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防衛セミナー

日時：平成２５年８月２３日（金）

１３：００～１６：００

場所：海上自衛隊呉地方隊からす小島地区

主催：中国四国防衛局

共催：海上自衛隊 呉地方隊

司会：それでは定刻となりましたので、ただ今から第２２回防衛セミナーを開催させてい

ただきます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます、中国四国防衛局企画部次長の森川と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、ＪＲ呉駅でバスに乗車される

際に、クリアファイルを配付させていただきました。その中に、明日の展示訓練の乗

艦券と案内、本日の次第、アンケート用紙、そしてパンフレットが３つ入っておりま

す。どうぞご確認ください。それではまず、主催者を代表しまして、渡邉一浩・中国

四国防衛局局長からのご挨拶を申し上げます。

【挨 拶】

中国四国防衛局長 渡邉 一浩

皆さん、こんにちは。中国四国防衛局長の渡邉でございます。今日はお暑い中お集まり

いただきまして、本当にありがとうございます。１００名近くの方にお集まりいただきま

して、遠くは関東地方からもお出でいただいております。若い方もおられれば、お年を召

した方もおられるということで、これだけの方にお集まりいただき、大変感謝申し上げま

す。

本日は、「海上自衛隊の活動を知ろう！」ということで、大きなテーマでございますが、

今日と明日の２日間にわたっての３部構成となっております。第１部は、海上自衛隊の大

井１佐と上山２佐に、海上自衛隊の装備、そして任務などの全般的なご説明をしていただ

き、災害派遣や特殊な任務の一例についてご紹介させていただきます。第２部は、場所を

移しまして、海上自衛隊の小さな高速艇に乗っていただき、呉基地全体を海から視察して

もらう試みであります。これは、海上自衛隊の艦艇や海上自衛隊の任務を支える基地であ

る呉という施設全般を知ってもらいたいという狙いでございます。桟橋や燃料タンク、弾

薬庫、ホバークラフトの基地などや、日本の近代化が始まる頃を支えた製鉄所、そして造

船所を、海から眺めるとこんな感じになっているということを体験していただきます。第

３部は明日になりますが、護衛艦に乗る訓練を直に体験していただくという構成でござい

ます。聞いて、見て、乗って、体感して分かってほしいという感じのセミナーとなってお

り、少しでも海上自衛隊の活動、役割を理解して帰っていただけたら幸いであります。

せっかくの機会ですので、疑問や聞いてみたいことがありましたら、いろいろご質問を

していただきたいと思います。それではどうぞ、特別な時間をお楽しみください。
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【第１部 講演】

司会：それでは、第１部を開始させていただきます。第１部におきましては、海上自衛隊

の活動についての講演を２つご用意しております。

まず、海上自衛隊呉地方総監部管理部長・大井一史１等海佐に講演をしていただき

ます。大井１佐、登壇願います。

大井１佐は、昭和６２年に防衛大学校を卒業後、海上自衛隊に入隊、対潜水艦戦を

担うヘリコプターのパイロットとなられました。 近では、神奈川県横須賀市に所在

する自衛艦隊司令部幕僚や、千葉県館山市に所在する第２１航空群司令部の首席幕僚

を歴任され、本年４月に呉地方総監部の管理部長に着任されました。本日は、海上自

衛隊の活動について分かりやすくお話をしていただきます。

それでは、大井１佐、よろしくお願いします。

【講 演】

「海上自衛隊の活動とは！？」

海上自衛隊呉地方総監部 管理部長 １等海佐 大井一史

皆さん、こんにちは。ただ今紹介にあずかりました大井でございます。早速ですが、海

上自衛隊の活動についてご説明をさせていただきたいと存じます。まず、海上防衛力の意

義・特性・役割について簡単に理解をしていただいた上で、海上自衛隊の組織・編成・主

要装備について説明をした後、海上自衛隊の活動の概要を紹介してまいりたいと存じます。

それでは、海上防衛力の意義、特性及び役割について説明します。まず、我が国の海上

防衛力が持つ意義についてです。国土面積世界第６２位の我が国は、排他的経済水域、こ

れは領海基線から外側に２００海里という水域でありますが、この排他的経済水域で見れ

ば世界第６位の広さがあります。周囲を海で囲まれている我が国に対する侵略事態が生起

する場合は、侵攻は必ず海洋を経由して行われることとなります。また、貿易量に占める

海上輸送量の割合は、重量ベースで９９．７％に上るという事実からも明らかなように、

海上交通は我が国の生命線です。これらを守る海上防衛力は「我が国防衛のフロントライ

ン」と位置付けられます。

海上防衛力の持つ５つの特性です。第１の特性は機動性であり、活動の場である海洋を

介して迅速かつ容易に任意の場所に移動できます。第２の特性は多目的性であり、平素の

任務から有事における作戦まで、多様な任務に対応できます。第３の特性は柔軟性であり、

事態の進展や緊迫度に応じ、国家目的を達成するための幅広い選択肢を提供できます。第

４の特性は持続性であり、補給能力や整備能力等の自己完結能力により、長期行動が可能

です。第５の特性は国際性であり、自衛艦は国家の主権を象徴するもので、艦艇が存在す

ることで、他国の主権を侵すことなく自国の意思と威信を示すことができると言えます。

海上防衛力の役割を三角形のイメージで示しております。三角形の底辺部分は「防衛的

役割」を示しています。これは、軍事力が本来具備すべき本質的、伝統的な役割です。左
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辺は海上防衛力の「外交的役割」を示しています。これは、先に述べた海上防衛力の持つ

特性を背景とした政策遂行のツールとしての役割です。また、右辺は海上防衛力の「警察

的役割」を示しています。これは、海洋秩序維持のための役割であり、我が国周辺の海洋

資源を巡る 近の動向や、海賊、海上テロなどの不安定要因が増加する傾向の中で、外交

的役割とともに、その重要性が強く認識されるようになっています。

次に、海上自衛隊の組織・編成について説明します。海上自衛隊は、機動的に展開する

「自衛艦隊」、割り当てられた区域の防備等を担当する５つの「地方隊」、その他、教育、

後方支援等を担当する大臣直轄部隊等から編成されています。平成２５年３月末における

定員数は、事務官等を含め、約４８，７００名です。海上自衛隊の主力部隊である自衛艦

隊は、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群などにより編成されています。地方隊は

横須賀、呉、佐世保、舞鶴及び大湊の５箇所に所在し、各地方隊を指揮する地方総監の隷

下には掃海隊、後方支援部隊等が編成されています。また、地方総監は、災害派遣、海峡

における潜水艦の通峡阻止や港湾防備等のため、必要に応じ一定規模の艦艇部隊や航空機

部隊などを指揮します。

スクリーンは、主要な部隊の所在地を示しています。紫色は主要な艦艇部隊及び地方隊

の司令部である地方総監部、水色は主要な航空部隊、グレーはその他の主要な部隊です。

赤の破線で分けられた区域は、各地方隊が担当する警備区を示しています。

次に、海上自衛隊の主要装備について説明します。スクリーンは、主要な装備品と平成

２５年３月末時点での保有数です。ＢＭＤ、弾道ミサイル対処能力が付与された４隻を含

む計６隻のイージス護衛艦を始め、護衛艦、潜水艦、機雷艦艇など１１０隻の警備艦、補

給艦や訓練支援艦など３０隻の補助艦艇、７９機の固定翼哨戒機、８５機の回転翼哨戒機

及び１１機の掃海・輸送機を保有しています。

スクリーンは、我が国周辺各国との海上戦力を比較したものです。近年、高い軍事費の

伸びを背景に、中国海軍の規模の拡大が顕著です。

次に、海上自衛隊の主な装備について説明します。「ひゅうが」型護衛艦は、平成１６

年度に予算が成立したことから、１６ＤＤＨと呼ばれています。ＤＤは護衛艦を、Ｈはヘ

リコプター搭載を意味します。基準排水量１３，９５０トン、全長１９７ｍ、幅３３ｍ、

深さ２２ｍであり、その特徴は、第１に指揮通信情報能力、第２はヘリコプター運用能力、

第３は自艦防御能力が、それぞれ向上したことです。有事における各種作戦から人道救援

活動に至るまで、様々な任務へ適切に対応するため、また、統合・共同作戦を円滑に遂行

するため、各種機能及び搭載能力を有しています。

平成２２年度に予算が成立した新型ヘリコプター搭載護衛艦は、先日「いずも」と命名

され、横浜で進水しました。平成２６年度に除籍が見込まれている護衛艦「しらね」の代

替として、建造期間５年を考慮し、平成２２年度に建造に着手したものです。本艦は、「ひ

ゅうが」型護衛艦の発展型として、より多数のヘリコプターを運用・整備する能力を充実

させました。また、多目的護衛艦として、事態対処時のみならず、国際平和協力活動、大

規模災害対処、在外邦人輸送等の多様な任務に的確に対応するために、洋上拠点としての

役割を担う護衛艦として、輸送、補給、医療等各種能力を充実させています。

「そうりゅう」型潜水艦は、これまでのディーゼルエンジンに代わり、「スターリング

機関」と呼ばれる大気に依存しないエンジンを搭載したことが特徴です。これまでの海上
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自衛隊の潜水艦は、潜行中の動力源はディーゼルエンジンによって充電された蓄電池であ

ったため、頻繁な充電が必要でした。充電時のスノーケル航走は雑音が大きいばかりでな

く、レーダーに反射する面積が大きい給気筒の露出や排気煙により、潜水艦の 大の特徴

である隠密性を損なっていました。「スターリング機関」を採用したことにより、水中航

続時間を延伸させ、被探知防止能力の向上を図っています。

スクリーンは、新型の汎用護衛艦「あきづき」型です。平成２４年３月に１番艦の「あ

きづき」が、平成２５年３月には２番艦の「てるづき」が、それぞれ佐世保の第５護衛隊、

横須賀の第６護衛隊に配備されました。ヘリコプターを１機搭載するオールマイティーな

護衛艦で、今後の海上自衛隊の主力となる護衛艦です。

次は、哨戒ヘリコプター「ＳＨ－６０Ｋ」です。従来の哨戒ヘリコプター「ＳＨ－６０

Ｊ」を近代化し、配備を進めています。近代化の主な内容については、高性能捜索レーダ

ーの搭載、キャビンの拡大、対艦ミサイルの搭載等、スクリーンに示すとおりであります。

次は、新型掃海・輸送ヘリコプター「ＭＣＨ－１０１」です。現有の掃海・輸送ヘリコ

プター「ＭＨ－５３Ｅ」とは異なり、飛行甲板を有するすべての艦艇に着艦可能であり、

特別警備隊の支援任務や護衛艦等への航空輸送任務に活用することが可能となります。

次は、救難飛行艇「ＵＳ－２」です。周辺海域、特に遠洋に進出する航空機、艦艇等に

対する確実かつ効率的な洋上救難態勢を維持するため、従来型の「ＵＳ－１Ａ」の除籍に

合わせ、順次整備しています。特徴は、長距離巡航性能及び速度性能を向上させるため、

エンジンのパワーアップ、機体の軽量化を図っております。また、パイロットの負荷軽減

及び、特に離着水時の低速飛行の安全性、安定性増大のため、操縦系統は、操縦桿の動き

を電気信号で伝えるフライバイワイヤ方式を採用し、操縦席の計器盤も民間で採用されて

いる人間工学に基づいた統合型の電子計器盤を装備しております。

次は、新型哨戒機「Ｐ－１」です。現有の哨戒機「Ｐ－３Ｃ」の後継機として、機体、

エンジンを始め、搭載電子機器の主要部分はすべて国産で開発されました。平成２５年３

月２６日に岐阜基地で引渡しが行われ、３月２９日には厚木基地へ空輸し、現在、実運用

に向け様々な試験を実施しています。

次は、現在計画中の新型汎用護衛艦（２５ＤＤ）の概要です。主な特徴としては、諸外

国潜水艦の高性能化及び静粛化に対応するため、対潜探知能力を向上させるとともに、低

燃費の新型推進形式を採用し、ライフサイクルコストを低減させていることにあります。

次は、現在計画中の新型掃海艦の概要です。主な特徴としては、船体をＦＲＰ（繊維強

化プラスチック）化し、潜水艦を対象とする深深度機雷への対処能力を確保するとともに、

外洋航行能力を保持していることにあります。

次は、「ＹＳ－１１」型輸送機の後継として導入予定の「Ｃ－１３０Ｒ」の概要です。

米海軍から６機の中古再生機を調達する計画であり、平成２５年度末に初号機を領収、平

成２６年度末には全機取得予定であり、平成２６年度中に運用を開始する予定です。「Ｃ

－１３０Ｒ」の輸送能力は、「ＹＳ－１１」に比べ搭載重量が約６倍になるなど、大幅に

向上します。

後に、海上自衛隊の活動の概要について説明します。海上自衛隊は、「Ｐ－３Ｃ」哨

戒機により、北海道周辺海域や日本海、東シナ海を航行する多数の船舶等の状況を監視し

ています。また、即応可能な高練度艦１６隻を確保し、不審船や弾道ミサイルへの対応に
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備えるほか、国際緊急援助活動が命ぜられた場合に対応できるよう、護衛艦や輸送艦を待

機させるなど、各種事態に即応できる態勢を維持しています。このように、平素からの活

動を通じて、我が国の安全保障に影響するような事態の抑止に努めています。

スクリーンは、昨年１２月に、北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルの発射を強行し

た際の海上自衛隊ＢＭＤ対処部隊の配備状況です。発射されたミサイルの追尾、万一に際

しての破壊措置を実施するため、日本海に１隻、東シナ海に２隻の弾道ミサイル対処能力

を有するイージス艦を展開するとともに、輸送艦による「ＰＡＣ－３」の統合輸送を実施

しました。

スクリーンは、昨年度の海上自衛隊の災害派遣の実績及び主要基地別の件数を示してい

ます。近年では、年間２００件前後で推移している状況ですが、その多くは離島地域住民

の急患を本土の病院に搬送する患者輸送が占めています。また、海上自衛隊の保有する離

着水機能を有する救難飛行艇は、遠方の洋上において航空救難や急患の発生に対応するこ

とが可能です。

海上自衛隊は、海外における活動として、スクリーンに示す活動を行ってまいりました。

冷戦後の安全保障環境の変化から、海上自衛隊の活動が求められる海域は、東アジアから

中東に至る海上交通路周辺海域全域へと拡大され、海洋安全保障環境の安定化に寄与して

まいりました。

海外における活動の中で、平成２１年以降、現在まで活動を継続しているのは、ソマリ

ア沖・アデン湾における海賊対処活動です。海賊対処活動として、水上部隊と航空隊を派

遣しております。水上部隊は、アデン湾に設定された「国際推奨航路」を通行する船舶を

直接護衛します。主要な補給地としてはジブチ港を使用しています。航空隊は、広域の警

戒監視と、海賊に関する情報の収集及び提供等を実施しています。海賊の疑いのある船舶

に関する情報を入手した場合は、護衛任務を実施中の水上部隊や、付近を航行中の商船、

あるいは他国の海軍艦艇等に速やかに情報提供を行い、海賊行為の未然の防止に寄与しま

す。なお、航空隊は、平成２３年６月に運用を開始したジブチの拠点を基盤に活動をして

います。

資料は、昨年新たに運用を開始しました「現地調整所」の概要です。海賊対処活動が軌

道に乗るに従い、現地対策や関係国軍との意見調整等の機会が増加してまいりました。ま

た、人脈構築の観点から、調整担当者は一定の期間、継続して派遣する必要がありました。

これに伴い、ジブチにおける対外調整を一元化した「現地調整所」を新設し、所長以下３

名の隊員が対外調整業務に従事しています。

次に、各国との防衛交流について説明します。海上自衛隊は、周辺諸国海軍との防衛交

流を通じ、協力関係構築や認識の共有を図ることにより、より安定した海洋安全保障環境

の構築に寄与し得るよう努めています。スクリーンは、平成２４年度に実施したハイレベ

ル交流、幕僚協議の一部を紹介しています。また、共同訓練等を通じ、我が国のプレゼン

スを示すとともに、我が国の海上交通路沿岸国海軍との理解の促進を図り、海洋秩序の維

持に寄与しています。さらに、戦略的メッセージの発信の機会として、西太平洋海軍シン

ポジウムを始めとする多国間の取組の場を積極的に活用しています。

ここからは、主に実際の活動現場の写真を用いて、海賊対処活動と災害派遣活動の状況

を紹介します。まず、海賊対処活動ですが、この写真は夕暮れ時のアデン湾を航行する護
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衛艦の写真ですが、妙にオレンジがかっています。これは、アラビア半島からモンスーン

によって運ばれてくる細かい砂塵、砂の粒が影響をしています。夜間は目視での目標捜索

が限定されます。このため、航路の前方をあらかじめヘリコプターで捜索し、安全を確認

します。任務行動中も各種の基本訓練は欠かせません。体力の維持や長い航海でのストレ

スの発散は、体育を通じて実施しています。ただし、洗濯については制限されているため、

航海中は写真のように洗濯物が出ないように工夫をしています。

アデン湾航行中は、イルカやクジラをよく見かけることがあります。彼らとの出会いに

は隊員たちも癒されています。また、艦内には、勤務にメリハリを持たせ、ストレスを溜

めないよう様々な工夫がなされています。任務を終えると、主な休養補給地であるジブチ

国際自治港に向かいます。入港前は、甲板やヘリコプターに付着した潮や砂塵を洗い流し

ます。ジブチでは、現地の人たちとの親善行事もあり、親交を深めています。

後に、少し長くなりますが、東日本大震災への対応について説明します。ここでは、

あまり皆さんの目に触れる機会のない海上自衛隊のヘリコプターの活動を中心に紹介した

いと思います。

災害派遣における海上自衛隊部隊の主な活動内容です。現場に進出した艦艇部隊は、捜

索・救難のほか、避難所や孤立地域の調査・支援、港湾調査、航路警戒業務の支援、物資

や人員の輸送、給食、医療、入浴等の生活支援などを行いました。航空部隊は、主に上空

からの情報収集、捜索・救難、人員・物資の輸送などを行いました。また、原子力災害に

対しても、放水活動や給水支援などを実施しました。海上自衛隊のヘリコプター部隊では、

大きな災害が発生すると、即座にヘリコプターを離陸させ、被害状況の情報収集などを行

います。艦艇部隊も、発災から１時間ほどすると、全国から護衛艦等が次々と出航し、こ

れら護衛艦に順次ヘリコプターを搭載し、被災地の沖合に向かい、翌１２日の早朝には到

着し、捜索・救難活動を開始しました。

大きな地震災害の場合、被災地近傍の航空基地も被害を受けていることが多く、遠い航

空基地からだと被災地への往復に時間がかかりますが、海上自衛隊のヘリコプターは、被

災地のごく沖合の搭載艦から集中的に運用することで、非常に効率の良い救援活動が可能

です。また、遠方の航空基地を発進したヘリコプターも、現場の艦艇で給油することで、

長時間の連続運用が可能となります。発災当初、道路が寸断されて陸上から救援できない

孤立地域や離島に対しても、海からアプローチすることで、海上自衛隊の部隊は、効果的

な救援活動を実施することができました。

発災直後に千葉県の館山航空基地を離陸したヘリコプターは、千葉県沿岸を襲う津波の

状況を上空から撮影しました。写真は１６時３０分、海岸の堤防や防砂林を乗り越えて進

む津波の様子です。あっという間に沿岸の施設を飲み込んでいきました。周辺の住宅にも

大きな被害が出ている状況が分かります。さらに、津波の第２波と思われるものも写真に

収めています。写真は、東京湾方面の状況確認に上がったヘリコプターが撮影した千葉県

市原のコンビナート火災の状況です。こうした写真データは、すぐに千葉県の災害対策本

部に送り、その後の防災活動等に有効に利用していただいています。青森県の八戸沖では、

探査船「ちきゅう」が津波の被害で航行不能になり、見学に訪れていた小学生等数十名を、

青森県の大湊航空基地にある「ＵＨ－６０Ｊ」で救助しました。

当初は、あまり情報もなく明確でなかった被害状況も、上空からの情報収集などを通じ
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て次第に明らかになってきました。写真は、火災を起こして炎上する宮城県仙台新港の様

子です。次は壊滅的な被害を被った岩手県陸前高田市の状況です。市街地全体に浸水範囲

が広がっています。同様に、岩手県宮古市田老地区の状況です。次は岩手県大槌町の状況

です。このような悲惨な状況の中で、捜索・救助、支援物資の輸送等の活動を開始しまし

た。

要救助者の捜索には、ヘリコプターが装備している「ＦＬＩＲ（Ｆｏｒｗａｒｄ Ｌｏ

ｏｋｉｎｇ Ｉｎｆｒａ－Ｒｅｄ）」という赤外線暗視装置が役に立ちました。瓦礫に紛

れ、肉眼では分からないような小さな人影も、写真のように、「ＦＬＩＲ」の拡大画像を

確認することで識別が容易になりました。このようにして発見した人を吊り上げて救助し

ました。

初の頃は、被災者がどこにどれだけいて、どのような支援を求めているのかまったく

情報がない状態で、本当に手探りの状態から救助活動を開始しました。写真は、ある保育

園の園庭ですが、このように孤立して救助を求める地域は上空から至る所で確認できまし

た。別の建物の屋上です。「ＳＯＳ・２００人」とありますが、具体的にどのような支援

が必要とされているのかはこれだけでは分かりません。そこで、写真のように着陸できそ

うな所を見つけて着陸し、搭乗員が降りて、どのような支援が必要なのかを確認すること

から始めました。他の場所への搬送が必要な人は、ヘリコプターに乗せて輸送します。輸

送のときの機内の様子です。１人でも多くの人を運べるように、できるだけ詰めて座って

いただきました。着陸ができない場所では、救難用のホイスト装置で、まず搭乗員を地上

に降ろして情報を集め、救助が必要な人がいれば、吊り上げて救助しました。写真のよう

に、地面がぬかるんでいたり多少濡れていても、少し平らで広い土地があれば着陸して、

いろいろな支援が可能となります。このように、ヘリコプターの便利な特性を 大限に活

かして活動を継続しました。

ヘリコプターを運用する上で非常に重要な機能を果たしたのが、新型のヘリコプター搭

載護衛艦である「ひゅうが」です。広い全通甲板があって、同時に何機ものヘリコプター

を運用することができます。そして、写真のように、通常艦上では運用しない機種のヘリ

コプターも、輸送や燃料補給のために容易に発着艦することができます。燃料が入ったド

ラム缶の輸送では、「カーゴスリング」という装置を使って運びます。空のドラム缶であ

れば、左上の写真のように機内に積むこともできますが、燃料が入っているものは機内に

は搭載できません。右下の写真のように、ポリタンクで大量の水も運びました。「ひゅう

が」の格納庫は非常に広くなっていて、たくさんの支援物資を集積し、ここから被災地に

届けることができました。

また、福島第一原発への原子力災害派遣にも参加しました。写真は、派出された地上救

難員が放水待機に就いているところです。写真のような装備で、実際の放水作業にも従事

しました。

現地で活動するヘリコプターの整備も、また重要な任務です。ヘリコプターは、事故や

故障の未然防止のため、一定時間飛行すると、入念な点検、整備が必要になります。整備

補給隊は、２４時間体制で現地に投入されるヘリコプターの整備に当たりました。また、

こうした隊員の給食や施設の管理といった基地機能の維持も非常に重要となります。

東日本大震災では、発災直後から７月３１日までの災害派遣期間中、延べ１３隻の護衛
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艦に搭載された哨戒ヘリコプターは、１，１２０回にわたって２，９００時間あまりを飛

行し、４９１名の孤立被災民等を救助し、８９名の負傷者等を搬送しました。また、陸上

基地から運用された回転翼航空機は、４９９回にわたって２，０００時間あまりを飛行し、

２６０名の孤立被災民等を救助し、１１名の負傷者等を搬送しました。また、主に洋上で

収容された数多くのご遺体と、膨大な量の支援物資を輸送しており、その際、通常使用す

るヘリポート等に加え、約４０箇所の学校、グラウンド、空き地等で離着陸やホイスト作

業を実施しています。写真は、岩手県陸前高田市にある高田高校のグラウンドを上空から

見た様子です。このような励ましのメッセージを被災者の皆さんから多数いただき、我々

隊員にとってはとても大きな励みになりました。

ここからは、少々手前味噌になりますが、多くの方から激励のお手紙等いただいており

ます。これは、有名な書画家の浅野照子先生からいただいたものです。読み上げます。「４

月２６日、貴地をお訪ねいたしました。震災以来、日夜危険を恐れず、救援活動を続けて

下さっている皆さま方に、心からの感謝を捧げずにはいられません。ほんの少し構内に入

ることを許され、若い自衛官の方とお話をすることができました。もう何度も被災地に行

かれ、今度は「原発」の任務に就くとのことでした。「放射能は大丈夫でしょうか」と問

う私に、「任務ですから」と、若者らしい清々しい笑顔が返ってきました。胸がいっぱい

になりました。この感謝の思いをお手紙にしようかと考えておりましたが、私のような者

がお手紙など差し上げていいものかどうか迷っておりました。ところが、先日、カメラマ

ンとして石巻を訪れた友人から電話がありました。「惨状を見て言葉もありませんでした。

その中で、被災された方々には温かい炊き出しをしているにも関わらず、自衛隊の人たち

はお風呂にも入らず、乾パンや冷たいお弁当を口にして、黙々と瓦礫の撤去作業を続けて

いて、胸が熱くなりました。」彼の声は震えておりました。ますます皆さまへの感謝の思

いが深まり、筆を持つことにいたしました。本当にありがとうございます。これからもお

仕事は続くことでございましょう。皆さま方の中には、任務中に「いのち」を落とされた

方もいらっしゃいます。どうぞどうぞ、ご自分の「いのち」を大切になさって下さいませ。

日本の大いなる力となって任務を遂行して下さいませ。地面よ、もう揺れるな。放射能よ、

消えてくれ。大地よ、甦れ。海よ、甦れ。」

また、市民の皆さまからも、いろいろと励ましのお手紙などいただきました。ここでは

１通だけ紹介させていただきたいと思います。館山航空基地近傍に在住の方からの手紙で

す。読み上げます。「こんにちは。突然のお手紙ですみません。どうしても感謝の気持ち

を伝えたくて手紙を書きました。私は市内に住む主婦です。震災後から自衛隊、警察官、

消防士の方々の支援活動や捜索、復興と毎日テレビ映像で見ない日はありません。本当に

頭が下がります。先日、北条小学校のＰＴＡに出席した際に、旦那さんが自衛隊の奥さん

に話しかけました。私が「旦那さんは被災地に行っているの？」と聞くと、その奥さんは

１歳にならない子供を抱きながら、目に涙を浮かべて「行っています。遺体捜索と収容を

していると思います。」何て声をかけてあげればよいのか分からなくて、「大丈夫？」と

しか声がかけられません。「うちの人、すごい頑張ってます。すごい頑張ってるんです。」

と誇らしげに青森なまりで話してくれました。私はそれを聞き、涙が止まらなくなりまし

た。今、大変厳しい日本だけど、自衛隊さんの活動でどれだけの人々が報われたことでし

ょう。どうか皆さまが心の病や病気にならないようにと願っています。皆さんが頑張って
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いるのは国民皆が分かっています。皆さんは日本の誇りです。いつも守ってくれてありが

とう。本当にありがとうございます。」

私ども海上自衛隊員は、このような国民の皆さまの負託に応えられるよう、懸命に任務

遂行に邁進しています。今後ともご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。ご静聴あ

りがとうございました。

司会：続きまして、海上自衛隊幹部候補生学校第１学生隊長・上山修司２等海佐から講演

をしていただきます。上山２佐、登壇願います。

上山２佐は、平成５年に海上自衛隊入隊後、機雷など水中の爆発物処分を担う水中

処分員となられました。 近では、横須賀水中処分隊長、北海道函館市に所在する第

４５掃海隊司令を歴任され、昨年８月に江田島市に所在する幹部候補生学校の第１学

生隊長に着任されております。本日は、「水中のスペシャリスト－水中処分員のすべ

て－」というテーマで講演をしていただきます。

それでは上山２佐、よろしくお願い致します。

【講 演】

「水中のスペシャリスト－水中処分員のすべて－」

海上自衛隊幹部候補生学校 第１学生隊長 ２等海佐 上山 修司

皆さん、こんにちは。海上自衛隊の幹部候補生学校で勤務しております上山です。先週

の土曜日にＴＢＳの報道特集で、ちょっと厳しい学校ということで紹介がありましたが、

ここで勤務しております。それでは、水中処分員のことについて説明していきます。

まず、本題に入る前に自己紹介から行いたいと思います。私、「ウエヤマ」と申します。

よく間違えられるのが、「カミヤマ」と呼ばれるのですけど、「ウエヤマ」ですので、よ

ろしくお願いいたします。昭和４３年６月１３日生まれの、今年４５歳です。２０年前の

３月、１９９３年に４４期の幹部候補生として幹部候補生学校へ入校いたしました。私は、

一般大学卒業で、防大の期別で換算しますと防大３７期相当ということになります。特技、

職種ですが、機雷掃海幹部、また潜水幹部、本日説明いたしますＥＯＤ水中処分の特技を

持っております。出身大学につきましては、埼玉の学習院と呼ばれております城西大学を

卒業いたしました。出身地は東京、生まれは東京で育ちは埼玉県の大宮、本籍は京都の福

知山ということで、七色の出身地を持っておりますが、どこが出身地と言われても、特に

出身地の定義というのがありませんので、このように紹介させていただきます。また、家

族構成につきましては、妻、中学２年の長男、それで幼稚園の年長の長女がおりまして、

現在、横須賀に住んでおり、私は江田島に単身赴任中です。なお、妻につきましては呉の

出身で、宮原高校の出身であります。また、学生時代は水泳をやっておりまして、特に平

泳ぎは得意でありました。

私が自衛隊に入ってからの勤務経歴ですが、平成５年３月に幹部候補生学校に入校いた

しました。翌年、練習艦隊に入りまして、遠洋航海に行き、護衛艦で勤務し、掃海艦で勤

務しまして、そして潜水課程、水中処分課程に入校して、初めて平成１０年１２月に処分
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士として勤務いたしました。その後、護衛艦で勤務し、学校に行った後、平成１４年３月、

掃海隊群司令部のＥＯＤ班長で勤務いたしました。その後、掃海艇の艇長、防衛大学校の

指導官等を勤めまして、平成２２年３月から横須賀水中処分隊長として勤務いたしました。

この時に、東日本大震災の災害派遣に参加しております。平成２３年４月には、第４５掃

海隊司令ということで、ここでも引き続き、東日本大震災の災害派遣に従事いたしました。

そして、昨年８月、幹部候補生学校の第１学生隊長として現配置にあります。

それでは、本日の説明の次第については、水中処分員とはどのような任務を担っている

のかなどを説明しまして、水中処分員となるための条件、水中処分員の活動を紹介し、

後に海上保安庁の「海猿」と呼ばれる潜水士と水中処分員の違いについて説明したいと思

います。

では、水中処分員とは、通常ＥＯＤ員とも呼ばれています。ＥＯＤとは、「Ｅｘｐｌｏ

ｓｉｖｅ Ｏｒｄｎａｎｃｅ Ｄｉｓｐｏｓａｌ」の略であり、爆発物処理を意味してい

ます。その任務は海上における機雷、その他の爆発性危険物の除去及びこれらの処理とさ

れています。水中処分員に求められる知識技能は、幹部自衛官、海曹士で若干異なります

が、幹部自衛官のみに求められる知識技能は、「水中処分指揮官として水中処分作業の計

画、指揮及び教育訓練ができる。」とされており、幹部、海曹士共通の知識技能としては、

「各種火工武器の構造、機能、作動等の概要及び水中処分用具の取扱いについて理解し、

基本的な水中作業ができる。」また、「火薬類及び各種爆破用具類の取扱いについて理解

し、基本的な爆破作業ができる。」とされています。

我々水中処分（ＥＯＤ）員は、潜水課程を修業すると潜水員き章が付与されますが、私

が付けている真ん中のもの、このき章です。このき章の説明をいたしますが、潜水き章は

潜水ヘルメット及び桜花を中心にして、その両側にシャチ、月桂樹及び水中処分の衝撃波

を配したものであり、幹部は金色、海曹士はいぶし銀色とされています。

水中処分員となるためには、入隊時に実施される適性検査で適性を有し、スクリーンに

示す条件を満たさなければなりません。なお、健康診断における視力検査において、視力

を回復するためにレーシックの手術を受けている場合は、手術から３ヶ月が経過し、専門

医から潜水作業に支障がない旨の診断書があれば問題はありません。水中技能検定におい

て、意外と苦労するのが、水深３ｍから５ｋｇの重りを水面まで持ち上げる項目が、結構

手こずる人が多いです。また、耐圧検査ということで、再圧タンクに入り、水深３０ｍ相

当まで加圧し、耳抜きができるかどうかを検査するものです。

次に、教育課程について説明します。海曹士は、専修科開式スクーバ課程に入校し、約

７週間の教育期間を経て、簡単な潜水作業ができ、開式スクーバで水深２０ｍまでの潜水

ができるようになり、スクーバ潜水員の資格が付与されます。なお、幹部のスクーバ課程

はありません。専修科開式スクーバ課程終業後、海曹士特修科潜水課程に入校し、約１５

週間の教育期間を経て、簡単な水中作業ができ、開式スクーバで水深４０ｍ、半閉式スク

ーバで水深５０ｍ、他給気デマンド潜水で水深５５ｍの潜水ができるようになり、潜水員

の資格が付与されます。今お話しました開式スクーバというものが、皆さんよくご存知か

と思いますが、空気のボンベを背負って潜る、これが開式スクーバです。半閉式スクーバ

というのは、機雷に近づく時に使用する潜水器です。機雷というのは、音に反応したり磁

気に反応したりするものもありますので、この潜水器についてはすべて非磁性です。また、
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音が出ないように泡もあまり出ません。また、こちらの他給気式デマンド潜水というのは、

潜水艦が海底で動かなくなった時に、救助しに行く人たちが使う潜水器で、ボンベを使わ

ずに、エアホースが船とつながっている状況で潜水する潜水器であります。

次に、幹部は、幹部特修科潜水課程に入校し、約１７週間の教育期間を経て、簡単な水

中作業ができ、開式スクーバで水深４０ｍ、半閉式スクーバで水深５０ｍ、他給気デマン

ド潜水で水深５５ｍの潜水ができるようになり、ここは海曹士と同じです。その後、潜水

幹部の資格が付与されます。なお、海曹士の課程より教育期間が２週間長いのは、スクー

バ課程の教育を補完するためです。幹部、海曹士ともに、特修科潜水課程終業後、専修科

水中処分課程に入校し、約１２週間の教育期間を経て、火工武器の捜索、識別、安全措置

及び処分作業ができるようになり、水中処分の資格が付与されます。専修科水中処分課程

終業後は、幹部は掃海艇の処分士に補職されます。また、海曹士は、大方は各水中処分隊、

一部は掃海艇の水中処分員に補職されます。なお、スクーバ課程、潜水課程は肉体的にも

精神的にも厳しい課程であり、陸上自衛隊のレンジャー課程を修業した隊員が本課程に入

校して言っておりましたのが、「レンジャー課程では食事も飲み物も制限されたが、ここ

では空気も吸わせてもらえない厳しいところだ。」と言っておりました。

それでは次に、水中処分員の活動について説明いたします。スクリーンは、水中処分員

が処分の対象としている爆発性危険物です。スクリーン左上は２５０ｋｇ爆弾、スクリー

ン左下は沈底機雷です。これらの爆発性危険物は、先の大戦で使用されたものです。この

ような爆発性危険物は、港湾等において浚渫作業を行う前の磁気探査で発見されたもので

す。

爆破処分を行うための準備作業の状況です。スクリーン左上は、爆破処分を行える安全

な場所に爆発性危険物を曳航する準備を行っているところです。海底の爆発性危険物をバ

ルーンで浮揚させ、安全な場所にゴムボートで曳航していきます。スクリーン左下は、砲

弾等をまとめて爆破処分するために砲弾等を処分用のカゴに集積している状況です。スク

リーン右上は、爆発性危険物にプラスチック爆薬であるＣ－４を設置している状況です。

スクリーン右下は、導爆線という爆薬を紐状にしたものを展張、固定している作業の状況

です。スクリーンに示した写真は、水中視界は良好でありますが、いつもこのように水中

視界が良好な状況で作業ができるとは限りません。なるべく足ひれで水を濁さないように

したり、海中は潮の流れがありますので、その潮の流れで導爆線が流されないようにする

など、細かいテクニックを駆使してこういう設置作業を行っております。

電気発火法による爆破処分を行うための構成図です。処分する爆発性危険物に導爆線を

取り付けたＣ－４爆薬を装着し、展張した導爆線の端に電気雷管を装着します。展張した

発火電線に電気雷管を装着、さらに発火電線に発火器を取り付け、電気発火法で爆破処分

します。

スクリーン上段は、爆破時の水柱です。 初に白い水柱が上がり、次に黒い水柱が上が

ります。スクリーン下段は、爆破処分後の海底の状況です。大きなくぼみが確認できると

思います。そして、この爆破作業が終わって、濁りが取れた後潜って確認いたしますが、

海底にはこのような大きなくぼみ、クレーター状のものができております。

次に、浮遊機雷を処分する際に行うへローキャスティングの状況です。浮遊機雷という

のは、水面上を漂っている機雷です。まず、水中処分員がヘリコプターから降下し、浮遊
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機雷まで泳いで行って、爆薬を装着します。導火線を展張し、導火線に点火した後、ヘリ

コプターで収容され、所要の時間が経過した後、このように爆破処分いたします。

次に、東日本大震災における災害派遣の状況です。スクリーン左上は、宮城県石巻市の

大川小学校の近くの長面浦での行方不明者の捜索に向かう水中処分員です。スクリーン左

下は、孤立化した気仙沼市の大島という離島に物資輸送を行っている状況です。スクリー

ン右上は、水没した車両内に行方不明者がいないか確認を行っている状況です。スクリー

ン右下は、牡蠣いかだ、ボート、漁具類等の瓦礫に行方不明者がいないか確認を行ってい

るところです。

次に、水中処分員はテロ対策特別措置法に基づくインド洋での補給活動を行う艦艇に乗

り組んでおりました。艦艇が港湾に停泊中にリムペットマインという小型の爆発物を仕掛

けられる可能性があり、出港前に艦底検査を行い、リムペットマインが仕掛けられている

場合、リムペットマインを処分するという任務を担っておりました。リムペットマインと

は、小型の爆発物で、艦艇のプロペラやソナーに装着して発火させることにより、艦艇を

沈めることを目的とした武器ではなく、艦艇を動かさないように、行動させないようにす

る武器です。左の写真は、水中処分員が艦艇のプロペラ軸付近を捜索している状況です。

右の写真は、リムペットマインに処分機材をつけている状況です。これは、護衛艦のプロ

ペラ軸です。これは、仕掛けられたわけではなく、訓練の状況です。これは訓練ですので、

模擬のリムペットマインをつけて訓練している状況です。

スクリーン下段は、海外で行われた訓練において、他国のＥＯＤ員との交流を図ったも

のです。なお、青い迷彩服を着用しているのが海上自衛官です。

昨年度の水中処分による爆発性危険物の実績は約５１０個、約４．４ｔです。なお、平

成３年にペルシャ湾に掃海艇が派遣され、３４個の機雷を処分しましたが、そのうち２９

個が水中処分員が処分しています。また、ペルシャ湾での活躍等から海上自衛隊の水中処

分員の技量は世界一とも言われております。

後に、海上自衛隊の水中処分員と海上保安庁の潜水士との違いについて説明します。

先ほども説明したとおり、海上自衛隊の水中処分員の任務は、海上における機雷、その他

爆発性危険物の除去及びこれらの処理とされています。また、海上保安庁の潜水士の任務

は、人命救助のための水面下における作業、遭難船舶、その他の遭難物件の救助及び流出

油の防除のために必要な水面下での作業等とされています。水中処分員と潜水士は、潜水

作業を行うことは共通事項ですが、水中処分員は海中の爆発性危険物の処分のために潜水

作業を実施し、潜水士は人命救助等のために潜水作業を実施することから、潜水作業を実

施する目的が違います。なお、水中処分員は、人命救助のための教育訓練を受けておりま

せんが、爆発性危険物を捜索、識別、処分する技能を応用して、災害派遣等において人命

救助作業を行っております。

以上で、水中処分員についての概要を説明いたしましたが、我々水中処分員にさらに関

心を持っていただけたら幸いかと思います。ご静聴ありがとうございました。

司会：どうもありがとうございました。

ここで、会場の皆さまからのご質問にお答えしたいと思います。なお、皆さまから

いただいたご質問につきましては、その概要を当局のホームページに掲載させていた
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だきますので、あらかじめご了承下さい。質問された方のお名前等は掲載せずに、ご

質問の概要のみを掲載させていただきます。

それでは、ただ今より、１０分程度という短い時間ではありますが、会場の皆さま

からのご質問をお受けしたいと思います。会場の係員がマイクをお持ちしますので、

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。

【質疑応答】

質問者：実際に爆弾を仕掛けられたことはありますか。

上山２佐：実際にはありません。仕掛けられた場合、それに対処できるように訓練をして

おりますが、実際に海上自衛隊の船に爆弾が仕掛けられたということは、今まであ

りません。

司 会：ありがとうございます。他に質問がございましたら、挙手をお願いします。

質問者：本日は貴重なお話、ありがとうございました。海上自衛隊と海上保安庁の連携や

仕事分担について教えて下さい。

上山２佐：海上保安庁は海の警察です。警察で対処できないことを海上自衛隊が対応する

ということになっておりますが、今まではあまり交流がありませんでした。東日本

大震災を契機に、連携をとってやっていこうということで、これから始まるような

感じではあります。

大井１佐：補足をさせていただきたいと思います。海上保安庁は、ご承知のように、海上

保安庁法という法を所管しておりまして、これは、主に海上における人命、財産の

保護、あるいは治安の維持といったものを任務としております。海上自衛隊が海上

保安庁の任務に絡む部分というところになりますが、海上保安庁だけでは対応がで

きない、その能力を超えるような事態について対応するといった部分になります。

海上自衛隊の場合は、海上における警備行動という命令が発令され、行政警察権の

行使ということになりますが、警察的な行動、活動を実施することが定められてお

ります。

例えば、北朝鮮の不審船、工作船の事案等で、工作船等がロケット弾や小型の対

空ミサイルといったようなものを持っていることが予想される場合です。これは、

海上保安庁の能力を超える状態であるというふうに考えられ、海上自衛隊に対して

海上警備行動が発令されます。これに対処したといった実績もございます。あるい

は潜水艦への対応です。潜水艦は、外国の領海を通る時には、浮上して旗を掲げて

通過しなければいけないという国際法上でのルールがあります。こういったことを

守らない潜水艦に対しては、浮上して旗を掲げて行動するように伝える必要があり

ますが、海上保安庁には潜水艦に対する捜索の能力といったものはありません。こ
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のような場合も、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令されます。

海上における治安維持のために必要な行動をとるといったことが、海上保安庁と

海上自衛隊の連携と言いますか、大きな基礎となっているところです。北朝鮮の工

作船事案を契機としまして、普段から、通信や運用に係る構想について認識を共有

していく必要があるということで、いろいろな話合いや共同の訓練を実施しており

ます。

少し敷えんして申し上げますと、今、海賊対処行動でソマリア沖・アデン湾に護

衛艦を派遣しておりますが、そこには必ず海上保安官が乗っております。海賊を逮

捕し、日本に送還して裁判の手続を行うような場合、その司法活動というものは海

上自衛官にはできません。そういう活動をするために、海上保安官が必ず護衛艦に

乗り、一緒にオペレーションを実施しているというのが実情です。こういった形で

海上保安庁と海上自衛隊は常に密接に連携をして、国民の皆さまの生命・財産の保

護、それから治安の維持といったものに向かってしっかりと活動しているというこ

とでご理解をいただければと思います。

司 会：ありがとうございます。他にご質問がありましたらどうぞ。

質問者：少し前に、江田島の深江という地区で機雷処理をされたことがあると思いますが、

機雷は日本製だったのでしょうか、アメリカ製だったのでしょうか。

また、戦時中に日本近海に敷設された機雷等の処分について、どのような状態で

爆破処理をされたのか、特に東京湾は非常に航行が多いので処分はできているのか、

聞かせて下さい。

上山２佐：深江で発見された機雷が日本製なのか米軍製なのかというのは分かりません。

戦後、機雷の処分については、業務掃海というものが行われており、戦争中に敷設

された機雷というのはほとんど処分されておりますが、一部、まだ残っているもの

が 近でも発見されるという状況です。東京湾については、ほぼ機雷の処分はされ

ていると考えておりますが、先日も関門海峡で機雷が発見され、処分されておりま

すので、必ずしも１００％大丈夫とは言えないような状況ではあります。

大井１佐：この機会にご案内させていただきたいと思います。呉港中央桟橋の近くに、海

上自衛隊呉史料館「鉄のくじら館」がございます。そこの２階に、機雷掃海に関す

る様々な展示が行われており、とりわけ第２次世界大戦中の機雷の敷設の状況、そ

れに対する航路啓開業務などが紹介されております。先ほど業務掃海というお話が

ありましたが、日本は終戦間際に、アメリカ軍に対して自国防衛のための機雷を数

多く設置いたしました。また、アメリカ軍も、日本の沿岸海域に「対日飢餓作戦」

と称しまして数多くの機雷を敷設をいたしました。そういった機雷が終戦後もたく

さん残っており、航行する船舶に大きな被害を与えておりましたので、海上保安庁

のいろいろな船を使用し、旧海軍の掃海技術を持っている方々ができる限りの能力

を駆使して、機雷の掃海を実施したわけでございます。そういう歴史について、展
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示等により非常に詳しく説明をしておりますので、関心のある方は、是非、こちら

の方もご覧いただければと思っております。

個別の事例についてご質問いただいた方に対して、個別の事例でお答えするデー

タを持ち合わせておりませんので、そこはご勘弁をいただければと思います。よろ

しくお願いします。

司 会：ありがとうございました。それでは、 後の質問です。

質問者：大井１佐にお伺いいたします。海上自衛隊呉地方隊の全体の役割について、先ほ

ど担当地区の警備ということをおっしゃっていましたが、それも含めてどういう役

割を果たしているのかということについて簡単にご説明いただければありがたいで

す。

大井１佐：申し上げます。ご承知のように、主に機動展開をして実力を行使する部隊とい

うのは、どちらかというと自衛艦隊です。こちらの方に護衛艦隊あるいは航空集団

といった兵力が集中しております。地方隊の役割と申しますのは、地方隊も独自に

輸送艦やいろいろな補助艦艇を持っておりまして、こうしたビークルを運用して実

際のオペレーションも実施いたします。ただし、そうした兵力というのはかなり限

られておりますので、主に自衛艦隊に対する後方支援業務、これが非常に大きな役

割になっております。

例えば、地方隊の隷下部隊には、警備隊、あるいは造修補給所といったところも

ございます。警備隊は、地域を警備するということが主な任務であります。警備隊

の中にある港務隊につきましては、曳船や水船、油船といった小型の船舶等を持っ

ており、入港するいろいろな艦船に対して支援をしております。それから造修補給

所は、主に部隊に対する補給や、艦艇が故障した場合の復旧のための業務を行いま

す。こういったものを実施することで、自衛艦隊に対する支援を実施しているとい

ったところでございます。他にも、地方隊の隷下部隊として教育隊というものがあ

ります。呉にも教育隊はございますが、隊員を教育・訓練する機関でありまして、

部隊全体に対する人的な資源を供給しているといった任務もございます。

地方隊の任務、その も大きなところというのは、自衛艦隊などに対する後方支

援業務ということでございますが、災害が発生した場合、例えば東日本大震災の時

は、横須賀地方隊の長である横須賀地方総監が海災部隊指揮官でした。災害派遣に

対応する海上自衛隊部隊全体の指揮官となって、自衛艦隊などから派出された兵力

を一元的に指揮・運用したという形になっております。このように、地域的な災害

に対しては、その地域を担当する警備区の指揮官である地方総監が実際のオペレー

ションを実施するということも当然あることでございます。

司 会：ありがとうございました。予定の時間がまいりましたので、これで質疑応答を終

了させていただきます。
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司 会：お疲れ様でした。

防衛省・自衛隊としましては、各種施策を円滑かつ効果的に実施するため、国民

の皆さまのご理解を得つつ、その期待と信頼に応えることができるよう、全力を尽

くしてまいる所存です。今後とも皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろし

くお願いを申し上げます。

以上をもちまして、防衛セミナーを閉幕いたします。

本日は誠にありがとうございました。


