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ベトナム戦争時代の1960年代コンバットブーツは、ジャングルの条件に特化した機能を備えていた。湿度を最小限に抑え、水はけに優れる。ドレ
インホールを設け、メタルシートを入れて踏み抜きへの耐性を高めた。歴史的なこのジャングルブーツに、インシグニア、星条旗のパッチ類を付
けた。理由は、このブーツを切実に必要とし、このブーツとともに、ジャングルを動き回ったすべての兵士へのオマージュとするためである。

ミリタリースポッター

Insignia of Valor, National Flag and Patches
adorning boots - Vietnam war era original 1960’s combat boots. It was specially for jungle
conditions, minimal moisture and water retention, drain holes and metalic sheet under foot
penetration resistance. So it was also known as Jungle boots.
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時代は移り変わっても、一兵士にとって
最大の相棒であり頼れる存在は携帯できる火器である。
そんな火器だが、米兵を支えてきたライフルは
ベトナム戦争を境に大きく変化した。
単純に単発での火力を追求するのではなく、
携帯性、操作性、機能性といった
トータル性能での総合力に着目したのだ。
そして誕生したのがM16ライフルだ。
後のアサルトライフルに多大なる影響を
与えたことで知られるが、それは、ベトナム戦争という
実戦の場で鍛えられた結果でもある。
米兵を支え、米兵を守り、
そして誇りを持って戦ったという事実を
現代に伝える存在と呼べるのが、
M16ライフルであり、その歴史である。

ベトナム戦争／兵士を支えた銃

M16A1
M16A2

M16

ケン野沢 構成／編集部文／
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米軍を支えてきたライフルといえ
ばM16を連想すると思う。時代の
流れを汲んで開発された一挺であ
り、それは火器としての性能のみ
ならず、携帯性や操作性にも優れ
た相棒であった。

　M16ライフルといえば、現在、
米軍で使用されているM4シリ
ーズの前身モデルであり、歴史
的にも成功したアサルトライ
フルのひとつといえる。その
M16が初めて活躍した実戦の
場がベトナム戦争であったこ

とは広く知られている。知名度
においても、実力においても、
改めて説明の必要はないが、あ
えて、M16ライフルとはどんな
存在であったのかを紹介して
みたい。その誕生と発展の過去
を探ってみたい。

　M16ライフル誕生に関して語
るとき、それ以前に米軍で採用
されていたM14ライフルを無視
することはできない。M14ライ
フルは現在でも活躍する一梃で
あり、そこから話を始めること
で、M16ライフルの意味や意義

もより理解できると思う。
　M14ライフルは、第二次世界
大戦および朝鮮戦争で使用され
たM1ガーランドライフルを改
良したもので、1959年に米軍に
制式採用となっている。M1ガー
ランドライフルからの改良は複

数個所におよぶが、最たる変化
は装弾数を増やすためのボック
スマガジンの採用と、フルオー
トマチック射撃の追加であった。
M1ガーランドライフルの信頼
性は高く、それを改良すること
で、火力の一段のアップを目指

したことになる。言うまでもい
ないが、装弾数の多さと回転速
度の高さは戦いにおいて大いに
有利となる。実は、米軍は、第
二次世界大戦と朝鮮戦争を通じ、
ランチェスター戦略の有効性を
十二分に理解しており、その延

長としてライフルの改良も進め
ていったという事情がある。
　さて。ランチャスター戦略が
もっとも発揮されたのは硫黄島
の戦いであった。
　ランチャスター戦略では、兵
士数（火力）に３倍の開きがあ

ると絶対的に有利となり、その
優位性は覆らないとされている。
そこで米軍は硫黄島の戦いにお
いて、絶対的優位から兵士数を
日本軍の5倍にすると決めたが、
日本兵の数を実数の２倍と勘違
いし、結果10倍の兵士を送り込

（P２7へ続く）

016 017



2021 World Speed Shooting 

コロナウィルスの世界的流行により、世界は大きく変わった。
その影響は射撃の世界にもさまざまな変化をもたらしている。
今年のワールド・スピード・シューティング・チャンピオンシップ
（スティールチャレンジ世界選手権）は、前年度の大会
（※当初は2020年5月末に開催予定だったがコロナ禍の影響もあり
同年９月末に変更）からわずか７ヵ月後の開催となった。
悲願の史上４人目のトータルタイム80秒切りを懸けて挑んだ筆者の
挑戦と、ここ数年のスティールチャレンジの現状をお伝えしよう。

現在のスティールチャレンジ 
の状況
「参加者が100人前後しか集まらな
ければ、スティールチャレンジを
USPSAは手放すだろう……」
　この言葉は、現在のUSPSAのプ
レジデント（代表）であるマイク・
フォーリー氏がプレジデント候補で
選挙活動中の頃にディナーの場で僕
が直接聞いたものだ。そして、彼は
スティールチャレンジの運営資金を
確保する為に、ある手法で試合運営
を開始した。それは、試合の参加費
を半額以下にし、.22口径のピストル
とライフルを使用する“サイド・マ

ッチ”を部門へと昇格し、４つの部門
を新設。さらにPCC（ピストル・キ
ャリバー・カービン）を使用する 2
つの部門を新たに導入するというも
のだった。
　これによって、実質的な参加者が
100人前後でも、同一人物による複数
エントリーが増加し、試合運営に必
要となる資金の確保に成功したのだ。
過去のエントリー・フィーは、セン
ター・ファイヤ部門を 2 つ撃って、
300～500ドル弱程度だったが、現在
は同じ金額を払えば、3 部門～ 5 部
門を撃つ機会が得られるようになっ
た。この運営方法により、現在のス
ティールチャレンジは、13個もの部

参戦記Championship

Text by Muneki Samejima  Photo by Muneki Samejima & Takumi Suzuki



戦いではしばしば勝つことよりも生き残ることが重要となる。
とくに孤立無援になりやすい特殊部隊はパイロットと同様、
敵に捕まることなく生還するためのサバイバルキットが欠かせない。
今回は特殊部隊がベトナムで使用したサバイバルキットを取り上げます。

ベトナム戦争で使用された

構成／コンバットマガジン編集部　文／鈴木健太郎

　アメリカ軍ではベトナムに本格介
入する以前からゲリラ戦における生
存法を研究しており、1963年には特
殊部隊用として新しいサバイバルキ
ットの開発が始められていた。
　 Individual Aid Survival Kit for 
Special Warfareと名付けられたこ
のキットは特殊部隊員が敵地で孤立
しても最大で10日間生存させる事を
目的とし、重量24オンス（およそ
680g）以下、体積44立方インチ（お
よそ720㎤）以内が望ましいなど極力
軽量、コンパクトであることが求めら
れ.最初に考案された4種類の試作デ
ザインの中にはM1956ファーストエ
イドおよびコンパスポーチを流用し
たものもあった。キットを構成するア
イテムには“メディカル”、“ユーティ
リティー”、“オペレーショナル”の3
つの区分があり、メディカルは、浄水
剤や鎮痛剤、絆創膏など、ユーティリ
ティーは小型コンパス、ソーイングキ
ット、小型ナイフなど、オペレーショ
ナルは特に指定がなく使用者あるい
は部隊長が任務に応じて選別するこ
ととされ、当時のレポートを見るとフ

特殊部隊用
サバイバルキット

訓練センターにはSURVIVALの頭文字をとった
注意点が掲げられている。何より重要なのは、体
力の消粍を防ぐため冷静沈着に行動すること。ベ
トナムで活動した特殊部隊員の中には敵の捕虜と
なって５年以上も過酷な環境に耐えながら隙を見
て脱走、生還した者もいる。

生き残るためのノウハウは先人の知想によるところが大きい。ナイ
フの機能には生還した兵士の意見が取り入れられており、シェルタ
ーのデザインはネイティブアメリカンの影響が見られる。実戦をく
ぐり抜けたサバイバル術は平時においても十二分に役に立つ。

火の起こし方、正しい扱い方はサ
バイバル術の基本。煙を上手に使
えば保存食の調理も可能になる。

敵地の奥深く侵
入する特殊部隊
員は戦闘だけで
なく、サバイバ
ルの達人でもあ
る。個人用サバ
イバルキットの
コンセプトはベ
トナム戦争で完
成の域に達し、
21世紀に入って
もほとんど変化
していない。

042 043



COLT GOVERNMENT MkⅣ

SERIES’70 GUN BLACK Ver.

WESTERN ARMS ●Photos ＆ Text by SHOTGUN MARCY
問ウエスタン アームズ  
☎03-3407-5922 http//www.wa-gunnet.co.jp

.45の迫力が漲る大口径
のマズル。アウター・バ
レルは真ちゅう削り出し
のブラック・メッキ・フ
ィニッシュだ。

1970年代の半ば、コンバッ
ト・シューティングの普及
に伴って改良が施された
MkⅣ'70。M1911系セミオ
ートの傑作として知られ、
現在でもゴールドカップ・
ナショナルマッチにS'70シ
リーズが受け継がれている。

SV INFINITY 
SPEED COMPⅢ

053
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　過去に四度開催されたメイソンロッ
クは今回より名称が変更され、”
MilsimFarEast/ミルシムファーイー
スト（以下MFE）”の名で新たな一歩
を踏み出した。その名の通りMilsiｍを
楽しむことを目的としたイベントで、過

去の経験を重ね、フライトシミュレー
ターなど新しい試みも取り入れより良
いミルシムイベントづくりを目標とし
ている。MFEは運営・参加者ともに作
り上げていくイベントスタイルで、イ
ベント開催前もRED/BLUEチームに

分かれた参加者同士で作戦会議や情
報の共有などが積極的に行なわれ、募
集開始から当日まで各所で盛り上がり
を見せていた。米陸特殊部隊選抜演習
ロビンセージさながら、架空の世界情
勢などMFEに合わせ新たに細かく設

定され、登場するウトロムスク連邦、レ
ヴォニア共和国もMFEオリジナルの
架空国家となっている。イベントの様
子を振り返り、全員は惜しくも撮影で
きなかった（申し訳ない）が可能な限
りのプレイヤースナップをお送りする。

MilsimFarEast 01
Japan Milsim Event 2021.5.3-4

#MilsimFarEast #MFE

MilSimとはミリタリーシミュレーショ
ンの略からなる名称で、通常のサバイバ
ルゲームとは異なり作戦行動や武器運用
など現実の軍隊を可能な限り再現するこ
とに注力したゲーム形式となる。

Milsim／ミルシムとは

※ガイドラインに則り徹底した新型コロナウィルス感染まん延防止対策を講じ開催。 063





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

☎03-3605-1113
www.tokyo-marui.co.jp

●全長：890㎜（※実測値）　●銃身長（インナーバレル）：200㎜
●重量：3,700g（※実測値）　●パワーソース：ノンフロン・ガンパワー
●作動方式：ガスブローバック、可変HOP-UP搭載　●装弾数：35発
● パワー：0.548ジュール（ ※ 実 測 値＝室 温25度、湿 度44％、
0.2gBB弾による10発の弾速「最高値75.6m/s～最低値72.8m/
s」の平均「74.03m/s」より算出） ●価格：65,780円

いよいよ発売目前！　今夏最注目の
東京マルイ／ガスブローバックAKM、
大・大・大衝撃のガチンコ実射レポート！

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。

鋼鉄と木のコントラストが醸し出す古き良き軍用銃の
フォルムと質感を最新技術を駆使してハイパーリアルに超細密再現！　
さらに「ホールドオープンしない」というシンプルな、
しかしガスブローバックには不都合だった実銃ならではの機構を
従来と同レベルの簡単な操作手順で扱えるよう、
英知を結集し完全クリア！　
そして肝心のブローバック作動は、
まさしく7.62×39㎜ロシアン級ハードパンチャー！

まったく実銃通りのプロセスで通常分解が楽しめる
のもガスブローバックならでは。ガスピストンロッ
ドまでリアルに再現されたボルトの存在感が凄い！　
中折れ構造が面白いリコイルスプリングガイド基部
に設けられたクッションのショックアブソーバーは

「耐久性を高めつつ体感衝撃は緩めない」仕組み。思
わず“ホホーッ！“と声を上げてしまった。

美しい補強リブ付きの長大なバナナ型。AK独特
なこの7.62㎜マガジンをアルミダイカスト一体
成型で実現するため、東京マルイは複数の技術
を投入！　単体重量516g（※実測値）は実弾30
発を込めた実物マガジンよりは軽い。構造上リ
ップが硬め設定なので、装弾数35発を短かいロ
ッドで何回かに分けて装填する。ともあれこの
クオリティでスペア価格6,028円はまさに「お値
段以上♪」の奇跡!?

AKMは実銃もこの状態で撃つ事ができる
ので、敢えてアッパーカバーを外した状態
で射撃してみた。可動部重量323g（※実測
値）のボルトが凄まじい勢いでフルストロ
ーク！　後退時も前進時も金属同士が“ガ
ツン！”とぶつかる生々しい衝撃が走る！

※警告！「指を挟んで大怪我を負う」等
の重大事故につながる「非常に危険な行
為」です。読者の皆様はくれぐれも真似
しないで下さい。この撮影は熟練のプロ
が安全に最大限配慮して実施しました。

071070



写真・文／菊池雅之

航空自衛隊が配備する本土防空の要となるパトリオットミサイル。
敵の航空機やミサイルなどから国民を守る最後の砦だ。

弾道ミサイルにも対処が可能なPAC-3の配備が進み、さらに改良された
最新バージョンも登場。知っているようで知らないPAC-3の世界を見てみよう！

パトリオットミサイル

PAC-3

展開したPAC-3システム。写真右側に
発射機LS、そして左側にレーダー装置
RSが確認できる。2021年2月2日に行
なわれた第４高射群第15高射隊による
春日井駐屯地への機動展開訓練の様子。

フェーズドアレイレーダー・多機能レーダーを備えたレーダー装置RS。
目標の探知から追尾、そしてミサイル誘導を行なうことが可能だ。

078 079



　ごくたまに
「サバゲ三等兵さんたちはどういう
基準で取材先を選んだりするんです
か?」
　と尋ねられることがあります。
　これについてはあまり公にしてい
ない厳しい内部の判定基準が存在し
ます。
　まず、第一に真摯な姿勢でミリタ
リーもしくはトイガン・サバゲ業界
の繁栄発展へ取り組む姿勢。そして
その製品あるいはコンテンツが第 １
級品のものであり、常にさらなる向
上に向けてたゆまぬ努力を惜しまな
い企業集団組織である……というこ
とは、まあ関係ないです。
　ただひとつ譲れないのが、こんな
我々と“仲良く遊んでくれそうなヒ
トビト”これだけ。楽しく今日を過
ごしたい、そんな一念だけでお邪魔
してます。我々だってもういい歳で
す。それぞれが内面に深いキズを抱
えて生きています。しまじろうとゴ
ルシ姐さんを足したくらいのトラウ
マです。ま、私、広報オリモとシェ
フ狩野は、なんとか傷と折り合いを
つけてやっていけてますが、千葉隊
長にいたってはそのトラウマに包ま
れたまま身動きすらままなりません。
だからこそ、大好きなサバゲがベー
スのこの企画は楽しいヒトビトと楽
しい時間を過ごしたい！
　そう願ってやまない我々に、前々
回キクサバ（202１年 ５ 月号参考）で
仲良しになったDCI Gunsのスズキ
さんからお声掛けが！
「うちの会社に遊びにきませんか?　
色々面白い製品ありますから」
　行かない理由がありません！　早
速水海道まで行って参りました～！

SABAGE

SANTOUHEOI

シン

サバゲ三等兵
創業当時は3Dプリンターで製品を手掛け、現在ではアルミやステンレス素材の金属切削部品へとシフト
し、3DCADによる設計から3Dプリンティング製モックによる細部の検証を経て、迅速な製品化を実現。
エアソフトガンのジャンルを問わず時代の流れに合わせた付加価値の高い商品づくりを目指し、さまざま
なパーツをリリースしている。中のひとはサバゲ大好き。

DCI Gunsってどんな会社？

写真と文／織本知之　撮影協力／DCI Guns TEL0297-21-4937 http://dciguns.com、狩野健一郎

「リポバッテリーってすげえのですか？」「ニッケル水素と違うんす？」「そもそ
もコネクターとは別についてる細いアレってなんざんしょ？」と、ほとばしる素
人感まるだしの我々を前に顔を見合わせ、内心“…やべえの来ちゃったな”と身
構えるDCI Gunsさま一同。

自社製品について熱く語るDCI Gunsの皆さま

エアソフト界に新たな電撃！
ひと味違うリポバッテリー！ 
高精度切削パーツもあり〼。

「当社で扱っているリポバッテリーは現時点で3種のコネクターがありまして、
一般的にはこの2種類のコネクターが広く普及しています。左が東京マルイさ
んの電動ガンで使われるいわゆる“タミヤ互換”タイプ。右が海外製品で普及し
ている“ディーンズ互換”タイプです」で、このあとリポバッテリーに関する豆
知識が小豆の流通規模で繰り広げられる。

コネクターは現在大きく２種類

「こちらが今話題のDAS GDR-15で好みのストックを使用できるようにする
ために開発した独自設計の『GBLS DAS GDR-15専用バッテリーインバッフ
ァー（BIB）チューブ』専用バッテリーです。11.1V 450mAhでAVE.75C、 
MAX.150C。高いCレートで大容量バッテリーと遜色ない動作です。コネクター
はXT30U使用のGBLS DAS GDR-15専用バッテリーインバッファーチュー
ブ専用高出力バッテリーです！」おお！　DAS GDR-15ラブなのはとても良く
伝わりました！　このGBLS DAS GDR-15というのは電動ガンなのにボルト
をコッキングでき、シアー式で実銃みたいなテイクダウンができるというシロ
モノであります。もちろん、お値段も張ります。

「で、こちらがＤＡＳ love
な僕らのためのGBLS 
DAS GDR-15専用バッ
テリーインバッファー

（BIB）チューブです！（価
格39,800円）」って、堂々
と愛を叫んじゃってます！　
DCI Gunsではこのほか
初速調整用のメインスプ
リングなど“DAS love”
なカスタムパーツありま
すのでどうぞDCI Guns
のHPを御覧ください！

サバゲ三等兵の企業訪問シリーズ01
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PRESENT
コンバット読者をご愛読いただきありがとうございます。今月も皆様にお伝えしたいことが……！　当プレゼントコーナーは

今時珍しくお葉書でのご応募頂いており、読者の皆様は非常に面倒かもしれません。が！　ぜひ奮ってご応募して頂きたいのです。
なぜなら「COMBATの読プレ、マジのマジで意外とあたるってよ！」なのです！　皆様のご応募お待ちしております！

コンバットマガジン2021年7月号
F O R  R E A D E R S

応募のきまり
プレゼントを希望される方は、以下のアンケートにすべてお答えください（※ひとつでも記入漏れがある場合は規定により無効となります）。●住所、氏名、電話番号、①年齢、②性別、③職業、④１ヵ月のお小
遣いの金額、⑤今月号でよかった記事ベスト３とその感想、⑥今後C・Mで取り上げて欲しい記事、⑦C・M以外の定期購読誌、⑧今月号でつまらなかった記事をひとつ挙げて下さい（なかった場合は“とくに
なし”などと書いてください）、⑨コンバット関連以外の趣味はなんですか？　⑩夏に向けて気になるミリタリーアイテムやトイガンがあれば教えて下さい。最後に、欲しいプレゼントの番号（※１8歳未満の方
は【１8歳禁】マークのプレゼントには応募できません。以上の点を注意してください）と商品名を明記し、〒１64-855１ 東京都中野区中野３-３9-2 株式会社ワールドフォトプレス コンバットマガジン202１年７月
号プレゼント係までご応募下さい。202１年6月末日締め切り、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※公正取引委員会の掲示および雑誌業における景品の提供の制限に関する公正競争規約の定めにより、この懸賞に当選された方は、この号のほかの懸賞には当選しない場合があります。
【ご応募頂いた皆様の個人情報に関しましては、商品の抽選・発送以外に使用することは一切ございません。また、個人情報をお客様の承諾なく、第三者に提供いたしません】

※公正取引委員会の掲示および雑誌業における景品の提供の制限に関する公正競争規約の定めにより、この懸賞に当選された方は、この号のほかの懸賞には当選しない場合があります。

CICコンバットマガジン・インフォメーション・センター
COMBAT MAGAZINE INFORMATION CENTER

BOOK

20１4年のウクライナ危機以降“ハイブリッド戦争”という言葉が頻繁に用いられるようになった。尖閣周辺での中国の挑
発行動や台湾有事の可能性を抱える日本でも“ハイブリッド戦争”への関心が急速に高まっている。“ハイブリッド戦争”
とは、国家主体が、あらゆる手段を駆使しながら、正規軍による武力行使未満の行動をとることで、他国に危害を与える
事態を指し、そのターゲットは民主主義だ。国際政治学の視点に立つ“ハイブリッド戦争”の研究が、米中露の大国間競
争下の現在、生き残りをかけた日本に求められている。“ハイブリッド戦争”の概念の変遷から、ユーラシアの東西におけ
る数多くの事例などを紹介しつつ、日本外交・安全保障への提言を盛り込んだ新進気鋭の研究者による意欲作。

ハイブリッド戦争の時代

●著者：志田 淳二郎
【略歴】名桜大学（沖縄県）国際学群准教授。１99１年茨城県日立市生まれ。中央ヨーロッパ大学（ハンガリー）政治学部修士課程
修了、中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士（政治学）。中央大学法学部助教、笹川平和財団米国（ワシントンDC）
客員準研究員などを経て現職。専門は、米国外交史、国際政治学、安全保障論。主著に単著『米国の冷戦終結外交─ジョージ・
H・W・ブッシュ政権とドイツ統一』（有信堂、2020年）などがある。
●並木書房
●価格：１,７60円

コンドル 
FUELハイドレーション
パック/1名様02

PRESENT

2.5ℓの水分補給パックが付属
したハイドレーションパック。
暑くなるこれからの季節に活
躍間違いなしのアイテムだ。
こちらを１名様に。

【提供:WHITE HOUSE】

フジカンパニー 
BBシリコンオイル 
３本セット/3名様03

PRESENT

エアソフトガンのメンテナンスに欠かせな
いシリコンオイルスプレーを３本セットに
して３名様に。【提供:フジカンパニー】

フロンティアオリジナルカスタム
東京マルイV10ウルトラコンパクト
two-tone/1名様01

PRESENT

サブコンパクトサイズのカスタム・ガ
バメントの中で高い人気を誇る「V１0
ウルトラコンパクト」の、ホビーショ
ップ フロンティアオリジナルカスタ
ム“ツートーン”を １名様に。※こち
らのプレゼントは１8歳以上用のモデル
のため、１8歳以下の方のご応募はでき
ません。【提供:フロンティア】

7.4V 1,000mAh 25C-50C 
Lipo スティックバッテリー 
タミヤ互換コネクター/1名様04

PRESENT

サバゲ三等兵一同も驚いた（今月号P88
～参照）高性能電動ガンリポバッテリー。
電動ガン向けに設計された高品質なセル
を採用しており、安定・継続した出力性
能を備えた逸品！　【提供:DCI Guns】
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