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学位論文内容の要約 

博士の専攻分野の名称：博士（文学）   氏名： 木 村 聡 

 

学位論文題名 

連合艦隊論 

序論 連合艦隊とはいかなる組織であるか 

 本研究の目的は「連合艦隊とはいかなる組織であるか」という疑問に答えることであ

る。連合艦隊とは 2 個以上の艦隊を以て編成する旧日本海軍に存在した実戦部隊であ

る。予算や人事などの行政を担う海軍省や、海軍全体の中央作戦計画を担う軍令部が中

央機関であるとすれば、連合艦隊は海軍最大の出先機関である。何故なら戦時には旧海

軍の大多数の主力艦船が編入されたので、前線での作戦の大部分を担ったからである。 

しかし、連合艦隊は旧海軍において単なる実戦部隊以上の存在であった。連合艦隊で

の勤務はすべての海軍将校の憧れであり、先述した通り海軍戦力のほとんどすべてを指

揮下に置いていたため、連合艦隊司令長官の地位は海軍内部でも一目置かれ、作戦につ

いても司令長官の意向が重視された。このため、しばしば軍令部のみならず、陸軍とも

連合艦隊司令部が意見を異にした為、現場の作戦や戦略をめぐり深刻な対立と混乱が生

じた。また平時でも海軍の軍備拡張が内政・外交の両面で議論されたように、連合艦隊

の存在は政治上の、あるいは外交上の問題でもあった。一方で、連合艦隊が成立の初め

からこのような影響力を持っていたわけではない。明治初期には純粋な作戦実施部隊で、

しかも必要に応じて編成されるに過ぎなかった連合艦隊は、大正期に常置され、昭和期

になって世間でも存在を認知された。太平洋戦争開戦までには、軍事のみならず、政治

上・外交上でも存在感を持つに至った。 

 以上のような重要性や変化にもかかわらず、連合艦隊についての研究は多くない。連

合艦隊は海軍の作戦部隊であり、連合艦隊の歴史はすなわち戦史を意味した。また、海

軍が海軍省と軍令部による 2元組織と定義されたことから、連合艦隊の問題は戦史のみ

で扱われ、政治史や外交史、制度史では扱われなかった。また連合艦隊の多様な側面に

注目が集まらなかった理由には、政治史にせよ軍事史にせよ、研究が陸海軍で別れたの

に加え、戦地での活動が注目されることが多いことも、中央での問題として扱われにく

くした理由の１つである。 

 そこで本研究では、連合艦隊をめぐる問題を一括して議論する枠組みとして、１．海

軍自身の組織認識に基づく分析、２．行政学的分析、３．政治・軍事の別、現地・中央

組織の別、陸海軍の組織の別を取り払った、現地中心の活動の分析の３つを設定する。

この枠組と分析手法に従って、具体的には、第 1部で制度、第 2部で平時での活動、第

3 部で戦時での活動を扱い、常置されてから消滅に至るまでの活動を検証することで、

その特徴と変化、意義を記す。以上の検証を通じて、最初の問いである「連合艦隊とは

いかなる組織であったか」という疑問に答える。 

 



第１部 連合艦隊の制度 

第 1部第 1章 連合艦隊の海軍法規上の地位と軍縮体制下での変容 

 本章では海軍省編『海軍制度沿革』に記された、「艦隊例」や次官申達、「平時艦隊編

制」などの法規から、連合艦隊をめぐる機能や権限の変遷をまとめ、その変更を必要と

した政治的な、あるいは行政的な背景や意義を新聞報道や海軍の行政文書から検証した。 

 大正 11年 12月 1日に連合艦隊は平時にもかかわらず編成されたが、これは全く外交

上の影響からであった。当時海軍は国防のためには対米 7割の兵力量が必要だと訴えて

いた。しかしワシントン海軍軍縮条約の締結のために主力艦の戦力比率を対米 6割に固

定された。そこで海軍は、兵力量の劣勢から生じる国防の欠陥を補うために、補助艦の

充実と精兵主義を掲げた。この精兵主義を実現するために、連合艦隊が平時から編成さ

れるようになった。平時から編成されるようになった連合艦隊には権限の問題が付きま

とった。臨時の職であった連合艦隊司令長官には、他の艦隊に対する指揮命令権や軍政

権に曖昧な点が残っており、この問題を解決するために「連合艦隊の軍政事項に関する

件」という次官申達が出され、軍政領域の権限が明確化された。以降、連合艦隊司令長

官が存在することを前提に、海軍の諸制度が整備され、昭和 8 年には「艦隊標準編制」

が改訂され、連合艦隊は常に編成される存在とされた。 

 結果として、連合艦隊の常置により、海軍の行政には大きな変化が生じた。連合艦隊

司令部が平時から各艦隊の訓練や行動を管理・計画するように定められたことから、海

軍中央に対する作戦部隊の代表者としての連合艦隊司令長官の地位が確立した。また各

艦と海軍中央の間で交わされれていた文書は、連合艦隊司令長官を通じてたものへと変

化した。こうして、平時から艦隊の運用と維持を一元的に担う性格が連合艦隊司令長官

に付与され、そのための権限や役割が制度として成立した。 

 

第２部 平時における連合艦隊の活動 

第 2部第 1章 関東大震災と海軍大演習 

 本章では、連合艦隊が平時に編成されて最初に活用された事例として関東大震災にお

ける救護活動を扱う。大正 12 年には、軍縮後初の海軍大演習が計画されており、連合

艦隊はこのために編成されていた。そこに関東大震災が発生し、救護活動に連合艦隊の

指揮系統が用いられた。先行研究では、連合艦隊が裏長山泊地から本土に帰還したため

に、東京湾の海上交通と物資揚陸、外国から支援受け入れが円滑となったことが明らか

にされている。しかし、活動の詳細や連合艦隊内部における分業の実態は明らかではな

い上、外交経験がある竹下勇が連合艦隊司令長官でありながら、なぜ第 3戦隊司令官の

小林躋造の努力にもかかわらず、来援した欧米艦隊への態度が、軍事機密を重視したも

のとなったのかなどについては、十分な答えが出ていない。 

 本章では次の結論を得た。第 1に連合艦隊司令長官が、艦隊ではなく海軍省のビルに

司令部を移したのは、彼の役割が内閣や海軍省と密接に連絡を取りながら、海軍の全艦

隊に対して命令を発することであったからである。第 2には、東京品川方面を第 2艦隊

の加藤寛治が、横浜方面を第 3戦隊の小林躋造が取り仕切った。両者は竹下司令長官の



命令を受け取ると、各艦隊司令部で物資や人員を割り振り、各艦に命じて物資の揚陸や

東京湾の交通整理、外国からの支援受け入れを行った。第 3には、第 2艦隊の加藤が頻

繁に海軍省の竹下や大角軍務局長と連絡を取り合う一方で、小林は必ずしも、周囲と必

要な連絡を取り合っていなかった。このために、第 2艦隊と第 3戦隊とでは周囲の部局

との協調の度合いに、差が出ていた。こうして、震災後の中国での反日活動や対米訓練

を常に意識していた加藤寛治の意識が海軍省や連合艦隊司令部と共有され、独断専行気

味に現場の問題を解決していた小林躋造の意見は取り上げられることが少なかった。 

 

第 2部第 2章 美保関事件 

 本章では、本格的な連合艦隊の訓練と、政治・社会との関係性を検証するために昭和

2年に発生した美保関事件を扱う。美保関事件は、連合艦隊の夜間訓練中に発生した軍

艦の多重衝突事故であり、120名近くの犠牲者を出した。 

 本事件の原因は、司令長官の加藤寛治が、海軍の精兵主義の方針を忠実に守ったこと

であった。加藤は訓練の方針を徹底的に実戦的に行うことに定め、なかでも夜間におけ

る小型艦艇による魚雷攻撃が、日露戦争の戦訓と主力艦における対米比率の劣勢も相ま

って、特に重視された。魚雷の命中精度を上げるために、接近しての魚雷の発射が重視

され、接近するまでの行動を隠ぺいする為の工夫がとられた。そのような訓練を美保関

沖で実施している最中に、夜間の隠ぺい行動中の駆逐艦に巡洋艦が衝突した。このため、

加藤寛治は精兵主義の限界を実感し、技術進歩による巡洋艦の攻撃力増大に目を向ける

ようになった。加藤のこの注目が、のちのロンドン海軍軍縮会議における、7割以下で

の補助艦の保有比率での締結に強く反対する彼の姿勢につながった。 

 一方、訓練の監督者にして実施者の加藤は処罰されなかった。精兵主義という方針に

忠実な加藤の処罰はすなわち、軍縮以来の同方針の否定を意味した。実際に海軍省はこ

の訓練は必要なものだったという声明を発している。責任は衝突した巡洋艦「神通」艦

長の水城大佐に求められた。 

また当時、日露戦争の顕彰運動と東郷平八郎の伝記の流行が重なり、連合艦隊に注目

が集まっていた。そして新天皇践祚後初の特別大演習観艦式が目前に迫っていた。連合

艦隊の行動にも注目が集まっており、犠牲者の多さもあって事件は新聞で積極的に報道

された。加藤は事件への注目が連合艦隊での訓練に差し障るとして、連合艦隊司令部と

しての新聞対応を現場で積極的に行う一方で、報道の対策も海軍省に掛け合った。 

 以上のことから、美保関事件は、連合艦隊の訓練と世論とが無関係ではないことを海

軍に自覚させると同時に、新聞報道対策を自ら行うという連合艦隊の自律行動へとつな

がった。さらに事件は、精兵主義の限界も海軍に自覚させ、補助艦の拡張政策の必要を

強く認識するようになった。また事件を通じて、連合艦隊が新聞の話題として定着した。 

 

第 2部第 3章 ロンドン海軍軍縮条約 

――前線部隊の統率と大臣・総長間の統帥権の再定義 

 本章では、連合艦隊と政治をめぐる問題として昭和 5年のロンドン海軍軍縮会議を扱



う。昭和 5年のロンドン海軍軍縮会議は、軍縮条約を締結しようとする民政党の浜口雄

幸内閣に対して、海軍軍令部が国防上の観点から強く反対し、政友会の倒閣運動と重な

って統帥権干犯問題にまで発展した。このことは先のワシントン軍縮では、加藤友三郎

海軍大臣が人徳と力量を以て海軍の不満をうまく抑えたことと対比され、ロンドン軍縮

を推進した財部彪海軍大臣の力量の不足が注目されている。 

 本章ではロンドン軍縮をめぐって、海軍の多数の将校がなぜ財部海相を支持しなかっ

たのかを、連合艦隊を軸に検証した。結論としては連合艦隊にとって統帥権干犯問題と

は、先行研究で言われるような兵力量決定権を巡る内閣と統帥部の対立ではなく、大臣

と部長の対立による指揮命令系統の分裂の問題であった。山本英輔連合艦隊司令長官が、

財部海相と加藤寛治軍令部長の間の斡旋を積極的に買って出た理由はここにある。 

 一方、財部海相の進める海軍行政は、多くの海軍将校の期待を裏切るものであった。

ワシントン軍縮では、加藤海相は戦艦保有量を縮小する一方で、大型化した巡洋艦や駆

逐艦の整備を進めて、一般の海軍将校の希望する艦長のポストを確保した。さらに精兵

主義方針を定め、国防の要としての現場の地位と、実力を以て人事を行う方針を約束し

た。対して財部海相はしばしば薩派を優遇する人事を行った。引退すると予想された山

本英輔の連合艦隊司令長官抜擢はその 1例である。軍縮後の兵力補充も飛行機を中心に

行い、艦長のポストを望む海軍将校の希望を補填するものではなかった。従来、海軍で

は政治的主張を海軍大臣と次官に限っていたこともあって、海軍の利益を確保しない財

部海相に対して部内の不満が爆発し、そこに統帥権干犯という問題が重なったために、

財部海相の不支持の態度表明は政治への不信任の主張と行動を伴うものになった。 

 

第 2部第 4章 連合艦隊の政治運動 

 本章では、連合艦隊による政治問題への直接関与の事例として末次信正長官期に生じ

た連合艦隊の上申書運動と司令長官についての新聞報道を扱う。末次信正は第１次ロン

ドン軍縮時に軍令部次長であり、海軍の公式見解を騙って反対声明を発しようとした。

謹慎を経て閑職に廻された後、第 2 艦隊司令長官として第１次上海事変に出征した彼

は、陸軍の上陸支援を成功させ、実績のある指揮官として英雄視された。末次は昭和９

年に連合艦隊司令長官に親補され、目前に迫った第２次ロンドン軍縮会議について、積

極的な言論活動を行った。彼は、現行の比率式軍縮が非効率だとして、平等の軍備権を

主張し、その希望がかなえられない場合は条約を脱退するべきだと主張した。 

 当時、国際連盟からの脱退と軍縮条約の成立困難という状況から「1935 年、36 年の

危機」論が唱えられていた。そこに上海事変の実績と司令長官の肩書が重なり、連合艦

隊司令長官としての末次を救国の英雄と視る向きが生まれた。そして末次への注目と彼

の言論を介し、軍備平等という海軍の主張が広く発信された。 

末次個人と彼の軍縮論が肯定的に受け止められ、末次自身も積極的に活動する中で、

連合艦隊の中堅層にもそうした軍縮運動を行おうとする機運が芽生え、加藤寛治を介し

て参謀による外務大臣への陳情が行われた。そこに帝人事件を契機とする斎藤実内閣の

総辞職が重なった。一部の艦隊派将校は軍縮からの離脱をより一層推進しようと運動を



加速させ、連合艦隊の艦長達は軍縮に関する上申書を、末次長官を介して大角岑生海軍

大臣と伏見宮博恭王軍令部総長に提出した。この上申書の内容は、東京日日新聞によっ

て加藤寛治内閣成立運動として報道された。当時海軍は 5．15事件の為に、海軍軍人に

よる政治運動を抑止し、統制を回復することを課題としていた。加藤ら艦隊派が重用さ

れたのも、部内での彼らの支持の厚さ故に、一般将校の不満を抑えるのに有効だと判断

されたからであったが、結果として加藤自らが連合艦隊に政治運動を起させるきっかけ

となったために、伏見宮博恭王の加藤や末次ら艦隊派将校への信任が失われ、彼らは要

職から外されるようになった。 

艦隊派が政治的に失脚してのちも、連合艦隊司令長官は著名人として注目されたが、

司令長官たちの政治的な言説が取り上げられることはなくなった。 

 

第３部 戦時における連合艦隊の活動 

第 3部第 1章 日中戦争の影響と連合艦隊の拡大――司令部の「中央機構化」 

 本章からは戦時における連合艦隊の制度と活動を検証する。第 1章では日中戦争の連

合艦隊への影響を検証する。盧溝橋事件ならびに第２次上海事変によって、中国との戦

争が本格化すると、連合艦隊は第１艦隊の戦艦部隊を除き、上海への援軍として派遣さ

れた。上海方面の戦局が安定して、多くの部隊が本土に復帰したのちも連合艦隊の航空

母艦部隊は援軍として派遣され続けた。このために、連合艦隊で予定されていた訓練に

遅延を来したのみならず、航空母艦を集中して運用する試みが実施されないままに終わ

った。この試みは、のちの山本五十六司令長官時代に改めて実行された。 

 また日中戦争の開戦と対米関係の悪化の為に各方面には次々と常設の艦隊が編成さ

れ、そのほとんどが連合艦隊に編入された。最終的に連合艦隊は 9個艦隊と５つの直属

部隊からなる大部隊になり、水上艦船部隊だけでなく、陸上の通信隊や防備隊、基地航

空隊さえも指揮下に置いた。このため、連合艦隊司令長官が、戦艦部隊である第１艦隊

を指揮しながら連合艦隊全体の指揮を執ることが不可能となった。そこで従来は連合艦

隊司令部が兼任していた第１艦隊司令部に独自の長官と司令部要員が就任した。 

 連合艦隊司令部は、連合艦隊の戦力そのものから遊離して、彼らを間接的に指揮する

ようになった。つまり、戦線全体を統括して連合艦隊全体の作戦計画を立案することが

役割となった。その役割を本来担うのは軍令部であって、つまり連合艦隊司令部は軍令

部と機能を同じくした。しかし、究極的には大元帥としての天皇の参謀にすぎない軍令

部は指揮権も持たなかった。対して連合艦隊司令長官は、本来は前線部隊の指揮官であ

ったので連合艦隊司令部に実質的な作戦決定権が与えられた。 

 機能を同じくした連合艦隊司令部と軍令部の間で争われたのが、真珠湾奇襲作戦の是

非であった。山本五十六司令長官が実施を強硬に主張したのと、連合艦隊の作戦に軍令

部は口を出してはいけないという慣例もあって、連合艦隊の作戦が採用された。 

 

第 3部第 2章 ガダルカナル島を巡る陸海軍協同作戦と連合艦隊 

 本章では、太平洋戦争当時、ガダルカナル島の戦いで生じた現地陸軍の飢餓について、



連合艦隊を軸に検証した。従来は、こうした飢餓は陸軍、特に参謀本部に、作戦を重視

して兵士の人権を軽視する傾向があったために生じたとされていた。しかし、当時の離

島での戦いでは制空権と制海権の維持、そして陸軍への補給を海軍が担い、陸上での戦

いを陸軍が担う分業体制が敷かれていた。つまり現地陸軍の作戦の失敗や飢餓には、海

軍側の作戦の実施者としての連合艦隊が深くかかわっていた。そこでガダルカナル島の

戦いをめぐる陸海軍の協同の観点からこの問題を検証した。 

 連合艦隊はしばしば陸軍の作戦支援のための部隊派遣や艦隊行動の予定調整、補給の

ための駆逐艦派遣を負担だと考えおり、現地陸軍へ海軍側負担の軽減を要求していた。

何故なら制空権が不安定な為に輸送船は攻撃にさらされ、大規模物資輸送は安定しなか

った。そこで連合艦隊は、決戦に用いる予定だった駆逐艦を用いて輸送作戦を行った。

輸送効率も悪く、貴重な駆逐艦は次第に消耗していった。また連合艦隊は、陸軍の攻勢

に合わせて主力艦隊を投入したが、敵機動部隊が発見されると陸軍への支援を放棄して、

敵艦隊の撃破を優先した。 

 一方の現地陸軍側からすると、海軍の支援は不十分かつ不徹底なものだった。補給の

不十分は言うまでもなく、陸軍が恒常的に戦い続けているのに対し、海軍の支援は陸軍

の攻勢の前後にしか行われず、航空戦でも、敵の輸送船や基地を海軍が攻撃しないため

に、どれ程戦果を挙げても補充の充実した敵に対して無意味だと陸軍は観測していた。

第 17 軍参謀長の宮崎周一は、後方にあって海軍側と作戦の調整に当たっていたため、

海軍が苦しい戦力事情のなかでも陸軍の作戦支援のための兵力を抽出し、陸軍の希望を

できる限り叶えようとしている努力を知っていたが、現実として海軍の支援が功を奏し

ていないことから、現場の不満を抑えることができなかった。 

 連合艦隊では、司令部参謀長の宇垣纒がはじめは陸軍を非難していたが、次第に連合

艦隊の非を認めるようになった。彼は同時に、陸海軍の関係の悪化が戦争遂行の破綻を

招くことを危惧するようになった。そして、海軍の始めたガダルカナル島の戦いを、再

び海軍の事情で止めて同地から撤退すれば、それこそ陸海軍の関係が破綻すると危惧し

て、穏便に撤退を進めるために、大本営陸海軍部の介入を要請して、撤退を実現させた。 

 このように、ガダルカナル島の戦いで起きた陸軍の飢餓や作戦の失敗は連合艦隊の作

戦実施方針によるところも多く、そのことが現地陸海軍関係の悪化と戦争の破綻を招く

恐れがあるという状況に陥っていた。そしてここに、海軍の伝統を破って、連合艦隊の

作戦に軍令部が介入する端緒が開かれた。 

 

第 3部第 3章 海軍から見た島嶼戦と陸軍の玉砕――アッツ島玉砕以降を中心に 

 本章では前章に引き続き、現地陸軍の離島での玉砕に、連合艦隊が如何にかかわって

おり、参謀本部がなぜ度重なる玉砕を阻止できなかったのかを検証する。 

 ガダルカナル島からの撤退が成功して以降、連合艦隊司令長官の山本五十六は、アメ

リカ陸軍航空隊の襲撃を受けて戦死した。参謀長の宇垣纒も負傷し、司令部人員には大

きな人事異動があった。司令長官には古賀峯一が新たに親補された。 

 問題は、北方アリューシャン列島のアッツ島に米軍が上陸したことであった。軍令部



は陸軍の増援部隊の派遣と連合艦隊による決戦を企図したが、連合艦隊司令部では中部

太平洋および南方での米軍の反撃を予想し、北方での決戦には否定的であった。そこで、

連合艦隊は艦隊の集合時期を意識的に遅延させ、また本土帰還後は軍令部の北方決戦方

針を明確に拒否した。理由は、先述した中部太平洋と南方の重視に加え、機動部隊の訓

練不足であった。こうして、アッツ島の陸軍部隊は支援もないまま玉砕した。 

 連合艦隊はその後もギルバート諸島やマーシャル諸島方面への陸軍部隊の派遣を要

求したが、これを参謀本部は明確に拒否した。参謀本部は、アッツ島の事例を挙げて、

海軍の要望に基づき離島に派遣した部隊が、海軍の支援のないままに玉砕を繰り返すよ

うなら統帥が保てなくなると主張した。杉山元参謀総長自らが派兵に反対した一方で、

中堅層による妥協が進められた。軍令部と参謀本部の作戦課長による妥協の結果、補給

の確約と戦線の縮小への協力を条件に、海軍の希望する離島へ陸軍部隊が派遣された。 

 この補給と戦線縮小を条件とする中堅層の妥協交渉は以降も続けられた。東条英機の

主導した絶対国防圏をめぐり、部隊の派遣について対立した時にも作戦課長同士が補給

と戦線縮小を条件として妥協した。しかし、作戦方針の決定と実施に中央部が強い権限

を持つ陸軍と異なり、海軍では連合艦隊の意向が強く作戦に反映される。このため、絶

対国防圏が成立しても、連合艦隊は国防圏外のラバウルへの部隊の派遣を求め、また絶

対国防圏の太平洋東正面とインド洋の両方の作戦に同時に備える、という方針に従おう

とはしなかった。連合艦隊は、東西両面に同時に備えることが不可能だと軍令部に説き、

従来の方針通りに東正面にとどまり続ける許可を求め、軍令部も慣例に従いそれを容認

した。そして連合艦隊は自らの作戦の前提を保持するために、絶対国防圏には含まれな

い地域に大規模な艦隊・部隊の派遣を行い、来るべき決戦に向けた戦力を消耗させた。 

 こうして、制空権と制海権を維持する決戦のための戦力が弱体化し、連合艦隊が早期

に敗退するようになる。そうして陸軍が敵中に孤立して玉砕が繰り返された。参謀本部

は、陸海軍の別のみならず、保有する戦力の性質の上でも、権限の上でも海軍側作戦に

介入する手段を持っていなかったために、玉砕が繰り返されるのを阻止できなかった。 

 

第 3部第 4章 軍令部の介入と先例重視の相克――豊田副武長官期を中心に 

 本章では、連合艦隊の改廃の議論をまず検証し、その後に成立した豊田副武長官期の

作戦指導と海軍中央との関係を検証する。前章まで見てきたように、連合艦隊は協定違

反と独断行動を繰り返していた。そのような状況下で、古賀峯一司令長官が飛行機事故

によって殉職し、司令部要員も一時は全員が行方不明となった。そこで海軍中央部は遂

に連合艦隊の制度そのものについて議論し始めた。そこでは連合艦隊の本来の役割と現

状の役割が確認され、連合艦隊と中央部の齟齬をいかに解消するかが問題とされた。ま

ず現状の連合艦隊が、戦線の統合に加え、各地の補給・軍政まで担う上、海軍全体の作

戦を立案するという点では軍令部第１課と完全に機能が重複していると確認された。こ

の事態に対して、連合艦隊そのものの解消か、軍令部員による司令部兼任が提案された。

しかし嶋田繁太郎海軍大臣は絶対国防圏成立に際して、軍令部総長を兼任していた。こ

れ以上の兼任は不可能であったのに加え、戦時中の大規模な制度改革はかえって混乱を



招くとして、抜本的な改革には至らなかった。結局、連合艦隊司令部は、軍令部との定

期的な会合を持つことと、直通電話線を敷くことが決定された。また独立旗艦として「大

淀」が指定された。こうして軍令部との意見の一致の努力が図られた。また、古賀長官

の殉職と新司令部の設置に際して、軍令部は連合艦隊の作戦立案に介入した。 

 軍令部は連合艦隊の作戦に介入することができたが、作戦の実施には相変わらず連合

艦隊が主導権を握った。連合艦隊内部では、ますます現場から離れた司令部に対して、

実際に現場で戦う各艦隊が不満を持ち、独自の作戦案を立案、実行するようになった。

また連合艦隊司令部も、軍令部の介入に対して、現地における作戦実施機関という本来

の役割を盾にして軍令部の介入を拒否するようになった。海上護衛総隊との作戦行動領

域が重なるようになると、両方の司令長官を連合艦隊司令長官が兼任するようになり、

また海軍の全戦力の指揮のための海軍総隊が設置されると同司令長官も連合艦隊司令

長官が兼任するようになった。一方ですべての兼任職に対して大海令が発布された。連

合艦隊とその周辺の組織との関係を巡っては建前主義が横行するようになったのだ。 

 結局、当時の海軍作戦は、陸軍と協議し、指揮命令系統を整える軍令部と、各戦線を

統合する連合艦隊司令部、実際に現場で戦う各艦隊からなる 3層構造となった。しかも

それは、それぞれがそれぞれの役割を尊重しながらも、自身の役割に関しては譲らない、

遠心的な 3層構造であった。 

  

結論 

 連合艦隊とは、いかなる組織であるか。本章ではこの結論に答えてゆく。連合艦隊は

1920 年のワシントン軍縮を契機として常置化され、以降は海軍全体の制度としても矛

盾の無いように制度や規程が整備された。それは非常設だった連合艦隊の組織そのもの

が、常設される機関として海軍全体の組織運営体制に綿密に組み込まれたことを意味す

る。連合艦隊は戦時における一元的な兵力運用を担うだけでなく、平時から統一された

訓練を立案して実行するための組織へと変化した。 

 こうした制度面での発展は、実際の連合艦隊の活動の変化や報道の様子からも見て取

れる。関東大震災時には戦時と同様に一元的な艦隊運用のために機能した連合艦隊は、

美保関事件の時には軍縮と海軍政策を意識した訓練方針を定め、事故を起こし、対応に

も中心的な役割を果たした。第 1次ロンドン軍縮の時には、海軍大臣と軍令部長の仲裁

を行った。そして軍縮脱退を目前にしたとき、連合艦隊では海軍実戦部隊を代表する存

在として、艦長級の軍人たちが軍縮に関する上申書を提出するに至った。司令長官も世

間で知名度を得て、肩書のために注目される著名人となった。上申書事件の為に、連合

艦隊の政治・政策方面での代表性は減退したが、司令長官が著名人であることは変わら

ず、また本来の役割である作戦実施に関する地位も変わらなかった。 

 日中戦争とその後の対米戦の可能性の上昇に伴い、連合艦隊は肥大化し、ついには司

令部が連合艦隊の戦力そのものから遊離するに至った。連合艦隊司令部は、自ら前線に

あって陣頭指揮を執る存在から、後方にあって全体の作戦計画の立案と戦線の統括を担

う存在となった。そしてそれは軍令部と同じ機能であった。重複した機能を有しながら、



海軍の慣例と、作戦実施機関としての本来の役割が重なり、実質的な中央作戦立案機関

として連合艦隊司令部は機能するようになった。 

 その結果として太平洋戦争中の連合艦隊は独走し軍令部はそれを追認した。連合艦隊

が艦隊決戦を優先したために、陸軍との協調はしばしば乱され、離島の陸軍部隊が飢餓

に陥り、玉砕する原因の 1つとなった。こうした事態に連合艦隊の存在そのものが見直

され、改革が行われたが、結果として、より戦線統合・作戦立案を行う後方機関として

の性質を強くし、また軍令部が作戦に介入するようになった。 

 こうして海軍の作戦指導体制は、中央で戦備や指揮系統を整える海軍中央部と、戦線

の統合を担う連合艦隊司令部、現場で実際に戦う各艦隊の司令部の 3つから構成される

ようになった。しかしそれぞれの組織が、互いの領分を尊重しながら自己の役割に忠実

にあろうとし、また作戦に対する意識を異にしたために、組織全体としては方針の統一

されない、遠心的な構造となった。その中心に位置していたのが連合艦隊であった。 

 つまり海軍は、明治初期の上意下達の明確な新進気鋭の組織から、伝統と制度に縛ら

れて抜本的な改革をなし得ず、小手先の制度改変を繰り返した結果、複雑な組織構造を

持つ古い組織に変化し、連合艦隊はその在り方を象徴する存在であった。 

 

補論編 海軍現場部隊の活動とその政治的意義 

補論編第 1章 ワシントン軍縮後の海軍大演習――広報活動としての視点から 

 本章では、海軍の作戦部隊が如何に広報活動として活用されるに至ったかを検証する

ものとして海軍大演習を扱った。ワシントン軍縮以降、海軍が精兵主義を採用し、その

中心に連合艦隊が存在したことは既述の通りである。その訓練成果が、平時に実際に発

揮され評価される場が海軍大演習であった。 

 ワシントン軍縮後初めて実施された大正 13 年度海軍大演習は、前年に関東大震災が

あったこともあり、観艦式は行われず大演習の部のみが実施された。部外者の参加は許

されず、報道も少なかった。大正 13 年度大演習はまさに、海軍の実験と研究のための

存在であった。対して昭和 2年の特別大演習は、昭和天皇親裁ということもあり世間で

注目を集め、大演習の部も観艦式の部も積極的に報道された。海軍の側でも、応募方式

で一般人の観艦式への参加を許可し、整列した艦隊の間をすり抜けるクルーズを行うに

あたっては、民間の船舶での参加も許可した。また連合艦隊で催される食事会への招待

を大々的に行い、海軍大演習観艦式を広報活動として積極的に利用した。 

 昭和 5年の特別大演習もまた、同様の方針で行われたが、この大演習はちょうど第 1

次ロンドン軍縮会議に重なった。しかも大蔵省との間で兵力補充計画の予算交渉が行わ

れているときに開催された。昭和 5年の大演習では、前回同様の一般参加や食事会の招

待に加え、従来行われなかった軍令部長による大演習の成果に関する新聞談話が発表さ

れた。談話には、大蔵省との交渉で話し合われている、制限外兵力への理解を求める内

容も含まれていた。 

 東京朝日新聞ではこの談話を取り上げて、それまで演習の成果を軍事機密として公開

してこなかった従来の姿勢と対比して海軍の予算主義と変節を非難した。海軍大演習の



広報活動としての利用を海軍は進め、その目論見は成功していたが、その結果として大

演習は政治問題の議論の場に組み込まれ、海軍予算をめぐる非難をも招くことになった。 

 

補論篇第 2章 友鶴事件と日本海軍の政治運動 

 本章では、美保関事件に続く海軍の大規模な海難事故として友鶴事件の対応と報道を

検証した。第 1次ロンドン軍縮の結果建造された水雷艇「友鶴」は、条約で制限された

駆逐艦に準じる威力を持ちながら、船体の大きさを条約で制限されない規模に収めた艦

艇であり、条約下での兵力量の欠陥を補う革新的な兵器だと宣伝されていた。その「友

鶴」が日本近海でしばしば生じる気象条件下で転覆した。この事実は、現在海軍が保有

する艦艇が、「友鶴」と同様の方針で建造されていることから、すべての艦艇が、転覆

しやすいという性能面での欠陥を抱えていることを示唆しているとして注目された。 

 そこで海軍は、「友鶴」の設計の欠陥と責任を積極的に認め、また軍縮条約以降に設

計された艦船にも同様の問題がある可能性をも積極的に認めた。そして海軍は「友鶴」

乗組員の忠君愛国的美談を強調すると同時に、事件は条約のために発生したとして大い

に宣伝した。その意図は、昭和１０年の第２次ロンドン軍縮会議において、英米と同等

の軍備権を主張すること、あるいは条約脱退の提案をするに際し、国内世論の同意を得

ることであった。 

 また、艦隊派の中堅将校は、条約が軍備にもたらす欠陥と、事件が条約脱退のスケジ

ュールに与える影響を強く意識した。彼らは条約脱退の必要を確信し、運動を加速させ、

第２部第４章にみた連合艦隊の上申書事件を起こすに至った。 

 

補論篇第 3章 第四艦隊事件を巡る日本海軍の対応 

 本章では、友鶴事件の１年後に生じた、艦船の欠陥の露見した第四艦隊事件が、なぜ

友鶴事件とは反対に世間で話題となることなく、隠ぺいされたのかを検証した。 

第四艦隊事件では、条約成立後の艦船の艦首が荒天による荒波で切断されたものの、 

友鶴事件と異なり、艦船の沈没や転覆には至っていなかった。被害の多くは船体にひび

が入るなどの、視覚的に分かりにくいものであった。 

 また前年の友鶴事件の対応に際して、海軍は艦船性能の欠陥はすべて解消されたとい

う声明を出していたこともあって、事件を大々的に公表することははばかられた。加え

て海軍は翌日に連合艦隊の東京市内のパレードを控えており、また軍縮脱退の方針がす

でに決定されていたこともあって、注目されることを嫌っていた。こうして現地艦隊が

事態を隠ぺいして処理する提案を行い、大演習統監部もその方針を承認した。大演習統

監部に、多数の高級将官が詰めていたがゆえに可能な対応だった。事件の対応と艦船の

改修も、台風被害のための予備金から支出された。 

 こうして第四艦隊事件は、世間で認知されることなく対応が進められ、戦後になって

初めてその存在が認識されたのだった。 


