
 

L.A.流護身術 ＜戦闘用＞  

 

私は若い頃に幾つかの武道を多少習った事はありますが、決して武道のエキスパートではありません。只

その後、日米英で様々な武道家格闘家の猛者達の、惚れ惚れとする様な凄技・切れ技を何度か実戦（スト

リート・ファイト）で見せて貰う機会にも恵まれ、それらを参考に、自己流の「護身術」を開発して来ました。 

 

私の住むアメリカでは、全国で15秒に1件強盗事件が発生しているという現実があり、知人やまたその娘さ

ん達などにこの護身術を教授しておりますが、プロとして教えている訳では無く、あくまでも限られた人達に

のみ教えて来ました。 

しかし、最近急激に緊迫して来た尖閣事情に於いて、国内に潜伏している支那人工作員達による全国一

斉暴動の可能性も想定をしなければならない事態となって来ており、ネット上で公開をする事に致しました。

特に今は、在中邦人が心配です。中国にお知り合いがいらっしゃる方は、是非このサイトのリンクを送って

頂く事をお願いしたいと思います。 

 

実は日本は、我々を恐れるある強大な勢力によって3世代にも渡り洗脳され、心理的（教育やメディア）また

物理的（食品添加物、治療薬、ワクチン等）な手段によって弱体化され。「青少年に刃物を持たせない運動」

も戦後半世紀の間、真綿で首を絞める様にどんどんと強化され続けて来ました。勿論大人も同様で、現代

の刀狩りは今も続いており、年々ナイフや刀の所持に対する規制が強化され続けています。 

連中は、強い日本人が怖くて仕方がなく。有事に備えて、我々の牙を抜き続けているのです。 
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これも参考にご覧になってみて下さい。 

【ねずさんの ひとりごと 昭和の巌流島決戦･･･国井善弥】 

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-781.html 

日本人の持つ高い戦闘能力を恐れたGHQは、戦後の占領時に日本武道の禁止、絶滅を画策しました。し

かし、それを阻止した偉大な武道家が存在したのです。 

 

リンク 

【勝者の書いた歴史は真実か？ By L.A.】 

http://erdrick.web.fc2.com/ 

【L.A.より外電まとめ】 

http://ladutorm.blog.fc2.com/blog-entry-196.html 
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この護身術は私の自己流です。もし、身近に武道家や格闘家の方がいらしたら是非直接正確な指導を

受けて、改善の必要な部分があればその専門家の方のアドバイスに従って下さい。私の周りの武道家や

格闘家達の中には、女性に即席に技を少し位教えたっていざとなったらパニックして大した事は出来ない、

武道の技は長期間習わなければ使いものにはならないと言う人達もいます。確かにその通りかも知れませ

ん。しかし、そこに僅かでも助かる可能性があるのならば、教える価値があると私は思います。 

また、下手に賊を怒らせたらかえって危ないのではないかと云う意見もあります。これも、確かに一理あり

ます。また武器も、もし相手に取られたら最悪です。例えばアイロンを投げ付けたら、それを投げ返される

かも知れません。 

地元のロス市警も、危険だから抵抗しないで賊に従う様にと指導しています。しかし、ロス市警の友人に

直接聞くとそれは表向きだよ、やはり殺されては元も子も無い、戦うのも一つの選択だと言っていました。最

終的には個々に於いて結論を出すしかないという事でしょう。 

 

また、これを公開する事で敵に手の内を漏らすのはまずいのでは？ とご心配する方もいらっしゃいます

が。こんな技、殺戮のプロ集団の敵は全て知り尽くしていますよ。それよりも、我々が本気であると敵に知ら

しめる事による抑止効果も狙っているのです。 

既に潜伏中の訓練された戦闘員達も、自分達が傘で目を突かれて止めを刺され、何時間あるいは何日

間も悶絶しながら息絶える姿。火炎放射器で生焼きにされ、長時間も苦しんで死ぬ姿を想像すれば、必ず

士気にも影響します。 

 

それから断っておきたいのは、護身術はいくら多くの武道用語や接近技が使用されていても決して武道

ではありません。当然、暴漢を相手にはルールもへったくれもありません。どんなに汚い手を使ってでも、

相手の攻撃さえ阻止し同時に逃げる態勢を整える事が出来れば良いのです（賊に反撃する事により、逃

げる為の時間をかせぐのです）。慣れていないので手加減が分からず、相手に致命傷を与えてしまっても

それは仕方がありません。 

しかし今回は只の護身術だけではなく、時局を鑑み＜戦闘用＞と銘打って、強化版をお届けしておりま

す。違いは、通常は相手が怯んだら隙をみて逃げるのが目的ですが、もし有事が発生した場合には確実

に止めを刺す或いは相当の傷を負わせないと、この先味方の誰かがこの賊に殺られてしまうからです。 

ですから有事の際は、攻撃を阻止するのみならず、とにかく致命傷を与える事を目指します。賊が倒れた

ら、逃げる前に傘・杖・鉛筆・箸・ボールペン（指でも良い）などで目を突いて（えぐって）とどめを刺します。

その際の賊の抵抗を難しくさせる為に、まずは目潰し（後述）或いは、ペッパースプレー（メース）をしっかり

と賊の目に振り掛けます。そして、何処にでもあるし長いので傘が最適ですが、無ければ棒でも枝でもなる

べく長く先端の尖った物で、のた打ち回る賊の目を狙って何度も突いて下さい。手応えを感じたら、後は即

座に逃げて下さい。長い時間が掛かりますが、賊は必ず死に至ります。出来ない方は、男性を呼んで来て

代わりに止めを刺して貰って下さい。口鼻を目がけて消火器を大量に噴射し窒息死を狙うことも出来るでし

ょう。最低でもペッパースプレー（メース）は必ずかけて逃げて下さい、少なくとも時間が稼げます。 

 

 

 

 

＜武道や護身術の心得、また訓練を受けた事が無くても人の体には沢山の武器が備わっています。また、

私達の身の周りは、良く見れば実は武器で溢れています＞ 

 



【賊が自宅に侵入して来た場合】 

まず叫び声をあげる、これは意識をしていなくても多くの人々が取るリアクションです、しかし、もし窓が閉

まっていたら声は外には聞こえません。FBIは、まず灰皿、食器、瓶、置物などの何か重たい物を窓ガラス

に投げ付けて割り、それから、「火事だ！（Fire!）」と叫べと教えています。ガラスの割れる音は即座に人々

の注意を引きますので有効です。しかし、そこで「助けて！（Help!）」と叫ぶと皆が怯えて、家に鍵を掛けて

閉じこもってしまうからだそうです。火事と聞いたら皆慌てて外に飛び出して大騒ぎとなり、賊は騒ぎに恐れ

て逃走する可能性が高いという訳です。「火事だ！」とまで叫ぶ必要があるかどうか分かりませんが、非常

に参考になるアドバイスだと思います。 

そして、まずは逃げる事です（裸足で）。退路を確保する為に、近くに椅子があればそれを使い（良く猛獣

使いがやっている様に）脚を相手に向けて近付かせない様にします。じっと持っていると椅子を奪われま

す。前後にピストン運動をして動かし、椅子の脚で相手を突きます。 

 

それから私はこちらで一人暮らしの女性には、古着屋で男性用の革ジャンや靴（大きい物程良い）を買っ

て来て部屋に置く、拳銃のカタログや雑誌を良く見える所に置いておくなども提案しています（見たらここに

は銃も置いてあると思うでしょう）。賊が窓から覗き込んだ時に侵入を躊躇させられる可能性が有るからで

す。ネットオークションでポリスグッズを買い集め、住んでいるのが警察関係者と思わせる手もあります。 

日本でも、玄関に大きな男性用の靴を置くなどの応用が出来ると思います。玄関を見た人は中に大男

がいると思いますよね（しつこい押し売りや勧誘にも多少の効果が望めるかも知れません）。男物の洗濯物

を干すという手も有りますね。 

 

【剣・棒術】 

それから私達の身の周りは、傘、箒、はたきなど、武器として利用できる物で満ち溢れています。スポーツ

をなさる方はゴルフクラブ・バット・テニスラケット、あれば勿論木刀、その他、棒状の物はすべて武器となり

ます。上段に構え振り下ろすふりをして、瞬間に引いて目や喉を突く、或いは脇、金的、膝、すねを打つな

ど別の技に変えます。賊が予期せぬ動きをする事が必要です。「突き技」はご存知の通り強力な技です。

または、上体は防御され易いので下半身を狙います。そして、下半身（足）にダメージを与えれば追って来

られないからです。膝関節は側面を強打すると骨折し易いです、骨折しなくても痛くて歩けなくなります。正

面から足を打てる体制の場合はすねを打ちます。やはり、痛くて動けなくなります。 

長い武器ほど賊に奪われるリスクが大きくなります、振り回す時はそれを念頭に置いて下さい。その点で

も突き技は優れています、相手が武器を奪い難い動きなのです。 

相手との距離がある場合、大声で気合を発しながら上段に構えたまま突進し。相手の直前で突然体勢を

落として跪く様な形になり、確実に防御の甘いすねを水平に打つ方法も有ります。 

まあ、確実に敵もこれを読んでいると思いますので臨機応変に技を変化させて下さい。後、脇も大きな急

所です。賊の脇が開いている時は、脇を下から強打して武器を落とさせます。 

 

尖った物もすべて武器となります。賊に捕まった時は、鉛筆・ボールペン・箸・ペーパーナイフなど尖った

物で賊の目や体を刺します。そして同時に、後述する接近技（「金的」・「頭突き」・「顎打ち」・「猿臂・裏拳」

など）を繰り出します。そして勿論、包丁その他のナイフ類。また、ベルトもバックルの部分を振り回すと武

器となります。普段から何がどこにあるのか確認をしておきましょう。 

 



【熱湯・油】 

もし賊の進入時に、熱いお茶やコーヒーなどを飲んでいたら大変にラッキーです、瞬間にその中身を賊

の顔、目をめがけてフリスビーの要領で振り掛けます（その際、自分が火傷をしない様に注意して下さい）。 

 

また、やかんにお湯が沸いていたらやかんごと賊に投げ付けます（くれぐれも自分がやけどをする事がな

い様に想定してシミュレーションを行って下さい）。 

揚げ物をしていた場合は熱い天ぷら油を敵に振り掛ける訳ですが、超高温ですので要注意です。その代

わり、体のどこにかかっても絶大な効果が得られます。容量の小さい手鍋（ソースパン）や柄杓状の物を利

用して掬い取り、それを賊に振り掛けます（同じくフリスビーの様に内側から腕をスイングします）。 

 

注：去年のバージョンをお持ちの方は、天ぷら油を鍋ごと賊に投げ付けるとあると思いますが、余程小さな

鍋でない限り難しいかも知れませんね（火炎瓶、火炎放射器と並び火傷を負う危険性が高いので、くれぐ

れもシミュレーションを行って下さい）。 

 

その他、お酢・醤油・塩・胡椒・一味など「目潰し」として使える物がキッチンには溢れています。正し、粉

末は遠くに飛ばないので液体が有効です。フタを開けて賊の顔に向けてばら撒くか、タバスコなどは瓶を

逆さまに持ち、タイルカウンターの角や他の瓶にぶつけて先に割り、それを賊の目にめがけてダーツの要

領で投げ付けます。 

もし、賊が鍵などを壊し進入中など事前に時間がある場合は、110番をした後即座にこれらの武器の準備

をします。犬を飼う事も有効です。例え大型犬でなくても、本能的に飼い主を守るので時間稼ぎをして助け

てくれます。 

 

【火炎放射器1】 

ヘアースプレーやスプレーペイントなどのスプレー缶の中には、ライターで着火をすると火炎放射器（炎

のみ）となる物がいくつかあります（注：調理油のスプレーは発火点が低いので火炎放射器にはなりませ

ん）。但し、賊は燃えても家が燃えては困ります、必ず消火器を常備しておいて下さい。どれがどの位燃え

るのかテストをする場合はくれぐれも気を付けて、そして必ず消火器を準備の上で行って下さい。また着火

は、着火部分が延長されたライターを使うのが着火し易くベストです。ロウソクを立てて置いてそれに向か

って噴射するのも良いでしょう。 

確実に賊の衣服が燃え始めたのを確認するまでは、火炎放射器の手を緩めてはいけません。中途半端

な攻撃は、賊の怒りをかい反撃を受ける事につながります、目的は、逃げて助けを求める時間を稼ぐ事に

あります。しかし、衣類は結構簡単に燃え始めますのでそれ程難しい事ではありません。 

 

【火炎放射器2】（危険：取り扱い注意） 

特にWD-40やCRCなどの潤滑油のスプレー缶は炎だけでは無く本物の火炎放射器になります、一瞬放

射するだけでも多量の未燃焼の油が衣服に飛散し、あっと言う間に燃え上がりますので、賊は一切反撃を

する時間がありません。難しいのは、火達磨でのた打ち回る賊をそのまま放置せずに、（この時点では、も

う酷い火傷で反撃は出来ないでしょうから）消火器で消火をしてから逃走することですが、出来なくてもしょ

うがありません。まあ、命と家とどちらが大切かと言う究極の選択ですね。とにかく、戸外に逃げ出したらす



ぐに119番と110番です。 

もし賊がドアをこじ開けている最中でしたら好機です。WD-40を用意しこちらから鍵を開け、即座にドアを

蹴破る勢いで開けます。それと同時に火炎を噴射します（不意を衝くのです）。そして、燃え上がる相手を、

用意した箒やバットなどで向こう側に突き倒します（或いは蹴り倒す）。出来るだけ自宅への類焼を防ぐ為

です。 

この火炎放射器は超強力。簡単に賊を死に至らしめる事が出来るので、通常時に於いては使用に加減

が必要な程です（自宅類焼のリスクを減らす意味でも）。しかし有事の際は、賊を確実に焼き殺す事を目指

します（但し、くれぐれも類焼にはご用心下さい）。 

＊特に有事の際は、各部屋にこの潤滑油のスプレー缶とライターと消火器のセットがあれば万全です。 

 

直接強燃性の液体を振り掛ける手も有ります。着火するにはマッチ棒を擦ると同時に、その擦った勢いで

賊にそのまま投げ付けます（火がついている内に）。また、ジッポーライターをお持ちでしたら完璧です。こ

のライターは遠くに投げても火が消える事なく確実に着火出来る為、軍用に指定された物だからです。し

かし、着火し損なった場合があっても、賊は自分の銃を発射すると同時に燃え上がります（強燃性の液体

は、着火のタイミングを間違えると自分も大火傷をしますのでくれぐれもご注意下さい）。 

また、例えばマンションの窓から地上にいる銃武装の賊を発見したならば、強燃性の液体を静かに垂らし

ます。音も無く落ちて行きますから、賊はビショビショになって初めて気が付きます。そして自分の銃を発射

した瞬間に勝手に自爆します（熱い天ぷら油を掛ける手も有ります）。 

また、鉢植えなど重たい物があればそれを投下します（バーベルなどがあれば最適です）。 

 

使用する強燃性の液体は、ガソリンが一番強力ですが、くれぐれも取り扱いにはご注意下さい。その他、

シンナー、除光液、ベンジン、懐炉の燃料など、普段から何が何処にあるか確認をしておいて下さい。 

強燃性で無くても、調理油のスプレーや灯油なども武器になりますが。着火を確実にする為に、スプレー

缶の火炎放射器と組み合わせると完璧です。 

 

注：スプレー潤滑剤は古いものは避けて下さい、圧が弱いと油が霧状になりませんので着火しません。ま

た、新しくても赤い延長のストローやWD-40のスマートストローを使うと、やはり油が霧状になりませんので

着火しません。ご注意下さい。 

 

【火炎瓶】（危険：取り扱い注意） 

有事の際には必ず必要となります、世界の定番です。ネットで作り方が検索出来ます。勿論、平常時に於

いても必要に応じて活用して下さい。但し、くれぐれも取り扱いに注意です。 

 

【賊に拉致されそうになったら】 

敵に手首や腕を摑まれた場合は、拳を作り、気合と共に一歩足を踏み出して相手の摑んだその手の親

指側の方向に、腕を大車輪の様に最大の円を描いて回します。子供が大人に対しても使える程簡単に手

が解けます。回したその手の勢いを落とさずに、裏拳で敵の顔面を打ちます（特に、目、こめかみ、顎で

す）。相手が怯んだら、その隙に逃げます。 

もしそれでも追いつかれ、どこかに連れ去られそうになったら、地面に背中から倒れ込み足を自転車をこ

ぐのとは逆方向に回しながら、一回一回、力を込めて踵蹴りを繰り出しながら大声で助けを呼びます。同じ



く、子供が大人に対しても使えます。これをされると子供であってもなかなか持ち上げるのは難しく、時間稼

ぎになるのです。 

 

【賊が前から来た場合】 

「金的（金蹴り）」：とにかく金的です。言わずと知れた男の最大の急所です。「前蹴り」気合と同時にその

まま蹴る、「膝蹴り」体が接近している場合は膝で蹴り上げる（下から突き上げる様に蹴ります）。例え、相手

が急所にプロテクターを着けていても怯む程、効果が有ります。拳で思いっきり叩くのも良いでしょう、完全

に入れば充分に逃げる時間ができますが、完全に入らなかった場合でも、瞬間怯む可能性が大です。金

的を直接手で掴んで捻り上げると云う方法もあります。賊が少しでも怯んだら間髪を入れずに頭突き、顎打

ち、猿臂・裏拳です。相手に反撃の時間を与えてはいけません。技は連続して、繰り出すのが基本です、

躊躇する時間はありません。繰り返し練習が必要です。 

 

注：すべての技に於いて、同時に腹の底から気合を発します。それにより破壊力が2～3割増します。また、

同時に賊を威嚇したり、賊が声に驚いて一瞬でも怯む可能性もあります。 

それから、少し専門的になりますが、対戦中の呼吸は瞬間に鼻から吸い込み。吐く時には口からゆっくり。

これを繰り返します。息を吸い込んでいる間は防御が甘くなるので、その時間を最小限に留めるのです。

そして、敵を攻撃する時も相手が息を吸う瞬間を狙うと成功率が上がります。これが出来たらエキスパート

レベルだそうです。 

 

「歯（賊の指、耳、唇、舌などを噛む）」：後ろから口を塞がれたら、指に思いっきり噛み付く（特に有事の際

は、完全に指を喰い千切る勢いで噛んで下さい）。 

抱きつかれたら、賊の耳や唇を食い千切る。もし強姦されそうになって、相手が口に舌を入れて来たらこれ

はチャンス、舌を喰い千切ります。相手が怯んだら、その他の技を繰り出します。 

 

「頭突き」：これも「金的」並みに強力です。特に、身長の低い人や女性は急所である眉間・鼻っ柱・頬骨・

顎・鎖骨などを狙い易いのでかえって有利です。躊躇せずに首でスナップを効かせて、気合と同時に突き

ます、ご存知の様に強烈な破壊力があり、相手を失神させられる可能性があります。特に鼻っ柱に命中し

た場合は、暫く鼻血が止まりませんので、戦意を喪失させる効果が期待できます。そして、即座に「金的

（金蹴り）」、「顎打ち」、「猿臂・裏拳」です。 

 

「顎打ち」：正拳、裏拳、掌底のどれかを距離に拠って使い分けます。立ち位置にも拠りますが、裏拳や掌

底は出来るだけ下から打ち込みます。人間は、顎から脳天（垂直に上ではなくて、顎から頭部の中央、重

心点に）に向かって衝撃を受けると簡単に失神するからです。しかし、正拳で真っ直ぐに打っても顎に当た

ればフラフラになります。また、これも身長の低い人や女性には有利です。例え正拳で顎打ちをしても下か

ら当たるからです。角度が完璧であれば大して力が入っていなくても効く程です。即座に金的、頭突き、猿

臂・裏拳です。 

 

顎・こめかみ、を打たれると一瞬脳への酸素の供給が断たれますので、少なくとも、まずは視野が極端に狭

まり電気を消された様に薄暗くなります。同時に体全体の力が抜けますので、体を支えている脚がガクガク

になります。強打されると、失神に至ります。 

またみぞおちを棒などで強く突かれますと衝撃で横隔膜が麻痺し、息は吐けても吸うことが全く出来ない



状態になり、喘息の発作並みに苦しい状態が続きのた打ち回ります。 

 

「猿臂（えんぴ、肘打ち）」（前猿臂）：女の肘鉄と言う言葉もある通り、鍛えていなくても破壊力があります。

右脇に、親指を上にして拳を作り、左手のひらをその拳に添えます。前に体重をかけながら、左手を当て

たまま、敵の肋骨をえぐる様に気合と同時に肘打ちを繰り出し、打撃の瞬間に拳を180度ひねって下さい。

破壊力が倍増します。 

その直後に、今度は「裏拳」にスナップを効かせて、賊の顎、或いは顔の側面（こめかみ）を打ちます（同時

に左の拳は、右脇をガードします）。そして、金的、頭突き」、顎打ちです。 

（後猿臂）：上記の前猿臂の手順を、テープを巻き戻した様に逆に後ろに繰り出します。同時に上体も勢い

良く右にひねって破壊力を増します。みぞおちに入れば完璧ですが、肋骨でも折れる可能性がありますか

ら充分です。 

その他猿臂には、（横猿臂）、（落し猿臂）もあります。敵の位置によって使い分けます。敵が屈んで背中が

見えたら落し猿臂が有効です。 

 

注：「突き」や「猿臂」は、危険過ぎることから多くの流派で禁じ手とされている事をみても、その破壊力が伺

い知れます。非常に有効な技です。 

 

【賊が後ろから来た場合】 

（前からでもそうですが）抱きつかれ、両腕の自由が利かなくなった場合、一番有効なのが頭突きです。ど

の方向から攻められても、とにかく相手の頭目掛けて反動をつけて頭突きを思いっきり食らわせます。後方

でしたら、後頭部で頭突きをします。後頭部は前頭部ほど強靭ではありませんが、相手の鼻や歯はもっと

弱いです。 

そして即座に踵蹴りです。下が見えない体勢の場合は、相手の体勢は多分肩幅よりも広く両足を開いて

いますから、その辺りに向かって踵で相手の足の甲を思いっ切り踏み付けます（ハイヒールでしたら相手の

靴を貫通して傷を負わせる事も可能）。金的は、体の向きにもよりますが、前向きでしたら膝蹴り、後方でし

たら後ろに踵を蹴り上げます。 

自分の足が地に着いている場合、急激に両足を上げて宙ぶらりんの状態を作ると、相手の体勢を崩せる

可能性が有ります。 

初めから、体が宙に持ち上げられてしまった状態になった場合は、とにかく頭突きと金的を連打します。

片手か両手が自由な場合は、頭突きの際に相手の髪を掴んで打ち込む。指で相手の目を潰す事などが

可能です。 

もし相手の指が掴めたら強く握り締め、渾身の力を込めて折ります。手の甲に向けて捻り上げますが、小

指は真横にも捻れるので一番折り易いです。 

（電車の中の痴漢も、相手の指を強く握り締め、逆に捻り上げて高々と差し上げ、「痴漢です！」と叫ぶ） 

 

注：外で襲われた場合、石や金属、棒とか、周りに武器になるものが無いか見渡して下さい。砂地でしたら

まず砂を掴みます、目潰しになります。砂は上からスイングして撒くより、内側から水平にスイングした方が

効果が有ります。 

 

「後方頭突き・踵（かかと）」：後ろから羽交い絞め（ネルソン・ホールド）などをされた場合、一番有効なのが

後方頭突きです。同時に踵で金的を後ろに蹴り上げる。或いは賊のつま先を踵で、気合と同時に思いっき



り何度も踏み付けます。ネルソン・ホールドの場合、相手は腰を落として足を大きく開いていますので、つま

先を踏むには斜め後方を狙います。ハイヒールでしたら、更に効果があります。もし、敵がブーツを履いて

いたら、靴紐の部分を狙います、ここには通常プロテクターがありません。 

そして、気合と共に両腕を急激に頭上で閉じて、同時に突然しゃがみ込むと、羽交い絞めが外れます。外

れたら、立ち上がりながら速攻で後猿臂です。 

 

注：エキスパートに言わせると、ネルソン・ホールドがかかる前に、相手の両手が脇腹に来た時点で、大股

開きで完全に無防備の金的が自分の肛門の真後ろに位置している為。自分の肛門めがけて、踵を跳ね上

げるだけ簡単に金的が打てるのだそうです。 

 

「金的」：後から首などを絞められた場合（自分の手は開いていますので）、腰を左右のどちらかにずらし、

気合と同時に、渾身の力で拳（鉄槌）を振り下ろし、金的を叩きます。携帯電話を持っていたら、それを握り

締めて振り下ろします、インパクトが増します。 

そして、即座に後猿臂です（気合を忘れぬ様に）。 

 前から両腕で首を絞める、或いは肩を押すなどして壁に押し付けられた場合も、勿論、金的ですが、人

差し指と中指で喉を突くのも有効です。相手の両腕の間から突くと下からになり深く入りませんので、手を

大きく相手の腕の外側から回し、斜め上（45度）から突き落とします。 

自分の喉仏の下の部分（鎖骨と鎖骨の間）を触って確かめてみて下さい。下から突いても入らないのが解

ると思います。 

 

【路上強盗】 

アメリカでよくある路上強盗事件につきましては、まずは言う事を聞いて財布から金を出す仕草をして賊を

油断させます。そう見せかけて、その手でそのまま顎に裏拳を入れます。わざとお金を落として、賊の注意

が落ちるお金にいった瞬間でも良いでしょう。 

連続技が必要ですので、その直後手刀で水平に思いっきり両目を打ちます、しばらくは目が見えなくなり

ます、充分に逃げる時間がかせげます。 

賊が2人かそれ以上の場合は、財布の中身を全額渡す選択肢も残念ながら出てきます。初めから危険が

予測される場所に行く時には、現金を全額財布に入れる事は避けて下さい。2～3箇所に小分けして持ち

ましょう。 

 

【対刃物】 

敵が刃物を出したら、バッグや鞄などを盾に使います。無いときは、着ているジャケットやシャツを脱いで、

利き腕では無い方に巻き盾とします（繊維に刃物はなかなか刺さらないからです）。 

これは凶暴な犬にも使えます。それを咬ませている間に犬の目に砂をぶっ掛ける、或いは、目を叩いてか

ら逃げます。 

 

注：目はすべての動物の急所です。サメや猛獣、犬などに襲われた場合、簡単な事ではありませんが、目

を叩く或いは指などで突く、えぐる（サメは、鼻先や目を叩く）ことです。生還出来る可能性は僅かでも諦め

るべきではありません。 

 



対刃物のシミュレーションを行う際は仲間同士で玩具のナイフを使い、本気でアタックさせ上記の鞄やシ

ャツを使っての防御訓練をします。何回も繰り返すと多少の慣れも出て来ます。そうして、もし実際に実戦

に遭遇したら、あれは玩具のナイフだと自分に言い聞かせるのです。 

簡単では有りませんが、もし幾らかでも自分を落ち着かせる事が出来れば、敵にはそれは不気味に映り

ます。何しろパニックしてプラスになる事は何一つ無いのです、もし殺られる様な事があれば、それが寿命

だったと諦めるしかありません。 

冷静でいられた方が生還率は格段に増しますし、同時にそれは敵への威圧ともなります。今何が出来る

のか、何をするのが最善なのかを判断するのです。これは闘う場合だけではなく、自然災害も含めた全て

の緊急時に於いて共通です。 

 

【携帯武器】 

「目潰し」：日本でも、ペッパースプレー（メース）やスタンガンは売っているのでしょうか。また、ペッパース

プレーを買わなくても、簡単に代用品が作れます。小さい容器（錠剤用の容器などが良い）で、ポケットに

持ち運べて、開ける時に、瞬間に指でパチンと開けられるもの。この中に一味唐辛子・カイエンペッパー

（ハバネロペッパーなど激辛ならもっと良い）などを入れますが、そのままでは遠くに飛びませんので砂を

混ぜて下さい。使う時には指でパチンと開けて、敵の目をめがけて振り撒きます。 

 

ハイヒール（低め）は強力な武器になります。踵で賊の足の甲を踏み付ける、または前方に踵蹴りを繰り出

す。尖っていて頑丈ですから、倒れた賊の顔を踏み付ける場合など凶器となります。 

逃げる際には、走る為に脱いで逃げますが。ハイヒールは手放さず、先端をしっかりと持って、もし賊が追

い付いたらヒールの部分を振り回して武器に使います。鉈の様に振り下ろしたり、フリスビーを投げる要領

でスイングします。 

 

ベルト・ハンドバッグ等の所持品も、どう武器として使えるか普段から想定してシミュレーションをして下さ

い。小さく硬めで紐が長いバッグは振り回すと有効ですね、角が金具で補強されていたら尚結構です。 

 

後、アル・カポネで有名な「ブラック・ジャック（西洋ヌンチャク）」と同じ効果のあるものが簡単に作れます。

ナイロン製ストラップで輪っかになったキーホルダー（長さ15cm位）に、持っているキーを全部付け、出来

れば更に鉄製などの重たいアクセサリーも付けます。夜道を歩く時などは、小指に輪っかを引っ掛けてか

ら紐を握り（残りの部分がブラブラとした状態にして）ポケットなどに手を入れて歩きます。使用する際は、こ

れを一旦自分の胸元に向けて振り。手首をくるっと180度返したスナップで、顔面や鎖骨に打ち込みます。

例え外れても体のどこでも激痛が走りますが、特に鎖骨は細長くて折れ易いので急所です。折れたら賊は

しばらくは息も出来ないでしょう。 

 

小銭を紐の付いた布や皮の巾着に入れて持ち歩くのも良いですし、とっさの場合は、レジ袋などに小石

や小銭を入れても武器になります。 

それから、車が海や川に転落する死亡事故は、その多くが水圧でドアや窓が開かない為だそうです。こ

れも、レジ袋（出来れば二重にして）などに小銭を入れて振り回せばガラスが割れます。 

 

私のキーホルダーには重い鉄製のアルミ缶タブオープナーも付けていて強力です、これを常時ポケット

に忍ばせています。ロスのダウンタウンを深夜でもあまりに平然と歩いているからでしょうか、黒人達は、避



けるように距離を置いてすれ違って行きます。 

本物のブラック・ジャックを持ち歩いていたら逮捕（カリフォルニア州では違法）されるかも知れませんが、

これは単なるキーホルダーですから問題はありません。小銭入れも同様です。 

そして、先端の尖っているキー自体も武器となります。握り締めて尖った部分で突きます。 

 

また、身の周りで尖っていて長いものはすべて武器になります。鉛筆・ボールペンも常に携帯しましょう。

襲撃されたら敵を突く（特に目を狙う）のに使います、太くてしっかりとして、滑り止めが付いたボールペンが

最適です。 

ピンバッジやブローチ（なるべく針が太くて長い物）も結構強力です、出来る限り身に付けましょう。賊に捕

まってしまっても、片手でも開いていれば針の部分で賊を刺します。1回刺されただけでも痛いです、これ

を連打します。賊の体のどの部分でも構いません。必ず賊にスキが出ますので、そこで他の技を繰り出しま

す。 

 

【自家製の刀】 

自家製の武器も簡単に作れます。 

連中が幾らナイフや刀剣類の所持を規制しても、刃物全てを完全に規制する事は不可能です。そして、

特に和包丁の切れ味は特筆ものです。但し、そのまま武器として使用するには、完全ではありません、包

丁を持つ手が滑ると自分が怪我をします。そこで塩ビパイプ等で柄の部分を大きく補強し、そして出来れ

ば滑り止めを巻けば、完璧な武器となります（更に、頑丈なつば状の物が付けられたら安全です）。 

 

通常のナイフや柄を補強していない普通の包丁で賊と対峙する場合は、米国陸軍で教えているナイフの

持ち方が非常に有効です。 

通常とは逆向き、親指側ではなく小指側の方に刃が来る形（下向き）でナイフを持ちます。蟷螂の前足の

様な形になりますが、違いは刃がこちら側ではなく相手の方を向いている事です。この時、ナイフの峰側

（背）は自分の前腕（手首から肘の間）側に向いていて、刃が前方を向いています。 

この状態で相手に殴り掛かる感じで切り付けると、確実にそして深い傷を相手に負わせることが可能です。

ナイフの峰と前腕が密着した状態で切り掛かるので、ナイフがしっかりとホールドされ傷が深いのと。自分

が自分のナイフで怪我をする事が少なく、またこの持ち方だと相手がこちらの手からナイフを叩き落とすの

が難しくなります。武器は、相手に奪われると非常に危険な状態に陥る事をいつも念頭に置いて下さい。 

もう一つのしっかりしたナイフや包丁の持ち方としては、刃側を上に向けて（つまり通常とは逆に峰側の方

を下にするのです、重要です）両手でしっかり持ち、柄を腰骨に押し付け、体を屈めそのまま相手に体当

たりをします。致命傷を与える事ができます（くれぐれも、自分も切らない様に気を付けて下さい）。 

 

それから、柳刃（刺身包丁）でしたら、少し柄を延長して日本刀の様に使えます。或いは、1メートル位に

延長して、槍・長刀（なぎなた）の様にも使えます。 

木刀や棒などの先端に、釘を沢山打ち込むのも良いでしょう。 

 

【賊が銃を持っていたら】 

これは難しいです。しかし、諦めてはいけません。これが拳銃（ピストル）で、敵との間に距離があって逃げ

る場合は、少し左右に、不規則にジグザグに動きながら逃げます。プロでも拳銃で動いている標的を撃つ



のは難しいです、まず弾は当たらないと思って下さい。 

拳銃では無く、ライフルの様に長い銃でしたら、それは散弾銃（ショットガン）、ライフル、或いは自動小銃

（マシンガン）の何れかになります。 

 

散弾銃：細かい弾がパラパラと雨の様に降って来たらそれは散弾銃です。近距離でしたら自動小銃並み

に危険ですが、距離が離れるに従って威力が落ちて行きます。 

ライフル：遠くても命中率が高いので要注意です。 

自動小銃：もし「ダ、ダ、ダ、ダ」と連射音が聞こえたら、それは自動小銃（マシンガン）です。残念ながら手

立ては有りません、建物、車など頑丈な物の後ろに隠れるしか有りません。 

マンション上階のベランダから重たい物を投下する場合でも、余程タイミングを見計らわないと撃たれてし

まいます。つまり、距離が相当に離れても威力は落ちません。 

 

敵が目の前で、銃を構えている場合。これは簡単ではありませんが、「当たって、砕けろ。」です。 

相手の拳銃が回転式拳銃（リボルバー）の場合は、回転シリンダーの部分を片手で掴む或いは両手でし

っかりと押さえ込み回転を妨げると、相手の指の力だけではシリンダーを回転させる事が出来ませんので、

発射が不可能となります。同時に頭突き、噛み付きです（手が塞がっていますから）。但し、この方法は回

転式拳銃の撃鉄（ハンマー）が引かれていない（デコッキング）状態でなければ有効ではありません。既に

撃鉄が起きていたら幾ら回転シリンダーを止めても弾は発射されてしまいます。また、自動式拳銃（オート

マチック）の場合は回転式拳銃と違い、スライダーを微妙に押しずらして発射をロック状態にしなければなり

ません。 

残念ながらこのどちらのテクニックも一般向けでは有りません。拳銃の知識がある方にのみ有効です。 

そこで誰にでも使える方法もご紹介しましょう。 

眼前の銃を、即座に手ではたいて横に払います（気合も使って）。同時に相手に、摑みかかり、「頭突き」、

「金的（金蹴り）」です。同じ瞬間に敵が銃を撃っても、弾がそれる確率が高いです。 

 

 

＊＊＊     ＊＊＊    ＊＊＊ 

 

 

これらの技を一歩一歩踏み出したり、方向転換をしたりしながら、一つの流れにして練習します。繰り返し

ていれば体が自然に動きます。同時に個別の技を、全く構える事なく、瞬間に攻撃が出来る様にも練習を

します。構えてから技を出すと、賊に準備をする時間を与えてしまうからです。 

 

これを朝のラジオ体操のつもりで日々練習しましょう、健康維持や減量にも効果がありますよ。朝から大声

を出すとご近所迷惑ですから、気合の変わりに「ハッ！ハッ！」と複式呼吸をします。ビリーズブートキャン

プの乗りで良いのではないでしょうか。 

 

更に、ジョギングと柔軟体操も一緒に出来たら完璧です。実は、安全の為には又割りが出来るレベルまで

柔軟である必要があるのです。例え武道をやっていなくても、体が柔らかいというだけで襲われても怪我を

する確率が減るからです。勿論、健康にも良いです。また、自転車で転んだ場合などでも怪我が少なくて

済む可能性が高いのです、体が硬いと急激な物理的変化に対応し切れず、結果衝撃を体でじかに受け

止める事になります。柔らかいと、その衝撃をどこかほかに逃がす事が可能となるのです。 



 

このサイトがいつまでも閲覧できるか保障はありません。コピペして、出来る限り個々でも保存をして頂く

のが良いでしょう。 


