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本書は「艦これ」に参加して軍艦に興味を持ち「艦船のプラモデルを作ってみたい」と思った提督
の皆さんに読んでいただくためのモデリングガイドです。2014年に発売された第1弾から毎年1
冊のペースで刊行を続けています。今回お送りする第6弾は「艦これ」に登場する軽巡洋艦、駆逐
艦に絞って紹介することにいたしました。艦船模型の世界では戦艦や空母に比べてマイナーな存在
ですが「艦これ」の世界では提督みなさんのもっとも身近な相棒として親しまれていることでしょ
う。「艦これ」をきっかけにはじめて軽巡洋艦や駆逐艦の名前を知ったという人も多いはず。
本書では2019年末現在、発売されている軽巡洋艦、駆逐艦の1/700キットのすべてを紹介して
います。初心者向けのキットから上級者向けのものまでさまざまなものが発売されていますが、本
書を読めば必ずや皆様にぴったりのキットを見つけることができるでしょう。『艦これピクトリア
ルモデリングガイド』を通じて艦船模型に興味を持ってくださる方が少しでも増えることを願って
います。… （編集部）
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本書で紹介した商品の値段は2019年12月時点の税別価格です。商品によっては流通在庫のみの
ものもあります。また模型写真は製作者によるディテールアップが施されています
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巡洋艦という名称が海軍艦艇の類
別用語として定着するのは1870

年代のこととされる。帆船時代の軍艦
は基本的にどのサイズでも顕著な構造
上の違いはなく、大きいものほど甲板
の階層が多く多数の砲を搭載し、小さ
いものは砲門数が少なく、場合によっ
て船体形状や帆装に趣向を凝らして運
動性を高める程度だった。前者は敵艦
隊と渡り合って制海権を獲得する役割
を担い、当時は戦列艦と呼んでいたが
後の戦艦に重複する部分が大きい（フ
ランスでは第二次大戦中も戦列艦と呼
んでいた）。いっぽう、後者は武装の
規模によってフリゲートやコルヴェッ
ト、スループという類別呼称を用いて
いたが、巡洋艦はこれらにかわる用途
本位の単語として使われるようになっ
た。もっともそれ自体には「外洋を何
らかの目的で巡る艦」ぐらいの曖昧な
意味合いしかなく、通商破壊、通商保
護、偵察、哨戒から植民地警備まで、
様々な任務が含まれる。
　20世紀にかけて、鉄船の普及によ
ってサイズの格差が広まり、船の動力
源が帆装から蒸気推進などへ移行した
ことで、艦艇の用途分化が大きく進む。
また、海上戦闘の様式もより複雑化し、
新兵器の出現が新たな艦種を産む機会
も目立ってきた。木造船は壊すか焼く
かしなければ破壊できないが、鉄船は
穴を開ければ沈む。19世紀、小型艇が
船首端に爆薬をつけて大型船に突進す
る戦術が発生。爆薬は長い竿でできる
だけ本体から離すものの、当然ながら
巻き添えの危険が高かった。1868年、
オーストリア在住のイギリス人ホワイ
トヘッドが魚雷を発明すると、これを
竿付き爆薬にかわって用いるようにな
り、水雷艇と呼ばれる。魚雷艇ではな
いのは、当時は竿付き爆薬も機雷も魚
雷も全てトーピドー（torpedo）と呼
んでいたからで、19世紀の蒸気推進式
トーピドーボートを水雷艇、20世紀の
内燃機関推進式トーピドーボートを魚
雷艇と訳するようになった。水雷艇は
比較的安価な投資でも敵の戦艦クラス
を撃沈できる手段として急速に普及し、
行動範囲を広げるため次第に大型化。
相手側がこれを撃退する手段として、
それと同じ構造をさらに拡大し、強力
な砲を搭載するものを建造した。これ
が水雷艇駆逐艦、略して駆逐艦で、自
身も魚雷を搭載し、結果としてある時

期において水雷艇の大型のものを駆逐
艦と呼ぶ慣習が定着する。
　従って、巡洋艦と駆逐艦の名称は、
その成立過程が全く異なっている。巡
洋艦には目的によって偵察巡洋艦、水
雷戦隊旗艦巡洋艦、防空巡洋艦、航空
巡洋艦、あるいは巡洋戦艦と、様々な
分化が見られる。極端に言えば、航空
母艦も巡洋艦の極端な変形だし、戦艦
であってもドイツの「ビスマルク」の
ように通商破壊作戦を実施すれば、用
途の面では巡洋艦と同じになる。逆に
駆逐艦は単一目的の名称と解釈できる。
第二次大戦の頃には、駆逐艦にも防空
駆逐艦や護衛駆逐艦のような名称が出
現した。これは、駆逐艦が艦隊の構成
単位として定着し、雑多な任務をこな
すようになったし、構造的にその派生
としてデザインされているのであれば、
デストロイヤーの単語をつけておけば
位置づけを理解しやすいぐらいの感覚
だろう。一方、巡洋艦には発達過程を
示す名称も存在する。在来艦の舷側に
装甲板を張ったベルティドクルーザー
（装甲帯巡洋艦など複数の訳がある）、
舷側防御を石炭庫に依存して甲板に装
甲を施したプロテクティドクルーザー
（防護巡洋艦）、両方の装甲を備えたア
ーマードクルーザー（装甲巡洋艦）な
どがそうで、第一次大戦以降の巡洋艦
はほとんどが舷側装甲と水平装甲の双
方を持つが、それらが船体を構成する
構造材に組み込まれて軽量化された点
で旧式艦と区別される。英海軍のアリ
シューザ級や日本の天龍型など、出現
当初の新型巡洋艦は全般に小型だった
こともあり、ライトクルーザー（軽巡
洋艦）と呼んだ。
　1922年のワシントン軍縮条約で、
保有量制限のため基準排水量1万トン、
主砲口径8インチ（20.3cm）に実質
的な戦艦と巡洋艦の線引きが生じたの
に続き、1930年のロンドン軍縮条約で
は同じ目的から巡洋艦自体も、主砲口
径6.1インチ（15.5cm）を境として重
巡洋艦・軽巡洋艦とするカテゴリー分
けがなされた。この結果、構造的には
軽巡洋艦の系譜だが類別は重巡洋艦と
いうややこしい状況が起こり、発達史
上の用語としての軽巡洋艦は現在あま
り用いないようになっている。
　一方、巡洋艦の多様性と駆逐艦の大
型化によって、両者の要目が重複する
場合が発生するようになった。ロンド

ン軍縮条約の規定ではこれも明確に区
分され、基準排水量1850トン、主砲
口径5インチ（12.7cm）という境界
線が設けられた。これは、主砲より射
程距離の短い魚雷を使うためにはおの
ずと接近戦を挑む必要があるため、駆
逐艦の大型化には限界があるとの考え
方も影響している。もっともその尺度

はあくまで便宜的、暫定的なもので、
主砲口径・サイズともその枠に収まら
ない駆逐艦はざらに見られるし、現代
では巡洋艦と駆逐艦が同じ船体設計を
共有する例もある。あくまで呼び方の
問題で、結局は駆逐艦も巡洋艦の一種
にまで発達したともいえる。
� （岩重多四郎）

本書では「艦これ」に登場する軽巡洋艦と駆逐艦を取り扱う。そこでまず“巡洋艦”“駆逐艦”とい
う艦種の類別について解説しよう。現代ではこの2艦種は大〜中型水上艦艇ということで本来の意
味を失っているが歴史的にはどのような軍艦を指していたのだろうか？

戦艦や空母、潜水艦はわかるけど……“巡洋”“駆逐”ってどういう意味？
そもそも……巡洋艦、駆逐艦ってなんですか？
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　駆逐艦の集団運用戦術を切り拓いたのは、
他ならぬ日本海軍だった。日露戦争の日本海
海戦では駆逐艦・水雷艇57隻がロシア・バル
チック艦隊に襲いかかり、戦艦・巡洋艦各2
隻を沈没や放棄に追い込んで完勝を確実なも
のとした。その経験を生かし、より確実で組
織的な戦闘を展開しようと考えるのは当然と
言える。この時は風波の強い洋上での夜間襲
撃で、各艦は個別行動を強いられ、水雷艇の
半数近くが会敵できなかった。また、現場の
混乱によって6隻が衝突事故を起こし、1隻が
沈没した。この結果、1隻あたりのサイズの問
題とともに指摘されたのが、適切な統制運用
の方法をどうするかだった。英海軍は当時の
巡洋艦の建造技法で満足な性能の艦を得られ
ず、第一次大戦中に一般型より一回り大きい
指揮用駆逐艦（嚮導駆逐艦）を開発する。こ
れに対し、太平洋を新たな主戦場と考えてい
た日本海軍は、北海の行動を主とする英駆逐
艦より大型の指揮艦が必要と考えており、日
露戦争から10年近く経ってアリシューザ級で
確立した造艦技法を利用して、天龍型や
5500トン級のような高速軽巡の開発に成功。
大規模なグループを編成し、大型の旗艦でそ
れらを統制、あるいは火力支援の提供をする
こととなった。
　日本の駆逐艦は通常、4隻前後で駆逐隊とい
う戦術単位を構成する。制度の上で駆逐艦は
戦艦や巡洋艦などより格下で、艦の指揮官は
正式には駆逐艦長で艦長ではなく、艦長に相
当するのは駆逐隊司令だった。戦艦などが一
般的には4隻で編成した戦隊に対し、数個駆
逐隊と旗艦巡洋艦で編成するものを水雷戦隊
と呼んだ。大戦間の連合艦隊では、通例4個
駆逐隊の水雷戦隊を2個編成し、第1水雷戦隊

が主力艦の直衛用、第2水雷戦隊が敵艦攻撃
用と規定していた。保有艦艇は常に全部が艦
隊に加わるわけではなく、交替で現役を担当
したが、太平洋戦争開始時に全艦動員され、
それぞれの任務に対し第3・第4水雷戦隊が追
加された。また、平時から戦時にかけて、他
の目的で水雷戦隊を編成する例も多く見られ
る。1942年に編成された第10戦隊は、内容
自体は水雷戦隊と全く同じだが、目的が空母
の直衛で水上戦闘ではないという意味で水雷
戦隊と呼ばなかったらしい。また、駆逐隊に
せよ水雷戦隊にせよ、所属する艦の数は絶対
的なものではなく、2隻編成の駆逐隊、2個駆逐
隊編成の水雷戦隊もあった。戦時中は損傷、
沈没、新造艦の編入による変動が激しく、所
属艦・所属駆逐隊が分散使用される場合も多
く、フル編成の水雷戦隊が見られる機会はほ
とんどなかった。
　駆逐隊の隊番号には一定の法則がある。一
桁は横須賀鎮守府、10番台は呉鎮守府、20番
台は佐世保鎮守府、30番台は舞鶴鎮守府の管
轄を示す。戦時中には新造艦の型ごとに40番
台、60番台も組まれた。水雷戦隊に編入され
ると、所属部隊は子隊（ねたい）と称し、煙
突に水雷戦隊と隊内序列に応じた白帯を巻い
た。駆逐隊内の序列は、戦前なら舷側に艦名
を描いていたので問題なく識別できたが、戦
時中は艦名を消したため何らかの手段が必要
となり、最終的に2〜4番艦がそれぞれ丸・三
角・四角のマークを使う方法で落ち着いた。
　日本式の水雷戦隊編成の欠点として、旗艦
が狙われやすい点が指摘される。駆逐艦のサ
イズの拡大や編隊運動の便宜などから、太平
洋戦争ではこの編成法は意義を失いつつあっ
た。� （岩重多四郎）

水雷戦隊と駆逐隊

日本海軍戦艦 長門
排水量　3万9130トン
全長　224.94ｍ
速力　25.0ノット

日本海軍重巡洋艦 鳥海
排水量　1万1490トン
全長　203.76ｍ
速力　34.2ノット

日本海軍軽巡洋艦 長良
排水量　5170トン
全長　162.15ｍ
速力　36ノット

日本海軍駆逐艦 白雪
排水量　1680トン
全長　118.0ｍ
速力　38ノット

大きな大砲と
その攻撃力に耐えうる防御力

速力は遅め

攻撃力と速力重視
防御力はやや低め

砲力低め、雷撃力強め
速力重視
防御力低め

雷撃力強め
速力早め

防御力無視

製作／細田勝久

製作／細田勝久

製作／米波保之

製作／岩重多四郎
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5500トン級の第2グループ。1922〜23年に
5隻が完成、「阿武隈」のみ関東大震災の影響
で2年遅れている。最大の変化は61cm魚雷の
採用で、後年には酸素魚雷に換装したものもあ
る。新造時の外見で目を引くのは艦橋構造物の
形状で、球磨型では水上機1基を後部に搭載し
発着ともデリックで揚収していたものを、艦橋
の下から滑走台を使って陸上機を直接発艦でき
るようにしたため、大柄で背の高い箱状の構造
物に変化した。この装備は射出機の実用化によ
って廃止されたが、構造物はそのまま残され、
艦隊・戦隊司令部施設などのスペースに転用す
るのに都合がよかった。これによって姉妹艦の
多くが、その後も水雷戦隊や潜水戦隊の旗艦任
務に従事することとなる。衝突事故の修理の際
に艦首形状を変更した「阿武隈」以外は見分け
るのが難しく、羅針艦橋の屋根や、後部に搭載
機を置くようになってから設けられた後部セル
ター甲板の張り出しの形状といったわかりにく
い場所に目を凝らす必要がある。球磨型ほどは
っきりした改造の計画も持たれなかったが、「五
十鈴」は太平洋戦争後期に防空巡洋艦への改装
を実施し、5500トン級としても独特の艦容と
なっている。

長良型軽巡洋艦 5500トンシリーズ第2弾。最多量産数を誇る

五十鈴
イ ス ズ

由良
ユ ラ

長良
ナ ガ ラ

名取
ナ ト リ

鬼怒
キ ヌ

阿武隈
ア ブ ク マ

軽巡洋艦編

日本海軍が太平洋戦争に投じた巡洋艦は重巡洋艦18隻、軽
巡洋艦22隻の合計40隻となる。ここではおもに水雷戦隊
の旗艦任務用に使われた軽巡洋艦に加えて艦隊旗艦任務な
どに使われた巡洋艦についてご紹介しよう

日本海軍が建造した全タイプの
軽巡洋艦プロフィール

八八艦隊計画の初期段階で登場した、日本海軍最初の近代的軽
巡洋艦。水雷戦隊旗艦を主任務とし、比較的小型で、当時のこ
のカテゴリーではさほど一般的ではない全主砲・魚雷発射管の
首尾線配置を採用。大出力のタービン機関で33ノットを出し、

嚮導駆逐艦（旗艦駆逐艦）の大型版のような性格を持っていた。
ベースの英巡洋艦からはかなり思い切って突き抜けたデザイ
ンとなっている。1919年に2隻が完成。米海軍が同じ目的で
排水量が倍以上もあるオマハ級を計画したため、追加建造はさ

れなかった。5500トン級の出現で本来の任務を退き、大陸派
遣部隊などに所属。就役後も大きな改造はなく、太平洋戦争開
始時もほぼ原形のままだったが、再び第一線に返り咲いて活躍
した。

天龍型軽巡洋艦 旧式艦ながら太平洋戦争では身軽に活躍

天龍
テンリウ

龍田
タ ツ タ

オマハ級の出現を受けて天龍型のかわりに用意され
たクラス。基本的には同級をそのまま大きくした設
計で、そのぶん外洋での行動力が増し、一定の汎用
性につながった。速力はさらに増して36ノットに達
し、世界的にも突出した特徴となる。その一方、船
体に対して武装のサイズが相対的に小さくなったた
め、複雑な配置となった。まだ米艦より小さいが、
日本海軍はこれで任務を果たせると判断し、小改正
を繰り返しつつ合計14隻を建造。基準排水量は
5100トンだが、当時の標準的な排水量算出基準で
ある常備排水量にちなんで5500トン級と呼ばれる。
第1グループの球磨型は1920〜21年に5隻が完成。
同型艦同士の戦隊を組んで偵察部隊の役目を負った
り、大陸での警備任務に従事したりしていた。近代
化改装のテストケースとなる機会もあり、「球磨」「木
曾」の煙突や「木曾」の艦橋構造物など、後にまで
残る独特の個性を得た。1930年代には再古参のイメ
ージが強くなり、一部は練習艦への転用が考えられ
ていたが、結局「球磨」「多摩」「木曾」はほぼ原形
のまま太平洋戦争に参加。「北上」「大井」は魚雷発
射管40門を搭載する前代未聞の重雷装艦となるなど、
最後までクラスとしての見せ場を作った。

球磨型軽巡洋艦 ベストセラー、5500トン級軽巡洋艦の第1シリーズ

球磨
ク マ

多摩
タ マ

北上
キタカミ

大井
オ ホ ヰ

木曾
キ ソ

文／岩重多四郎

製作／山下郁夫

製作／佐藤美夫

製作／米波保之
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軽巡洋艦 夕張 世界を驚かせた実験艦的小型軽巡洋艦

夕張
ユフバリ

5500トン級の第3グループ。1924〜25年
に3隻が完成。「那珂」は進水前に関東大震
災で大破し再建造されたが、完成時期はさ
ほど遅れず、この機会に艦首形状を変更、後
に衝突事故を起こした「神通」も同様となる。
海軍全体として重油の消費量を減らしたい

ためという理由で石炭の搭載量を増し、そ
の影響で煙突が従来の3本から4本に増え、
最新にもかかわらずかえって古めかしい形
状となった。結果、「川内」は比較的容易に
識別可能、「神通」「那珂」はこの2隻の間で
のみ多少の慣れが必要。煙突とは無関係に

武装配置も変化している。大戦間の日本海
軍は主力艦隊に2個水雷戦隊が組み込まれる
編成だったため、最新の川内型がその旗艦
を務めることが多く、5500トン級の中でも
花形の存在だった。

川内型軽巡洋艦 4本煙突となった5500トン級軽巡の最終シリーズ

川内
センダイ

那珂
ナ カ

神通
ジンツウ

川内型から約17年を経て1942年に就役開
始した後継艦。水雷戦隊旗艦任務の継承に
ほぼ的を絞られており、排水量は6600ト
ンで若干増えたものの、主砲15cm6門と
61cm魚雷発射管8門を首尾線配置とし、速
力35ノット、1本煙突や単棒式マストなどで

可能な限りコンパクトにまとめ上げた上部
構造物と、設計手法はむしろ天龍型や「夕張」
に近い。艦隊側としては長年の要望で、コ
ンセプト自体が陳腐化していてもう少し別
の作り方があったのではないかとも評され
るが、このクラスが就役していなければ大

戦後期の水雷戦隊は全く機能できなかった
のも事実。「阿賀野」「能代」「矢矧」「酒匂」
の4隻が44年末にかけて竣工。戦訓により
ディテールが変化しているが、識別はなか
なか難しい。

阿賀野型軽巡洋艦 艦型が一新された新時代の水雷戦隊旗艦

阿賀野
ア ガ ノ

能代
ノ シ ロ

矢矧
ヤ ハ ギ

酒匂
サ カ ワ

潜水艦部隊の洋上指揮を目的として建造された世界唯一の巡
洋艦。大戦間には5500トン級がその任務にあてられていた
が、外洋上で敵艦隊を捕捉し、麾下潜水艦を攻撃配置に着ける
ためには航空索敵を活用すべきと考えられ、より多くの搭載機
が求められた。また、計画当初は高角砲のみを搭載する案だっ

たが、最上型重巡洋艦が新造時に搭載していた15.5cm三連
装砲塔を流用することになり、丙型巡洋艦という名称が与えら
れた。阿賀野型より一回り大きいが、外見はそれとほぼ同じ前
半部に独特の航空設備をのせた後半部を継ぎ合わせたような
スタイル。魚雷はないが秋月型駆逐艦と同じ長10cm高角砲8

門を有した。搭載機自体専用のものを新造するほどの期待がか
けられていたが、その新型水偵「紫雲」の開発に失敗し、巨大
な射出機も無用となる。2隻の建造予定は1番艦「大淀」のみと
され、1943年完成。結果的には格納庫を利用して臨時の連合
艦隊旗艦として使われるという数奇な運命をたどった。

軽巡洋艦 大淀 潜水艦隊旗艦用、特殊用途の大型軽巡洋艦

大淀
オホヨド

5500トン級と同じ戦闘力をどこまで小さい艦に収めること
ができるかという命題のもとに試作された艦で、1923年完成。

片舷に同時に指向できる砲と魚雷は同じなまま、排水量は6割
弱にまとめており、わかりやすい結果が造船技術のエポックメ

ーカーと高く評価された。実用性より建造データ収集用の性格
が強い。設計上は駆逐艦扱いになっていた。

謎につつまれた日本軽巡の戦時中の姿／太平洋戦争に参加した天龍型以降の軽巡洋艦の多くは大正時代に建造されたため、公試中だけでなく各地に寄港した際の写真などが多く
残っているのだが、これはいわば平和だった頃の姿を写したものであり、戦中のこととなると話は別である。開戦にあたって追加された装備や戦時中に改装されたあとの艦容を伝え
る写真はほとんどなく、たとえ訓令工事を示した図面があったとしても、実際にその通りに完工したことの裏付けにはならない。日本軽巡はまだまだ謎が多いのである。

艦これ
はみだしコラム

製作／米波保之

製作／米波保之

製作／山下郁夫

製作／佐藤美夫
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　建艦史の上で第二次大戦の軽巡洋艦
のルーツは、1914〜15年完成した英海
軍のアリシューザ級とされる。石炭庫
に依存した側面防御を廃して舷側装甲
を設け、石油専焼缶と駆逐艦用の繊細
で大出力のタービン機関を搭載するこ
とで速力も向上した。この情報を得た
日本海軍も早速同様の艦を建造するこ
とにして、1915年計画で先行版の2隻
が承認された。これが天龍型で、三本
煙突の長船首楼型という基本形状は同
じながら、アリシューザ級の15cmと
10cmの混載主砲と連装魚雷発射管4
基の舷側配置から、14cmの単一口径
主砲4基と三連装魚雷発射管2基を全
て首尾線上に配置するレイアウトに改
め、装甲をやや薄くし、機関出力を大
幅に増して速力を28ノットから33ノ
ットに向上。水雷戦隊旗艦に用途の主
眼を絞り込み、性能面でより特色をは
っきりさせた。一つ前の筑摩型に対し

ては、長さがほぼ同じで幅を約2m狭
め、排水量3分の2、機関出力2.3倍、
速力7ノットの増加となる。魚雷発射
管は敵のいる方の舷側に寄せて発射す
る方式だったが、移動に時間がかかり
すぎて不便なため、のちに発射管をや
や高い位置に固定する改修をしている。
原型や在来艦に対しては顕著な進歩を
示した天龍型だったが、仮想敵アメリ
カの海軍が同じ任務のために排水量が
倍以上の7000トンもあるオマハ級を
計画したため、予定していた姉妹艦6
隻の追加は取りやめられた。就役後は
自らが指揮する駆逐艦のサイズも大型
化したことで相対的に戦力不足となり、
当初の任務から撤退。太平洋戦争開始
前にはふたたびイギリスの影響を受け、
従来の武装を全て撤去して12.7cm高
角砲8門を搭載する防空巡洋艦に改装
する案も出されたが、実現しなかった。

日本海軍軽巡洋艦の始祖
旧式艦ながら輸送任務や護衛任務で活躍
水雷戦隊旗艦用に建造された日本海軍最初の軽巡洋艦が天龍型だ。イギリス海軍の軽巡洋艦をお手
本に手堅く設計された本艦はのちに日本海軍軽巡洋艦の主力となる5500トン級のルーツとなった。
太平洋戦争では旧式化していたが最前線で運用され大きな戦果もあげている

天龍型軽巡洋艦
軽巡洋艦編

日本海軍軽巡洋艦 天龍
1941年

軽巡洋艦のルーツといえば
オレたち天龍型だよな

船体は小さいが海戦では負けないぜ

文／岩重多四郎

日本海軍軽巡洋艦 天龍
ハセガワ1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／山下郁夫
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天龍型軽巡洋艦模型紹介
　太平洋戦争開戦時に日本海軍が保有していた軽巡洋艦は天龍型2隻、球磨型5隻、長
良型6隻、「夕張」、川内型3隻の17隻。このうち水雷戦隊旗艦を務めたのは比較的新し
い川内型3隻と長良型2隻、「夕張」の6隻だった。真珠湾攻撃に向かった第1水雷戦隊
の旗艦は「阿武隈」（長良型）、第2水雷戦隊「神通」（川内型）、第3水雷戦隊「川内」（川
内型）、第4水雷戦隊「那珂」（川内型）、第5水雷戦隊「名取」（長良型）、第6水雷戦隊「夕
張」となる。フィリピン攻略のために編成された第3艦隊に配属された第16戦隊には「長
良」（川内型）、「球磨」（球磨型）、南洋方面防衛のために新編された第4艦隊には旧式の
天龍型の2隻、「天龍」「龍田」からなる第18戦隊が所属した。本土東方とアリューシャ
ンなどの北方方面防衛に新編された第5艦隊には第21戦隊が配置され、この部隊には「多
摩」（球磨型）、「木曾」（球磨型）が所属する。重雷装艦に改装された秘密兵器「北上」（球
磨型）と「大井」（球磨型）は第1艦隊第9戦隊に配属された。残る3隻のうち「鬼怒」（長
良型）は第4潜水戦隊、「由良」（長良型）は第5潜水戦隊の旗艦を務めていた。最後の1
隻「五十鈴」（長良型）は第15戦隊に所属し南シナ海を担当する第二遣支艦隊に置かれた。

開戦時の軽巡の配属先

軽巡で編成された軽巡戦隊／本書でも骨幹として述べているように、日本海軍の軽巡洋艦はとくに水雷戦隊の旗艦として運用することを重視して建造されてきた。ところが、実際の
水雷戦隊の数はせいぜい6個というのが実情だ。それでも球磨型、長良型、川内型と建造されたのは水雷戦隊旗艦としての使い勝手や短期間に刷新されていく子隊の駆逐艦に対応
するため。余剰の軽巡は重巡と同じように同型艦どうしで第18戦隊や第16戦隊などを編成し、陸兵の転進に協力するなど、機動兵力として各海域で使用された。

艦これ
はみだしコラム

艦名は遠州灘にそそぐ天竜川からで、地名表
記とは異なる字を用いる。横須賀工廠で1919
年11月20日竣工。1928年度（27年12月〜
28年11月）の第1水雷戦隊旗艦を最後に主力
部隊から退き、以後は大陸方面での行動が主
体となる。1940年11月、第4艦隊第18戦隊
に編入されて内南洋へ転じ、太平洋戦争開始
とともにウェーク島攻略作戦を実施、引き続
きニューギニア北東部の諸地域占領に従事。5
月の珊瑚海海戦に参加。7月に第8艦隊所属と
なった直後、米軍のガダルカナル島侵攻があ
り、第一次ソロモン海戦に参加。以後も現地
部隊として輸送・護衛などの任務をこなした。
12月、東部ニューギニアの陸軍兵站線を確保
するため西方のウエワクとマダンを占領すべ
く、旗艦として出撃した「天龍」は、同月18
日に米潜「アルバコア」の雷撃を受け沈没した。

旧式艦ながら
第一次ソロモン海戦では大活躍天龍

テ ン リ ウ

日本海軍軽巡洋艦 天龍
ハセガワ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／山下郁夫

艦名は奈良県の竜田川から。小倉百人一首に
も登場するが、現在とは異なる場所を指すと
いう。佐世保工廠で1919年3月31日竣工。「天
龍」の前、1927年度の第1水雷戦隊旗艦の後
は遣外艦隊や佐世保警備戦隊に所属、2隻で第
18戦隊を編成して太平洋戦争を迎える。珊瑚
海海戦にも名を連ねたが、第一次ソロモン海
戦の時はニューギニア輸送中のため参加でき
なかった。「天龍」の沈没後、43年4月から訓
練部隊の第11水雷戦隊旗艦となる。44年3月
12日、サイパン防備のための輸送作戦・東松
2号船団の護衛部隊旗艦として輸送船12隻、
護衛艦8隻を率いて東京を出撃したが、翌日未
明、八丈島付近で米潜「サンドランス」の雷
撃を受け沈没。「天龍」との見分け方はまず羅
針艦橋の形状の違いを覚えることだが、細部
の艤装は不明な点も多い。

錬成部隊旗艦や輸送任務など
裏方の地味な役割に徹する龍田

タ ツ タ

日本海軍軽巡洋艦 竜田
ハセガワ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／畑中省吾

　巡洋艦の砲口径はロンドン軍縮条約の規定によって、
重巡洋艦が6.1〜8インチ（15.5〜20.3cm）、軽巡洋
艦が5.1〜6.1インチ（13〜15.5cm）と決まっており、
第二次大戦まで継承された。8インチは海外でまれに9〜
10インチ付近の戦艦があったこと、6インチは砲弾重量
が人力で装塡できる限界と見られていたのが理由と考え
られる。日本では日露戦争の頃まで、主要艦艇を輸入に
頼っていたため6インチ砲を用いていたが、日本人は欧
米の人より体格が小さめである点を考慮し、国産の八八
艦隊時代から14cm砲を多用した。砲弾重量は45kgか

ら37kgに下がり、その分威力は落ちるが、装甲の薄い
軽快艦艇を相手にする場合は手数を維持する方が重要と
判断されていた。このような考え方は、当時まだ中小口
径砲に動力装塡を導入する考えが広まっていなかったこ
とを示しており、大口径砲と同じ動力装塡にすれば問題
はなくなるはずで、「大淀」が搭載した15.5cm三連装
砲塔はそうなっていた。しかし、阿賀野型は機構の複雑
化と重量増大を嫌って手動装塡としており、元の経緯を
無視したような装備だった。
　このように、重巡と軽巡の砲口径の間には一定の技術

的理由があり、条約が失効してからも両者の関係が概ね
維持されたが、軽巡と駆逐艦の間にはそれがなく、単に
駆逐艦ぐらいのサイズで5インチより大きい砲を積んで
も扱いにくいだろうという程度の基準だったため、枠を
外せば容易に例外が発生した。15.2cm砲搭載の駆逐艦
は第一次大戦当時からあったし、「五十鈴」や「北上」
のように主砲を12.7cm高角砲と換装しても、軽巡から
駆逐艦に変わるわけではない。

巡洋艦の主砲

建造
天龍型軽巡洋艦はウォーターラインシリ
ーズでハセガワから発売されている。太
平洋戦争で戦った軽巡洋艦の中でもっと
も古く小さい巡洋艦だったため長らく
1973年発売の古いキットのみだったが、
2015年、ついにリニューアルキットが
発売された。太平洋戦争中の写真が少な
い天龍型の2隻だがハセガワの新キット
は最新考証を踏まえた内容で精密さと組
み立てやすさを兼ね備えた内容となって
いる。2番艦である「龍田」は日本海軍の
艦船模型の中ではじめて「縦張りリノリ
ウム」の甲板を再現しており話題となった。
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　天龍型が仮想敵アメリカの海軍に対
して力不足とわかったため、拡大型へ
の移行が決定した。1917年当時の建造
計画では、天龍型6隻と7000トン級の
艦隊直衛・偵察用巡洋艦3隻を整備す
ることになっていたが、これを中間の
5000トン級に統一して9隻とするよう
変更。予算的制約もあり、オマハ級よ
り一回り小さい艦で妥協した。最初の
5隻が球磨型で、設計は天龍型の拡大
を基本とし、主砲を7門に増加、艦首
尾方向への射撃も考慮して2門は艦橋
構造物の左右に配置された。背負式は
採用せず、すべて船首楼レベルに置い
ており、後甲板は当時日本海軍が開発
していた連繋機雷（2個の浮遊機雷を
ワイヤーでつなぎ、海上で触雷しやす
くしたもの）の搭載スペースにあてた。
また、魚雷発射管の首尾線配置は不可
能なので、連装4基の舷側配置とされ、
1回の発射数は減少している。峯風型

駆逐艦の登場などで天龍型の速力も不
足となり、機関出力を9万馬力まで引
き上げ、速力36ノットに向上。世界
的に見ても破格の高速巡洋艦となった。
一方、偵察巡洋艦としての任務にもよ
り配慮する必要が出て、後部に水上偵
察機1機を搭載した。装甲はやや甲板
を厚くした程度で天龍型に準じる。
　1930年代に入り、ロンドン軍縮条
約の規定のもとで、日露戦争時代の旧
式艦を使っていた練習巡洋艦の代役と
して球磨型3隻をあてる計画が進めら
れた。この時期の近代化改装で「北上」
「大井」「木曾」が搭載機用の射出機を
装備しなかったのはそのためと考えら
れているが、結局実現しなかった。か
わって太平洋戦争直前、魚雷発射管
40門を搭載する重雷装艦の改装計画
が浮上する。

八四艦隊案における主力軽巡洋艦として
設計された実用性豊かな水雷戦隊旗艦
3500トンの天龍型軽巡に不満を感じた日本海軍は航洋力を上げ武装も強化した5500トン級軽巡
洋艦をあらたに設計した。この最初のタイプが球磨型軽巡洋艦で5隻が建造された。太平洋戦争時
にはすでに旧式化していたが重雷装艦などに改装され最前線で使用され続けられている

球磨型軽巡洋艦
軽巡洋艦編

日本海軍軽巡洋艦 球磨
1935年

14隻も量産された
5500トン級軽巡洋艦の
第1シリーズだクマ！

文／岩重多四郎

日本海軍軽巡洋艦 球磨
タミヤ1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／佐藤美夫
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機関の不調が重雷装艦改造候補につながった??／開戦直前に海軍兵学校を卒業した少尉候補生が、自分の赴任先が「大井」であることを聞くにつけ「なんだ兵学校にあった旧式練習艦じゃ
ないか」とがっかりし、実際に着任してみたらスーパー重雷装艦に改造されていてびっくりしたという話があるが、「大井」が練習艦に甘んじていたのは、建造を担当した神戸川崎造船所がラ
イセンスを取得していたブラウン・カーチス式タービンの不調に起因して第一線で使えなかったからだ。重雷装艦に選ばれたのも余剰兵力の戦力化という意味が強かったのかもしれない。

艦これ
はみだしコラム

艦名は日本三大急流の一つ、熊本県南部の球
磨川から。佐世保工廠で1920年8月31日竣
工。一度も水雷戦隊旗艦になったことがなく、
戦前はほとんど大陸沿岸での行動に終始した。
1920年代末、煙突に雨水排出装置の初期型
を装着したが、そろばん球のような奇妙な形
状で、後年まで外見の大きな特徴となってい
た。太平洋戦争ではフィリピン攻略作戦に従
事し、そのままマニラ近辺で行動。9月、第2
南遣艦隊第16戦隊に編入され、インドネシア
方面で兵員・物資の輸送を繰り返す。同年中
に沖輸送、夏輸送と称する陸軍部隊輸送で2度
ラバウルへ入港。44年1月11日、マレーシア
西岸の輸送作戦を終えてペナンを出港後、付
近で英潜「タリー・ホー」の雷撃を受け沈没。
敵艦が潜望鏡に竹竿を縛り付けており、ダミ
ーかどうか疑ううちに攻撃されたという話が
伝えられる。

余裕のある船体設計がのちの
ベストセラーにつながった1番艦球磨

ク マ

日本海軍軽巡洋艦 球磨
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／佐藤美夫

艦名は東京湾に流れる多摩川から。三菱長崎
造船所で1921年1月29日竣工。就役後の行
動は「球磨」と同様で、1年だけ潜水戦隊旗艦
を務めたのも同じ。太平洋戦争開始前の41年
7月、北洋担当の第5艦隊第21戦隊に編入さ
れ、戦時中は大湊をベースとして行動。ミッ
ドウェー攻略の支作戦としてアッツ・キスカ
島を占領して以後、アリューシャンまでを行
動範囲とする。43年3月アッツ沖海戦に参加。
7月のキスカ島撤退作戦を成功させる。以後は
他方面への輸送に引き抜かれる機会が増え、
44年8月に第11水雷戦隊へ転属、そのまま空
母部隊に加わりレイテ沖海戦に参加したが、米
空母機の空襲で損傷落後、単独避退中に米潜

「ジャラオ」の雷撃を受け沈没した。「球磨」と
似ているが煙突の太さは変わっていない。む
しろ開戦時の冬季迷彩が代名詞となっている。

印象的な冬季迷彩をまとい
北方地域を護る多摩

タ マ

日本海軍軽巡洋艦 多摩
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／佐藤美夫

艦名は東北最大の河川・北上川から。佐世保
工廠で1921年4月15日竣工。その直後に第
2水雷戦隊旗艦となったほか、日中戦争開始直
後に大陸派遣部隊の第3艦隊第3水雷戦隊旗艦
となるなど、戦前の経歴は球磨型の中でも比
較的派手だった。この間、大きな改装はされ
なかったものの、1番煙突のみ延長しており、
識別は容易。太平洋戦争開始直後に重雷装艦
への改装を完了したが、ミッドウェー海戦後
は一転して地味な輸送任務に終始することと
なる。44年1月、アンダマン諸島向け輸送の帰
途に英潜「テンプラー」の雷撃を受け大破。応
急修理を経て8月に内地着、翌年初頭まで修理
改装のうえ、回天搭載艦となるが、特に行動
もなく終戦を迎えた。3本煙突のままだが、雷
撃で損傷した機関部の復旧をしなかったため、
2軸推進、速力23ノットとなっていた。

自慢の雷装を活かす機会は
なかったが終戦まで残存北上

キ タ カ ミ

日本海軍軽巡洋艦 北上
フジミ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

艦名は「越すに越されぬ」で有名な静岡の大
井川から。ローマ字でOIとなり、意味を成す
単語の最小単位。神戸川崎造船所で1921年
10月3日竣工。しばらく「球磨」らと同様の
行動だったが、早くも1928年から練習艦任
務につき、ほとんど動かなくなった。1941年
に重雷装艦へ改装されたが、それゆえ使いど
ころに窮したようで、ミッドウェー海戦まで
は船団護衛のみを実施。その後、魚雷発射管
の一部を撤去して専ら輸送作戦に従事した。
43年7月、南西方面艦隊第16戦隊に編入され、
昭南周辺での輸送に専念。44年7月19日、マ
ニラ輸送を終えて昭南へ回航中、米潜「フラ
ッシャー」の雷撃を受け沈没。役務の関係も
あって戦前はこれといった改装を受けておら
ず、重雷装艦となってからは資料ほぼ皆無と、
外見にはつかみどころがない。

重雷装艦へと改装されるも雷撃
の機会はなく輸送任務に就く大井

オ ホ ヰ

日本海軍軽巡洋艦 大井
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之
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建造 球磨型軽巡洋艦模型紹介
球磨型のうちノーマルな形状のものは現状1973
年に発売されたタミヤのキットしか存在しない。非
常に古いもので現在の目から見ると全長がやや短い
という欠点はあるがシルエットは良好で現在でもな
お通用するものである。「多摩」「球磨」が1973年、

「木曾」が1983年に発売されている。残りの2艦「北
上」「大井」は重雷装艦、回天搭載艦として改装さ
れた姿が3社から発売されている。ピットロードの
キットは1998年発売で重雷装艦状態。まだ重雷装

艦の資料が少ない時期に作られたキットだが手を加
えれば現在でも楽しめる内容だろう。フジミの「北
上」は2014年発売で回天搭載艦状態だというのが
目を引く。青島文化教材社の「北上」「大井」は
2017年発売で最新考証を取り入れたもの。「北上」
は重雷装艦以外に高速輸送艦形態、回天搭載艦形態
もキット化された。なおフジミからは艦NEXTシリ
ーズとして2020年前半に「球磨」「多摩」の新キ
ットの発売がアナウンスされている。

艦名は伊勢湾にそそぐ木曽川から。三菱長崎
造船所で1921年5月4日竣工。「球磨」「多摩」

「大井」とともに第4戦隊、のち第3戦隊を編
成したが、日中戦争初期には第4水雷戦隊旗艦
となる。その後は予備艦・練習艦で、太平洋
戦争開始直前に「多摩」とともに第21戦隊を
編成、北方作戦に従事。アッツ沖海戦には参
加しなかったが、キスカ撤退には加わった。第
21戦隊解隊後は横須賀鎮守府部隊所属となる。
44年11月10日、レイテ沖海戦後の第2艦隊
に弾薬を急送した後マニラに入港していた「木
曾」は、「阿武隈」の沈没に伴い急遽第1水雷
戦隊への編入を命じられた。しかし当時の旗
艦「霞」がレイテ輸送から帰着する前にマニ
ラが米軍機の大空襲を受け、「木曾」は沈没し
てしまった。航空機搭載型の艦橋構造物と、な
ぜか2本だけ「球磨」と同じ太さになった煙突
が特徴。

多摩とともに冬季迷彩が
施されて北方地域で活躍木曾

キ ソ

日本海軍軽巡洋艦 木曾
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

　魚雷という武器はその速力や射程距離の制約か
ら、通常の昼間砲戦の状況では使いどころが難し
く、巡洋艦にとって魚雷は補助的武装ととらえら
れていた。日本の天龍型のような雷装重視の艦が
現れたのは、水雷戦隊旗艦として駆逐艦を率いつ
つ自分も雷撃に参加する機会を狙ったためで、日
本海軍はさらにその考え方を進め、敵艦隊にあえ
て夜戦を挑み、重巡まで動員して雷撃をかける構
想を持っており、海外と比べて際立って巡洋艦の
雷装に趣向を凝らす傾向が見られる。また、それ
とは逆に、酸素魚雷の破格の射程を活かし、昼間
に大遠距離から雷撃をかける戦術も研究された。
距離があるぶん命中率を高めるため、一度にでき
るだけ多数の魚雷を発射するのが望ましい。そこ
で、旧式化し、そのままでは戦術的価値が乏しく
なっていた5500トン級の初期艦に、大量の魚雷
発射管を装備する案が登場。具体的には、舷側に
張り出しを設けて両側に四連装魚雷発射管各5基
を置くようになっており、極めて突飛で目立つ容
姿だが、敵に近寄らなければ警戒されることも狙
われることもないと考えたのだろう。改装対象と
して、練習艦改装の案があって近代化の規模が小
さかった「北上」「大井」「木曾」が考えられ、そ
のうち前2者が工事に着手、太平洋戦争開始とほ
ぼ同時に完成した。この時期などからして、かな
り以前から煮詰めていた構想ではないらしく、特
定の1場面にしか使えない硬直しすぎた発想のデ
ザインで、その場面以外でどうするといった担保
も取っていた形跡がない。しかし、この両者は戦
時中、段階的に魚雷発射管を撤去して輸送任務を
こなしており、たとえ受動的でも目の前の現実に
対応していった様子が見えてくる。これに対し、「北
上」最終時の回天搭載仕様は、訓練母艦ないし輸
送用と説明されているが、あまり効率のいい改装
とは思えない。
　重雷装艦の存在は以前から知られていたが、具
体的なディテールを示す資料はなかなか現れなか
った。前部マストの形状などは未確定で、魚雷発
射管のシールドの形状は最近ようやく定説化に向
かっているところ。

必殺の重雷装巡洋艦 北上・大井

北上／軽巡
1938年

北上／重雷装艦
1941年

北上／高速輸送艦
1945年

製作／米波保之

製作／山下郁夫

製作／米波保之



13

込みが高いのに対し、日本本土東方沖
に想定される艦隊決戦海面では空母が
近くにいない限りほぼ収容不可能で、
極めて実用性に乏しいものだった。
1930年、「由良」「鬼怒」が滑走台上に
射出機の試作型を設置し、水上機の運
用を実施したが、最終的に航空兵装は
後部へ移され、長良型はいずれも射出
機1基と水偵1機を搭載した。格納庫ス
ペースは司令部設備に転用され、この
クラスはその後も戦隊旗艦レベルの任
務に重宝されることとなる。新造時の
長良型の計画排水量は基準状態5170ト
ンだが、当時一般的な尺度だったのは
常備排水量で、球磨型の数値からその
後のクラスもまとめて5500トン級と呼
ばれる。「阿武隈」は衝突事故の修理
の際、艦首形状をダブルカーブ式に変
更。太平洋戦争開始前には本艦のみ魚
雷発射管を酸素魚雷対応の四連装2基
に換装した。

　球磨型は適度な武装と優れた速力、
扱いやすいキャパシティを持つ汎用型
軽巡洋艦と評価された。1917年計画の
巡洋艦9隻のうち、次の3隻、および
1918年計画で追加承認された3隻は、
魚雷発射管の口径を61cmに拡大し長
良型となる。もう一つの大きな変更は
航空兵装で、球磨型では後部に置いた
水上機をデリックで海面発進させる手
法をとっていたが、外洋作戦では不便
なので別の方法が模索された結果、当
時英海軍の軽巡洋艦の一部で導入され
た手法、すなわち艦橋構造物に格納庫
を設け、その前方の滑走台から車輪付
き航空機を発艦させる方式を導入する
ことにした。これはすでに「木曾」で
先行採用していたが、長良型で標準装
備とされ、羅針艦橋の下が前方に膨ら
んだ巨大な箱状の艦橋構造物となった。
しかしこの場合、英艦は北海などの近
海域で発艦させれば搭載機の収容の見

八四艦隊に基づいて建造された5500トン級軽巡洋艦の第2グループ。53㎝魚雷発射管を61㎝へと
強化するなどの設計変更がなされた。太平洋戦争開戦時にはすでに旧式化しており旗艦任務から徐々
に外されつつあったが「阿武隈」など後期建造艦は水雷戦隊を率いて戦った

日本海軍軽巡洋艦 長良
1944年

日本海軍軽巡洋艦 長良
タミヤ1/700
インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

雷装を61㎝魚雷発射管へと強化
水雷戦隊を率いて太平洋戦争でも活躍

長良型軽巡洋艦
巡洋艦編

5500トン軽巡の第2シリーズ
1番艦、長良です。

日本海軍軽巡洋艦の最多建造艦なんですよ

文／岩重多四郎
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水雷戦隊？　いえ、空母護衛専門部隊です／日本海軍は艦隊編制を元にして兵力部署を発動し、作戦目的に応じた部隊を編成していた。これはえてして第1艦隊から〇〇、第2艦隊から×
×を持ってきて第1航空艦隊の空母を護衛させるという寄せ集め的運用になってしまう懸念があった。そこでミッドウェー海戦後に編成されたのが空母を基幹とする第3艦隊の編成であっ
た。その際に加えられたのが「長良」を旗艦として子隊の駆逐隊を束ねる第10戦隊であった。水雷戦隊のような内容となっていたが、その存在は純然たる空母護衛専門部隊であった。

艦これ
はみだしコラム

艦名は鵜飼で知られる美濃地方の長良川から。
佐世保工廠で1922年4月21日竣工。第1艦
隊の巡洋艦戦隊に属する年が多く、37〜39年
は第5水雷戦隊旗艦。太平洋戦争開始時は第3
艦隊第16戦隊所属で、フィリピンからセレベ
ス海を南下する攻略ルートを支援。運命が大
きく変わったのは42年4月10日で、空母部隊
直衛のため新編された特殊な水雷戦隊・第10
戦隊の旗艦となり、以後ミッドウェー海戦、第
二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、第三次ソ
ロモン海戦と重要作戦に相次いで参加。その
後の編成事情に従い第4水雷戦隊、第2水雷戦
隊の旗艦も経験した。43年8月以降は後方支援
に転じ、44年5月第11水雷戦隊旗艦。8月7日、
鹿児島から佐世保へ回航中、米潜「クローカー」
の雷撃を受け沈没した。最後まで酸素魚雷の
搭載はされなかった。

旧式艦ながら大戦中何度も
水雷戦隊旗艦を務める長良

ナ ガ ラ

日本海軍軽巡洋艦 長良
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

五十鈴川自体は小さいが、伊勢神宮のそばを
流れている川として高い格式を持つ。浦賀船
渠で1923年8月15日竣工。1925〜26年度
に第2水雷戦隊旗艦となった以外は「長良」と
類似の行動。37年以降は第2・第3潜水戦隊の
旗艦も務めた。太平洋戦争開始時は第2遣支艦
隊第15戦隊、翌年4月第16戦隊。9月、「神通」
の損傷を受けて第2水雷戦隊旗艦となり、同艦
が復帰する1月までに第三次ソロモン海戦と南
太平洋海戦に参加。第16戦隊を経て第4艦隊
第14戦隊に加わり、内南洋での輸送などに従
事。44年8月、新編の護衛部隊・第31戦隊の
旗艦に指定され、防空巡洋艦に改装、レイテ
沖海戦に参加。11月に雷撃で艦尾を損傷し、ス
ラバヤで修理をする間に第10方面艦隊付属と
なったが、45年4月7日スンバワ島付近で米潜

「ガビラン」「チャー」の雷撃を受け沈没。

軽巡洋艦の中で唯一
防空軽巡へと改装される五十鈴

イ ス ズ

日本海軍軽巡洋艦 五十鈴
フジミ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

艦名は仙台市を流れる名取川からで、河口は
阿武隈川のすぐ北側。三菱長崎造船所で1922
年9月15日竣工。本艦も1928年度の第2水
雷戦隊旗艦以外は第1艦隊所属が多い。40年
11月、第5水雷戦隊旗艦となり、太平洋戦争
直前の南部仏印進駐作戦から南シナ海周辺で
行動。41年3月にはジャワ攻略作戦でバタビア
沖海戦に参加。同月第5水戦は役割を終えて解
隊され、「名取」は第16戦隊に編入。5月から
1年近くは第2南遣艦隊の旗艦を務めた。その
後各部隊を転々とし、44年5月から第3水雷戦
隊旗艦。主にパラオ〜フィリピン間の輸送に
従事していたが、8月18日フィリピン東方海上
で米潜「ハードヘッド」の雷撃を受け沈没した。
長良型のうち、後部の航空機作業甲板が左舷
側にあるのは「阿武隈」と「名取」だけなので、
それさえわかれば見分けがつく。

大戦中は南方戦線に配属
潜水艦との死闘の末に沈没名取

ナ ト リ

日本海軍駆逐艦 名取
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／佐藤美夫

艦名の由来である由良川は舞鶴の西に河口が
ある。佐世保工廠で1923年3月20日竣工。
戦前は「長良」らと同じく第1艦隊の戦艦直衛
が主体だったが、1940年に第5潜水戦隊旗艦
となり、そのまま太平洋戦争に突入。上陸作
戦の支援のほか、42年4月にはインド洋で通商
破壊作戦に参加し商船3隻を沈めている。「那
珂」が損傷したため翌月から第4水雷戦隊旗艦
となり、ミッドウェー海戦と第二次ソロモン
海戦に参加。10月25日、「川内」「天龍」らと
ともにガダルカナル島砲撃に向かったが、米
軍機の攻撃を受け被弾大破、駆逐艦の魚雷で
処分され、軽巡最初の戦没艦となった。5500
トン級の中では「長良」と「由良」の判別が
最も難しい。防空巡洋艦改装前の「五十鈴」は、
後部マストのディテールが少し異なる点で何
とか見分けられる。

開戦時は潜水戦隊旗艦
5500トン級最初の戦没艦となる由良

ユ ラ

日本海軍駆逐艦 由良
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／山下郁夫



15

長良型軽巡洋艦模型紹介

艦名は利根川の支流・鬼怒川から。神戸川崎
造船所で1922年11月10日竣工。1929年度
第2水雷戦隊旗艦、36年度第2潜水戦隊旗艦の
他、短期間練習艦任務にも従事した。第4潜水
戦隊旗艦として太平洋戦争開戦を迎え、南方
侵攻作戦を支援。42年3月から「名取」ととも
に第16戦隊を組み、以後43年8月に内地でメ
インテナンスをした以外は終始西部ニューギ
ニアからインドネシア一帯で活動。昭南（シ
ンガポール）から西へ行くことも滅多になか
った。44年10月26日、マニラからレイテ島
へ陸軍部隊を輸送する多号輸送の第一陣とし
てオルモックへの揚陸を終えた「鬼怒」は、帰
途パネイ島沖で米護衛空母部隊機の攻撃を受
け沈没した。1934年の改装で本艦のみ羅針艦
橋の屋根が切妻から平らな一枚板に変更され
ており、以後の識別は比較的楽。

名取とともに潜水戦隊を
率いて南方戦線で戦う鬼怒

キ ヌ

日本海軍軽巡洋艦 鬼怒
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／米波保之

艦名は福島市から宮城県南部へ抜ける阿武隈
川から。浦賀船渠で1925年5月26日竣工。
初期の艦歴は姉妹艦と大差なく、1935年度第
1水雷戦隊旗艦、38年第2潜水戦隊旗艦を務め
た程度だが、40年11月に再び第1水戦旗艦と
なった後は最後までその座を守り続けた。太
平洋戦争では真珠湾攻撃を皮切りに、第一段
作戦を通して第1航空艦隊の直衛を担当。北方
部隊に転じ、アリューシャン攻略作戦、アッ
ツ沖海戦、キスカ撤退作戦と大きなイベント
に参加。その後も千島〜大湊付近で行動した。
フィリピン決戦の捷一号作戦では「阿武隈」も
駆り出され、西村部隊の後を追ってスリガオ
海峡を目指したが、米魚雷艇の魚雷を受け損
傷、後退中の10月26日に米陸軍機の攻撃を
受け沈没した。川内型に準じた近代化改装を
受けており、本型では別格の存在。

第1水雷戦隊を率いて
長駆、真珠湾攻撃に参加阿武隈

ア ブ ク マ

日本海軍軽巡洋艦 阿武隈
タミヤ1/700

インジェクションプラスチックキット
製作／山下郁夫

旧式巡洋艦を防空艦に転用するアイデアはイギリス
発で、1938年に軽巡「コヴェントリー」「カーリュ
ー」を改装して先鞭をつけた。天龍型や5500トン
級（原典では「由良型」）の検討案もその影響による。
1944年に「五十鈴」が防空巡洋艦となったのは、
先例も無関係ではないだろうが、直接的には43年
末の損傷で主砲3門が使用不能となったことが大き
いらしい。実際の武装も、以前のプランが10cm高
角砲連装7基、魚雷全廃だったのに対し、12.7cm
連装3基、魚雷は逆に九三式対応の四連装2基へ強
化しており、やや中途半端の感もある。対潜部隊な
のに防空巡洋艦なのは、本来の旗艦予定者「由良」
が沈没したことによる代役だったため。

防空巡洋艦となった五十鈴

建造
長良型軽巡洋艦は日本海軍が建造した
軽巡洋艦の中で同型艦数6隻ともっと
も多く建造された。いちばん古いキッ
トはフジミがまだウォーターラインシ
リーズに所属していた1972年に発売
したもので「長良」「五十鈴」「名取」「鬼
怒」が製品化された。これらのキット
は現在はほとんど流通しておらずほぼ
役目を終えたキットということができ
るだろう。タミヤの長良型軽巡洋艦は
フジミがウォーターラインシリーズ脱
退後にその穴を埋める形で1992〜
1993年にかけて「名取」「鬼怒」「長良」

「五十鈴」がキット化された。一部の
パーツを先に発売した球磨型軽巡洋艦
のものを流用しつつうまく特徴を捉え

たキットで現在でもファンに愛されて
いる。艦首の形状の異なる「阿武隈」
も2007年にキット化され長良型軽巡
はあとは「由良」だけを残す状態とな
っている。一方、フジミは2012年に
防空巡洋艦状態となった「五十鈴」を
キット化。これは2種類の考証（機銃
配置について諸説ある）、それぞれに
対応するため2隻セット販売となって
いる。
なおフジミは2020年以降に艦NEXT
シリーズとして球磨型軽巡洋艦、長良
型軽巡洋艦を開発することをアナウン
スしている。開発途中のものを見る限
り様々な最新考証を取り入れた意欲作
となりそうで発売が待たれる。

五十鈴／防空巡洋艦
1944年

製作／山下郁夫
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