
加賀藩の名産である金箔や加賀友禅をイメージした華やかな意匠で国内外で活躍する護衛艦
としての日本らしさを強調しました。
It is gorgeous design reflecting the image of [Gold leaf] and [Kaga yuzen] which are the special product of the Kaga domain.

花は、加賀藩のシンボルである梅を筆頭に、日本を代表する四季の花々を春夏秋冬順で配置
し、蔦（ツタ）は、日本海の波しぶきと、加賀を吹き抜ける風を、中央の海鳥はヘリコプターが力強
く飛び立つ姿をイメージしています。
The flower located the plum which was the symbol of the Kaga domain in the first on the list by order in the Japanese four 
season.

またこれら花の意味合いは「自衛官の心がまえ」に相通じるものがあります。
まさしく「自衛官の心がまえ」を基調とし、ヘリコプター搭載護衛艦として高い誇りを持って職務に
精励する乗員のシンボルであります。
Also, the implication of these flowers is common to ［The mental attitude of the self-defense official］.
Based on [The mental attitude of the self-defense official], we are convinced that it becomes the symbol of the crew who 
is diligent for duties proudly. 

ロゴマークの概要
Meaning of the logo mark

花言葉
The language of flowers

自衛官の心がまえ
The mental attitude of the self-defense official

梅 Plum 「忠実」 fidelity 「使命の自覚」 Awareness of the mission

桜 Cherry 「優れた教育」 a good education 「個人の充実」 Fullness of the personal

牡丹 Peony 「思いやり」 compassion 「責任の遂行」 Accomplishment of the responsibility

桔梗 Bellflower 「誠実」 honesty 「規律の厳守」 Strict observance of rules

コスモス Cosmos 「調和」 harmony 「団結の強化」 Buildup of the unite

護衛艦「かが」
海上自衛隊
護衛艦「かが」
海上自衛隊

ようこそ護衛艦「かが」へ
本日は、ようこそご来艦くださいました。乗員一同
歓迎いたします。「かが」は、艦名を「加賀国（石川
県）」に由来し、ＪＭＵ横浜事業所で建造、平成２９
年３月に就役いたしました。

本日は時間の許す限り艦内をご覧頂き、護衛艦
「かが」と海上自衛隊についてご理解いただけれ
ば幸いです。

護衛艦かが艦長

Welcome aboard !!
I welcome you today to the JS KAGA.

The ship’s name of JS KAGA comes from the 
Kaga Province.
She was built in Japan Marine United 

Yokohama Shipyard and was commissioned 
on March 2017.
We hope you will enjoy the ship tour and it 

provides you a better understanding about 
the JS KAGA and the Japan  Maritime Self 
Defense Force. 

Commanding Officer JS KAGA



■洋上広域搬送拠点運用

１．指揮統制中枢

３．災害派遣時での統合任務部隊対応

■高度な指揮通信能力を付与

本艦の特徴
□指揮統制中枢
「指揮・統制・通信・コンピューター・情報・監視・偵察」
□航空機の多数機運用
「各種ヘリコプター運用 海上保安庁、消防、防災ヘリ等」
□災害派遣時での統合任務部隊対応
「警察、消防、各自治体、医療機関等の司令部区画開設機能」

■航空機運用状況

■自衛隊陸海空
統合司令部運用

２．航空機の多数機運用護衛艦「かが」 DDH184  JS  KAGA

護衛隊群の中心を担うのは、ヘリコプター搭載護衛艦「かが」です。広島県呉市にある海上
自衛隊、呉基地の第４護衛隊群・第４護衛隊に配備されています。
It is a helicopter-carrying Self-Defense Force ship to the center of the Escort Flotilla. 

本艦の主要任務は、護衛隊群（艦隊）の旗艦となり対潜戦、災害派遣及び国際平和協力活
動などの多様な任務を遂行できる多目的護衛艦です。
The indispensability duty becomes the flagship of the Escort Flotilla, and a strictly defensive only national security policy, disaster 
dispatch and  international collaboration activity are various.

ファランクス近接防衛システム
Phalanx CIWS proximity defense system

巡航ミサイルや航空機からの攻撃に対する最後の
防衛手段として使われる。
The last defensive measure for the cruise missile.

超音速対艦ミサイル防衛のために使われる。
For defense of the super sonic speed anti-ship missile.
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ＳｅａＲＡＭ近接防衛システム
SeaRAM proximity defense system
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ＭＯＤ：魚雷防御用の自走式オトリ
Self-run-type decoy for torpedo defense.
ＦＡＪ：海上で静止し敵魚雷の音響を妨害する。
Interfere with the torpedo was still at sea.

自走式デコイ(MOD)・投射型静止式ジャマー(ＦＡＪ)
Mobile operational decoy・Floating Acoustic Jammar

Command（指揮）
Control（統制）
Communication（通信）
Computer（コンピューター）
Intelligence（情報）
Surveillance（監視）
Reconnaissance（偵察）

C4ISRC4ISR

2. A large number of helicopters carrying operation.

3.Duty as the Joint task force of the disaster relief operation.

1. The conduct control center High conduct 
communications capacity.

基準排水量 : 19500t
主要寸法（全長ｘ幅ｘ深さｘ喫水）：
248.0 x 38.0 x 23.5 x 7.1m
主機 : LM2500IEC型ガスタービン x4 基
馬力 : 112,000ps
速力 : 30kt

◆主要要目


