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昭和20年8月、敗戦とともに消滅した日本海軍は、
昭和26年10月海上警備隊として復活。その3年後、
海上自衛隊として発足する。この草創期にはアメ
リカから順次貸与されたDD 、DE 、PL 、LSSLと
戦後の小型残存艦で運営された。後に国産初とな
るDD（
「はるかぜ」
「ゆきかぜ」
）とDE（
「あけぼの」
「いかづち」型）
、駆潜艇が建造される。この時代
の艦船として、DDの「あさかぜ」型、
「ありあけ」
型、
DEの「あさひ」型が発売されているが、
「くす」
型、
「はるかぜ」
「ゆきかぜ」については入手困難
なキットが存在する程度である。一方「ゆり」型、
駆潜艇は現在発売中であり在庫があれば入手可能
なキットとなっている。第1次防衛整備計画では、
さらに国産化が進み、
「あやなみ」型、
「いすず」型、
「あきづき」型、
「あまつかぜ」
、
「たかつき」型と
建造ラッシュが続く。この時代のキットは発売さ
れていて現在でも入手可能であるが、
「たかつき」
型はほとんど流通しておらずで今では超レアキッ

模型製作者より

海上自衛隊艦艇キット化事情

トとなっている。これらの艦艇の装備品はライセ
ンス生産が可能となり近代化が進み、一世代前の
警備艦と比べると戦闘艦としての艦影がカッコよ
く、模型を眺めていても飽きない。
第3、第4次防に入ると、
「やまぐも」型、
「ちくご」
型、さらにDDGの「たちかぜ」型、DDHの「は
るな」型、
「しらね」型へと続く。この時代のキ
ットも存在するが、
「流通在庫のみ」というもの
が多い。ただしネットオークションでは時折見か
けるのでそちらで購入することも可能である。
この後、8艦、8機体制の4個護衛隊群を目指し汎用
護衛艦建造に入る。
「はつゆき」〜「あさひ」型、
イージス艦の「こんごう」〜「まや」型、ヘリ空
母である「ひゅうが」
「いずも」型へと続く現在
各基地に配備されている護衛艦である。これらの
艦艇は各メーカーからキット化されており入手も
容易なのではじめて艦船模型を作られる方にはお
すすめである。また各種エッチングパーツ、レジ
ンキャストパーツ、プラスチック製艤装パーツが
豊富に存在し、ディテールアップを希望する人の
製作意欲を掻き立てる。海上自衛隊には護衛艦以
外にも補助艦艇（輸送艦、砕氷艦など）も多くキ
ット化されているので興味のある方は手にとって
みるといいだろう。
さて近年各地で海自艦の一般公開やイベントが開
催されているがまるでテーマパークのように大勢
の人で賑わっている。私も艦艇の一般公開には足
を運ぶが、公開前の長蛇の列を思うと最近は気が
引けてしまう。同じ現象は航空自衛隊、陸上自衛
隊にも見られる。一昔前ならマニア中心でガラガ
ラ状態であったが、海自のイベントに老若男女が
やってくるようになった要因は、海自に限らず、

◀樫山和則氏が作られている護衛
艦リスト。●がすでに製作済みの
艦船、○がキット入手済みのもの。
ご覧のとおり創設期から現在まで
の特務艦を含めて全艦（全艦型で
はなく）の製作を目指す

樫山和則
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愛知県在住（長崎県佐世保出身）
。会社員を
務めながら艦船模型製作を展開。基地の町、
佐世保で生まれ、幼少のころから日米の軍艦
を見て育つ。小学校高学年のとき、デパート
の模型売場で見たウォーターラインシリーズ
の展示品に魅了され艦船模型製作を始める。
中学、高校生時代のお年玉は、ほぼ艦船模型
で消えていった。学校卒業後は愛知県に就職、
軍資金が増えたことでウォーターラインシリ
ーズ（帝国海軍軍艦）を大人買いして全艦コ
ンプリートを目指し製作に没頭する。結婚、
子育てで一時停滞後、身内が自衛官と結婚す

ることになり、お祝いで、乗船艦だった「し
まかぜ」を製作し渡す。これがはじめての海
上自衛隊護衛艦製作となる。あわせて「ちょ
うかい」に乗船し、身近に兵装や艦内指令室
を見て一発で海自ファンとなる。その後、帝
国海軍軍艦から海自全艦制覇に切り替え模型
製作を開始。建造艦艇500隻（帝国海軍を
含む）を超えたあたりからせっかく作った船
を誰かに見てもらいたいと考えるようになり
模型クラブの「吃水線の会」に入会、会長の
紹介でモデルアート別冊に初掲載、その後数
冊に艦艇を提供、現在に至る。

自衛隊が自体国民に受け入れられてきた表れと考
える。とくに災害派遣、海外派遣、国際貢献、大
震災での対応など、それらの報道を見て感銘を受
けたのではないだろうか。
この人気を受けて艦船模型も「右肩あがり！」と
なってほしいと願うのだが現実はそうでもない。
人気のある護衛艦は限られているので模型メーカ
ーさんもアイテムの選択に困るだろう。そんな中、
模型が少なさそうなマイナーな補助艦艇を出して
いただいているメーカーさんには頭が下がる思い
である。昨今の世界情勢を見るとアウトドアから
インドアへの趣味趣向の変化が求められる中、模
型製作に多くの方が興味を持っていただけること
を願っている。本書の作例は護衛艦のみであるが、
補助艦艇も並行して製作中であり、今後どこかの
機会でご紹介できれば幸いだ。

第1部

模型で綴る
海上自衛隊

2O2O

あまつかぜ DDG163
1965〜1995

あしがら DDG178
2008〜

第1部では海上自衛隊の現在の編成、ヘリコプター護衛艦、ミサイル護
衛艦、汎用護衛艦、DEなどの艦種の解説やこれまでの建艦史、対潜戦
闘や対空戦闘などを1/700スケールの艦船模型を通じて解説する。同
じスケールの模型を通してみることで時代ごとのデザインの変化につい
ても感じ取ることができるだろう
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4個護衛隊群を主軸とする平成“連合艦隊”

まずはざっくり海自の艦隊構想を見る
海上自衛隊水上艦のおおまかな分類
海上自衛隊の主要水上戦闘艦は大きく分けて4つの種類に
分類することができ、それは艦番号の前におかれた記号
で判断することができる。
もっとも数が多いDDは汎用護衛艦のことである。対潜ヘ
リコプターを搭載することが可能で、対潜兵装、対艦兵装、
対 空 兵 装 を バ ラ ン ス よ く 備 え た も の だ。 記 号 のDDは
Destroyer（駆逐艦）が由来で慣例的にふたつ重ねてDD
と呼ぶ。そのため海外では海上自衛隊の護衛艦を
“駆逐艦”
として認識するケースが多い。
DDGはミサイル護衛艦のこと。現在ではすべての護衛艦
がミサイルを搭載しているが1970年代までは対空ミサイ
ルを搭載することができる艦は限られていた。現在では
艦隊防空を担当する護衛艦をDDGとしている。旧式の
「は
たかぜ」型を除くすべてのDDGがイージス艦となった。
記号のDDGはGuided missile weapon Destroyer（誘導ミ
サイル護衛艦）からきている。
DDHはヘリコプター搭載護衛艦のこと。これもDDGと同
じく現在はほとんどの艦がヘリコプター搭載能力を持つ
が、
1970年代まではヘリコプターを搭載することが可能
な艦が少なかった。
DDHはHelicopter Destroyerからとれ
られたものだ。
DEは現在は地方隊向けの小型護衛艦を指す記号で自衛隊
創設当初、米軍から貸与された護衛駆逐艦（Destroyer
Escort）がこの任務にあてられていたから続くものだ。
DE
は1989年〜1993年に整備された「あぶくま」型以降整備
計画はなく、地方隊には旧式となった汎用護衛艦が配備
されるようになった。このままDEが建造されなければ
「あ
ぶくま」型の退役をもってDEは廃止されるかもしれない。

DDG＝ミサイル護衛艦
DDH＝ヘリコプター護衛艦
DD＝護衛艦
DE=小型護衛艦（護衛駆逐艦）

佐世保
DDH-182 いせ

DDG-178 あしがら

DD-102 はるさめ

DD-119 あさひ
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石垣

島

第6護衛隊

第7護衛隊

かつての舞鶴は日本海軍時代より旧式

舞鶴

大湊

艦が配属されるケースが多かったが、
1998年の北朝鮮による中距離弾道
ミサイル発射実験や翌1999年の能

DDH-181 ひゅうが

登半島沖不審船事件の前後から最前線

DD-103 ゆうだち

基地としての性格が強まった。その守
備範囲は日本海全域に及び広大だ。
第3護衛隊群のうち舞鶴に配置されて

DD-112 まきなみ

DDG175みょうこう

いるのは弾道ミサイル迎撃の改装をう
けたイージス艦
「みょうこう」
「あたご」
を中心とした第3護衛隊である。

DD-114 すずなみ

DDG-177 あたご

DD-120 しらぬい

DD-118 ふゆづき
舞鶴には第3護衛隊のほか、第14
護衛隊も配備されている。こちらは
「はつゆき」型1隻、
「あさぎり」型
2隻、「あぶくま」型1隻の合計4隻。
舞鶴に限らないが地方隊所属の2桁
番号の護衛隊の汎用護衛艦には艦載
ヘリコプターは搭載していないよう
だ。舞鶴にはほかに第2ミサイル艇
隊も配備されている。

第3護衛隊群

第14護衛隊

DD-130 まつゆき

DD-151 あさぎり

DD-156 せとぎり

第13護衛隊

DD-132 あさゆき

佐世保
第12護衛隊
呉には地方隊用護衛隊と
して「あさぎり」型護衛

DE-230 じんつう
佐世保に配置されている第
13護衛隊は「はつゆき」型、
「あさぎり」型、
「あぶくま」
型各1隻からなる。主力部隊
ともいえる第2護衛隊群が外
洋に進出した場合、対馬海
峡などを守るのはこの部隊
となる。佐世保地方隊に
はほかに第3ミサイル艇
隊が配属されている。

艦1隻と「あぶくま」型 DD-158 うみぎり
護 衛 艦2隻 か ら な る 第
12護衛隊が配備されて
いる。呉の在籍艦艇数は DE-229 あぶくま
40隻 で 横 須 賀 の37隻
を上回る
DE-234 とね

第4護衛隊群

第4護衛隊

第8護衛隊

呉

沖縄

本島

第2護衛隊群

舞鶴

呉

DE-232 せんだい

DD-157 さわぎり

佐世保港は横須賀につぐ規模を
群は新型艦の2番艦、あるいは
もっている。ここはまた沖縄や
横須賀に配属された艦が転用さ
尖閣諸島が属する東シナ海、近
れてくるケースが多く、そのた
年中国の進出が著しい南シナ海
め練度がもっとも高い。練度を
からも近く南の最前線ともいえ
維持するための訓練も厳しいた
る。また朝鮮半島にも近いため
め“訓練の2群”と俗称される
北朝鮮による弾道ミサイル実験
こともあるようだ。
の際などには舞鶴と並んで佐世
佐世保にはほかにミサイル艇2
尖閣
諸島 隻からなる第3ミサイル艇隊も
保の部隊が出撃することとなる。
佐世保に配置される第2護衛隊
配属されている。

第2護衛隊

第3護衛隊

南大

東島

佐世保

DDH-184 かが

DDG-176 ちょうかい

DD-105 いなづま

DDG-172 しまかぜ

父島
母島

横須賀
硫黄

島

DDG-174 きりしま
DD-106 さみだれ

DD-104 きりさめ

DD-113 さざなみ

DD-11７ すずつき

DD-110 たかなみ

DD-111 おおなみ

DD-116 てるづき

かつては連合艦隊が集った呉は海上自衛隊
時代は長らく旧式護衛艦や補助艦艇、支援
艦艇が配備されていた。しかし近年は再び
新鋭艦が配属されるようになってきた。
呉の第4護衛隊群はもっとも遅く編成され

た護衛隊群であり戦略予備的な意味が大き
い。護衛隊群以外には第2潜水隊群や練習
艦隊、
「おおすみ」型輸送艦（揚陸艦）を
もつ第1輸送隊など多彩な部隊が定系港と
している

まずは最新の海上自衛隊の状況を確認してみよう。ここでは
2020年の海上自衛隊の主要水上艦艇の配備状態を紹介する。北
から大湊、横須賀、舞鶴、呉、佐世保の5 ヵ所に警備区がわけら
れ地方隊が配属されている。そして大湊以外の4 ヵ所に1個ずつ
護衛隊群が配備されているのだ。それぞれの護衛隊群には海上自
衛隊の中でも最新の艦艇が配備されることになっており、この4
つの護衛隊群こそが機動運用の中核部隊であり現在の主力艦隊と
いうことができる。一方の2桁番号の護衛隊は旧式、小型艦から
なり、地方隊配備部隊として二次的な任務につくことなる

16隻から22隻に増強された
海上自衛隊潜水艦部隊
このページでの図版では省略さ
れているが、海上自衛隊の真の
主力艦隊は潜水艦部隊なのかも
しれない。海上自衛隊の潜水艦
は通常動力潜水艦としては最大
で高性能、機密の塊だ。現在は
新型の「そうりゅう」型、ひと
つ前の型式の「おやしお」型の
ふたつのタイプを保有しており、
これに2022年以降には3000トン
型と呼ばれる新型艦が加わる。
諸外国の通常動力潜水艦は沿岸
防備用のものが大半で小型艦が
多い。航続距離も短いため乗組
員は2交代制ですむため居住スペ
ースも小さくてすむ。海上自衛
隊の潜水艦は遠距離での作戦に

参加することが可能でその分、
船体は大きくなっている。とく
に「そうりゅう」型はAIP（非大
気依存推進）機関の搭載により
これまで数日程度だった連続潜
航期間を2週間程度にまで大幅に
延ばすことに成功した。また潜
航深度や静粛性も高いレベルに
あり、通常動力潜水艦としては
世界最高峰の性能をもつ。
海上自衛隊の潜水艦は長らく防
衛大綱で16隻と決められていた
が近年増強が決定され22隻保有
へと強化された。潜水艦はすべ
て潜水艦隊（横須賀）に属して
おり呉の第1潜水隊群と横須賀の
第2潜水隊群に配備されている。

本州最北にある大湊基地には第15護衛隊が

第15護衛隊
DD-155 はまぎり

配属されている。冷戦期には北方有事に備え
て魚雷艇などが配備される最前線基地だった
が現在ではその重要性は低下しているようだ。

大湊

DE-231 おおよど

第15護衛隊の護衛艦3隻のほか、余市に第
1ミサイル艇隊（ミサイル艇2隻）も配備さ
れている

DE-233 ちくま

第1護衛隊群

第1護衛隊

横須賀

横須賀

第11護衛隊

DD-129 やまゆき

DDG152 やまぎり

DDG-153 ゆうぎり

第5護衛隊

佐世保

DDH-183 いずも

DDG-173 こんごう

DDG-171 はたかぜ

DD-108 あけぼの

DD-101 むらさめ

DD-109 ありあけ

DD-107 いかづち

DD-115 あきづき

横須賀は護衛隊群を統合する護衛艦隊、そして護
衛艦隊や潜水艦隊を擁する自衛艦隊の司令部の存
在するいわば海上自衛隊の顔ともいえる存在だ。
横須賀に置かれた第1護衛隊群は伝統的に海上自
衛隊の中で新型艦、
1番艦が配属されることが多
く、都心部から近いせいもあって高官の視察が実
施されるケースも多い。そのため“広報の1群”
などといわれることもある。
なお16大綱の改編により護衛隊群に所属する護
衛隊の定係港は各地に分散されることとなってい
る。これは護衛艦隊が訓練など平時の任務を司る
フォースプロバイダー（錬度管理責任者）となり、
艦隊の運用は自衛艦隊司令官および各地方総監が
フォースユーザー（事態対処責任者）として司る
ことになっためである。
横須賀には2個潜水隊からなる第2潜水隊群や掃
海隊群、開発群の本部も設置されている。

横須賀には旧式の汎用護衛艦3隻からなる第
11護衛隊も配備されている。これは有事の際
には横須賀地方総監部の指揮のもと運用され
ることとなる。現在は「はつゆき」型1隻、
「あ
さぎり」型2隻より構成されている

冷戦時代後を睨んで再編成されつつある護衛艦隊
現在の海上自衛隊の編制の源流は1980年代
より整備がはじまったいわゆる新88艦隊構想

使用するような大型対潜ヘリはおもに陸上基地
（または空母）から運用されている。

海上に展開するイージス艦によって弾道ミサイ
ル発射と同時に探知、追尾し大気圏外で撃墜す

に端を発する。それまで大型のヘリコプター護

1995年の「きりしま」の就役をもって一応の

ることとされた。その任務につくのがDDGグル

衛艦（DDH）にしか搭載できなかった対潜大型

完結をみた新88艦隊だったが2008年になり大幅

ープでそのDDGに随伴するのがDDとなる。弾

ヘリコプターを汎用護衛艦（DD）にも運用、8

に編制に手を加えることとなった。これまでの

道ミサイル迎撃のためそのリソースの大半を使

隻の護衛艦で8機のヘリコプターを搭載する、

護衛隊群はヘリコプター護衛艦（DDH）を直轄

ってしまうDDGを敵の攻撃から守るためDDGグ

そして艦隊防空用に長射程の艦隊防空ミサイル

艦として、汎用護衛艦（DD）を2ないし3隻保有

ループには防空能力の高い「あきづき」型DDが

を搭載するミサイル護衛艦（DDG）を2隻配属

する護衛隊が2個、そして艦隊防空を担当するミ

1隻配備されている。これに対してDDHグルー

するというものが新88艦隊だ。

サイル護衛艦（DDG）2隻を保有する護衛隊1個

プは旧来の対潜掃討が主任務の部隊で対潜ヘリ

ディッピングソナーやソノブイを搭載可能な

からなっていた。それが2008年の改編でDDHグ

の基幹プラットフォームとなるDDH（旧型の「し

大型で本格的な対潜ヘリコプターを汎用護衛艦

ループ（DDH1隻、DDG1隻、DD2隻）とDDGグ

らね」型DDHが退役した結果、すべて全通甲板

に搭載するということがこの編制の特徴で、こ

ループ（DDG1隻とDD3隻）のふたつの護衛隊へ

式の「ひゅうが」型、
「いずも」型DDHとなった）

れは当時あまり海外では例がなかった。通常、

と再編され、それを統合する部隊が護衛隊群と

とそれを補完するDD2隻、そして艦隊防空を司

艦載ヘリコプターは哨戒や救難、軽便輸送、対

いうことになったのだ。これは冷戦後に問題と

るDDG1隻から構成されている。

艦攻撃などとともに対潜攻撃“も”可能とした

なった北朝鮮が開発中の中距離弾道弾の影響が

なおこれらの護衛隊群が4個編制されている

多目的機で日本のように対潜任務を主とするケ

大きい。日本本土全域を射程に収める北朝鮮の

理由は即応、高練度、低練度、整備、の4フェ

ースは少ない。またサイズも海上自衛隊の機体

弾道ミサイルは距離が近いため発射された場合

ーズを1サイクルとして考え、常時四分の一を

に比べると小型のものが中心だ。海上自衛隊が

のリアクションタイムが極めて短い。そのため

即応体制にするための措置である。
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最新海自機動運用部隊の編成

16大綱によって示された新護衛隊群の構成
DDHグループ

DDHグループは、
2020年5月現在における第1護衛隊群の第1護衛隊を例示する
と、
「いずも」DDHに「まや」DDG 、
「むらさめ」
「いかづち」DDとなる。第2〜
4護衛隊群でも主力となるのは「いずも」型または「ひゅうが」型のDDHだ。
DDHは対潜作戦に際してヘリコプターを飛ばして指揮を執るが、個艦防御能力が
乏しいためDDGやDDの護衛が不可欠だ。また、DDGやDDが対潜任務にあたる
こともある。ちなみに掲載の模型は「いずも」DDH 、
「こんごう」DDG 、
「あさひ」
「おおなみ」DDとなる

ヘリコプター護衛艦
DDH

汎用護衛艦
DD

汎用護衛艦
DD

現在、護衛艦隊は4個護衛隊群といくつかの
補給隊や訓練支援隊によって構成されている。

艦隊の編制が決定された。
16大綱の特筆点として、フォース・ユーザ

グルーブとDDGグループに大別された。かつ
ては3個護衛隊から成る1個護衛隊群において、

護衛隊群は2個の護衛隊で編成されており、そ

ーとフォース・プロバイダーの概念も導入され

旗艦となるDDHが対潜作戦を行い、DDGが防

れぞれDDHおよびDDGグループとなる。

た。フォース・ユーザーは護衛艦隊、航空集団、

空を務める構想だったが、現在はイージスシス

その内訳は、DDHグループがヘリコプター

潜水艦隊など部隊を運用する指揮官・責任者で、

テム装備のDDGは弾道ミサイル防衛（BDM）

搭載護衛艦DDH1隻、ミサイル護衛艦DDG1隻、

統合幕僚長と統合幕僚監部がこれに相当する。

が重要となったため、編成を2分化して柔軟な

汎用護衛艦DD2隻から成る。DDGグループは

フォース・プロバイダーは部隊運用以外の人事・

対処が可能としたのである。その要因として、

ミサイル護衛艦1隻と汎用護衛艦3隻である。

教育・訓練・防衛力整備などの責任者で、陸海

「こんごう」型に始まるイージスDDGの増勢、

空の幕僚長と幕僚監部とされている。

「ひゅうが」型以降の全通甲板によるヘリ運用

ここに至るまで、昭和30〜40年代は海自創
設時の対潜を重んじた編制から、冷戦終結まで

フォース・プロバイダーは、必要に応じてフ

はソ連の脅威への対処などを考慮した編制を経

ォース・ユーザーに対して部隊の提供や、運用

て、平成中期に8艦8機体制を確立。これは新

時の各種支援を行う。内閣総理大臣から防衛大

2013年に決定の「平成26年度以降に係る防

88艦隊とも通称され、4個護衛隊群で構成され

臣への命令は、部隊運用の責任者フォース・ユ

衛計画の大綱（25大綱）」では、護衛艦の定数

るが1護衛隊群は3個護衛隊で成り立っていた。

ーザーの統幕長が執行する流れで、一元的な指

が48隻から54隻に増えており、新艦種FFMの

揮系統のため定められた制度となるのだ。

導入も予定されている。近未来の護衛艦隊は、

そして2004年、「平成17年度以降に係る防衛
計画の大綱」
（16大綱）では、現在に通じる護衛
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先述したように16大網では護衛隊群がDDH

能力を持つDDHの充実、僚艦防衛能力を持つ
「あきづき」型の登場などが挙げられるだろう。

いかなる編制になっているであろうか。

海上自衛隊の艦艇は、最も大きな部隊として「自衛艦隊」が置かれ、
その下に「護衛艦隊」
「潜水艦隊」
「掃海隊群」
「開発隊群」が存在する。
このうち、主力となるのが護衛艦隊で、4個の護衛隊群が中核となる。
護衛艦隊の編成は1961年に定められたものが現在まで何度も改変さ
れており、その時々の戦力や情勢に応じて決定されてきた。令和時代
を迎えた現在、護衛艦隊の編成はどうなっているだろうか

文／松田孝宏

Photo by JMSDF

2021年からは3900トン型護衛艦と称される新艦種、FFMの就役が予定されて
おり、当初は2隻ずつの建造だがトータルで22隻を建造されるとも噂されている。
その配備は護衛艦DEに代わる日本近海が有力だが、護衛艦隊へ編入されるとの予
想もある。
31中期防で護衛艦は「1隻のヘリコプター搭載護衛艦（DDH）と2隻の
イージス・システム搭載護衛艦（DDG）を中心として構成される4個群に加え、
多様な任務への対処能力を向上させた新型護衛艦（FFM）や掃海艦艇から構成さ
れる2個群を保持し、これら護衛部隊および掃海部隊から構成される水上艦艇部隊
を編成する」こととしており、なかなか興味深い。また、現在はDDG「まや」型
が就役したが、旧型となった「むらさめ」型の後継としてDDXの早期建造を望む

ミサイル護衛艦
DDG

声もある。
DDXは新艦対空誘導弾・艦対艦誘導弾による攻勢的防御を担うことが提
唱されており、艦隊の編成や運用にも少なからぬ影響が出るだろう

DDGグループ

DDGグループは第1護衛隊群の第5護衛隊を例にすると、
「こんごう」DDGに「あ
けぼの」
「ありあけ」
「あきづき」DDで、掲載の模型は「あしがら」DDG 、
「あき
づき」
「むらさめ」
「おおなみ」DDとなる。
DDGグループは「こんごう」型による
弾道ミサイル迎撃と、その対処中に艦を護る「あきづき」型の僚艦防空能力が基幹
となる。そのため「こんごう」型と「あきづき」型のペアは、
4個護衛隊群のすべ
てに配備されている

ミサイル護衛艦
DDG

汎用護衛艦
DD

汎用護衛艦
DD

汎用護衛艦
DD
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海自「新88 艦隊」構想の変化

16大綱によって変化する護衛艦隊の再編
1980年代

新 88 艦隊の構成と任務について
ASWにおいては、切れ目のない哨戒・索敵・攻撃
が重要である。そのため、海上自衛隊では哨戒ヘ
リ1機を部隊前方において哨戒・警戒に当たらせ、
目標探知後は3機1隊によるローテーションで攻撃

艦

衛
ー護

タ
コプ

ヘリ

を行なわせる戦術を採っている。そのためには8
機の哨戒ヘリが必要であり、そこから艦種と艦艇
数が決定されている

H

DD

艦

護衛

ル
サイ

ミ

G

DD

衛艦

ル護

イ
ミサ

G

DD

艦

護衛

汎用

DD

艦

護衛

汎用

DD

艦

護衛

汎用

DD

この時代のDDGはまだ在来型のミサイル護衛
艦が多く同時対処能力が低かった。これらは
1993年の「こんごう」就役以降、徐々に強化
されていった。また八八艦隊構想に合わせて建
造された汎用DDの「はつゆき」型は対潜哨戒
ヘリの搭載が可能となり、対潜能力も格段に向
上した。その「はつゆき」型は海上自衛隊とし
ては初めてのオール・ガスタービン推進方式を
採用、さらに汎用DDとしては各種センサーと
戦術情報処理装置を連動させた初のシステム艦
でもあった。とはいえさすがに老朽化してきた
ため、現在では退役が進められている

艦

護衛

汎用

DD

艦

護衛

汎用

DD

海上自衛隊の設立以来、その主任務は周辺海域

その後、艦艇の戦力が増大し1個護衛隊群が増設

の防衛と海上交通路の確保の2つが大きな柱であ

されて現在のような4個群体制となる。そして潜水

った。

艦の性能向上や、護衛対象である船舶の増加から

機動部隊、2個護衛隊群は旧式艦艇を中心とした沿
岸部隊という位置付けであった。
さらにその後、ポスト4次防の時代にはいると、

そして1960年代から1970年代にかけて、冷戦真

これまでのような外航、内航という部隊編成では

ASWにおいて8機の対潜哨戒ヘリの運用が考えら

っ只中の時代において護衛艦隊はその任務に応じ

無理が生じ、さらにはDDHの就役に伴って抜本的

れるようになる。このため、対潜哨戒ヘリ1機を搭

て大きく2種に編成されていた。すなわち、外航船

な編成見直しが行なわれた。

載可能な汎用型護衛艦の新規建造を開始し、各護

団護衛用と内航船団護衛用であり、3個護衛艦隊群

この結果、対潜哨戒ヘリ3機を搭載するDDH2隻、

衛隊群はDDH1隻、DDG2隻、DD5隻という現在

の時代には第1、第2護衛隊群が外航部隊、PF（パ

DDG1隻、DD5隻からなる新たな護衛隊群が構想

と同じ編成となった。これにより護衛艦8隻と対潜

トロール・フリゲイト）装備の第3護衛隊群が内航

された。ただしDDHは未就役のしらね型を含めて

哨戒ヘリ8機という編成内容から、旧海軍時代に立

部隊とされた。

も4隻であることから、2個護衛隊群がDDHを含む

案された「八八艦隊計画」になぞらえ「新88艦隊」

10

かつて護衛艦隊は3個護衛隊群により構成されていたが、戦力の充実
とともに4個護衛隊群編成となり、ローテーションが可能となった。
また世界情勢の変化や任務の多様化に伴い、護衛隊群は護衛艦8隻と
対潜哨戒ヘリ6機からなる「86艦隊」となり、さらに「新88艦隊」
へと進化した。そしてイージス艦や全通甲板を持つDDHの就役に伴
い、
「新88艦 隊 」 は 第2世 代 へ と 移 行 し、 現 在 はDDHグ ル ー プ と
DDGグループの2個護衛隊によって構成されている。
文／堀場 亙

Photo by JMSDF

2020年代

2010 年代の新 88 艦隊について
2008年の組織改変は護衛隊群はDDHグループと
DDGグループの2個護衛隊編成として、さらに地方
隊の護衛隊も護衛艦隊の指揮下に入るなど、大がか
りなものとなった。この改変によって各種任務を柔
軟に対応可能となったが、群の構成艦の定係港が異

衛艦

コプ

ヘリ

なるなど、解決すべき問題も残っている

護
ター

H

DD

ミ

艦

護衛

ル
サイ

G

DD

艦

護衛

汎用

DD

艦

現在、護衛隊群に配属されている汎用DDは、竣工の古い順
に「むらさめ」型（9）
、
「たかなみ」型（5）
、
「あきづき」

護衛

汎用

DD

型（4）
「あさひ」型（２）となっている（括弧内は隻数）
、
。
「た
かなみ」型は「むらさめ」型の改良型なので、この2艦型が
護衛隊群の主力DDということになる。また、
「あきづき」
型は各護衛隊群に1隻ずつ均等に配備されているが、これは
同型が僚艦防空を担っているためである

ミサ

艦

護衛

衛艦

汎用

護
イル

DD

G
DD

艦

護衛

汎用

DD

艦

護衛

汎用

DD

と呼ばれるようになった。
そして編成がまったく同じ護衛隊群が4個とな

防空や、海外派遣、災害救助などの任務にも対応

区分けができた。とくにDDGグループはイージス

する必要に迫られた。

艦を核として弾道ミサイル防衛になくてはならな

ったことから、1個護衛隊群を常に即応態勢に置く

そのため、護衛隊群の編成も再度見直されるこ

一方、1個護衛隊群を整備および練成にまわすロー

ととなった。すなわち、
構成される艦艇はDDH1隻、

テーションが可能となり、冷戦下において一定の

DDG2隻、DD5隻 と 同 じ な が ら、 こ れ をDDH・

型の就役に伴って、その気になればDDHグループ

戦力を維持することが可能となったのである。

DDG各1隻とDD2隻からなる護衛隊（DDHグルー

だけでも対潜哨戒ヘリを8機以上運用可能な体制

プ）と、DDG1隻とDD3隻からなる護衛隊（DDG

となった。

ところが1980年代後半以降、東西冷戦が終焉を
迎えると、海上自衛隊の任務も多様化していくこ

グループ）に分けたのである。

とになる。周辺海域の防衛が第一義的に重要なこ

これによりDDHグループは対潜哨戒任務をメイ

とに変わりはないものの、弾道ミサイルに対する

ンとし、DDGグループは防空任務をメインとする

い存在となった。
また、
DDHグループも「ひゅうが」型や「いずも」

このように第2世代の「新88艦隊」は、艦艇数は
同じでも実質的には大幅に部隊能力が向上してい
るのである。
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第2部

海上自衛隊
護衛艦カタログ
1953-2O2O

はるな DDH141
1973〜2009

いずも DDH183
2014〜

第2部では海上自衛隊が創設された1953年から2020年までに装備し
たすべての護衛艦のタイプを模型を通じて紹介する。初期の米軍供与の
小型艦から始まった海上自衛隊は70年近い時を経て巨大な海軍へと変
貌した。これは1872年に帝国海軍が創設され1945年に敗戦を迎え
た期間に匹敵するものだ。この間の護衛艦の姿の変遷を辿っていこう
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PF 1953〜1972
黎明期の海上自衛隊を支えた米軍供与のパトロール・フリゲイト

くす型警備船/ 警備艦 /護衛艦
海上自衛隊創設期に米軍より供与された
パトロールフリゲート。本艦は第二次大
戦時に大量生産されたタコマ級フリゲー
トで船団護衛用に設計されていた速力は
比較的遅いものの対潜能力は高く1972
年まで運用された

海上自衛隊護衛艦 くす
シールズモデル1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／樫山和則

海上自衛隊の前身である海上警備隊に米国との

と略称した。対潜兵器はMk10ヘッジホッグ1基、

船舶貸借協定により貸与されたのが「くす」型

K砲と言われたMk6爆雷投射機8基、Mk9爆雷投

18隻である。前身は大戦中に活躍した「タコマ」

下軌条2条を装備していた。改装については大き

級パトロール・フリゲイト艦で、PFと称した。

なものはなく、水上・対空レーダーやソナーの換

1953年1月から順次引き渡され、同年12月に全艦

装に留められ兵装はそのままである。特別な例と

引き渡しを終え横須賀に配備。艦名は「くす」
「な

して「くす」に対してドローン母艦への換装が行

ら」
「かし」等全て樹木の名前が命名された。当

われている。今日のドローンでなく対空射撃訓練

時すでに旧式化していたが、大戦中の量産のため

用の対空標的機である。10機導入され母艦より

規格化された大量生産性と機関等の安定性が特長

リモート・コントロールで飛行した。1954年に

といえる。船体は長船首楼型の船体構造とレシプ

警備艦、1960年に護衛艦に艦種呼称を変更して

ロ蒸気機関2基2軸を有し、その堅実性と量産性

いる。その後1965年代に入り順次特務船や練習

は以後の国産護衛艦の参考になったと言われてい

船に変更され、まず「ぶな」が1965年に除籍され、

る。兵装は主砲が3インチ（76mm）単装砲が3基

最後に「かや」が1977年に除籍されている。本型

（「かえで」
「けやき」は2基）
、40mm単装機銃2基、

は創成期において個艦運用だけでなく、教育・訓

20mm単装機銃9基が装備されていた。主砲の3イ

練や組織づくり等のあらゆる面での海上自衛隊の

ンチ砲は大戦中、護衛駆逐艦以下の戦闘艦艇に搭

基礎をつくる上で大きな役割を果たし、保管船を

載されもので、実用性が高かった。ただ発射速度

経て全艦米国に返還された。

要目
基準排水量
満載排水量
全長
全幅
主機
速力
乗員
兵装

1450トン
2250トン
93.3ｍ
11.4ｍ
レシプロ蒸気機関 2基2軸 5500ps
18ノット
170名
Mk.22 50口径3インチ単装緩射砲×3
Mk.1 40mm連装機銃×2
Mk.10 20mm単装機銃×9
Mk.10 ヘッジホッグ対潜迫撃砲×1
Mk.6 片舷用爆雷投射機（K砲）×8
Mk.9 爆雷投下軌条×2

（文/勝目純也）

が毎分標準20発で、後に3インチの速射砲が装備
されていった際に、本砲をスローファイア、SF
同型艦
PF-281

くす

1953年1月14日貸与

1970年4月1日除籍

PF-290

さくら

1953年4月30日貸与

1971年3月31日除籍

PF-282

なら

1953年1月14日貸与

1969年3月31日除籍

PF-291

きり

1953年8月29日貸与

1975年10月1日除籍

PF-283

かし

1953年1月14日貸与

1967年6月30日除籍

PF-292

つげ

1953年9月30日貸与

1968年3月31日除籍

PF-284

もみ

1953年1月14日貸与

1970年3月31日除籍

PF-293

かえで

1953年9月30日貸与

1972年3月31日除籍

PF-285

すぎ

1953年1月14日貸与

1969年3月31日除籍

PF-294

ぶな

1953年10月31日貸与

1965年3月31日除籍

PF-286

まつ

1953年1月14日貸与

1969年3月31日除籍

PF-295

けやき

1953年10月31日貸与

1976年3月31日除籍

PF-287

にれ

1953年2月26日貸与

1976年3月31日除籍

PF-296

とち

1953年11月30日貸与

1969年3月31日除籍

PF-288

かや

1953年3月30日貸与

1977年4月1日除籍

PF-297

しい

1953年11月30日貸与

1968年3月31日除籍

PF-289

うめ

1953年3月30日貸与

1970年3月31日除籍

PF-298

まき

1953年12月23日貸与

1969年3月31日除籍
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LSSL 1953〜1976
揚陸艇をベースとした重武装の小型沿岸警備艇

ゆり型警備船 / 警備艇
くす型と同時期に米軍より供与
された沿岸警備船。もとは上陸
支援艦のため重武装ではあるが
浅吃水、平底で航洋性に欠けて
い た。53隻 が1976年 ま で 運 用
されている

海上自衛隊警備艇 ゆり
PTエージェンス1/700
レジンキャストキット
製作／樫山和則

「くす」型と同様に米国との船舶貸借協定によ

に2番40mm機銃以外の兵装を撤去、後部のボー

り貸与されたLSSL（上陸支援艇）で大戦中、水

トを前部に移設して後甲板にドローン発射用カタ

陸両用戦用として活躍した。兵員の揚陸を目的

パルト、格納用架台を取り付け、旗甲板にコント

としたLCIL（歩兵揚陸艇）に火砲を充実させたも

ロールパネル室を設けた。その後数年使用された

ので上陸作戦の支援を目的に使われた。海上自衛

が、航洋性・居住性に問題があることから1963

隊には1953年に50隻、1956年に3隻が貸与され

年には除籍されドローン母艇の役割は「くす」へ

た。貸与編入時には警備船として類別され、後に

引き継いでいる。その他の「ゆり」型の晩年は支

1954年に警備艇に変更されているが護衛艦では

援船に区分され、小型揚陸艇母船、魚雷揚収や水

ない。上陸作戦の支援が目的のため火力は強力で、

中処分隊の母船として活用され、1976年3月「は

300トンでありながら40mm連装機銃3基、20mm

まぎく」を最後に全艇、姿を消している。

単装機銃4基、12.7mm単装機銃4基、114mm5連



（文/勝目純也）

装対地ロケット発射機2基を有した。ロケット
発射機は陸上制圧用兵器で発射筒5連1基として
2基装備され、各筒から0.3秒間隔で12発発射さ
れ、射程約1キロであった。機関はトラックのエ
ンジンを船用化したもので、2サイクル無気噴油
式6気筒ディーゼル機関で8基のディーゼルを搭
載し、4基で1軸を回転させるマルチプルタイプ
であった。大戦末期大量生産されたエンジンで総
生産台数は10万台以上と言われた。こうして強
力な兵装と安定した機関を有していたが、もとが
上陸支援艇であることから船底が平低で吃水も浅
く、航洋性・耐波性に乏しく日本周辺に活動する
警備船としては能力的に不十分とされた。よって
第一線での活躍期間は短く、1960年までには特
務船に種別変更されるか、返還されている。こう
したなか、「はまぎく」には対空射撃訓練用標的
機、ドローンが装備されることとなり、1958年

要目
基準排水量
満載排水量
全長
全幅
主機
速力
乗員
兵装

300トン
450トン
48ｍ
7.1ｍ
ディーゼル 8基2軸 1800ps
12ノット
65名
Mk.1 40mm連装機銃×3
Mk.10 20mm単装機銃 ×4
12.7mm単装機銃×4
Mk.7 114mm5連装対地ロケット発射機 ×2

同型艦
LSSL-401

ゆり 1953年1月14日貸与

1958年3月27日除籍

LSSL-402

きく 1953年1月14日貸与

1958年3月27日除籍

LSSL-403

はぎ 1953年1月14日貸与

1958年3月27日除籍

LSSL-404

らん 1953年1月14日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-405

ふじ 1953年2月16日貸与

1971年3月31日除籍

LSSL-406

ばら 1953年2月16日貸与

1974年9月30日除籍

LSSL-407

すみれ 1953年2月16日貸与

1974年9月30日除籍

LSSL-408

あおい 1953年2月16日貸与

1958年3月27日除籍

LSSL-409

けし 1953年2月16日貸与

1963年3月31日除籍

LSSL-410

あやめ 1953年2月16日貸与

1964年3月31日除籍

LSSL-411

あかね 1953年3月30日貸与

1958年3月27日除籍

LSSL-412

ふよう 1953年3月30日貸与

1971年3月31日除籍

LSSL-413

のぎく 1953年3月30日貸与

1971年3月31日除籍

LSSL-414

やまぎく 1953年3月30日貸与

1971年3月31日除籍

LSSL-415

はまぎく 1953年3月30日貸与

1976年3月31日除籍

LSSL-416

いそぎく 1953年3月30日貸与

1972年3月31日除籍

LSSL-417

しらぎく 1953年4月30日貸与

1964年3月31日除籍

LSSL-418

いわぎく 1953年4月30日貸与

1970年7月31日除籍

LSSL-419

あざみ 1953年4月30日貸与

1963年3月31日除籍

LSSL-420

かいどう 1953年4月30日貸与

1963年3月31日除籍

LSSL-421

りんどう 1953年4月30日貸与

1974年9月30日除籍

LSSL-422

つづじ 1953年4月30日貸与

1965年4月28日除籍

LSSL-423

ひまわり 1953年4月30日貸与

1966年4月18日除籍

LSSL-424

ひいらぎ 1953年4月30日貸与

1964年3月31日除籍

LSSL-425

あじさい 1953年4月30日貸与

1963年3月31日除籍

LSSL-426

えぞぎく 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-427

ひなぎく 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-428

さわぎく 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-429

つた 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-430

はす 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-431

しだ 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-432

すいれん 1953年5月30日貸与

1964年3月31日除籍

LSSL-433

やまぶき 1953年5月30日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-434

れんげ 1953年5月30日貸与

1958年5月30日除籍

LSSL-435

せきちく 1953年6月30日貸与

1958年6月30日除籍

LSSL-436

おにゆり 1953年6月30日貸与

1958年6月30日除籍

LSSL-437

やまゆり 1953年6月30日貸与

1958年6月30日除籍

LSSL-438

すずらん 1953年6月30日貸与

1958年6月30日除籍

LSSL-439

はまゆう 1953年6月30日貸与

1974年9月30日除籍

LSSL-440

しょうぶ 1953年6月30日貸与

1965年4月28日除籍

LSSL-441

かんな 1953年6月30日貸与

1958年6月30日除籍

LSSL-442

ぼたん 1953年6月30日貸与

1965年4月28日除籍

LSSL-443

ひめゆり 1953年8月29日貸与

1958年8月29日除籍

LSSL-444

ささゆり 1953年8月29日貸与

1958年8月29日除籍

LSSL-445

すすき 1953年8月29日貸与

1959年3月31日除籍

LSSL-446

かるかや 1953年8月29日貸与

1958年8月29日除籍

LSSL-447

ききょう1953年8月29日貸与

1958年8月29日除籍

LSSL-448

けいとう 1953年9月30日貸与

1958年9月30日除籍

LSSL-449

すいせん 1953年9月30日貸与

1958年9月30日除籍

LSSL-450

やぐるま 1953年9月30日貸与

1958年9月30日除籍

あさがお 1956年5月7日貸与

1965年4月28日除籍

ひなげし 1956年5月7日貸与

1965年4月28日除籍

なでしこ 1956年5月7日貸与

1963年3月31日除籍
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DD 1954〜1964
海上自衛隊はじめての本格的 DD は米軍供与のリバモア級駆逐艦

あさかぜ型警備艦 / 護衛艦
米軍の保管状態にあったリバモア級駆逐艦
が供与されたもの。海上自衛隊にとって始
めての本格的駆逐艦で最大速力37ノット
の記録は現在に至るも破られていない

海上自衛隊護衛艦 あさかぜ
ピットロード1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／樫山和則

1954年に締結された日米相互防衛援助協定に基

ついては建造された当初53㎝5連装魚雷発射管が

づき、米海軍の駆逐艦「リバモア」級駆逐艦の後

2基装備されていたが、1944年から1945年にかけ

期型に属する「エリソン」と「メイコム」の2隻が

て掃海駆逐艦に改装されたため撤去している（な

貸与されることとなった。これが「あさかぜ」
「は

らびに4番砲塔を撤去）。代わりに掃海具を装備

たかぜ」である。1954年10月19日にサウスカロ

していたが、この掃海駆逐艦の4番砲塔のみを再

ライナ州のチャールストン基地で、誕生したばか

装備した状態で日本に貸与された。従って魚雷発

りの海上自衛隊に引き渡された2隻は海上自衛官

射管は海上自衛隊に貸与された際にはすでに装備

によって日本に回航され、パナマ運河を通り、サ

されていない。機銃は、艦橋前面の両舷に20mm

ンディエゴ、サンフランシスコ、ハワイ、ミッド

連装各1基、3番砲塔後方に40mm4連装2基を装備

ウェー島を経由し、2月25日横須賀に入港した。

していた。対潜装備は、3番砲塔両側にK砲を各

「リバモア」級駆逐艦は第2次世界大戦中の米主

2基、計4基。艦尾には爆雷投下軌条が2条装備さ

力駆逐艦のひとつで、日本海軍の「陽炎」型に対

れている。回航後は第5護衛隊を編成して第2護

抗した性能を有しており、乾舷の高い船首楼甲板

衛隊群に配備された。1960年、61年に対空レー

を持っている。艦橋後方に細く背の高い2本の煙

ダーをSPS-6Cに、対水上レーダーはOPS-3に改

突が本型の外見的特長で、主機はギャード・ター

められている。その後、1966年に地方隊に配属

ビン2基2軸、出力5万馬力速力は海上自衛隊の護

となり、1969年10月に除籍、12月に米国に返還

衛艦最速37ノットを有していた。兵装は、38口

されている。

径12.7㎝単装対空・対艦両用砲を4基、艦前後に



要目
基準排水量
満載排水量
全長
全幅
主機
速力
乗員
兵装

1600トン
2500トン
106ｍ
11.0ｍ
蒸気タービン 2基2軸 5万ps
37ノット
270名
38口径12.7cm単装砲×4
56口径40mm4連装機銃×2
70口径20mm連装機銃×2
Mk.6 爆雷投射機 (K砲)×4
Mk.9 爆雷投下軌条×2

（文/勝目純也）

背負式で2基ずつ配置されている。魚雷発射管に
同型艦
DD-181

あさかぜ

エリソン DD-454/DMS-19

1954年10月19日貸与

1969年10月15日除籍

DD-182

はたかぜ

メイコム DD-458/DMS-23

1954年10月19日貸与

1969年10月15日除籍
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DE 195〜1975
長寿を保った米軍供与のディーゼル電気推進の護衛駆逐艦

あさひ型警備艦 / 護衛艦（初代）
あさかぜ型と同時期に供与さえた小型艦。
元は米海軍の護衛駆逐艦で性能的には先
に供与されたくす型とほぼ同じだった。
非常に長命な艦で米軍返還後はフィリピ
ンに渡り2018年まで運用された

海上自衛隊護衛艦 あさひ
ピットロード1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／樫山和則

「あさかぜ」型に引き続き1955年6月14日にボス

連装発射管を搭載していた。その他、単装20mm

トンで貸与されたのが、米海軍「ボストウィック」

機銃は8箇所で、艦橋前の左右舷2基、煙突後方に

（
「キャノン」
）級護衛駆逐艦の「アミック」と「ア

4基、艦尾爆雷軌条前に2基配置されていた。対潜

ザートン」である。大戦中、米海軍は6型式565隻

兵器は、1番砲塔後方にヘッジホッグ発射機1基、

の護衛駆逐艦を竣工させていた。6型式とは船体

爆雷投射機K砲が後甲板両舷に4基ずつ8基。爆雷

がショート・ハルとロング・ハルの2種類。主機

軌条が艦尾に2条がありPFと同様の装備となって

がディーゼル・エレクトリック、ターボ・エレク

いた。前楼のレーダーもPFと同様で、対空用の

トリック、ディーゼル、タービンの4種類がある。

SAレーダー、対水上用のSLレーダーが装備され

そのうち「ポストウィック」級はロング・ハルの

ていた。測距儀は、7.6㎝砲用としてMk52方位盤、

ディーゼル・エレクトリックタイプで同型艦は76

40mm連装機銃用としてMk51方位盤が設置されて

隻建造され、そのうちの2隻が日本に貸与された

いた。居住性に関しては「あさかぜ」型同様、ト

のである。引き渡し時の艦型、性能は米海軍当時

ップヘビーの傾向で動揺が大きく、更に水平甲板

のままであり、フロリダで予備艦として保管され

型のために艦内容積が少ない上に、乗員数がPFよ

ていたものを整備、貸与された。船体は水平甲板

り50名多いなど、決して良好とはいえなかった。

型船体で全長はPF「くす」型と同じ93メートルで

1960年10月1日に護衛艦に類別変更。1962年にレ

ある。兵装は50口径7.6㎝単装砲が艦橋前部に背負

ーダーを国産のOPS-16レーダーに換装されてい

い式で2基、後甲板に1基装備されている。機銃に

る。その後は1965年に練習艦、1975年6月13日に

ついては40mm連装機銃が2基、甲板室の後部に並

揃って除籍返還されている。これにより貸与艦は

んで装備されているが、本来はこの位置に53㎝3

全て海上自衛隊から姿を消した。 （文/勝目純也）

要目
基準排水量
満載排水量
全長
全幅
主機
速力
乗員
兵装

1240トン
1650トン
93ｍ
11.1ｍ
ディーゼル電気推進 2軸 6000ps
20ノット
220名
50口径7.6cm単装砲×3
56口径40mm連装機銃×3
70口径20mm単装機銃×8
ヘッジホッグ対潜迫撃砲×1
Mk.6爆雷投射機（K砲）×8
Mk.9 爆雷投下軌条 ×2

同型艦
DD-181

あさひ

アミック DE-168

1955年6月14日貸与

1975年6月13日 除籍

DD-182

はつひ

アザートン DE-169

1955年6月14日貸与

1975年6月13日 除籍
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