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　本書の内容は、2005 年創刊した艦船
模型専門雑誌「ネイビーヤード」の連
載コーナー「嗚呼栄光の小艦艇隊」か
ら日本駆逐艦を扱った回を抜粋したも
のを中心とし、一般模型雑誌「モデル
グラフィックス」の関連記事とあわせ
所要の修整加筆と再編集を加えたもの
である。著者の既刊「戦時輸送船ビジュ
アルガイド」に対し、本書はより一般
的な模型雑誌のアプローチをとってい
るが、いわゆる工作技術に関する解説
は最低限にとどめ、予備知識としての
実艦に関する外見的情報の整理を重視
し、ユーザーの模型製作環境の充実を
図っている点では共通性を持っている。
連載開始当初から意図したモデラー向
け記事としての方針に、より普遍的な
要素が含まれているとも解釈できる。
　プラモデルの世界では、メーカー・
ユーザー双方にわたる関与者全体の平
均的年齢・知識・技術レベルの上昇を
背景として時代とともに緻密化が進ん
でおり、艦船のジャンルは縮尺度の大
きさも手伝って特にその傾向が目立つ。
より高度な作品を求める多くのファン
のニーズに対応するため、市場には膨
大な量のサポートアイテムが流通して
おり、「誰でも気軽にディテールアッ
プ」の謳い文句が雑誌の誌面に踊って
いる。とはいえ、結局はそれらを使い
こなすにも相当な知識が求められるし、
何より商品への依存にはコストが付き
もの。ユーザーの多様性とそれぞれの
主体性を保証しながら、よりよい模型
作りを提案するためには、通念的なディ
テールアップとは異なる発想からのア

対応力に回帰する。このときモデラー
がまず気をとめるのは、複数の商品を
並べてそれぞれの内容に不必要なずれ
を生じている事例ではないかと考えら
れる。同じ船のキットでもメーカーや
開発時期の違いで見栄えが随分違うも
のだし、極端な場合はあるメーカーが
ほぼ同時に同じアイテムを異なるコン
セプトで開発することもある。つまり
この種のゆらぎは避けられない要素で、
どんな作り方をするにせよ、自分のコ
レクションを整理する上でその点の是
正はまず誰しも考えるだろう。一つの
模型を作り込む場合はまず個々の部位
の向上から入るのが普通で、一般に手
を入れることをディテールアップと呼
ぶ所以でもあるが、コレクションの場
合は必ずしもそれに直結する必要はな
い。あくまで調整という考え方から入っ
ていくのだ。せっかく手を入れるのな
ら見当違いで無駄骨を折るのは嫌だと
思えば、次第に文献資料にも興味が出
てくる。商品自体とて人が作るものだ
から、たまには間違いもあるし、わかっ
ていても設計上の都合や、類似品をキッ
ト化するための妥協として、食い違い
を出さざるを得なかったところもある。
それらが見えてくるようになると、モ
デリングの方向性もおのずとついてく
る。
　艦型ごとの違いもそうだが、こと小
型艦にあたっては姉妹艦をどの程度そ
ろえるかも模型製作の大事な目安とな
る。調べるほどにどんどん出てくるマ
イナーチェンジを積極的にフォローす
るか否かに悩まされることだろう。艦

プローチも必要となってくる。そのひ
とつがコレクションモデリングという
観点に基づくトータルマネージメント
の考え方であり、本連載、あるいは本
書は、その裏付けとなるべき理論と実
践の叩き台としての企図を持っている。
具体的には対象の特徴をどこまで把握
し、それを模型作品にどう反映させる
かであり、一見すると前者は歴史研究
の一部たりうる作業、後者は付随的な
趣味の範疇ととられがちだが、実際は
これらを相互補完的に機能させて、事
象への理解を深めるなり実証主義的な
研究を進めるなりできる点も見過ごせ
ない。模型作りをしない読者も、その
ようなモデラー特有の考証法を文中か
ら読み解くことで発想の柔軟性アップ
につながるのでは。
　さて、艦船模型では現在 1/700 ス
ケールが最も充実したラインナップを
持ち、日本発祥ということもあって国
内メーカーの日本艦艇キットが軒並み
揃っており入手しやすく、本書でも原
則としてこの規格のキットを扱う。現
在では 1/350 スケールが深く根を下ろ
し、様々な面で余裕を持ってリアルな
細密表現を追求できる環境が整ってい
るが、かつて艦船模型といえばもっぱ
ら 1/700 という時代があり、サポー
トアイテムを含めた品目数、品質の両
面で圧倒的な発達を遂げてきた。実際
このスケールにはそれに対応できる懐
の深さがあったのも事実だが、少なく
とも他のスケールと比べて最も優位な
面をあげるとすれば、やはり企画当初
のコンセプトであるコレクションへの

型によっても得られる情報量に差があ
るし、工作技術がついていかなければ
難しいこともある。揃えるところと違
いを出すところのメリハリをうまく出
しながら、量と質の折り合わせをつけ
るのが腕の見せ所。がむしゃらでなく
ても、あえてやらないという駆け引き
の妙が出てくる。このあたりまで来る
と実際の工作以上に作品の奥行きが出
て、最早立派な玄人芸の域。通俗的な
意味のディテールアップはその後でも
充分なのだ。そして、コレクションを
進めると半ば必然にわき上がってくる
のが、欲しいものが発売されていない
という障壁、あるいはちょっとひねっ
て、商品化されていないものが欲しく
なる願望だ。様々なディテール調整の
経験を積んでいれば、最初はとても無
理だと思っていたことも、きっとそれ
までの作業の延長線で手が届くように
なっていることに気づく。地力がつい
たことを実感できる嬉しい瞬間という
わけだ。
　本書の構成にあたっては、このよう
な過程を想定した上で初級・中級モデ
ラーに対しモデリングの指針を示唆し、
模型に対するデッサン力の価値を再提
起する意味合いを持たせている。雑誌
上の連載ではランダムに駆逐艦以下の
多様な艦種を扱っているが、本書では
ジャンルを日本駆逐艦に絞り込み、太
平洋戦争に参加した各クラスを時系列
で掲載。それぞれについて、現行キッ
トの紹介、実艦との対比研究、工作の
要点を示し、様々なグレードの作例を
用意して読者諸兄がそれぞれに始発点

はじめに〜本書の指針と利用法〜
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■増補改訂版について
　本書は 2012 年 7 月発売された「日
本海軍小艦艇ビジュアルガイド　駆
逐艦編」の増補改訂版である。本書
で扱う 1/700 の駆逐艦インジェク
ションプラスチックキットはその後
も多数発売され、模型の世界での駆
逐艦事情もかなり様変わりした。概
して新製品は各社とも力作揃いで、
工作面でも考証面でもモデラー側は
ずいぶん楽になったが、それととも
に本書の身上であるコレクションバ
ランスの面では着実に平均値が底上
げされている点も見逃せない。ア
ジア太平洋歴史センター（JACAL）

や呉海事歴史科学館（大和ミュー
ジアム）の資料公開、潜水調査な
ど、情報の充実も著しい。初版発売
の翌年にブラウザゲーム「艦隊これ
くしょん〜艦これ〜」がスタートし、
駆逐艦の認知度が飛躍的に高まった
ことも大きな影響力を持っている。
このような状況で少しでも上を目指
したいファンが増えているのも確か
だろうし、基本的に自分はどの位置
にいてどう模型に向かい合うといい
か戸惑うビギナーもまた少なくない
と推察する。そのような現状に対応

したいとの意図もあり、今般本書を
単なる増刷ではなく、大幅に内容を
改めて刊行することとなったもの。
再編集作業にあたってはページ数を
増し、新たな模型商品の作例を可能
な限り追加（それに伴い不要となっ
た作例を一部省略）。全艦型の細密
図面を新規に起こしたうえ、原稿の
大半を見直し、本文・コラム・図版
類の全てにわたってさらなる充実を
目指した。旧版の誤りの訂正も含ま
れ、内容がかなり変わった箇所もあ
るが、何卒ご了承いただきたい。

なり目標点なり固有の基準を設定する
ための参考となるよう配慮した。また、
モチベーションを高めていただくため
の一助として、めぼしい艦の経歴紹介
やイラストでの場面再現を織り込んで
いる。艦型ごとの工作の幅や難易度に
は差がある。文中でもある程度目安を
示してはいるが、実際に工作を始める
にあたっては本書の順番にとらわれず、
一旦読み通してみて作業が楽そうだと
思ったクラス、興味のあるクラスから
選んでいっていただきたい。いずれ日
本駆逐艦の全体像が見えてくれば、そ
れを足がかりに他艦種や他国、別時代
へと視野を広げていくきっかけにもな
るだろう。もちろん、本書で扱った様々
な情報はそれ以外のモデリングを目指
す方にとっても有用性が見込まれる。他
のキットとの取り合わせにこだわらず 1
隻の作り込みに集中する場合でも、考
証面の情報は多いに越したことはない。
そのへんは割り切って純粋に模型とし
ての工作テクニックを追求する切り口
もあるとはいえ、やはり艦船ファンと
して作るなら、見てそれとわかるよう
な愛情のかけ方をしてみたいものだ。

「小艦艇にはまた特有の魅力があり、小
物だからといって侮るわけにもいくま
い。模型作りのアプローチは大物に増
して千差万別、何より値段が安いとあ
れば、考えようによっては大型艦より
低い敷居で幅広い楽しみ方を提供して
くれる、モデラーにとって嬉しい味方
ではないだろうか。このコーナーは、
製作のポイントを図で説明しながら、
そんな小物アイテムの魅力を再発掘し

ていこうという、実にお買い得な（？）
企画である」
　これが本連載開始時の冒頭文だが、
要するに意図するところはあくまで山
頂の目指し方ではなく、裾野の広げ方
にある。まずはたくさんの人に興味を
持っていただけることを理想としたい。
そして本書が一人でも多くの艦船ファ
ンにとって何らかの参考となりうるも
のであるよう願っている。

したものといってよく、20 世紀には駆
逐艦が魚雷戦艦艇の主役となった。水雷
艇は本末転倒してほぼ小型駆逐艦の同
義語のような扱いに変化、それとは別
に黎明期の水雷艇のリバイバルとして

「魚雷艇」が開発された。潜水艦も本質
的には潜水可能な水雷艇であり、駆逐
艦の兄弟分と考えてもいい。
　時代が下っていくにつれ、駆逐艦はそ
の行動域を外洋に求めて次第に大型化
し、味方艦隊の取り巻きのような位置
づけが定着していく。海上戦に潜水艦
や航空機が参入すると、駆逐艦にはそ
れらへの対応も求められ、ますます万
屋的性格が強調。戦後ミサイルが出現
して魚雷の重要性が下がり、今では駆
逐艦と他艦種、特に巡洋艦との線引き
がかなり曖昧になっている。つまり第
二次大戦は、駆逐艦が海上戦の複雑化
に対応して多様性を備えつつ、本来の
明快なアイデンティティをぎりぎり維
持していた時期であり、それが第二次
大戦の駆逐艦の魅力ともいえるだろう。

　駆逐艦という字面にせよ音の響きに
せよ、敏捷軽快な海上の猟犬というイ
メージを私たちの脳裏に想起させるに
ふさわしい。現代の海上兵力の中で駆
逐艦とはどういう船かと問われても少
し困ってしまうところだが、少なくと
も第二次世界大戦の頃までは、現実は
さておくとしても、駆逐艦の本領は魚
雷による敵艦の撃沈にあるとのコンセ
ンサスが世界に共通していた。
　日本で魚形水雷、略して魚雷と称さ
れる水中自走式爆弾は、ちょうど明治
維新にあたる 1868 年に発明された。19
世紀中頃、それまで数百年続いていた
木造の帆走軍艦（戦列艦）の時代が終り、
鉄製で蒸気動力を持つ装甲艦（戦艦）へ
と海軍力の中心が急速に転換。海上戦闘
の様式も、昔ながらの舷々相摩の白兵
戦ではなく敵艦自体を撃沈することで
決着をつける考え方へと変化する段階
にあった。運搬と使用が比較的容易な
うえ、まだ敵艦の防御が及んでいない
水面下に穴を開けて沈没に至らしめる
魚雷の発明は、小よく大を制するにうっ
てつけの手段として注目され、その運
用を主目的とする小型高速艇「水雷艇」
が各国で導入される。「駆逐艦」とはそ
の上位艦種で、もともとはイギリスが
宿敵フランスの水雷艇量産主義に対抗
し、より大型強力な艦を開発して「水
雷艇駆逐艦（Torpedo Boat Destroyer）」
と呼んだのがはじまりだ。最初の目的が
水雷艇の撃退にあったとはいえ、実際
のデザインは水雷艇をそのまま大きく

The author intended making this book mainly 
for beginner and intermediate modelers to 
acquire the technique and sense of collection 
modeling in 1/700 scale. In the view of point 
total management is essential and common 
mean of detail-up, addition of and 
substitution to superior parts is not so 
important. Although having been proved 
extensive adoptability this scale had been 
created to the aim by nature and just has 
advantage of other scale. Still investigation to 
each ship is to be useful for enthusiasts and, 
people being interested in modeling 
technique if anything will know how to 
express attachment to real ship.

When screw-propelled torpedo was developed 
in the mid 1800s, the mode of naval battle was 
at a turning point from close combat by 
wooden sailing ships to sinking tactics by 
ironclads. The new weapon brought small ship 
strong means to defeat main battleships and 
torpedo boat was quickly spread to world’s sea 
powers. The destroyer, originally developed in 
United Kingdom to overwhelm French torpedo 
boats as TBD (Torpedo Boat Destroyer), 
substantially large torpedo boat soon 
substituted for them.
Today the term of destroyer is obscure because 
of requirement diversification and development 
of missile, though, destroyer in the World War 
Two still had kept their essential identity.

駆逐艦とは

駆逐艦という艦種はイギリスが発祥。本来は水雷艇駆逐艦だが、いつの間にか駆
逐艦で通るようになった。写真は英国から輸入した黎明期の日本駆逐艦「不知火」
（写真提供／大和ミュージアム）。



　駆逐艦の伝統的位置づけからして、
プラモデルの世界で戦艦・空母・巡
洋艦よりも後回しになるのはやむを
得ない。近年商品化が盛んになった
1/350 でも、日本駆逐艦で実現して
いるのは「陽炎・夕雲（甲）」「秋月（乙）」

「島風（丙）」「吹雪（特・第 2 グループ）」
の 5 型式にとどまっている。それ以
外を見渡しても、現時点ではニチモ
の 1/200 甲・乙型、タミヤの 1/300
甲型が市場にとどまっているぐらい
だ。これらは単艦でも充分押し出せ
る人気があるゆえの大判モデルであ
り、製作に臨む際の心がけも他の大
型艦と同じで構わない。
　これに対し、コレクションを前に
立てた商品戦略、すなわち統一ス
ケールでサイズを問わずあらゆるタ
イプを網羅しようとする企画は、過
去にもなかったわけではないが、決
め手となったのは1971年から始まっ
た静岡模型教材協同組合の「1/700
ウォーターラインシリーズ」だっ
た。このシリーズの成功によって艦
船模型は世界的に 1/700 が主流とな
り、いわゆるプラモデル（インジェ
クションプラスチックモデル）とそ
の派生（レジンキャストやホワイト
メタルなど）を合わせれば、今や目
ぼしい軍艦で 1/700 が手に入らな
いものはないといっていい。もっと
も、前者と後者の間では流通量、品
質、価格、工作難易度のあらゆる面
で格差があり、余程入れ込んでいる
方でなければレジンなどを使いこな
すのは難しく、原則としてインジェ
クションで商売が成り立ちそうにな
いものをフォローするための世界と
考えていいだろう。
　それはさておき、ウォーターラ
インシリーズでは参加 4 社の手で
太平洋戦争時の日本駆逐艦の大半が
キット化されたが、「峯風」型など
一部を残したまま艦船模型の低迷期

を迎えてしまい、既存品の陳腐化も
目立ってきた。ここで新興のピッ
トロードが「スカイウェーブシリー
ズ」の名で 1/700 に参入。船とは別
に各種艤装品だけを商品化してディ
テールアップさせるという新たなコ
ンセプトでマニアの支持を集めると、
ウォーターラインシリーズの取りこ
ぼしを突破口に艦船自体でも独自ラ
インナップを拡充する。一方、その
頃ウォーターラインシリーズからフ
ジミが脱退してアイテムの大量欠落
が生じたのを契機として、静岡 3 社
が商品開発を本格的に再開。補完作
業に引き続いて既存品のリニューア
ルが進められており、現在はあと一
部を残すのみの状況。2000 年代に
入ると、フジミが突然猛烈な勢いで
艦船模型の開発をはじめ、技術的に
も高いレベルの商品を次々と投入し
て台風の目となる。ただし、主要ブ
ランド「シーウェイモデル」で目ぼ
しいアイテムが揃うと、今度はス
ナップフィット系の「艦 NEXT」シ
リーズを始めたため、駆逐艦の陣容
はあまり整っていない。進境著しい
中国や台湾のメーカーも現時点では
あまり日本艦に手を出さず、こと駆
逐艦に関しては本書で取り上げる必
要のあるキットは出ていない。一方、
2015 年から国内の新興メーカー・ヤ
マシタホビーが駆逐艦キットに乗り
出し、マイペースながらハイレベル
のサービスを提供している。
　このような経緯から、現在市場に
流通している 1/700 の駆逐艦キット
は基本的に以下の各グループに大別
される。

（1）ウォーターラインシリーズ
初期開発品

「島風」「吹雪」型「白露」型（タミヤ）、
「夕雲」型「朝潮」型「睦月」型（ハ
セガワ）、「陽炎」型「初春」型（ア

オシマ）、「秋月」型「松」型（フジミ）
　1970 年代開発の旧キットで、現
シーウェイモデルシリーズの古参品
も含む。最新キットと比べるとかな
りシンプルで細部のデフォルメも強
く、各社による表現や完成度の差も
大きいが、シルエットの再現の面で
は優れた品も散見される。大部分が
リプレイスされ、「吹雪」「白露」「睦
月」「松」の各型は現在も旧版のまま。
（2）ウォーターラインシリーズ
の再開発品

「島風」「松」型（タミヤ）「樅」「夕雲」
「朝潮」型（ハセガワ）「秋月」「陽炎」
「初春」型（アオシマ）
　1990 年代以降の製品で、フジミ版
の補完、自社製品のリプレイス、新
規追加の 3 パターンがある。旧版
とはかなりのレベルアップが見られ
るが、このグループ自体に 20 年以
上の幅があるため基本コンセプトの
違いが感じられる場合もある。また、

（1）と（2）は箱の仕立てがほとん
ど同じで、リニューアル前の旧キッ
トが市場に残っていて新旧混在する
場合も少なくない。知識がないと区
別が難しく注意が必要。
（3）スカイウェーブシリーズ
ピットロード製品
　やはり1990年代以降のラインナッ
プ。小物に熱心なメーカーで、艤装
品パーツにも定評がある。ディテー
ルに特有の癖を持っており、他社製
品との折り合いが付けにくい他、な
ぜか基本形状の把握が苦手で「細か
い割に似ていない」傾向がある。し
かし自社単独で日本駆逐艦の大半
をカバーしているのは最大の強みで、
発売年代を通して比較的表現にも一
貫性が見られる。ただし、近年各商
品ともフルハル仕様化が進められ、
単艦価格が上昇している。最後の「島
風」だけは全く造形表現が異なる。

（4）シーウェイモデルシリーズ
の新開発品（特シリーズ）

「秋月」型「陽炎」型「白露」型（フジミ）
　2000 年代後半になって加わった流
れで、このスケールの駆逐艦では従
来なかった徹底的な一品物主義の超
細密表現を売り物としたが、「白露」
型はバリエーションも考慮し落ち着
いた表現となる。その後の展開が期
待されるが後が続いていない。
（5）艦NEXT
「陽炎」「夕雲」「秋月」型（フジミ）
　近年フジミが力を入れている新ラ
インナップで、特シリーズの細密主
義を色濃く継承しつつビギナーユー
ザーを意識したスナップフィット

（接着剤不使用）、多色成型とシール・
デカールによる塗装不要の形態を
とっており、かなり欲張った商品仕
様。相当マニアックなディテール表
現も見られる一方、相反するベクト
ルを介在させるため意図的にスケー
ルバランスを崩しており、そのまま
で他社キットと混ぜて使うのは難し
い。なお、特シリーズの商品そのま
まで成型色変更とシール同梱をした
特 EASY という過渡的なラインナッ
プもあった。
（6）ヤマシタホビー
「吹雪」「睦月」型
　小さなメーカーだが艦船模型を熟
知しており、近年の細密主義に対応
しつつ作りやすさにも配慮した味わ
いのあるキットを繰り出す。すでに
アップデート版も発売。さらなる商
品展開が期待される。
（7）派生品
フルハル仕様キット、エッチング
パーツ付き特別仕様など
　タミヤ以外の各社が様々な派生品
を出している。ほとんどの場合は既
存キットに新たな部品を足して作る
企画もので、定番ものより数が少な
く不意に見かけることもあるといっ

艦船模型と駆逐艦
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　ピットロード隆盛の礎といっても
過言ではないアクセサリーセット。
ＷＷ 2 日本海軍艦船装備セットは 1
〜 7 まで発売され、このうち「睦
月」型までの駆逐艦と水雷艇のキッ
トには 4（一部変更あり）、特型以
後の各艦には 5 のランナーが 1 枚
入っている。他のセットにも駆逐艦
用パーツが混じっているが、1 と 2
は際立ってオーバースケールなもの
が多く扱いづらい。
3ウォーターライン専用
エッチングパーツ
　いわゆるメーカー純正エッチング
パーツ。エッチングパーツは高価で
上級者向けのイメージが強いが、例
外的な存在ともいえるのが 25 ㎜単
装機銃のセット。ウォーターライン
シリーズには単装機銃のパーツがな

　本書では原則としてキット付属品
以外のディテールアップパーツは極
力使わないようにしているが、所要
品の数が不足する場合や、代用また
は転換する場合に備えて、関連情報
を掲載しておく。
1ウォーターラインシリーズ　日
本海軍装備品セット（小型艦用）
　現行のウォーターラインシリーズ
の駆逐艦キットに入っている共用装
備品ランナー（Ｘパーツ）の単品売
り。やや古くなったが成形の切れ味
が抜群。ただし駆逐艦用主砲塔のサ
イズが小さく、魚雷発射管も短いの
が難点。砲塔の使用はあきらめ、発
射管のチューブを延長する手を打ち
たい。
2ピットロード　
艦船装備セットシリーズ

いものが多く、最近の模型レベルで
は省略するのはさすがに不満。この
セットは 1 個で機銃 140 門が入っ
ており、へたなプラ部品よりコスト
パフォーマンスも圧倒的に上。
4ファインモールド　
ナノドレッドシリーズ
　代表的職人気質メーカーとして知
られるファインモールドの超細密プ
ラ部品シリーズ。エッチングパーツ
全盛時代に登場し、1 基ずつ組み立
てなければならなかったエッチング
製連装機銃を一夜にして時代遅れに
した。それだけにかなり割高だが、
品目を細かく分けて発売しており、
無駄が出にくいような配慮はされて
いる。最新の艦船キットの中にはそ
のままでもそこそこフィットするも
のもないではないが、生半可なキッ

トや追加工作ではモデラーの側が使
われてしまうだけ。ただし目立つ部
品なので、ある意味ハッタリ的に全
体の印象を引き上げる使い方も。
5ピットロード　
新艦船装備セットシリーズ
　ナノドレッドシリーズに続いて出
現したリメイク版装備品セット。全
体としてはナノドレッドよりやや割
安ながら、体裁は旧シリーズに近く、
さほど細分化していない。ナノド
レッドにはない部品もあり、相互補
完的な使用も可能。

　ここにあげた以外にも各メーカー
の商品があるので、興味があれば一
通り情報をあたってみていただきた
い。

た具合。ただしアオシマのフルハル
艦船シリーズは船体が丸ごと新規。
 
　また、過去にはこれ以外に、極め
てスケールモデルの範疇に近づいた
玩具（いわゆる「食玩」と呼ばれた
もの。本文「松」型の項参照）が発
売されたこともある。この項目に関
してはごく短期間で情勢が大きく動
くことも考えられる。
IJN destroyers of injection plastic model in 1/700 
scale can be sort to five groups; the initial production 
in Water Line Series, revised production in the same 
series, PitRoad Sky Wave Series, new tool in Fujimi 
Sea Way Model Series and derivatives of them.

ディテールアップパーツ

▲筆者が本書作例で使っている連装機銃。ファ
インモールドが最初に出したエッチングパーツ
をベースにしたオリジナルで、スケールバラン
スの程度を示す記号的な役割を与えていたが、
無念にも商品が終売となり使えなくなった。

▲1/700の水線模型は圧倒的なラインナップの充
実が売り物。外国の駆逐艦にも国内メーカーのイン
ジェクションキットがいくつかあり、ヘビーユーザ
ー向けのレジンキットも国内の専門店や通販ショッ
プで入手できる。各国で異なるデザインコンセプト
を作り比べることができるのはもちろんだが、特に
迷彩塗装は日本艦専門ではとても味わいきれない部
分。多様な迷彩塗装を気軽に楽しむにも、小型艦は
うってつけの素材なのだ。

◀駆逐艦でも人気のアイテムは様々なキットが発売
されている。代表的なのが「雪風」で、現在は
1/300（タミヤ）、1/350（タミヤ・ハセガワ）、
1/700（アオシマ・フジミ＝水線・フルハル両仕様、
ピットロード＝水線のみ）が発売中。「陽炎」型と
いうくくりでよければニチモの1/200もある。好
きな船なら何隻作っても飽きないから一通りコンプ
リートしたい、という方もおられるのでは。

1 3 4

52
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●アンカーレセス
錨がすっぽり収まる舷側の凹み。しぶ
きが飛ぶのを抑える。本書では最初（「峯
風」「沢風」）と最後（「橘」型）を除き
装備。例外の艦は平板の舷側に直接ベ
ルマウス（錨鎖を通す穴の出口にある
ビーズ状の金具）がついている
●シアー・フレア・キャンバー
船体形状の 3 大用語。シアーは前後方
向の反り上がりで、うねりを乗り切る
ため、フレアは舷側（特に艦首）のラッ
パ状の広がりで、甲板への波の打ち上
げを防ぐため、キャンバーは甲板面の
カマボコ状の膨らみで、水はけをよく
するためのもの。帆船時代から船舶設
計の大原則だったが、時代が下がるに
つれ船の大型化でシアーやキャンバー
の重要性が薄れ、今やフレアよりステ
ルスのほうが大事になった。
●主砲
その艦で最も口径の大きい火砲。砲弾
の装塡に適する砲身仰角の違いなどか
ら、対艦用（平射砲）、対空用（高角砲）、
両用に大別されるが、その基準はかな
り曖昧。駆逐艦用主砲の最大射程は大
体 15 ㎞前後。なお、主兵装というと駆
逐艦では魚雷が先の場合があり、主な
複数の武器を示すこともあるが、その
基準も特にない。特型から「秋月」型
までの日本駆逐艦の主砲は、シールド
が全周閉鎖の砲室となる。厳密な用語

日本海軍で使っていたのは合致式と
言って、左右の腕の先につけたレンズ
の映像が合致するときの角度差から距
離を算定する、三角測量の原理を使っ
たもの。腕の幅が広いほど精度が増す。
●レーダー
現 在 で は レ ー ダ ー（radio detection 
finder を詰めた新語）が最も通りのい
い言葉だが、当時の日本海軍は電波探
信儀、略して電探と呼んだ。電波を発
信して山彦の原理で戻ってきたものか
ら目標の距離やサイズを測定するもの
だが、この電波を受信して発信者の存
在を察知する装置もあり、これを電波
探知機、または逆探と呼んだ。
●防雨装置
排煙が雨と反応して金属を腐食させ
る、セルフ酸性雨のような現象が起こっ
て劣化するのを防ぐため、煙突の内部
に雨樋を設置するようになった。なぜ
か日本特有の装備で軍事秘密扱いだっ
たという。なお、同じく雨よけのため
未使用時の煙突頂部にはカバーをかけ
ておくが、傘の骨に相当する金枠は日
本艦の模型では特に重視される傾向が
ある。これをファンネルキャップと称
する例を時々見るが、本来ファンネル
キャップとは排煙の向きを調節するた
めのフードを示す用語で無関係。
●蒸気捨管
第二次大戦中の日本駆逐艦は全て蒸気

としての砲塔は甲板の下層にも旋回部
があるものを指すが、回りくどいので
本書は砲塔で通している。
●舷外電路
第二次大戦で登場した磁気感応式機雷
の炸裂を防ぐため、船体外周にそっ
て電線を巻いて通電し、電磁コイルを
形成して艦本体の磁気を打ち消す方策
がとられた。用途の上では消磁電路と
称し、艦外に追加装備されたものを舷
外電路と呼ぶ。常時波さらしで劣化破
損が激しいため艦内装備が望ましいが、
日本での実施例はあまり多くない。
●羅針艦橋
羅針儀（コンパス）のある場所で、通
常は艦橋と言えばここを指す。艦長の
号令で横の操舵手が舵輪を回すシーン
を想像するが、日本駆逐艦の場合、「初
春」型から「島風」までは舵輪が下の
操舵室にあり、丸窓が多く開いている
のはそのため。少なくとも特型以降の
艦橋は、窓ガラスが上下スライド式に
なっていて、戦闘状態では下の側壁内
に収納する。駆逐艦乗り特有の用語と
して、艦橋前方右舷にある艦長専用の
椅子を「お猿の腰掛」と呼んでいた。
なお、駆逐艦に限らず航海中の船のブ
リッジは点灯厳禁で、模型の艦橋に電飾
を仕込むのは考証的には好ましくない。
●測距儀
光学的に目標の距離を測定する装置。

タービン推進で、タービン翼を回す蒸
気を発生させる缶（ボイラー）を 2 〜
4 基持っていた。その不要な蒸気を抜
く管が蒸気捨管。たまに結合されるこ
ともあるが、日本駆逐艦では単純に缶
の数だけついている。大型艦では艦名
識別の重要ポイントとなる場合が多く、
模型関係の本ではやたらととりあげら
れる。駆逐艦では「秋月」型のみその
対象で、むしろ炊事場（烹炊所）の煙
突のほうが取り沙汰される機会が多い。
●タンブルホーム
英語で Tumblehome。舷側が内側に向
けてハの字に傾斜する構造で、水線上
の船体重量軽減策として戦前は艦船に
広く用いられていた。19 世紀末のフラ
ンス戦艦など極端な例もあるが、やり
すぎると大傾斜で急に復元性が悪化す
る欠点が生じる。
●魚雷
最近ではアニメの影響などで用語の通
念が曖昧化しているが、本来は水中自
走式機雷で空は飛ばない。第二次大戦
時の世界的主流は直径 53.3 ㎝（18 イ
ンチ）、炸薬 300 ㎏台、最大速力 40 ノッ
ト付近での射程 10 ㎞前後ぐらい（国に
よって幅がある）だったが、日本の酸
素魚雷（九三式魚雷）は直径 61 ㎝、炸
薬 500 ㎏、速力 48 ノット時の射程 22
㎞と断トツの性能を誇っていた。末期
には射程を縮め炸薬を 5 割増しにした

本書ではあまり海軍の専門用語にこだわらず、できるだけわかり
やすい表現を用いるようにしているが、略しきれないものや紛ら
わしいものについて、本来の用語やその詳細について記しておく。

モデラーのための駆逐艦用語集

フェアリーダー 
fair leader

艦首 
bow

アンカーレセス anchor recess

錨鎖 
anchor chain

手すり 
hand rail

シアー
（舷弧） sheerフレア flare

キャンバー 
camber

船首楼
 forecastle

スパンウォーター 
span water

ボラード
（双繋柱） bollard

ケーブルホルダー（錨鎖車） 
cable holder

舷窓 
porthole, scuttle

主砲 main gun

砲身 gun barrel

舷灯 
side light

舷外電路 
outboard degaussing cable

ラジアル式ダビット 
radial type davit

カッター 
cutter

羅針艦橋
 navigation bridge

測距儀 
range finder

方位盤（射撃指揮装置） 
director

烹炊所煙突 
galley chimney

前部マスト foremast
見張所 lookout, crow’s nest

流し場 
scullery

上甲板 
upper deck

魚雷発射管 
torpedo tube

給気筒（通風筒） 
ventilator

蒸気捨管 
steam vent

舷梯（収納時） 
gangway

機銃 
machine gun
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タイプも作られた。なお、2 連装以上
の旋回式魚雷発射管を略して連管と呼
ぶこともある。
●次発装塡装置
日本駆逐艦特有の装備。ふつう駆逐艦
は魚雷を常時発射管に装塡しておき、
艦によっては別の場所に予備魚雷を格
納していた。このケースのことを日本
海軍では格納筐（かくのうきょう）と
呼んでいたが、本書ではより平易な表
記を使っている。発射管の魚雷を使う
と、あとでここから人力で取り出し再
装塡する。日本駆逐艦の甲板上には魚
雷運搬台車用のレールも敷かれている
が、もちろん非常に危険な作業で、時
間もかかり戦闘中には到底できない。

「初春」型以降、この予備魚雷をケース
から直接動力を使って発射管に装塡す
る機能が搭載され、うまく立ち回れば
1 回の戦闘中に 2 回雷撃ができるよう
になった。厳密にはこの装塡機構が要
だが、一般的には「発射管への直接次
発装塡が可能な位置に置かれた予備魚
雷庫」をさして次発装塡装置と呼ぶこ
とが多い。
●スキッドビーム
予備魚雷庫に魚雷を仕舞うための装置。
ガントリークレーンの一種で、スキッ
ドビームまたはオーバーヘッドレール
と呼ぶ。
●搭載艇

との関連でブロック状のしっかりした
ものがついていることがある。
●機雷・掃海具・爆雷
　駆逐艦の艦尾に積まれることが多い
装備。機雷は水中に敷設しておく爆発
物（英語では地雷と同じ mine）で、何
らかの発火装置を持つ（当たり前のよ
うだが）ことから機械水雷という用語
を与えられ、略して機雷。日本海軍が
艦隊決戦用として開発した連繋機雷は
浮遊機雷の一種で、機雷 4 個をロープ
でつないで引っ掛かりやすくしたもの。
秋山真之が発案したといわれ、日本海
海戦以来使いたくて仕方なかったよう
だが、ギャンブル的要素が強い上に味
方討ちの危険もあるので使用中止と
なった。機雷除去作業を掃海と呼ぶが、
日本駆逐艦の掃海用装備は海底繋維触
発式機雷用（P29 参照）。単艦式掃海
具の展開器（パラベーン）は防雷具と
いう名称で主要艦艇にも積まれており、
小型艦用のものは深度調節装置などの
付帯装備を合わせて掃海具と呼ぶが、
一般にはパラベーンと専用揚収装置を
さして掃海具と呼ぶことが多い。一方、
爆雷は対潜水艦用の爆弾を指す用語で、
機雷や魚雷より後の第一次大戦で登場
した。通常はドラム缶状の形態をとり
設定深度の水圧で作動する。ソナーや
聴音機といった探知装置とセットで運
用するが、本書では原則として水線模

雑用の小型ボート類。正式な海軍用語
は装載艇で、短艇（または端艇と表記）
とも呼ぶ。駆逐艦の場合はカッター 2
隻、内火艇（モーターボート）1 〜 2
隻が標準で、昭和初期まではこれ以外
に櫓で漕ぐ通船を積んでいたが、順次
撤去された。基地用のボートと異なり
船底の赤塗装をしない。
●給気筒　
機関室用の巨大なものから部屋の換気
用の小さいものまで同様に呼ぶ。旧
式艦の甲板上によく見られる「きせる
型」のものは向きを変えることができ
る。また、旧式艦ではまれに機関室の
天窓を開けてウインドセイル（ウイン
ドスル）というキャンバス製の応急ベ
ンチレーターを立てていることがある

（Ｐ 21 写真参照）。遠方からはスルメに
見える。
●リノリウム
木材の代用として使われる甲板の床面
シート。緩衝・断熱が主目的で、居住
区の床やその上の露天甲板などに敷か
れた。P83 参照。
●プロペラガード
上から見て推進器が舷側からはみ出し
ている場合、他の船との接触破損を防
ぐため備え付けられる装置。細身で大
馬力の軍艦には多く見られ、駆逐艦で
はほぼ必須装備。通常は籠状の金枠だ
が、日本駆逐艦では掃海具の展開装置

型を扱うのでこれらの出番はない。
●八八艦隊計画
戦艦 8 隻、巡洋戦艦 8 隻で主力艦隊
を編成し米艦隊を撃破する艦隊構想で、
1907 年制定の国防方針で明記。日露戦
争で疲弊した直後にもかかわらず国力
10 倍とされるアメリカとまともに張り
合おうという無茶なものだった。実際
は八四艦隊、八六艦隊とステップを踏
んで整備が進められ、最終的には予備
を含めた八八八艦隊まで目論んでいた。
ワシントン軍縮条約で頓挫。
●友鶴事件
1934 年 3 月に新造直後の水雷艇「友鶴」
が転覆した事故。「千鳥」型の項参照。
●第4艦隊事件
1935 年 9 月、大演習のため臨時編成
されていた第 4 艦隊が三陸沖で大型台
風と遭遇し多数の損傷艦を出した事件。
中でも特型の「初雪」「夕霧」が艦首を
切断したのが最大の被害だった。
●臨機調事件
1937 年 12 月、就役開始したばかりの

「朝潮」型駆逐艦のタービン機関に故障
が発見され、臨時機関調査委員会（臨
機調）の極秘編成と全タービン艦の調
査に及んだ騒ぎ。委員長は山本五十六
だった。友鶴事件・第 4 艦隊事件に次
ぐスキャンダルかと騒がれたが、結局

「朝潮」型固有のトラブル（偶発的な共
振現象による動翼破損）と判明。

レーダー（電探） 
radar

左舷 
port

右舷 
starboard

次発装塡装置 
spare torpedo loader

スキッドビーム（オーバーヘッドレール）
 squid beam, overhead rail

魚雷運搬軌条 
torpedo track

ビルジキール 
bilge keel

煙突 
funnel

防雨装置 
water-proof device

ガンネル 
gunwale

船体 
hull

探照灯 
searchlight

方位測定器 
radio direction finder

ラッフィング式
ダビット
 luffing type 
davit

内火艇 
motorboat

後部マスト（メインマスト） 
mainmast

艦尾信号灯
 signal lamp

リノリウム（コーティシン） 
linoleun, corticene

装塡演習砲 
practice loader

プロペラガード 
propeller girdle

掃海具用ウインチ 
paravane winch 掃海具（パラベーン） 

paravane

爆雷投下台 
depth charge 
rack

爆雷投射機 
depth charge thrower

推進軸 
propeller shaft

シャフトブラケット 
shaft bracket

スクリュープロペラ 
screw propeller

舵（釣合舵） 
hanging rudder

艦尾 
stern

艦尾旗竿 
ensign staff

薬煙幕発生装置 
smoke screen generator
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　明治維新以後、日本海軍は積極的
に西欧列強の軍事技術導入を図った
が、周辺諸国との軋轢の中でそれら
を実戦運用に供することで、19 世
紀末から 20 世紀初頭の世界海軍史
における技術的・戦術的進展に大き
な影響を与える存在にもなっていた。
水雷艇や駆逐艦に関してもそれは同
様で、中でもそれらの集団運用に関
する経験は日本が世界に先んじて獲
得し、輝かしい成功が彼らに水雷屋
としての強い自信と自負を持たせる
こととなる。
　日本海軍では 1881 年から水雷艇
の整備をはじめ、1894 年の日清戦
争勃発時には 20 隻あまりを保有し
ていた。翌年 2 月 5 日、水雷艇隊
は清国北洋水師の基地・威海衛に夜
襲をかけ、主力艦隊がさんざん手こ
ずった装甲艦「定遠」を擱座放棄さ
せる大戦果をあげる。史上初の水雷
艇による集団襲撃作戦の成功に気
を良くした日本海軍は、1904 年ま
でに水雷艇 63 隻を就役させる一方、
1899 年からは本場イギリスから駆
逐艦 16 隻を輸入、それをもとに国
産した艦を加えて計 25 隻が日露戦
争に参加した。水雷艇や駆逐艦は、
今度はロシア太平洋艦隊の拠点・旅
順の周辺で何度か敵艦と交戦したほ
か、機雷敷設や掃海にも精力的に従
事。クライマックスの日本海海戦で
はバルチック艦隊への夜間洋上襲撃
を敢行し、再び戦艦 2 隻などを撃
沈破、疲労困憊した残存艦の多くが
翌日降伏を余儀なくされた。日本海

軍は水雷戦艦艇による大規模洋上戦
闘でも世界の先鞭をつけたのだった。
　日本海海戦の経験は、良くも悪し
くもその後の日本海軍の全てを決め
たといっていい。ロシアの後に敵対
が予想されたのはアメリカであり、
来るべき海上戦闘の舞台は必然的に
今までの大陸沿岸から離れ、これま
での水雷戦闘の常識を超える外海の
太平洋上となるはずだった。日本海
海戦で高波にもまれて思い通りの戦
闘ができなかった水雷艇は見切りを
つけられ、駆逐艦は更なる大型化へ
の道を踏み出す。日露戦争後の疲弊
によって陣容の立て直しに苦しんだ
日本海軍は、技術進歩への追随と第
一次大戦による需要の両面に対応す
べく大型と中型の 2 種類の駆逐艦
を並行建造する方策を取るようにな
り、1919 年初頭までにそれぞれ 8
隻、23 隻を就役させた。そして第
一次大戦後期に始動した本格的対米
戦用艦隊構築プランである「八八艦
隊計画」の中で再び駆逐艦の大量建
造を画策。軽巡洋艦を旗艦とする水
雷戦隊を編成し、より緻密で組織的
な戦術運動の研究構築が進められる。

The Imperial Japanese Navy at the transition 
to 20th century, having actively introduced 
European advanced technology after the 
Meiji Restoration, became to bring much of 
influence to the advance of world naval 
history. Among them Japanese early torpedo 
boats and destroyers had a very successful 
result both in Sino-Japanese war and 
Russo-Japanese war and the glory gave 
them firm confidence and pride. Making use 
of valuable experience IJN advanced 
systematic ocean-going group tactics for 
destroyers being lead by flagship cruiser in 
future decisive battle against mostly 
expected enemy, US fleet.

黎明期の日本駆逐艦

黎
明
期

（
小
型
駆
逐
艦
の
時
代
）

自
立
期

（
独
自
様
式
の
確
立
）

混
迷
期

（
ロ
ン
ド
ン
条
約
時
代
）

成
熟
期

（
太
平
洋
戦
争
）

1897

1911

1917

1899

1918

1912

1903

1925

1901

1920

1915

1905

1928

1933

1936

1937

1939

1942

1943
1944

三等駆逐艦（1912年類別）

一等駆逐艦 二等駆逐艦

新水雷艇

英30ノット型

英 F型

ヤーロー型

拡大強化

拡大強化

ソーニクロフト型
雷型（6）
暁型（2）

海風型（2）

磯風型（4）

江風型（2）

白露型（10）

島風（1）
松・橘型（32）

陽炎・夕雲型（38）

朝潮型（10）

秋月型（12）

峯風・神風型（24）

樅・若竹型（29）

睦月型（12）

初春型（6） 千鳥型（4）

吹雪型（24）

浦風型（1）

春雨型（7）
神風型（32）

東雲型（6）
白雲型（2）

桜型（2）
樺型（10）

桃型（4）
楢型（6）

戦利艦（5）

スヤ・タヤン・チョン級（2）

アラーブ級（12）

国産型

1892〜1903年製
（注3）

タイ向け輸出（1908〜 '12年）

全般的
改良

技術導入用（注4）

速力重視

再設計

高速化

再設計

細部修整

鴻型（8）

再設計

雷装強化

レイアウト
改良

縮小
（レシプロ主機）

縮小

縮小 縮小

縮小

フランス向け
輸出

空母直衛艦

簡易量産型

注 1：形式名の赤文字は輸入、青文字は輸出、括弧内は隻数を示す。
注 2：年度表示のうち、姉妹艦多数のクラスでは 1〜 2隻が前年末に完成している場合がある。
注 3：日露戦争戦利艦はいずれもロシア製。3隻は日本駆逐艦に相当。2隻は水雷砲艦と呼ばれる駆
逐艦の前段階の旧式艦。
注 4：「浦風」型は 2隻建造されたが「江風」はイタリアに売却され「アウダチェ」となる。

日本駆逐艦の系譜

▲駆逐艦「海風」。最初の一等駆逐艦。母体である英艦より一回り大きく、すでに特型的な設計コン
セプトの萌芽が見られる（写真提供／大和ミュージアム）。

▲駆逐艦「村雨」。日本初の国産駆逐艦で、輸入したイギリスのソーニクロフト・ヤーロー両社のデ
ザインを参考にしていた（写真提供／大和ミュージアム）。
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　日本海軍にとって、イギリスから輸
入した駆逐艦とその技術は日露戦争の
勝利に大きく貢献するものだった。し
かし次なる敵をアメリカと定めたとき、
広大な太平洋上で彼を迎え撃つために
は従来の枠を超えた新たな駆逐艦が必
要となった。外洋で戦闘力を発揮でき
る大型駆逐艦の開発は、英海軍の同種
艦をもとにした「海風」型でスタート
し、改良版の「磯風」型に継承されるが、
その一方で予算節約のため中型駆逐艦
を並行建造する方策がとられ、両型の
縮小版である「桜」「桃」型と、さら
にそれらの戦時追加分である「樺」「楢」
型が建造された（他に技術導入用の輸
入艦「浦風」がある）。これらは制度上、
排水量 1000 トンを境に一等・二等駆
逐艦と分類され、2系統の並行建造は
その後もしばらく日本駆逐艦史の特徴
となった。500 トン以下の三等駆逐艦
は新造されず、既存艦の退役に伴い消
滅した。
　デザイン面でより日本の独自性が
はっきり打ち出されたのは、1918 〜
'19 年の「江風」型で、主砲を 4門か
ら 3 門に減らす一方で砲座を全て船
首楼甲板レベルに配し、高い波浪の中
でも戦力を維持する配慮が払われた。
来るべき八八艦隊計画の主力駆逐艦は
この経験をもとにデザインされ、火力
の回復とドイツ式レイアウトの採用で
バランスと実用性の向上を図る。これ
が「峯風」型で、マイナーチェンジの
「神風」「睦月」型をあわせ 36隻が就役、
1930 年代前半まで日本海軍の駆逐艦
用兵の基準をなした。このグループに
対しても、縮小版の二等駆逐艦「樅」「若
竹」型計 29隻が建造されている。
　1922 年に締結されたワシントン海
軍軍縮条約で主力艦の建造が制限され
ると、水雷戦隊は劣勢の戦艦隊を補う
べく、主力決戦の前に敵勢力を削ると
いう明確な役割を与えられた。いわゆ
る補助艦艇強化策として日本海軍が出
した答えの一つが「特型」駆逐艦であ
り、従来艦に対し排水量 1.3 倍、武装
1.5 倍の有力艦は列強各国に強い衝撃
を与え、対抗艦の建造へと駆り立てる。
特型によって、日本駆逐艦は一挙に世
界をリードするトップブランドにのし
上がったのだ。

To develop new ocean-going large destroyer IJN 
felt necessity to get out of British design. 
Although more than 1000tons of displacement 
was regarded to be desirable they had to build 
smaller ships simultaneously because of 
financial restriction. After some of transitional 
design two types, large Minekaze and small 
Momi were set about mass-production. Being 
influenced by Washington naval treaty as a 
catalyst, IJN created innovational design 
‘Special’ type, Fubuki class.

日本式駆逐艦の
確立

第一部

「峯風」型
Minekaze class

「神風」型
Kamikaze class

「樅」型
Momi class

「若竹」型
Wakatake class

「睦月」型
Mutsuki class

「吹雪」型
Fubuki class
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舷側艦名表記1
　日本駆逐艦は明治の導入当初から太平洋
戦争開戦時まで舷側中部に艦名を書き込む
慣習があり、何度か書体やサイズ、色を変
更したうえ、「峯風」「樅」型の頃は1915
年の規定に従った片仮名白文字シャドウな
しのフォントを使っていた。しかし新たに
導入された番号艦名は、従来より字のサイ
ズを大きくしてシャドウをつけ、位置も船
首楼後端上部に変えた。ところが1924年
末から艦首付近に駆逐隊番号を記入するこ
とになり、船首楼が数字だらけになって見
栄えが悪いため艦名を元の中部へ移動、「神
風」型（あくまで後の名前だが）終盤から
この規定で竣工した。1928年の改名後の
艦名表記は以前の艦と同じ規格に戻したが、
その名残は番号艦名とほぼ同じフォント・
サイズを使った駆逐隊番号に見られる。

　日本海軍が対米戦を意図して整備
に着手した一等駆逐艦の中でも、初
の本格的量産タイプとして第一次大
戦直後から就役開始したグループが
「峯風」型。最大の特徴は 39 ノッ
トという計画速力にあり、レイアウ
トの面でも外洋の悪条件下で戦闘力
を維持するための配慮を織り込んで
独自性を主張。対米戦用の新艦隊構
想「八八艦隊」計画のもと、マイナー
チェンジの「神風」型を加え 24 隻
が建造されたうえ、雷装強化版の「睦
月」型へと発展する。日本の建艦史
としては、英国の追随・模倣から本
格的なジャパニーズスタイルへと脱
皮する段階ととらえられている。初
期の艦は昭和 10 年代には駆逐艦と
しては使えない状態まで消耗してい
たが、それでも全艦が太平洋戦争に
参加し、一部は最前線の艦隊戦を経
験。中期以降は船団護衛など副次的
任務に活路を見出して、終戦時も 6
隻が健在だった。静かであるべき余
生に最も苛烈な環境を強いられた老
兵は、どのような目で若かりし頃を
思い浮かべたのだろうか。

　ウォーターラインシリーズ未発

売。「睦月」型を担当したハセガワ
も結局手をつけず、切歯扼腕してい
たファンの要望を汲んだのが新興の
ピットロードだった。同社はスカイ
ウェーブシリーズの初期からこのグ
ループを扱い、2クラスの前後期仕
様を発売。ハセガワのキットを凌駕
するディテールが好評を博した。冷
静に見るとどうも鉛直方向のバラン
スが悪く落ち着かないシルエットな
のだが、当分はこれを使うことにな
りそう。同社の製品は近年 SPWシ
リーズと称する簡易箱のバリエー
ションにシフトし、下部船体などを
追加しているが、水線以上の基本
パーツのランナーは同じものが入っ
ている。

　この両クラスは竣工時から最終時
までを通してバリエーションがきわ
めて多彩で、模型製作にあたっても、
ごく一部の部品を取り換える程度の
レベルから原型をとどめない大改修
まで一通りそろっており、ほぼこれ
だけで本書の内容が集約されてしま
うほどだ。ピットロードのキットの
中にも、一部のモールドの撤去やプ
ラ板などによる部品新造といった、
やや商品本来の枠を超えた追加工作
を指示するものがあり、読者諸兄に

とって本稿が役立つか、相性が合う
かを見計らうにはうってつけの素材
ではないだろうか。
　かつて「峯風」「神風」といえば、
ハセガワ「睦月」型からの改造が上
級モデラーへの通過儀礼のような位
置づけだったが、今では物好き芸に
近くなった。ただ、ピットロード版
の欠点を修整するには結構な手がか
かってしまうので、簡便安価という
面では昔の通行手形も案外まだ使う
余地があるのでは。

「峯風」「神風」型について

キットについて

製作

Minekaze and Kamikaze classes were 
designed as the first mass-production large 
fleet destroyer in IJN under their revised fleet 
construction plan after Russo-Japanese war. 
To intercept US fleet, new imaginary enemy 
in open water in the Pacific Ocean, the 
emphasis was put on performance at heavy 
weather condition, adopting unique 
armament arrangement. Although some units 
had been exhausted by 1940 and withdrew 
destroyer role, all participated to the Pacific 
war. Six of them were still alive in August 
1945 after extensive, hard and gloomy 
service.

「峯風」
「神風」型

駆逐艦「秋風」、1923年（写真提供／大和ミュージアム）。「峯風」「神風」型は日本海軍の一等駆逐艦で最初の量産型であり、いわゆる八八艦
隊構想の主要ファクターの一つだった。第二次大戦当時は最古参のグループで、リ
タイヤ寸前の老兵という印象が強いが、模型を通してその造形的特徴を把握し日本
駆逐艦史の流れを体得してこそ小物屋として筋金が通る。多様なバリエーションへ
の対応工作は、まさしく本書の内容の縮図でもある。

ピックアップ～駆逐艦「秋風」
 「峯風」型の中期建造艦で、1921年4月
竣工。太平洋戦争開始時はマレー沖海戦
で勇名をはせた基地航空部隊の第11航
空艦隊に所属しており、基地施設・要員
の移動にあたる特設航空機運搬艦の護衛
を主任務としていた。1942年中期以降
はラバウルとその近辺で行動、44年には
月・風グループの残存艦を集めた第30駆
逐隊に加わり、対潜護衛部隊として新編
された第31戦隊の一員となる。44年11
月3日、ルソン島西方で輸送任務の空母

「隼鷹」を護衛中米潜「ピンタード」の雷
撃を受け沈没。艦歴を通してこなした役
割はあくまで第二線のそれだったが、活
動地域は常に最前線に接する危険なエリ
アで、44年2月のトラック大空襲も経験
しており、「峯風」型の中でも屈指のハー
ドワークだったといえる。実態からはや
や誇張されているが、アメリカでは小説

「深く静かに潜航せよ」の敵ボス役「豊後
ピート」として有名。
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「峯風」「神風」型
設計番号	 Ｆ 41（M-early,	M-mid）　Ｆ 41 Ａ（M-late）　Ｆ 41 Ｂ（K-early）　Ｆ 41 Ｄ（K-late）
基準排水量	 1215 トン（峯風型）　1270 トン（神風型）
全長	 102.6 ｍ（1/700：146.5 ㎜）
水線幅	 8.9 ｍ（1/700：12.7 ㎜）（峯風型）　9.2 ｍ（1/700：13.1 ㎜）（神風型）
機関出力	 3 万 8500 馬力
速力	 39 ノット（峯風型）　37.3 ノット（神風型）
兵装	 12 ㎝砲 4門、53.3 ㎝魚雷発射管 6門、6.5 ㎜機銃 2門、連繋機雷 16 個または掃海具または爆雷投射機片舷用 2基

ピットロード版……船首楼と砲座の高さを下げると見栄えが格段に向上するぞ！
ハセガワ睦月型改造……気楽に改造できる。適度に簡略化してシルエットで勝負！

峯風・神風型
Minekaze 
and Kamikaze 
class

艦名
name

建造所
builder

竣工
commissioned

終末
fate

グループ
group

識別点 distinguish points 備考
note

峯風
Minekaze

沖風
Okikaze

羽風
Hakaze

灘風
Nadakaze

夕風
Yukaze

太刀風
Tachikaze

野風
Nokaze

波風
Namikaze

朝風Asakaze
（第3駆逐艦）

松風Matsukaze
（第7駆逐艦）

追風Oite
（第11号駆逐艦）

朝凪Asanagi
（第15号駆逐艦）

沢風
Sawakaze

矢風
Yakaze

島風
Shimakaze

秋風
Akikaze

汐風
Shiokaze

帆風
Hokaze

沼風
Numakaze

神風Kamikaze
（第1駆逐艦）

春風Harukaze
（第5駆逐艦）

旗風Hatakaze
（第9号駆逐艦）

疾風Hayate
（第13号駆逐艦）

夕凪Yunagi
（第17号駆逐艦）

舞鶴工廠

舞鶴工廠

三菱長崎

舞鶴工廠

三菱長崎

舞鶴工廠

舞鶴工廠

舞鶴工廠

三菱長崎

舞鶴工作部

浦賀船渠

藤永田

三菱長崎

三菱長崎

舞鶴工廠

三菱長崎

舞鶴工廠

舞鶴工廠

舞鶴工廠

三菱長崎

舞鶴工作部

舞鶴工作部

石川島

佐世保工廠

1920.5.29

1920.8.17

1920.9.16

1921.9.30

1921.8.24

1921.12.5

1922.3.31

1922.11.11

1923.6.16

1924.4.5

1925.10.30

1924.12.29

1920.3.16

1920.7.19

1920.11.15

1921.4.1

1921.7.29

1921.12.12

1922.7.24

1922.12.28

1923.5.31

1924.8.30

1925.12.21

1925.4.24

1944.2.10戦没
（USS Pogy）

1943.1.10戦没
（USS Trigger）

1943.1.23戦没
（USS Guardfish）

1940.4.1転籍（第2号哨戒艇）

終戦時残存

1944.2.17戦没
（座礁・空母機）

1945.2.20戦没
（USS Pargo）

終戦時残存

1944.8.24戦没
（USS Haddo）

1944.6.9戦没
（USS Swordfish）

1944.2.18戦没（空母機）

1944.5.22戦没
（USS Pollack）

終戦時残存

1942.7.20転籍（標的艦）

1940.4.1転籍（第1号哨戒艇）

1944.11.3戦没
（USS Pintado）

終戦時残存

1944.7.6戦没
（USS Pargo）

1943.12.18戦没
（USS Grayback）

終戦時残存

終戦時残存

1945.1.15戦没（空母機）

1942.12.11戦没（沿岸砲）

1944.8.25戦没
（USS Picuda）

M-early

M-early

M-early

M-early

M-mid

M-mid

M-late

M-late

K-early

K-early

K-late

K-late

M-early

M-early

M-early

M-mid

M-mid

M-mid

M-late

K-early

K-early

K-early

K-late

K-late

1

3

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 2

1 2 1 2 1 1 1

1 3 2 2 1 1 1

1 3 2 2 1 1 2

2 3 2 2 1 1 1

2 3 2 2 1 1 1

2 3 3 2 2 1 2

2 3 3 2 2 1 2

2 3 4 3 2 2 3

2 3 4 3 2 2 3

1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 1 1

1 3 2 2 1 1 2

1 3 2 2 1 1 1

1 3 2 2 1 1 2

2 3 2 2 1 1 1

2 3 3 2 2 1 1

2 3 3 2 2 1 2

2 3 3 2 2 1 2

2 3 4 3 2 2 3

2 2 4 3 2 2 3

注：本表は形状識別用に艦名の配列を一般的な計画順から変更してある。表中のグループ名称は本書で便宜的に付与したもの（以下の各型も同様）。
「神風」〜「松風」は「第1〜7駆逐艦」として竣工、1924年4月24日付で「第1〜7号駆逐艦」に改名。「旗風」〜「夕凪」は「第9〜17号駆逐艦」として竣工。いずれも1928年8月1日付で固有名詞
に改名。「神風」〜「旗風」は番号艦名採用前に「清風」「軽風」「真風」「旋風」「大風」の名前を用意されていたといわれる。なお舞鶴工廠は1923〜'36年の期間中工作部に格下げされていた。
備考
1　「峯風」「沢風」太平洋戦争開戦時は雷装撤去済
2　「矢風」1937年より兵装大半を撤去し標的艦「摂津」無線操縦艦となる
3　「汐風」「波風」1945年回天搭載艦となり艦尾延長、「汐風」は回天4基（軌条2本）「波風」は同2基（軌条1本）装備。1号缶撤去
4　「春風」1942年触雷で艦首切断、簡易艦首装着

識別1

識別3

識別5

識別2

識別4

識別6

識別7

主砲

艦橋形状

煙突

錨収納

機銃配置

缶室給気筒

艦尾兵装

1：分散配置・旧式防盾　2：後部2門集中配置・新式防盾

1：側面段差　2：側面直線・下部段差　3：側面直線・下部直線　4：金属側壁

1：低い　2：高い

1：レセスなし　2： 大型レセス（細部相違）　3：小型レセス

1：分散配置　2：艦橋ウイング　3：艦橋下部

1：平板　2：お椀状

1：敷設型　2：掃海型　3：対潜型

識別表

工作のワンポイントアドバイス
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細部変遷図 detail transition 艦尾レイアウト
（注：DCT＝爆雷投射機）

基本工作 foundation

舷窓開放図 portholes

峯風型（前期）
「峯風」「沢風」「沖風」「矢風」「羽風」「島風」「灘風」

峯風型（中期）
「汐風」「秋風」「夕風」「太刀風」「帆風」

峯風型（後期）
「野風」「波風」「沼風」

神風型（前期）
「神風」「朝風」「春風」「松風」「旗風」

神風型（後期）
「追風」「疾風」「朝凪」「夕凪」

掃海型
（「羽風」）

爆雷投射機なし
追加未実施艦あり

機銃座（「峯風」「沢風」「沖風」「矢風」「羽風」）

防雨装置追加は艦による

艦橋平面

艦橋平面

機銃位置
（「島風」「灘風」）

旧型シールド
（1番砲のみ下端延長）

アンカーレセスなし
（「峯風」「沢風」）

掃海型
（「秋風」「太刀風」「帆風」）

掃海型の爆雷投射機追加位置 艦橋構造物改正

右舷に階段の切り欠き
（前期型にはない）

機銃位置

爆雷投射機
追加装備

配置変更 新型シールド

掃海型
（「朝風」「春風」「松風」「旗風」）

方位探知アンテナ
追加は艦による 煙突延長

前部煙突わずかに後方へ移動

艦橋構造物
初期より一部側壁あり

爆雷投射機
新造時より装備

おわん型吸気装置

予備魚雷増加
運搬軌条変更（下図）

左舷前部閉鎖

側壁拡大

機銃位置

「峯風」型は若干短縮

「峯風」型は若干前
実際の羅針艦橋は若干小さい

注： 右 舷 は「 帆 風 」、
左舷は「灘風」をもと
にしている 前後で若干高さが異なる

どのバリエーションでも
側壁の傾斜は浅くする

船首楼高さ下げる
ガンネル形状変更

フロアを下げる（側壁部品2.5㎜＋天面0.5㎜が目安）

4.5

3.5

2

1 1

2

2

★★＝1.5mm

★

★

★

★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★

2 3

3

3

3 2

1.5×14

1.5×4

1.5×14

1.5×11

69.5

69.5

2.5

4.52.5

0.5

2.5

2.5

2.5

3.5

2.5

3.5

部品A15上下逆に使う

実艦の計画喫水線

錨位置前にずらす

敷設型
（対潜型）

掃海型

DCT（左）

DCT（左）
DCT（右）

DCT（右）

爆雷用軌条

爆雷用軌条

掃海具
展開器

ウィンチ
（蒸気式）

爆雷投下台

ピックアップ～駆逐艦「春風」
 「神風」型3番艦で、第5駆逐艦として
1923年5月竣工。舞鶴工廠が軍備縮小
の影響で工作部に格下げされて最初の駆
逐艦だった。太平洋戦争開始時は第5水
雷戦隊所属で南方侵攻作戦に参加、ジャ
ワ上陸では来襲した濠軽巡「パース」を
雷撃して2本命中を記録。間もなく第5
水戦が解隊され、そのまま南西方面で護
衛や輸送にあたる。同年11月スラバヤ
付近で触雷し艦首切断するも沈没を免れ、
1944年からは第1海上護衛隊で資源輸
送船団の護衛に専念した（艦型図P26参
照。再生された艦首が簡易設計となって
いる）。1945年1月馬公で空襲により損
傷、内地にたどり着いたものの修理未了
のまま終戦を迎えた。一般にはバタビア
沖海戦の奮闘しか知られていないが、戦
歴の大半で東南アジアとの関係を持ち続
け、太平洋戦争の本質を知りぬいていた
艦の一つである。

駆逐艦の寿命
　日本海軍の駆逐艦はほとんど、竣工から20年プラ
スマイナス2〜3年程度で退役した。海外では作りす
ぎたとか極端に実績が悪いとかの理由で10年もたた
ずにリタイヤさせられることもあったが、戦没や事故
沈没、鹵獲艦を除けば15年持たなかったのは「漣」「霞」

「楢」「樅」（いずれも初代）ぐらいしかない。すぐス
クラップとは限らず、廃艦や雑役船の扱いで係留され、
訓練の標的として沈められることもあった。また、別
任務に流用されることもあり（別項参照）、5〜6年程
度余分に使われた。太平洋戦争の日本駆逐艦で最古参
は1920年製の「栗」だが、日本駆逐艦として作られ
た船では建造中イタリアに売却された「江風（アウダ
チェ）」の1916年、ついで満洲国に引き渡された「樫

（海威）」となる。イタリアでは1915年製の「アバ」「モ
スト」が何と1958年まで在籍した。それを見ると、
太平洋戦争時リタイヤ状態で残っていた「樅」型など
の数隻を何とか再利用できなかったかと考えてしまう。

爆雷投射機とウィンチは前後逆の艦もあり
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「峯風」「神風」型

大戦末期の改修例
「波風」1945年 Namikaze in 1945

回天2型

回天1型（参考）

13号電探なしとする資料あり

SS金物（海龍）

図面上は防雨装置省略

図面上はシールド省略

爆雷投下軌条

25mm連装機銃4基

（25mm連装6基、同単装or13mm単装8基程度とする資料あり）

25mm単装機銃4基
計画喫水線

艦尾延長
約1.5mm
（2m）

爆雷投射機
（三式二型）

注：原図は艦内側面図及び艦橋諸甲板平面図

1　艦首／艦底から先端までがきれいに円周の
4分の1を構成する、独特のステム側面形状。日
本海軍の秘密兵器・連繋機雷の連結線を乗り切
るためで、海外ではスプーンバウと呼んだ。ま
た船首楼と艦橋を分離し、艦首で打ち上げる波
を中間に落とすことで低いシルエットと荒天時
の艦橋機能維持を狙ったが、こちらはドイツ駆
逐艦で明治時代から普通に使われていたレイア
ウトで、日本オリジナルではない。キットは船
首楼全体がやや大ぶりになっており、修整は後
方の構造物との兼ね合いで考えたい。ガンネル
の形状処理にも問題があり、側面のタートルバ
ックが艦首先端の側面形にまで及んでいるので、
ハセガワの「樅」型のキットを参考に修整する
といい。アンカーレセスの位置ももっと前が適
当。厳密にはレセスの形状にバリエーションが
あり、凝ってみてもいい。なお、ハセガワの「睦
月」型から改造する場合、元のキットが艦首を
長めにしてあるので、単純に先を切り詰めて整
形しても構わない。図面をよく調べると「神風」
型は船首楼後端（および艦橋構造物側面ブルワ
ーク前端）がフレーム一つだけ前に移動してい
るが、ここまでこだわる必要はなさそう。
2　主砲／三年式12㎝砲。日本海軍では砲の型
式を尾栓の構造で区分していたため、特型以降
の12.7㎝砲とタイプ自体は同じ。計画時は正面
に板一枚だけのシールドで、近年のフルハル仕
様に部品が加えられたが、実際は使われなかっ
たらしい。「野風」から形状がより複雑なものに
変更。いずれも厳密には左右非対称（左側の幅
が広い）で、旧型シールドには1番砲用と2〜4
番砲用の2通りある。キットに入っているのは
新型のみで、該当部品は同社の「千鳥」型に含

まれるが形状に問題があり、ハセガワの「樅」「若
竹」型用はピットロードのものより少し小さい。
ヤマシタホビー「睦月」型には新旧両方の部品
があり（旧型は必ず余る）、左右非対称も再現さ
れているが、下部の丈が旧2〜4番砲用の短いタ
イプ。あまりこだわりすぎず、キット同梱パー
ツの肉厚を利用して削るのが最も無難。「沢風」
は大戦末期、1番砲位置に試作の15㎝9連装対潜
ロケット砲を搭載。
3　羅針艦橋／いくつかバリエーションがあり、
キットの形状は最終タイプ（側面支柱は初期タ
イプ）に相当する。実艦図面に対しやや大きめ
なので、丸ごと作り直す選択肢も考えたい。「秋
風」は戦時中爆撃で艦橋が大破し、修理後「睦月」
型を簡易化したような新形状のものとなった。
4　煙突／「神風」型からほんの少し前部煙突が
延長。さらに防雨装置の装着で高くなった。「夕
風」では予備試験タイプと思われるものをつけ
た写真もある。厳密に言うと「神風」型の煙突
はほんの少し後方に寄せられているが、ほとん
ど見分けがつかないうえ下手をすると2番砲と干
渉する恐れがあるので、模型では無視するのが
無難。「波風」は終戦直前の改造で1号缶を撤去
して前部煙突が細くなったが、煙突自体は当該
煙路のみを外した半円形断面になった可能性が
ある。なお、「追風」以降は缶室の通風方式が変
更され、2番砲と探照灯の下に特型第2グループ
以降と同様のおわん型給気筒が設置されている。
5　船体／「峯風」「樅」グループは後の駆逐艦
と異なり、計画喫水線がややアップトリムにな
っている。この点に初めて立ち入ったのがヤマ
シタホビー「睦月」型で、それ以前のキットは
すべて甲板が喫水線と並行。ただし、モデラー

心理として甲板が傾いているのはやや抵抗があ
るうえ、模型製作の一般的ターゲットである太
平洋戦争当時の状態では喫水が沈む（しかも艦
橋付近に負荷がかかりやすい）ため、無理にこ
だわる価値は小さい。「神風」型で若干幅を増し
たが、差は30㎝で1/700では0.5㎜。無視し
ていい程度。ピットロードの「野風」もランナ
ーは「神風」のものが入っている。本来は比較
的はっきりしたタンブルホームがついているが、
キットは型抜きの都合で上甲板が幅広になって
いる。いずれにせよ、2019年現在ヤマシタホビ
ーでは「神風」型の発売も検討しているようで、
船体形状にこだわるファンにとっては期待した
いところだろう。
6　艦名／このシリーズは八八艦隊計画の構成
要素で、当初の計画数が多かったため艦名候補
の不足を見込んで16番艦から番号艦名に変え
られた。これが味気ないと現場では大不評で、
八八艦隊計画の放棄と旧式駆逐艦の退役を機に
固有名詞に直された。姉妹艦9隻中元祖を名乗
ったのは「旗風」「朝凪」のみ。計画当初用意さ
れていた「清風」など5種は結局使われなかった。
番号艦名時代は舷側の表記にシャドウがついて
いたが、改名後は旧来の小さめシャドウなしの
書体。今のところ「睦月」型のような大判文字
への変更は確認されていないが、少なくとも水
雷戦隊に組まれた艦は変更していたのでは。
7　魚雷発射管／ 53.3㎝魚雷発射管。「峯風」
型は人力旋回の六年式、「神風」型は動力付きの
十年式。「追風」「疾風」「夕凪」は改良型を装備
したが、どういうわけか「★（黒い星印でスタ
ーと読む）十年式」という変な名前が付いている。
厳密には十年式の方が微妙に寸法が小さい。戦

時中順次撤去されたほか、「峯風」などは太平洋
戦争開始以前にすべて撤去していた。予備魚雷
2本のケースを後部煙突左舷に持っており、「追
風」から右舷にも設置し搭載数が4本となる。
艦橋の横を通って1番発射管に連絡する魚雷運
搬軌条も、左舷から右舷に変更。キットには追
加のケースの部品がついているが、軌条の面倒
は自分で見る必要がある。
8　砲座／「峯風」型は主砲が後部煙突を中心
に前後シンメトリーの配置だったが、「野風」か
ら3・4番砲を背中合わせに変更。いずれも波浪
対策で船首楼レベルの高さに置かれている。キ
ットはこの砲座位置がやや高め。基本構造の上
では直すのは簡単なのだが、側面支柱の形状変
更を伴うため実際はかなり手がかかる。
9　艦尾／敷設型・掃海型・対潜型の3種類ある。
対潜型は敷設型に爆雷投射機を追加したもので、
前の艦も順次これにならったが、全艦には及ば
なかったらしい。これらは一号連繋機雷の運用
を意図したものだが、1929年にようやく訓練用
モデルを作って艦隊演習で試したところ評価は
散々で、以後この兵器の運用は事実上立ち消え
になった。「神風」型は掃海型4隻の1個駆逐隊
で固定されているが、「峯風」型は混用。水線模
型とは無関係だが「神風」型は舵の形状を変更
した。「汐風」「波風」は大戦末期、「回天」搭載
型に改造。要領は異なり、「汐風」は既存の後部
マストから後ろの構造物を撤去し「回天」4基
を搭載。現存写真からははっきりしないが、軌
条は2列らしい。「波風」は別掲の通り図面が知
られており、軌条は1列でそれをまたぐように
後部マストが新設された。搭載数は「回天」2
基で、実戦使用された1型ではやや長さが過大
だが、2型（過酸化水素などを用いる新型エンジ
ン搭載型、計画のみ）と「海龍」が描かれていた。

1935年頃の「夕凪」。船首楼の上に干してあ
る洗濯物から艦隊作業地の微風が伝わる一葉。
オリジナルの「峯風」型からはかなりの細部変
更が実施されており、艦橋構造物や煙突まわり、
砲兵装はほぼ次の「睦月」型に準じたものとな
っている。第29駆逐隊の4隻の中では本艦の
み前部マストの見張所が下部ヤードの上にある。

1: Well deck arrangement was adopted 
following German method.
2: 4.7in LA gun. Shield shape was altered 
from Nokaze.
3: Bridge fitting was gradually modified.
4: Funnels were heightened from Kamikaze. 
‘Upside-downed ball’ ventilator was adopted 
from Oite.
5: Beam was spread from Kamikaze.
6: From the 16th ship were re-named after 
Washington treaty was concluded from 
number to proper noun. Seven of nine 
succeeded to the name of retired destroyers.
7: Power-driven torpedo tube was adopted 
from Kamikaze. Number of spare torpedo 
was increased from two to four from Oite.
8: All of main guns were placed at forecastle 
level. Arrangement was modified from 
Nokaze.
9: Eight units seem to have been fitted with 
mine sweeping gear. Depth charge thrower 
was introduced from Oite.

日本海軍駆逐艦「春風」

1

4
7

2

3

5
6

89



16

ほぼキットの素組だが、最も初歩的なディテールアップとして主砲のシールドを変更してある。
優秀なキットではあるが、多少模型的にデフォルメされていて実艦より小さめの船に見える。
本書の作例では基本的に船底板を使っていないが、これに限ってはあえて使い乾舷をかさ上げ
して見かけのバランスを取る手もある。

終戦時の状態に改造。「峯風」型の工作では最も難易度の高い例だが、甲板のモールドにこだ
わらなければ手に負えないこともない。本艦に限らず後期状態を製作する場合、増設機銃座が
入るなど一部内容変更された後期仕様のキット（「夕風」「夕凪」）　　を選ぶといい。

キットの形状を修整したもの。煙突や羅針艦橋の高さはそのままだが、主砲の位置を下げただ
けでシルエットバランスが大きく変わり、このグループ特有の低平で攻　　撃的なトカゲ的ス
タイルがより際立ってくる。2〜4番砲座の側面支柱が大きな課題となる　　　ので、エッチン
グパーツの使用を含め事前にきちんと目処をつけておくこと。

ハセガワ「三日月」を改造したもの。上級者は今更と思ってしまうかもしれないが、シルエッ
トの再現に限って言えばハセガワのキットは秀逸で、細部にこだわらなければピットロード版
を改修するより手軽に雰囲気のいい作品を作ることができる。作例あたりのグレードが乗り換
えのボーダーラインになりそうだが、どちらを使うかは予算その他の事情も含めて検討してい
ただきたい。

「峯風」

「波風」

「神風」

「夕凪」

Minekaze 1920

Namikaze 1945

Kamikaze 1941

Yunagi 1925
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「峯風」「神風」型

い。魚雷は極めて危険な兵器である
反面、とても当てにくい兵器でも
あった。
　魚雷の一般的な動力はガソリンエ
ンジンで、速度は時速 70 〜 90 ㎞
程度とミサイルに遠く及ばない。燃
焼に必要な酸素を圧縮空気で賄うた
め、無用の窒素を吹き出しながら走
り、泡で存在を悟られやすい欠点も
あった。電池式の魚雷はさらに速度
が遅く、水上艦艇では用いられな
かった。また、第二次大戦中によう
やく自動追尾式魚雷が実用化された
ものの、高速で走りまわる戦闘艦艇
には効果が乏しい。もちろん誘導式
もなく、普通は単純な撃ちっぱなし。
射程は最大 10 ㎞前後あっても、水
上戦では魚雷の速度を高め、距離を
半分以下に詰めないと命中させるの
は難しいとされていた。注意深く見
ていれば発射した瞬間に回避行動を
取れるし、そもそもうまい砲手なら
百発百中の距離だ。そのため、魚雷
戦で戦果があがるのはほとんど夜戦
の場合で、敵に発見されないうちに
発射できるか、最低でも発射のタイ
ミングを悟られないかが大きな鍵
だった。また、魚雷の機能に関する
トラブルも各国で大なり小なり見ら
れたが、日本で特に目立ったのは目
標に命中する前に爆発してしまう事
例で、これは起爆装置を鋭敏にしす
ぎて波の影響で誤作動してしまった
のが原因といわれている。
　小型で防御力のほとんどない駆逐
艦で敵の主力艦に肉薄し必殺の魚雷
を当てるという戦闘スタイルは、日
本海軍では「肉を切らせて骨を断つ」
の典型例として大いに持てはやされ、
世界標準より大きい直径 61 ㎝の魚
雷を採用するなど装備強化にも熱心
に取り組んだ。1930 年代中期、圧
縮空気を酸素のみに置き換える技術
を確立し、ほぼ無航跡の高性能魚雷
を実用化。実戦では命中するまで相
手に見つからず、連合軍から「青白
い殺し屋（pale	killer）」と恐れられ
た。しかし日本海軍では、無航跡の
特性と最大 20 ㎞を超える射程距離
を利用し、昼間水平線上ぎりぎりで
見える距離の敵に雷撃をかける戦術
を研究していた。結局は肉を切らせ
ないで骨を断つに越したことはない
と考えていたようだ。

　駆逐艦が世界的に普及したのは、
魚雷という兵器の有効性が認められ
ていたからだ。第一次大戦のころま
では、うちどころによっては魚雷 1
本でも戦艦が撃沈できるとされてお
り、第二次大戦でも重巡洋艦以上は
命中 2 〜 4 本程度で沈んだ例が多

The battle style of destroyer is to close with 
larger ship without any armor and strike 
decisive torpedo attack. Japanese favored it 
since being put as well-known traditional 
phrase; ‘let enemy cut one’s flesh, let one cut 
enemy’s bone’. After developed 24in high 
performance oxygen torpedo, though, IJN 
also studied hard very long range torpedo 
attack in daylight.

魚雷攻撃

1941年頃の夜戦配備計画

魚雷攻撃の要領
（図は同航戦の場合を示す）

高雄型4

2D
3S

1D
3S

7S 5S

8S

4S

6S

金剛型2 金剛型2

最上型4 妙高型4

利根型2 古鷹型4

第2夜戦群 第1夜戦群

夜戦部隊指揮官

第2水雷戦隊 第1水雷戦隊重雷装艦 重雷装艦

20〜30㎞ 30°

第4水雷戦隊 第3水雷戦隊

米艦隊主力

10〜15㎞

注：
S＝戦隊
D＝小隊
重雷装艦＝「北上」「大井」

別動隊

目標
発射時位置

方位角

回避

予測未来位置

針路

撃角

射角

射線

離脱

魚雷の水面入射角

艦の進行方向

　魚雷攻撃は基本的に、敵艦の予測未来位置に複数の魚雷で網をかぶ
せるように発射する。可能な限り目標に接近し、舵を切って離れ際に
連続発射することで、扇状の射線を構成する。扇の開き方は相手との
距離によって調整する。単独では敵に回避されやすいので、少なくと
も2隊で敵から見て90度の角度をとりながら同時攻撃をかけるのが

望ましい。さらに日本海軍では、3〜4グループで
四方八方から同時に魚雷を撃ち込んで嫌でも命中
させる戦術を訓練していた。
魚雷も「腹打ち」は厳禁で、スムーズに海面に入
射するよう旋回して船体を傾けながら発射するの
が原則。模型を作る時も、海戦ダイオラマで勇ま
しさを出そうとして空に魚雷をぶっぱなしてしま
わないように。

雷撃訓練中の「磯波」。昭和初期の空撮写真は珍しい。61㎝魚雷発
射管9門の一斉発射は列強各国の脅威の的だった。酸素魚雷開発後

「朝潮」型までの各クラスは新型艦から順次対応工事を実施したが、
特型の着手は戦時中で緒戦の戦没艦は搭載できなかったらしい。
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