラジオにホイッスルなどが、指
定された位置に装備されている。

SRU-21/P 
SURVIVAL VEST
COMPONENTS

L-2B FLYING 
JACKET

K-2B FLYING 
COVERALL

LPU-2/P LIFE 
PRESERVER

SDU-5E PILOTS 
STROBE LIGHT

SMITH & WASSON 
MODEL 15 
38CALIBER

PCU-15/P 
HARNESS

TROPICAL 
COMBAT BOOTS
(VIBRAM SOLE)

USAF 
SURVIVAL 
KNIFE

HGU-2A/P 
FLYING HELMET 
& MBU-5/P 
OXYGEN MASK

SRU-21/P SURVIVAL VEST

CUTAWAY 
CSU-3/P ANTI-G 
GARMENT
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●解説／松原 隆　●撮影／山崎 学　●協力ショップ／LAZY CAT、トイソルジャー、TRi’S（旧特小工房）　●協力／木島秀邦

THE EQUIPMENTS
OF THE U.S. FORCE

今月号は「海」装備特集。第二次世界大戦中、米国海軍は水中破壊工作部隊（UDT）を創設する。
戦後、UDTはSCUBA（Self Contained Underwater Breathing Apparatus＝自給式呼吸装置）装備に移行し、

朝鮮戦争・ベトナム戦争を経て、エリート戦術部隊へと認められるようになっていった。彼らの主な任務は、
上陸を妨害する障害物や敵艦船の偵察と水中破壊。一方でマーキュリー、ジェミニ、アポロの宇宙計画で海上に着水した

宇宙カプセルと宇宙飛行士の回収など華やかな活躍も行なっている。水中破壊訓練、クローズド・サーキット・ダイビング訓練、
戦闘水泳訓練及び特殊潜航艇訓練にコマンドー訓練が追加され、現在存在するSEAL入隊資格プログラムの先駆けとなった。

1983年にUDTはSEALチームまたはスイマー・デリバリー・ビークル・チーム（SDVT）として再編成することになる。
その後、SDVTは名称をSEAL Delivery Vehicle Teamsとして、再編成されている。

90年代のSEALダイバー装備特集
Underwater Demolition Teams（UDT）

「海」装備特集 part 1

第183回［現用米軍装備カタログ］



THE EQUIPMENTS
OF THE U.S. FORCE

海軍シールズの誕生
　1950年代半ば、米国海軍はUDTの
臨機応変な任務に注目し、彼らの伝
統的な水泳とダイビング活動に、パ
ラシュート訓練やゲリラ/反乱作戦
を含む陸上戦闘スキルを追加した、
新しいタイプのユニットを作成する

ことを決定する。これらの新しいチ
ームは、海（Sea）、空（Air）、陸

（Land）の頭字語であるSEALとして
知られるようになる。
　ジョン・F・ケネディ大統領が彼ら
の必要性を認識し、ゲリラ活動に対す
る特殊作戦部隊の使用を支持したの
は有名だ。1962年1月にはコロナドに

SEALチーム 1、リトルクリークには
SEALチーム2を配備。UDT-11 & 12
は西海岸、UDT-21&22は東海岸で活
動をしている。1983年5月、その４つ
のUDTチームはSEALチームとして
再編成される。UDT 11はSEAL 5と
なり、UDT 12はシール・デリバリー・
ビークル（SDVT）・チーム1となった。

UDT 21はSEALチーム ４ となり、
UDT 22はSDVT 2になる。1983年10
月にはSEALチーム3が設立され、そ
れ以降SEALチームは、パナマのマヌ
エル・ノリエガやコロンビアの麻薬王
パブロ・エスコバルなどの有名な標的
を追跡し、イラクとアフガニスタンで
の戦争で多大な活躍をすることになる。

警察や軍事活動を含む戦術的な能力でスキューバ・
ダイビングや水中水泳の訓練を受けた人を“フロッ
グマン”と呼ぶが、フロッグマンという言葉は、1870
年代に冒険家ポール・ボーイトンの“大胆不敵なフロ
ッグマン”という芸名を、後に米海軍のジョン・スペ
ンスがニックネームに使ったといわれている。

1990年代のUDT装備には潜水装置Draeger製 LAR-5UBA（前期）と
LAR-5UBA Mod2（後期）が存在する。前期は下部の酸素タンクが薄緑、
後期は多少容量が大きくなった黒のタンクとなっている。

90年代NAVY SEAL UDT装備紹介
LAR-5UBA Mod2（後
期）を装備するSEAL
隊員。バルブ/レギュレ
ター、トップゲージも
改良されている。



構成／コンバットマガジン編集部　
文／鈴木健太郎

軍隊の数ある兵科の中でもっともキツイのは
銃と弾薬、数々の装備品を持って道なき道を進む
歩兵であろう。彼らのために研究開発が
繰り返されるコンバットブーツは耐久性と
機能性を兼ね備えた究極のフットウェア
といっても過言ではない。今回は
第２次世界大戦とベトナム戦争で
歩兵が履いたブーツに焦点を
当ててお送りしよう。

ミリタリーアイコン

コンバットブーツ
勝利に向かって踏み出せ──。

　ヨーロッパの伝統にならって長靴
が主流だったアメリカ軍においてく
るぶし丈の編み上げ式ブーツが初め
て採用されたのは1816年で、第 ３ 代
大統領トーマス ジェファーソンが就
任式で良く似たデザインのブーツを
履いたことにちなんでジェファーソ
ンブーツと呼ばれたこのブーツは当
時の一般的な靴やブーツと同様、左
右の区別がなく非常に履き心地が悪
かったのだが、南北戦争でもデザイ
ンはほとんど変化せず左と右で異な
る型を用いたブーツの普及は20世紀
初頭まで待たねばならかった。第 1
次大戦ではぬかるみだらけの塹壕か
ら足を守るために本体がより厚い裏
革となり、アウトソールの革も厚みを
増した通称トレンチブーツが登場し
耐水性が大きく向上した一方でその
重量により快適さは失われ、着用し
た兵士からはLITTLE TANKSと名
付けられた。第 1 次大戦が終結する

（上）1942年型のジャングルブーツ
は丈が長く、着脱に手間がかかるた
め、支給された兵士の中にはくるぶ
し丈に切り詰めて履く者もいた。
（下）本体が裏革となったタイプ３。
タイプ1とタイプ2、そしてタイプ
３の正式名称はサービスシューズで、
第2次世界大戦ではコンバットブー
ツとして広く用いられた。

黒革とオリーブグリーンのキャンバスを
組み合わせたジャングルブーツは洗練さ
れたデザインで、今やミリタリーの範疇
を大きく超えたアイテムになっている。

037036



　最初に紹介するのはベイツ社最
新モデル「ラッシュ“シールド”ミ
ッド」。
　ゴツすぎずスッキリした形状。し
かも軽量で、ミッドカット好きには
堪らないデザインになっている。
　さっそく実際に履いてみると新
感覚の履き心地に包まれる。
　ブーツ内部のフロント部分が幅広
になっており、足の親指から小指の
付け根部分横方向にユトリが設けら
れていて、ユッタリした履き心地。も
ちろん内部で足がズレるような緩さ
ではない。ヒール部分から足の甲部
分がしっかりホールドされ、足指の
付け根から指先だけに開放感があっ
て、グッと踏ん張りが効くのだ。
　新品なのにずっと以前から履き
なれたような履き心地はそのまま
に、ダッシュの際のグリップ力も向
上。その秘密は“４㎜”のヒールド
ロップ。カカトからツマ先へ、絶妙
な傾斜具合がより俊敏な動きを可
能にする。新感覚の快適性が、新た
な“強さ”を発揮。これまでのタク
ティカルブーツからさらに進化し

た感触が新鮮だ。

柔軟性と安心感を両立した
アウターデザイン
　アウターは本革とメッシュナイ
ロン、樹脂による複合構造。
　メッシュ生地で柔軟性をキープ
しながら、同時に樹脂パーツと本革
を要所要所に配置することで型崩
れを防止。また、バンパーとして足
の怪我を防ぐ役割も担っている。
　さらにベイツ社独自の「ドライガ
ード」装備で、優れた通気性と防水
効果を発揮。上から２番目のシュー
レース穴の高さまで、水の侵入を防
いでくれる。
　また、ラバーアウトソールはUS
工場規格『ASTM２913-19』に適合
する防滑性能を発揮。雨で濡れた鉄
板や大理石でも安心して踏破でき
る。優れたソールパターンと相まっ
て、山斜面でもしっかりグリップ。
この安心感と快適性はキャンプや
ハイキングなど、アウトドアスポー
ツでも嬉しいもの。ぜひ実物を履い
て、性能を見きわめて欲しい！

BATES 2021 New Models

“頑強”かつ“快適”。
素晴らしいパフォーマンスで
タクティカルブーツ界を牽引する『BATES』。
ついに待望の2021年の最新モデルが上陸。
研ぎ澄まされた高性能を体感せよ！
Report by Tomo Hasegawa
撮影協力および商品問合せ先／中田商店☎03-3832-8577
https://www.nakatashoten.com/

強さの秘密は新感覚の快適性
“RUSH SHIELD MID” 幅広ソールデザインで新たな快適性を装備。踏ん張れる力、

優れたグリップ力など、タクティカルブーツに欠かせない
性能がさらに進化。

BATES:RUSH SHIELD MID/Coyote Brown
ラッシュ“シールド”ミッド 価格15,800円

ヒールからツマ先へか
けて、絶妙な傾斜が設
けられ、より俊敏な動
きを可能にする。ヒー
ル部分のホールド感は
素晴らしい。

RUSH SHIELD MID
RUSH LOW
MANEUVER MID & 
VELOCITOR
GX-4, GX-8 GORE-TEX 
BOOTS
TACTICAL SPORT

ラッシュ“シールド”ミッドのブラック
モデルは精悍な印象が魅力。

BATES:RUSH SHIELD MID/Black

ソールはトライアングルのトレ
ッドパターン。ぬかるむ斜面も
しっかりグリップ。

ドライガード採用で、防水透湿性能を発揮。ベイツ
オリジナルの優れた素材で、快適装用を可能にする。

042 043
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GUN BLACK Ver.

　近代的なコンバット・テクニック
をふんだんに採り入れて、新たなア
クション「ガンフー」を生み出した

『ジョン・ウィック』。主演と製作総
指揮を務めたキアヌ・リーブスが、多
彩な銃器を手に、スピーディで華麗
なガン・アクションを展開し、ファ

ンを魅了して空前のヒットを記録し
た。スリーガン・マッチを制覇した
カリスマ・インストラクター、タラ
ン・バトラー、イスラエル対テロ特
殊部隊工作員という経歴を持つ、ア
ーロン・コーエンなどから近代的な
コンバット・テクニックを学んだキ
アヌ・リーブスのアクションはキレ
が良く、ハンドガン、ショットガン、
アサルト・ライフルなど、種類によ
って異なるタクティカル・テクニッ
クが、ガンフリークの憧れを誘う。

　そんなスーパー・アクション・ム
ービーをイメージしてウエスタンア
ームズ（以下：WA）が製作し、.45
ファンを狂喜させたのが、キンバー・
ウォリアー・カスタムをベースにし
た“ジョン・ウィック・モデル”。2015
年に日本公開された一作目では、
H&K P30Lや、グロックのバリエー
ションなど、さまざまなセミオート
を使用したキアヌ・リーブスだった
が、2017年に公開された二作目『ジ
ョン・ウィック：チャプター 2 』で
は、HK、グロックに加えて、キンバ
ー・ウォリアー、S&W M1911SC/
Eなど、パワフルな.45オートを手に、
迫力のアクションを展開した。

　キンバーのタクティカル.45、
ウォリアーは、米海兵隊特殊部
隊「デルタ 1 」が採用した

「マーサックICQB」の進化型。
海兵隊の要請でセットしたア
クセサリー・レールを、フレー
ムに一体成型した近代型
の.45だ。マーサックからウ
ォリアーへの改編はなかったも
のの、関連モデルがLAPDスワット
を始めとした警察関係に採用され、
コマーシャル市場で絶大な人気を誇

キンバー・ウォリアー・カスタム
《ジョン・ウィック・モデル／ガンブラック・バージョン》
●全長：約220㎜	 ●銃身長：約114㎜
●重量：約970g	 ●装弾数：21＋1発
●税込価格：４万5,100円	●絶賛発売中!!

ガンマニアを狂喜させる“ジョン・ウィック”
シリーズをイメージしたムービーガン
ウォリアー・カスタム／ジョン・ウィック・モデル

※撮影用モデルはプロトタイプのため、量産品とは仕様が異なる場合があります。

メインスプリング・ハウジングは握りや
すいストレート・タイプ、グリップはG10
製キンバー・タクティカル・グリップを
再現したWA純正のHW樹脂製、滑りにく
く、重量増加にも大きく貢献している。

高い機能性を誇るタクティカル
.45、キンバーのウォリアー・カ
スタム。米海兵隊特殊部隊が採
用したマーサックの進化型コマ
ーシャル・モデルだ。

MOVIEGUN SERIES

049048



Photo & Text by Takeo Ishii
株式会社 東京マルイ

☎03-3605-1113
www.tokyo-marui.co.jp

実銃の登場から55年余、初の電動ガン化から30年を迎える
「現代の銘銃」MP5が最新鋭次世代電動ガンとして堂々のデビュー！

次世代電動ガン

試作サンプルによる撮影です。発売される商品とは仕様が異なる場合があります。

次世代電動ガン初のトリプルバー
ストが生む斬新鮮烈な撃ち心地！　
匠の技術でコンパクトボディに収
納された300gのカウンターウェ
イトが魂をも揺さぶるのか!?

実銃とほぼ同じ約3㎏の圧倒的重
量感と極限までのリアルさを追求
したメタル・ボディに最先端・最
新鋭の電子制御次世代メカBOX
を搭載！まさに王者の中の王者と
呼ぶに相応しい「世界最高峰の
MP5トイガン」が遂に誕生！

世界的成功を収めた
サブマシンガンの名銃

　H＆K MP5はドイツのH＆K（＝ヘ
ッケラー・ウント・コッホ）社が開
発したSMG（＝サブマシンガン／短
機関銃）だ。
「プロジェクト64」という呼称で開
発されていたこの銃がドイツで量産
されたのは1966年の事。既に半世紀
以上が経過している現在もなお、多
くの国々の軍・警察では現役バリバ

リの主要装備であり、我が国＝日本
の警察でも「機関けん銃」として採
用されている。

　従来は「大量の弾をバラ撒ける安価
な兵器」という位置付けだったSMG
に、敢えてコスト上昇のリスクを承知

の上で「高い命中精度」という付加価
値をプラスした事で、より緻密で高精
度な作戦行動が要求される対テロ作
戦に欠かせぬ装備として、1970年代
～90年代にかけて全世界に普及した
MP5は、20世紀後半を代表する「歴
史的名銃」と言って良いだろう。

　東京マルイはコッキング・エアー
ガンとして1980年代にMP5A2（固定
ストック）とA3（スライドストック）
をモデルアップ。そして1992年10月
19日にはスタンダード電動ガン

「MP5A5」を発売している。
　当時はまだ映画『ダイ・ハード』

（1988）、『ダイ・ハード2 』（1990）の
余韻が日本の銃器ファンの脳裏に鮮
烈に残っていた事もあり、三角形断
面のハンドガードとスライドストッ
クを備えた「映画と同じフォルムの
MP5」は好評を博し、定番ベストセ
ラー商品となる。更に10年後の2002
年11月 8 日にはさまざまな改良を施
し「MP5A5HG（ハイグレード）」と
してリニューアルも果たした。
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試作サンプルによる撮影です。発売される商品とは仕様が異なる場合があります。

米軍ファン待望の
G19 Gen4（＝第４世代）
ガスブローバック、
いよいよ発売！

064 065



現在月刊グリーンベレーを大好評連載中のDJちゅう氏。だが、その名こそ現用装備フリークの間に轟いてはいるものの、
その実態は未だベールに包まれている。果たしてDJちゅうとは何者なのか？　

氏が手がける人気急上昇中のミリタリーギアブランド、3 MADE ISSUEのルーツとは？
その２つの謎にコンバットマガジンが迫った！

月刊

vol.31
DJちゅうと

3 MADE ISSUEができるまで
構成／狩野健一郎

DJちゅうとは何者か？ 
ミリタリーとの馴れ初め

　もともとアニメやゲームが好きで、
とくに「機動戦士ガンダム 第08MS
小隊」のリアルな戦争描写にハマりま
した。決定打は「メタルギアソリッ
ド」で、どうしてもゲームに登場する
銃が欲しくなり、M4A1のエアガンを
買ったんです。まだ高一でした。その
話を幼馴染みにすると、彼も実はM16
を買っていて「じゃあ、サバゲやって
みる？」ってことで、サバゲ風に二人
で撃ち合って遊んでました。そしたら
当時在籍していた理科部の先輩がサ
バゲーマーで「俺がやってるところ」
に連れて行ってくれたんです。
　まだサバゲフィールドが無い時代
で、そこは歴代の先輩たちが管理人
さんに許可を取ってサバゲをしてい
たキャンプ場でした。僕らが引き継
ぐ頃には同じ学校の子らで 6 人くら
い集まって「チーム・アサルト」っ
ていうチームを結成したんです。そ
の後、近所のホビーショップG-1（北
九州市小倉のエアガンショップ）に
たむろしていた他校の同年代に声を
かけたりして、もっとも多い時で20
人くらいいましたね。
　M16使いの幼馴染もチーム・アサル
トのメンバーで、ベトナム戦争映画好
きだった彼は、ナム戦の格好をしてい
ました。彼の影響で、自分もなにか装
備を揃えたくなったんです。ちょうど
イラク戦争（2003～2011）の頃で、TV
に米兵の姿が映ると、不謹慎かも知れ
ませんが、かっこいいと思いました。
既にインターネットは普及していて、

中田商店（東京上野の老舗サープラス
ショップ）やファントム（東京東久留
米のミリタリーショップ）のホームペ
ージを漁ると、TVで視た装備が売っ
ていたので、すぐに中田で3C BDUを、
ファントムでそれっぽいヘルメット
を買いました。最初はレプリカも買っ

ていたんですけど、実物と値段の差が
ほとんどないと知ってからは、そっち
を買うようになりました。当時の装備
は今と比べると安かったので、ウッド
ランドのタクティカルロードベアリ
ングベストも買ったりしました。それ
が僕と米陸軍との出会いでした。

グリーンベレーとの邂逅

　やがてチームのほかのメンバー
も海兵隊とかやるようになって、サ
バゲよりもコスプレに熱を入れる
ようになりました。その頃僕はチー
ムリーダーになっていて、別のチー
ムの大人も混じって、月 1 ～ 2 回の
定例会を仕切ってました。フィール
ドに行ってもほとんどゲームは回
さず、ずっと写真の撮影をしている
みたいなことを、当時からやってい
たんです。
　今、思うと、福岡には当時そうい
うコスプレチームがたくさんあった
んですよ。中でも有名だったのが 

「Team3 Fukuoka（福岡を拠点に活
動していたSEALs装備の再現チー
ム）」で、ゾディアックボートに乗っ
て川で動画を撮るとか、ポーチ 1 つ
にしても、中身を全部調べて再現し
て動画を撮ったりしてました。
YouTubeはまだ先の話ですが、動画
撮影の黎明期だったので、ああいう
活動がしたい、って憧れる人やチー
ムは多かったです。そういうミリタ
リーの土壌が福岡にはあり、僕もそ
の洗礼を受けました。
　福岡市内の大学に合格した僕は、
親の転勤のタイミングとも偶然重な
って、家族で福岡市に引っ越しました。
福岡には「SSF75」というレンジャ
ーの装備をやるチームがあって、興
味を持った僕はチームに入れてもら
い、地元のアサルトと兼任するように
なりました。だから大学時代はレンジ
ャーをやることが多かったですね。
　同時にSWAT（福岡のミリタリー
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IRAQI 36th 
Commando Battalion
3,000円

3 MADE ISSUE ITEMS

“Nous Defions 
アドラー”ODA0235
2,700円 レガスピ製

“Ⅳ”ODA3111 
黒：1,600円 
マルチカム：1,800円

“BLACK DEVIL × 
1st SFG”フラッシュ型
1,500円

SKULL 3rd SFG 
フラッシュ型
1,500円

“スカル ボーン×ソード”
ODA366
1,600円

ODA1216“DEATH FOLLOWS”
&“FLYING SKULL”
DF（大）1,900円、
DF（小）1300円、FS：2,200円

“RED SKULL”
ODA3125
1,500円

“Necessary Evil”
ODA3335
3,200円 レガスピ製

“メリケンサック”
ODA3336
2,700円 レガスピ製

“MOUNTAIN CROSSED 
ARROW”ODA7132
1,800円

“hindu kush”ODA7136 
2,200円

“DIVERS”ODA7235
1,500円

“VICTORY OR 
VALHALLA”
ODA3126
1,900円

5th SFG Scorpion
1,500円

“DEATH MACHINE”
ODA3334 

（大）3,000円（小）2,700円
“SKULL OF HEART”
1,300円

“WE DO NOT NEGOTIATE 
WITH TERRORISTS”
ODA3312 1,700円 “U.S.FLAG×DOL”

マルチカム 
星条旗スプリッド
2,000円

アズラーイール
2,200円

TF AWESOME
1,600円

“GRS”
ルーン文字 
1,200円

パニッシャー スクエア 
1,200円

グリーンベレーデザイン

OGA/GRSデザイン

オリジナルデザイン

3MI トライ ロゴ刺繍 パッチ
1,800円 沖縄タイガーエンブ製 Valknut"

マルチカム：1,430円、
黒：1,000円

TAC PENGUIN
2,000円

THE KISS
※廃番モデル

THE AMBIVALENCE
2,000円

DOL TRIDYMITE
2,000円

トリジマイト 
手裏剣 

（大）1,200円
（小）1,000円

MOON BOARDERS
2,800円

（ステッカーセット）

MASKED UP ANTI-COVID19 
TASKFORCE2020
※廃番モデル

JUSTICE PVS31＆7
※廃番モデル

Sword of Damocles
※廃番モデル

Knife is PAINLESS
※廃番モデル

DOL ワンポイント Tシャツ
2,500円

USA FLAG Tシャツ
2,500円

DOL トリジマイトキャップ
※廃番モデル

SNAKE WEB BELT V2
2,800円

強襲用レイドジャケット
※廃番モデル

3MI ロゴ刺繍 
チャンピオン
ボディTシャツ
4,500円

ODA9221 
プリントTシャツ
6,500円

EUD テーブルポーチ
4,500円

THE STRAPS 
ピストルブレース用
3,500円

JOEY 
RETAINER 
STRAP
3,800円

セーフティー キーリング V3 mini
3,000円

マルチ カトラリー ポーチ
3,200円

SERPENT 
SLING-2 POINT
9,500円

マルチ メスティン ポーチ
3,800円

※すべて税込み価格   ※特記がないものはすべて日本製

正三角形が並んだロゴにブランド名と、4つのシルエット
が浮かぶ。この4つは3MIが掲げているテーマで左からキャ
ンプ・フィールド・アーバン・ミリタリーを意味する。さ
まざまな場面で活躍するモノ作りがコンセプト。

072 073



写真・文／菊池雅之

本州最北の青森県。その青森県の最北にある、むつ市。そこに大湊基地はある。
基地の外からも見ることのできる岸壁には「あぶくま」型など特徴ある護衛艦が勢ぞろい。
そして、地元と一体となったカレーの町おこしも要チェックだ！

“ガメラレーダー”とも呼ばれており、
2011年（平成22年度）から従来のJ/
FPS-2より更新された。
　大湊基地は、陸奥湾の奥まった場
所にある。青森県と北海道周辺の沿
岸部や宗谷海峡、津軽海峡を守る北
方防衛の要だ。1902年に横須賀鎮守
府に所属する水雷団が配置された。
1905年に横須賀鎮守府から独立し、
大湊要港部を経て、1941年に大湊警
備府となった。なお、警備府とは、鎮
守府の格下となる組織である。1953
年に大湊地方隊が編成され、翌54年

　本州最北端にある青森県むつ市。
　そこに海上自衛隊大湊基地がある。
　大湊地方総監部が置かれ、大湊地
方隊が編成されている。
　その他、艦載ヘリを配備する第21
航空群第25航空隊が所在する航空基
地がある。また、市内のランドマー
クともなっている釜臥山（かまふせ
やま）には、航空自衛隊の大湊分屯
基地があり、ここにはレーダーサイ
トを管理する第42警戒群が置かれて
いる。この基地で取り扱うレーダー
装置J/FPS-5は、その見た目から

に海上自衛隊へと改組される。海上
自衛隊では、北から大湊、横須賀、舞
鶴、呉、佐世保と5つの場所に総監
部を置いているが、大湊以外は鎮守
府のあった場所だ。
　大湊地方隊は、大湊警備隊、大湊
弾薬整備補給所、大湊造修補給所、大
湊基地業務隊、大湊衛生隊、大湊音
楽隊を大湊基地に置いている。この
他、函館市に、函館基地隊（第45掃
海隊等）、余市町に余市防備隊（第1
ミサイル艇隊等）、稚内市に稚内基地
分遣隊等を置いている。なお、大湊

造修補給所には海自で唯一のドック
がある。艦艇をドックに入れるよう
な点検や修理は、民間に委託するか
らだ。このドックは、通称“1万ト
ンドック”と呼ばれており、旧海軍
が使用していたものをそのまま引き
継いでいる。
　この他、自衛隊大湊病院や海上訓
練指導群大湊海上訓練指導隊など、
指揮系統は別となる部隊や機関がい
くつかある。
　大湊基地には、第3護衛隊群の第
７護衛隊および第15護衛隊が配置さ

大湊
基地

日本北方防衛の要

076 077



やってみな、飛ぶぞ⁉　

　土に根をおろした活動が好きな
我々サバゲ三等兵。好きな唄はなん
といっても「ゴンドアの谷の歌」。風
とともに生きよう、種とともに冬を
越え……。
「風たちぬ、いざ生きめやも！」
　高らかな笑いとともに、歌う我々
の前に現われたのはワールドフォト
プレス社きってのヒコーキ野郎こと
敏腕営業メンの今野氏。氏は常々、男
臭く泥臭い我々の活動を微笑ましく

SABAGE

SANTOUHEOI

シン

サバゲ三等兵

航空ファンの方はもちろん、航空機に興味がある、パイロットを志したいといっ
た人々に、航空機を操縦する楽しさや難しさをフライトシミュレーターを通じて
知って欲しいと、現在、羽田空港第１旅客ターミナルビル５階にある「LUXURY 
FLIGHT 羽田空港本店」をはじめ、中部国際空港「FLIGHT OF DREAMSセ
ントレア店」、羽田イノベーションシティの「LUXURY FLIGHT HICity Fighter
店」の３店舗展開。なかでも戦闘機のシミュレーターは「Fighter店」のみ設置。
機種や予約、営業時間などはhttps://7３7flight.com/をチェック！

LUXURY FLIGHTって？

●写真と文／織本知之　●撮影協力／ラグジュアリーフライトファイター店☎0３-５５79-7980（受付時間１0：00～20：00まで）　https://7３7flight.com、狩野健一郎

思いながらも、いつか青く澄んだこ
の大空に羽ばたかせてやろうと密か
に思っていたとのこと。
　しかし、人間が大空へ羽ばたくた
めには航空機の力が必要。そして我
がチームは誰ひとりとして飛行機の
免許をもっていない。しかし、誰か
が舵を握らねばならぬ。よし、それ
ではまずはフライトシミュレーター
から始めよう！
今野氏「それではメンバーからフラ

イトシミュレーター体験要員を決め
たいと思う！　広報オリモ！　好き
なヒコーキ映画は？」
オリモ「はい『紅の豚』っス！　尚、
カラオケでは『空の神兵』が十八番
ス！」
今野「古っ！　プロペラ機＆落下傘
兵！　却下。次、シミュレーション
を拗らせているといえば千葉隊長だ
な！　素振りシミュレーション歴は
そろそろ40余年、いまだ生身の……」

千葉「押忍！　剣聖とはその切った
数を生涯ひけらかすことはなかった
そうです。オデだって、こう見えて
結構……」
今野「嘘をつくな。失格。すると残
りは……シェフ狩野」
シェフ狩野「好きなヒコーキ映画は
『トップガン』、ゲームの方もアフタ
ーバーナーを少々。希望タックネー
ムはシェフだけにウマーベリック」
今野「……キマリだな（満場一致）」

日本の仮想アグレッサースクールに

エース（仮想）が降り立つ！

本格戦闘機フライトシミュレーター、 ここがLUXURY 
FLIGH か！　 と
フライトスーツ

（実物）にパイロッ
トヘルメット（実
物）のタックネー
ム・ウマーベリッ
ク（シェフ狩野）。
本日最高のシラフ
で登場。以上すべ
て、営業部今野氏
私物。

LUXURY FLIGHT搭乗記

LUXURY FLIGHT代表取締役岸田氏（左）とアドバイ
ザーの元空自パイロット佐々木康雄氏（右）。

ぜんぶ合わ
せるとけっ
こう洒落に
ならない金
額のウエア
＆装備。ヒコ
ーキ趣味っ
て…（スペシ
ャルサンク
ス、営業部
今野氏）。

LUXURY FL IGHT 
HICity Fighter 店 内。
広々としたスペースに各
種ウエアや飛行機関連の
アイテムが並ぶ、これは
ヒコーキ趣味人にはたま
らない空間。

フライトジャ
ケットひとつ
とってもホン
モノ感が漂う。

Tシャツやワッペンなどいかがすか？

きたれ航空男子、おいでやせトップガン女子。

オリジナルグッズやステッカーなどなど。
088 089
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