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勝利の女神が微笑むのはどっちだ!?

1910年 ５ 月20日、ウエストミンスターホールを出発した葬列の主は、イギリスの国王エドワード７ 世である。王の棺につづいて愛馬が歩み、
そのすぐうしろをキルトを身に付けたハイランダーズと、一匹のテリア犬が付きしたがっている。乗り手を失った馬ほど、主の不在を強く告
げるものはない。空の鞍のあぶみには、ブーツが後ろ向きにかけられている。もう二度と、この拍車が先に進めと指示を出すことはない。 
米陸軍および海兵隊で、乗り手がいない馬が葬列に加わるのは、大佐以上の軍葬でとの決まりがある。

Drawing/Illustrated London News, May 24, 1910

ミリタリースポッター

Riderless Horse - a horse without a rider and with 
boots reversed in the stirrups symbolizes a fallen 
warrior who would ride no more.

Photo/US Navy

コンペティティブ・シューター達の愛する銃
2021 Western States Single 
Stack Championships参戦記
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銃器界における傑作品と聞いて
誰もが思い浮かべる1911──。
誕生から110年を経た今日も
色褪せるどころか、
進化を続けている
その銃の魅力を、
コンペティティブ・シューター、
鮫島宗貴の視線から
再考察する！

愛されて110年──。

初めてのトイガン
　僕にとって初めてのトイガンは、
組み立て式のコルトパイソンだった。
　しかし、当時 ８ 歳だった僕は組み
立てに失敗し、弾が出ることはなか
った。なので“弾が出るトイガン”
として初めて手にしたのは、エアー
コッキング式の東京マルイ製センチ
メーターマスターになる。当時の僕
は知る由もないが、今にして思えば、
初めて手にした銃がマスターピース

と呼ばれるハンドガン“1911”で、し
かも競技用のレースガンだったのだ。
後に僕がコンペティティブ・シュー
ターとして歩むことになる運命を意
味していたのかもしれない。

憧れだった1911シリーズ
　僕がトイガンで本格的にシューテ
ィングマッチに参加するようになっ
て、最初に愛用していたのは1911で
はなく、ベレッタM92Fだった。これ
には理由がある。当時、ガスブロー

バックで1911シリーズを生産してい
たメーカーはWAだけであり、中学
生の僕には手が出る価格ではなかっ
たのだ。後にKSCが1911をガスブロ
ーバックで発売し、東京マルイもこ
れに続いた。今では、リーズナブル
な価格で高性能な1911のガスブロー
バックが各メーカーから発売されて
いるが、僕の中高生時代、選択肢は
限られていたわけだ。結局、1911を
マッチで使ったのは、東京マルイが
M1911A1を発売した後に数回のみ。

それ以外は、1911のハイキャップ・
モデルであるハイキャパ・シリーズ
やSTI（2011）シリーズを使う機会が
圧倒的に多かった。エアソフトガン
の場合、1911であってもマガジン自
体は実質ハイキャップ（複列）であ
り、装弾数の点はSTIと差がなかった
が、マガジンの厚さ＝ガスタンクで
あるガスブローバックの場合は、そ
の点から2011の方が高性能だったこ

コンペティティブ・
シューター達の愛する銃

こちらがほぼ手を加える前の状態となるコルト社の復刻版
M1911。23ページの写真と見比べてほしい。確かに、この
仕上げだと、手を加えたくなる気持ちがよく分かる……。ち
なみに、フレーム上の「UNITED STATES PROPARTY」
の刻印は後からレーザー刻印で友人が入れたものだ。
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とが大きい。

アメリカでの一般用途に 
おける1911シリーズ
　トイガンを購入する場合、サバイ
バルゲーム用やシューティングマッ
チ用、家の中での手軽なプリンキン
グ用というのが、実際に使う（撃つ）
用途となる。しかし、大半の場合は、
所有することが目的だ。日本でトイ
ガンを買う人たちは、基本的には「愛

好家」「マニア」であり、購入して飾
ったり、触ったりすることで、その

「用途」を充分に満たすわけだ。
　これがアメリカの場合はどうなる
か。銃を購入する人の目的の大半は、
セルフディフェンス用というのがリ
アルだ。車を普段の生活での移動手
段として購入することとまったく同
じ感覚で多くの人が銃を求める。自
分の命を守る為、いざという時に悪
人を撃つといった用途で銃を入手す

るわけだ。2020年から続くコロナウ
ィルスの影響による各種デモと治安
の悪化により、現在の銃器業界はか
つてない事態となっている。まず昨
年だけで約4,000万件の銃器購入の
際に必要なバックグラウンド・チェ
ックがFBIにより行なわれた。これは
例年と比較して約1.5倍の数だ……。
もちろん、この数字は 1 つの参考で
しかないが、過去に例を見ない勢い
で銃器と弾薬類が売れているのが今

のアメリカだ。
　となれば、多くの人は安くて高性
能な銃を選ぶ。命中精度や銃の信頼
性は当然だが、弾が沢山入る点や銃
本体が軽い点も重要な要素となる。
それらを考えると、1911を積極的に
欲しがる人は少ないだろう。ポリマ
ー・フレームの銃が圧倒的に軽いか
らだ。1911は鋼鉄のフレームでシン
グル・スタックであることから装弾
数も少ない。17発の弾を装填したグ

ロックが 1 ㎏以下なのに対して、８
発の弾を装填した1911は、1.4㎏もあ
る。銃を携帯する際の重量は無視で
きないし、力の弱い女性であれば重
たい銃は敬遠しがちだ。撃つ際は、そ
の重量が反動を軽減することは事実
だが“銃の携帯”という点では軽い
ことが重視される。また射撃の素人
にとっては弾数が多い点も見逃せな
い。僕自身もそうだが、銃を携帯す
る際は、軽いポリマー・フレームの

銃を選ぶ人が多い。正直な所、実際
に1911シリーズを携帯している一般
人（シューターを含めて）は、見た
ことがない。ポリスでシューターで
もある友人の中には、デューティー・
ガンとして1911/2011シリーズをホ
ルスターに入れて携行する人はいる
が、隠し持たないオープン・キャリ
ーのスタイルであるが故に大きさや
重さが気にならないのだろう。日常
生活で、銃を隠して携帯するという

スプリングフィールド製1911“Loaded（ローデッド）”。口径は、9X19
㎜。競技用に細かい点で僕自身が手を入れた。カスタム・ハンマーと
シアー、競技用マグウェルを組み込み各パーツのすり合わせを行な
ったセミ・カスタムだ。数年前にガンショーで偶然見つけた中古品
だったが、ポリマー・フレームのハンドガン並みの価格で入手する
ことが出来た。ローデッドは、いくつものバリエーションが存在する。

リムキャット・カスタム製1911“TOMCAT（トムキャット）”。口径
は.40SW。ジョニー・リム氏がキャスピアン製のフレームとスライ
ドを使用して組み立てた競技用カスタム1911だ。試合では、ルール
の関係から.40SWが有利となることが多い。リムキャットのオリジ
ナル・パーツを多用した勝てる1911だ。ガンスミスが組み立てる1911
ということもあり、価格は4,000ドルを超える。

ウィルソン・コンバットの元社員たちが設立したナイトホーク社の
カスタム・モデルである“TALON”。友人の所有するものを借りる
ことが出来た。口径は.45ACPだ。ナイトホーク社もウィルソン・コ
ンバット社と同じくアーカンソー州のベリービルが所在地だ。ハイ
ニー・サイトを搭載し、より実戦的な仕様となっている。新品で購入
する場合の価格は、3,600ドル程度。

日本でもお馴染みウィルソン・コンバット社のカスタム・モデルで
ある“CQB“。1911のカスタム・メーカーとして40年以上の歴史を
持つウィルソン・コンバットの定番モデルの1つだ。こちらも口径
は.45ACP。オーナーの好みでショート・トリガーに交換され、グリ
ップもよりアグレッシブに握ることができるロブ・リーサム氏がデ
ザインしたTGOタイプとマグウェルに換装されている。

018 019
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Engineer Sergeant
文／DJちゅう　写真／織本知之　撮影協力／MilsimFarEast

　今回は特殊部隊工兵特集！僕のイメー
ジの工兵はあれです。ダメージを受けた
戦車をスパナでカリカリ修理するあれで
す、そうFPSゲーム『バトルフィールド
1942』!　貴重な青春時代の大半を失うこ
ととなった皆さんご存知の神ゲームです
が、友達とSKYPEしながら夜な夜な永遠
とやってたのを思い出しますね。大破し
た戦車をスパナ 1 本で直しちゃう工兵す
ごいなぁ～って…いい加減ゲームの話は
さておき、現実世界でも工兵は破壊と創
造、そうスクラップアンドビルドのプロ
フェッショナル兵士。グリーンベレー工
兵専門職種MOS18Cに注目です。先月号
から続きましてODAチームに属する職
種を順に紹介していきますので、どうぞ
しばしお付き合いくださいませ。

2018年 9 月18日カリフォルニ
ア州フォートカーソン。APEX 
CLASS47の一環でドアブリー
チデモンストレーションを実施。

月刊
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　MOS18Cエンジニアサージェント
は、解体/要塞構築および地形調査な
ど幅広い分野でのスペシャリスト。爆
発物を使用して橋、鉄道、敵軍の燃料
貯蔵所など重要なインフラ関連の目
標を対象とした破壊工作だけでなく、
創造工作技術にも長けており、さまざ
まな作戦で使用する橋や建物などの
建造物を構築する能力にも優れてい
ます。数週間にもおよぶ遠征任務の場
合、ODAチームの後方支援管理や前
哨基地の運営も18Cがもつ任務の一
部。なお、12名構成のODAチームには
基本2名配置されます。
　MOS18Cを取得するにはQコース

MOS-18C/Special Force 
Engineer Sergeant 特殊部隊工兵専門

2017年６月7日ポーランド ベモオピスキー訓練所。米陸軍ヨーロッパ方面主導の
総合演習セイバーストライク17にて陸軍工兵へ指導する10thSFG（A）。

2017年６月11日ボスニアヘ
ルツェゴビナ。総合演習ジ
ャッカルストーン17に参加
するNBC防護服を着たグ
リーンベレー。CRYE製
AVS左脇に2本のチャージ
とEOG製ロープロファイル
デモリッションポーチを装
備。※はっきりとした職種
は不明ですが、装備からお
そらく18Cかと思われます。

Military Occupation Specialtiesの頭文字を取って“MOS”と
呼ばれるアメリカ軍における職種専門技能のこと。グリーンベレ
ーは陸軍MOS特殊部隊18ナンバーに分類されたMOSを取得して
います。18A（ODA指揮官将校：Special Forces Officer/※以
下 Special Forces：SF ）、18B（ 武 器 兵 器：SF Weapons 
Sergeant）、18C（工兵：SF Engineer）、18D（医療：SF Medical 
Sergeant）、18E（通信：SF Communications Sergeant）、18F

（作戦補佐情報：SF Assistant Operations and Intelligence 
Sergeant）や、もっとも高度な訓練を受けた18Z（シニア：SF 
Senior Sergeant ）また特殊部隊資格取得前の18X（ SF 
Enlistment Option）があります。12名のODA（Aチーム）は上
記のMOSを持った隊員らが集まり構成されています。

MOSとは

参考文献：GO ARMY.COM「CAREERS & JOBS」

専門技能過程で、フィジカルコンディ
ショニング、パラシュート、水泳、ス
キューバダイビング、陸上戦用の武器
や通信機器の使用、火薬類の取り扱い
と使用、爆弾と地雷処理など、習得す
べきプログラムはかなり多くなってい
ます。ちなみに取得訓練コースのいず
れかを修了できなかった場合は、もと
もと持っていた第一次MOS（職務）に
戻ることなり、18X（Special Forces 
Enlistment Program）として入隊し
た場合は、MOS11Bインファントリー
マンとして一般陸軍へ再配置されちゃ
うようです。バッチリ習得してグリー
ンベレー工兵マンになりましょう。

031030



構成／コンバットマガジン編集部　文／鈴木健太郎　Photo/U.S.ARMY、WPP Collection, The Exchange Post.com, Library of Congress, National Archives

たいていの物が支給される軍隊であっても売店は兵士にとって大きな存在価値がある。
とくにアメリカ軍のPXと呼ばれる施設はちょっとした日用品から家族への贈り物、さらにはスナックバーと
幅広いサービスが自慢で訪れる者を飽きさせない。今回はPXの魅力を存分に紹介します。

ミリタリーアイコン

なんでもほしい
ものが買える

兵隊さんは買物が好き──。

　アメリカでは独立戦争以前から多
くの商人が軍とともに各地を渡り歩
いて物品を販売していたのだが、法
外な値段設定や賄賂の授受などの不
正が横行したために軍が19世紀後
半 に 売 店 の 整 備 を 進 め、当 初
CANTEENと呼ばれていたこの施
設は1892年にPOST EXCHANGE、
通称PXとその名を変えて1898年に
は併合したばかりのハワイにもその

姿があった。第 1 次大戦では戦地で
増加する将兵の要望にPXの販売能
力がまったく追い付かず、アメリカ
赤十字や救世軍、YMCA（キリスト
教青年会）などの民間団体が供給を
サポートしタバコだけで 1 ヵ月に
7,000万本以上を売り上げていた。第
2 次大戦に突入するとアメリカ軍の
進撃とともにPXの数も爆発的に増
え、戦地ではトラックやトレーラー
を使った移動販売が定着したほか、

1943年には故郷へ贈り物をする兵
士に向けたカタログ通販が始まって
いる。PXで兵士が買い求めた品は一
般的なものだけでもタバコ、マッチ、
カミソリ、石けん、歯みがき、歯ブ
ラシ、チョコレートバー、クッキー、
ソフトドリンク、ビールと多岐に渡
り、イギリスでは1942年 9 月から
1944年12月の間に5,532万2,488個
のマッチ、9,494万5,728本のチョコ
レートバー、7,982万8,400個のクッ
キー（100ｇ入り）、3,581万9,875本

アメリカ軍が活動する場所では必ずと言っていいほど移動型のPXが顔を出す。とくにイラスト
の様なスナックバーは野外でリラックスできる数少ない空間として兵士に大変な人気がある。

PX
のソフトドリンク、5,400万ガロン

（およそ 2 億ℓ）のビールがPXでの
販売用に現地調達されていたのだが、
戦時統制で物不足にあえいでいたイ
ギリス人には欲しい物を易々と手に
入れるアメリカ軍兵士の存在が少々
疎ましかった様で、イギリスはアメ
リカ軍に対し甘い物の販売を制限す
る様申し入れている。日本では第 2
次大戦終結から間もない1945年10
月22日、銀座にTOKYO PXがオー
プンした後、横浜、大阪とその店舗
の数を増やしていった。

左上、右上、右は第１次大戦時の典型的なPX
の様子。当時はCOMMISSARY（売店）の表
記が一般的で、記録に初めてPXと記されたの
は１9１9年だった。３枚のイラストはどれも南
北戦争時の食事に関するもので、中央には売
店で肉を計量する軍曹の姿がある。

PX
CIVIL WAR-WWⅠ
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COLT M1991A1 
COMPACT
HEAT CUSTOM

　エネルギッシュで型破りな敏腕刑
事と、冷静沈着に銀行襲撃を計画す
るギャング。それぞれの緊迫した日
常まで映しこんだ『ヒート』（1995年
製作）は、究極のリアリティを追求
するマイケル・マンが、2 大スター、

アル・パチーノとロバート・デ・ニ
ーロを迎えて製作した壮大なアクシ
ョン大作だ。リアルで過激なガン・
アクション、スクリーンに登場する
豊富な銃器プロップも、マイケル・
マン作品の大きな特徴。時代に合わ
せた銃器の選択も、ファンにとって
大きな見どころだ。

　また『ヒート』の原案になったマイ
ケル・マンのTVスペシャル『メイド・
インL.A.』（1989年）も、スピーディ
なストーリー展開と、迫力の市街戦
は『ヒート』に勝るとも劣ることはな
い。主演、助演の俳優も年齢層が若
く、それだけに切れの良いアクショ
ンと、ドラマ展開が楽しめる。『ヒー
ト』の別バージョンとして、こちらも
必見のアクション・ムービーだ。
　敵対するふたりの日常、各種のセ
ミオート、近代的なアサルト・ライ
フルが登場する市街戦など、何度見
ても飽きることのない映像が続く

『ヒート』。そんな中、主人公のビンセ
ント・ハナ（アル・パチーノ）が隠し
持つ“M1991A1コンパクト”がひと
きわ目を引く。サイズは小さくても
発生するエネルギーは.45ACPその
もの。見た目の派手さや大小で勝負
しない、老練なプロを象徴するかの
ような選択が銃器にこだわるマイケ

コルトM1991A1コンパクト《ヒート・カスタム》
●全長：約183㎜  ●銃身長：約76㎜
●重量：約720g ●装弾数：19＋１発
●価格：４万1,800円 ●絶賛発売中!!

オールスチール・モデルの質感を
再現したM1991A1サブ・コンパクト、
ムービー・カスタム！

確実な排莢をアシストするために、前方を
大きく抉り取ったエジェクション・ポート。
コルト社純正の.45サブ・コンパクト・モデ
ルのデザインが正確に再現されている。

ヒート・カスタム専用に製作されたアイボリー・タ
イプのグリップを標準装備。スクリーンのイメージ
そのままの外観とムードが再現されている。
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コンパクト・キャリーガンとは
思えない飛距離と命中精度。

●全長：131㎜　●最大幅：21.4㎜（※実測値）　●銃身長：67㎜　
●重量：263g（※実測値）　●パワーソース：ノンフロン・ガンパワー
●作動方式：固定スライドガスガン、ダブルアクション、　固定HOP-UP搭載　
●装弾数：10発　●パワー：0.285ジュール（※実測値＝室温23度、湿度48％、
0.2gBB弾による10発の弾速「最高値55.4m/s～最低値51.8m/s」の平均「53.43m/
s」より算出）　●価格：8,778円

　まもなく第 1 弾モデルのLCPが発
売される東京マルイの新展開、固定ス
ライド「コンパクト・キャリー・ガスガ
ン」シリーズ。
　掌に収まりそうな小型拳銃をモデ
ルアップしながらも、撃った時のパ

ガスガン・シリーズの進展状況をお
伝えして来た。先月号（2021年 ４ 月
号）では遂に量産試作品による軽い
実射も行なっている。まあ、家の近
所にある河原で、15歩（＝13～４m）
先に立つ棒杭に350mｌ缶を引っ掛
け、バイオBB弾を数十発撃ち込んだ
……というプリンキングではあった
ものの、LCPでもBG.380でもよく狙
えばかなりの確率で中（あ）てられた
し、僅かに外れた0.20gBB弾はその
遥か先の虚空をスゥーッ！とフラッ
トに、25～30m近くも真っ直ぐ飛ん
で行く様子を見て、「これは凄～い！」
と、思わず声を上げてしまった。

いよいよ発売間近の東京マルイ新シリーズ
「コンパクト・キャリー・ガスガン」第１弾＝LCPの
驚異的な実射性能を
シューティングレンジで徹底検証！

ワーは「18歳以上用」の本格派。東
京マルイのお家芸でもある超高性能
なHOP-UP機構の搭載で「0.20gBB 
弾が20m以上フラットに飛ぶ」とい
うのだ。2020年5月に「マルフェス・
オンライン」で電撃的に発表された

時には本当に驚いたものだ。
　発射機構はダブルアクションによ
る連射が可能な固定スライドガスガ
ンで、マガジン本体や内部機構のほ
とんどに「シリーズ共通のユニット
構造」を取り入れ、外殻だけを着せ

替える方式で同じ位のサイズの同系
小型拳銃を続々とシリーズ化する、
という構想もじつに夢があり、楽し
みだなぁ♪　と胸が高鳴った。
　その後も本誌COMBATでは機会
ある毎にこのコンパクト・キャリー・

実銃ではスターム
ルガーのトレード
マークが入るグリ
ップの中心とマガ
ジンベースプレー
トには、東京マル
イの「TM」をアレ
ンジしたオリジナ
ルのマーク。

極限まで薄くデザインされた側面で唯一の突起
物が最小限サイズのスライドストップ。東京マ
ルイはここにマニュアルセフティの機能を与え
ており、上方に押し上げて「ON＝安全」だ。

平面ではなく緩い
アールがかかった
スライド先端が
LCP独特の表情
を醸し出す。真鍮
製インナーバレル
がギリギリまでせ
り出している一方、
アウターバレル内
側にはライフリン
グのモールドも確
認でき、性能 vs 
リアルさがせめぎ
合っているかのよ
うだ。

熱効率の良い亜鉛ダイカスト製マガジンの重量は空の状態で
「12４.5g」。満タンまでノンフロン・ガンパワーをチャージした
後は「127g」なので、約2.5gのガスが入る計算になる。※マガ
ジンの温度、ガス缶の温度、気温等でガスが入る量は変化します。

0.2gBB弾を10発装填した状態で「129g」だ。今回の
最終試作品では12～13％程度パワーUPしていた。
●別売スペアマガジン 2,728円

いかにも高精
度そうな放出
バルブ。マガ
ジン背面とツ
ライチにセッ
トされ、ポケ
ットの中で誤
って押してし
まっての“ブ
シュー！”が
起きにくいデ
ザインだ。

●全長：133㎜　●最大幅：21.5㎜（※実測値）　●銃身長：67㎜　
●重量：275g（※実測値）　●パワーソース：ノンフロン・ガンパワー
●作動方式：固定スライドガスガン、ダブルアクション、　固定HOP-
UP搭載　●装弾数：10発　●パワー：0.241ジュール（※前回レ
ポート時の実測値＝室温24度、湿度29％、0.2gBB弾による10発の
弾速「最高値51.4m/s～最低値47.3m/s」の平均「49.06m/s」よ
り算出）　●価格：8,778円

コンパクト・キャリー・ガスガンではBG（ボ
ディガード）.380とLCPの「中身は同じ」な
ので実射性能も同じハズなのだが、「BG.380
の方が最終的なブラッシュアップに時間が掛
かっている」との事で、発売はLCPより数週
間先になる模様。もちろん完璧な製品が手に
入るに越した事はない。期待して待とう！

固定スライド

固定スライド

060 061



写真・文／菊池雅之 朔北の盾
東西冷戦時代、最前線となる道北を守っていた第２師団──。
当時と比べ脅威が減じたことに伴い、新たに機動師団として改編されることになった。
マイナス20度を超える過酷な自然環境の中、日本の領土、
国民の生命を守るべく行なわれた訓練を追う！

車輌200輌で構成された。第３戦闘団
には“敵の侵攻を阻止し、せん滅す
る”任務が付与された。これを「朔北
の盾」作戦と命名した。
　まずは、敵を迎え撃つため進出す
る所から訓練はスタート。
　 2月 ７日の訓練開始式終了直後
から一夜をかけ、10時間にもおよぶ
スキー行軍を実施し、展開地を目指
した。
　到着すると、各部隊はスコップや
重機を使い、防御陣地を構築してい
った。ただし、掘るのは土ではなく
雪という点が、積雪寒冷地における
設営の違いだ。
　何mにも積もった雪を掘り、縦穴

　2021年2月７日から11日に渡り、
道北を防衛警備する第2師団（旭川
駐屯地）による大規模な訓練検閲が、
上富良野演習場にて行なわれた。
　名寄駐屯地に所在する第３普通科
連隊が中心となり、第2戦車連隊や
第2特科連隊、第2後方支援連隊、第
2施設大隊、第2高射特科大隊、第
2対舟艇対戦車隊などから所要の部
隊を配属し、第３戦闘団を編成。第
３普通科連隊長・山崎潤1等陸佐が
同戦闘団長を務め、部隊を指揮した。
参加人員は約1,000名、車輌は戦車を
含め３00輌にもなった。
　敵役を務めたのは留萌駐屯地に所
在する第26普通科連隊だ。約600名、

を作る。そしてライナープレートで
補強し「アイスクリート」と呼ばれ
る氷のブロックを積み重ねていく。
これは意外と簡単に作ることができ
る。四角い木型に雪を詰め、水をか
け、ガチガチに固まったところで、木
型から外し「アイスクリート」が完

成。真っ白な雪原や雪の山肌にしっ
かりと溶け込むため、迷彩効果は抜
群だ。中に入ると風も遮られるので、
温かさすら感じてしまう。
　2段階の防御ラインを設定し、敵
と戦う作戦が取られた。
　まず、本陣地のかなり前方に、第

ある程度戦ったところで、いったん
後退する。
　その間、第2～４中隊は、2番目の
ラインとなる強固な陣地を構築する。
敵は、このラインに到達するまでに
かなり消耗しており、態勢を立て直
す必要が出てくる。そのため、いっ

たん後退を余儀なくされるものの、
そこを第1中隊が逆襲をかけ、完全
にせん滅する。
　この作戦を成功に導くため、第1中
隊がまず行なったのが、敵偵察部隊を
一切入れない事だった。どこに地雷原
をはじめとした障害があるのか、そし
て防御陣地を構築しているのかを把
握されないようにする必要がある。
　敵の偵察部隊を逆に偵察するた
め、ドローンが大活躍した。その結
果、敵偵察部隊数名を捕まえること
に成功した。　
　第３戦闘団の打撃力を担ったのが、
第2戦車連隊の90式戦車と10式戦車
だ。中でも10式戦車には、最新式の

第３戦闘団、守る!!

センサーとネットワークシステムが
あり、偵察車輌として用いた。
　作戦通り、戦車で増強した第1中
隊が敵の主力部隊を叩いた。後の戦
闘に備え、戦車を失うわけにはいか
ない。ある程度戦闘したのち、予定
通り第1中隊は後退した。
　これに伴い、敵は2番目の防御ラ
インまで押し進んできた。しかし、強
固な防御ラインを破れず、撤退する。
ここで、敵をせん滅すべく、いったん
退いた第1中隊が、逆襲をかける、文
字通り一進一退の攻防が行なわれた。
第３戦闘団は見事守り抜くことに成
功。極寒の中繰り広げられた訓練は、
こうして終了した。

1中隊および戦車数輌が展開
し、敵の進軍を阻む最初のラ
インを作る。敵はここを突破
すべく、必死の猛攻撃を仕掛
けてくる。しかし、第1中隊は

深追いはしない。戦車を残し、次の
攻撃に備えることが目標であるため、

（写真左）第３戦闘団へと組み込まれた第2戦車連隊の90式
戦車。猛烈な吹雪の中、警戒しながら前進する。過酷な自然環
境もなんのその。（写真上）第３普通科連隊のシンボルは上杉
謙信の旗印であった「毘」。毘沙門天の頭文字を取った。

072 073



サバ三VS軍事フォトジャーナリスト菊池軍団

　本日はここ、神奈川県にほど近い都
内某サバゲーフィールドに、宿敵であ
る軍事フォトジャーナリストの菊池
雅之氏率いる「菊池軍団」とサバゲ対
決をすべくやってまいりました！
　千葉隊長「聞くところによると今回
お集まり頂いたメンバーはそうそう
たるメンツなので、そそうなどくれぐ
れもなきように！」シェフ狩野＆広報
オリモ＆yab「ようそろう！」

SABAGE

SANTOUHEOI

シン

サバゲ三等兵

●写真と文／織本知之　●撮影協力／狩野健一郎、菊池雅之とツワモノの皆さん、DJちゅう、Mr.ショージ（ムーンショットギア）、Yabさん（Paradox私設応援団長）

　そうなのである。今回いつものメ
ンバー ３ 名に加え、“俺たちのホー
ム”であるサバゲーフィールド「PA 
RADOX」最強常連メンバーにして私
設応援団長のYab氏が助っ人として
遠征参加。氏はコワオモテ（注）に見
えながら実に誰にも優しく、誰よりも
サバゲを愛し、今回も我々サバゲ三
等兵の一助として自ら駆けつけてく
れたのだ。こういう大人に我々もなり

たい。
　さて、にっくき菊池軍団のほうとい
えば世界をマタにかけて取材しまく
る菊池雅之氏を始め、海上自衛隊の
エライ人、海上自衛隊のツオイ人、自
衛隊漫画『ライジングサン』および

『ライジングサンR』でお馴染の藤原
先生＆担当編集の強力なバディチー
ム、エアソフトガンカスタムパーツメ
ーカーの中のひと、某ゲームソフトメ

ーカーのひと、そしてかつてサバゲ三
等兵が教授願ったサバゲフィールド
の師匠といったツワモノ揃いのメン
バーが集結……。
　うん、勝てそうもないねこりゃ。
（注・男性諸君なら多少覚えのあるヌ
ルっとしたサービスを提供してくれ
るあのお店で嬢から「あら？　てっき
りス○入ってるかと思ったのに」と不
思議がられる程度）

決戦は都内某フィー
ルドにて貸し切り！

勝利の女神が
微笑むのはどっちだ!?

今日は貸し切りフィールドに招待され、思う存分サ
バゲしにきました。天気晴天なれどやや花粉多し。

三等兵チームには本誌連載
「月刊グリーンベレー」でお馴
染のDJちゅう氏、そしてちゅ
う氏と交流があり、注目を集
めまくる話題のブランド

「Moonshot gears」のショー
ジ氏も応援に来てくれた。し
かし若い二人は昨夜ミリタリ
ー談義で多いに盛り上がり相
当な夜更かししてきたそうで
ある。サバゲの前夜は寝ろ、い
や寝て来ましょう。若いうち
はいいさ、でもね歳とると一
晩の無理が２日はアトをひく
んだよ！　以上、おじさんか
らのアドバイスでした。

こんな豪華メンバー
も参加

自衛隊アクション漫画『ライジングサ
ンR』の作者、藤原さとし先生から最新
刊を贈呈され嬉しそうな千葉隊長。第
一章である『ライジングサン』からの
ファンということでその感動もひとし
お。帰りの車中で滔々とその魅力をシ
ェフ狩野に語っていたそうである。

「だって作者さん本人から貰ったんだ
よ！　加藤唐九郎から鼠志野茶碗もら
うようなもんなんだからね！」うん、分
かり難いが感動は伝わってきた。

最近YouTubeを始め
た広報オリモ。ゴープ
ロなどのウェアラブル
カメラを買う余裕がな
い＋そんなスゴイの扱
えない。で、接着剤で
マウント付けたコッキ
ングソーコムにスマホ
を取り付け撮影。ユニ
フォームはサンキ、ダ
ックハンターパーカ
300円也と悲壮感溢れ
る装備＆武装。せめて
見ておくれ。

作戦指揮官による訓
示

今回の主催はこの海軍特別陸戦空挺部隊少佐
の指揮によって行なわれた。「作戦はセレベス
島メナドに降下実施しランゴアン飛行場を占
拠せしめるものとス……。なお本日はみなさん
ケガのないように楽しんでまいりましょう！」

YouTube「サバ三
ちゃんねる」始めまし

た。

083082
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