
平間 洋一
(元 b百人■校.・損 bll■ |

創設期のアメ リカ海軍

■人なアロンティF■ 恵ま′tた アメリカ人の初期の供

しや活動 =も
つずらアメリカ人L内ヨ:に 限ら′tて いた

このため独 t'■が閂ださ′tた には まだアメリカ江T
は■●しなか ,た

しかし 独 ヒヽ 1'lll叫 3カ ロ●の 1775■ 7口
=は

港

¬にいたイ■リス両

“

|を 前■して武生し '|■ 1■r壊

作戦に,入 した力` それらは■
'1ご

とに[綱 さ′tて いた

10月 10日 に よ|'シ ントンのl.茶で人に会議 (イ ■

リス11民 地の各1)で,■ (大 L'i Con h101lJ
N,v}ち

'rlさ
れた

'の
|けが●J■ ぎオt `ЛIが責全を

,,但 して13■のフリアイトをLT造 |る ことが法められ

ここに
'メ

リカ江T,)吼■が●まった

ただし致[つ 人:「 分は

`¬

をヽ記
',■

'■

1ヽ海崚もどき
'
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1898年 5局  米百戟 iに おい てマニラ湾に実入 したアメ リカ
=|オ

 右

[に 描■れてい/.の ■時
"司

令官 ア
・

 イで  i艦 オ リンピ/0,mP,
,■方に 巡ヽ洋七ホルテ ィモア

=●
[moに かⅢ l【 tヽ

` lJ=ヽ
‐ Υ

が■ ltも ので その,は 延ヽ 2000隻  栞紅Ⅲ よ

7万 人 ■捕した

''舶

は2208豊 にtし た

しかし1783年 に市mi`"椰 結されると 復Ⅲう`始

ま, 785年 8月 まで 〔十 てヽの1檻世が

'1,さ

れて大

1士 海Tよ 1肖 減した

だ力:そ のた
'7'力

治■やIL中拉など■■、■11[よ

うアメリカ南1="■

“

が杭 くし 1794年 3月 には含

'
li:●T(t,,■ el S ttc,Nょぅ)|'tlltう 工ヽi夫 さ11 7リ

■イト|● の醍 が奸)■ るととも■1'98年 によ江■省

も■置き t́た  しか[tll● 争うヽイ
`オ

,'18101'■ バリ

■|||'詞 |さ イ1る と 80 '3月 に ま1ヽ編成法案が

●,■ きオt ●■■力|す ●び11● さⅢた

]||′ 01S12年 から15年 の対,:戦 争に1''草の

必Ⅲ‖:か うまると 313年にはアメ|力 ,T最初の長

期聖 ll・ 1山 でヽる「に■●ゆるやかな増■ ■力|

世界の鷹 |. 201110増 刊



182「 三
== 海■のゆるやかな・・・ 貞J客が J決 さ

`1
1SSi■ 1=,ヽ ●使節を中にに,「遣 ;/.た めビーコック

Per● ,「 ■ビ2■ を送 0 この年に

"イ

ン ド単tl・ を●l

乖 した 1846年 5月 にはビドルが市賀を訪れ ]854

1に |ヽ リー|ヽ けが 本を」回き,た が 海学 ,1菅●●

,■であった

だが ヽ61～ 1411)南 1ヒ II■ |`事 態を一′させた

由Jと政府は,っ て,■を増

“

し 虫争が終わ oた 時点で

,鷲・・
1700, ュ|″ トン 砲 5 000 Flを 業えた

Ⅲl●終わるとモンロース

"領
は ヨーロッ六の回々

とアメリカ人l● はともに干渉 tな いというモンロー菫言

をit 議

'も
沿庁ll備 にはヽt舷の.=ニ ターで充分で

あるとして 急速な,TT肺 ●,肯J減 が奸■ , 前北

“

k'
3年■ ■は 200気の1ヽ 卜Tに縮小されてしまった

この沿岸防愉 L三のため ヨーロッパはもらろんrlこ

と 市水諸国てさえもか鉄鋼1書体 ム気
=L進

 掟

^式
,)

1包尾炒 ●●をよliし たよ甲檻を■■■ろい ま彎入してい

たが アメリカ●■の■(=“

“

として南 L11争 当時,)

無旋■■込め砲で 補助■力 ttて
'1姜

只― ,ヽ il■ ●|

る.道 ■li設 と通両呟,川 ,,沐造巡洋艦にとしまつ ヨ

ーロツパ話回に,tべ て著 しく,勢で
「

,ヽ な 世界11に よ

■流の海草に,市 してしま ,た

マハ ン海 軍の
・

7」
生

アメリカ海草の近Fヽ 1し よ第 21代 人綺TIプ ーフィール

トの時に始められた, 議‐ )●同か得られす妨護巡汁

1監 3笙 と通 長ヽ砿 l● しか記■られなかった これら4●

は

'べ
て刊●柾であリ ニ・・ ―ネービー|)誕生となった

しか し海草|)任務 よ相変わら

'・

:`'庁 防術と迪荷■ll戦

t■えられ L力Lよ戦

“

上ではなく低性舷●)ヽ 口|I IIL

mでぁった こ■)●,l● 衛●)ヽ千Ⅲ 注Tを  l● 勢
`,,|■

注

軍 [変えたのがマハン人,Fl′
'与

少将)であった

マハンの理論が,II●誕 |「 の理論|1基tと な1 技,)

[海上忙力■論Jと そオロ■続 く一連|,論評がアメリカを

アメリカ海革を′えた マ′ン ミ
'海

L●

'Ⅲ
請,て ■

||力 の増大が,■ 1場 ri責 民地)を必要とし 製 ,早
`七

lj

場を,:■ た0江●■かす ら ,■ 市場と高||は を保護す

るのが海‐ ,任 I.で あると海T■ ●こlJけ た。そして両

10は や■11は  それ,1丼 謹 ,る 海Tと  その 活動を,え

る■●・ 進」1所などがシーパヮー (海 ■|力 )であ, こ

のシーパワーが国家に卒栄 と言をもたらし 世界の

「

史

をコントロールすると論 じた

マハンの理論に″響され ,● T■設 :千 111し たり

= ● 23イ 人ヽint領 バ リッン■)"T「● トレーシーや

ヽ 24代 クリークランド人・1領●),一 六― 1河軍
「

●で

あつた,証 より:,マ ′ヽンの

「

論に同汚し lt嘔 ||,,

大海軍倉J設 に勁いた0は 第 25は 人■輌マッキンレー

世界の艦船 201110増 干リ

',ITl―
常であ| ● ■■ 26イ 臥 維,と なったセオド

ア ルーズヴェルトで rlっ た ルーズヴ ●ル }tl マ′`

ンのシーバワー,'思想か ルーズヴェル ト
=い

う人物の

チを世 |て ホワイトハウスに人ったJと 請上 されるほ

ど マハン
"●

単主義を k■ した

バ ■マ址河の延盲tが始ま, 半|1戦争でアメリカがフ

イリビン グアJ、・・ ハワイをTI● したこと力| ¬ヽ こ海

単晴強の

`,H■
Fiイ させた マツン人,Fや 口 ′

'■
院

議員●,マニラ1●でス イ`ン艦隊を摯破して共

“

[■ ●

た,=・ ―イ提督が そして言論界が動き 大海●の1ユt
が始まった 11881:に はよ甲巡n,Ll・― 巡洋鷹 6■

など2万 トンrlttiと しか記めなかった議会う' J年 に

は性iな ど 2●  10万 518■ トンの
'自 "「

t遣計画を

`記
t 結局 1卜 |||:か

',,7■
の間にユ確 0■ ■甲

巡キ硫 ]● 巡キm2■  11檻 ,■  J(言肛 20隻  甘

水lL ll■ 0■進か認■らオtた

さ■ ■ルーズヴ ●ル ト= 
カリフォ,|ニ ア

',子=福
11

敦肯法宗や日本 ,、 ■民 判道などでヽした日,(危機を千1用

し 強力な檻けをi備 ,ろ 必要■を操 |,Lし 言明 t

lヽ ,8年以「

“

 :0い 年を偽:き ■年戦憔の延進 ■■を議

会
=認

めさせ 円属颯争11“ :,7.1005,ま でには1監

25= よ甲,■ |=嘔 2● を完成ヽL(は tせ した

このようにアメリカ●草は前 ド・・載鑑■代 ■は主 ,∫ 慌

2'■  ●防|[5●
==を

保有する イギリス ■■ (世

"第

2世 のユ草国 t成長 した

太 平洋 海軍へ の脱皮

■時■■Lは ム気I[進 であったため 百 たとJ(を 3

から4目 ,に■||し なけれ まならなかった '海上t
力■論,で名riを itマ ′ンオ

'最
初に書いた |をス回ユ

'|■

日をヽす |,,論 11て  マハン まアメリカ河岸■t,
,,た めに  いかなるII回 にも IIン フランシスコか●.

300マ イルll内 にある,3●  ■■:,■ ′ヽ.'イ やガラバゴ

ス話島など ■ |IⅢ■を■得き・・ ないというイt退帖0,
意をもたなけれ

'な
らな|'|と 言いた. さら[ ハワイ

はアメリカ本十防

"|の

li進 基1也 として ,た大 1■ 1世■i

のシーレーンの中+喜地 として必要である そしてフィ

リビン
',未

開ス●丈明化|る のはアメリカつ神がら,え

ら1せ た「 口聖●まhiら 0 東

'千

べ●:iL喜址 L[て

必要■あると

'■
し フイ,ビ ン 11818● ]2月 に

"台された

しかし暉ドユ戦鑑■ |ヽ ■人ると ■―ズウ・ ル ト′,海

_‐ ■上副両 = =聟 J′,Fル ーズヴェルト派つた0に ■

● してしま ,た  ルーズ,ェ ル トは 1005,● の子■て

超4,|ヽ猛サウス ●●ライナ Soull Caloh l● BB 26

と,シ オン M chピo■ BB 27の 2■ を,1l tた が 1■

〔肯」減 き|| ]|17 1i O18年 にil■  1900年 ■2
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り22年 6月  大 西

■から太平洋ベ バ

ナマ運河を通過中の

戦艦フロリダロo■da

33301右 , たはカッ

トの絵画に踏かれて

いたデューイ提督の

旗艦オリンビアであ

る     1り
=N■

■●|

●と延慌 ビ′■ ま低 ドし 旭 ド

'■
嘔 |〔 μlす る限り人独

海単に大きく水を開 |ら ■(tよ つた

ルーズウェル ト
`|ヽ

わったタフト大統領 よ東汗 〔強い

閂 いを持ち 90年 には峰●より海Tを 工張する業書

をIt`ヽ に送ったか に民の え持もllく 議会,)貨 同を得ろ

ことはできなかった

,● 却 した海,増強熱を百び高うた,)か 1914,7月 に

勤発したil■大戦であり 六十マ迪 i可 の間通であり

さらに日本泄工の市洋ll島 ′)li領であった 口ヽ 海軍に

市洋■島を占価されたことは フィリビンユ■lt戦 をヽ

性にテるとの危機感を,メ リカ国民に■めた

このような情,の変化に ItT充 ■■代址が ヽま 0

1916年には戦喘 10豊  巡I戦1監 6気 など80万 トンF)

,(海
=を

3年 以 力にitす る タニエル人■は■せ法

案が式会を道過 した しかしこの計画
=ア

メリカの■性

にともなう多■のJ鮨離のt'きや |″ 価rlⅢ 哨などから

にとんどた■でき十 六型艦
'理

道が,1始 されたの よ

"1■大戦後 となった、

デ ]ス大戦が終■ ,極東からドイツ海単力1肖 えると

大
「

Iでアメリカ湾Tの■権に,■する●■には日本

にとな| ロン(日 l● は 変 した
.

第 1■女性の停性 .● 定が締結された直●,)I Sl
11月  ダニエル海●長官は海T委 員会に

''口'1:の
警

4'Jと して しか し

'公
式にはロトを,想蔵回としていk

慌 10隻 巡汗喘 8隻 などの″T拡張案を卜示し さら

に｀ルサイコ証和会議 も終わらない116日 には大 1′

汗艦琢θ,コ 設を宣言 8月 に よドレッド′― 卜l17性 慌 6

■を含む最新鋭の慌誕 14隻 を太平すに■||し た さら

に 1922年 12月 には 戦艦 ]卜 ●J折
"[慌

12● と大増!

空l12隻の戦同皓隊および艦隊基地草を 大■汁■の

サンデ ィエゴに配術 tた。

160

対 日戦 争計 画 とア メ リカ海軍

′ヽワイ併´を■くる口

'(の

判立うヽ  1007年 に最初の

'日
lk'「 画を ヒ■させた ただtこ の肯1山

=ス
ベイン

と,)●戦中にHホ草の′ヽワイ|"を l■lLす るという 時

`|な

もので  ネを

'生
■したヽ格的な戦争計口iは サン

フランシスコて日本人 F童|1肛 法スが

'決
され はしい

屁  ■口址勁が■こ ,た l,00年の亘であつた

しか しマハンの教議である 艦 ホを 2分 ;ろ な Jこ

従い 柾 :夕 主力を大西汗に1ビ描して|た ため 艦隊を人

平 |十 ■回航するItに  日本Tにハワイ老島やアリューシ

ャン

'1■
1大 ,兄 〔よつて よピュープ● ′ト サウンド(シ

アトル南古いを占●されるとは●もらさらをえなかった.

■,,嗜 ,た

"ま
 た1′

'■

の■lⅢを確保して 日本喘 :な の

前進をFF l:す るlt方 11地  あるいは西 l・ ■るアメリカ海

T'Ⅲ■三ILに することであ つた

アメリカ海■は 1867●
=ミ

′ドウ●―島 18,8■

■ウ=― キ■ lS'9年 に まドイツと争,で す
=ア

請島

rlト ゥトウイラ■を値有 1 1903年 からはミッドウェ

ー「1を 痺 省の管轄 ドに置き 1908年に ま′ヽ
'7イ に

'T基 1也 を フィリビンに前進
'`:地

の7■ 設を決定 した.さ

らに日本同のす |が高ま´た 1986年 〔は 'ヽ ウランド島

上ベィカー島のヽ有を■言し 1038112月 にはイギリ

スと●有●めく,れイ,中のカントン島とエンダベリー島

を共同青坪 とするなど 大■ⅢⅢ晰
``必

■な
'.IIL網

の幣

備を着々と進めてきた

ヽ

“

I」 な,H戦
`計

画
=1906年

から 19H年 の問 ■

,T'(7● ,,オ リ′ヽ―中■によって,成 されたが この

「 両では日本■の■■によう11■の,■ をkう 第 1●

隋 反撃に
=し

南il“ 島を■略し よいて日本脩はを戻

単k,取北 きせる● 2段 階 海上よよ鎖によ ,て 日本を屈

世界の艦船 201110増 刊



JI=‐
=■

:■
=■

1,■ ■ていたが この亨1画 で大き

な
=喜

L■ ■■F,う
'□

,(問 に積たわろ太Tキの広が ,で

ら | =ら に日本が,配する南洋■鳥がアメリカ慌はの

進■をiピ していた.+に 第 1よ人Ⅲで■世、辿今1:が
'

り|IL昨作哄に失敗したことま 防御さ,1た 海1'こ「

叶することは不可能 との考えが

'IJll l〔

ttつ ただけに

南,卜 ■■を占,す ることは不可能,さ れていた

そこで南年■嗚を国際連 n●■
.理

下のC“ ,f流治価と

し 亨刷 を課 し占
・・

時の損害を,減することう

“

‐討

され アメリカは南汗■ltの ヨ1草■イヒをヽル |イ ユ前ヽ

会議で認めさせた

一方  '20年 l月 には,■ 作戦市長クーンツ中

'から海兵は司イ,官バーネットエ

「

に 対日戦争では市汗+
|サ を占TIす るために 61X川

'、

か ら
'000人

のi征海

■けを必要 とするとの・・詰が提Jさ れ 1920年 に よ東

海岸遠征|“ を,締 した

し力し航空●

`ヽ

を r■ ぇると 市洋計島を■lLと ,る 日

本のに上航空兵ソJに対抗する航空工力を展開|る には

■●関 l,型‖1 1ヽイT支援施設 市 |〒|な どを●あⅢに日

本の 5借から ]0信 ,)吻資を通ばなければならないとい

う● しい問上を■にさtIた  さらに馴 ir・ llす の移

llか洋上では国

"な
ことから これらの予載には大■洋

`枚
■するJ肛利rを lJ用 しなけオ11ず ならなかったが こ

オlら はい●オlも 日本ID統

'|卜
=あ

つた

このrヽ■として考えらllた の力ヽ 前進■継墓地をl■l

設するために向キ子■の鳥 llそ 逐次占●する「 ミクロネ

シア,i進サ.:地構想 であった [の市想 |ま 海ill', '
口1ヽ ■計画J(Alvante 01,era tx l,Mitionc■ a7]2

D)と な , 124■ ■作成 さ|し た '口 情
=計

画J

(0■ ,●

=e Pan)で
認められ ,:iけ の,し いl■ 務 とな

つた

●■理由を得た江‐F隊 よ 1睦用■延の,itや 戦術の

“

■ に

'■
 192514月 には東西両海岸の選征は

3000人 的 定 42001,、 )を 投入 市洋祥島の占価を

想定 した |ア ロ^"習 をバワイ■

`iな

った さらに

1033年 12日 に,1人 ■も性峙定 ■を 4万 人に増強 し

に降 l・ 性を専 |」 とする柾は,Hの小型旅■■■の艦

“

海

兵けをクワン

'コ
に ],35■ には

'ン
デ ィエゴ [折編

した

オレンジ作戦の成否は 決戦が行なわれる戦場|`辛 航

を完了し 充分に補給された部はを適時Ы llに 展11で き

るか否かの制il調電であ ,た  04年 にバナマ延‐ |

完成すると 大,iヽ のに開
'IH口

(マ ゼラン海峡

経山

'か
ら65日 に 1ヽ縮 されて問題は

'(き

く!t,笙 したが

ヽ 1■大戦が終わると並●機やl.」(編の,現やrt帯 の

近イヽイヒ〔より 燃ヽだけで 4,4●
"●

炭■|と タンカー

を必́,と し これ
`状

11に 必要な物資や1学 幸などを加え

世界の艦船 201110増 刊

れ ■646隻 つ,卜,1か 必要と見●もられるに

'っ
た

しかも 1922年 に よ太■ 十ヽの軍術Ш tttt■ を規定 した

ワシントン

^約
r“措さォ, グァJ、 とフィリピンの草備

か凍結さ′tて オレンソ計1晰 をよう国趾なものとした ハ

ワイ
=■

詢の適

"|と
された力|′ .ヽテ イとアイリ■ン問

5000涯 でl・ 大なll● をEばな す● ■ならないという問

1導 は1ギ 決されなつ‐,た

さらに

“

1上 の ●llLは 柿給部ほを謹衛■ろ工力を必,と

し 戦間によって■言を受 すた艦誕を修型する浮 ドック

など修F地詢 )問 |と も生起ざした

,24■ /1オ レンジ亨1山で ま 必要な■ ドックは第 1

,セ ′)凛「1に 19■  lSO回 後にはさらにS,tは ヽもら

れた● 問|と は 800フ ィー ト 1● 240メ ー トル,も あ

る人型疏月の ドックを いか |■ して大■洋を遭
=の

か

さらに人■!ド ックの製 l「 に よ2年 が必要で こ11で |よ

LT民坤 I争べつ問 しを人 ,て しようと1,う 11こ も考慮 し

なけイlにならなう ,た

軍縮条約 下の アメ リカ海軍

対日戦争のネックは 西進する背後をイギリス,■に

■撃されるH● 同Pの●こであ1 1920年 10月 には
「
対

日英枚缶 Ⅲ (Red Oianle PIan,力 ilt成 さltて いた

その た同 Wi“消しようとアメリカは 1921年 にツシ

ントン会議を提案 太■Iの平和は大 1●洋に値上をll●

する日貫*llの 4カ ‖が責lFを ■つべきであると4カ

国■詢を提案し 口た同肛を葬つた また主力情の対日

,有 |ヒ 十の 5対 3を i晏 引に実現 した さらにアメリカ

は 本海常が

^詢
タトの隋助硫肛の幣備をは , l●

=な
巡

ヤ艦十人型駆這証などを定造すると ロンドン海■■続

争詢に 1,補助嘔掟 も 10■ 7と し 戦わず して日本海

FIの 3割 を人平 iキ |■ 水渋させた

ワシントン ロンドン海■鰤

'1,に

よ|ア メリカ海

●
=ヽ

日債l‐ を得たが アメリカ
「

l民 の「 仙増向も強 く

アメリカ海単●条イ,根質 杯のMは i造 しなかった

し|ヽ し 132年 1月
=上

海下変が起ころと アメリカ海

■はマニラからアプア喘|"を 上海に
=)「

し 居留民のメ

護 |■ 当たらせ さらこ・ l令 ビに4■の大||を 当てた

そして l,34■ 3月 にはヴィンソン トランメル法ヽ

を議会に提 し 3年いで草綸朱詢¬容瞑に一ll,湿肛

t造 と航●機 1000機 |)増強を開始 した

だが睦Tよ 71H戦 争に乗 1気でなく 19351:に は
'日

本海T,)近代化や勢力増強に伴い日本を対,た草備を増

強すると アメリカ海草が軍■ F算の
'5パ

ーセントを

“

用してアメリカの高を消社 し 〔もかかわらず本国の

防備に よあまつ寄与 しない.オ レンジ計画はtl唯的には

愚かな・

`+気

の言 市・ であ /・ .ll市
'を

アラスカヽ′ヽワ

イヽ バナマの線に後退,′ きヽであるJな どと睦車の戦争
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計画市は

'・
lし た

しかし海草 よ ll前年it● 会議であれ議

'で
あれ市に

|フ イリビンは

'■
の自由+=の窓であつ 11東 のに益

,ア メリカ1,民 を守る
'.:地

として,●す′ヽきである フ

ィリピシユ烹は極

"か

らの撤退に辿なうJな どと強 くi
張した

そして 1936年 ■はロンドン条Tlも 矢効 したため i
力艦 2隻 のltti遣の

=か
つ
`ia艦

20三  せ水艦 6■

航■機の地勢に■手 し さらに支川∫ゴ′が拡大するこ

1987年 度計画および 1938年 5月 の第 2次 ヴィンソン

4で 大西洋 大 r洋の口独の脅咸に対抗,る た I・ 主力

艦 24■  空48●  巡キ1情 48●など合計 100万 トン

を生術|る という大計画が議会を通過 した これは日本

,年 の計画旦の約 4■にあたる量であったが さらに

1041=3月 には硫誕 22■ 1670001ン のt造 と航

空l_1500機 を 1912年 までに■姉

'る
● 3ス ●|ィ ン

ソン案を 続いて 7月 には スターク計画 と呼ばれる艦

1廷 257隻 132,,ト ン 航空機 15000代を 1046● ま

でに生情,ろ

“

■慌は法案を通過させた

人平洋戦争開戦当時 こtlら 慌延の大

“

分は2せ―|で

間戦時のI・ 力比率は大 1'i羊 に関 して |ま に ,IJ■ であ‐,

た

太平洋戦争 中のアメ リカ海軍

アメリカ務T,,対 日■戦 ま必要な工力を前え 「動く

マゾ′要睾 =が人平洋を 'ネ気ローラーJの ように移動

する■戦とt,わ れていた力ヽ それがT・ たとなった アメ

リカの動員態,が完成すると日米の戦力:ヒ は急速に||

き 人平汗取,に投入した慌延は日本の 3,「 ●■推

よ13侍  11■ )に 至つては,■では日本の45■であっ

たが
'ン

女では 15■ であった なお航空機,33借 と

少ないのは 必要■を超過したため生IIを 制限したから

であった

このように第 2次 人戦 アメリカ,Tは ,日 戦争 ■

i分な戦力を■築した力ヽ 枷|と は本回から離|した作

"務■で長JIJF戦を遂イiす る市洋能力であった 予■11制

:,も あり 開戦前には口

'ス
ティクス硫肛は,Lでに司

されたに過ぎす 補給艦誕 よ日戦 l年後に77● ■年

10月 に至っても358隻に過ぎなかった

しかし アメリカ海Tよ人■洋ⅢII■ :Ⅲ に必要な●F
I硫 給■喘 l.li喘 工

“

慌 ●1売

“

や■ ドックなどrl

`口
計上文17・ 慌延を逐次■● し 汁 1袖綸泄:な ども月t

ti t‖ i.・「 長期間の■間に耐えるキ トロプステイク

ス支,体 11を Ⅲl■ させていった

人平I戦争末期 マーシャル‖鳥●ク=tリ ン■●礁に

設けられた5は からなる第 10役″戦1学 は最人の:i進 補

給部は■ 人・rr■載線に展開して代勁部

"の
戦||力 t

FTに大きく貢献した
.

1911年 にはlf務 剖
`味

の i司

`と

して慌l・ には伴する機

動支ilT“IIを五成|る など 洋■文授意勢は格■の進

歩を道 デた.こ の機動支
=工

f.計 は 第 2■ 人戦中●

アメリカ海単の 前 密 11絆 Jと いわれるほど重要な″割

を+た tた

沖|[l「 戦に,¬ したミ′チャー |けilTの■38任務

部|ホ (11航空49豊 改姜
=母

8, 戦猛 。隻 工
'“洋硫 l豊 帷・llI艦 6隻 11● 1監 48■ )を 支えるため

年 30,■部は,8,,lT務‖が同●した0 その勢力

は給川慌 33豊  予r‖ 機師 の1,助 ■,Il t,)ほ かに

l誕皓 給掃艦など150, これらlllil都踪を■衛|

るために」
`遂

慌 18■ 護衛1情 27●か配姉された.

朝鮮 ベ トナム戦争 とアメ リカ海軍

刹

“

,,■ |〔 アメリカ海草はF■●け ll豊 護鷲空母

5■ を■海t 本海に

`J侑

し,lLコ

“

,,飛行場 武道 楯

大手洋響 結直後の 1945年 8月 相模湾に集結した連合□艦船 手前はハルセー提督の旗艦ミズーリM`,ou1 33 6:で ある (● ●ヽ
"γ

,
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■11旋設などを●準 市lll十 では昨■や●Fはり,市に

応して に■近■支I“■に就いた力ヽ 行|`―● まで■い

.・ められ 昨 |′,飛行 l‐ を■った同辿●を tえ たのが,
帖推であったことから +けの有効‖か両肯1価 ざイ1た

|力・し ■載性のジェットイヒに よる機ltの 人型化とカ

タバルトの■術 ‖||タ ンクや弾業庫容積の増大など

空4自 体の大型化の必要■が,ら 感きれ 朝鮮哉
=を

●に

アメリカ海■は■,の起大型化へと進んだ.

,, ジェッ 1機の出現などヽ空青成の増大にともな

い 計 |イ として豊 も施弱な睛給時間の短柿 部にの分散

い[な どが必■ となった.=た武器の近代イヒによう|,il

11日 ■柿l.量 力讐 発llに |・ 11し た、

このような要求から 多lI多旦の補給Tl..を 垣時 的に

補 l.で きる●■,ll■ 占「 ASlを ■ Fiし た高速

"間
t

振艦 11ク ラメント Sacr● 〕,● nio A()| | を 1961年 十二十ま

洗■き
=た

 また ,ァ ー トし,ブ と呼ばれるヘリコフタ

ーを■った補l.シ ステ J、 1,一 ●イヒさせた

ll,戦 争の 10年● :起 きたベ トナム戦争では 北ヘ

トリムの●■施設や交通施設に対する大地世な爆絆 {lL

')と
 向ベ トナムで■単k中 のlL「 部イに対する対地支

f‐ 作戦が■施されたが 1,65■ 6月 には全天 l「 慌上T/

ゞ機 イン トルー●―を搭載 したインデ ィベ ンデンス

ndependente CVA 62 ロ ロ 1■ 17』警成機を搭載

しナ:キ ● ィ  トークKl)I[●、k(:VA 61 さらに |よ 1京

子力4● エ ンタープラ イズ Fnie p:、 ●(lVAN 65と

アメリカ海Tは II兵 器をl‐ よした ]5■ ■)4,1 さらに

叶 1支援■事にはモスボールを●除して戦艦 ミスーリ

MヽЮun BB 63ま で,入 した

ペ ト|ム 戦,1,,最 た,,"π■lkよ  iLベ トリム●が

パリ停戦協tを無視 し ,72■ 3月 末に市ベ トナムに

,然に■を開,台 した|十 であった.不意を実かれたアメリ

カルTは北●抑 ‖とJとヽ トナムのを湾封●サ宣言し 1ヒ

ベ トナムが市進
=II I.・

した IH後 にはフ ィリビンのス

ービツク湾からキティ ホーク 7月 後にはヽЛ賀から

コンステし―ンコンCol、 eII11"l CVA 14を 取,1■ ,「

え 空,1豊  lil空 機 275機のす」
=力

をべ |ナ ム沖に

卓結した その● :,■ ,は人11,「やi也 中海から

“

々とな

派され 北ベ ト十ムか南進を開●.し た 3過 同後には■

JI三 をベ ト十
`、 "lulに

■中t 常吋 4■の■,を 十

ンキー ステーションと呼|ま れた,毎式に言」備 した

冷戦後のアメ リカ海軍

冷成中はソ連と,峙するため人兵力せ判FJtし てきたア

メリカ

"π
も ヽトナJ、 |え,で,価の_・ 資を使い フォ

ード人続値がl・ げた010隻嘔隊構想も カーター政i
になるとl,78年 :は,■椰から400隻に‖小さ11た

しかし この大11な 11減 かソ連にアフリカやアフ●ニ

世界の艦 /. 201110増 刊

スタンヘの勢力拡大を計

't l(の
レーザン人証illは ,

ゴ iヽ いアメリカJを スローオンに 600■海草の理進

をIJ始 し 戦Lア イオワlowo■ を トマ■―ク■II性喘

として,舌 させ 1,83■ のレバノン,,で は百●i砲
による匡■,摯を行なうなど アメリカ●■ 蒟 政年に

あえぎなからもlIと か曰l.を 達成 した

1991年 l月 力ら1月 までの湾岸叫,|は |ヽ■ 問■ まら

つた0 「●漠 /1● 1砂茨の嵐 J IF性 で
=41の 空J

市 l・ をIL 江 とぺ,'シ ヤ湾に展開 これ■から 14100

回以 LI)出 摯が行なられ イラクの防■|ヒ カを砿増する

こともに同す|■Tを■力化するなどの対す!:支,F■ を■

施 した この

“

,,で アメリカTまタイヒウラン]I Fll,
ステルス■撃機 バ トリオ ′「  ミサイル ′ヽンカーバ

スター {地  貫脚 , 卜15E・l lj爆

=機
など,,前兵

絆を投入した11か OIL■神1● システム (GPs,を 最大

瞑に活Hし  さらに,草の ■2ホ ークアイゃ●Tの 13
セントリーなどの早期告■管制夜

`AWACS,力
` そ|[

までは,昴 Lに ち ,た |1掃 管詢機能を作11地城「 _・ に展

||し て江空一体の統合化した作戦を進めた
.

しかし冷哉が終結し T拡 の口実を入ったアメリカ海

■は 財■熙から戦力つ見直 しを迫られ 「アメリカの

に益に■活[J形智を,え ろ世界の治岸海■に い期に晏

門 して影響力を行

"し

 必要であ″:ギ戦力をも世ス t

同‖1主 や友好国のォ」希を,る Jた め 沿岸地

"に
お す

る●■匠の,人 |と いうTI投略 プロム ,シ ー (「 lolll

tht S●8,そ 012● こt々  l,94年 に ,そ ●,晨 ,L版

(Fα 、I“]∫
“
,m Jle Se,)● ■ま した

この新性峰は れ |か .ヽ 吐■への戦力■人 詢ユ権の

確,性 |〔 ||口∫1■ lk略 11,上崎送 li方ブレビンスと

海Ⅲ匠をⅢ視したイ||・l■であ ,た が これ よ独,1の政

治作市Jの  回十北朝鮮といった司々が 依夕ヽ として強大

な草草力を保有してお, 日
=や

|1国 など,)同 盟 ヨの自

illl.l力 に

'イ

|し つつ|ヒ ●アジアを

'定
イしき, アメリ

カと市アジアから 束のシーレーンを確,tなから ア

メリカの●■

'Jの

南アジアから中,m●べ

"戦
J「

`,F調の自由にを確1呆 しようとするものであつた

2003年 3月 1■ イ,ま ったイラクⅢ●
`ま

 ハイ■ク■争

とも,ばれ 開

"彎
口におけるビン●イント,事 をはじ

めとする4,と巡航 ミサ イル■
=で

 イラク■の方●_系

l・uを早期に■崚した このll戦 では 1サ イル¬1逐 t■
‐・

原1苛か らトマホーク巡liミ サイルも22o■● しが■射

されたという こ,,一
=の

哄力
=■

人で IH査11JJ抗 カ

を喪実 したイラク●は■地〔欣■liに ,111/.し 力な

く ■事た回アメリカ,,実 力を世 +=示 した戦■であっ

た この草■ 0,成 功 i C4 SRイヒ (指 ■ i・
・
神 監視

偵察の IT Fい を促 し Rヽ A(Revoh‖ iI,nヽ1■a,
Al● [ゝ ■事 [お イる革命,と tう

=え
方を|)呵 させた
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ワ ■の嵐J■戦で ま旭上にI● ||し たは員力
`レ

ー||―

測]鷲て,Enlを ,11 ■普資に■■口●_を指示していた

が イラク嗜

'で
は無人画察機がミリイルを■載 し た

■,,lL Lr.■所|.ら ,■撃を行なっていた そしてアフ●I

ニス|シ ′,戦 ぃでに ,■機|),・ tと 峠撃を,、■衛it
由でアメリカ本■●j旨 悼■て,■ う■と RMハ によ

'F器 ,),1人 |ヒ とネ ッ トワー ク 心 ,)単 kい NCW

`N円

vヽork C“‐にヽ●,lire)●
'急

二に進んだ‐

新 冷戦 とアメ リカ海軍

■,T晩会■ 「プロシー●・ィンクス|,)l,08年 lЧ

月に「■ットワークrと された■,一 そのこ折 と,1,J

とt'う 論文力`■載さlt こここ「´ ′|ワ ーク■ビの戦

IJ INCW)と いう,し いコンtフ }が発上された

アメリカLTは さ ,そ く硫 |メ ヽ閂■

“

において NCW
とを来型 ●を比|■ したところ NCWで は意思ユtが
43分から23,)に

'締
さオ: ■■F●用陛 150′ 一ヽt

ント■大 嘔駄 ,,|"御 ■Jを 突破 した|'日 4は 0′ |● ,|

に減少 [ NCW′)●月けが土証された

しかし この]tlでアメリカ草の11●■1●市1よ  西

■IJし 東アジアに,中 し アフリカや′ヽル■ン半島|ヽ ■

中ネを道ってインドIか ら京lllア ジアにiる ●■1し,に
ま|`,な 部けを,I用 していなかった

2001年 9月 に■■された 1■ ごとの |」 ltlた 1見直

し2001 ill(llD R2001,で は 従来の 脅咸地ヽ処
|

|・ ら
'■

成,1対処  、のにlⅢが発表さねたが ■表直|,

■発生した11時

`発
テロ ,llデ■J =よ り 青は,1

対処 特に

'|●

■育Ⅲ (千 口 ■
「

イ主体)|■ ● ブいた

水T百

“

●i,性が火

“

,も のとな 0 2002 1io日 に

まアメリカ

"f“
哉部長クラーク人にから「シーパワー

21 新時千ヽのF載植想J力 t発 表された

これは従来のブルー■■―ター海■
"硫

l・ 決

“

え思想か

ら脱¬ し NCW戦 を中心にII■地域べ
"海

草力|)投 弯|

i● 命■

" 
海草道 |1隊 の前方展開を三 |』 し■ nlに で

2112■ 7月 に まネットリーク コマンドが創設さオiた

こ,)構 想で ま 湾T部 |ネ の中レ としての2:J17ヽ十

`HO,i●
れ,単 k問艦 (1ヽ lLl■ ora Co,11● |ヽhip,やi

征湿Ⅲl・・ 性」嗜■
=+イ

ル防衛水 L行動r :≦争に サイ

ルI載憤による■彗やコマンド部|ネ搭載のヴァージ=ア

Virql■■,原音によるコマンド●摯 そね
=.・

""‖
省

1艦 う
'■

方支
=“

「Ⅲttて鰤 成された

CヽWイヒにともなう市■,iⅢのた● 2002年 0月
■晰t省に,t力 ′単■が

'」

設されると J2111111月
には性

'Jの

ll編 副両折■1■■さイl ●
'「

■却口,中 ●や

■■へのl_●力
`示

さ t́た

しかし テ導 [i器 かどれだけ

「

密 〔あっても人い●,■

tr力 や観4,Jに は■ ■す N Cllの りである CPSや 適

信貸三がIF■ される可|ヒ 性をどtt● に々に海夕|●IL

力■■1ス しNCW IヒそlF,■ する●)よ に検ではなt.だ ろう

|■ 裁者
`,中

には 1■ の■1,|バ ー ,ι  ハーパーで1誉 ま

る |と 警 riし てぃる力ヽ 奇聾

“

撃により 匠に して

Cヽllの通信nt繊 を

'崚
され 嚇敗を● ■る,人工

"が
起

こるこ
=す

なtで あろう●キ 市1+ILを 常に維持するに ,

証,Iの 航空り,!地
"'`必

■であり lL L,1カ を反|,す るにも

,夕 |●)●争 F想地●
"近

く■,T基地が ビ́■てはないだ

ろうか 特 嚇 ■
',1地

は 同霊FIや ■1「 」を侵||し よう

とするにに アメリカとの戦,■)リ スクというハー ドル
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