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やっぱり軽巡が作りたい！

1/700 Imperial Japanese Navy Light Cruiser Modeling Definitive Manual
奥深い軽巡の世界へようこそ！ 日本海軍ファンの中でも軽巡洋艦はマイナーで地味な存在とされ
てきました。戦艦に次ぐ準主力艦として整備された重厚な重巡洋艦と高速、軽快でなおかつ必殺の酸
素魚雷を搭載する駆逐艦の間に挟まれてひっそりと注目を浴びずに軽巡洋艦は佇んでいました。艦船
模型の世界でもそれは同じで軽巡の模型の研究は他の艦種に比べて遅れていました。本書はそんなマ
イナーな軽巡にスポットを当てて楽しもうというものです。この本を読めばこれまで“同じようなシ
ルエット”で区別がつかなかった軽巡のデザインの一隻一隻の違いがわかるようになり、必ずやその
虜となるはず。軽巡の魅力をたっぷり詰め込んだ本書、どうぞ手にとってご覧になってください
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本書を買ってくださった皆さんへ
米波保之

畑中省吾

静岡市在住。1997年に地元のガレージキッ

森恒英氏、長谷川藤一氏に親炙し、艦艇知識

トメーカーで原型師としてデビュー。以降、
ピットロード社ハイモールドシリーズの原型

を深めるとともに艦型図やイラストを学ぶ。
また艦艇模型グループのＧＦ会を経て艦艇愛

製作や青島文化教材社の製作ガイド小冊子付

好サークル、ネービーヤードに加入する。製

きの限定キット「ガイド＆ディテール」シリ

作する模型は1/700の洋上模型が大半で省

ーズの小冊子の執筆などを手掛け、大日本絵
画月刊モデルグラフィックスでライターとし

略表現を旨とする。ネービーヤードの子隊と
してちっちゃいもの倶楽部を結成し、サーク

てデビュー。
2005年、同社ネイビーヤード創

ル外の1/700艦艇模型仲間とも親交を温め

刊号から「ジミ艦！」の連載を開始。
2016年、
ペンネームの鯨水庵八十八名義で、月刊モデ

ている。艦種では、特に空母と巡洋艦が好き
である。

Yasuyuki YONENAMI

Shougo HATANAKA

ルアートに「艦船諸国漫遊記」の連載も開始。
著書に「ジミ艦〜だれも見たことないジミな
マイナー艦船模型の世界／大日本絵画刊」

皆さんは日本海軍の軽巡洋艦といったらどんなイメージをお持ちでしょう
か？ もしかしたら「煙突がいっぱいある古臭い軍艦」というものかな？
はい。そうなんです。彼女たちの境涯を語るのに、その認識はまさに正鵠
を射ています。

日本海軍は、八八艦隊を整備するとき、駆逐艦群の嚮導艦を米国や英国
のようにひと回りほど大きな嚮導駆逐艦で行なうのではなく、駆逐艦より
ふた回り以上大きな軽巡洋艦で行なう形をとりました。嚮導艦とは、駆逐
艦群の作戦指揮をとる艦艇です。その最初の軽巡洋艦が「天龍」型です。

スプーン型の艦首にちっぽけな単装砲、
3本ないし4本の煙突をもつ彼女た

スタイルを見ると「天龍」型は、
同じ大正4年度計画で建造された駆逐艦「磯

ちは5500トン級軽巡洋艦と呼ばれました。スプーン型の艦首は、彼女たち

風」型をそっくり大きくした形で、大型の嚮導駆逐艦といってもいいほど

が生まれた大正時代、自らの秘密兵器だった一号連繋機雷の連繋索を乗り切

です。駆逐艦は軍艦ではなく戦闘艦艇に分類され、船体防御をほとんど有

るために考案された形でしたが、凌波性が悪く、隠密裏に遠距離を駆走する

しません。
“ブリキの船”などと呼ばれるくらいです。その点で日本の軽

酸素魚雷の開発により一号連繋機雷が廃止された後は古臭いだけの代物にな

巡洋艦も防御はあまり考えられておらず、防御よりもスピードが重視され

りました。ちっぽけな14㎝砲は当時の日本人の体格では欧米並みの15㎝砲
の給弾効率が低下するために採用されたもの。多数の煙突は、高速を得るた

ました。
「天龍」型は複数隻整備される予定でしたが、力不足を指摘されて2隻で終

め新造当時には画期的だった大出力の推進プラントを搭載したことによるも

了。もうひと回り大型の軽巡がこれに替えて整備されることになりました。

のでした。彼女たちの就役以降、ワシントン、ロンドンの二つの軍縮条約の

これが、一般に5500トン級と呼ばれる軽巡洋艦で、
14隻（実験艦「夕張」

影響でいわゆる海軍休日の時代となりますが、彼女たちの子隊となる駆逐艦

を含めると15隻）が建造されました。八八艦隊の時期ですから、生まれた

が長足の進歩を遂げる中、大きく変化することなくそのままの姿を保ち続け

のは大正時代です。当時の軍艦の例にもれずたいへんにシンプルなプロフ

た軽巡洋艦たちは、太平洋戦争が開戦する頃にはちょっとばかり古臭い船に

ィールをもちます。これら5500トン級軽巡の役割は上にいったように駆逐

なってしまっていたのです。しかし彼女たちは老骨に鞭打って頑張りました。

艦の作戦指揮ですから、水雷戦隊の旗艦任務が主務です。率いる駆逐艦は

一部の姉妹は大きく姿を変え、わが海軍の標榜する漸減邀撃作戦の尖兵とし

「神風」型、
「睦月」型などを経て「吹雪」型、一般に特型と呼ばれる優れ

ての役割を期待されていました。しかし、わが海軍の戦略自体が実際の戦場

た艦が誕生し、一気に性能が高まりました。それに合わせて、作戦指揮を

では時代遅れのものになっていった。敵は水平線の彼方ではなく上空から、

とる軽巡も性能を向上させる必要が生じ、数度にわたって近代化工事が実

深海から現れ、姉妹たちは次々と斃されていきました。そんな中ようやく新

施されました。また新たな作戦展開のために諸々の兵器を追加搭載してい

世代の軽巡洋艦たちがデビューします。スプーン型艦首は垂直ステムとバル

きました。新造時はどれも似たり寄ったりの姿だった5500トン級軽巡です

バスバウへ。洗練されたデザインで颯爽として登場した彼女たちでしたが、

が、改装により次第に個艦ごとの区別がはっきりしてきました。さらに、

その真価を発揮できる場は残念ながら既にありませんでした……。

長い年月にわたって使い続けられたことで、特殊な作戦に特化した改造を

我が国の軽巡洋艦の歴史を語ると、こんな哀愁に満ちた物語となります。

受けるものも現れました。
5500トン級軽巡のおもしろさは、こうした多彩

この哀しみが軽巡洋艦たちをとても愛おしくさせます。また、彼女らの姿

なスタイル変遷にあります。軍艦はどれも多かれ少なかれ刻々と姿を変え

も戦艦や重巡洋艦のような、みっちり詰まった重厚な艦容と異なり、華奢

ていきますが、軽巡は戦艦とならんで外観の変化が顕著です。

でどこか優雅さを感じます。同じ戦う船なのに“獰猛”というイメージが

軽巡の資料すなわち公式図や写真が比較的少ないこともあって、これま

薄くて、強そうな軍艦じゃないんですよね。そこがいい。そんな彼女たちが、

で軽巡は艦艇マニアの間でもあまり正しくは知られていない艦種でした。

どんな姿をしていたかということは、これまであまり顧みられなかったよ

姿が古めかしいことや兵器が目立ちにくいことも勇ましさに乏しいと感じ

うに思います。そして、同じ考えを持つ人々がいつの間にか身近に集まっ

る人が多かった理由かもしれません。研究する人がごくわずかだったこと

ていました……。

もあって正確な形状が認知されず、軽巡のもつ魅力に気づかれなかったと

本書を世に送りだすために集まった人々は皆、資料を駆使して艦船を研究

いえます。

し、自らのイメージする艦船の姿に近づけていくということに魅せられた

日本の軍艦模型の楽しみ方が他の国のそれと違うのは、日本海軍は艦艇

人々です。船の話を肴に何時間でも酒が飲める。そんな仲間たちと一冊の本

資料が乏しいせいで正確な模型資料が整っておらず謎が多いことです。こ

をまとめ上げることができたのは大変な喜びです。第一級の艦船研究者にし

うした謎を解きながら自分なりの軍艦模型を仕上げていくプロセスにも模

てモデラ―としても辣腕を発揮されている畑中省吾さん、
モデルアート社『艦

型作りのたのしさがあります。つまり、模型を作るテクニックだけでなく、

船模型スペシャル』などでも活躍されている佐藤美夫さん、青島文化教材社

探偵のように真実を追窮し自分の解釈を模型で表現するおもしろさです。

でウォータラインシリーズの開発担当を経て独立されたヤマシタホビー代表

今回筆者が調べてみてわかったのは、軽巡の外観に残る多くの謎です。軽

の山下郁夫さん。彼らと私を出会わせてくださった偉大な先達である森恒英

巡は他の艦種に比べ謎が多いぶん、模型で自らの研究を表すおもしろさに

さん、長谷川藤一さん、我々の拠り所である“ちっちゃいもの倶楽部”の発

おいて、たのしみがたくさん残っている艦種といえるでしょう。本書には

起人であられた鶴岡政之さんのお三方。雲の上で本書を手に取って微笑んで

筆者なりに調べたことを艦型図にして表しました。努力したつもりですが、

くださるでしょうか？ いつも酔っ払いみたいに話が脱線しっぱなしの我々

調査は個人レベルですので入手できる資料に限界もあり、ぜったいにこう

の手綱を引いていただいたネイビーヤード編集長の後藤恒弘氏をはじめ（株）

だとは言い切れません。同じ資料を見ても解釈により別の結論に至る人も

アートボックスのスタッフの皆さん。そして応援してくださった読者の皆さ

当然いるはずです。どうか軽巡に興味をもって見ていただき、当書を超え

ん……。誰一人が欠けても本書は出来ませんでした。最後になりましたが、

る研究成果をみなさんでつかんでください。この本の役目はそのための足

心より御礼申し上げます。

掛かりを提供することです。そして軽巡が本来の姿を現すようになること

ありがとうございました。
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こそ、本書にかかわったスタッフ一同の願いなのです。

佐藤美夫

山下郁夫

1999年 ピットロードコンテストで金賞入賞。

1976年4月、青島文化教材社入社。青島文化教

戦艦「榛名」昭和18年。フジミ製キットを徹
底大幅改造。

材社時代はウォーターラインシリーズのリニュー
アルと新規開発を担当しました。2011年同社を

2001年 月刊モデルアート5月号に艦船模型ラ

退社しヤマシタホビーを設立。青島文化教材社入

イターとして作例初掲載。作例はピットロード

社時はラインナップに軽巡がないため、興味があ

「高雄1942」を未発売だった1944年時に改造。
2004年 モデルアート『艦船模型スペシャル』

りつつも少し距離を置いていました。その後、営
業から、
“我社にはなぜ軽巡がないのか”と問われ

No.14「第2次大戦のイギリス戦艦」にピット

ることがあり、“「鹿島」型があります”と答えま

ロード製レジンキット戦艦「バーラム」の作例
初掲載、以後現在まで作例掲載を継続。

したが、“「鹿島」は練習巡で軽巡ではない”と反
論されたのを記憶しています。内心は“そうだ、

2014年『 ネイビーヤード』VOL.26にて連

そうだ、
「川内」型と「大淀」が抜けとるぞ”とホ

載「やっぱり軽巡が作りたい！」の作例担当と

クホクしながら開発に着手しました。軽巡模型と

して作例初掲載。

の関わりは、ここから始まったのかもしれません。

Ikuo YAMASHITA

Yoshio SATOU

「やっぱり軽巡が作りたい！」作例製作を担当させていただきました。

日本海軍の軽巡を、本格的に取り上げたものとしては本誌が最初ではな

途中、間が空きましたが、なんとか最終回まで担当できたことは自身のス

いかと思われます。私自身、軽巡に非常に興味を覚えていたので、この企

キルアップになったと思います。

画に参加させていただけたことは望外のことでした。

軽巡洋艦の魅力は何でしょう。今回連載で取り上げた「天竜」型、
5500

ところで、日本海軍の軽巡を研究しようとすると、建造時から大戦中の

トン級、
「夕張」
、
「阿賀野」型、
「大淀」
、それぞれ違う魅力があると思い

変遷についての資料があまりにも少ないことに大きな壁を覚えます。著者

ます。この連載では5500トン級が主役になっています。艦首から艦尾まで

の手元にある書籍で軽巡を取り上げたものといえば、
世界の艦船No.272「特

ほぼ平坦な船体に檣が前後に配置され、
間に煙突が3本（4本）の艦姿は「遠

集・日本の軽巡」1979・8と海外で出版された「JAPANESE CRUISERS

い昔の古くさい船」のイメージが何とも言えない魅力に思えます。皆様そ

OF THE PACIFIC WAR」があるだけで、あとは断片的な扱いのものが数

れぞれ違う魅力に引かれていると思いますがいかがでしょう。

冊ある程度で、全体像の把握には非常に困難なものがあります。

ご承知のとおり軽巡洋艦は主砲口径が20㎝未満の巡洋艦としています。

日本の軽巡、とりわけ5500トン級軽巡についての研究本が極端に少ない

後に重巡洋艦に改装された「最上」型も新造時は軽巡洋艦に属していまし

のは、独断的ですが平賀・藤本デザインではないところにあると思われます。

た。しかし「最上」型は重巡洋艦として設計された艦船なので今回の軽巡

5500トン級の設計は艦政本部第三部の河合定二少監により行なわれたもの

洋艦に取り入れていません。

で、
英国海軍の軽巡を参考にしたオーソドックスなものです。つまり、
平賀・

気に入っている艦としては、担当艦である「多摩」と「球磨」で、前述

藤本デザインが絵的に、模型にしたらドンピシャのカッコよさがあるのに

の5500トン級の魅力がよく現れている艦と思っています。艦橋が大きくな

対して、ぱっと見、実用一点張り、古臭さが先行する点が、不人気に結び

く全体にバランスがとれている気がします。また「夕張」は別の魅力があ

ついていると思われます。

ります。前部煙突が後方に傾斜し後部煙突と合体させた形状。主砲の配置

しかし、
5500トン級が出現した時代にあっては、速力、砲力、雷装のど

などが「小さな重巡洋艦」のように見える艦姿は「古鷹」のようです。両

れをとっても他国の巡洋艦を圧倒するものであったし、主力艦警護、水雷

艦とも平賀艦なので当然でしょうか。
3000トン級ながら火力は5500トン級

戦隊旗艦といった任務をこなせたことは、
「私、見た目は地味ですが、本

に匹敵します。ユニークな艦といえば、これも担当艦ですが1943年の「大

当は凄いんです」という艦艇だったといえます。太平洋戦争の開戦後、

淀」でしょう。後部に大型カタパルトを搭載した艦姿は奇抜にして奇怪に

5500トン級軽巡は旧式化していたとはいえ数多くの任務に就くというか、

見えます。
2番艦「仁淀」も完成していたらなぁ、と思います。

就かされたという方が的確かもしれませんが、海戦から船団護衛、海上輸

軽巡洋艦は他の艦船に比べ目立つ存在ではありませんが、突き詰めると
面白みが出てきます。大戦中の機銃てんこ盛りの艦船より戦前の質素で優
雅な艦船が好きな筆者にとっては軽巡洋艦は魅力的な艦船となります。

送、など多くの場面で八面六臂の活躍を見せます。まさに海の軍馬だった
のです。
戦国時代の武田信玄は、野山を踏破できる体格の小さな木曽馬を有効に

明治、大正時代の艦船は古くさいが何とも言えない魅力があり「船」が

活用したといわれています。踏破能力をかわれて、あらゆる戦場に投入さ

好きな方なら、いつかはその魅力に取りつかれると思います。戦艦でも

れ騎馬軍団伝説の元になったり、輸送能力の高さから兵站線確保によって

5500トン級のような「前後に檣、間に煙突」といった艦姿で前述のような

信玄の戦いを支えたとのことです。重巡や駆逐艦がサラブレッドなら、軽

魅力があります。
5500トン級の魅力にハマった方は理解してもらえると思

巡は木曽馬のごとく、太平洋を駆け巡って戦ったといえます。
5500トン級

います。戦艦「三笠」のように実艦が現在でもその姿を見ることができる

軽巡に魅力を覚えるのは、まさにここなのです。

ので一度見に行かれることをお奨めします。軽巡ではありませんが通じる
ものがあると思います。

参考文献

ぜひ、本書を足掛かりにして、日本の軽巡の魅力を見出していただけた
らと思います。

ここに挙げた参考文献の多くは昭和期に出版刊行
されたもので、現在は絶版、入手困難となってい
るものも多い。しかしながらこれらを上回る良質
な資料は現在のところ出版されていない。もし、
古書店や古書サイトなどで発見することができた
ら、ぜひとも手に取っていただきたい。これらの
古い本たちから導き出される、新たな発見という
宝物を得るために……。
【写真集・豪華本】
写真日本海軍全艦艇史 （KKベストセラーズ）
[海軍艦艇史] 2 巡洋艦・コルベット・スループ
（KKベストセラーズ）
日本海軍艦艇写真集 巡洋艦 （ダイヤモンド社）
日本海軍艦艇図面集 昭和造船史別冊 （原書房）
海軍艦艇公式図面集 （今日の話題社）
写真／日本の軍艦 第8巻 軽巡I （光人社）
写真／日本の軍艦 第9巻 軽巡II （光人社）
写真／日本の軍艦 別巻 日本軍艦図面集

各艦機銃、電探、哨信儀等現状調査表【あ号作戦
後の兵装位置青図集】（光人社）
【単行本・ムック本】
歴史群像シリーズVol.32軽巡球磨・長良・川内型（学研）
歴史群像シリーズVol.45真実の艦艇史 （学研）
歴史群像シリーズVol.51真実の艦艇史2 （学研）
軍艦メカ図鑑 日本の巡洋艦 （グランプリ出版）
日本巡洋艦物語 （光人社）
日本海軍公式図面集2 軽巡「大淀」
（プレアデス工房）
【雑誌】
丸スペシャルNo.5軽巡阿賀野型・大淀 （潮書房）
丸スペシャルNo.27軽巡川内型 （潮書房）
丸スペシャルNo.30軽巡長良型I （潮書房）
丸スペシャルNo.33軽巡長良型II （潮書房）
丸スペシャルNo.40軽巡球磨型I （潮書房）
丸スペシャルNo.44重巡利根型・軽巡香取型（潮書房）

丸スペシャルNo.55日本の巡洋艦 （潮書房）
世界の艦船増刊No.489 新板・連合艦隊華やかな
りし頃 （海人社）
世界の艦船増刊No.754 日本巡洋艦史 （海人社）
艦船模型スペシャルNo.13 5500トン軽巡と水
雷戦隊 （モデルアート社）
艦船模型スペシャルNo.19 軽巡洋艦 阿賀野・能
代・矢矧・酒匂・大淀 （モデルアート社）
【洋書】
Japanese Cruiser Of The Pacific War
Naval Institute Press

丸スペシャルNo.46日本の軽巡 （潮書房）
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読む
を
書
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って
た
あ
に
まずはい
おさら

日本海軍軽巡洋艦の基礎知識
大正生まれのクラシカルなスタイ
ル。日本海軍のワークホースとし
て前線に立った勇敢な姉妹たち

日本海軍軽巡洋艦の系譜
軽巡洋艦の進化

スプーン・バウに3本煙突。その姿は高速で最前線に
切り込む彼女たちの本来の任務を反映している。娘盛
りを過ぎて迎えた太平洋戦争、姉妹たちは様々に姿を
変えて様々な任務で前線に立ち続けた

大戦中、日本海軍の近代軽巡洋艦は練習艦、
戦利艦を除いて8タイプ26隻が在籍した。
まずはその変遷を見ていこう

天龍型

離をもつ大型砲で敵をアウトレンジする戦い方に変化
することを意味する。大艦巨砲時代の到来だ。これを
機に大型艦をも撃沈しうる魚雷を主兵器とする水雷艇
も、主力艦の前衛として航洋性をもつ駆逐艦へと進化

同型艦は「天龍」
「龍田」の2隻。日本巡洋艦で初めて推進
システムに重油専焼缶とギヤードタービンを採用。
3軸推進

した。それ以前の巡洋艦は舷側に装甲をもつ大型の装

で速力は33ノットを発揮。
15.2㎝砲を有するイギリス「C

して「C級」より強力。また艦尾に一号連繋機雷の敷設軌条

級」を範としたが主砲は弾薬を人力で装填するため、小柄
な日本人の体格に合わせ14㎝砲4門を中心線上に配置した。

を持ち、
48個を搭載可能。日本初の軽巡洋艦だが、艦の規
模から大型嚮導駆逐艦に近いともいわれる。当初は同型艦8

砲力が弱いともいわれるが、代わりに速力では同級を上回

隻が予定されたが、イギリス、アメリカの同種の建造計画

る。魚雷兵装は53.3㎝三連装発射管2基を中心線上に設置、
移動レールを用いて両舷に指向することで片舷6射線を確保

艦に性能的に劣るとして2隻で打ち切られ、以降は5500ト
ン級に移行することになる（写真提供／大和ミュージアム）

▲

同型艦は「球磨」
「多摩」
「北上」
「大井」
「木曾」の5隻。
「天

龍」型の建造経験を生かし、さらに大型化するライバル国の
建艦状況も踏まえ、武装の強化、速力の増大、航洋性の向上、

球磨型

者はスカウトと呼ばれる偵察巡洋艦に進化していっ
た。スカウトは駆逐艦を率いて味方主力艦隊の前衛に
立ち、敵の前衛部隊を駆逐して主力艦隊に魚雷攻撃を
建艦競争の背景が大艦巨砲主義だったように、前衛部
隊は高速化が命題であった。第一次大戦時に出現した
イギリスの「アレスーサ」は速力29ノットに達してい

り本格的な水雷戦隊旗艦の登場となった。最終艦の「木曾」は、
艦橋前に実験的に設置した航空機の滑走台と格納庫のため他

た。この頃から今日的な意味での“軽巡洋艦”の呼称

る一群の始祖となった（写真提供／大和ミュージアム）

長良型

▲

同型艦は「長良」
「五十鈴」
「名取」
「由良」
「鬼怒」
「阿武
隈」の6隻。
「木曾」の実績を踏まえ艦橋前に航空機の滑走

が用いられるようになった。
わが国では1916年、八八艦隊計画の補助艦として
建造が決まった「天龍」型が近代軽巡の嚆矢となった。
イギリス「C級」に範をとり、その改良型として1919
年に完成した。
しかし、その設計段階からイギリスは「D級」
、ア

台を有し、艦橋中段に格納庫をもつため艦橋形状が「球磨」
型と異なる。
「球磨」型では53.3㎝連装4基、片舷4射線で

メリカはさらに大型7500トンの「オマハ」級の建造

「天龍」型に劣っていた魚雷兵装は61㎝連装発射管4基(片
舷4射線)に強化された（写真提供／大和ミュージアム）

を計画しており、3500トンの「天龍」型は過小で性
能面でも見劣りするとして2隻で打ち切られ、その拡

川内型

▲

同型艦は「川内」
「神通」
「那珂」の3隻。武装は「長良」
型と同じ。重油使用量を節約するため石炭混焼缶の数を増
やし、缶室の配置が変更されたため4本煙突の独特のシルエ
ットとなった。
3番艦の｢那珂｣は凌波性の向上のため艦首を
ダブルカーブ型に改め、後に事故で艦首を損傷した「神通」
も修理の際、同じ型に改められた

大改良型として基準排水量5500トンの「球磨」型が
設計された。1920〜21年に完成した「球磨」型5隻は
性能的にも満足のいくものであり、ほぼ同型の船体で
兵装などに改良を加えながら「長良」型6隻、
「川内」
型3隻の合計14隻が就役。これがわが日本を代表する
“5500トン級軽巡洋艦”である。本級は9000〜9800馬

軍縮条約の時代

▲

同型艦なし。大正6年度計画による5500トン級の1艦
の予算を流用して建造された実験艦。武装をすべて中心線
上に集め、主砲は片舷6門。魚雷発射管は4射線とわずか
3100トンの船体に5500トン級と全く同等の戦闘能力を
付与、集合煙突など画期的なデザインで設計者の平賀譲造
船大佐（当時）の名を世界に知らしめた。艦の規模が過小
で居住性などに問題があり1隻のみの建造に終わったが、そ
のデザインは後の｢古鷹｣型以降の重巡洋艦に受け継がれた

夕張

力を発揮し速力35〜36ノット、兵装は14㎝砲7門、61
㎝魚雷発射管（球磨型は53㎝）8門。同時期に出現し、
艦隊型駆逐艦の先駆けとなった「峯風」型グループを
率いる水雷戦隊旗艦となったが、もう一つの顔は秘密
兵器とされた一号連繋機雷の敷設艦。特徴的な艦首形
状は、この連繋機雷の索を乗り越えるために考案され
たものである。また「球磨」型の5番艦「木曾」以降
の完成艦では新造時より航空機の搭載も企図された。
ワシントン軍縮条約により八八艦隊計画は潰えたが、
本級はお家芸の夜戦の中心となる花形、多様な任務を
こなせる万能艦として連合艦隊の中核戦力の一翼を担
った。しかしロンドン条約以降「特型」に始まるスー

同型艦は「阿賀野」
「能代」
「矢矧」
「酒匂」の4隻。
｢甲型｣
以降の新型駆逐艦に合わせ、速力35ノット、酸素魚雷用の
61㎝4連装発射管2基、
15㎝連装砲3基、新型の8㎝連装高
角砲2基を有し、
5500トン級の後継水雷戦隊旗艦としてバ
ランスのとれた性能を有したが、整備が遅れ、ようやく就
役となった大戦中期以降は戦況の変化で水雷戦隊による組
織的な魚雷戦の生起する機会もなく、本来の任務を全うで
きず戦場に散った。最終艦「酒匂」のみ終戦時残存

▲

▲

最上型

無条約時代〜太平洋戦争

▲
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護巡洋艦の二系統があったが、前者は巡洋戦艦に、後

司令部設備の設置、さらに航空機の搭載も図られ、これによ

の姉妹艦と異なる箱型の艦橋をもつ。常備排水量5500トン
の船体は以降の軽巡洋艦にも踏襲され5500トン級と呼ばれ

同型艦なし。潜水艦隊旗艦として建造された異色の軽巡。
強行偵察に用いる高速水偵「紫雲」の搭載を企図して巨大な
カタパルトと格納庫を有するが、
「紫雲」の計画が頓挫した
ためカタパルトを従来型に換装、格納庫を司令部設備に改め、
連合艦隊旗艦に転用された（写真提供／大和ミュージアム）

甲巡洋艦とやや小型で喫水線付近に防護甲板をもつ防

行なう、いわば艦隊の切り込み隊長であった。戦艦の

八八艦隊の時代

阿賀野型

が自国沿岸から外洋に広がった。これは海戦が殴り合
いのような近距離で生起するのでなく、長大な射程距

近代的軽巡洋艦の始祖

同型艦は「最上」「三隈」「鈴谷」「熊野」の4隻。ロンド
ン軍縮条約下で重巡洋艦の劣勢を補うため、主砲を15.5
㎝砲、排水量は公称8500トンとし、条約で定義する“軽
巡洋艦”として建造された玉虫色の軍艦。条約失効後は主
砲を20.3㎝砲に換装して純然たる重巡洋艦となった

日露戦争後にタービン機関が実用化され艦船の燃料
が石炭から重油に変わった。これにより艦の行動範囲

大淀

パーデストロイヤーが出現すると、近代化改装による
排水量の増加で速力が衰えた本級は水雷戦隊旗艦とし
てはやや物足りなくなっていった。太平洋戦争直前に
は「球磨」型の「大井」
「北上」は艦隊決戦に備えて61
㎝発射管40門をもつ重雷装艦に姿を変えていた。太平
洋戦争開戦後は魚雷戦の指揮を務める機会にはほとん
ど恵まれず、北方、南方の守備や輸送船団の護衛など
任務は次第に過酷なものとなっていった。戦況が悪化
し、制空、制海権を失ってからは敵航空機や潜水艦と
の戦闘による喪失が相次いだ。終戦時まで生き残った
の5500トン級軽巡は大戦末期に回天搭載艦に姿を変
えた「北上」ただ一隻であった。

日本海軍軽巡洋艦

キッ
トガイ
ド

太平洋戦争に参加した1/700スケールの日本海軍の軽巡洋
艦はフジミから「能代」
「酒匂」が発売されたため残され
たピースは「長良」型の「由良」のみとなっている。

アオシマ

タミヤ

老舗の誇り。
「球磨」
「多摩」は発売後40年以上を経る現在
でも傑作キットとして名高い。長良型5隻、阿賀野型2隻、
「夕
張」を加えて最多の11隻がラインナップ。

1973年発売の「球磨」
「多摩」は先行の
ウォーターラインシリーズ製品がすべて
古臭く感じてしまうほど画期的なキット
であった。現在の目で見れば、全長が若
干不足という欠点を持つが、
10年後の83
年に発売されたバリエーションキットの
「木曾」ともども適度な省略とプロポーシ
ョンの良さは未だ他の追随を許さない名
キットだ。フジミ脱退後の後継として
1992年に発売になった「名取」
「鬼怒」
は球磨型の船体を流用して、巧みな部品
構成でそれぞれの違いを表現。
93年発売
の「長良」
「五十鈴」は共通の船体を新規
に開発し、前部魚雷発射管を廃した大戦
末期の姿としてシリーズに加わった。
「阿
賀野」
「矢矧」はそれより古い1972年の

ハセガワ

発売だが、こちらも傑作キットとして名
高い。姉妹艦のない「夕張」はシリーズ
の開発が低調だった1984年に発売された。
大戦末期の状態のみだが、ベースキット
として貴重な存在だ。
「長良」型で唯一艦
首形状の異なる「阿武隈」は長らく開発
されなかったが、呉市の大和ミュージア
ムの開館や映画「男たちの大和」の公開
による艦船ブームの後押しもあって2007
年、ついに発売になった。船体パーツは
左右分割式とし全長の欠点も解消。さす
がに旧作とは一線を画す新構成となった
が、ベテランキットの「球磨」型と並べ
てもほとんど違和感がないのは流石。タ
ミヤには唯一キット化されていない「由
良」の開発もぜひお願いしたいところだ。

長らく発売が待たれた近代軽巡洋艦の始祖が、満
を持してついにリニューアル！資料の少ない両艦
の違いを最新の考証で再現！

2015年、長い沈黙を破って登場した天龍型は最新の考証を最新の技術で蘇らせた注目のキット。ス
トレート・フロム・ボックスで日本軽巡の始祖の姿を机上に再現できる。殊に、「龍田」は佐世保工
廠建造艦の特徴である“縦張りリノリウム”の甲板を初めて部品化したのも画期的。

ピットロード

200隻を数えるラインナップ
を誇るスカイウェーブシリー
ズ唯一の日本軽巡洋艦キット

発売年は1998年とさほど古くはないが近年の各メーカーの技術の発達によりやや古さを感じさせ
るようになったのは致し方のないところ。しかし素性は悪くないのでアフターパーツ等を上手に利用
して今風のレベルまで持っていくことは充分可能。腕の見せ所だ。

今やウォーターラインシリーズを引っ張るリーダ
ー的存在に成長。重雷装艦、回天搭載艦となった
「大井」
「北上」を新たに加え充実のラインナップ

新造時は限定版のみの発売だったが、
2017
年に“艦これプラモデル”としてコンバー
チブルキットでの再登場となった。一番新
しい香取型は2011年に登場。川内型同様
に非常に精密かつ的確に再現された好キッ
2007〜08年に相次いで発売された「川内」 トだ。
「香取」は開戦時、
「鹿島」は対空、
型は同時期にリニューアル版はそれまでの
対潜兵装を増強した大戦末期、そして「香
製品とは一線を画す精度で、同社が円熟期
椎」はなんと大戦初期の“偽煙突”を設置
を迎えたといっても良いだろう。
3姉妹で唯
したユニークな姿。同クラス各年代の武装
一形状の異なる「川内」の艦首も専用の船
など変化も楽しむことができる。
2017年に
体パーツできちんと再現されている。正確
は重雷装艦「大井」
「北上」が登場。最新
なプロポーションと金型技術の格段の進歩
の考証で明らかになった魚雷発射管の簡易
により精密に再現された主砲や魚雷発射管
シールドを部品化する等、ぬかりのない設
など、シリーズ製品中屈指の完成度を誇る。 計だ。
「北上」は新設計で回天搭載艦とし
翌2009年に登場の「大淀」は公式図面に
ても発売。まさに豊富なバリエーション展
基づき細部まで見事に再現された。
1943年
開を得意とする同社の面目躍如といえる。

フジミ

そろそろ100隻に届くところまでアイテム数を伸ばし
たフジミ「特」シリーズ。新たにラインナップに加わ
った阿賀野型は新考証を反映して登場！
繊細なディテール表現が売りのフジミ
「特」シリーズ。
2012年に発売された「五
十鈴」は二つの説がある機銃配置を再
現するため、
2隻入りというびっくりな
構成となった太っ腹なキット。余った
もう一つは部品取り用や改造のベース
キットにも利用できると考えればお買
い得感もある。続いて2014年に登場の
回天搭載艦「北上」は公式図面に基づ
いた正確な船体形状が持ち味。両舷の
張 り 出 し を 別 パ ー ツ に し た こ と で、
5500トン級の改造ベースキットとして
も利用できる。
2015年にリリースの「阿
賀野 / 能代」は表記の通り両艦のいず
れかを製作できるコンバーチブルキッ
トだが、なんと、細部の異なる船体が
二つ入っておりどちらかを選択すると
いう、
さらにびっくりな構成。続く「矢
矧/ 酒匂」は船体を共通とした通常の
構成となっている。最新の研究に基づ
いて4姉妹の相違を的確に再現してお
り、これまでキットがなかった「能代」
「酒匂」もコレクションに加えること
が可能となった。
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5500トン級軽巡の見分け方

級
5500トン法を
軽巡の識別ます
伝授し

似た姿をしてても1隻ごとに違う
本当は個性派の軍艦の違いを知って
真の軍艦ファンの仲間入りだ

●5500トン級軽巡はどれも同じ？
大正時代に建造された通称5500トン級軽巡
は、外観上で分類すると3タイプに分かれるが、
ほとんど同じ構造、同じ寸法、同じ性能の同型

小型艦でもない軍艦が同じ船体形状で14隻も造られ
たのはきわめて稀なこと。米海軍の戦時量産型軍艦に
は見られないキャラの立った日本の軽巡たちを知ろう

文／畑中省吾

煙突の形状から見る個艦の違い
球磨型／多摩

3本の連突は直立

「球磨」型5隻のうち、
「木
曾」を除く4隻の新造時
のプロフィールはひじょ
うによく似ていて専門家

艦が14隻もあった。そして、艦齢20年を超す

でもなかなか区別がつか

旧式ながら、近代化改装を施して、太平洋戦争

ないほどである。その後
各艦は改装を受けて姿が

でも14隻全艦が任務にはげんだ。駆逐艦程度

変 わ っ て い く。
「多摩」

の小型艦なら十隻を超す大量建造をするケース

はそのなかでもっとも標
準となるスタイルである。

もあるが、巡洋艦ほどの大きさになるとなかな
か珍しい。大金持ちのアメリカならいざ知ら
ず、貧乏国の日本では特異な現象だった。それ
もそのはず、もとは大軍備拡張計画である八八
艦隊における補助艦として計画されたのだ。主

球磨型／球磨

3本の連突は上部が膨らんでいる。
3本とも膨らんいるのは「球磨」のみ

「球磨」は「多摩」とよ
く似た姿であるが、直立
する3本の煙突の上部が
ホヤのようにふくらんで

力艦である戦艦・巡洋戦艦のほうは大正10年

い る の が 特 徴。
5500ト
ン級軽巡でこのような煙

のワシントン軍縮条約で2隻以外ご破算とされ
たが、軽巡はすでに建造に入っていた14隻が

突を持つのは「球磨」の
みだから、ひと目で特定
が可能である。

そのまま建造されたのだ。ちなみに、4隻ほど
は未起工だったので建造中止となった。その艦
名は「加古」
「綾瀬」
「水無瀬」
「音無瀬」と決まっ
ていた。
ところで、そんなふうに同型艦がたくさんあ
ると、どれも同じ形で区別がつきにくいし、せ

球磨型／木曾

3本の連突のうち前の2本の上部が膨らんでいる

いぜいタイプの違いがわかるくらいがいいとこ

「球磨」型の最終艦「木曾」
も「球磨」と同様に煙突
に 特 徴 が あ る。
3本 の う
ち前の2本がホヤ型、残
る1本がまっすぐな形で

ろ、という人もけっこういる。たしかに、造ら

ある。
「木曾」のシルエ
ットも独特なので、遠い
シルエットでも見分けら

れたばかりのころはよく似ていた。それでも、
初心者にも区別できるのが、煙突の数の違いだ。

れる。

最後に造られた3隻の「川内」型は他より煙突
が1本多い4本ある。
もともと似ているからどれも個性がない、と
思っている人が多いのではなかろうか。じつは
そうではない。5500トン級軽巡は長い期間働

長良型／鬼怒

艦橋トップの天蓋の高さと煙突の高さがほぼ同じ

いた。そのあいだに戦い方や兵器や軽巡の受け

「球磨」型と「長良」型
とは横から見た艦橋の形
がまったく違うが、煙突
の数は同じである。
「長
良」型は煙突の形状だけ
では個艦の区別は難しい。
なお、
「長良」型の「鬼怒」
は改装で艦橋高さを「球
磨」型程度まで低められ
たので、他の「長良」型
と区別しやすい。

持つ役割なんかが変化して、折にふれそれに合
わせた改装を施されていった。また、太平洋戦
争に入る前には嚮導する新型の駆逐艦の性能に
合わせて近代化改装も受けている。同時に、い
ろんな使われ方をした。建造目的のひとつに高
速力が求められていたから元来武装が少なく、
余裕のある設計だった。それを利用して、航空
兵装の実験プラットフォームの役目を割り振ら
れたり、凌波性を向上させるために改造された

ただし、軽巡から別艦種（重雷装艦、回転搭載

・
「鬼怒」の特徴

●僚艦と区別しやすい特徴をもつ艦

良」型より低いものにする。これ以後の写真で

1934年に近代化改装を受け、艦橋を他の「長

り、新型の魚雷発射管に換装されたりしている。
そうした理由から一隻ごとに個性的な相貌をも
つに至ったのである。

●個艦を見分けよう
私たちが軍艦の姿を研究するときに使うの

ら見ても「木曾」はすぐに判別ができる。

艦、防空巡）になった艦は一目瞭然なので除く。

以下の艦は、遠くからシルエットで見ても特

艦橋トップの天蓋高さが煙突とほぼ同じなのが

定できる特徴をもっている。

「鬼怒」である。

・「球磨」の特徴

・
「阿武隈」の特徴

1929〜30年ころに煙突3本に雨水除去装置を

1930年10月に艦首部を損壊し、復旧に際し

は、一般艤装図などの公式図面と当時の写真だ。

取りつけたが、当時開発途上だったせいで上

てステム（艦首）の形状をダブルカーブ型に改

5500トン級軽巡についていえば、そのどちら

部が膨らんだ不細工な形の煙突になった。3本

修 し て1931年12月 に 復 帰。 以 後 は3本 煙 突 の

もかなり少ない。また、艦の姿は常に変化して

ともこの形状の煙突をもつのは「球磨」のみ。

5500トン級で唯一、他のスプーン型ステム軽

いる。したがって、見ている写真が何年何月こ

他の箇所が改装で変わろうとも、この特徴は

巡とは艦首形状の異なる艦となる。

ろに撮られたものかを知ることが大事となる。

1944年1月に沈没するまで変わらず。

それから、艦の姿は変わるところと変わらない

・「木曾」の特徴

・
「川内」の特徴

ところがあることも知っておこう。

「球磨」に続いて1930年ころに煙突に雨水除去

2隻が美保が関事故で艦首を損傷し、1928年3

4本煙突をもつ5500トン級3隻のうち、僚艦

これらを踏まえて、ここではまず、はっきり

装置を取りつけ、1・2番煙突は上部が膨らん

月にダブルカーブ型艦首に修繕のうえ艦隊復

と他の僚艦との違いがわかるポイントをもつ艦

だ初期型の不細工なもの、3番煙突は改良され

帰した。そのため、これ以降は「川内」だけが

から紹介していくことにしよう。

て膨らみのない煙突になる。このため、遠くか

4本煙突軽巡のなかで唯一スプーン型ステムを
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艦首の形状から見る個艦の違い
長良型／長良

もつことになり、判別が容易である。さらに、

「北上」は半円状の羅針艦橋前壁をもち、カタ

1935年ころに近代化改装が終了して以降は、

パルトがない。

他より長かった1番煙突が短縮されて4本の煙

そのほか、
「北上」だけが1940年の特定修理

突の高さがほぼ同じになり、この点でも他の2

で2・3番煙突の高さをやや低めている。これ

隻とは一目瞭然で判別できる。

は「北上」のみの特徴で、重雷装艦、回天搭載
艦のときもこの状態だ。

●類似の艦を見分ける
さすがに以下の軽巡はシルエットで見分ける
のは難しい。とはいっても、同じ外観をもつ艦

・
「長良」
「五十鈴」
「名取」
「由良」を見分ける
1932〜33年ころにそれぞれ近代化改装を受

はない。
おのおの必ず特徴的外観をもっている。

け、航空兵装改良と艦橋の近代化および後檣の

まずは比較的わかりやすい相違点を探そう。

3脚化と射出機の装備などが実施された。
艦橋の形状は相互によく似ている。ただし、

5500トン級軽巡の艦首ステムはいっぱんにスプーン型とよば
れる丸みを帯びた独特な形状をしている。14隻のうち13隻ま
でこの形状で建造された。「球磨」型、「長良」型は全艦スプー
ン型で、ここに示す「長良」のようなシルエットである。

長良型／阿武隈

・「多摩」
「北上」
「大井」を見分ける
「球磨」型は、近代化改装で羅針艦橋周囲にブ

なった棟のある寄棟屋根形、「五十鈴」
「由良」

ルワークを設け、天蓋を固定式に改装した。以

はほぼ平坦な形状で、区別することができる。

降は、のっぽの艦橋をもつ「木曾」以外の4隻

ただし、「由良」の天蓋が固定式の平坦な形状

は2隻ずつのグループに分かれる。これら4隻

になるのは1937年ころ。

は中央が前方に突き出した毒蛇の頭のような平

近代化改装で後檣の高い位置に探照灯を設置

面形だが、突き出たところが角ばっているのが

したが、
「名取」のみ2灯、
「長良」
「由良」
「五十

「球磨」
「大井」
、半円形の曲面になっているの

鈴」は1灯である。また下段には見張所がある

が「多摩」
「北上」である。

が「五十鈴」のみ見当たらない。これら後檣の

また、「球磨」
「多摩」は後檣前に射出機を設

「長良」型6隻のうち、唯一艦首のステムラインが変更されたの
が、
「長良」型の最終艦「阿武隈」である。なお、「阿武隈」も
改造される前の1930年10月まではスプーン型だった。3本煙
突でスプーン型以外のステムをもつのは「阿武隈」のみ。

川内型／川内

「長良」
「名取」の羅針艦橋天葢は中心部の高く

特徴は1941年ころまでで変化し、
「名取」
「長良」

置したが、「北上」
「大井」は航空兵装が設けら

は見張所のあった位置まで探照灯フラットを下

れず射出機をもたなかった。

げて1灯装備となる。
「由良」は1941年まで後檣

「球磨」は上述の明らかな特徴があるので除外

は変わらない。「五十鈴」は資料がなく不明だ

し、他の3隻をまとめると、

が1940年は以前のままだったらしい。

「多摩」は半円状の羅針艦橋前壁とカタパルト
をもつ。
「大井」は角ばった羅針艦橋前壁をもち、カタ
パルトがない。

上空から見ないとわからないが、5〜7番主
砲のある後部飛行機作業甲板の形状が、
「名
取」のみ左舷側を舷側まで広げた形状、
「長良」
「五十鈴」
「由良」は右舷側を舷側まで広げた形

「多摩」
「北上」
「大井」を見分ける
球磨型／多摩

「多摩」には航空機施設が設けられたので、
「北上・大井」
との区別は容易である。カタパルトがあり、後檣が三脚構
造でクレーンを装備しているのが「多摩」である。
「北上・
大井」にはカタパルトがない。また、後檣は直立する単檣
である。

5500トン型の第3グループ「川内」型3隻は、当初はスプーン型
艦首だったが、就役早々 3隻のうち2隻が二重カーブ型〈ダブルカ
ーベチャー）に改造され、唯一「川内」だけが生涯スプーン型で
通した。戦時中に4本煙突でスプーンン型艦首を見たら「川内」だ。

川内型／神通
球磨型／北上

「北上」と「大井」は新造時から類似したシルエットをもつ。
近代化改装を受けた際、
「北上」は2、
3番煙突の高さを少
しだけ低くした。
「大井」は新造時のままである。しかし、
この違いは写真をよく見ないと、わからない。

球磨型／大井

「大井」と「北上」では羅針艦橋の中央部の形状などが違
っている。
「北上」で曲線を描いていた羅針艦橋甲板中央
部が、
「大井」では中央の窓3枚分を直線にしている。その
他の附帯装備にも両艦には形状の差が見られる。

「神通」は「川内」型で、最初はスプーン型艦首をもっていた
のだが、衝突事故を起こし、1928年に艦首をすげ替えたとき
に、新式の二重カーブ型艦首となった。艦首形状は同型艦
「那珂」
と同じだ。艦首形状だけでは両艦を区別するのは難しい。

川内型／那珂

「那珂」と「神通」の場合、「神通」が艦首を改修した1928年
以降は艦首形状では見分けはつけにくい。どちらもダブルカー
ブ型だからだ。
1932年までなら、「神通」の飛行機滑走台にカ
タパルトが載っていたので見分けることは可能だが。

15

「長良」
「五十鈴」
「名取」
「由良」を見分ける
「長良」型6隻のうちの「鬼怒」

長良型
／長良

「阿武隈」は見分け方を示した。
残る4隻は似ている。しかし、
艦橋の天蓋、後檣、後部飛行機
作業甲板で見分けることができ
る。
「長良」は、
中央に棟のある天蓋、
後部飛行機作業甲板は右舷側を
舷側まで広げた形状である。

りぬけ今に残されたものは数少ない。少なくと
も、一般の者が見ることのできる図面は限定さ
れていて、それを見られるのは、呉市海事歴史
科学館（大和ミュージアム）のレファレンスル
ームだ。筆者が知っているここで見られる図面
（一般艤装図）は次のとおり。
（建造の古い順に）
・多摩
・北上
・大井
・木曾

軽巡「五十鈴」は、フラットな
艦橋天葢、後檣クロスツリーの

長良型
／五十鈴

わずか下にある後部探照灯、後
部飛行機作業甲板は右舷側を舷
側まで広げた形状である。

・五十鈴
・鬼怒
・阿武隈
・川内
・那珂
こうしてみると、けっこうあるじゃないの、
というかもしれない。しかし、一般艤装図一
式（およそ5、6葉）がほぼ揃っているのは「多
摩」
「川内」くらい。あとはなにか欠けている

「名取」は、
中央に棟のある天蓋、

長良型
／名取

後檣の探照灯が低い、後部飛行
機作業甲板は左舷側を舷側まで
広げた形状である。

か、逆に数葉が残っているだけ。しかも、上に
言ったとおり改装によって幾度も姿が変わって
いる。一例を挙げれば、「多摩」は開戦時期の
1942年のものと、ほぼ最終時の1944年の公式
図がある。両方を比較すると、戦時改装の詳細
を知ることができる。前檣に装備された電探や
主砲に替えた高角砲など。しかし、改装ごとの
図面が揃っている艦は、ない。
一般艤装図は、艦の特徴だけでなく艦の詳細

「由良」は、
フラットな艦橋天葢、
後檣の上3分の2に探照灯、上

長良型
／由良

3分の1に見張所があり、後部
飛行機作業甲板は右舷側を舷側
まで広げた形状である。艦橋側
壁が長いのも特徴といえる。

な構造まで知ることができる大事な資料だ。た
だし、細かな点が判明しても、スケールの小さ
いウォーターラインモデルで再現できるものは
限られる。小スケール模型では、ミクロな点よ
りむしろマクロなところに視点を置き、艦の特
徴をとらえるとよいのではないだろうか。
本書に掲載した艦型図は、これら入手できた一
般艤装図を基本に、撮影時期を考慮に入れた写真
を使って調整したものである。また、一般艤装図
のない艦については、同型艦の一般艤装図を使い、
写真を見て形状の違いを判断し描いた。

状である。「五十鈴」は5番砲の位置まで左舷端

よく似たプロポーションを有していたが、羅針

艇甲板を延ばしている。

艦橋の横幅が異なる。「神通」は左右いっぱい

なお、1942年以降の戦時中になると写真が
ほとんど残っておらず、写真を使った個艦判別

だが、「那珂」は「川内」
「阿武隈」のように左右
端を斜めに切った形状である。

●大戦中の武装の変遷
戦時中の武装の変化を追い求めるには、一般
艤装図はさほど役に立たないかもしれない。一

はお手上げである。「名取」のみ艦尾を中破し

1942年ころ、
「那珂」は被雷損傷しシンガポ

般艤装図は造船所で改装が終了した姿を記録し

たときのシンガポールでの鮮明な写真が数枚あ

ールに後退する。このときの記録写真が5、6

たものであるから、その後に工作艦やら現場や

るのがうれしい。

点あり、損傷以前から、発射管の4連装2基化

らで施工される増設分は描いてないのだ。それ

により前部首楼甲板と中部端艇甲板をつないで

よりも、連載時に「長良」の回で紹介した『軍

・
「神通」
「那珂」を見分ける

ウェルデッキを閉鎖、また艦尾上甲板にあった

1928年の損傷修理の後、1933年ころに両艦

機雷運搬軌条を撤去した。

とも近代化改装を受ける。艦橋にあった航空機
格納庫と滑走台を撤去し、後檣を3脚化してそ
の後部に射出機を設けた。1941年ころまでは

極秘

各艦

機銃、電探、哨信儀等現状調査表

（
「あ号作戦」後の兵装増備位置青図集）
』がひ
とつの解答を与えてくれるだろう。ただし、一

●図面から知る個艦の特徴
5500トン級軽巡の図面で時代の荒波をくぐ

部の単装機銃の配置は一時的なものとの見解が
あり、この資料が最終的な解答にはならないこ
とも知っておいていただきたい。

大戦期の「那珂」に新事実
艦艇研究家の吉野泰貴氏が「舞廠造造機部の昭
和史」に次のような記述があるのを知らせてくれた。
「なお、軽巡那珂はこのときの修理で缶室の一
部が改造され、
4本の煙突のうち1本だけ長かっ
た艦橋直後の第1煙突が他の3本と同じ高さに切
り揃えられた。
」
「那珂」は1942年４月１日にクリスマス島近海
で被雷損傷し、シンガポールで假修理のうえ本
土に帰還。６月25日から舞鶴海軍工廠に入渠し
て本格修理が行なわれた。その修理と併せて上
記の改造を実施したものと想像される。舞鶴を
出たのは翌1943年４月のことで、その後はま
た南方戦線に加わっている。
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吉野氏はさらに大戦末期の米軍によるトラッ
ク島空襲の映像がインターネット（※）にあり、
そこに「那珂」らしき艦影の日本艦が出てくる
ことも発見した。その映像では４本煙突の軽巡
と思われる艦が高速で空襲を回避しようとして
いて、煙突の高さは４本とも同じである。
「川内」
は1943年末にブーゲンビル島海戦で沈没して
おり、映像の艦の艦橋のたたずまいは「川内」
のそれではない。これこそ
「舞廠造機部の昭和史」
の記述を証する証拠ではないだろうか。
つまり、
「那珂」は1943年以降は煙突の高さ
が４本とも同じ、という特徴を備えたというこ ▲「舞廠造造機部の昭和史」
とになる。
（岡本 孝太郎 著／文芸社）

いっぽう、艦政本部から出される訓令と造船
所の記録を調査することや、元乗組員へ取材す
る方法がある。この調査を積極的に推し進めら
れたのが、田村俊夫さんである。田村さんは成
果を学研『歴史群像』の「真実の艦艇史2」に軽
巡の武装変遷を発表された。今のところ、この
資料に勝る解答はないといえる。ただ、すべて
の軽巡についてではなく、「木曾」
「長良」
「阿武
隈」など数隻が発表されているにすぎない。残
る軽巡をもし研究するのであれば、この方法が
ベストであるが、乗組員への取材は現状ではほ
ぼあきらめるしかなさそうである。

※「那珂」の最後を捉えたと思われる画像は以下のサイトで見ることができる。画像はアメリカ海軍の軽空母カウペンスの搭載機のガンカメラによるものだ。
https://www.youtube.com/watch?v=Fty3BQjnloY
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日本海軍軽巡洋艦木曽 1942年2月
日本海軍軽巡洋艦多摩 1942年2月
竣工時はわが海軍最大だった9100馬力、
36ノットで洋上を疾駆するサラ
ブレッド。開戦後は艦隊のワークホース。勇敢に戦って散った軽巡たち。
まず最初は、太平洋戦争開戦劈頭、白とグレーの迷彩塗装を身にまとい、
北の護りに赴いた第21戦隊。寒風吹きすさぶ荒海での過酷な任務を黙々
とこなした名コンビを模型とイラストで再現する

日本海軍
軽巡洋艦

北方作戦参加時の第21戦隊を製作

木曾

▲

前檣トップが短縮されていないよ
うに見えるので開戦直後の撮影では
ないか？ 迷彩は幾度か塗り替えら
れているようで、現存する数葉の写真
ではそれぞれ様子が異なって見える

●「球磨」型の最終艦「木曾」は5500トン
級の中で最も無骨な外観をもつ。本艦の特徴
は上部がふくらんだ第一、第二煙突とまっす
ぐな第三煙突、姉妹艦と異なる箱型の艦橋構
造物は次級の「長良」型と異なり艦橋下部に
円筒形の司令塔（操舵室）をもつ。近代化に

日本海軍
軽巡洋艦

より艦橋前部の格納庫の突出部分が撤去され
たが、そのぶんアンバランスな縦長の艦橋構
造物となった。また重雷装艦に改装された「北
上」
「大井」を除いて5500トン級で唯一、最
後までカタパルトを持たず、後檣も単檣のま
まだった

多摩

▲

1942年初頭、北海道厚岸湾で撮
影とされる「多摩」。舷側外板に浮
き上がる錆から北方での行動の過酷
さが伺える

●「多摩」は近代化改装が他の姉妹艦より遅
く昭和9年となったため煙突の雨水除去装置
もコンパクトなタイプとなり、カタパルトも
新式の2号3型となった。「球磨」型5隻のうち
で最も洗練された姿ではないか？尚、姉妹艦
でカタパルトを設置したのは「球磨」
「多摩」

の二艦のみである。「多摩」は昭和17年時の
公式図面が知られているが、タミヤの「球磨」
型のキットはこの公式図を基に設計されてい
るため「多摩」が最も正確といえる


「多摩」
「 木曾」の姉妹艦コンビといえば、

ミッドウェー作戦の陽動のため立案された

第21戦隊を編成して北海道方面の警戒に赴

アリューシャン作戦を支援するため、さら

いた時の迷彩塗装の姿を再現してみたいと

に北へと進出していった。この頃までには

思われる方が多いことだろう。この塗装を

姉妹は通常塗粧に戻されていたようであ

まとっていた時期は開戦から半年ほどの冬

る。アッツ、キスカ両島を占領して作戦は

季の期間だが、酷寒の北洋の臨場感に溢れ、

成功したがミッドウェー海戦には大敗。戦

鮮烈な印象だ。

況は劣勢へと傾く。米軍は両島を奪還すべ

開戦直前に厚岸湾で迷彩塗装を施された

く反攻を開始。1943年3月27日、アッツ島

姉妹は、開戦時には千島列島の哨戒任務に

沖海戦が生起した。海戦は痛み分けに終わ

就いていたが、荒天により船体を損傷して

ったが、日本側はアッツ島への物資輸送に

年末まで横須賀工廠で修理を行なった。こ

失敗するという痛手を負った。この時「木

の時、船体の補強と前檣トップを短縮する

曾」は舞鶴で入渠しており、海戦には参加

などの改造を受け、1942年1月21日、再び

できなかった。以降アリューシャン方面の

北海道周辺の警戒に赴いた。しかし3月5日、

戦いは苦戦を強いられ、日本側はまだ守備

空母「エンタープライズ」の搭載機が南鳥

隊の残っていた5月20日に両島の放棄を決

島を空襲したため本土にとって返し「伊勢」

定。孤立したアッツ島守備隊は29日の戦い

「日向」らと共に米機動部隊を捜索したが発

で全滅してしまう。日本海軍は取り残され

見できず、4月には再び北方に戻った。と

たキスカ島守備隊を救出すべく「ケ号作戦」

ころが4月18日、今度は空母「ホーネット」

を発動。7月29日、姉妹は旗艦「阿武隈」の

を飛び立ったB-25爆撃機が日本本土を爆

指揮下、奇跡の作戦とも呼ばれる撤退作戦

撃、またまた本土に呼び戻された両艦はこ

を成功させた。1943年8月、修理のため本

れを追跡したが、やはり発見できなかった。

土に戻った両艦は、以降は北方に戻ること

再び北の警戒に戻った姉妹は5月28日、

はなく、南方の戦場へと転進していった。
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軍北海守備隊輸送作戦時における「那智」
「阿武隈」
「初

霜」
「伊-34・35」などをとらえた一連の写真が掲載され、 くと閲覧できる。ただし図面の保存状態のせいであろう

このなかに「木曾」が数葉含まれていた。吉岡カメラマ

ンが乗艦した「阿武隈」に接近してくる「木曾」のショ

ットが2枚ほどあり、艦首と艦橋を写したこの写真はデ

ィテールを知るうえで貴重である。羅針艦橋には防弾板

と防弾ロープが張られ、艦橋前面中断フラットには九二

式7.7㎜単装機銃2基を装備しているのがわかる。船首楼

舷側に這わせた消磁電路のコースも写真で確認できる。

下部艦橋前部にある楕円柱状の操舵室は光が当たってよ

く見えている。操舵室には見通し用のスリットが前・左・

右にあいているが、左・右の視界を確保するため外板は

スリット下で切れており、左右をキャンバスで閉じてい

る通常の状態が写っている。

般艤装図あるいは建造に使われた工事用図、第二に造船

所が工事記録用に撮影した記録写真や竣工写真、第三に

その他の写真類である。しかし、お目当ての艦のそのも

のずばりの資料というものはほとんどないのが一般的で

ある。

「木曾」の昭和17年初頭におけるこれらの資料で我々が

目にすることができるのは、第三のうち海軍報道部か海

軍関係者の撮影になる北方作戦時の写真（もちろん印刷

物）である。よく知られているのは昭和17年2月頃に迷

彩を施し厚岸湾に停泊しているものなど数葉であろう。

これらの写真からは迷彩のパターンをある程度知ること

ができるが、ディテールとなるとあまり読み取ることは

できない。ちなみに、
「木曾」が「多摩」ともども北方

迷彩を塗っていたのは昭和16年12月～昭和17年前半の

物配置を知ることができる。煙突の左右には縦方向に押

る。リノリウム押えが写っており、部分的ではあるが敷

の様子は新造時の造船所による工事記録写真で確認でき

造物はまばらで露天甲板が目立つ。
「木曾」の露天甲板

板と連繋機雷軌条がある上甲板の2層構造で、全般に構

甲板、
5番主砲から後ろが主檣と3基の主砲がある最上甲

前部魚雷発射管甲板である上甲板、煙突が立ち並ぶ端艇

5500トン級軽巡は、艦首側の船首楼甲板、一段低い

いように見える。

較すると、電探関係と武装の一部以外さほどの変化はな

きるだけ図面の線を読み取るしかない。昭和17年頃と比

か文字や線はよく読み取れない。写真とつきあわせ、で

歴史科学館にひと通り揃っていて4階ライブラリーに行

が、昭和19年2月のほぼ最終時を示す艤装図が呉市海事

「木曾」の昭和17年頃の一般艤装図は確認されていない

新聞の従軍カメラマン吉岡専造氏が昭和17年11月の陸

操舵艦橋平面

間である。また、月刊「丸」第466号のグラビアに朝日

上部艦橋平面

軍艦のスタイルを調べるにあたり頼りになるものは、

艦橋背面

羅針艦橋平面

第一に軍艦の竣工時に海軍工廠あるいは造船所が作る一

1942年2月

日本海軍軽巡洋艦木曾
羅針艦橋天蓋

作図・文／畑中省吾

ベースライン

吃水線

舷外側面

とで貴重なディテール情報が残されたわけである。

沈没し放棄された「木曾」だが、船体が残存していたこ

て装備品や前檣がない状態なので、背面構造がわかる。

表情は最後までほとんど変わらなかったようだ。大破し

った戦後の写真が有用である。これらを見る限り艦橋の

については、終戦後にマニラ湾で大破着底した状態を撮

背面が開放式になっていることが理解できる。艦橋背面

（艦中央部）を写した写真からは煙突周りの艤装や艦橋

いはよくわかりリサーチの参考になる。また、ミジップ

がやや異なるが、写真が鮮明なので羅針艦橋のたたずま

期はまだ羅針艦橋下に飛行機格納庫扉が残っており外観

れた写真が役に立つ（
「世界の艦船」第699号）
。この時

艦橋のディテールは昭和12年5月に芝浦桟橋で撮影さ

たらしい。

えがあり、この部分のリノリウムはどうやら縦貼りだっ

艦橋正面

艏楼甲板 平面
端艇甲板 平面
上甲板 平面

drawing & text by Shougo HATANAKA

日本海軍軽巡洋艦

木曽
1942年2月

クラシカルな姿のまま
大戦を戦った球磨型の末娘
日本海軍軽巡洋艦 木曽
タミヤ1/700
インジェクションプラスチックキット
製作・文／米波保之
作図／畑中省吾

[木曾艦橋前面]
双眼望遠鏡

測距儀支筒
羅針艦橋

Imperial Japanese Navy light cruiser Kiso.
TAMIYA 1/700 Injection-plastic kit.
Modeled and described by Yasuyuki YONENAMI.
drawing by Shougo HATANAKA

防弾板
窓枠

艦首旗竿

補強材
留式7.7㎜単装機銃

三脚

見張所
上部艦橋

御紋章取付板
フェアリーダー
操舵室

リール

暗号室

防雷具ローラー

ベルマウス
菊花御紋章

主錨

キットは戦前の1932年頃の状態となっている。

[木曾艦首部]

挿入した。また発射管の開口部は前と下を0.5㎜ず

ーンテーブルでなく、円形の回転軌道なので直径4

1942年時との違いは艦橋前部の飛行機格納庫突出

つ削ってひとまわり大きくする。実艦写真との比

㎜のプラパイプで作り直した。艦尾の機雷敷設軌

部の有無くらいだが、意外にも工作量の多い改造

較で、艦首ラインの絞り込みが少しきついように

条はキットのパーツでは埋め込み式のような表現

となった。

思われたので、水線部付近にプラ板を貼って幅を

だが、実艦のそれは甲板上に敷かれたレール状に

■船体

増した後、パテを盛ってフレアラインを整えた。

なっているので取り付け部の溝をプラ材で埋めた

全長が約3㎜不足する。また乾舷の高さも不足気

この加工で失われた舷側のモールドはプラ材など

後、0.15×1㎜のプラストライプの中央にケガキ線

味なので、これらの基本寸法の修正からスタート

で適宜復旧して、省略されている艦首のご紋章取

を入れて二つに折り曲げたものを取り付けた。左

した。まず船体を後部の段差の所で切断し、3㎜

り付け板やフェアリーダー、波除け板などもプラ

右のレールは同じ長さにしておく。キットの船体

のスペーサを挟んで再度艦尾部を接着する。この

材で作り付ける。揚錨機やホースパイプなどにも

は「多摩」の公式図を基に設計されており、畑中

時、艦尾を0.5㎜下にずらして、最上甲板と上甲板

畑中氏のイラストを参考に手を入れた。セルター

氏の艦型図と比較すると甲板上の構造物の配置が

の段差が3.5㎜位になるように調整する。この加工

甲板の側壁（部品A21,22）は使用せず、高さ3㎜の

モールドと微妙に異なっているのがわかる。作例

で段差がついた水線部は後部を1㎜、前部を1.5㎜

プラ材に置き換える。実艦のセルター甲板の天蓋

は当該部分のモールドを削り取り、図に近づける

かさ上げして均一にするが、底にプラ板を貼って

（B15）はリノリウム張りだが、モールドがないの

ようにプラ材で構造物を作り直しているが、第三

しまうと艦内にある後部魚雷発射管が後付けでき

でケガキ針で筋彫りを施した。また前部魚雷発射

煙突後ろの予備フロート台を削ると甲板に穴があ

なくなるので、船体の縁に沿って帯材を貼り付け、

管の周囲もリノリウム張りなので、発射管取り付

いてしまうので、プラ板で塞いでいる。工作によ

内側は穴のままとしておいて、すべての塗装が完

けの円形モールドを削り取って平らに均し、筋彫

って消えたリノリウム押さえのモールドは、ケガ

了後にプラ板で作った甲板に発射管を取り付けて

りを施す。削り取った円形モールドは実際にはタ

キ針で引き直した。元のモールドが控えめなので
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