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基地を抱える沖縄の戦後史と普天間基地問題のゆくえ
伊 波 洋 一
１． 沖縄戦（1945 年）、占領、切り離された沖縄での米軍統治（1945~1972）
○沖縄戦、慶良間諸島上陸(3/26)、沖縄本島上陸(4/1)、鉄の暴風、沖縄戦終結(6/23)、
戦死者約 20 万人(内訳、沖縄県民約 12 万人、県外約 7 万人、米兵約 1 万 3 千人)
○ニミッツ布告で南西諸島が米海軍軍政府の支配下に置くことを宣言
住民を捕虜収容所に入れて米軍は米軍基地建設に必要な土地を確保して、順次住民
に居住地への帰還許可。居住地が基地となった住民には他地区への帰還を許可
○軍政府が沖縄民政府を設置
○日本国憲法の施行（1947.5.3）と沖縄を切り離した天皇メッセージ（1947.9）
○奄美群島、沖縄群島、宮古群島、八重山群島にそれぞれ群島政府が置かれ、群島政
府の知事と議員が住民の直接選挙で選出される(1950)
沖縄群島知事に日本復帰を唱える平良辰雄を選出、群島議員も多数が日本復帰派
平良辰雄知事は社会大衆党を結成し、日本復帰促進期成会を組織
○ 軍政府から琉球列島米国民政府(USCAR)に変更(1950)
○ 米国民政府が琉球政府設立に向けて暫定的に臨時中央政府を設置し、行政主席に親
米派の比嘉秀平を任命
○ サンフランシスコ講和条約(1952/4/28 発効)で沖縄の施政権が日本から分離
○ 琉球政府創設、立法院による自治始動(1952)
立法院議員選挙(52/3)で日本復帰派が多数を占めたため、米国民政府は約束して
いた主席公選を撤回し、任命制にして初代主席に比嘉秀平を任命
○ 基地建設のための新たな強制接収(土地収用令 1953)に反対する土地闘争
銃剣とブルドーザーによる土地接収、伊江島、宜野湾･伊佐浜、具志川･昆布など
(1955)、伊江島の阿波根昌鴻は非暴力の抵抗闘争を取り組む
○ 県内各地で強制的に土地接収が行われる中で、スムーズに新基地建設が進んだの
が辺野古のキャンプ・シュワブ(1956)
○ 米国民政府の土地一括借り上げによる無期限使用に反対する県民の声にプライス
調査団が県民の声を無視するプライス勧告を出したので、島ぐるみ土地闘争が全
県に拡がった(1956)、その後、米軍が譲歩
○ 瀬長亀次郎那覇市長誕生(56/12/25 投票)、米軍は布令１７号、布令第６８号を公布
(57/11/24)、布令１７号は市町村長の再度の不信任決議を「過半数の出席」で議決
できるようにした。那覇市議会は呼応して瀬長那覇市長の不信任決議案を強行可決
し、瀬長市長を追放した。布令第６８号は「破廉恥罪」を理由に瀬長氏を一切の公
職の被選挙権を奪った
○ 日本復帰運動、沖縄返還合意
○ 頻発する米兵による事件、事故（B52 墜落など）
○ 主席公選運動、｢即時･無条件･全面返還｣を求める初公選主席屋良朝苗誕生(1968)
○ 佐藤･ニクソン会談で「核抜き、本土並み、７２年返還」の沖縄返還を日米合意(1969)
○ 全軍労闘争・;連続ストライキ（上原康助）、ベトナム戦争反対運動、2.4 ゼネスト
(69)
○ 国政参加選挙(1970)、全県一区で衆院５議席、参議院２議席。衆院内訳（自民党・
西銘順治・国場幸昌、社会大衆党・安里積千代、社会党・上原康助、人民党・瀬長
亀次郎）、参院内訳（革新共闘会議・喜屋武真栄、自民党・稲嶺一郎）
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２． 日本復帰後の沖縄
○ 沖縄の米軍基地は本土並みになることなく維持され、日本政府の提供施設として米
軍基地の老朽化した施設が次々と日本政府の予算で建て替えられていった。
○ 基地内従業員の解雇が相次ぎ、ピーク時５万人を数えた軍雇用員は、復帰時に２万
人、今日では約８千人となった。ちなみに、１９７２年の総就業者数は約３７万人
内軍雇用員２万人が、現在は、総就業者数約６１万人内基地従業員約１万人で、基
地外の雇用は、復帰後３８年で約２５万人増えている。年平均で約６６００人の増
○ 上記の雇用増は、沖縄が軍経済の呪縛から解き放たれ、国の沖縄振興開発事業によ
る道路、港湾、各種インフラなどへの公共投資や本土並みの各種制度の導入、市町
村財政への支援、民需産業振興、観光産業の発展などにより、基地経済の県経済に
占める割合は８％以下に、観光産業は１５％以上となっている。
○ １９７２年５月１５日、日本復帰、沖縄県スタート。初代知事は屋良朝苗、
同年実施の初の県知事選挙でも革新統一候補の屋良朝苗再選。７６年平良幸市知
事が引き継ぐが、２年後病で辞任。７８年１１月の県知事選挙で自民党衆院議員
の西銘順治候補が当選し３期にわたり保守県政が続くことになる。９０年の知事
選挙では「反戦平和」、「公正・公平」を訴えた大田昌秀候補が４期目をめざす西
銘候補を破り、２期にわたり革新県政が続く。その後、９８年の知事選挙で自公
体制の走りとなる稻嶺恵一候補が当選し、２期にわたり保守県政を継続、２００
６年の県知事選挙で保守県政を受け継ぐ仲井眞弘多候補が当選。２００８年６月
の県議選では野党多数に。2010 年知事選挙で仲井眞知事が「県外移設」で再選。
○ 沖縄では、革新勢力と保守勢力のせめぎあいが続いている。復帰前は米国民政府が
保守勢力を後押ししていたが、復帰後は日本政府と業界団体が保守勢力を後押しし、
革新勢力は革新野党政党と労働民主団体・県民大衆の支持で選挙を闘っている。
○ 保革のせめぎあいは、市町村にも及び、一時期県内１０市の内８市が革新市長だっ
たが、稻嶺県政では８市が保守市長と逆転。現在は３市が革新市長。
３．沖縄の米軍基地概要
(1)1945 年の沖縄戦に備え日本軍が建設した 6 飛行場と本土攻撃のため米軍が建設した 8
飛飛行場が今日の米軍基地につながっている。普天間飛行場も米軍が戦争中に建設。
1950 年代と 1960 年代に日本本土から海兵隊を移すために土地接収して基地を拡大。
(2)３７の米軍基地や施設。約２３，７２８ｈａ。沖縄本島の 18.8%。軍人・軍属約２万
７０００人、家族約２万３０００人、合計約５万人。(2005.3 現在)
海兵隊１６施設、１万８０００ヘクタール（７５％）、１万６０００人。
空 軍、７施設、
２１００ヘクタール、
８０００人。
海 軍、６施設、
３２０ヘクタール、
１９００人。
陸 軍、４施設、
３８０ヘクタール、
９００人。
４軍の共同地区、
３０００ヘクタール、
(3)市町村面積に占める割合、嘉手納町８２．８％、金武町５９．３％、北谷町５６．４％、
宜野座村５０．７％、読谷村４４．６％、東村４１．５％、沖縄市３５．９％、伊江
村３５．２％、宜野湾市３２．７％であり、恩納村２９．４％。本島北部の 19.8%、中
部の 25.1%を占める。日本の０．６％の沖縄に、在日米軍専用基地の約７５％が押し付
けられている。
(4)宜野湾市の概要
人口…89,775 人(2005 国勢調査)、市面積…19.59 平方キロメートル
基地面積…普天間基地 481ha、ズケラン基地 156ha（宜野湾市部分）
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４． ＳＡＣＯ合意による普天間基地の辺野古移設の経過
(1)米海兵隊員 3 名の少女拉致暴行事件(1995.9)に対する県民的怒りと大田知事の米軍基
地強制使用代理署名拒否を受け、沖縄の基地負担軽減を取り組む SACO(沖縄に関する日
米特別行動委員会)がスタート(1995.11)
(2)SACO 合意(1996.12.2)で普天間基地を含め 11 施設の返還合意。但し 10 施設が県内移
設条件付き。普天間基地は 5 ないし 7 年以内の返還とされた。海上代替ヘリ基地建設
は名護市住民投票(1997.12.21)で 2372 票差の否決。大田県知事も建設に反対。
(3)軍民共用空港建設を公約した稲嶺知事が当選(1998.11)。日本政府は名護市辺野古沖
での海上基地建設を閣議決定(1999.12)。代替基地建設には環境アセスメントに３～４
年、埋め立工事に９年半、建物・滑走路工事に２～３年、部隊移動に１年半を要し、
最短でも１６年必要。合意から１０年経過しており完成まで２５年以上要す。
(4)辺野古では海上基地建設に反対運動が続き、2005 年の県民世論調査では８０％の県民
が県内移設に反対。根強い反対運動で最終的に軍民共用海上基地建設は断念された。
５． ＳＡＣＯ合意後の普天間基地の状況
(1)普天間飛行場は人口密集地域にあるが、ヘリ部隊などが離発着訓練を頻繁に行うよう
になった。２００４年までの数年は飛行回数の増加が著しく、市民の騒音被害と住民地
域への墜落の危険が指摘されてきた。１９９７年当時との比較で２００３年には、年 1
万回以上増えて、地域によって５０％増し、８０％増しとなった。１日の飛行回数が２
００回を超える日も年３０日以上になり、３００回を超える日も出現。
(2)年々激しさを増した米軍ヘリ離発着訓練は、２００４年８月１３日、遂に学生５７０
０名が学ぶ沖縄国際大学の本館ビルにＣＨ５３Ｄ大型ヘリが墜落炎上する大事故となっ
た。学生と住民に人身被害がなかったことは奇跡的。最後の警告と受け止めている。
(3)普天間のヘリ部隊は、事故前の 2003 年３月にヘリ２０機が海兵隊３000 名とイラクに
派遣され、事故直後の８月末にヘリ２６機が海兵隊２１００名と第３１海兵遠征部隊(Ｍ
ＥＵ)としてイラクに派遣されたので、通常はヘリ５６機が事故後は数機になり静かな市
民生活を取り戻した。しかし、2005 年３月末に３１ＭＥＵの帰還によってヘリ部隊が３
０数機に増え、事故以前のように住宅地上空を飛び回るようになった。
６．普天間基地の危険性
普天間基地では今も住宅地域上空での飛行訓練がくりかえされており、常に２００４年８月の墜
落事故のような大惨事が起こりうる状況にある。米国の基地運用基準によると普天間基地を取り
囲む住宅地域は墜落危険地帯にあり、ヘリ基地として運用してはならない。市としては、その危険
性を日米両政府に訴えている。沖縄返還から３４年で１６件の墜落事故が起きており、平均すれ
ば８年では３．７件の墜落事故が起きる蓋然性がある。８年間の危険性放置は絶対許されない。
７．普天間基地早期返還に向けた宜野湾市の取り組み
(1)返還アクションプログラムを諮問(2003.8)、答申(2003.9)、策定(2004.4)し、日米の
米軍再編協議の課題に普天間基地を取り上げさせて 2008 年までの返還をめざした。
(2)日本政府への年数回の要請行動に加え、市長が訪米してワシントンＤ．Ｃ．の米国務
省、国防総省、米連邦議会関係機関への直接要請行動(2004.7、2005.7)を取り組む。
(3)ヘリ墜落事故後に３万人市民大会を開催、県や県内市町村の理解と県民世論の喚起。
(4)米海外基地見直し委員会への証言書面提出(2004.11)など直接的な働きかけを継続。
(5)普天間基地問題シンポジウムの開催、基地包囲行動への協力・連携、騒音１１０番の
活用、基地監視ボランティア活動等、市民参加の取り組みを継続している。
(6)米国内航空基地運用の安全基準調査。ハワイ司令部に安全基準違反を指摘(2008.7）
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８．
米国の基地再編の動き
(1)ドイツ、韓国、日本、それぞれとの二国間協議による世界的米軍再編(Global Posture
Review)と戦略見直しによる軍再編(トランスフォーメーション)を米国防総省が主導。
ドイツ、韓国との再編協議は合意済み。韓国は、米軍基地２万４千ヘクタールを８千
ヘクタールに、兵力も１万２５００人削減することで合意。日米の再編協議が一番遅
れた。日本、イギリス、グアム、ディエゴ・ガルシアの４箇所が戦略拠点(JPPH)。
(2)米国内基地の第５次整理統合 BRAC2005 がスタート。既に 1988-1995 で９７基地を閉
鎖。今回は４２５の国内基地のうち主要基地３３箇所を含め１８０箇所を閉鎖予定。
(3)米連邦議会は海外基地見直し委員会を設置し、国内基地閉鎖の前に海外基地見直しを
求めて国防総省の進める世界的米軍再編をチェック。2005 年８月１５日に最終報告書
発表し、普天間基地を閉鎖して嘉手納基地か岩国基地へ移転するよう勧告した。
９.世界的米軍再編と沖縄・日本
(1)今回の再編は数十年に一度の全面的な見直しであり、戦後６５年も基地を負担させら
れてきた沖縄にとって海兵隊削減・撤退させる機会。日本政府は当初大幅見直しに抵抗
したが最終的に第三海兵師団司令部が兵力約 8000 名と家族 9000 名がグアムに移転する
海兵隊の大幅な兵力及び基地削減による嘉手名以南の基地跡地返還を合意。
(2)米軍再編合意で日本が極東以外へ出動する米軍の活動拠点になり、安保条約の適用範
囲が形骸化する。多くの自衛隊基地が共同使用され、自衛隊も米軍との共同行動が求め
られるようになる。
(3)在日米軍再編中間報告で辺野古沖への海上軍民共用基地建設が見直され、新たにキャ
ンプシュワブ基地辺野古沿岸部にＶ字型で二つの１８００メートル滑走路をもつ代替施
設を建設して、普天間基地の新たな移設先とすることを合意。ＫＣ１３０空中給油機部
隊は岩国基地と鹿児島県の鹿屋自衛隊基地に移転。今回の再編協議は地元自治体の頭越
しに進められたために大きな反発が起きている。
(4)米軍基地や部隊の新たな配置に伴い、在日米軍基地の運用や米軍訓練の実施について、
米国内並の厳しい運用を実現できなければ、住民の反発で移転は困難なものとなる。
（5）日本国内では自衛隊と米軍の一体化が進み、日本全土が戦略拠点化される方向。
(6) 米軍の基地配置の条件は「米軍は望まれ、歓迎され、必要とされる場所に配置」と
なっており米軍再編特措法の再編交付金制度は「歓迎」を誘導するためのもの。
１０. 沖縄に関する主な再編内容
1. キャンプシュワブを含む辺野古崎沿岸にＶ字型の二つの 1800 メートル滑走路のある新た
なヘリ基地を２０１４年までに建設。普天間基地は施設完成まで使用継続。
2. 普天間飛行場の KC130 空中給油機を岩国基地に移駐し鹿屋基地やグアムに展開。
3. 約８000 名の第三海兵機動展開部隊の要員とその家族 9000 人が部隊の一体性を維持し
てグアムに移転する。移転する部隊は第三海兵機動展開部隊の指揮部隊、第三海兵師団
司令部、第三海兵後方郡（戦務支援群）司令部、第一海兵航空団司令部、及び第１２海兵
連隊司令部を含む。
4. 嘉手名飛行場以南の人口が集中している地域にある相当規模の土地の返還の実施。
5. 嘉手名飛行場やキャンプハンセンなど米軍施設・区域の自衛隊の共同使用の実施。
6. 嘉手名飛行場の戦闘機訓練の一部を新田原や築城など本土自衛隊基地へ分散。
2005 年 10 月 29 日の中間報告では、沖縄の第三海兵師団司令部と約７000 名の海兵隊をグ
アムなどに移転させ、沖縄の残りは海兵機動展開旅団(MEB)に縮小とされたが、2006 年５月の
最終報告では、8000 名の海兵隊員とその家族約 9000 人が部隊の一体性を維持して 2014 年
までに沖縄からグアムに移転すると合意された。第三海兵師団の拠点がグアムになることを意
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味するもので、そのために日本は約７０００億円を負担。沖縄に大規模な海兵隊を駐留させ続
ける合理的な理由はなく、グアムの戦略拠点化に合わせて海兵隊師団を移転する。
在沖海兵隊の主力部隊である第 31 海兵遠征部隊約 2200 人は毎年 1 月下旬から 2 月中旬ま
でグアムで都市型戦闘演習を行い、引き続きフィリピンに渡り、2 月下旬からの米比合同演習
「バリタカン」に参加する。その後、３月は韓国で合同訓練フォール・イーグルに参加。さらに、５
月にタイでのコブラゴールド演習に参加し、６月に帰還。さらに６月から７月にはオーストラリア
でのタリスマンセーバー演習に参加、８月にはグアムでのバリアントシールド演習に参加するな
ど、一年の大半を海外に派遣されている。このように主力の３１海兵遠征部隊を含め海兵隊は
必ず沖縄に居なければならない部隊ではない。

１１．普天間基地跡地利用の取り組み
(1)SACO 合意までのながれ
1985.07
宜野湾市として普天間基地全面返還を要求開始
1989.10
「普天間基地と文化財の市民セミナー」開催
1990.07
普天間飛行場跡利用シンポジウム 開催
1995.03
普天間基地跡利用基本構想策定
1997.03
普天間基地跡利用基本計画策定
(2)SACO 合意後の流れ
1996.12
普天間基地全面返還を SACO 合意(5-7 年以内)
1999.12 「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」閣議決定
2000.05
跡地対策準備協議会の設置
2001.12
第 6 回跡地対策準備協議会
2002.04
沖縄振興特別措置法 施行
2002.07
沖縄振興計画 策定
2002.08 跡地関係市町村連絡・調整会議の設置
2002.09
跡地対策協議会の設置
2003.12
第 2 回跡地対策協議会
2003～2005 年度で「普天間飛行場跡地利用基本方針策定調査」
2006.02.10「普天間飛行場跡地利用基本方針」 策定
2007.05
普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた行動計画 策定
2009.03
跡地土地利用・環境方針案策定
(３)現在の普天間基地の雇用、土地代等
市域の２５％を占めながら雇用はわずか２０７人。市への基地交付金は年間約５億円
（たばこ税とほぼ同額）
。基地面積９０％以上を占める地主地料は年間約６４億円。
(４)跡地利用の概略と経済効果の推計
大規模公園（１１０ヘクタール）や商業・業務用地（７２ヘクタール）、沿道型商業地
（２４ヘクタール）、中高層住宅地（７２ヘクタール）、低層住宅地（７２ヘクタール）
、
公共施設用地（３４ ヘクタール）、道路（９７ヘクタール）の土地利用構成を想定。
基地跡地の那覇新都心並みの土地利用なら跡地整備の直接経済効果は累積で四八二六
億円、税収六一六億円と推計。最終の返還跡地整備後の立地企業等の年間直接経済効
果は４５２２億円に及び税収は５２０億円。雇用創出効果も跡地整備事業累積で６万
４３１０人、跡地立地企業等の活動で年間３万２０９０人と推計されている。
返還基地跡地利用の経済効果は大きく、沖縄の経済振興と発展は基地返還とその跡
地利用に掛かっている。人口が増え続ける沖縄の優位性を活かして産業振興するため
には普天間基地を全面返還させ跡地利用することか必要。広大な米軍基地を順次に返
還させて跡地利用を実現していくことが、持続的な経済振興と発展につながる。
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12.

米国における軍事施設についての環境保護法制の変遷
米国の域外軍事施設に関する環境保護法制

米国では１９７０年代後半に、平時における軍事活動については、環境保護を目的とす
る法的統制が必要であるという認識が定着、１９９６年からは海外の米軍基地にも適用。
環境影響評価

米
国
域
外
米
軍
施
設
＆
活
動

米
国
内

環境保護基準
大統領命令 12088 号（カータ
大統領命令 12114 号（カー ー、1978)：基準の策定を要求
（国防総省は１４年間放置）
ター、1979)
↓
↓
GAO 報告書（86 年＆91 年）
：
国防総省指令 6050.7 号
有毒廃棄物処理の問題を指摘
(1979)
↓
＊問題点：環境影響評価が 連邦議会 1991 会計年度国防
必要な活動は「環境に重大 授権法「国防長官は、域外施
な影響を及ぼす連邦政府に 設の環境要件を決定するため
よる主要な活動」と曖昧に の政策を立案しなければなら
ない」
限定されている等
↓
国防総省指令 6050.16 (1991)
↓
最終基準を初めて策定(1992)
↓
＊大統領調査命令２３号
（クリントン、１９９３） 国防総省指針 4715.5 号「域外
「 国 家環 境政 策 法 (NEPA) 環境基準指針文書」(1996)
の域外適用に関する米国の
政策」→国防総省の政策は ＊日本は 1995 年日本環境管
理基準(JEGS)を初めて策定
変更されなかった
＊GAO 報告書(1994)「域外
環境評価手続きの改善の必
要性」
国 家 環境 政策 法 (NEPA)に 連邦環境法
基づき環境評価

汚染浄化対策
国防総省指針 4715.8
号「国防総省の域外活
動に関する環境回復」
(1998)

包括的環境対処責任
法が軍事施設や活動
に適用

＊在日米軍に適用される最終管理基準：日本環境管理基準(JEGS)
第１版(1995 年 1 月 31 日)～第８版(2010 年 11 月 30 日)
担当機関：日米合同委員会下部機関「環境分科委員会」(日本政府、在日米軍総司令部、
各軍、在日米国大使館）
日本側議長：環境省環境管理局総務課長、米国側議長：在日米軍司令部第４部部長
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13.

環境原則に関する共同発表

2000 年 9 月 11 日

日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性が高まっていることを認識する。この
認識には、日米安保条約及びその関連取極に基づき合衆国軍隊が使用を許される施設及
び区域（以下「施設及び区域」）並びに施設及び区域に隣接する地域社会における汚染
の防止が含まれる。日米両政府の共通の目的は、施設及び区域に隣接する地域住民並び
に在日米軍関係者及びその家族の健康及び安全を確保することである。
管理基準
環境保護及び安全のための在日米軍による取り組みは、日米の関連法令のうちより厳
しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準（以下「JEGS」
）
に従って行われる。その結果、在日米軍の環境基準は、一般的に、日本の関連法令上の
基準を満たし又は上回るものとなる。日本国政府及び米国政府は、JEGS を見直し、2
年ごとに更新するための協力を強化する。米国政府は、関連法令に適合して、日本にお
ける環境を保護するよう常に努力を継続する。
情報交換及び立入
日本国政府及び米国政府は、合同委員会の枠組みを通じ、日本国民並びに在日米軍関
係者及びその家族の健康に影響を与え得る事項に関する適切な情報の提供のために十
分に協力する。さらに日本国政府及び米国政府は、合同委員会で定められた手続に従い、
施設及び区域への適切なアクセスを提供する。これは、共同環境調査及びモニタリング
を目的とするアクセスを含む。
環境汚染への対応
日本国政府と米国政府は、施設及び区域並びに施設及び区域に隣接する地域社会にお
ける環境汚染によるあらゆる危険について協議する。米国政府は、在日米軍を原因とし、
人の健康への明らかになっている、さし迫った、実質的脅威となる汚染については、い
かなるものでも浄化に直ちに取り組むとの政策を再確認する。日本国政府は、関連法令
に従い、施設及び区域の外側にある発生源による重大な汚染に適切に対処するため可能
なすべての措置をとる。
環境に関する協議
合同委員会の環境分科委員会その他の関連分科委員会は、日本における施設及び区域
に関連した環境問題並びに施設及び区域に隣接する地域社会に関連した環境問題につ
いて協議するために定期的に開催される。特定の環境問題を協議するため、必要に応じ
作業部会が設置される。

以上の「環境原則の共同発表」の日米合意は、在日米軍基地周辺地域住民に対する環境
基準の水準を米国並みに取り組むことを約束するものだが、まったく守られていない。
米軍は守ろうとしないし、日本政府は守らせようとしていない。
「日本環境管理基準」そ
のものも実施されて１５年になろうとするが、政府は翻訳すらしていない。重大な問題
である。
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１４. 「沖縄からグアムおよび北マリアナ・テニアンへの海兵隊移転の環境影響評価／海
外環境影響評価書ドラフト」（抜粋仮訳）
http://www.guambuildupeis.us/documents
２００９年１１月 環境影響評価／海外環境影響評価ドラフト
グアム及び北マリアナ諸島軍事移転
Executive_Summary
（ＥＳ－３ページ）
ＥＳ―３ 地球規模の戦略展望
米国は、西太平洋地域で軍事力を維持し、米国と同地域の安全、経済・政治的利益に寄与
し、条約や同盟国との合意事項を履行している。
グアムへの海兵隊移転
太平洋地域での新しい安全保障環境に対応するため、総合的地球規模のプレゼンス及び
基地設置戦略（ＩＧＰＢＳ）と 4 年ごとの基地見直し（ＱＤＲ）イニシアティブは、太平
洋地域での米軍態勢の再編に取り組んだ。これらのイニシアティブのひとつは、予測不可能な状
況がどこで起きても、柔軟で迅速な対応を可能にする場所に基地設置を目指し、同時に海外の米
軍基地を削減しようというものであった。太平洋地域の米軍再配置と作戦上の再編に関するＱＤＲ
の勧告に基づき、国防総省は沖縄の海兵隊の適切な移設先を（１）条約や同盟上の要件（２）紛争
の可能性がある場所への配備時間（３）活動の自由（規制のかからない基地使用）の条件を満たす
場所に求めた。
２００２年１２月に開始されたＩＧＰＢＳイニシアティブと並行して、米国は日本政府と
在日米軍の態勢見直しの調整、太平洋の他の米軍再編と一番良い調整の仕方を協議した。
その後３年半以上かけて米国と日本政府は、米国務長官、米国防長官、外務大臣、防衛大
臣で構成される閣僚級の条約監視機関、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）で継続的に協
議を重ねた。一連の協議は防衛政策見直しイニシアティブ（ＤＰＲＩ）として知られ、急
速に変化する世界の安全保障環境に合わせ、日米安保体制の在り方を進化させようとする
ものであった。地球的米軍再編のなかで在日米軍の見直し協議の役割を担ったＤＰＲＩで
は、在日米軍態勢と日米同盟を取り巻く西太平洋地域での軍事能力の変化に特に注目しな
がら、戦略・作戦上のレベルでの同盟関係変革に焦点を当てた。
最終的に、これら一連の協議・交渉は、日米同盟変革と再編合意（ＡＴＡＲＡ）として実
を結ぶ。再編合意にいたる過程で、日米両政府は両国の防衛協力、日本の防衛と日本周辺
の有事の際の対応に関し次の基本的な考え方を確認した。
（１） 両国の防衛協力は、日本の安全保障及び地域の平和と安定にとって不可欠である。
（２） 日本防衛のため、そして日本周辺エリアで抑止力を行使し事態が起これば対応する
ため、米国は前方展開軍を維持し、必要な際は兵力を強化する。
（３） 米国は、日本防衛のためにすべての必要な支援を行う。
（４） 日本防衛のための日米の軍事活動と日本周辺事態への対応は、周辺事態が軍事攻撃
へ発展する脅威である時、あるいは日本に対する軍事攻撃が起こりうる可能性があ
る時の適切な対応と整合性がとれている。
（５） 米国の攻撃能力と米国による核の抑止力は、日本の防衛を確実にし、地域の平和と
安定に寄与するため、日本防衛能力と軍備に対し不可欠で補完的な役割を果たして
いる。
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２００６年５月１日、日米安保協議委員会（ＳＣC）で、両国は米軍再編イニシアティブ
である「再編実施のための日米のロードマップ」を締結し、同盟協力は新しい段階に入っ
た。ロードマップでは、様々な再編の詳細が述べられている。日米安全保障条約及び以後締
結された日米合意は、米軍がアジア・太平洋地域の紛争地域に迅速に対処するよう義務づけてい
る。この責務と矛盾しない形で、再編合意とロードマップのイニシアティブでは、8000 人の海兵隊
員とその家族 9000 人を沖縄からグアムへ 2014 年までに移転させるよう求めている。これらの海
兵隊をグアムへ移転させることは、太平洋上の米国領土で最前方の配備地へ海兵隊を置くことで
ある。グアムは海兵隊のプレゼンスを支援できる能力があり、沖縄と比較しても、活動の自由を最大
限得られ、配備にかかる時間の増加を最小限に押さえることができる。
米軍再編合意とロードマップでは、日本政府は費用分担の枠組みに合意し、海兵隊の沖縄から
グアムへの移転に伴う施設建設費として最大 60 億 9000 万ドルを負担することになっている。この
費用分担の合意は、日本の防衛と安全保障に対する米国の責務を、（沖縄から移る）グアムの海兵
隊が将来も支え続けるということに他ならない。国際的な約束としての財政支援、米軍再配置は、
2009 年 2 月 17 日の「第 3 海兵機動展開部隊の要因及びその家族の沖縄からグアムへの移
転の実施に関する日本政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（グアム国際協定）という
合意文書にまとめられ、米国務長官と日本国外務大臣によって署名された。この協定は、
同年 3 月 13 日、日本の国会で承認され、それぞれの法的手続きに沿って米国の連邦議会に
送達された。
テニアンでの訓練
移転してくる海兵隊の訓練すべてをグアムでは行えない。テニアンはグアムから 100 マイ
ル（160 キロメートル）離れており、広い土地が使えるため 200 人規模かそれ以上の海兵
隊訓練には最適な場所である。確実なアクセスと兵器や装備を使った現実的な訓練の機会
を最大限提供できるとともに、訓練地への移動時間によるロスを最小限にすることができ
る。テニアンの北部、３分の２の土地は米国防総省が借りている。中隊及び大隊レベルの
非実弾射撃訓練地はすでに存在し使用されている。これらの訓練地は、実弾射撃レンジと
して整備できる可能性がある。
グアムでの海軍一時配備航空母艦能力の展開
２００６年のＱＤＲは、太平洋地域での米国の関与、プレゼンス、抑止力、現在の米艦船
の補完、寄港、日本の原子力空母の母港化を支援するため、同地域で航空母艦のさらなる
展開の必要性を米軍再編戦略と位置づけている。寄港とは、短期間の整備のための限られ
た港の使用である。それに対し、一時配備寄港とはＱＤＲ戦略に沿って、艦船整備や乗組
員の生活の質（クオリティオブライフ）を支援するためより長期に滞在する配備である。
ＱＤＲと条約及び同盟関係の要件に基づき、国防総省は太平洋地域で新しい一時配備空母
を受け入れる以下の要件を満たす場所を特定した。
（１） 条約及び同盟関係要件
（２） 紛争地域への展開にかかる時間
（３） 活動の自由（テロ攻撃を抑止／回避するため軍隊保護措置の実施等を含む、規制が
かからない基地使用）
２００６年ＱＤＲの考え方は、予測不可能な状況下のどこにでも即応でき柔軟性が発揮で
きる場所に軍隊を配置するよう努力すべきだ、というものである。グアムで空母の一時配
備能力を確保するとういう計画は、これらの要件をすべて満たしている。
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（ＥＳ－６ページ）
ＥＳ－１表 グアム軍関係者数の変化
軍
常駐の軍人
扶養家族

一時配備
国防省民間労働人口
軍毎の小計
軍人
(グアム島外から）
8.552
9,000
2,000
1,710
21,262
海兵隊
0
0
7,222*
0
7,222
海軍
630
950
0
126
1.706
陸軍
9,182
9,950
9,222*
1,836
タイプ別小計
総計 30,190
*空母とＣＳＧの人員として最大 7,222 人が、年に６３日以内（１回に２１日かそれ以下）
一時配備される計画。海兵隊の艦船はアプラ港に停泊し、最大で 6,213 人の増加が見込ま
れている。この２つの配備は同時には起こらず、今回の評価では多い方の人員 7,222 人を
採用した。
（ＥＳ－７ページ）
ＥＳ－２表 グアム島以外からの人口増加（間接、直接、誘発的）
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
国防総省関係
1,570
1,570
1,,570
10,552
10,552
10,552
10,552
10,552
10,552
海兵隊現役 510
海兵隊家族
海軍現役
海軍家族
陸軍現役
陸軍家族
DOD 民間
雇用
同家族
島外建設作
業員
同家族
小 計

2020

537
0
0
0
0
102

1,231
0
0
50
0
244

1,231
0
0
50
0
244

1,231
0
0
50
0
244

9,000
0
0
50
0
1,720

9,000
0
0
630
950
1,836

9,000
0
0
630
950
1,836

9,000
0
0
630
950
1,836

9,000
0
0
630
950
1,836

9,000
0
0
630
950
1,836

10,55
2
9,000
0
0
630
950
1,836

97
3,238

232
8,202

232
14,217

232
17,834

1,634
18,374

1,745
12,140

1,745
3,785

1,745
0

1,745
0

1,745
0

1,745
0

1,162
5,646

2,583
14,11
2

3,800
21,344

3,964
25,125

4,721
46,052

2,832
39,685

1,047
29,545

0
24,713

0
24,713

0
24,713

0
24,71
3

11,773

14,077

16,988

12,940

6.346

4,346

4,346

4,482

4,482

11,184
22,957

13,373
27,450

16,138
33.126

12,293
25,233

6,028
12,374

4,372
8,718

4,,372
8,718

4,413
8,895

4,413
8,895

44,301

52,575

79,178

64,918

41,919

33,431

33,431

33,608

33,60
8

間接的及び誘発的人口
間接/誘発 2,766 7,038
的事業島外
雇用者
〃家族 2,627 6,685
小 計 5,393 13,72
3
合 計 11,03 27,83
8
5
（ＥＳ―１６ページ）

今後の訓練場開発
沖縄からグアムへ移転する海兵隊を含むすべての海兵隊は、海兵空地機動軍(MAGTF)の中
枢能力を得る訓練を行わなければならない。この訓練により、前方配備の海兵隊は、中枢
能力である作戦上の即応能力を培い、戦闘司令官に割り当てられた作戦上の役割を果たす
ことになる。この訓練のレベルは、大規模な戦闘活動の準備として共通指揮部隊の下、地
上、航空、兵站の要素が統合されたものであり、グアムやテニアンのレンジで行われてい
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る個々の実弾射撃適格検査や資格更新のための訓練を越えるものである。現在グアムやテ
ニアンで計画されている訓練場は、沖縄にある個人の技能や能力を高める訓練施設の模倣
であり、海兵隊員としての中枢能力を維持するために必要なすべての集合的、集団的、実
弾訓練や戦闘機動訓練を行う施設ではない。現在、日本本土、他の友好国、米国まで移動
しこれら中枢能力を養うために必要な訓練を行っている沖縄の海兵隊のように、沖縄から
グアムへ移転する海兵隊もこの必要な訓練ができる場所で訓練を行わなければならない。
海兵隊は最終的には、訓練のための移動時間を削減し、作戦上活動が停止する状況を減ら
したいと望んでいる。西太平洋地域で現存の訓練場所の再評価や、中枢能力訓練を行う新
しい高度な統合訓練施設が求められている。西太平洋地域での訓練場所の問題と他の軍隊
の訓練の必要性の一部として、国防総省は２０１０年ＱＤＲにおいて西太平洋地域のすべ
ての訓練要件を評価している。この作業の一部として、ＱＤＲでは特に北マリアナ諸島で、
兵器、実弾射撃、大規模機動訓練が一体となった、海兵隊の高度な訓練施設の必要性につ
いて評価することになっている。
２０１０年ＱＤＲでは、戦域内での海兵隊訓練の必要性や、訓練のための移動時間を制限
することにより活動への支障を最小限に抑えた即応の実戦配備部隊を戦闘司令官に提供す
ることを勧告する見通しである。これらの勧告が結果として国家環境政策法または大統領
命令１２１１４が求める環境影響評価が必要な計画になる場合は、国防総省は計画の実施
前の環境評価を行うであろう。これらの計画及び関連の環境影響評価は、現在進行中の沖
縄からグアムへの海兵隊移転計画とは別の計画として扱われ、移転計画とは独立したユー
ティリティを持つことになる。更に、ＱＤＲの検討プロセスにより出された活動計画は、
沖縄からグアムへの海兵隊移転計画との結びつきはない。
海兵隊移転－テニアンでの訓練（第３巻）
テニアンで計画されている訓練活動は、移転してくる海兵隊の個人から中隊レベルの維持
訓練である。維持訓練とは、海兵隊の戦闘即応能力を維持する訓練である。テニアンで行
われる訓練は、グアムを拠点として駐留する海兵隊の戦闘即応能力を維持するために不可
欠である。テニアンで計画されている訓練施設は、グアムでは得られない訓練能力を提供
し、大隊部隊上陸や大規模機動訓練などの戦術的シナリオ訓練を可能にする。
グアムとテニアンは北マリアナ諸島でも、軍事目的に限った使用が可能な国防総省の土地
を有する島であることから、テニアンは最大限利用できると考えられていた。国防総省は、
北マリアナ諸島から軍事エリア（ＭＬＡ）の土地を貸借しており、テニアンでは北部の
15,353 エーカー（6,213 ヘクタール）の土地が軍事エリア（ＭＬＡ）である。テニアンの
ＭＬＡの２区画で現在訓練が行われている。排他的軍事使用エ
リア（ＥＭＵＡ）は北部の 7,574 エーカー（3,065 ヘクタール）
で、賃貸借契約付き売却エリア（ＬＢＡ）はテニアン中部の
7,779 エーカー（3,848 ヘクタール）である。中隊及び大隊規
模の実弾を使用しない射撃訓練施設はすでにこれらのエリア
に存在する。訓練要件の分析は、ＥＳ-３図に示した。ＥＳ－
３ａは、テニアンでの海兵隊訓練の計画とそのほかの選択肢で
ある。

11

第１巻

計画案とその他の選択肢

第１章 目的と活動の必要性
（１－１１ページ）
１．２．５ マリアナ諸島の複合訓練施設（ＭＩＲＣ）
（略）
別の計画として、マリアナ諸島の複合訓練施設（ＭＩＲＣ）の整備（グレードアップ）と
改修工事について、別の環境影響評価／海外環境影響評価（ＥＩＳ／ＯＥＩＳ）で分析が
なされた。グアムと北マリアナ諸島軍事移転に関するＥＩＳ／ＯＥＩＳは、マリアナ複合
訓練施設で行う訓練について２０１５年まで、現在の訓練あるいは訓練の基本的状況を前
提に環境影響評価を行った。
マリアナ複合訓練施設の拡大は１．１－２の図に示している。外洋と海岸エリアの 501,873
平方海里（1,721,376 平方キロメートル）に及んでいる。マリアナ複合訓練施設は、主に次
の３つのエリアで構成されている。
（１） 海洋表面と水面下エリア
（２） 特別使用空域（ＳＵＡ）
（３） 陸上訓練エリア
（中略）
海兵隊はマリアナ諸島で常駐基地を持たないが、一時駐留という形でマリアナ複合訓練施
設を使用している。以下に海兵隊が現在どのようにマリアナ複合訓練施設を使用している
か述べる。今後在沖海兵隊のグアム移転で施設使用回数が増え、使用度合いが強化される
ことになるだろう。
（中略）
移転してくる海兵隊を支援する訓練案のコンテクスト（背景）を理解するためには、現在
の訓練インフラと訓練状況を把握することが必要である。
（中略）

グアム。訓練は島内の様々な施設で行われている。
＊攻撃支援：攻撃支援は、戦闘地域への、あるいは戦闘地域内での兵士、物資、装備の空
輸を必要とする活動である。海兵隊が提供するヘリコプターの攻撃支援は、指揮及び管理、
兵士輸送／後方支援、偵察、捜索及び救助、医療措置のための避難、偵察チーム投入／撤
退、そしてヘリコプターの調整と管理機能である。（中略）攻撃支援には、戦術、戦略、
実戦上の３つのレベルがある。ポラリスポイント飛行場、オロテポイント飛行場、海軍・
空軍バリガダ、海軍通信基地、ＮＭＳ海軍基地、アンダーセン空軍基地南、ノースウエス
トフィールド、アンダーセン主要宿営地、海軍主要基地これらすべての基地が、攻撃支援
訓練の場所となる。これら臨時の訓練場所から、海兵遠征部隊（ＭＥU）司令官は、マリア
ナ複合訓練施設で行っている攻撃訓練に攻撃支援のヘリを派遣する。
（中略）

テニアン。
テニアンには２つの飛行場（ノースフィールド、ウエストフィールド）がある。ノースフ
ィールドは第２次世界大戦中に建設された広大な飛行場跡で、今でも緊急時着陸やＣ－１
３０航空機の短距離離着陸、ヘリコプターの運用が可能である。（中略）テニアンはＭＥ
Ｕの地上訓練、航空訓練、非戦闘員の避難訓練、飛行場占領訓練、遠征飛行場訓練、そし
て特殊戦闘活動などの航空機を使用した訓練が可能である。
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（１－１４ページ）
１．２．５．２ 本環境影響評価で考慮されている訓練活動
（中略）
グアム及び北マリアナ諸島軍事移転に関する環境影響評価／海外環境影響評価は、マリア
ナ複合訓練施設環境影響評価の推奨計画として２０１５年まで現在の状況が継続するとい
う前提、海兵隊移転前の活動をベースにして分析されている。そのうえで、本環境影響評
価は、マリアナ複合訓練施設の環境影響評価が作成されている時点では予想していなかっ
た追加的、想定的な訓練要件と提案変更について第２巻、第３巻で分析している。
（１－１６ページ）
１． ４ 世界的背景
（中略）
米国は長年にわたる国際的相互防衛条約を７つ締結しており、そのうち５つの次の条約を
西太平洋地域で結んでいる。
＊米国―フィリピン（１９５２年）
＊ＡＮＺＵＳ（オーストラリア、ニュージーランド、米国、１９５２年）
＊米国―韓国（１９５４年）
＊東南アジア集団的防衛条約（米国、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、タ
イ、フィリピン、１９５５年）
＊米国―日本
例えば、１９６０年に締結された相互協力及び安全保障条約と呼ばれる日米条約は、国際
的協力と将来の経済的協力の発展を総則としている。（中略）この総則は、軍事力を自衛
のみに制限する日本国憲法と整合性が取れるよう、慎重に作成されたものである。
（１－１７ページ）
１．４．１ 変化する世界的安全環境
総合的地球規模のプレゼンスと基地設置戦略（ＩＧＰＢＳ）と 4 年ごとの基地見直し（Ｑ
ＤＲ）
（中略）
（１－１８ページ）
１．４．２ 海兵隊
（中略）
１．４．２．１ 条約と同盟の要件
在沖海兵隊の約半数をグアムへ移転させるという計画は、条約や国際防衛協力、そしてフ
ィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、タイといった西太平洋地域
の米国の同盟国と日本との同盟関係の要件を満たしたものでなければならない。
（中略）
防衛政策見直しイニシアティブ（ＤＰＲＩ）
（中略）
日米両政府は、前方展開米軍の抑止効果と米軍プレゼンスによる負担の軽減という沖縄県
民の強い要望とのバランスを考慮しながら交渉し、これら目的を達成するための相互につ
ながりを持ち実現可能な措置と適切な財源措置を講じた。その中には、海兵隊普天間飛行
場の海兵航空能力を新施設へ移転すること、在沖海兵隊とその家族のグアム移転、沖縄に
残る海兵隊の統合及び基地返還を含んでいる。
（中略）
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１．４．２．２ 対処（配備）時間
（中略）
太平洋で米軍移転先の候補地として検討されたのは、米国領土ではハワイ、アラスカ、カ
リフォルニア、そしてグアムである。海外では米国の同盟国で常駐基地設置の有利な条件
もあり戦略的軍事展開の好適地ということから韓国、フィリピン、シンガポール、タイ、
オーストラリアが候補にあがった。
（中略）

１． ４－１表は、ハワイ、アラスカ、カリフォルニア、グアムから沖縄、台湾まで空、海
ルートを使った場合の対処（配備）時間である。表が示しているように、グアムの前
方配備軍は、ハワイ、アラスカ、カリフォルニアに比べ、太平洋の場所へ配備される
時間がかなり短い。
１．４－１表 東南アジアへの空・海路の対処（配備）時間
ハワイ
アラスカ
カリフォルニア
グアム
空輸による配備
沖縄
９時間
８．５時間
１２．６時間
２．５時間
台湾
９．７時間
９時間
１３時間
３．３時間
海上輸送による配備
沖縄
８．５日
該当なし
１５日
３．８日
台湾
９．６日
該当なし
１６日
５日

１． ４－２表は、フィリピン、韓国、タイ、オーストラリアから沖縄、台湾まで空路、海
路を使用した場合の対処（配備）時間である。表が示しているように、フィリピン、
オーストラリア、タイに比べ、韓国の前方配備軍が最短時間で沖縄、台湾へ到着する。
米国領土の候補地と比較すると、グアムからの配備時間は韓国などのアジア諸国から
の配備時間と大差ない。韓国の前方配備軍が最短配備時間ではあるが、朝鮮半島の安
定という任務を担っており、歴史的にも即応可能な軍隊を韓国から派遣したというこ
ともない。しかも、日本との防衛政策見直し協議が進行していた時には、韓国でも米
軍プレゼンスの削減を交渉していた。
１． ４－２表

西太平洋地域内で沖縄、台湾までの空・海路の対処（配備）時間
フィリピン
韓国
タイ
オーストラリア

空輸による配備
沖縄
１．９時間
台湾
１．６時間
海上輸送による配備
沖縄
１．８日
台湾
１．１日

１．７時間
２．０時間

３．６時間
２．７時間

５．８時間
５．８時間

１．６日
１．９日

３．４日
２．５日

５．５日
５．４日
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（１－２３ページ）
１．４．２．４ 海兵隊移転計画の世界的背景
（中略）
１．４－３表 移転候補地分析の概要
候補地
判断基準(Criteria)
同盟及び条約上の要件
対処（配備）時間
沖縄（現在）
＋
ハワイ
－
－
西海岸（アラスカ等）
－
－
マリアナ（グアム）
＋
＋
フィリピン
－
＋
タイ
－
＋
オーストラリア
－
＋
シンガポール
－
＋
韓国
－
＋

１．４．２．５

活動の自由
－
＋
＋
＋
－
－
－
－
－

北マリアナ諸島での海兵隊基地設置と訓練の可能性

スコーピングミーティングの間、寄せられた意見に基づき、北マリアナ諸島での海兵隊の
基地設置の可能性が検討された。（中略）テニアンの基地設置を支援するインフラには限
界があり、水深のある港も無い。テニアンは訓練地として引き続き注目されているものの、
基地設置の候補地としては除かれた。
（中略）
国防総省は、グアムに多くの施設を有しており、グアム島の２９％にあたる 40,000 エーカ
ー（16,187 ヘクタール）の土地を所有している。米軍はアンダーセン空軍基地に航空機動
軍団を配備し、世界的な機動能力を維持している。この能力は、移転してくる海兵隊やそ
の他の軍の前方展開を支援するものでもある。アンダーセン空軍基地の滑走路は、すべて
の戦略的輸送、戦略的爆撃／攻撃航空機を含む戦術・戦略航空機の運用が可能である。同
様に、グアム海軍基地も海兵隊及びその他の軍を搭載し艦船輸送で展開できる能力を備え
ている。医療及び生活支援（クオリティオブライフ）施設もグアムで確保できる。
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（２－１ページ）
第２章 軍事活動計画案とその他の選択肢
2.1.1 活動案概要：グアムの海兵隊基地設置
活動計画案は、グアムに海兵隊作戦基地を設置するためのすべての必要な施設、訓練施
設の建設及び当該施設の運用から成る。約８，６００人の海兵隊員とその家族が沖縄から
グアムへ移転する。約８，６００人の海兵隊とは、移転部隊の隊員とその軍事任務のため
に必要な基地支援の隊員を含む。 以下の４つの軍事要素の移転が予定されている。
第３海兵遠征軍（MEF）の司令部要素。第３海兵遠征軍は、海兵隊の前方展開部隊であ
る海兵空陸機動部隊（MAGTF）である。迅速に展開し人道的支援、災害救援から、水陸両
用強襲及び高強度戦闘まで対処できる能力を備えている。MAGTF の司令部要素は主に司
令部及び支援組織である。配置（コロケーション）と通信の連結性は施設設置の主要な要
件。予定隊員数：３０４６人。
第３海兵師団部隊の地上戦闘要素（GCE）。GCE は、敵の居場所を突き止め、射撃、機
動作戦、接戦で敵を破壊する任務を与えられている。歩兵、装甲車両、迫撃砲，偵察、対
戦車等の戦闘装備を提供する。師団司令部と傘下の組織から成る。地上戦闘及び戦闘支援
組織は、射撃場や訓練地、伝統的な基地支援施設の近くに配置されることが求められる。
予定隊員数：１１００人。
第１海兵航空団と付随部隊の航空戦闘要素（ACE）。ACE は、海上及び陸地にある様々
な施設から海兵空陸機動部隊（MAGTF）の支援任務にあたる。強襲上陸やその後の作戦支
援が重要な任務である。ACE は、海兵航空団司令部、遠征及び駐留部隊の支援組織から成
る。飛行中隊とは違い、航空司令部や一般的な支援機能は飛行場や上位司令部の近くに置
くことができるものの、必ずしも飛行場に配置する必要はない。予定隊員数：１８５６人。
第３海兵兵站グループ（MLG）の兵站戦闘要素（LCE）。地上戦闘部隊や航空戦闘部隊
の能力を超えたすべての支援機能を提供する。機能は、通信、工兵、車両運搬、医療物資、
整備、空輸、そして上陸支援である。LCE は、第３海兵兵站グループ司令部と支援組織か
ら成り、MEF の残りの部隊に様々な直接的兵站支援を提供する。司令部機能は軍司令部や
他の司令部の近くに設置する。LCE の間接的及び産業的支援施設は、支援活動がおこなわ
れる場所の近くに配置され、道路、港、飛行場への効率的なアクセスを確保し、最大限効
率的な運用をはかる。予定隊員数：２５５０人。
以下の部隊と大まかな隊員数が、大規模な一時配備の部隊として予定されている。
● 歩兵大隊（８００人）
● 迫撃砲兵隊（１５０人）
● 航空部隊（２５０人）
● その他（８００人）
（２－２ページ３１行目）以下は４つの施設機能である。
１． 海兵隊宿営地機能
２． 訓練機能
３． 飛行場機能。提案されている海兵隊移設計画では、航空部隊と航空支援部隊を含み、
そのための滑走路、格納庫、整備、物資、そして管理施設が必要である。現在のアン
ダーセン空軍基地で行っている運用と同程度で共存可能な航空搭載運用が必要とされ
る。航空搭載とは、荷物の積み下ろしや乗客の乗り降りを意味し、民間航空のターミ
ナルと同様な機能である。
４． 沿岸機能
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（２－５ページ）
以下は、合理的な他の選択肢のない計画である。
●航空訓練は、現存の訓練エリアの使用可能な場所で行われる。航空訓練は、アンダーセ
ン空軍基地、ノースウエストフィールド（NWF）
、オロトポイント飛行場の舗装された滑走
路で行われる。空対空、空対地訓練などの特別な訓練は、北マリアナ諸島及び国際空域の
現存の飛行訓練エリアで行われる。改修工事を必要としない垂直昇降ゾーンはアンダーセ
ンサウスや NMS（海軍基地）で確保する。
（２－５０ページ）
2.3.1.5
航空訓練
グアムへ移転してくる海兵隊に付随する航空訓練の種類と施設要件は２．３－２表で
示している。グアムでの海兵隊航空訓練の要件は、２．３－３表の航空機と乗員数を基に
評価している。現在の計画では、計２５機の航空機と５０人の乗員がグアムを本拠地とす
る(based)ことになる。
２．３－３ 計画案で投入される航空機と乗員
航空機の種類と機体数
乗員数
航続距離（ｎｍ）
航続時間
ＭＶ－２２（１２機）
２４
８７９
４時間
ＵＨ－１（３機）
６
２２５
約２時間
ＡＨ－１（６機）
１２
３５０
３時間
ＣＨ－５３Ｅ（４機）
８
３６０
３時間（通常燃料タンク）
（２－６８ページ）
2.4.1.1 航空戦闘要素（ACE）ベッドダウン（訓練施設以外の施設）
ACE ベッドダウンは、常駐または一時配備の海兵隊航空機を支援するため作戦、整備、管
理施設が必要とされる。
（２－７１ページ）
２．４－２表は予想される航空機投入である。
２．４－２ 航空機投入計画
要素
機体数
種類
常駐機：回転翼機（ヘリコプター）
１２
ＭＶ－２２（強襲輸送）
（ＰＣＳ）
１２
ＭＶ－２２（輸送）（オスプレイ）
一時配備：回転翼機
３
ＵＨ－１（多目的）（ヒューイ）
６
ＡＨ－１（攻撃）（コブラ）
４
ＣＨ－５３Ｅ
２
ＫＣ－１３０
固定翼機（飛行機）
２４
Ｆ／Ａ１８
４－６
Ｆ－４（同盟国軍）

（２－７８ページ）
２．５ 計画案：沿岸部機能
２．５．１ 要件
２．５．１．１ 概要
グアムへの海兵隊移転の結果、太平洋戦域での有事、人道活動及び訓練のため、グアム
に駐留する海兵隊及び通過水陸両用部隊の水陸輸送を支援するため、搭載活動が頻繁に行
われることになる。海軍水陸両用機動部隊と海兵遠征部隊（ＭＥＵ）は、伝統的にグアム
へ寄港し、グアムへ訓練に訪れる一時配備の部隊である。配備回数は作戦上の任務次第で
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ある。しかし、訓練のために一時配備される回数は、年に約２回ほどである。計画では、
一時寄港回数は増加する見通しで、水陸両用機動部隊のグアム一時配備は作戦上の要件に
よるものの、海兵隊のグアム移転により年に２回から４回ほど増加する予定である。水陸
両用部隊の構成は、任務により異なる。典型的な形としては、水陸両用作戦を支援するた
め水陸両用車、装備、隊員を輸送する３隻の艦船と、それを護衛する水上戦闘艦が４隻で
構成される。さらに、海軍の対潜水艦及び攻撃部隊の水上、水面下装備が付随する場合も
ある。一時配備のＭＥＵと関連していない海兵隊と物資の、グアム、テニアン間の輸送は
主に空輸で行われる予定である。
計画案では、グアムを訪れるＭＥＵの訓練は年に少なくとも２回増加（年に計４回）し、
１回の訓練は３週間行われる。マリアナ諸島での訓練計画や任務要件次第では、ＭＥＵは
沖縄あるいはカリフォルニアからグアムへ配備され、テニアンへ行くか、あるいは戦術的
艦船で直接テニアンへ入り機動訓練を行う選択肢もある。グアムでの訓練のため、航空機
はアンダーセン空軍基地のノースランプで駐機し、水陸両用艦船の隊員と水陸両用艇はア
プラ港で降ろされる。兵隊と装備はグアムの訓練／機動訓練エリアで野営する。護衛戦闘
艦は、水陸機動部隊に同行する場合もあるし同行しない場合もある。
Table 2. 5-1 水陸両用機動部隊艦船と水陸両用車及びボート

台数

常駐/一時配備

埠頭の長さ/ 要件
(ft)

Draft(ft)

強襲揚陸艦 LHD

1

一時配備 Visiting

1,044

28

揚陸艦 LSD

1

一時配備 Visiting

710

20

輸送揚陸艦 LPD

1

一時配備 Visiting

669

23

該当なし

2.8t

該当なし

7(fully loaded)

該当なし

6

艦船
水陸両用車輸送艦

水陸両用車
エアクッション揚陸艇
LCAC
汎用揚陸艇 LCU
水陸両用強襲車 AVV
AAV

4
4
不定

一時配備 Visiting
(艦船輸送)
一時配備 Visiting
(艦船輸送)
一時配備 Visiting
(艦船輸送)

14

常駐

該当なし

6

2/8

常駐

該当なし

名目

2

一時配備 Visiting

1,355

34

偵察用ボート
RHIB/CRRC
護衛戦闘艦
Guided Missile
2
一時配備 Visiting
1,210
33
Destroyer(DDG)
Legend: CRRC = combat rubber raiding craft; LCU = Landing craft utility; RHIB = rigid hull inflatable boat.
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