
特集・連合艦隊 その誕生か嚇鴇まで①

A HISTORY OFJAPANESE COMBINED FLEET by Yoichi Hirama

暴 時の戦艦長門 本艦は同型艦陸奥とともに 長く連合艦隊の力の象徴だった

★はじめに

連合艦隊は日本の国力を象徴するものであり 日式駆

逐艦 l隻の軍嶽旗でソピエ トの漁業監視船が姿を消し

オホーツク海の蟹漁船を界護していたが,連合艦隊が消

えると,L方四島 
“

島が奪われ,尖閣列島や沖の鳥島が

奪われようとしている現実を見れば明らかであろう。日

本の隆盛を最初に印した連合艦隊の戦いは 清国との責

海の海戦であり この勝利で日本はアジアの強国と認め

られ 次いで戦ったロシアとの日本海海戦で不平等条約

を解消し,ロ シアのアジア侵略を阻上して世界5位の海

軍国となった。

さらに第 1次大戦では米西岸からインド洋 地中海べ

と般隊を派遣し 世界3位の海軍国となリ パリ講和会

議では5大国として国際連盟の常任理事国に列した。当
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時の
'少年倶楽輌 話付録のカルタに '降奥 と長円は日

本の詰 りJと の本Lがあるように 世界最大の41セ ンチ

砲を装備 し 天守閣を連想させる艦橋を持った連合艦隊

旗艦の戦確長 1量 や陸奥か,自波を蹴って航行する英委は

国家の威信と国力の象徴 として多 くの国民に敬愛されて

いた。

しか し大平洋戦争に敗北すると 世界の海軍史上に大

きな功績を残し, 日本帝国に限りない米光と繁栄をもた

らした連合艦医力ヽ と判されるまでに変わった。なぜだろ

うか。本論ではこの連合艦隊の栄光とF■折, その問題点

について政戦略的鯛1面から吉いてみたい。

☆日本海軍の創設と連合艦隊の誕生

明治2年の官制改定で兵都省が設置された時の海軍

は 軍艦3隻 2.500ト ン 明治4年に各藩からの献細硫
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や政府購 入分 を力「 えて も 軍艦 14真 ,輸送船3■

13832ト ンに過ぎなかつた 艦隊 という名称の部い

最初に編成されたのは明治3年 7月 28日 で 明治政府

は普仏戦争が始 まると
'大政官布告Jを発 し局夕「中立を

宣言したが 中立itiには

'仏
両国艦にの中立違反をl■

上しなければならず 兵部省は 1賃から3長で小艦医を

編成 し,横浜 兵庫 長崎などに配備 した。 しかし 隻

数は9隻だけで艦艇 も各藩から明治政府に献上中の過渡

期のため 長崎の小鷹医は佐賀幕■ 兵庫の小艦隊は薩

摩書J=が 乗 り組んでいた.

当時は西F71フ,強がアジアヘの侵略を力]速 しており 海

防が優先され呼称も 悔 陸軍Jで 明治 5年には
'地形

を案するに皇回日本は海中に孤立し 西欧の耶蘇 (や そ)

教国は耶ホ教により文配 しようとしている.英国は海草

を盛大にして今日の策栄を得た.海日の繁栄は海軍の盛

強によるJので 軍続大小200隻  人員 12500名 の大

海軍を磋設すべきであるとの「大二海エ フ創設スヘキノ

まJ力 '兵
部省から太政官に提議されていた.

明治 5年には小r.隊 2区で■艦隊を 明治 17年には
'逮

合艦隊編制条例Jを 制定 2つの艦隊で連合lr区を編成

し 明治22年 に,よ 常備艦隊 と名称を変えたが これは

紙■だけの連合艦隊で 曰清戦争まで実際に編成される

ことはなかった.

★日清戦争と連合艦隊

朝鮮をめくり曰●の対立が激イヒすると 海軍は海軍増

強計画を明治24年か ら25年 12月 まで提出したが 政

争から議会を解散 した

' 
議会に提出しても2回 も否決

するなどコップの嵐に明け暮れていた.こ れを重慮 した

明治天皇は国防は 愉 試ノ因タルベカラズJ.同防を軽

視すれば「百年 /悔 フ遺 (ノ コ)リ ムJと  宮廷費30

万円を

'年
節約 し6年間,製 艦費 ノ補足Jに 当てよ

文武の官僚は 6年 間■給の 10分の [を 建1監 費 として納

めよとの詔効を下 した。 しか し 2年間の建艦予算の否

決から戦艦八島 富■ 巡洋r.明石 通報艦宮古は戦争

に間に合わず さらにイギリスで建造 した水言砲艦龍田

は戦争力綸 まったため 回航中にアデンでイギリスに■

立条約で抑口され チリ海軍から購入したエスメラルダ

Esmeralda(後 の和泉)も 戦争には間に合わなかった。

このような情勢を受け日本海軍は 慌ただしく艦隊編
‐
llを 政定し日清戦争を迎えた。

明治27年 6月 18日 にはT顧 隻以上で脆隊を続制し

水言誕 と輸送1,も 含めていたが 7月 13日 には22年 7

月編成の主力艦による常備艦隊にlllえ て Jヽ型 口式艦艇

で沿岸警備月の彗備艦 l.・ を編成 し その6日後には書 lF●

艦体を西海艦体 と名称を変え常備艦隊とともに述合艦隊

に組み入れた。連合籠隊は主力艦の三景艦から武装商船

水雷母艦から水雪艇 捕給船までを含め 西調 監隊は|ヽ

型低速の 日式スループの大和 武蔵 砲航tF城など8賃

で編成 した。 しかし 各艦は武器だけでなく 迪力や旋

同をも具なり陣形運動もままならぬ歪な証医であつた.

連合艦隊の最初の戦いは 明治27年 9月 の清国北洋

艦隊との費海海戦であつた.列国海軍は世界最初の汽カ

航走の近代的軍艦による海戦 大口径主砲 と小口径の速

討砲 衝角 と砲力 有効な射撃を発揮するための陣筋 軍

動や述力などに注目した.海戦は5時間に及んだが優速

を利用 し 常に舷lEl砲火の集中威力を発揮 した日本艦隊

の勝利に終わった。また この戦争では水言艇 3隊が咸

海衛港を夜軽 し 戦争終積に大きな役割を果たし ・j雷

艇に対する評価を高め 戦争後に横須賀.呉 佐世,に

水雷団が新編され Fl敷要落部に水膏艇隊が配備された

★日露戦争と六六艦隊の建造

口清戦争で得た遼東半島を独仏露に中国に返還するよ

う干渉された日本は 天津沖に展開された3国の海軍カ

の圧力で返還しなければならなかった

この不当な三国干渉に国民は重

flに 耐え,「 臥薪管坦Jで軍事賛

の増加を記め,明 治28年 には日

家予算の32パ ーセン ト 明治29

frに は48パ ーセン ト・ 明治30年

には55パ ーセントに達 し, 日露

戦争開戦までに軍艦 57隻 駆逐

艦 19■   ・l( 雪 艇 76_‐  251

700ト ンを建造 した。そ して日本

海海

"は
第 軸 隊 は 艦 4■ 装

甲巡洋艦 2隻 )と  第 21喘 隊 (■

甲巡洋艦 6隻 )と  に防腑 砲艦

主体の第3艦隊 さらには通枷慌

駆逐艦 水ilIな ど91=(206
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渇妨鶴 立 日着戦争で連合艦隊の主力となつた三景艦の一豊である



′ヽ レチック綸障を螢撃する駆逐隊を描いた東城鉦太郎画伯の作品 日露戦

争では戦藍 装甲巡洋艦とともに これら水雷部隊が大きな働きを示した

600ト ン)で勝千Jし た.

日本海海戦は東郷ターンと呼ばれる敵 11直 角回頭 と

主砲によって勝利が決したとのイメージが強い。しかし

戦間経過を計細に見ると 巡洋艦部隊や海lljl監部医 そ

■に 5医の駆逐隊 (21隻 )や 7隊の水雪艇隊 (39■ )

の働きが目覚ましく これらの小艦艇力漱 艦部体の砲撃

戦に引き続いて波熾 撃を力]え  バルチック歯監体を徐々

に繊減 したのであ0 こ

“

ほど大中小各口慌艇が組織的

に運用され 勝Tlを 飾った海戦は世界史に類を見ない.

このl●戦の敗北がロシアを市和会議のテーブルに着かせ

るなど 日本海海戦は曰露戦争の趣勢を大きく変えたが

アルゼンチンの観戦武官ガルシア人た (の ちの海軍大臣)

は 'ト ラファルガーの勝利がヨーロッパをサポレオン

の支配から攻い. 日本海打戦の勝利がアジアをロシアの

支配から■った」と 日本海海戦の勝利を世界史的な

“点で.T価 している.

日露戦争が終わると世界情勢は激変 した。パルチック

艦隊が対 F.沖 に沈むと 人平洋には日米海工 しか残らず

日米海草は相互に仮想敵国となってしまった 米海単は

回露lt争 2年 後の明治40年 には「対 日戦争計画 (In

Ose Of Strained Rclations with Japan)J を立案 し
,

障海草合 F・ 図演を行なった また 日露戦争後に不景気

から大量の移民が波*す ると アメリカの,臼 世論は急

速に悪化し苛 f.1論が復活 日本の青成を過大に扇動し軍

備増強の必要l■ を訴える多数の出版物が発行された。

ルーズヴェル ト大統領はこの世論を利用 し「太い混Ⅲ

を片手に猫なぜ声で話すJべ きであると 強力な艦隊を

整備する必要をれ ,返 し言明 し 明治41年 10月 には威

嚇と親善を目的に戦胞 6箕からなるホワイ ト フリー

トをI・ 凛に送ってきた ―方の日本も明 l.・ 40年 には'市

L日防方 ,卜 Jでアメリカを仮想故日とし ホフイ ト フ

リー トを迎える前に全ll l lを 動員 し 九Ⅲ l卜 で米艦隊を

仮想敵とした最初の海草大演習を行ない 演習が終わる

と.F力 ,監艇を横凛に回航 し「価なぜ声りで人歓迎をした.

★第 1次大戦と連合艦隊

日2戦争から10年後の 19]4年 7月 に第 l次大りが勃
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発すると 日本は日英同盟に基づき,性 したが連合1監隊

は編成 しなかった。浣の子の戦1監

“

隊の第 [艦隊は周辺

海域の ドイツ仮姜巡洋艦の音戒に当て 実戦は 日式艦や

ロシア海草からの捕獲1監 の第2 第3艦隊で戦い イギ

リスの要請て青島攻唯に第 2,監 隊を 巡洋艦エムデン

Endmの追応に特別百造技隊 人平 lI方面に第 1 第2

南遣技オ 特,哺遣技医 南シナ海からインド洋に第 1

特務離隊 南アフリカに第 ]十務艦隊分遣嬌 地中海に

第4務 檻沐 ます1 ニュージーランドに第3特務艦隊

l.海

"方
面に消塩析篠 ウラジオス トク)警備派遣艦隊

′ヽワイ苔備 (l艦交代)と  大 ,′ 洋 インドl■ から地中

海に派遣 し 連合国のシーレーンを,っ た。この派遣に

ようベルサイユ訂和会議では5大国に列せ られ 常lI理

事日の地上 と南洋群島の委任統治権を得た。

第 1次大戦で列日海軍が得た戦訓は 日露戦争同様に

'ド 級1監 はムスとして海戦の人勢を決する最大要素であ

り 海軍兵力の■幹であるJと の戦艦中.し 主義で 日本

海軍も '`回桐競フテ高速 /巨艦 フ実現シツツアリJと

大正6年 にはll破 8■ 巡洋戦顧 賃の人四1監 区 同7

年には八六柾隊,大正9年 には八八艦区の予fI案 を,車過

させた

第 l次大戦では科学技 llの 発達から清水艦 航空機が

海上二カに力]わ り 兵力劣勢な日本海軍は懇水1監 を重

“した。そして建造された海大型 巡清型などで世昇をリ

ー ドし ,1日海軍は駐曰武官には清水艦関係者を派遣す

るほど日本海軍の|●・ 水艦に注目していた。ちなみに大正

15年 の1監隊編市1に

'ま

Ⅲ型を合む市水戦休がlloえ られて

1'る

しか し, これほど優れ重視 した治水ll.で はあったが

大平洋戦争では米大平洋艦踪司令長官のニミッツ元自1に

'日 本海軍の済水艦 .T体 は勇驚でよく訓紘 されていたが

一つの偏向した方針と近視lri,な 最i可流自1.rに よって徹

|● 的に無益に

'肖

耗され また■力発揮を″けられたJと

評されたように 日本海軍は続隊決戦にとらわれ シュ

ノーケルもない浩水艦を警戒厳壺な空fl部隊や場隆部隊

の■撃のため ■いに域に反撃nt兵 力として投入 し

た.さ らに キ1空柾や制海権を失うと 孤島への輸送[
ウ
‘

７
′



加賀とともに初の航空戦隊を編成した空母赤協

務に投入するなど,各種雑月に

'入
して東奔西定の末に

自減させてしまった。

★軍縮時代の不人気と海軍

第 :次大戦後には国際連盟力減 立 しパ リ不戦条約 (ケ

ロック プリアン条約)力
'締

結され,大正 10年 にはフ

シントン軍縮会議でi力艦 昭和5年にはロンドン軍縮

会議で補助艦の新規建造が中止され「海軍休日 (ネ イバ

ル ホリディ)」 め
'始

まると,日民はこれて平和が永久

に続 くと軍縮を賛美 した。さらにロシア革命の成功が極

端な自由平等思想を広0 軍隊が米騒動に出動 し国民に

銃を向けたことから 軍隊は反軍感情 と平和とデモクラ

シーの嵐に晒された.

国民大衆は「大平を夢み安逸に■ リ ロ々に贅沢の風

FII増長 し贅を尽 くしJ軍人の人気力

"低

下 し lC‐軍の「偕

行社記事Jには
'過

去数年の統計によると 将校生徒の

志願者の数の減少のみならず 悧ヨ者中地方の中学校か

らの成績優秀者の数の著 しく減少せることは 国軍のた

め最も憂慮に堪えない。それ故に諸君は帰郷の動 には

努めて母校を訪問し 将校の地位持過 というようなこと

を理解させる努力をして貫いたいJな どとの記事が掲載

されていた。

この傾向は海軍も同様で 海軍は兵学校への進学校の

横須賀中学 攻三社中学や開成中学などの生徒の修学旅

行に長門を使い 検須賀から神戸まで夭艦実習の名日で

運んだ。 また 人落すれば一般公開を行ない '長円は

F□ lt衛 の第一線に立ち 重大なる役割を果たすべき曰

本海軍の花形であリ チヤンピオンJである 「日本に

とつては虎の子 よりも大切 なものであるJ。 「乗員 1

300名 は臨長を中心 として一心同体 曰夕.研究目1練に

はげみ 長|うの有する真の威力の発揮に追憾なきを期 し

ている」と記された「郵 隠長門案内Jな どを配布してい

た.

一方 ワシントン条約で主力離の保●比率を劣勢に押

えられると 日本海軍は兵力不足を補うために新 しい戦

78

法を開発した。その戦法 とは大正 12年改定の「市国軍

ノ月兵綱領Jに記載された「東洋二在ル散饂医フ制圧ス

ルト共二 陸軍 卜協カシ呂宋 (ル ソン)島及グアム島ニ

在ル敵ノ海軍根拠地 ヲ破壊シ 翻 監隊ノ主力東洋方面ニ

来航スルニ及ヒ き次二餃勢カフ減殺スルニ努メ 機 ヲ

見テ我主力,監医フ以テ撃破スJと いう題撃漸減r戦であ

った。

また 日本海軍が重視 したのが個離能力の優越 相手

の射程外から■撃するアウトレンジ戦法であった。この

アウトレンジの思想が日本海軍に常に・ l回海軍よう射程

の優る大口径砲や酸素魚言 さらには|」i続距離た
'長

い零

式戦闘機などを開発させ 日本海軍は一貫してこの戦略

構想のもとに 兵力整備も編制も そして戦術や訓練も

行なって太平洋戦争を迎えた。

★日華事変と海軍航空隊の発展

第 1次大戦では開戦と同時に水上機母艦を青島・Fに送

り 偵察だけでなく爆撃 曝 弾199発 )な どに参加し

大正5年には海軍航空隊令が公布され その後赤域,加

賀に駆逐艦2隻 を付け 第l航空戦隊を編成し連合艦隊

付属部隊とした.昭和7年に第 1次上海事件が勃発する

と第嚇 空戦隊の加賀 鳳翔と水上機母艦の能登昌など

を参加させた。次いて昭和12年 に日中戦争が始まると

1日 和13年には 第輸 空戦隊 (力 ]賀)第 笏 空戦医 (首

竜 絶駿)を 派出し 2個航空隊以上の.T隊を統一指揮

するために連合航空隊を新編,空中戦 飛行場の爆撃 ,

輸送路の連晰,筐海共同 空地共同4戦などのあらゆる

作戦を展開し,戦闘だけでなく技術開発 後方支援など

多くの教訓を得て大きく離進した.

昭和10年 には別所明朋少将から,長距1曝撃機を三

カとする航空戦隊を編成するなら,二 島回日本の日防は

完全であるとのよ立航空戦医家が部内雑誌に掲載され

航_・

=^論
が航空関係者から1昌 えらl■ た。昭和12年 7

月には海軍航空本部教育部長の大西龍治郎大佐から 南

洋群島べのti空基■の建設は「実二帝ロニ恵マレタルjt
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形上ノ最普ノ不」用方法■シテ 海軍戦略思想ノー大革命

ナリJ '近キ将来二於テ猛艇 ヲ主体 トスル艦隊ハ 基址

大型飛行代ヨリナル優秀ナル航空兵カノ威力圏内 〈半rt

千浬)二於テ,制海権保障ノ権カタルフ得スJと の「航

空軍備二関スル研究J力
'提

出された.

さらに昭和 16年 1月 には,海草航空本 .T長 丼上成美

中

「

から 航空機 と港水艦の発達により「米ノi力艦 ノ

如キハ西大平洋二出現スルフ得ズJ.艦隊決戦などは「米

艦隊長官ガ亨1常二無知無謀ナラザル瞑 り上l・ ノ公算ナ

シJ 旧時代の海戦思想では
'何事モ律スルフ得ザルコ

トニ注意ノ要アリJと の 噺 軍備.I画 論Jがrt出 された。

日本海写は大艦巨砲主義から脱することう
'て

きなかっ

たと批判されているが, これは列国海草も同様で 日本

海軍はミッドウェー敗北後に大オ1型 3番艦信濃の空母べ

の改装をlINめ たが 米海軍は戦艦の建造を維続 し 戦争

中にサウス ダコダSouth Dakota型 4賃  アイオワ

IOu型 6隻 (2貨 は終戦で中止)ア ラスカAlasl a型 (大

型巡洋艦)2隻など10貨以上の戦艦を造 り統けた また

東海軍 も戦 争 が終 わ った 1年 後 に ヴ ァンガー ト

Vangardを  フランスに至っては4後 の 1949年 にジ

ャン パールJean Bartを 就役させている.

★開戦前の連合艦隊

航空■力の■力化に伴い編制や延用法も逐次改善 さ

l■  昭和 13年 には畦■航空兵力を機動運用する [海軍

連合航空体令J力■1定 されたが 日米関係が緊迫すると

]4和 16年 ]l月 15日 には 第 l艦隊に重巡洋艦戦隊が

稲入され,第 l 第 2艦隊の水雷戦隊を l個戦隊から2

個戦隊に増強 し 各艦隊に分属していた港水戦医を統合

して第6艦隊を新編 百洋群島担当の第 4艦医 北大平

洋但当の第5艦隊を新編 し連合艦隊に加えた また,昭

和 16年 l月 15日 には陸上航空都医を統一情揮する第 ll

航空艦隊が 同年 4月 10日 には空母 8隻 に駆逐隊を付

属させた4個航空戦医からなる第 l航空艦隊力痢 編され

た.

また 8月 11日 には出師準備
～

着件業により連合艦

隊司令長官の第 l艦隊司令長官の兼務が解かれ 第 1艦

隊第 l戦隊の長円と陸奥を司令長官直卒 とし 北上 大

丼を三雷装巡洋艦に改装し 第 9戦隊を編成 して第 l稚

匠に編入し大手洋戦争を迎えた.開戦時の総海軍兵力は

艦艇 233隻 976万 トン li空機約 2120桟 で 開戦

時における対米比率は68パ ーセントであったが 大平

洋正面ではアメリカが763万 トン 157● て日本海軍

の方力拒 勢であった

★ハワイ奇襲と連合艦隊

16年 12月 8日 に
'ニ

イタカヤマノボレJが発せられ
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間戦

'頭
の′ヽフイ奇襲が第 l航空艦隊 (第 l 第2 第5

航空戦隊)の空母 6豊 と 第3戦体 (It叡  霧島)第
8戦隊 (i71/2隻)と ,6虹体の清水艦 27貨で行なわれ,

ここに初の航空連合艦隊が誕生 した。

バワイ作戦 と並行 して南方凛略(戦が行なわれたが

マレー半島の上筐

“

戦には馬来部医 (南遭支隊基幹 巡

洋艦0隻 )と 第22航空戦隊 (76機

'力
' フィリピン上

lI作戦には第3艦隊 Cttl隻に重巡洋1監 5■)そ して

この両部隊を支援するために南方部隊 〈第姉 医基幹.

戦艦 重巡洋艦4隻 )力 参ゞ力「 した ハワイ奇要 Iま 空母 と

いう・Sea Power'に 搭載された・A"Power・ の攻撃

であり 世界最ilの 戦略的海上航空lt戦 であった。

次いで翌年 :月 23日 には南雲機動部隊がラバウルを

2月 19日 にはオース トラリアのグーウィン港を 4115
日にはセイロン島のコロンボ浩を喪撃 し さらに航行中

の実重臨 ドーセツトシヤー Do応 ctshireと コーンウ

ォールCoriヽvanを 撃ltし た。 続いて4月 9日 にはツリ

ンコマリー港 (セ イロン島北部)を 強要 し 軍事崚 や

停泊1合舶に多大の被告を与え 同日午後にはインド■で

空,′ 一ヽミーズHcrnles 駆・
‐
疏 :隻を撃沈 した。

これはパワイに次 く大規模な ll略 的航空機動作戦で

世界はこの空,6隻を使用 したバフイ友撃 と それにれ

く人平洋からインド洋へと地球の3分の lを も,け 抜ける

南雲機動部沐の絶大な機動力と破崚力に驚嘆 した。 開

戦2口 後の 12月 10日 には 実東洋艦隊の最新鋭の戦航

プリンス オブ ウェールズPrince of lValesと 巡洋戦

艦 ツパルスRcpulseを 陸上女黎機が撃沈 した これは

航空機対戦艦の世界最初の海戦であり 主要海軍国の戦

艦至上主義を根底から覆 した海戦であった  しか し
,

日本海軍のlti空重視の歩みはセクショナリズムから緩慢

であつた.

山本司令長官のハワイ奇襲がアメリカを対日戦争に号

き込んだとの批判があるが,確かに政戦略的に考えると

アメリカはこの奇要で戦争l_反対していた孤立主義者を

はじめ

'国
民に

'リ
メンバー バール′ヽ―バーJと  全

国民を固拮させ 4年平も対日戦争を戦わ して しまった。

もし日本が′ヽワイを奇聖しなかったならばどのような

展開になっていたであろうか.第 2の
'ン

ネ`イJ号事件

を起 こして世論を開戦に導 こうと 課略船 ラニカイ

Lankう にベ トナム沖J,動 を命 したルーズヴェル トの対

応 「最初の一撃を撃たせるような立場に日本をいかに

誘導すべきかJと 画策 していたアメリカの国家指導者た

ち 特にルーズヴェル トの対日感情や対央感情などから

日米戦争は避けられなかったのではないか。

また もしハワイを奇襲せずに南方l‐叱作戦から太●

`洋戦争を開始 したとしても 日本が最後通1眸 として手交

した覚書には宣戦市告の文言がなかったので いずれを
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ハワイ奇襲を前に避 島単冠湾に集結した日本機動部隊 冦 艦上からの撮影である

攻撃 しても「スニーク アタックJと 非難したであろう。

ただ 開戦 l週間前に配
‐
|し た「

“

戦計画 (WPPacc 46)J

では 開戦 2週間後にはウェーク島付近で遭過勁 性 起

するとキンメル太平洋艦隊司令長官は判断 していたが

バイロットをフライ ボーイ (蠅男)と 軽視 していたの

で負けるとは考えていなかった。 しか し 当時の日米の

戦力や技量などから考えると 米艦隊が敗 lLし 海底に没

した可能性が高いし 開戦の名分 も日本に有ホ1に 4用 し

米国民の嫌戦機運を増大させ その後の推移は有llな展

開となったかもしれなかったと考えると,政戦略的には

失敗 といえよう.

しかし *艦 隊が出撃 し南言機動都隊が南方作戦海域

から北上した場合には,第2,第 3艦隊と英米蘭豪 4カ

国連合艦隊 との戦いは苦しく,南方攻略作戦が長期化 し

たかもしれない.特に海軍力の象徴 と考えられていた英

米の戦艦を ′ヽフイとマレー沖で撃沈 した日本海軍の偉

業が,西欧列強の植民地支配に喘いていたアジアの諸民

族に独立の夢と自信を与え 日本軍の勝Tlに 歓喜 し日本

軍を解放軍 として迎え 植民地軍の■気をさげ敗北を早

め 第 1段4戦の完了を予想以上に早めたことを考える

と成功であったとも考えられる.ただし 日本も「これ

で戦争に勝ったJと 空疎な白肩 と傲慢から総力戦体制の

確立を遅 らせ その後の作戦に慎重さを久 くなど多くの

マイナスを生んでしまった。

★第2段作戦以後の連合艦隊

初期F‐ 予 想以上に進展すると 大本営では次期作

戦の.I画力ゞ審議されたが 積極r戦 を主張する海軍 と,

占領地域を確伴 し継戦能力の増強に努めるべきであると

いう陸草 との間で調整が付かなかった.

さらに海

「

では連合艦隊 と軍‐.部の間で割れていた

山本長官力鴨 田繁大郎海軍大臣に「第一期作戦後ハ主 ト

シテ守勢 フ取 り 東亜共栄圏内ノ整■経営等ソロソロ銭

勘定スル経営者多キ由ナルモ ソンナ中進半端エテ守勢
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ナ ド回マルモノニ無之.少ナクトモ真米両主力艦隊フ徹

●IIj二撃破シテ 大平洋 印度洋ヨリ近東経由独逸 卜自

由二交通シ得ル態勢マデ 作戦ハー歩モ緩メ難シ ト存知

候Jと の言簡を出したように,セ イロン島を占領 し出撃

して来る端 隊を撃滅 さらに進んでアフリカ東岸に至

るインド洋を制圧 し 中近東に進出するドイツ軍 と手を

握るとの構想を抱き幕僚を軍令部に派遣し強調 した.

しか し セイロン攻略lt戦は軍令部の消極的姿勢と
,

中国ll線 を重視 し, さらに ドイッが勝千1すれば北進 しよ

うと 南方作戦完了後は兵力を,き 揚げるつもりにして

いた陸軍に反対され 連続 隊だけのセイロン空襲の小

規模なインド洋●戦となってしまった.

日本の快進撃にインドではガンジーを中心 とした国民

会議派が 「イギリスよインドから去れJの反英運動を

激イヒし 10月 には死傷者300余名を出す大規模な反英

運動が発生するなど イギリスは激 しいインドの独立運

動に手を焼いていた またエジプ トではロンメル戦車軍

団の快進撃が続いていたが ロンメル軍に対抗するモン

トゴメリー軍への武器

“

業などの軍需物資は地中海の

海上交通力樋 断されたため, イン ド洋から行なわれてい

た。さらに インド洋はイギリスの戦時経済に不可久な

資源 食糧のよ給ルー トでもあった オーストラリア

やニュージーランドからの食糧 ベンガル湾からの石炭

はイギリスに不可欠であリ ベルシャ湾からエツプ トヘ

の石油は第 8軍に エジブ トからインドヘの米はビルマ

が日本軍に占領 されたインドには不可欠であった。 も

し,山本長官の主張どおリセイロン攻略が実施されてい

たならば 第 2次大戦はまた異なった展開となったので

はなかったか

珊瑚海海戦の結果ポート モレスピー攻略在戦が唄挫

し ドゥーツトルの本土空襲を受けると山本長官はミッ

ドウェー女略作戦を強硬に主張 連合艦隊の全兵力を投

入 真沐湾以来の空母4,と 100余 名の熟枢パイロット

を 挙に失い この敗北でサモア フィジー攻崎作戦 も
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ハワイ友撃攻略件戦も中止された。

しかし日本海軍は 第4航空戦医の隼鷹 龍壇 第5

航空戦隊の瑞鶴 翔鶴などが健在であり,大鳳の完成も

近く 両11改造の空母も工事Ⅲだったため 一時は責撃

を受けたが当面は優位を維持できると考えていた.し か

し 歴史家のリデル バー トが
'世界の海戦史上 最も

急激で賄くべき運命の転換をもたらした海戦であった,

と書いているとおり, この動 からガンジーは反脚

を■■色に 14え  また中立政策を維1寺 していた中間,(の

カソリック教国などを対日参収国に変えてしまった。

☆船舶護衛と連合艦隊

ll戦 に際して
'速

二極束ニオケル来爽蘭ノ根拠地フ寝

減シ白存自lljフ lt立 スルJと 「対米英関,Il争終末lt進

二関スル腹宋Jで同意していた海軍が 南方資源を輸送

するシーレーン防術を実剣にl● 討しなかったのは

'誰
の

余地がない.マ ′ヽン首信の「決戦′ヽ戦闘ノ本領ナリトスJ

との艦隊決‖論の影響,予算が少なく「1面兵力の整備で

手一杯 日本民族特有の後方支援の軽視くらいしか理由

は考えられないが あるいは日本海軍が置水皓による商

船攻撃をまったく考えていなかったので 無制限清脚 監

戦に反対し第 l次大戦に参戦したアメリカが, まさか自

ら無市1限港水艦戦を行なうことはないとの「思い込み「

があつたのかもしれない。

とはいえ船舶の祉害に驚いた海軍は,昭和 17年 4月

には南西方面艦隊に第1海上護術隊 (内地 シンガポー

ル間)を  第4艦区に第2海上護

“

隊 (内すし トラック

間)を新設 し 昭和18年 H月 15日 には大本営直属の

海 曜 衛給・ l令部を創設したが,護衛艦艇は二線級のも

のが多く 絶対数も広大な海域の逓南護衛を行なうには

まったく不+分で,ほ とんど設衛任務を果たすことはtl

来なかった。

続いて昭洒i19年 12月 には第 l護衛鮨医を新編し 昭

和20年 5月 l日 に海運給戯イ

`を

新設. 100ト ン以 Lの 01

11の 迦航を統術1す ることとした.5月 29日 には海●総

隊・・l令長官兼掟櫛喘隊・ 蛉 長官′海上設術司,長官に小

.V治 三llⅢ将をlf命 し,海駆ll収や海上謳術在戦を統術J

することにした。しかし 石llやイ少0価が内1し に一切

何かなくなると,迦合訛隊は1召 120`12月 には,4● 江

やm少金属などを,堅ぶ「1と,41喝 という海年史上極め

て興例な「迎び屋Jの任務を戦1詭 日向,伊勢や1隆巡洋艦

人掟にF■ した.

このような

"局
に 江年は大1性 との海上交通だけはlt

保 しようと 機雷綱を設置し米赳水艦の口木海への侵入

を阻止し 米軍,下の機何を掃海するために 終!"2カ

月前の6月 に 日式敷設艦常盤 と日式海

"輸
4隻に徴用

漁

“

,や下関防描隊などで第7艦 IFを 新綿した.同名の米
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第7艦隊とlLべ 余りにも小さな艦体ではあったが 敗戦

後は下関防衛隊を中核にlH和 20年 12月 には第2復貫省

呉復員局下間掃海部 11和 23年 には通輸省海延総局九

川海通局掃海部 海上,安庁第7省区lFJ L保安本.1航路

啓|‖部などのn機啓闘隊 海上警備隊.海 1自 衛隊へと

第7艦隊は述なっていった。

★ガダルカナル/ソ ロモンの戦い

予tlよ り早 く′(軍 の反撃が始まり,1`ITO 17,8月 7

口にはガグルカナルに上出してきた。辿合離1隊 はただち

に4t・力を挙げて反撃し,策 ]ス,第 2次サヴォ島口ヽ海11,

市大平洋海収 第3次 ソロモン海峨, ブーゲンヴィル島

‖海戦や「い」号航空班など大小2]回の海戦が生起 し

た。ガグルカナルをめくる半年の戦いは,沈ll Mは
29隻村29豊で三角であった。しかし,そ の後のソロモン

,

ニューギエアをめくる戦いでは完全に消制 に引き込ま

れ,ガ ダルカナルからニューギニアをめぐるl年半の戦

いで,巡洋1監 肛遂虚 8真 を失い61隻が被害を受け

さらに航空機2936機 搭乗員6.232名 を喪矢し 機勁

部体再建の遅れ嘘 衛駆逐艦の不足を招き マリアナ沖

海戦の敗国の一つとなってしまった.

ミッドウェー海戦で健円するも 米空母

機の攻撃で大破 洸没に瀕する空母飛育誂
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このガグルカナルをめく
｀
る戦いで 南洋群島担当の第

4続医だけでは作戦海面が拡大しすぎることから 昭Tl

17,7月 14日 にます1北部からフィジー サモア方面を

担当する第8艦隊を 巡洋艦鳥海を旗艦 とし第6戦豚 と

第 18性 隊で祈編 したが,第 8艦隊には艦延だけでなく

第8特別陸:成隊や設営隊 測量は,防空隊なども加えて

陸上戦間を重視 した編制とした。次いで米豪軍がニュー

ギニアで女勢を強めると,昭
`119年

1月 に|ま 駆逐艦 ]

豊とち睛 艇 と特別樹 ll地隊や警備隊,防空隊などの陸上

部隊を主に第 9艦踪を新●F.し た しかし,司令長●以下

幕僚が清水艦に使栞 してホランジアに着いた]2曰 後の

4月 22日 に 米豪軍が上Lし 司令長官以下全員が消息

を絶つという日本海軍瞳―の短命な艦隊となってしまっ

た

山本長●のガグルカナルのF戦指導が 鈍えに長時間

を要する艦 Lパイロットを投入し消耗したとか 補給線

の長大きを考慮せず

`戦
海面を拡大し過ぎたなどと批判

されている。山本司令長官は劣勢海軍が守勢をと,受け

て立っては勝算はなく 開戦初動において主導権を握 り

「次々ニタタイテ行カナケレバ如何シテ長期戦ガ出来ヨ

ウカ、常二敵ノ痛イ所二向ッテ猛烈ナル攻撃フ加ヘネパ

ナラメJと  連続1雲勢■戦を推進 しガグルカナルまで

進出した.

それは初動に幅 医に一撃を加え その後に出勁 して

くる艦艇を個々に捕捉 し, その立ち上が りを押さえなけ

れ,こ 日力に劣る日本は日を経るに従い不llと なるとい

う考えに基づ くものであった。これは山本長官の後を継

いだ古賀峯一人将 も同様で 決戦を求めて2回 も出動し

また艦上機を陸上に上げてfろ J号4戦を実施している。

当時の軍令 .T第 1部長の福留繁中将 も 昭和 17年中な

らば鵬算 5分 18年初期を限界 として:巻算は3分 に低

落する。 日時の経過にしたがって「兵力に懸偏を来 し,

ますます勝算は低下Jし , 日本海草には「どんなに遅れ

ても昭和 18午初期 までに全力人戦によって米艦隊に一

人打撃を与えておくことが戦略 L絶対に必要であったJ

と言いている.

速り即決の戦争 しかできない国力が 「来るまで待 と

うJの逆事漸減件戦から「来させようJへの積極■戦と

なリ ガグルカナルとなったのではないか また,艦上

機の陸上への展開には空母を失いたくない心理 陸上基

すしは「不沈空母」との「思い込みJがあったとも考えら

れるが それを示す●r4は 見当たらない.

★斜陽の連合艦隊 「あJ号作戦と睫J詐戦

ミッドウェー ォグルカナルをめくる航空消耗戦で

多数の練達パイロットを失った日本海草は,第 1機動艦

隊 と第 ll航空艦医の二つの兵力で迎撃 しようと 南洋

82

諸島の島々に多 くの飛行場を建設し,多数の航空機を省

島嶼に配備 した.昭和 19,3月 [曰 にはミッドウェー

の戦司1を 入れ 大和や武蔵などが機動都隊詣鷲官のF●揮

ドに編入 空母本隊の前衛に酉」し 辿

`艦
医腹艦も大ll

から巡洋艦人掟に移 して ここに空母部医が

`実
ともに

連合艦隊の■

'と

なった.

しかし 各島に反1月 したII■空 .t医は米機動部Иの「集

中と泄勁Jの ヒット エンド ラン■撃を受け 海戦前

にはとんど消耗 して しまった.ま た 第 1機動艦嬌の航

空機もアウ トレンジ戦法で遠距離から発艦 させたた0
練度不足から米桟勁部体を発見できず さらに水1監体の

上空に逮する|'に レーダーで探求「 され 「マリアナ沖の

t面鳥狩Jと 椰輸されるほど簡単に迎彎戦闘機の何食と

なって しまった

「あJ号■

"の
収Itで 日本fj「 は多数の航空機 と搭栞

員を失い 近Fヽ的な航隊 としての機icを 喪失し 残され

た戦法は「理外の理Jの特女作戦しか残らなかった そ

して連合雌 .‐ の斜陽を象徴するかのように 昭和 [9年

9月 には 明治以来,指揮官先頭 と海上にあった遠合艦

医・ l令長官旗か降ろされ,司令部は日吉の地下壕に薔っ

た 昭和 19年 2月 には回天の試件を呉海軍工艇魚雷実

験部に命じ 7月 には海軍特攻部が海軍省に新設され

8月 には特攻機桜花の設計試作が開始された。

昭rl 1 9年 10月 の米軍のレイテ島上陸で捷一号作戦が

発勁されたが ここでも陸海軍の戦略は分裂し 陸軍は

本■防旬
=市

1を確立するまでの持久作戦 としたが 海軍

は最後の決戦 と立置付け 第 l遊撃隊 (第 2艦隊 :大和,

武蔵などの戦艦 巡洋艦部医)を レイテ湾に突入させ

上陛.1隊 や輸送船の撃破を,し た 異常なことは空母4

豊を有する第 l機動艦隊に与えられたl■窮が,米艦隊の

撃減ではなく′ヽルゼーの機動部隊を北方に菫制し 大和

武蔵など砲撃部隊をレイテ湾に突入させる囮となる任務

であった.機動部隊は′ヽルゼー艦隊を北方に
'吊 り上げ

るJ囮の任

“

は完全に果たしたが 全空母を失い ll月

には第 確 勁硫隊と第 31監 隊か,P20年 2月 には第 5艦

隊力鰤 隊のin制表から消えた.

☆連合艦隊の落日

昭和 19年 3月  米

「

の向洋群島への侵攻に備え第4

艦隊 と第 14航空艦隊 (司●長官角田寃治中将)で■部

大平洋方面艦隊 (司令長官南雪忠―中将)力 i新編された

が 7月 にはサイパ ンとテエアンが玉砕 し 南曇中将は

サイパンで 角口中将はテニアンで戦死 また二つの艦

隊が逮合艦医の編市1表から消えた.10月 にはグアムが

翌■2月 には硫黄島力
'占領 され 3月 10日 には東京大空

雲う`あう 4月 1日 には,中泄に上畦してきた

3月 l日 には絆習航空部隊まで も付攻部隊に改編 し

世界の艦船 201012



3月 26日 に米軍が慶良問列島に上陸する

と「天 号作戦 (有水

『

戦)Jを 下令 した

4月 6口 には大和以下の第2艦隊 (人nと

巡洋艦矢烙 巧区逐艦 6隻)う
'水

上特攻.f隊

として沖縄に向かい 7日 に九ЛI坊 ノ岬沖

に姿を消 し,連合艦隊から第2艦隊も消え

た。

昭和 20,4月 に海軍は全作戦部医をF・t

―運用 しようと 海軍総隊司令部を設置し
,

海軍総司●長官に速奇鑑隊司令長官の豊Fl

副武 次いで5月 には小澤治二郎中将を砒

`さ

せた。 しかし 損揮下の兵力は5イ固特

攻戦隊のわずかの特女機 と対空砲台ときれ

た係留艦艇だけで 作成可能な兵力は震洋

回天 海杞 崚電 伏鼈などの突撃 l・.だけ

であった. 太平洋戦争末期

☆おわりに

連合艦隊が減びて60年 ,最近は海軍を批判する報道

が溢れているが 海軍の|ヒ判や反省を求めるならば 海

軍を作 り育てたのも減ぼしたのも日本国民であるという

視点が必要ではないか.

海軍を批 llす るだけでなく山本・ l令長官などの反対を

排 して 二日同盟を騒結 した●新外交官や松岡洋右 山

本司令長官の
'カ

カル成算」ヽナル戦ハナスベキニアラズJ

との意見をク|し てm戦に追い込み 山本を
'到底尋常一

様の作戦にては見込み立たず.結局,桶狭間とひよどう

越 と川中島の合戦を合わせ行うの己むを得ぬ羽目に追い

込んだ‐ の総理大臣近術文麿などの日本の国家指導者

政治家や官憲 ジャーナリス 中 学者 それに踊った日

民の視点が必要であり,今はなき海軍をIIllし ても得る

ところは少ない

1召和 15年 5月 にイギリスがダンケルクから撤退 し 6
月には ドイッ軍が■本上空墾を開l.す ると,右翼だけで

米軍機の空襲によってi国内で大破 横転した軽巡大通  (。 ,N～γ,

なく日本国家社会党, 日本革7fl党 などの左翼政党までも

が日独伊三日同盟紡結要請集会を開き,新間は「英米仏

`存
外交は失敗」「大転換必至の市国外交Jと 激 しく批

判し 天皇が「日

"同
盟.Iを 抑える意味でJ期待 してい

た米内光政内閣を 成立わずか半tT後 に総辞 .lに追い込

んでしまった.

米内総理1辞職後に f魔性の歴史は人に工態の踊 りを

踊らせ 人にその踊 りこそ目的を達成することのできる

■事にしてt重なものと思いこませる。 しか し,荒れ狂

う海が,■におさまる時のように ,乱 の場面から静か

に配めてくると どんな者共でも ンヽテ こんな積もつ

てはなかったと驚異の日を見張るようになって くるだろ

うJと の手紙を友人に書いていたが 最近の日本も fエ

態の踊りJを踊っているのではないか。

●参考文献
海軍歴史保存会編

'日
本海軍史,(同会)

冨永謙吾 '定 本 大平洋戦争,(国詈Iサ行会)

同編集委員会編 ′海軍J(誠文図書)

日本海軍航空史編築委員会編
'日

本海軍航空史 (4)戦史編J峙
=通

信社)

自分の部屋に手作り艦隊を′
日帝 国 海 軍 か ら 護 衛 艦  海 外 艦 艇 ま で  1/700と
]/350サ イ ズ を中心 に艦船 プ ラモ デル 各種 取 り揃 えて
お り ます .全 品 定 価 の 20%OFF 5 000円 成 立 お員
い上 げで全 国配 送 料 無料 。

フラスチックモ刊レ・フィギコマユミホビー
T]98‐0024
東京都青海市新町 4¬ 89(せいめい薬局内)

電話/FAX兼用 :042,323450
営業時間 :月 ～全 ]000～ ]600/2]00～ oO[00

土 祝  ]3:00～ OO:Oo
日曜日は不定体
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