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新型ウィルス感染が米軍を動かす 

「ソフトウェア」にもダメージか? 

渡部 恒雄 

笹川平和財団上席研究員 

3 月 18 日、トランプ氏は記者会見で、新型コロナウィルスによ

る危機を、第二次世界大戦以後最大の危機と位置づけ、「我々

は共に犠牲を払わなければならない。我々は全員一緒にこの問

題に関わっているからだ。そして一緒に乗り越えよう」と発言して、

自らを新型コロナウィルスと戦う「戦時の大統領」と位置付けた1。

トランプ大統領が未曽有の危機に直面して米国民をまとめる指

導力を発揮しようという気になったのか、それとも危機時に作ら

れた「トランプ劇場」を利用して 11 月の大統領選挙の再選を有

利にしたいだけなのか、について米メディアは着目した2。 

結局、コアなトランプ支持者を除けば、これまでの米朝首脳会

談やイランとの開戦危機などと同様に、「トランプ劇場」が見破ら

れるのは早かった。3月 31日、トランプ大統領は、ホワイトハウス

の新型コロナ対策チームとともに、米国内の感染は、今後の対

策がうまくいっても 10 万～24 万人、最悪の場合は 220 万人と

いう死者数になると警告した3。このような衝撃的な数字を発表

することは、市民に危機感を持たせ、個人の「ソーシャルディスタ

ンス」のための行動指針を継続するためだった。ところがトランプ

大統領は、こともあろうに「死者数 10～20 万人以下なら非常に

いい仕事をしたことになる」と発言して、「戦時の大統領」が選挙

向けの「手段」であることを露呈させてしまった4。トランプ氏は肝

心なところで「自分に正直な発言」をしてしまう。リベラルメディア

で批判の声が高まったのはいうまでもない。一方で米有権者の 4

割を占めるコアなトランプ支持は変わらず、米国は相変わらず二

つに割れたままである。 

新型コロナ感染が起こった空母セオドア・ルーズベルトの艦長解任劇 

さらに、トランプ大統領は新型コロナ感染拡大の下、本来の

「戦時の大統領」としての役割を損ねている。米軍の最高指揮

官（＝米大統領）の信頼性を揺るがす事件が起こったからだ。そ

れは新型コロナウィルス感染者が続出した原子力空母セオドア・

ルーズベルトの艦長解任にかかわる一連のスキャンダルだ。 

3 月下旬に、米インド太平洋艦隊に所属する空母「セオドア・

ルーズベルト」の乗組員の間で新型コロナの感染が広がり、当初、

少なくとも 70 人の感染が確認された。しかし、海軍上層部の動

きは鈍く、ブレット・クロージャー艦長は海軍上層部に書簡を送付

し、決然とした行動をとらなくては乗組員の命を守ることができな

い、という警告を伝えた。そして、この書簡が米紙サンフランシス

コ・クロニクルなどのメディアにリークされた。4月 2日、モドリー海

軍長官代行はリークの責任でクロージャー艦長を解任した。自ら

の首をかけて、乗組員の生命を守ろうとしたクロージャー艦長が、

寄港したグアム島の港で退艦すると、大きな拍手と声援が送ら

れた。にもかかわらず、6 日「セオドア・ルーズベルト」を訪れたモ

ドリー長官代行は、艦内放送で乗組員に対して、クロージャー氏

の行動を「世間を知らず（naïve）か、愚か(stupid)かどちらかだ」

と批判した。 

米軍兵士の感染状況を周知させることによって、米の即応体

制の不備を敵対勢力に伝えて地域を不安定化させかねない状

況下で、モドリー長官代行の艦長解任は妥当だったと思われる。

しかし、新型コロナウィルスの感染拡大に懸念を持つ米兵の士

気を維持する上で、乗組員の生命を守ろうとした艦長の行為に

「愚か」という批判は適切ではなかった。この対応に、軍内部や

議会から批判が続出した。7日、空母セオドア・ルーズベルトでは

感染が 200 人以上となり、さらに増える見通しの中、モドリー長

官代行は辞任に追い込まれた5。 

この一件について尋ねられたトランプ大統領は、さらに米海軍

の士気を下げる発言をしている。「（モドリー長官代行に）辞任を

求めたわけではない。彼のことは知らない。彼と話してはいない

が、彼が辞任した」と否定しながらも、「私は問題を解決しようと

考えた。彼（長官代行）は多くの選択肢のなかから、利己的では

ない決定をしたと考える」と発言して、自らの関与を暗に示唆し

てしまった。さらに「艦長は手紙を書くべきではなかった。彼はア

ーネスト・ヘミングウェイではないのだから」と、クロージャー艦長

を再批判して、せっかく「利己的ではない」態度で辞任して、空

母乗組員の士気を維持しようとしたモドリー長官代行の行動も無

にしてしまった6。 
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海軍長官代行のトランプ大統領による直接介入への懸念 

実は、モドリー長官代行を拙速な行動に走らせたことには、ト

ランプ大統領が昨年引き起こした、前任のスペンサー長官解任

事件の教訓が心理的に影響しているようだ。昨年 11 月 24 日、

スペンサー海軍長官がエスパー国防長官によって解任された。

国防総省によると、その理由は、「イラクでの不適切な行動で有

罪判決を受けた海軍特殊部隊（SEALS）幹部の処分を巡り信

頼を失ったこと」とされている。しかし実際の問題はトランプ大統

領の介入に端を発している。 

海軍 SEALSのギャラガー曹長は 2019年 7月、負傷し米軍

の手当を受けていた拘束中の過激派組織「イスラム国」（IS）戦

闘員をハンティングナイフで殺害した。軍法会議で、この殺害は

罪に問われなかったが、その死体と一緒に写真を撮り、友人な

どにメールで送付したことにより、国際法違反で有罪となった。し

かし 11 月になり、トランプ大統領がこの処分を取り消し、裁判前

の兵士に恩赦を与えることを発表した。このような介入をうけ、エ

スパー国防長官とミリー統合参謀本部議長はトランプ氏に対し、

軍法制度を尊重するよう求めたが聞き入れられなかった。 

国防総省は軍の最高指揮官であるトランプ氏の決定を受け

入れざるを得なかったが、スペンサー海軍長官は、ギャラガー

氏がSEALS隊員のまま退役することを認めるかどうかを諮問会

議で検討する、という方針を変えなかったため、トランプ大統領

の怒りを買った7。 

スペンサー長官によると、彼は、ホワイトハウスにはギャラガー

氏の処分取り消し案を伝える一方で、海軍内の諮問会議のプロ

セスも行う方向で、両方の顔を立てるように調整していたが、こ

れが裏目にでた。スペンサー海軍長官がエスパー国防長官に

相談せずに、ホワイトハウスと調整していたことが判明したため、

「信頼を失った」として、解任されたのだ。解任後、スペンサー氏

は 11 月 27日、ワシントンポスト紙に寄稿し、トランプ大統領がス

ペンサー氏に直接電話するなど繰り返し異例の介入をしてきた

とし、「トランプ氏は軍がどうあるべきか、倫理的な戦い方や規律

と訓練による軍人の管理はどうすべきか、についてほとんど理解

がない」と批判した8。 

なぜ、最高指揮官の大統領が曹長クラスの下級の軍事裁判

に直接介入したのだろうか。それは、トランプの劇場型のポピュリ

ズム政治を理解しているギャラガー氏の弁護士や家族が、保守

派の FOX ニュースなどに案件を持ち込み、熱心な視聴者であ

るトランプ大統領の関心を引く、という手法をとったからだ。FOX

ニュースの番組ホストで、イラクで従軍経験もあるピート・ヘグセ

ス氏（Pete Hagseth）がこの問題を熱心に取り上げ、ギャラガー

氏サイドに立った。トランプ大統領は、FOX ニュースを通じて視

聴者に自分をアピールする機会を逃さず介入した、というのが真

相のようだ。エリートの官僚的な運用で不当な扱いを受けている

下級兵士を、大統領が直接介入して助ける、という「トランプ劇

場」だった9。 

しかしこれは、シビル（市民）の代表である大統領と、ミリタリー

（米軍）との間の信頼関係により、米国の歴史を通じて積み重ね

られてきたシビル・ミリタリー関係に汚点を残す事件だった10。ミリ

タリー（軍）のプロフェッショナリズムと、シビル（政治）側に対する

尊敬が、建国以来クーデターが一度も起こっていない米国のシ

ビリアンコントロールを担保してきたからだ。さらには、国防総省と

トランプ大統領の間で緊張が高まった際に、トランプ大統領は国

防総省と軍の意向を政治的な理由で無視することが明白となっ

た。 

スペンサー長官の解任により副長官から長官代行となったモ

ドリー氏は、この事件での教訓から、今回のクロージャー艦長解

任の行動に出たようだ。ワシントンポストのコラムニスト、デイビッ

ド・イグナティウス氏のインタビューによれば、モドリー氏は、スペ

ンサー解任の記憶が鮮明であったために、ホワイトハウスと争うこ

とは海軍の利益にならないと考え、トランプ大統領からの直接の

介入を防ぐために迅速な行動をとろうとした、と発言している11。

この発言が単なる後付けの言い訳なのかどうかはともかく、少な

くとも、トランプ大統領の不適切な軍への政治的介入が、海軍を

混乱させ、士気の低下をもたらしていることは、否定しようのない

事実といえる。 

これまでトランプ大統領は、自身の政治的な目的での軍の使

用を躊躇なく行ってきた。例えば、2018年 10月に武装している

わけでもない「キャラバン」と呼ばれる難民集団に対するメキシコ

国境警備に、どう考えても不釣り合いな軍の派遣を命令したこと

などは、やはり米国のシビル・ミリタリー関係の汚点だ。 
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軍への不適切な介入も含め、新型コロナウィルス感染におけ

る、一連のトランプ大統領の迷走は、結局のところ、米国の国家

としての信頼を失わせている。スティーブン・ウォルト ハーバード

大学教授は、米国の強大な軍事と経済、同盟国からの支持、そ

してこれらを使って物事を解決する米国の能力（competence）

への世界からの信頼が、米国の資産を倍加させる効果があった

が、新型コロナ感染症対策でも迷走した現在の米国は、これら

の資産を徐々に腐らせていると指摘する12。そして、国家全体の

資産の一つでもある、世界最強の軍隊というハードウェアを動か

すための、ソフトウェアである政治によるリーダーシップも、新型コ

ロナウィルスの軍への感染拡大という未曽有の危機の中で大きく

損なわれている。4 月 11 日、中国海軍の空母「遼寧」など 6 隻

が沖縄本島と宮古島の間を南下して太平洋に向けて航行し、

12 日には台湾の東部と南部沿岸で演習を行った13。米軍を動

かす「ソフトウェア」の損傷は、敵対勢力にはグッドニュースであり、

日本のような同盟国にはバッドニュースである。 

（了） 

「SPF アメリカ現状モニター」シリーズにおける関連論考 

 中山俊宏「サンダースと敗退した候補たち」 

 西山隆行「新型コロナウィルス禍とアメリカのマイノリテ

ィ」 

 山岸敬和「新型コロナ、治療代が 820 万円！？試されるア

メリカ医療保険制度」 

 久保文明「戦時大統領」が含意するもの－トランプ大統領

と新型肺炎対策－

https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_50.html
https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_49.html
https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_49.html
https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_48.html
https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_48.html
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