
空母「いずも」 
 

 

 

 

 

                    ＭＣＣ研修資料 

                      2019-3-15 



「航空母艦」とは？ 
政府は国際的定義は無いと云っているが！ 

• 1921年のワシントン軍縮会議では、空母を「水上艦船
であって、専ら航空機を搭載する目的を以って計画さ
れ、航空機はその艦上から出発し、又その艦上に降
着し得るように整備され基本排水量が1万トンを超え
るものを航空母艦という」と定義している。 

 

• さらに1930年のロンドン海軍軍縮条約では、基本排水
量1万トン未満の艦船も空母に含まれることになった。 

 

• 但し当時は航空機も発展途上であり、海軍は戦艦至
上主義で空母はあまり重視されていない。 

 

 



「空母」違憲論争は昔から・・・ 



これまで政府は一貫して云って来た 





2018-12-18－閣議決定 
中期防衛力整備計画 





遂に本性を露呈したと云うべきか 



平成31年度以降に係る防衛大綱 

STOVL機を含む戦闘機体
系構築等により、太平洋
側を始め空の対処能力を
強化。戦闘機の運用の柔
軟性の向上のため、必要
な場合に現有の艦艇から
の、STOVL機の運用を可
能とするよう、必要な措置。 

 

常時載せるのではないと
いう子供だまし論法！ 



現在の「いずも」はヘリ搭載護衛艦 



F35Bを載せれば「空母化」する？ 









2015-10-18日本首相として初めて空母視察 



かなり高価なものだが 

    

   １００億円 

 

  1,200億円 



現在日本には「空母？」は４隻在るが 
どれもヘリ搭載 

 





 



ジャパン・マリン・ユナイテッド 

 

 

 

 

• 出資比率： JFEホールディングス-45.93％、 

         IHI-45.93％、日立造船-8.15％ 

• 呉海軍工廠 、舞鶴海軍工廠、 元日立造船、 

 元石川島播磨の造船部門より成る。 



「いずも」は相当デカイ！ 

「いずも」 

太平洋戦争中の空母
とほぼ同じサイズで
ある。 

 

 

 

 

流石に現在の米空母
はかなりデカイ！ 



米空母「ワスプ」とはほぼ同サイズ 



 
いずも型護衛艦 

（Izumo-class helicopter destroyer） 
 • 1番艦「いずも」が平成22年度予算で、2番艦「かが」が平

成24年度予算で建造された 
 

• 護衛艦であるため、ヘリコプター護衛艦を意味する記号の
「DDH」を付けて、それぞれ22DDH、24DDHとも呼ばれる。 
 

• 現在海上自衛隊が保有している艦船（自衛艦）の中では
最大の艦型となる。 

 

• これは第二次世界大戦当時、旧日本海軍が運用した正規
空母「飛龍」を基準排水量・全長とも上回り、大戦初中期
のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン級航空母艦
と同規模となる。  



「いずも」の現在の仕様 

• 排水量  基準：19,500トン   
• 満載：26,000トン[1]   
• 全長 248.0m   
• 全幅 38.0m  

 
• 速力 最大30ノット  

 
• 乗員 約470名  

 
• 艦載機  SH-60K哨戒ヘリコプター 7機   
• MCH-101輸送・救難ヘリコプター 2機   
• 最大積載機数 14機  
 



Ｆ-35を搭載すれば・・・ 



ＳＴＯＶＬ（Ｆ-35Ｂ）なら発着艦可能 



 



政府答弁はごまかしではないのか 



多用途護衛艦で空母ではない！？？ 
2019-2-13衆院予算委員会にて 



そして防衛費は増え続ける 



実は装備費は意外に少ない 
Ｆ-35は５年割賦で買うから・・・ 



トランプ―安倍の信頼は金の繋がり 



STOVL（Short take-off and Vertical Landing aircraft） 



Ｆ-35Ｂ戦闘機 
短距離離陸垂直着陸機（STOVL機、Short TakeOff/Vertical Landing） 
短い距離で離陸でき、ヘリコプターと同じように垂直に着陸できる 



Ｆ-35Ｂ戦闘機の詳細 

• 共通：多用途戦闘機  B型：垂直離着陸機  C型：艦上戦闘機 
• 製造者：ロッキード・マーティン社 
• 運用者：  

– アメリカ合衆国（空軍、海兵隊） 
– イスラエル（イスラエル空軍） 
– 日本（航空自衛隊） 

• 初飛行： 
概念実証機（X-35）：2000年10月24日 
A型：2006年12月15日 
B型：2008年7月11日 
C型：2010年6月8日 

• 生産数：280機(2018年3月) 
• 運用開始： 

A型：2016年8月2日 
B型：2015年7月31日 
C型：2019年2月（予定） 

 
• ユニットコスト： 

A型：9,460万USドル（低率量産、2018年に本格量産に入れば8,500万USドル）  
B型：1億2280万USドル（低率量産）[  
C型：1億2,180万USドル（低率量産） 
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100メートルで発艦できる 



日本は空母先進国だったのだが・・ 



世界で初めて船に飛行機を載せたのは 

世界初の水上機母艦は、
1912年、フランス海軍が

「ラ・フードル」を改装し、
水上機8機と射出機１を設
置して誕生した。 

 

排水量 6,000トン 

全長  １１６メートル 

全幅  １７．２メートル 



世界初の空母「鵬翔」は終戦迄戦った 

空母「鵬翔」 
 
計画 
大正7年度(八六艦隊案)  
 
起工 
1920年12月16日  
 
進水 
1921年11月13日 
 
竣工 
1922年12月27日  
 
搭載機 １５機 



１９３９年には改造・空母化 



世界戦史最高の空母活用成功例 
1941-12-8ハワイ奇襲 





史上初の空母対決は珊瑚海海戦 
    1942-5-8（開戦半年後） 
日本空母・・・３隻が参戦 １隻沈没、１隻大破、 
米国空母・・・２隻が参戦 １隻沈没、 



ミッドウェーで日本は空母主力壊滅 
1947-6-5～7 

日本空母・・・４隻が参戦 ４隻沈没、 
米国空母・・・３隻が参戦 １隻沈没、 



日本は開戦後半年で主力喪失 



最後のマリアナで大敗 
1944-6-19 

日本空母・・・９隻が参戦 ３隻 沈没、０隻 大破、１隻 中破、３隻 小破 
米国空母・・・15隻が参戦 ０隻 沈没、０隻 大破、０隻 中波、０隻 小破 



止めはレイテ沖海戦 
1944-10-23～25 

日本空母・・・４隻が参戦 ４隻 沈没、０隻 大破、０隻 中破、０隻 小破 
米国空母・・・35隻が参戦 ３隻 沈没、０隻 大破、１隻 中波、０隻 小破 

 



1941年～1945年の空母（軽空母含む）建造数 
日本18隻vsアメリカ115隻 



２０１９年空母保有国は８国しか無い 



軍事力比較で空母の比重は大きい 



大型空母は米国のみが保有 





１９世紀７つの海を支配した英国 
今やただ一隻クイーンエリザベス６５，０００トン、４０機 



イタリアは日本並み軽空母２隻 
ジュゼッペ・ガリバルディが13,850トン、カヴールが27,100トン 



 
 

フランスのシャルル・ド・ゴール 
アメリカ以外で唯一原子力空母、４０，６００トン 

 



 
ロシア唯1のアドミラル・クズネツォフ 

スキージャンプ方式で船体は59,100トン 
 



 
 
 

タイのチャクリ・ナルエベト 
11,486トン、10機 

 
11,486トン 

 



中国・ヴァリャーグ（遼寧） 
１９８５年設計未完のスクラップをウクライナから購入改造、 

６７，５００トン 



 
 

インド・プリンシペ・デ・アストゥリアス 
ソ連製、４５，５００トン 近く３隻に増強予定 

 
 



ブラジル・サンパウロ 
２００１年フランスの中古購入したが既に退役 



 
 
 
 
 
 

スペイン。プリンシペ・デ・アストゥリアス 

 16,700トン、10機 既に退役 

  
 
 



今の日本の空母は正式空母ではない 



日本の「防衛」事情 

• 日本は四方を海に囲まれた島国であり、海岸線の長さは
北方四島を含めると8,967.496kmに及び世界第7位、排他
的経済水域の面積は3,861.1万km2に及ぶ。 

• また国内経済もほぼ海上交易に依存し、日本の輸入依存
度を見てみれば輸入量は石油2億トンをはじめ、7億5,000
万トンにも達しており、特にエネルギーは2001年（平成13
年）時点の輸入依存度の高さは石油が99.8%、石炭98.4%、
天然ガス(LNG)96.6%、原子力(ウラン)に至っては100%を依
存している。輸出はハイテク工業品だけで2,000万トン、第
1次産品を含めれば7,000万トンにも及ぶ。 
 

• 日本は海洋国家として、自国のシーレーン防衛の重要性
が認識される所以である。 
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日本のシーレーンは米中の狭間 





西南諸島の防衛はどのように？ 





もし敵が攻め込んだら・・・ 
今は空母は無いから・・・・・ 



？？？？？？？？？？ 

？？？？？？？？？？ 



安倍は空母を渇仰する 


