
006	はじめに ……	「独ソ戦」は、避けては通れないテーマ　文・監修／戦史研究家・白石 光

008	独ソ戦とは一体なんだったのか!?
　　 30分でわかる！ ［独ソ戦］全方位概論…… そのとき日本は、世界は？

　　 　010［前史①②］　014［主要国&人物相関図］　015［前期①］　016［戦闘序列編成図］
　　 　018［前期②］　019［東部戦線 戦場マップ］　020［中期］

　　 　022［戦車&戦闘機 進化系譜］　023［後期①］　024［後期②］　025［戦後］

026　    ドイツ 戦車 最強ランキング　第1位～10位

031　     ソ連 戦車  最強ランキング　第1位～10位

独ソ戦
大全

c o n t e n t s
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［東部戦線］のすべてがわかる！
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102 ［ ドイツ戦車 ］  ●フェルディナント重駆逐戦車 ●15㎝自走榴弾砲フンメル ●Ⅳ号突撃戦車ブルムベア ●Sd.Kfz.23４偵察装甲車

104 ［ ソ連戦車 ］  ●KV-1S重戦車 ●SU-122自走砲 ●SU-152自走砲 ●SU-76自走砲 ●M3中戦車 ●チャーチル歩兵戦車

107 ［ ドイツ火砲 ］  ●MG42機関銃 ●15㎝ネーベルヴェルファー41型

108 ［ ソ連火砲 ］  ●ZiS-3	76㎜野砲 ●PPSh-41短機関銃 ●120㎜迫撃砲	PM-38 ●デグチャレフPTRD1941対戦車ライフル

　110	Round	4	独ソ戦中期 戦闘機対決 ［　	フォッケウルフFw190A-4］　	［　	ラボーチキンLa-5］

112  ［ ドイツ航空機 ］	●メッサーシュミットMe323ギガント	●ユンカースJu52/3m

113 ［ ソ連航空機 ］	●イリューシンIL-2	●ヤコブレフYak-7

114 ［ ドイツ航空機 ］	●メッサーシュミットBf109G-6	●ユンカースJu87G-2

115 ［ ソ連航空機 ］	●ヤコブレフYak-9	●ベルP-39エアラコブラ

116　ソ連を救ったレンドリース兵器	──	113億ドルの援助物資	──
　　118	［コラム］	ヒトラーが夢見た千年帝国 ソ連を屈服させた暁には

　
120  独ソ戦	後期	目覚めた赤熊の有無も言わせぬ暴力

　　122　［戦術解説 ◉全縦深同時打撃］	ソ連版電撃戦
　　126　 戦史 11  バグラチオン作戦

　136	Round	5	独ソ戦後期 戦車対決 ［　	ティーガーⅡ重戦車］　	［　	IS-2重戦車］

138 ［ ドイツ戦車 ］	●Ⅳ号戦車/70	●ヤークトパンター

139 ［ ソ連戦車 ］	●SU-85自走砲	●ISU-152自走砲

　140	Round	6	独ソ戦後期 戦闘機対決 ［　	フォッケウルフFw190D-9］　	［　	ヤコブレフYak-3］

142 ［ ドイツ航空機 ］メッサーシュミットMe262A／ミステル

143 ［ ソ連航空機 ］ ●スーパーマリン	スピットファイアMk.V	［ ソ連火砲 ］ ●B-4	203㎜榴弾砲 ●BS-3	100㎜野砲

　　144	［コラム］	ヒトラーは本当に死んだのか？	秘密の死に踊った者たち

　　146　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			ドイツ&ソ連 軍人名鑑
　　158　［	独ソ比較資料編	❶	］	ドイツ軍／武装親衛隊／ソ連軍　素性がわかる 階級一覧
　　160　［	独ソ比較資料編	❷	］	兵力／火砲／戦車／航空機　数字で見る 開戦時の戦力
     　　　  ［	独ソ比較資料編	❸	］	ドイツ／ソ連／主要各国　 航空機・戦車の 毎年の生産量

036  独ソ戦	前期	鷲
ドイツ

と熊
ソ 連

、宿命の対決
038	［戦術解説 ◉電撃戦］	電撃戦とは一体何か？

042　 戦史 １   ブレスト要塞攻略戦
044　 戦史 2  スモレンスク攻略戦
046　 戦史 3  キエフの戦い　

　　　056	Round	１	独ソ戦前期 戦車対決 ［　	Ⅳ号戦車D型］　	［　	T-34/76中戦車］

058 ［ ドイツ戦車 ］ ●Ⅲ号戦車E型	●Ⅲ号突撃砲B型	●38（t）	戦車	●Ⅱ号戦車　

060 ［ ソ連戦車 ］ ●KV-1重戦車 ●BT-7快速戦車 ●T-26軽戦車 ●BA-20M装甲車

062 ［ ドイツ火砲 ］	 ●8.8㎝高射砲	FlaK36 ●10.5㎝榴弾砲leFH18 ●15㎝歩兵砲slG33

063 ［ ソ連火砲 ］ ●カチューシャ ●F-22USV	76㎜野砲 ●M1942	45㎜対戦車砲

064 ［ ドイツ小火器 ］	●MG34機関銃 ●Kar98K歩兵銃 ●MP40短機関銃 ●ワルサーP38拳銃

065 ［ ソ連小火器 ］	●DP28軽機関銃 ●モシン・ナガン	M1891/30歩兵銃 ●PPD-34短機関銃 ●トカレフTT-33拳銃

　 066	Round	２	独ソ戦前期 戦闘機対決 ［　	　　	Bf109F-4］　	［　	　　		LaGG-3］

068  ［ ドイツ航空機 ］ ●メッサーシュミットBf109E-3 ●ユンカースJu87B-1スツーカ

069 ［ ソ連航空機 ］ ●ポリカルポフI-16 ●ミコヤン・グレビッチMiG-3

　　070	［コラム］	ドイツがソ連に攻め込む理由	東方膨張主義の源流

072  独ソ戦	中期	血と鉄で互いを磨り潰す戦い
　　074　 戦史 8  スターリングラードの戦い
　　

080
　 

　　　　　　　　　　　　　　　
猫
ソ連兵

とネ
ド イ ツ 兵

ズミたちの戦い方

　　084　 戦史 9  第三次ハリコフ戦	
　　086　 戦史 10  ツィタデレ作戦

　096	Round	3	独ソ戦中期 戦車対決 ［　	Ⅴ号戦車パンター］　	［　	T-34/85中戦車］

098 ［ ドイツ戦車 ］  ●Ⅳ号戦車G型 ●マルダーⅢ対戦車自走砲 ●ティーガーⅠ重戦車 ●Ⅲ号突撃砲F型

100 ［ ソ連戦車 ］ ● T-34/76中戦車 ●KV-1重戦車 ●マチルダⅡ歩兵戦車 ●T-60軽戦車

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 前期 ［陸上兵器 編］

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 中期 ［航空機編］

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 後期 ［戦車編］

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 後期 ［航空機・火砲編］

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 前期 ［航空機 編］

ドイツ軍 vs ソ連軍 兵器大図鑑 中期 ［陸上兵器編］
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　　092　

　　　　　　　　　　　　　　
戦車を待ち受ける罠

　　095		

　　　　　　　　　　　　　　　	
マンシュタインの裏

バックハンド・ブロウ

拳打ち

　　128　 戦史 12  春の目覚め作戦
　　130　 戦史 13  オーデル・ナイセの戦い／ベルリン防衛戦

048　 戦史 4  レニングラード包囲戦
050　 戦史 5 	クリミア半島攻略戦
052　 戦史 6 	モスクワ攻防戦
054　 戦史 7 	第二次ハリコフ戦

VS

メッサー
シュミット

ラボーチキン・	
ゴルブノフ・
グドコフ

戦術解説
◉市街戦戦術

戦術解説
◉パックフロント

戦術解説
◉バックハンド・ブロウ

［最恐の陸軍元帥］から［歴戦の戦車大隊長］
［凄腕スナイパー］［伝説の女性飛行士］まで、全35名


