
米軍資料から読む熊谷空襲 
― 熊谷空襲をめぐる米国戦略爆撃調査団文書に関する考察 ― 

熊谷市立江南文化財センター　山下祐樹 1



熊谷空襲についての論点

・熊谷空襲とは。

・熊谷における被害状況（資料）

・熊谷がなぜ空襲されたのか。

・熊谷空襲によって失われた命、文化、建造物。

・熊谷空襲をめぐる「地政学」的状況
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米軍資料の調査

熊谷空襲をめぐる米国戦略爆撃調査団文書の
調査研究から見えてきたこと。

熊谷空襲研究の方法をめぐって。

　（空襲研究者による証言、記録、写真）

熊谷空襲と平和学習との関わりについて
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米国戦略爆撃調査団文書の概要

　米国戦略爆撃調査団（United States Strategic Bombing 
Survey, USSBS）は1944年11月に設置された米陸海軍の合同
機関。1945年9月から12月にかけて来日し、各地で調査を実施、
翌年7月にかけて最終報告書を作成した。
　この資料は、1947年中に米国国立公文書館に移管された。
国立国会図書館では、1979年度に最終報告書のマイクロフィ
ルムを米国国立公文書館（NARA）から購入し、また1991年度
及び1997年度にNARAの永久保存規格であるアーカイブス用
の35mmマイクロフィルムに撮影して収集した。2013年3月7日に
は一部をデジタル化し、インターネットでの提供を開始した。熊
谷空襲関連の資料は2014年5月より公開が開始された。
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作戦番号329　1945年8月21日 

１．日付　1945年8月14、15日 
２．標的　熊谷地域 
３．参加した部隊　第313及び第314
航空団 
４．予定参加数　93機 
５．爆撃機率　87.09%（81機） 
６．爆弾と起爆装置の形状　M17と
M19焼夷集束弾の500発は標的の
5,000フィート（1.524キロメートル）上
空で拡散するような起爆装置があり、
M47焼夷弾の100発は標的に接した
瞬間に爆発する起爆装置が先端に
付けられている。また、M56爆弾の
4,000発は先端の近くに起爆装置が
付けられており、即座に爆発する。 
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７．落下爆弾の重さ　593.4トン 
８．主要時間　15時12分3～15時23分9秒
　　　　　　　　　（日本時間　0時12分～0時23分） 
９．攻撃高度　上空14,000－19,000フィート
　　　　　　　　　（4267.2‐5791.2メートル） 
１０．標的上空の天気（雲の濃度）　1/10～5/10 
１１．被害　0 
１２．作戦の概要　結果は15,000フィートの高さに上った煙か　ら、
未確認または甚大。８機は影響を与えなかった。19機が目視爆撃
機、62機がレーダー爆撃機だった。5機の敵機は攻撃を行わな
かった。標的地では、多少なりとも貧弱で不正確な対空砲火に遭
遇した。5機のB-29は硫黄島に着陸した。爆弾搭載重量は平均し
て14,711ポンド、燃料の残量は平均して615ガロンであった。 
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機密 
 12th　空軍 
APO234　郵便 
サンフランシスコ・カリフォルニア 
20th　空軍　作戦329　1945年8月14日 
第313及び第314航空団 
 
被害概要報告 
市街地　半径1マイル  60平方マイルの内　破壊
27平方マイル 
破壊率　45％ 
標的予定地域　60平方マイル　　　破壊率45％ 
現在までの破壊　27平方マイル　
　　　　　　　　　　　　　　　　　市街地での率　45％ 
今回の攻撃による被害　　死者0　その他5 
ノート：以前の被害なし 
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市街地内の被害　攻撃による地域の被害　①　　　 

 地域１ 
（平方マイル） 

被　害 
地域１ ％ 

市街地（都市） 52 24 46 

市街地（産業） 8 2.8 35 

市街地（総計） 60 27 45 

90.13-1650　　被害 
中島飛行機株式会社　熊谷部品工場　なし 
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未確認産業地域　１　　100％　
　　　　　　　　　　 　２　　 69％
 　　　　　　           ３     75％
　　　　　　          　４　　 89％
　　　　　　          　５　　 78％

市街地外の被害（市の中心から５マ
イル：半径８km）地域の隣接した計
画攻撃地においては0.6平方マイル
の被害があった。

市街地内の被害　攻撃による地域の被害　②　　　 

1
2

3
4

5
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攻撃前の1945年3月24日　
　　　　　　　　　　　　　2時12分 
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攻撃後の1945年8月30日
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目的地：　熊谷市街の産業地域　
目標地域：90.13　高崎

標的情報報告　緯度　北緯36.08　経度　東経139.24
　　　　　　　　　　標高　75－110フィート

１．概要記述
　上越の主要鉄道線上にある熊谷は、中島飛行機会社の
ネットワークにまたがる重要な拠点である。この地域は、比
較的小さい下請け工場と、前橋、大間々、高崎、伊勢崎、
桐生、尾島といった他の部品工場や、太田、小泉、宇都宮
といった最終的な集積地からも近く、三つの主要な工場地
域を連結させている交通の要衝であることからも、熊谷は
標的地としての大きな価値を有している。
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２．位置と識別 
　熊谷は皇居より北西に40マイル（60km）、小泉の南8km
に位置する。新潟からの上越主要鉄道線が都市を通過
している。 

３．標的の要点 
　熊谷は1940年の人口は48,889人であった。市内におけ
る7.25平方マイルの行政地区は平均して人口密度は1平
方マイル当たり5,193人である。この都市は延伸している2
マイルの道路沿いに0.7平方マイルの市街地を有してい
る。 
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重要 
　熊谷は前橋、高崎、大宮、伊勢崎、館林、桐生、尾島、
足利といった一般的な地域における小都市のように、中
島飛行機工業にとり必要不可欠な要素を含んでいる。
　これらの集積地工場への下請けの小工場は、太田と小
泉に及んだ、大きな最終組立工場の破壊にもかかわらず、
飛行機生産の継続を可能にするのではないだろうか。
　生産の多くがより大きな部品工場に寄与する小さな店
によって行われていることから、容易に分散、複製できな
い工場から小部品と準備組立の量が供給されているとい
う事実において、これらの都市を標的にする価値は増す
であろう。 
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熊谷は中島工場の集積ネットワークの主要地区である。都市
内の多くの小さな店が、下に示した主な確認されうる部品工場
に寄与していると考えられる。 

標的90.13-1650　中島飛行機株式会社・熊谷部品工場 
　中島飛行機株式会社の子会社である熊谷飛行機株式会社
は、機体やエンジン構造を生産している。この工場は熊谷地域
のリト・モザイク（写真図版：A-2空軍20、1945年3月24日）上で
は数字表記されていない。 

標的90.13-1650　中島飛行機株式会社・熊谷部品工場（拡張） 
　リト・モザイクの参照資料に示された標的1650は、これはエン
ジン部品の組み立て生産における主要の拡張工場であると考
えられる。 
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ナンバー表記されていないもの

理研・重工業工場株式会社 
　市内東部郊外に、大きなL字型部品の組み立て、
航空機ピストンリングの主要な製造、銅シリンダー
および道具類の工場が置かれた。 

　ヒノデ工場：これは熊谷駅と貨物置場の東、北東
に位置する。中島工場に対する機械や道具を製造
した。少なくとも3つの織物工場が都市の東の地域
に位置している。現在のところ、転用された証拠は
ない。  
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中島飛行機・
熊谷航空株式会社の航空写真 
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中島飛行機・

熊谷航空株式会社に
ついての記述 
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標的名　　中島飛行機　熊谷航空株式会社 
位置　　　熊谷、日本　北緯36.09　東経139.22 

１．このレポートは航空写真の研究と標的グループによって提
供された評価の地面情報の考察から作成された。

２．機能 
熊谷部品工場はピストンとピストンリングのようなエンジン部品、
中島飛行機の海軍担当部門への主操縦翼面や機体組立部品
を作っていることが報告されている。 

３．位置 
工場は熊谷の南東端にあり、東京・高崎間の主要鉄道と荒川の
堤防の間にある。  
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４．公共設備 

主な東京と高崎間の主要鉄道は工場北側の境
界線に沿って通過している。そして、いくつかの
側線は工場の西側区画に隣接して敷設されて
いる。整備された道路は、工場の北側に沿って
通過している。 

→　地域の交通網や流通に関しての情報収集
が仔細に報告されている。
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５．施設の識別 
1-4：部品組み立て建物 　5：倉庫と輸送部門　
6-8：事務所　9：不明 　10：機械工場 　11-13：倉庫 　
14：機械工場 　15：不明 　16：不明 　17：ボイラー建物
と思われる 　18：不明 　19：不明 　20：不明 　21：不明 　
22：倉庫 　23：倉庫 　24：模型工場と思われる 　25：倉
庫 　26：倉庫 　27：鋳造工場 　28：製造工場 　29：製造
工場 　30：製造工場 　31：製造工場 　
32：食堂または倉庫と思われる 　33：不明 　34：事務所 　
35：倉庫と思われる 　36：製造工場 　37：製造工場 　
38：製造工場 　39：熱処理建物 　 
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６．検討 
　工場の様々なビルの機能が完全に写真解釈の基礎にあるが、
報告された部品と部分組立品を工場が生産しているという確証
が全くないが、工場の施設がそれらの製品を作ることができる
と説明するのは可能である。 
　工場の西セクションが機体部分組立品を生産し、東セクション
がエンジンの部品を生産しているように見える。 

７．動向 
　工場の中の活動についての役に立つ記述は作成され得ない
が、1944年11月7日の出撃の以降にて、川に架けられた橋と工
場との間の屋外保管場がある約2000フィート南東の広い地域
は少しも見かけの変化がなく存在している。  
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結語―熊谷空襲研究をめぐって― 
　今後、他の膨大な米軍の資料から熊谷空襲
についての情報を抽出し、それについての解
明を進める必要がある。

　熊谷空襲の歴史的情報をアーカイブスするこ
とで、普遍的情報として次世代に伝えることが
できる。米軍資料の分析に際しては、いまだ明
らかにされていない資料を含めた多岐に渡る
調査が重要。
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付論：熊谷空襲と彫刻家

北村西望：
「戦災慰霊の女神像」

富永直樹：「新風」

昭和50（1975）年8月16日、終戦及び熊
谷空襲戦災30年を契機とし、熊谷市戦

災慰霊碑建立奉賛会は終戦前夜の空
襲で死没した266名の霊を慰め、永遠

の平和を祈るため、星川上に「戦災慰
霊の女神像」が建立された。この像は、
北村西望氏が「熊谷直実像」に続いて、
北村氏自らの手によって造られたもの
である。
その後、昭和59年3月6日、市の「星川

彫刻通り」構想の中で、「いこいの広
場」の1区画東の「若もの広場」に富永
直樹「新風」が建立された。
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熊谷と長崎
北村と富永は共に出生地が長崎
であり、師弟関係も結んでいる。
二人の彫刻家のつながりは、特
に互いの出生地である原爆被災
地の長崎で結実されている。
1955年（昭和30年）に北村が「長
崎平和祈念像」を建立し、1997年
に被爆50周年記念事業碑として
富永の「母子像」が爆心地公園
に建立された。 
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毎年８月１６日、星川ではとうろう流しが行われている。
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のどが乾いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが

一面に浮かんでいました

どうしても水が欲しくて

とうとうあぶらの浮いたまま飲みました

ある日のある少女の手記から　　

長崎平和公園、平和の泉にある石碑

終
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