ＨＳの国外派遣、その軌跡に思う
～ 「レディネス」とは ～

小 豆 野 実（元22航空群司令）

私は、海上自衛隊で対潜ヘリ
コプター（以下 という）の艦
載化が始まった直後に艦載 航
空部隊勤務となり、 の最初の
国外派遣（派米訓練）を経験し、
が実任務で初めて国外派遣さ
れたテロ特措法に基づくインド
洋方面への派遣時に派遣 部隊
の指揮官（第 航空群司令）で
あった。
副題に、「レディネスとは」
とあげた。奇異な感じがするか
もしれないが、 の国外派遣が
部隊のレディネスとは何か、
を我々に考えさせるトリガーに
なったと考えている。
の国外派遣に関わるエピソー
ドと併せ、レディネスについて
も触れてみたい。

の艦載化

国の 部隊から選りすぐりの搭
乗員が集められ、私が着任した
頃は、開隊以来の搭乗員がまだ
数多く勤務していた。
当時、 搭載艦は「はるな」
と「ひえい」のＤＤＨ２艦のみ
であり、母港は横須賀で、両艦
が接岸できる岸壁がなかったた
め、常にブイ係留であった。現
在では、艦艇への搭載は、艦が
横須賀港を出港後、観音崎付近
で実施されているが、当時は、
搭載当日に悪天候が予想される
場合には、前日に横須賀港内で
搭載されていて、搭乗員にとっ

ＤＤＨ「はるな」

22

ふね

て は 横 須賀 の 街 に外 出 で き る
ラッキー・チャンスであった。
運用面は、どうだったかとい
うと、この頃はお世辞にも と
艦艇がお互いの長所、短所を補
完しあって任務を遂行するとい
う現在のような状態からは程遠
いものであった。
当時、艦艇は艦艇の、 は
（ 航 空 部隊 ） の 文化 を 主 張 し
あっていた。お互いが協同して
やろうという気持ちは双方に無
かったように思う。下衆な表現
であるが極端な言い方をすれば、
「 な ん だ艦 の や ろう ど も が 」
「なんだ飛行機のやろうどもが」
という雰囲気で、搭乗員は艦艇
の背中（飛行甲板）を借りてい
るだけ、艦艇は背中を借してい
るだけという状況であった。
搭乗員側から見れば、艦は
をまるでモノとしか見ていない
ように思われた。例えば、対潜
訓練に例をとれば、艦艇がソナー
探知すると艦の類識別が完了し
ないうちに「 準備でき次第発
艦」が下令され、 は緊急発艦。
が発艦直後に或いは現場に到
着する前に、「ただ今の探知目

HS

HS

HS

HS

の艦載は、昭和 年ＤＤＨ
「はるな」の就役によって始まっ
た。私は、昭和 年、教空を修
業して千葉県館山市に所在する
開隊して間もない第１２１航空
隊に着隊した。１２１空は、当
時唯一の艦載航空部隊であり全

１
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48

HS

HS
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相当の年月を要すると思われる。
レディネスに言及すれば、
の艦載が始まった、昭和 年の
頃、当時の航空集団司令官は、
既に〈レディネス〉を事あるご
とに強調されており、当時、私
自 身 も 、 艦載 部 隊 は最 高 の レ
ディネス状態にあると、何の疑
いもなく思っていたが、後で振
り返れば艦載 部隊のレディネ
スは見せかけの、別な言い方を
すれば〈訓練という土俵上のレ
ディネス〉であった。勿論、海
外展開や実任務もなかったこと
もあり、幸いにも後述する真の
レディネス状態にあるか否かに
ついて問われる機会はなかった。
50

初 め て の 国外 派 遣 部
隊への 搭載

２

HS

51

HS

搭載し、ハワイでの訓練に参加
通過した。また、ダイヤモンド
した。
ヘッド近くも飛行した。素晴ら
この時の私を含め搭乗員の専
しい景観であった。
らの関心、懸案は、主として英
ハワイでの訓練は、同地をベー
語能力の観点から、米艦との訓
スとする米第３艦隊との訓練が
練はうまくできるのか、ハワイ
主ということもあり、基本的な
の管制官とうまく交話ができる
ものであった。
のか、ということであった。最
訓練の前に米軍からブリーフィ
近では、相当数の海上自衛官が
ングが実施されたが、案の定チ
英語を話せるが、当時、操縦士
ンプンカンプンで、ブリーフィ
を含め海上自衛隊では全般に英
ング終了後、英語の出来る者に
語能力は低かった。
再確認する風景があちこちで見
「はるな」と「ひえい」は横
られた。
須賀を出港しハワイに向かった。
恥を忍んで私の（我々の）英
ハワイに着くまで訓練は殆ど実
語力が不十分であった一例をあ
施 され ず 、 専ら 艦 上 体 育 に励
げると、夜間、米艦の管制下で
んだ。休日には、飲酒が許可さ
の対潜訓練中に管制艦から「リ
れた。
リースミッション」が令された
パールハーバーに入港後、ソ
（はずだが）が、聞き取れず、
ナーの確認飛行があり副操縦士
母艦（ひえい）から「米艦から
として初めてハワイで飛行した。 帰投せよと令されたよ」と言わ
ハワイの管制官に果たして英語
れ、「機長、さっき、（米官制
が通じるのか、多少不安であっ
艦 は ） リリ ー ス ミッ シ ョ ン と
言ったんですかね？」「言った
かな？」というお寒い状態であ
り、とても米艦の管制下で訓練
がスムーズに遂行できるレベル
ではなかった。
ここでレディネスに関する件
たが何とか通じた。 ひ
｢ えい を
｣
発艦直後、〈昔、特殊潜航艇は
ここを通ったのか、並大抵なこ
とでは港内に辿り着けない地形
だな〉との思いに耽りながらパー
ルハーバーに通じる湾口上空を
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が国外に行くようになった
のは、 搭載護衛艦が増えたこ
とによる当然の帰結であった。
搭載艦が初めて国外に派遣
されたのは、昭和 年の派米訓
練であった。当時、第 護衛隊
を編成していたＤＤＨ「はるな」
と「ひえい」に各３機づつ を
53

HS

HS

標は潜水艦ではない、 は帰投
せよ」という状況が度々であっ
た。また、 が複数機で潜水艦
を追尾していると、艦艇が「そ
こどけそこどけ」とばかりに
の探知現場に進入して来て、あ
げくの果てに失探する事象は珍
しくなかった。
現在のように、艦艇と艦載
が一体となって任務を遂行する
ようになるまでには、 の艦載
が始まってから 年以上の歳月
を必要とした。
現在、自衛隊では陸、海、空
の統合運用が進められているが、
真の統合運用ができるまでには
HS
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HS

について言及すると、ハワイに
行くため、ハワイ周辺の航空図
等は準備したが、後で述べる所
謂 レ ディ ネ ス に関 連 す る こ と
（整備に関する問題、パイロッ
トの資格に関する問題、航空機
の艦船補給品定数表（航空コー
サル）に関する問題等）は、何
も検討しなかった、というより、
何か問題があるのでは、と考え
もしなかった。通常の日本近海
での訓練と同じ感覚で何の問題
意識も持たず漫然と艦に載って
行った。
余談になるが、当時、私は第
一操縦士（ ）になるための訓
練中（ ・Ｔ）で、この派米訓
練等のため ・Ｔが中断し に
なるのに前代未聞の約１年間を
要し、１等海尉になった時まだ
副操縦士であった。（因みに私
の技量は人並みだと思う。）

３ 初めての遠洋航海
部隊への 搭載
HS

HS

62

本格的な艦載運用を確立したＨＳＳ－２Ｂ

昭和 年度の遠洋航海で初めて、
ＤＤのみで国外に派遣されるこ
とになった。
海上幕僚監部では相当の議論
があったと聞いている。またこ
の時、ＤＤのみで行くという他
に 、 搭 載 日数 が 航 空機 等 整 備
基 準 で 定 める 定 期 検査 の 間 隔
（１５０日）を超えるという問
題（当該検査はＤＤ艦上で実施
できない）が生起した。
艦載 が整備面のみであるが、
初めて真のレディネスつまり任
務レディネスという土俵に乗っ
た時である。
実際の任務においては、ＤＤ

のみでの長期行動もあり得る。
搭載期間も長期になることもあ
り得る。しかし、この遠航の時
まで長期搭載は無い（だろう）、
行動は日本近海のみ（だろう）、
という前提で諸規則は決められ
ていたように思われる。
この時、整備面で問題がある
ことが初めて公に認識されたわ
けであるが、一方、パイロット
サイドの問題（６ヶ月以上搭載
していると最低実施基準の関係
で操縦資格が切れる）が検討さ
れたという話は耳にしていない。
検討されなかったのは、気が
ついていたが検討されなかった
のか、まったく気づいていなかっ
たのか不明であるが、何れにし
ても、もし実任務になれば長期
搭載もあり得るということは考
慮 され て お らず 、 依 然 と して
〈訓練という土俵〉の中で全て
が考えられていたということで
あろう。
やや細かくなるが、当時の
の最低実施基準について述べる
と、 パイロットの最低実施基
準項目には、艦艇搭載中に実施
できない、オートローテーショ

ンや滑走離着陸が含まれていた。
そもそも航空法に定められた
最低実施基準項目は、総飛行時
間、夜間飛行時間及び計器飛行
時間の３項目だけである。では
何故ヘリコプターの最低実施基
準項目が増えたかというと、事
故が起こる度に事故原因に該当
した項目、例えばオートローテー
ションが出来なかったことが事
故要因の１つであれば、その項
目を次々に最低実施基準項目に
加えた結果である。
最低実施基準というものは、
定められた期間に当該項目を実
施できなければ、操縦資格を失
うという性格のものであり、最
低実施という性格上、その期間
を延長するというわけにはいか
ない。
この最低実施基準は、海上自
衛隊の全般にかかわるような本
質的な問題ではなく、重箱の隅
を突っ突くような小さな問題の
ように見えるかもしれないが、
そうではなく、本質的な問題を
含んでいたと私は考えている。

を艦載化する時、それまで

- 3 -

<水交 22－9･10>

1P

当時、 の整備能力の低い
搭載ＤＤのみで国外に行くとい
うことは想像できなかったが、

HS

1P

HS

1P

1P

HS

HS

HS

陸上から運用することを前提に
決められていた搭乗員の資格あ
るいは整備基準等の各種規則を
そのままもってきた結果、つま
り、 を艦上で運用するという
特殊性を考慮することなく、そ
のまま適用した結果の一つが最
低実施基準の問題であると思っ
ている。
ここで話は艦艇部隊に話が飛
び、非難されることを覚悟で敢
えて言えば、艦艇部隊の諸制度、
規則等には、現時点でも短期間
の訓練しかしないことを前提に
したものが多く残っていると私
には思われる。
例えば、テロ特措法に基づい
て約６ヶ月間インド洋方面に派
遣されていた部隊が、帰国し、
ある家族から「本日、父は（息
子は）日本に帰ってきたはずで
すが、どうして家に帰ってこな
いのですか」と問われ「本日は、
当直です」或いは「艦の整備中
です」という状況を、家族では
なくても平均的日本人の誰が理
解できるのか。また、長期任務
行動のため、当然のことながら
休日に働いても代休処理ができ
ない状況にある。この処理がで
HS

きない場合、公務員は金銭で補
うことができる。この規則はあ
る階級以上の自衛官にも適用さ
れるが、部隊として、階級の低
い幹部や海曹士がお金を貰えな
いのに上のものが貰える訳がな
い。つまり、海上自衛隊の部隊
には適用できない規則であろう。
この二例は、長期間の任務がな
かった頃作られた規則で、私に
は前時代の遺物のように思われ
る。
米軍等の休養を十分に考慮し
た勤務態勢は、任務を遂行する
ために必然的に取り入れた制度
であろう。海上自衛隊も真剣に
考える時期に来ていると思われ
る。

初 め て の 実任 務 国 外
派遣部隊への 搭載

４

HS

海上自衛隊の が実任務で海
外に派遣されたのは、２００１
年９月 日に米国で生起したア
メリカ同時多発テロ事件による
インド洋方面等への派遣が初め
てである。
テロ生起時、私は長崎県大村
市に所在する第 航空群の司令
11

HS

22

であった。当然のことながら事
のコックピット周りに防弾板
件は、少なくとも海上自衛隊に
が装備されたが、機銃について
とっては何の前触れもなく起こっ
は試験等が終了していない等の
た。テロが起こった時点では、
理由で搭載されなかった。また、
このテロ対策として海上自衛隊
搭載機は夜間における水上目標
が、 搭載艦が国外に出て行く
探知識別能力に優れたＳＨ‐
ことは想像できなかったが、現
Ｊの陸上型（Ｂ装備機）が望ま
実には、９月末（実際には 月
しいと思われたが、当時陸上型
上旬）には部隊が派遣されるか
は運用機数が少ないことと整備
も知れないということになり、
面等に不安があることから搭載
急いで派遣搭乗員の選抜等の諸
されなかった。
準備を始めた。行きたくないと
派遣時には、搭乗員には相当
いう搭乗員は皆無であった。
の不安があり、出発式は重苦し
この派遣は、派遣先が紛争地
かった。
域の近くであり、 が攻撃を受
が攻撃を受けるかもしれな
けるかもしれないということで、 いという不安の他に、現地での
の運用についての不安がもう
一つあった。それはエンジンに
対する砂の影響である。
昔、イランイスラム革命直後
に起きた米大使館占拠事件の救
出作戦において、米軍のヘリコ
プターが砂を吸い込んで墜落し
た事案があった。 の運用域は、
陸上ではなく洋上であるが風向
きによってはパウダー状態の砂
が行動海域に存在し、 のエン
ジン等に悪影響があるのでは、
という危惧があった。色々検討
され、大丈夫、ということで特
HS

HS

ＳＨ－60Ｊ
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に対策はとることなく派遣され
た。帰国後、エンジンを分解検
査した結果、異常は認められな
かった。
インド洋方面に派遣中、本来
であれば技量低下を防ぐため搭
乗員の表芸である対潜戦に関す
る訓練を行う必要があるが、飛
行時数の関係で、フライトは任
務飛行の他は、最低実施基準に
かかわるフライトのみ実施した。
レディネスという観点から、
この初めての実任務海外派遣部
隊への搭載を見てみると、この
時点で、前述した搭乗員の最低
実施基準の実施に関する資格の

問題は解決していなかった。整
備に関しても未解決であった。
整備に関する問題は、飛行可
能時数の問題として前述したが、
究極的には艦上での整備に帰結
する。ＳＨ‐ Ｊの場合、２０
０飛行時間毎に定期検査を実施
するよう整備基準で定められて
いる。この定期検査には、Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄの４種類があり、当
時、この４つのうちＢとＤの定
期検査は艦上では実施できない
とされていた。何故そのように
定められているのか調査したと
ころ、物理的に艦上で実施でき
ないのではなく、必要性がない
から除外した、ということが分
かった。長期間の 搭載はない、
という前提でそのようになった
ものと思われる。整備に関して
は、もう一つ問題があった。そ
れは航空コーサルに関してであ
る。 搭載艦がリムパック或い
は遠洋航海等で海外に行く時、
当該艦の整備長は、定められた
コーサル物品の他に補用品を掻
き集めていた。どれだけの補用
品を集められるかは整備長の腕
次第と言われていた。冷静に考
えて見れば、これはおかしい、
いち

と気づくはずであるが、 搭載
艦が就役以来ずっと、テロ特措
法で派遣される時もそうであっ
た。結論から先に言えば、航空
コーサルは、前述の定期検査と
同様、 が長期間艦艇に搭載さ
れることはない、日本近海しか
行動しないことを前提に決めら
れていたのである。このため、
搭載艦が国外に行く時には、
その都度、一整備長が手当てを
していたわけである。
テロ特措法による国外派遣が
始まって暫くして、パイロット
の最低実施基準は改正された。
また、艦上での整備及び航空コー
サルについては 空群から問題
提起し、整備については、条件
付であるが陸上と同じ整備が実
施できるよう整備基準が見直さ
れ、航空コーサルについても、
日本近海を行動する場合と国外
派遣される場合との２種類のコー
サルに改正された。
私自身にとっては、 の国外
派遣が、大きなトリガーとなっ
て艦載 部隊のレディネスが確
立していったように思われる。
― 完 ―
（あずきのみのる 幹候 期）
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陸上における整備作業
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