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　�海防艦「笠戸」。1945年10月19日、佐
世保にて。背景は駆逐艦「春風」。
　（写真提供／潮書房光人社）
●目次頁写真　
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29日、インドシナ沿岸にて。
　（写真提供／大和ミュージアム）
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■本書について
　本書は雑誌「ネイビーヤード」に
掲載されている連載「嗚呼栄光の海
軍小艦艇隊」をもとに、抜粋と追加
を合わせて再編集したもので、既刊
「日本海軍小艦艇ビジュアルガイド・
駆逐艦編」の姉妹編にあたる。今回
は比較的知名度の高い海防艦を軸に、
掃海艇・哨戒艇・駆潜艇を複合し「護
衛艦艇編」と銘打った。戦艦・空母・
巡洋艦といった各方面で取り上げら
れることの多い花形軍艦とは趣を異
にするカテゴリーをメインに扱う企
画であり、その中でも駆逐艦や潜水
艦以外の雑多な艦種を部分的に選び
出して１冊の本をまとめる機会は
めったにない。
■模型工作本としての位置づけ
　元来この連載は、模型を通して小
艦艇の魅力を普及させようという狙
いでスタートしており、比較的艦船
ファン歴の短い読者諸兄にも受け入
れられやすいよう配慮している。近
年の艦船模型の世界では、メーカー
や上位ユーザーの熟成度を背景とし
て商品のラインナップの充実と細部
表現の緻密化が進み、模型誌でも市
販品の艦船キットを市販品の艤装品
パーツでディテールアップする技術
の紹介がメインになりやすい。しか
し、さすがに駆逐艦や潜水艦より下
位の艦艇では商業的に製品化が難し
く、今もユーザー個人の技術で自作
調達する必要がある場合が多い。筆
者はむしろこの点に軸足を置き、各
モデラーが市販品のない艦を積極的
に作り、オンリーワンのコレクショ
ンを築くためのガイドを用意しよう
とする狙いを持っている。実際、一
般的な傾向として、プラモデル作り
と模型作りとの間で次第にニュアン
スの差が生じつつある印象を受ける。
誰もが目を瞠るようなディテール
アップ作品を次々と作り出すのにフ
ルスクラッチビルドは苦手というモ
デラーは結構いるようだ。本書のよ
うな企画はこの微妙なずれの狭間を
埋めるような存在で、ある意味古典
的な基礎造形技術の再評価を促す面
もないではない。しかしそれはそれ
としても、本書で示す工作要領では
あくまで無暗に細部を突き詰めよう
とせず、市販品のグレードが高まっ
ているのはやや気になるけれども、
まずはそれと並べてもあまり気にな
らないぐらいのレベルで１隻がまと
まればよいとの前提で作図してある。
それは、本書で扱う1/700のスケー
ルが元来コレクションの楽しみを提
供するアイテムとして開発されたと

はじめに〜本書の指針と利用法〜

◀海防艦「第130号」。前ページの海防艦「第
18号」と同じ時の撮影で、前檣クロスツリーの
形状から識別する。
（写真提供／大和ミュージアム）
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いう経緯を引き継ぐものであり、そ
れとともに筆者の視点が実艦とその
世界観を俯瞰する研究者としての位
置にあることも影響しているのだろ
う。一般的な造形へのこだわりとい
えば、実物のあらゆる部分に対して
一様に細部まで表現する努力を良し
とすると思うが、本書ではむしろ実
物のどこを抑えておけば対象のアイ
デンティティが成立するかが基本で、
細部表現に立ち入る場合はその延長
線上、それぞれのグループから可能
であれば個艦レベルまでの識別をす
る際にほぼ限られる。市販品を作る
際はユーザーが考証を商品に依存す
ることもできるが、自作ではある程
度の考証が欠かせない。ただしそれ
は、工作を煩雑化させるための情報
ではなく、工作内容を整理するため
の情報であってほしい。本書におい
ては、ある意味造形へのこだわりは
省略へのこだわりとなっていて、そ
れはそれで難しいことであって、作
り込みが作品への評価と直結するも
のではないと論じるうえでの根拠を
そこに求めることもできる。もちろ
ん、抑えるところを抑えて作り込ん
だ作品は強い。要はそれぞれのバラ
ンスをとりながら、自分の好みや腕
に見合ったグレードにまとめ上げる
のがベターではないだろうか。
■情報資料本としての位置づけ
　模型の工作技術についてと同様、
本書の出典である連載記事では、過
度に専門的な用語や言い回しは避
け、それぞれのテーマに対して大ま
かなアウトラインの把握を前提とし
た記述となっている。特に本書のよ
うな普段扱われる機会の少ないカテ
ゴリーの場合、初心者が初めて見る
ような艦も少なからず出てくるわけ
で、ただその存在を知るだけでなく、
模型を作ってみようと思っていただ
くまで興味を引くには、書く側も漠
然と専門用語を並べたてるだけとは
いかないだろう。本書の編集段階で
は、収録艦艇の開発経緯や搭載兵器
から、所属部隊の状況、海外の同種
艦の開発まで幅を広げて概略説明の
コラムを添え、できるだけそれらの
置かれた環境を総体的に理解するた
めの一助としている。しかし、なか
なか本書の収録艦艇と接する機会が
ないのは長年の艦船ファンも同じこ
とであって、情報面でいくらかでも
得るところがあればありがたいし、
意外と今まで見落としていた部分も
あるかもしれない。「ネイビーヤー
ド」誌の創刊とともに連載が始まっ
て 10年あまりが経過し、艦船ファ
ンや研究家を巡る環境も大きく変化
した。とりわけ、アジア太平洋歴史
センター（JACAR）の公式Webサ
イトで戦前戦時の文書が公開された
のは大きく、かつてはマニアの特権

だった原典の閲覧が誰でもできるよ
うになり、ファンの間での専門知識
レベルが急速に高まることとなった。
本書の編集にあたり、基本的に公開
されている各艦艇の戦時日誌は極力
目を通すようにしたが、時間と紙面
の制約で充分反映できたとは言えな
い。これら膨大な資料に対しては、
ともすれば表面の文字転がし的な言
論に陥りかねない危険性を戒める必
要はあるだろうが、今後総合的な解
析も進むはずだ。いずれにせよ、本
書は読者が模型ファンかどうかとは
別に、「護衛艦艇とは何だ」というテー
マについていろいろな視点から再確
認、ないし再考察する契機になれば
と考えている。なお、本書では概略
的な記述にとどめている海上護衛戦
そのものに関しては、拙著「戦時輸
送船ビジュアルガイド」（1・2）の
内容と密接に関係しているので、あ
わせてご覧いただきたい。
■収録艦艇について
　前述の通り、本書では日本海軍の
小艦艇から、海防艦、掃海艇、哨戒
艇、駆潜艇（およびそれらに概ね対
応する特務艇）を選抜収録し、やや
名目的ではあるが「護衛艦艇編」と
している。ここで用いる海軍用語と
しての「護衛艦艇」とは、主に軍用
や民需をあわせた輸送船を護衛する
ものというニュアンスを持つ。よく
戦史関係の書物で「日本海軍は艦隊
決戦至上主義のあまり海上交通路の
保護が疎かだった」という話を聞く
が、その日本海軍が苦手としていた
分野の実体を担っていた戦力の大半
が、本書で収録した艦種だった。従っ
て、本書の内容の先にはきわめて戦
略的なテーマが控えているわけだが、
そのあたりに踏み込んだ言及は割愛
している。
　19世紀までの時代にも通商破壊と
いう戦術はあったが、20世紀に入っ
てそれに大きな変化を及ぼしたのが
潜水艦の出現だった。第一次・第二

次大戦における「護衛艦艇」は、原
則として潜水艦対策が一義にあり、
比較的小型だが神出鬼没の潜水艦か
ら味方商船を守るためには、何より
大量生産に向いていることが重要
だった。作りやすさと対潜戦闘時の
運動性の都合からサイズは小さめが
望ましく、これに投入される航路の
距離や海象条件、潜水艦以外の敵（航
空機や水上艦艇、やや拡大解釈的だ
が機雷）と遭遇するかどうかといっ
たファクターから諸要目が定められ
る。しかも護衛艦艇は戦時のみ大量
に必要で、平時は不要なので、適切
な能力と建造期間短縮、簡便安価の
両立も欠かせず、意外と繊細で難し
い設計センスを必要とした。戦時中
日本海軍が量産した海防艦は、ルー
ツはともかくとしてこのような理
念のもとで改良発展したものであり、
まさしく護衛艦艇の大本命だった。
　これに対し、掃海艇はその字義のみ
を目的として作られていれば局地防
備用の艦艇であり、護衛とは無関係の
はずだが、現実的には掃海だけしかし
ないのは非効率で、膨大な護衛艦艇の
需要を補う戦力として流用されるの
が常だった。日本海軍の場合は、これ
に敵地への侵攻作戦における軍隊輸
送船団の護衛任務が組み込まれてお
り、より汎用護衛艦艇としての性格を
強めていた。駆潜艇もサイズの面から
防備艦艇の一種とみなすべきものだ
が、目的の点で潜在的に護衛艦艇と重
複する性質があり、実際にも護衛任務
に多用された。一方、日本海軍の哨戒
艇には複雑な事情があり、出現の経緯
には掃海艇との関連が示唆されるが、
軽便揚陸艦の機能を備え、最終的には
普通の護衛艦艇として用いられた。特
務艇はやはり実戦で護衛艦艇として
使われる例もしばしば見られるもの
の、本書に関してはそれぞれの上位艦
種に付随するオマケと解釈していた
だきたい。
　実戦ではこれら以外の艦種も護衛

に従事しているが、紙面や構成上の
都合もあって省略した。とりわけ敷
設艇は掃海艇と並び汎用護衛艦艇と
しての要素を多分に含む艦種で、模
型の上でも掃海艇・駆潜艇とセット
で商品化されているのだが、構造上
敷設艦と不可分と考え収録しなかっ
た。砲艦も、航洋砲艦や特設砲艦が
戦史の上で海上護衛と深く関わるが、
河用砲艦という根本的に設計思想の
異なるカテゴリーが並立している関
係で除外している。これら本書で扱
わなかった各種小艦艇は、引き続き
「ネイビーヤード」誌上で取り上げて
いく予定。
■模型製作ガイドとしての利用法
　本書では解説の便宜を優先し、収
録艦艇をジャンルと建造時期に従っ
て掲載しているが、模型工作本とし
ては市販キットの発売状況や工作の
内容に応じて別のオーダーを組む方
が望ましい。下の表はこの観点から
各項目を分類したもので、各自のス
キルや興味の対象に応じて工作に臨
むといいだろう。本書の掲載作例は、
図面で紹介した工作要領に則った修
整・改造作例とともに、それらとの
対比やカタログとしての機能も踏ま
えて商品をそのまま組んだものも含
めている。実際に作例を作った後
で、その状況や新たな情報をもとに
図面類のアップグレードを加えたた
め、図面と作例が完全に一致しない
こともある点をご承知いただきたい。
　また、推測要素が特に多いもので
は、詳細な工作要領の掲載を省略し、
フルスクラッチビルドの作例のみを
紹介している場合もある。そこは「情
報の一人歩きの予防」という深謀遠
慮も含みつつ、模型作りの根源的な
楽しみに含まれる創作の自由度を読
者諸兄と共有したいというメッセー
ジと解釈していただければ有難い。。

艦型 ページ 難易度 主な工作内容

1.�各項目の当該艦がキット
で市販されている場合

掃海艇「第 7号」「第 19号」型 P44 〜 ★ ディテール追加・バリエーション工作

海防艦「占守」「択捉」型 P8〜

海防艦「御蔵」「日振」「鵜来」型 P14 〜 ★〜★★ ディテール追加・バリエーション工作
（船体形状修整）

海防艦「丙」「丁」型 P20 〜

哨戒艇「第 1号」「第 31号」型 P56 〜

駆潜艇「第 13号」型 P76 〜

2.�市販キット改造で別の艦
型を作る場合

掃海艇「第 1号」型 P32 〜 ★★ 船体形状変更・各種構造物追加
（哨戒特務艇は市販キットがあるが
本項に含む）掃海艇「第 13号」「第 17 号」型 P38 〜

哨戒艇「第 101 号」「第 106 号」 P62 〜

駆潜艇「第 1号」「第 4号」「第 51号」型 P70 〜

駆潜特務艇・哨戒特務艇 P82 〜

3. フルスクラッチビルド 掃海艇「第 101 号」型 P50 〜 ★★ 船体・各種構造物自作

哨戒艇「第 102 号」「第 104 号」 P62 〜 ★★★

海防艦「五百島」型 P26 〜

■模型工作難易度対応表■

注　難易度★でも図の中では若干の追加工作を含む。適宜取捨選択のこと。
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海防艦「占守・択捉」型　「ネイビーヤード」第 16 号（2011 年 3 月号）
海防艦「御蔵・日振・鵜来」型　「ネイビーヤード」第 5 号（2007 年 6 月号、「鵜来」型は追加）
海防艦「丙・丁」型　「ネイビーヤード」第 13 号（2010 年 3 月号）
海防艦「五百島」型　「ネイビーヤード」第 26 号（2014 年 7 月号）
掃海艇「第 1 号」型　「ネイビーヤード」第 34 号（2017 年 3 月号）
掃海艇「第 13 号・第 17 号」型　「ネイビーヤード」第 27 号（2014 年 11 月号）
掃海艇「第 7 号・第 19 号」型　「ネイビーヤード」第 2 号（2005 年 12 月号、内容は再編、「第 7 号」型は追加）
掃海艇「第 101 号」型　「ネイビーヤード」第 35 号（2017 年 7 月号）
哨戒艇「第 1 号・第 31 号」型　「ネイビーヤード」第 23 号（2013 年 7 月号）
哨戒艇（鹵獲艦）　「ネイビーヤード」第 24 号（2017 年 11 月号、旧駆逐艦以外は追加）
駆潜艇（初期建造艦）　「ネイビーヤード」第 30 号（2015 年 11 月号）
駆潜艇「第 13 号」型　「ネイビーヤード」第 2 号（内容は再編）
掃海特務艇・駆潜特務艇・哨戒特務艇・海防艇　「ネイビーヤード」第 32 号（2016 年 7 月号、掃海特務艇・海防艇は追加）
特務艇（鹵獲艦）　　書き下ろし
 
主要参考文献（順不同）

「海防艦戦記」海防艦顕彰会編　原書房
「昭和造船史」日本造船学会編　原書房
「福井静夫著作集第 10 巻　日本補助艦艇物語」光人社
「終戦と帝国艦艇」福井静夫著　光人社
「写真と図による残存帝国艦艇」木俣滋郎著　出版共同社
「日本軽巡戦史」木俣滋郎著　図書出版社
「敵潜水艦攻撃」木俣滋郎著　朝日ソノラマ新戦史シリーズ 18
「海上護衛戦」大井篤著　朝日ソノラマ航空戦史シリーズ 24
「戦時輸送船団史」駒宮眞七郎著　出版共同社
「連合艦隊軍艦銘銘伝」片桐大自著　光人社
「日本海軍艦艇写真集　駆逐艦」ダイヤモンド社
「戦前船舶」戦前船舶研究会
「大西洋戦争」レオンス・ペイヤール著・長塚隆二訳　早川書房
「丸スペシャル（No.28・海防艦、No.49・駆潜艇・哨戒艇、No.50・掃海艇・輸送艦ほか）」潮書房
「世界の艦船増刊（第 45 集・日本海軍護衛艦艇史、第 72 集・アメリカ護衛艦艇史、第 107 集・日本駆逐艦史ほか）」海人社
「歴史群像　太平洋戦史シリーズ（No.45　帝国海軍真実の艦艇史）」学研
「The Japanese Navy at the end of WW2」Shizuo Fukui
「Conway’ s All The World’ s Fighting Ships 1906-1921, 1922-1946」Conway Maritime Press
「The Eclipse of the Big Gun, The Warship 1906-45」Conway Maritime Press
「British And Empire Warships of the Second World War」H. T. Lenton, Green Hill Books/Naval Institute Press
「Dutch Warships of World War II」Henk van Willigenburg, Lanasta
「The Allied Convoy System 1939-1945」Arnold Hague, Vanwell Publishing Limited

初出一覧

▲海防艦「占守」1945年5月11日、占守島片岡湾にて。
（写真提供／大和ミュージアム）
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　日本海軍において海防艦という艦種
は 19 世紀末から存在しており、主に
旧式の戦艦や巡洋艦などが編入される
予備兵力的存在だった。しかし、1940
年から就役した北洋漁業警備艦「占守」
型が海防艦に編入され、直後の太平洋
戦争開始にあたって必要とされた長距
離通商保護艦艇をその改良生産型とす
ることが決定。このとき艦種名称の位
置付けも完全に置き換えられることと
なった。「占守」型の転用自体あらか
じめ考慮されていたものではなかった
といわれており、目的に見合わない兵
装構成と、何より膨大な需要に対応す
る量産性の面で全く不適合であるとの
指摘は当初からあった。最低限の改正
で着工された「択捉」型に続き、本格
的な武装変更を実施した「御蔵」型、
徹底的な簡易化を加えた「鵜来」型と
続く系統に加え、一回り小型の「第 1
号」「第 2号」型も出現し、終戦まで
の建造数は約 170隻に達した。しかし、
より任務に適合した能力を持つ後期艦
の多くは南方航路が逼迫から途絶へと
向かう 1944 年末以降に竣工しており、
戦略眼に欠けた国家運営と建艦政策の
責任を一身に背負って強大な連合軍潜
水艦と航空機に対峙した海防艦は、商
船隊の壊滅的被害を食い止めることが
できず、自身にも大きな損失を出した。
戦史の上では苦闘の印象ばかりが残る
海防艦だが、特に後期の「鵜来」「第
1号」「第 2号」型は外国艦に劣らな
い優秀な爆雷兵装を備え、質素と背中
合わせの洗練されたスタイルにも独特
の魅力があり、模型ファンの人気が高
い。本書ではこれら戦時量産型海防艦
に加え、全く異なる経緯で海防艦籍に
加えられた鹵獲艦 2隻を扱う。

Coast Defense Ship, as an category of IJN 
official classification can be seen from as early 
as 1898. Although it had been mainly given to 
old front line combatants including Battleships 
and Cruisers, IJN completely altered the policy 
following decision to declare war against Allied 
and, except of two captured Chinese cruiser, all 
of coast defense ships commissioned during 
war were newly developed escort vessel for 
merchant marine. Like the military in the center 
of politics, naval shipbuilding staff had 
overlooked the need of such vessels and early 
productions were quite inadequate for the duty 
both in fitting and structure. Many of late 
productions, fitted with heavy AS weapons and 
adopted much simplified structure could not be 
in time before the collapse of Japanese shipping 
network.

海防艦 Coast Defense Ships

第一部

「御蔵」型
Mikura class

「占守」型
Shumusyu class

「日振」型
Hiburi class

「択捉」型
Etorofu class

「鵜来」型
Ukuru class

「第１号」型
No.1 class

「第２号」型
No.2 class

「五百島」型
Ioshima class
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　大湊警備府で長らく北洋パトロー
ルの中軸を務めていたのが、「峯風」

「神風」型の第 1 駆逐隊だった。駆
逐艦がこの任務に適役でないことは
海軍も承知の上で、ロンドン軍縮条
約締結直後から専用警備艦の予算を
要求していたが、1937 年まで承認
されなかった。設計の注文を受けた
三菱重工はサービスのつもりで各所
に趣向を凝らした設計をまとめ、「占
守」以下 4 隻が三井など 3 造船所
で 1940 〜 41 年に竣工した。
　まもなく対米英戦が避けられない
情勢となると、仮に南方資源地帯を
占領しても輸送船の保護に充当する
兵力がない、どういう艦がいいか
もわからないという状況が発生す
る。後述する掃海艇に垣間見られる
長期的周到さとはかけ離れた無計画
性は、本分としての軍事作戦に偏重
した海軍の体質と、場当たり的な国
家運営上の戦略方針との間で急速
に食い違いが拡大したゆえの盲点と
解釈できるかもしれないが、見方を

ような隙間アイテムを着実に攻め
て艦船ファンの支持を広げたピッ
トロードとしても、海防艦は早い時
期から重点的に力を入れたシリーズ
だった。ただ、その優先順位は性能
や同型艦の数に左右されるところが
大きく、姉妹艦が 4 隻しかない「占
守」型は「択捉」型から 15 年以上
経て 2012 年にようやく登場した。
商品内容にブランクはほとんど関係
なく、数か所のディテール変更程度
で両者の同じであるべき部分は原則
同一となっている。一つ注意すべき
は、「択捉」型が各年代対応のコン
バーチブルキット 2 隻入りなのに
対し、「占守」型は 1 箱の中に前期・
後期の 2 仕様のランナーが入ってい
る点で、素組での艦隊編成では若干
の不便を生じる可能性がある。もっ
とも、「占守」型は姉妹艦全部が揃っ
て行動したことがなく、さほど時期
設定の統一にこだわるまでもないだ
ろう。
 

　同社製品特有のオーバーディテー

変えれば、この両者を密接に結びつ
けて双方をコントロールすべき重要
なファクターの一つである海上交通
への認識が欠けていたための開戦と
護衛艦問題とも考えられる。ともか
く、やむなく白羽の矢が立ったのが

「占守」型で、さしあたり最低限の
改修を加えたものを着工し、後で新
設計のものと差し替えることになっ
た。この初期量産グループにあたる

「択捉」型（公式には「占守」型後
期建造艦）は、4 造船所が参加して
14 隻が 1943 年 3 月〜 44 年 2 月に
完成。タイプシップに起因する生産
性の悪さや性能面のバランス不良は
指摘されているものの、次第に激化
する米潜水艦部隊の跳梁を向こうに
回して孤軍奮闘を続け、後には護衛
部隊の旗艦クラスとして精強なウル
フパックと対峙した。「択捉」型は
確かに海上護衛戦の頼みの綱だった。
 

　海防艦のインジェクションプラス
チックキットはウォーターラインシ
リーズでは発売されておらず、その

ル傾向をどう調節するかといういつ
もの問題はあるものの、さほど大き
な修整は必要なく、工作の焦点はバ
リエーション展開に集約される。最
も規模の大きい改修は「占守」最終
時の製作で、大戦末期の目立たな
い状態ではあるが、「日振」型を利
用すればさほど難易度は高くなく、
残った船体で「御蔵」型が 1 隻出
来上がるので無駄がない。艦橋や煙
突のパーツは必要になるが、もった
いない精神で 1 隻作ってみるとい
いのでは。

海防艦「占守」「択捉」型について

キットについて

製作

海防艦「占守」「択捉」型

海防艦「占守」1940年6月、終末公試運転中。
（写真提供／大和ミュージアム）

日本海軍にとって太平洋戦争における重要な戦略的ファクターだった長距離型通商
保護艦艇は、北洋の漁業警備艦という異なる性格のデザインからスタートした。タ
イプシップ「占守」型と最初の生産型「択捉」型は、数々の不備を指摘されながら
も海上護衛兵力の中心的役割を担い続けた。

The request on patrol vessel suitable for 
shipping and fishery protection in northern 
water was not approved until 1937. Although 
SHUMUSHU class, designed by Mitsubishi, 
having been ordered from IJN, was solely 
one-off ship incorporating particular fittings 
for cold and icy area, Navy had to decide 
putting it into mass-production at the start of 
the Pacific war to protect vast area of 
shipping expected to spread to the most of 
Eastern Asia. 14 of additional sisters, 
generally called to ETOROFU class, entered 
in service from March 1943 and played vital 
role in maritime escort warfare despite of 
their unsatisfactory performance.
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海防艦「占守」「択捉」型
（「占守」型）
設計番号 E15
基準排水量 860 トン
全長 78m（1/700：111.4mm）
水線幅 9.1m（1/700：13mm）
機関・出力 ディーゼル 2 軸　4500 馬力
速力 19.7 ノット
航続距離 16 ノット 8000 海里
燃料搭載量 重油 220 トン
兵装 12cm 砲単装 3 基　25mm 機銃連装 2 基　
 爆雷 18 個・投射機両舷式 1 基・投下台 6 基

（「択捉」型）
設計番号 E19
基準排水量 870 トン
全長 77.7m（1/700：111mm）
水線幅 9.1m（1/700：13mm）
機関・出力 ディーゼル 2 軸　4200 馬力
速力 19.7 ノット
航続距離 16 ノット 8000 海里
燃料搭載量 重油 200 トン
兵装 12cm 砲単装 3 基　25mm 機銃連装 2 基　爆雷 36 個
 ・投射機両舷式 1 基・投下台 6 基　水中聴音機・探信儀

海防艦
「占守」
「択捉」型

Coast Defense Ship 
Shumushu/Etorofu 
Class

注：�識別点6・7は写真で確認できるも
のを示す

備考
1　�艦名は「しゅむしゅ」と「しむしゅ」
の2説あり（別記）　1944年11
月損傷後、簡易型艦首・通常型煙
突に変更

2　烹炊所煙突の形状に相違あり
3　新造時より舷窓一部閉鎖
4　内火艇右舷側
5　�新造時より電探搭載済　なお艦名
は「ふかえ」と読む

「占守」の艦名の読みは一般にシムシュとされてい
るが、下記のとおり矛盾や混乱が見られる。
1：�1939年11月6日付の艦艇命名に関する官報
（達第190号）で「シムシユ」と表記。これが
シムシュ説の根拠となるべきものだろう。ただ
し公文書関係ではこの1件しか確認できなかっ
た。

2：�艦名の由来となったアリューシャン列島北端の
島の正式名はシュムシュ島。現地で行動する艦
に実際と異なる名前を付けたとすると不自然。

3：�戦後の引揚船時代、舷側にSHUMUSHUと表
記していた。日本人にとっては単なる読み方の
問題でも、外国人から見れば別の艦を示すのと
同じなので、漠然と間違いをそのままにしてい
たとは考え難い。

4：�関係者が直接関与した文献である海防艦顕彰会
著「海防艦戦記」ではシムシュ。他の複雑な読
みの艦名とあわせ、一定の確認がなされている
と思われる。

5：�福井静夫は終戦直後の著作（英語版手書き）で

SHUMUSHUと書いているが、後年になって
軍艦時代（1942年7月以前）の艦尾銘板に「し
むしゆ」と書いてあったと述べている。「福井
静夫著作集　日本補助艦艇物語」には両方の振
り仮名が混在している。

　　�実際の発音上もシムシュとシュムシュは紛ら
わしく、解釈が難しいところだが、両者の厳
密な判断はさておき、本書は英語表記に関し
資料3を前提としてSHUMUSHUとしている。

艦名 建造所 竣工 終末 グループ 識別点 distinguish points 備考
name builder commissioned fate group 1 2 3 4 5 6 7 note

占守 Shumusyu 三井玉 40.6.30 賠償艦（ソ） CD-A1 1 1 1 1 1 1 1 1

国後 Kunashiri 日鋼鶴見 40.10.3 46.6.4座礁放棄 CD-A1 1 1 1 1 1 1 1 

八丈 Hachijo 佐世保工廠 41.3.31 戦後解体 CD-A1 1 1 1 1 1 1 1 2

石垣 Ishigaki 三井玉 41.2.15 44.5.31戦没（USS Herring） CD-A1 1 1 1 1 1 1 1 

択捉 Etorofu 日立桜島 43.5.15 賠償艦（米） CD-A2 2 2 2 2 2 1 1 3 4

松輪Matsuwa 三井玉野 43.3.23 44.8.22戦没（USS Harder） CD-A2 2 2 2 2 2 1 1 

佐渡 Sado 日鋼鶴見 43.3.27 44.8.22戦没（USS Haddo） CD-A2 2 2 2 2 2 1 2 4

隠岐 Oki 浦賀船渠 43.3.28 賠償艦（中） CD-A2 2 2 2 2 2 1 2 

六連Mutsure 日立桜島 43.7.31 43.9.2戦没（USS Snapper） CD-A2 2 2 2 2 2   

壱岐 Iki 三井玉野 43.5.31 44.5.24戦没（USS Raton） CD-A2 2 2 2 2 2   

対馬 Tsushima 日鋼鶴見 43.7.28 賠償艦（中） CD-A2 2 2 2 2 2   

若宮Wakamiya 三井玉野 43.8.10 43.11.23戦没（USS Gudgeon） CD-A2 2 2 2 2 2   

平戸 Hirado 日立桜島 43.9.28 44.9.12戦没（USS Growler） CD-A2 2 2 2 2 2 2 1 

福江 Fukae 浦賀船渠 43.6.28 賠償艦（英） CD-A2 2 2 2 2 2 2 2 5

天草 Amakusa 日立桜島 43.11.20 45.8.9戦没（米空母機） CD-A2 2 2 2 2 2 2 2 

満珠Manju 三井玉野 43.11.30 戦後解体 CD-A2 2 2 2 2 2 2 1 

干珠 Kanju 浦賀船渠 43.10.30 45.8.15触雷後自沈 CD-A2 2 2 2 2 2 2 1 

笠戸 Kasado 浦賀船渠 44.2.27 戦後解体 CD-A2 2 2 2 2 2  1

「占守」の艦名

識別1 艦首 1：曲線　2：直線傾斜

識別3 方位探知器・探照灯 1：方探アンテナが前　2：探照灯が前

識別5 後部マスト 1：低い　2：高い

識別7 主砲 1：新式防盾　2：旧式防盾

識別2 艦橋 1：前傾　2：垂直

識別4 煙突 1：先端細い　2：通常形態

識別6 前部マスト 1：電探非対応　2：竣工時より電探対応

識別表

艦名 建造所 竣工 終末 グループ 識別点 備考
name builder commissioned fate group distinguish points    note

一覧表凡例

同一造船所
の名称変更
は下記参照
駆潜特務艇・
哨戒特務艇・
海防艇の建
造所は当該
ページ参照

緑：開戦前
赤：未成
戦時中は下記

黒：〜 1942年
藍：1943年
紫：1944年
茶：1945年

青：終戦時残存
赤：未成
戦没は下記

本書の
便宜的分類

別記具体的内容は各艦型の別表参照
黒：基本設計上の相違点
緑：建造所ごとの特徴
青：雑多な識別点
赤：戦訓等による変更（原則として竣
工時を示す。以前の艦に追加施工され
る場合あり）

注　識別点のうち基本設計上の相違点以外は実艦写真で判定されるべきものがほとんどで、本書製作時に確認できなかった箇所は空欄としてある。
同一造船所の名称変更
三井玉（三井物産造船部玉工場）＝1937年7月玉造船所＝1942年1月三井玉野（三井造船玉野造船所）
浅野造船所＝1936年11月鶴見造船（鶴見製鉄造船）＝1940年10月日鋼鶴見（日本鋼管鶴見造船所）
大鉄桜島（大阪鉄工所桜島工場）＝1943年3月日立桜島（日立造船桜島工場）
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海防艦「択捉」

1　船首楼／1942年6月まで海防艦は戦艦や
空母と同じくくりの「軍艦」に類別されていた
ため、「占守」型も艦首に菊の御紋章をつけて
いた。模型的にはいいアクセントとなる。後端
側面に面取りがあるが、実艦写真ではたまに光
線の加減で写りが悪いことがある。「占守」は
大戦末期の被雷損傷修理で簡易型艦首を装着し
たが、この艦首は甲型ではなく丙型だったとい
う。誤記かどうかはともかく模型でもこの取り
合わせはいちおう可能で、形状的にもその方が
楽なのだが、キットの有効利用の方法として、
「占守」型と「日振」型の前後船体を入れ替え
て最終時の「占守」と「御蔵」型を作るほうが
おすすめ。
2　主砲／水上砲戦用の12cmG型砲。蔵出し
品で艦ごとにシールドの形状が異なる。旧型シ
ールドは「千鳥」型水雷艇のキットに入ってい
るが、形状がやや不正確なのと、同様のシール
ドを一部の艦が装着した「峯風」型に該当パー
ツがなく、流用対象として競合する点に注意。
ハセガワの「樅」「若竹」型にはサイズ・形状
ともより上質な旧型シールドの部品が入ってい
るものの、ピットロード版の新型シールドとの
折り合いがつかないのが難点。また、旧型の中
にも裾のある物とない物があり、駆逐艦では1
番砲を前者、2番砲以下を後者と使い分ける例
も見られるが、「佐渡」は3基とも前者、「天草」
は3基とも後者を装備している（「隠岐」「福江」
は「佐渡」と同様？）。対潜作戦に砲3門はや

や過剰のうえ、後期には敵機との交戦機会が増
えたため、1門を撤去し機銃と置き換える艦が
増えた。ただし、横須賀鎮守府配下（旧第2海
上護衛隊）の艦は小笠原防備輸送のため最も早
く機銃増備を実施しており、工事を急いだため
か主砲を撤去せず単装機銃を多数装備する傾向
がある。
3　船体／軍艦式設計で欧米の同種艦より細長
いが、特に復元性の問題を指摘されたことはな
いらしい。「択捉」型まで耐氷構造を採用。「占
守」型は太平洋戦争開始時に舷外電路を装着し
たが、「択捉」型より艦内導設に変更。造船現
場では当初この消磁コイルの理屈がわからず、
電流が艦を1周しなければならないのを出来心
で左右対称にして怒られたという逸話もあるら
しい。「占守」は艦首再生時に艦内式へ改めた
ようだ。なお、「占守」型は三菱長崎の設計だが、
同社自身は本型と系列艦を1隻も作っていない。
4　艦橋／「占守」型の羅針艦橋は北方仕様の
ため窓にデフロスターがついており、「択捉」
型はその廃止や防弾板の装着の便などで形状変
更されたと思われる。防弾板の形状にバリエー
ションが見られるが、市販のエッチング製ディ
テールアップパーツではそこまで対応しないの
が普通なので、モデラー個人の腕の見せ所とな
る。羅針艦橋正面は丸いが、下に行くほど扁平
の面が現れ、上甲板のレベルでは角型に近づく。
こだわる方はキットを修整のこと。なお、羅針
艦橋から下の中部構造物は全体に舷窓の径が大

きすぎるので、特に船体の舷窓を開ける場合は
あわせて開け直すようお勧めする。また、構造
物後部に増設された連装・三連装機銃用の角型
機銃座には、丙・丁型初期状態を作ると余る艦
橋横機銃座の部品が流用できる。前面中段の迫
撃砲は1944年末頃装備。
5　マスト／途中から22号電探対応型に変更。
詳細は不明だが、写真が現存する各造船所の1
番艦の他、プラスアルファ（「壱岐」含む？）
が初期状態で竣工した可能性がある。これらの
艦も43年末から設置工事を実施した。「占守」
は艦首再生時に22号を24号と換装とする資料
あり。13号電探は最後まで未装備のものもあっ
たらしい。
6　ボート／キットは右舷2隻、左舷1隻だが、
この状態で竣工したのは「択捉」「佐渡」のみ
らしく、大多数が左舷側2隻の配置となってい
る。
7　煙突／「占守」型は探照灯の高さで幅が細
くなり、その面も照射線に沿ってハの字になっ
ている凝った作りだったが、さすがに「択捉」
型では普通の円筒になった。「占守」も後に改造。
キットには左舷側の通風筒がないので、足して
おくとベター。背面の烹炊所煙突のヘッドにバ
リエーションがあるようだが、角度による見か
けの差も考えられ確認困難。
8　対潜兵装／爆雷の定数は「占守」型設計時
で18個、「択捉」型設計時で36個。43年中に
電探装備と合わせて爆雷を60個に増す訓令が

出たようで、少なくとも「佐渡」は同年末に工
事を実施している。艦尾が狭いためレイアウト
に苦しんだらしく、「干珠」は45年3月に三式
（片舷式）投射機2基を装備とあり、在来の投
射機のそばではなく後部主砲より前の甲板室側
面だった可能性がある。また同年5月に三式爆
雷用投下軌道を設置とある。
9　艦尾／「占守」型と「択捉」型では舵の形
式が異なり、前者は半平衡式。「対馬」は昭南
付近で輸送船「徳島丸」に衝突されて艦尾を失
い、現地で簡易構造の艦尾をつけ直した。商船
マニアはなぜ旧式低速の同船がヒ号船団にいた
かを気にするところ。
10　ヒ71／海上護衛戦史における最重要船
団の一つ。マリアナ陥落後のフィリピン防備兵
力増強輸送と南方向け石油積取船団を複合した
もので、海上護衛総司令部は護衛空母「大鷹」
と甲型海防艦の大半を投入した。イラストは
1944年8月18日夕刻、ルソン海峡を南下す
る船団の状況を描写したもので、輸送船は画面
右の1番船「阿波丸」以下「帝亜丸」「摩耶山丸」
「香椎丸」と続く。速力は輸送船団としては尋
常ならざる16ノットとする記録がある。「択捉」
は敵襲の可能性が最も高い船団の右前方（左側
は陸岸）に配置されていたが、このあと船団の
最後尾にいた「大鷹」が雷撃されたのを皮切り
に大混乱に陥る。

1 Shumushu class had been fitted 
chrysanthemum emblem until June 1942.
2 Old pattern of 4.7in LA guns with various 
shape of shield.
3 Ice-strengthening hull.
4 Bridge shape was muchaltered from 
Shumushu class.
5 The first of Etorofu class by each builder, 
and possibly some of the second, was 
completed without modified fore mast for 
type22 radar.
6 Etorofu and Sado fixed motor boat on 
starboard.
7 The upper half of funnel was narrow in 
width in Shumushu class.
8 Depth-charge stowage was increased to 
60.
9 Semi-balanced rudder was applied to 
Shumushu class.
10 Convoy Hi-71. Right to left; Awa maru, 
Teia maru, Mayasan maru and Kashii maru.
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北洋警備用海防艦の第1艦として
1940年6月竣工。寒冷地用装備にも
かかわらず、太平洋戦争では開戦時の
南方侵攻作戦以来ずっと昭南近辺で活
動した。43年12月に第1海上護衛隊所
属となるが、最初に担当したヒ号船団
のヒ40でタンカー 5隻をすべて食わ
れ、夏にはミ11でフィリピン増援の
軍隊輸送船団を、ミ12ではボーキサ
イト運搬船4隻を一気に失うなど悪運
が連続。多号第二次・第四次作戦で2
度レイテから生還を果たすも、同月マ
ニラ湾口で雷撃を受け艦首切断。応急
修理で辛くもマニラから脱出し、本格
修理のあと古巣の北洋に戻って終戦を
迎える。海防艦の不幸を象徴するよう
な1隻。

戦時型海防艦の第1艦。1943年5月竣
工、第1海上護衛隊で南方資源輸送ル
ートの護衛に従事し、参加したヒ号船
団は海防艦中最多の17本に及ぶ。ヒ
71とヒ81・82では手痛い損失をこ
うむったものの、それ以外は比較的良
好な成績をあげ、姉妹艦の大半が戦没
かそれに近い損傷を受ける中で、これ
といった被害もなく戦い抜いた。44年

ピックアップ
海防艦「占守」

海防艦「択捉」

「占守」「択捉」型の製作 SHUMUSHU�and�ETOROFU�class

特記なき場合
2キットの

部品番号は共通

A9+B11+B14
（向き注意）

B20
（後期・艦により有無・前

後の違いあり）

B1
（「占守」型〜1942.6）

約2mm短縮
ジャッキステイ
のモールド

「占守」型は
A24+25

「占守」型
わずかに
曲線あり

羅針艦橋防弾板の
形状例

*後期電探
�搭載状態

舷外電路
（「占守」型戦時中）

A26（「占守」型新造時）

B32+36

B32+36

B16（左右・後期）

B8 B9

上部足すとベター

A5+14

B12

B21

A19

A19

A18

A18
cut

A21

A20

A20

A7+8 A13

B29×2
B23（左右）B6+7

A6+12（右）
A6+11（左）

A3
+A4
+A15

「満珠」「天草」（青）
「笠戸」（赤）

「天草」は
下部欠落

「鵜来」型
A16流用可

「隠岐」「福江」「干珠」 「佐渡」「隠岐」
「福江」はB32+
千鳥型A5

B29×2
B22（「択捉」「佐渡」は右。

その他は左）
B24（左・「占守」型のみ）

B10（左右）
正規の収納は向かい合わせ

B17+30
（44年末）

側面形状は
上端まで直線

B2（左右）

「占守」型煙突形状修整

A16+17
（「占守」型前期状態はA22+23）
（「択捉」型A16は若干延長するとベター）

「択捉」「松輪」「佐渡」「隠岐」
（＋「壱岐」？）は
電探非対応マストで竣工
キットパーツ流用時の

工作法

「占守」「国後」「石垣」
「択捉」型も

この形状のほうが多い 通風筒
（自作）
左舷側

「択捉」「松輪」
「佐渡」「対馬」
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海防艦「占守」「択捉」型

8

8

8

6

66

6 8

ラングーン

基隆

プエルトプリンセサ

ダバオ
パラオ

バリクパパン

北サンフェルナンド

マニラ（マ）

カムラン

キノンバンコク

マノクワリ

マカッサル

カウ

ミリ
（ミ）

ブルネイ

タラカン

スラバヤジャカルタ

パレンバン

聖雀
（サ）

昭南
（シ）

那覇
（ナ）

高雄
（タ）

香港（ホ）

楡林
（ユ）

上海

釜山

門司
（モ）

鹿児島
  （モ）

名瀬

ルソン海峡

台湾海峡

ミンドロ島

レイテ島

ルソン島

ハルマヘラ島

スマトラ島
ボルネオ島

セレベス島

ジャワ島

海南島

ラングーン

基隆

プエルトプリンセサ

ダバオ
パラオ

バリクパパン

北サンフェルナンド

マニラ（マ）

カムラン

キノンバンコク

マノクワリ

マカッサル

カウ

ミリ
（ミ）

ブルネイ

タラカン

スラバヤジャカルタ

パレンバン

聖雀
（サ）

昭南
（シ）

那覇
（ナ）

高雄
（タ）

香港（ホ）

楡林
（ユ）

上海

釜山

門司
（モ）

鹿児島
  （モ）

名瀬

ルソン海峡

台湾海峡

ミンドロ島

レイテ島

ルソン島

ハルマヘラ島

スマトラ島
ボルネオ島

セレベス島

ジャワ島

バラバク海峡

海南島

3101-3199→
←3201-3299

2601
-269
9→←25

01-2
599

00
1-
09
9→

←
90
1-
99
9

60
1-
69
9→

←
50
1-
59
9 34

01
-34
99
→

←3
30
1-3
39
9

40
1-
49
9→

←
30
1-
39
9

360
1-36
99→←35

01-3
599

80
1-
89
9→

←
70
1-
79
9

20
1-
29
9→

←
10
1-
19
9

部組織から、同格組織として新設さ
れた海上護衛総司令部に編入された。
しかし、ほぼこれと時を同じくして、
従来魚雷の不備などで不振だった米
潜水艦部隊が体勢を立て直し、複数
の潜水艦で船団を連携攻撃するウル
フパック戦術を導入。商船の被害は
むしろ急速に増加する。44 年 4 月
頃から船団数を減じて 1 個船団の
護衛を増強したが、効果があったの
はごく短期間で、マリアナ陥落後に
フィリピンへの兵力増援輸送が活発
化すると米側もルソン海峡に潜水艦
を集中させ、厳重な護衛のついた第
一級の重要船団でさえ手痛い損害を
被った。フィリピン戦が始まった
44 年 10 月末以降は船舶の枯渇が深
刻化し、ルソン島への敵上陸と 45
年 1 月の米空母機動部隊による仏
印方面大空襲を経て、3 月末からの
沖縄戦開始によって南方からの資源
輸送ルートは完全に途絶してしまう。
第 1 海上護衛隊は 44 年 12 月に第
1 護衛艦隊へ改編されたが、初期の
任務は失われた状態で終戦を迎える。

　太平洋戦争中の日本海上交通の大
動脈をなしたのが、内地から台湾を
経て昭南（シンガポール）に達する
東シナ海・南シナ海縦断ルートだっ
た。陸海軍の作戦行動と国内の産業
活動、特に兵器や軍需物資の生産性
を維持するために必要な石油・鉄・
ボーキサイトなどの資源は、いずれ
もこのルートの分岐線上から輸入す
る必要があった。そのため、海軍に
対してはその通商路の保護に格別の
配慮が求められ、第一段作戦が終了
した 1942 年 4 月に当該区間の一貫
的護衛責任を持つ第 1 海上護衛隊
が設立された。およそ戦時型海防艦
の第一建造目的はこの部隊での運用
と見てもよく、実際 44 年末までに
竣工した海防艦の大半が同隊に編入
されている。しかし、当初の兵力は
旧式駆逐艦・水雷艇・特設砲艦など
18 隻で、本書の収録範囲外の艦種
ばかりからなり、性能のバランスが
不適合なだけでなく、水測兵器すら
満足に備えておらず、質と量の両面
ではなはだ不安な内容だった。
　待望の「択捉」型海防艦が就役し
たのを受けて、43 年 7 月から内地
〜昭南間直行のタンカー船団「ヒ号」
がスタート。戦局悪化に伴う 9 月の
絶対国防圏構想に基づき、11 月に
は第 1 海上護衛隊が連合艦隊の下

■船団命名法について■
第1海上護衛隊設立当初は、航路ごとに3〜4桁
の番号が与えられ、下2桁を船団固有番号として
いた。門司〜高雄間下りは199の次が101となる。
1944年2月からは発航地と仕向地の固有符号
（図の地名に付随する括弧の片仮名）に通し番号
を付与する方式に変更。門司〜高雄間下りはモタ
01からとなった。これ以外に片仮名1文字の特
別船団があり、本土発の往航が奇数、復航が偶数
の通し番号が与えられた。代表例として門司〜昭
南間石油一貫輸送船団のヒ号があり、43年7月の
ヒ01から開始。他にミリ向け石油船団ミ号、海
南島向け鉄鉱石船団テ号などが知
られる。これら片仮名方式の場合
も、99の次は01にスクロールす
る規定だったようだ。

12月25日付で北洋へ転属となったが、
その後も2月下旬まで第1海護の担当
海域に残留。北方四島の名とは裏腹に
南シナ海の主として活躍した「択捉」
も、最後は艦名に相応しい海域で終戦
を迎える。

「択捉」型浦賀建造1番艦として1943
年3月竣工。第2海上護衛隊に配属さ
れ、同隊消滅後も横須賀鎮守府部隊所
属で本土南方ルートの護衛に従事。敵
潜の跳梁する海域でしばしば対潜戦闘
を繰り返し、輸送船や僚艦も度々失う
苦闘の日々を送る。44年後半からは敵
機との交戦も発生、11月21日にはつ
いに雷撃を受け大破。4か月余りの修理
を終えた後は大陸沿岸に転戦したが、
濃霧の中で船団の半数を撃沈されたり、
終戦直後の邦人引揚中に触雷損傷した
りと、最後まで苦難と隣り合わせの艦
歴をたどった。

海防艦「隠岐」

海上護衛戦（資源輸送）

第1海上護衛隊管轄地域主要船団番号図

舷窓

対空兵装強化の例

「択捉」1944年11月

「干珠」1945年3月

「八丈」（右舷）

「平戸」（右舷）

「八丈」（左舷）

「天草」（左舷）

22号電探

22号電探13号電探
三式爆雷対応

迫撃砲座（架台）のみ

迫撃砲

傾斜

傾斜

傾斜

傾斜

推定赤表示は位置推定

★＝1.5mm
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1945年の状態を再現。終戦間際に対空戦闘中を撮影された写真（「八丈」と紹介されること
がある）があるものの、後部の状態は不明で推定装備。本文でも紹介したリサイクル作例で、「鵜
来」型の船首楼は後端の内側が少し張り出しており修整を要するものの、平面形状やナックル
フレアの修整を織り込むついでに直してしまおう。

竣工時の状態。1943年夏のキスカ撤退作戦のメンバーとして、海防艦の中でも知
名度はかなり高いはず。作例は「択捉」型からの改造で、「占守」型のキットが発
売される以前の必須テクニックだったが、現在ではさほど重要ではなくなった。太
平洋戦争前期の場合は御紋章の撤去と舷外電路の追加をしておけばいい。

「占守」型のキット。2隻セットなので最大2箱でいいと思いきや、別仕様のランナ
ーが入っていて、素組で特定時期の4隻を得るなら結局4箱必要。ただし、キット
パーツで融通が利かないのはマストぐらいで、ある程度のディテールアップを前提
とするコレクションではほとんど影響ない。

こちらも「占守」型のキットで、新造時を示す。「択捉」型キット改造の「国後」と比べると
微妙なディテール変更が加えられていることがわかるが、基本設計は全く変わっていないので
混用も充分可能。入手できる商品に応じて融通してもいい。ただし「占守」型から「択捉」型
への改造は、煙突形状の変更など若干難易度が上がる。

「占守」Shumusyu

「国後」Kunashiri

「八丈」Hachijo

「石垣」Ishigaki
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海防艦「占守」「択捉」型

「択捉」型キットの素組。実際は主砲シールド、ボート配置、マスト形状の3点からほ
ぼ厳密に「択捉」の44年春と特定される状態になる。あいにく写真が現存しない船も
あるが、素組かそれに近いレベルで意外と個艦レベルの作り分けができるのも「択捉」
型のセールスポイント。マリアナ沖海戦に参加した「満珠」のような艦隊編成派の必
須アイテムも含まれるので、忘れず購入しておきたい。

ディテールアップ作例。「択捉」型には北洋と北九州一帯の島嶼名が用いられており、東日本
のファンは少しなじみが薄いかもしれないが、実際は第2海護で活躍した艦も多く、後期の兵
装増備も比較的簡単に対応できるので積極的に手をのばしていただきたい。

「択捉」Etorofu

「隠岐」Oki

▼海防艦「天草」。1943年11月、大阪湾にて。主砲シールドの形状に注意。「占守」「択捉」型は２番主
砲の側面で中甲板が傾斜しており、舷窓もそれに合わせて後ろ下がり。また、「択捉」型初期艦は舷窓の
数が多く、「択捉」では竣工時から一度開けた舷窓の一部を閉鎖している。「天草」の写真をよく見ると、
前部マストの見張所の形状も簡易化されている。（写真提供／大和ミュージアム）
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