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けやき大学 共通講座「平和学習会」

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 ―

Consideration about Damage assessment photo intelligence reports of United States Strategic Bombing
Survey concerning the aerial bombardment in Kumagaya-city

The area analysis and the damage report show in Damage assessment photo intelligence reports of
United States Strategic Bombing Survey.

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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第１節 熊谷空襲関連のアメリカ軍資料について

第１項 米国戦略爆撃調査団文書

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。

USSBSが収集した資料は、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
年度に太平洋戦域に関係する部分の資料をNARAとの共同プロジェクトにより、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。

第２項 米軍資料に含まれる「熊谷空襲」の記述

これまで確認されていた米軍関係の資料は、「熊谷爆撃米軍報告書 昭和二〇年八月」『新編 埼玉県史 資

料編 20 近代・現代2 政治・行政2』 埼玉県、1987年 及び、この翻訳資料に基づいて書かれた栗田尚

弥 「最後の空襲 米軍資料に見る熊谷爆撃」『埼玉県史研究』第20号 1988年、及び、小山仁示（翻訳）
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『米軍資料 日本空襲の全容―マリアナ基地B29部隊』1995から散見できる。
この埼玉県史及び栗田論文（埼玉県史研究）で使用・引用されている熊谷爆撃米軍報告書は、戦後すぐに

公開された 「Records of the U.S. Strategic Bombing Survey, Entry 53: Tactical Mission Reports of the
20th & 21st Bomber Commands, 1945」資料群名（日本語仮訳）「米国戦略爆撃調査団文書：第20、第21
爆撃軍団作戦任務報告書」を翻訳したものである。

米国戦略爆撃調査団文書：第20、第21爆撃軍団作戦任務報告書
第20爆撃軍団と第21爆撃軍団は、いずれもB-29による重量爆撃の戦略的任務を遂行するために統合参
謀本部の直轄下に設置された第20航空軍（司令部ワシントンDC、司令官はヘンリー・アーノルド（Henry
H. Arnold）陸軍航空隊司令官の兼務）隷下の部隊である。
第20爆撃軍団は、本州西部、九州、満洲への爆撃が可能な中国（成都）を前進基地（本拠地はカルカッ
タ）とした。同爆撃軍団は1944年6月5日にタイのバンコク、15日に九州の八幡製鉄所に対し最初の爆
撃を行った。日本本土の心臓部が爆撃可能となるマリアナ諸島を奪取した後の1944年10-11月には、同諸
島を基地とする第21爆撃軍団が展開可能となり、爆撃機は、補給に問題があった第20爆撃軍団から、第
21爆撃軍団に移された（第20爆撃軍団は1945年5月動員解除）。第21爆撃軍団は、1944年11月24日
にサイパンから東京郊外（中島飛行機武蔵野製作所）への最初の爆撃を行った。

作戦任務番号順に並べられた第20、第21爆撃軍団の報告書の主な内容は、それぞれの任務遂行状況、遭
遇した敵機、天候、損害状況が含まれている。また、爆撃の概略、爆撃への参加機数、死傷者数、敵機から

の攻撃数、爆撃数、地図、航空写真なども含まれる。

第21爆撃軍団の報告書は日本の攻撃目標に関するもの、また第20爆撃軍団の報告書は、1945年3月の
シンガポールやラングーンにおける作戦任務に関するものである。

このほか、日本降伏後の中国、朝鮮、台湾、満州及び日本本土にいる連合国人捕虜に対する補給任務に関

する報告書もある。

この資料に含まれる熊谷空襲に関する概要の中で、熊谷を目標にする重要性について「首都東京の北西

40マイル及び小泉の南東8マイルに位置する熊谷は、中島飛行機株式会社の飛行部品（機体およびエンジ
ン）製造の中心地のひとつである。また中島製品の最も重要な分配センターの一つである」と示されている。

また、第21 爆撃機集団（マリアナ諸島に置かれたB29 部隊）の各作戦を一枚ずつにまとめた「作戦任
務要約」を訳した小山仁示（翻訳）『米軍資料 日本空襲の全容―マリアナ基地B29部隊』では、Damage
assessment photo intelligence reports of Far Eastern targets filed by area and contain all available
information on the area: Takasaki Report No. 3-a(16), USSBS Index Section 7（以下、「報告書１」）の冒
頭部が記載されている。この作戦任務要約について、補足する内容が「報告書１」であると考えられる。

その他、アメリカでの熊谷空襲に関する記述として、8月15日付けの『ニューヨーク・タイムズ』紙に
は、熊谷市を含めた空襲を「最後の偉大な一撃」「最後の攻撃は、日本政府がポツダム宣言受託を決定した

ことを、日本側のプロパガンダ放送『日の丸アワー』が報じた後だったが、政府による公式文書がアメリカ

側に通達される前に行われた」と報じた。また、同紙は熊谷市について「三つの普通規模以上の工場と数百

の小規模の《隠れ》工場を持つ都市」と記されている。
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第２節「米軍戦略爆撃調査団文書」（「報告書１」）における熊谷空襲の分析及び報告について

第１項 「米軍戦略爆撃調査団文書」（「報告書１」）について

「報告書１」の「Damage assessment photo intelligence reports of Far Eastern targets filed by area and
contain all available information on the area: Takasaki Report No. 3-a(16), USSBS Index Section 7」は、
熊谷空襲の具体的戦略計画が示されている。

その他、デジタルコレクションには、中島飛行機の協力工場である熊谷航空工業株式会社付近の詳細な位

置情報、小工場の配置などが含まれている。

本報告書について含まれる戦略概要は熊谷空襲の状況を知る上で新たな知見を提供した。この全部分の中

で重複した部分が散見されるが、要点部の翻訳を抄録し（訳：山下祐樹）、報告書についての概要説明とし

たい。なお、図面や画像の説明部分についてもそのまま表記した。本報告に収録した公開されている報告書

データと合わせて参照されたい。

Damage assessment photo intelligence reports of Far Eastern targets filed by area and contain all
available information on the area: Takasaki Report No. 3-a(16), USSBS Index Section 7

極東地域の標的に係る被害分析写真

（この地域について入手可能な全ての情報を含む）

高崎地域報告№3 USSBS Index Section 7

この被害所見報告は作戦325から330に掛けての戦略的作戦報告を補足するものである。

標的№93.13 熊谷

作戦番号 329
報告 DA199
爆弾の形状：M17.M19.M47.M56 爆弾の重さ 593.4トン

Ⅲa（16） 熊谷 23

機密文書

作戦概要

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。

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
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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。

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

市街地内の被害

今回の攻撃による地域の被害

90.13-1650 被害

中島飛行機株式会社 熊谷部品工場 なし

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。

市街地外における今回の攻撃における被害は、この同数である。

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
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写真は、攻撃前の1945年3月24日 3PR5M98 2；12
攻撃後の1945年8月30日 3PR5M415 1V:91

注記 1. 注解 航空写真

2. 攻撃後の状況―3PR5M415 1V:91

承認 ハミルトン・D・ダービー

戦略任務のため機内への持ち込みを禁じる

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。

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。

中島飛行機工場と理研の航空機工場が都市の近郊に所在している。前者は飛行機の機体とエンジンとを生

産工程にて連結させる工場であり、後者は空調のシリンダーとピストンリングを生産している。中島工場は

熊谷A/C部品工業の子会社として運営されていた。この工場は市の西部にある秩父鉄道のすぐ南に所在し
ていた。この東工場には太田や小泉（標的90.13-1544-1545）に向けた機体の生産工程が置かれていること
が報告されている。西工場では、中島飛行機の大宮工場（標的 90.17-2097）へのA/Cエンジン部品の生
産を行っていた。この工場は1945年3月24日の写真に基づき、第20航空軍のＡ－2部署によって印刷さ
れた熊谷地域のリト・モザイクにおいて標的1650と見られていたこの工場は、実際には標的1650を増設
したものだった。主たる標的はいくつかの信頼できる情報源によって熊谷駅西方の南から約3,000フィー
ト東に拡張されて所在していることが報告されている。標的1650は、中島飛行機株式会社の主たる子会社
である。

リト・モザイク（写真図版）上の標的1650として指定された工場は、主要工場の拡張であると確認され
ている。建物の形状は主要な部品と思しきものと共にエンジンの部品を組み立てる生産工程として示唆され
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るものである。実験基地ではない。

理研の重工業株式会社の大きな工場は市の東部に位置し、しばしば中島工場と同一視されている。この工

場は中島工場に対してピストンリングやシリンダーバレル、その他のエンジン部分の部品を製造する主工場

である。都市の東地域には少なくとも2つの織物工場があり、これらの製造工場に寄与していることも考
えられる。

熊谷駅および貨物置場のちょうど南東、都市の東にある、相当大きい工場は、ヒノデ工場として認められ

おり、標的1650及び理研の工場に工業製品や道具を製造するための工場であることが確認されている。多
くの小さな工場（おそらく織物工場）は市街地の至る所で点在している。

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。

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。

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。

５．照準点:照準点は作戦命令で指定されるだろう。

６． 1945年8月4日

標的箇所A－２
第20 空軍

（写真）

熊谷地域

標的90.13
緯度 北緯36.08
経度 東経139.24
標高 75－110フィート
1945年7月 （攻撃前1945年3月24日 3PR5M98 2；12）
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機密（写真） 攻撃後の熊谷地域D/A報告NO.199 C.I.U 20 AF

機密（写真）

攻撃被害評価報告 NO.199
20AF 作戦329
1945年8月14日
C.I.U 20 AF

（右下）

被害

被害

第２項 熊谷空襲の被害状況について（資料）

資料１：熊谷市市街地の被害状況

市街地における状況（近郊除く）

被災面積358,000坪（市街地面積の74％）
被災戸数3,630戸（全戸数の40％）
罹災者15,390人（うち、死者234人、負傷者3,000人）
焼失した公共建物等：熊谷市役所、北武蔵地方事務所、市公会堂、熊谷郵便局、熊谷地方裁判所、熊谷土

木工営所、専売局熊谷出張所、埼玉県繭検定所、中央農林金庫熊谷支所、県立熊谷高等女学校、市立熊谷西

国民学校、県立熊谷醸造試験所、武州銀行熊谷支店、日東製粉熊谷工場、武蔵製麦熊谷工場、富士光機熊谷

工場、理研工業（株）熊谷工場、秩父鉄道（株）本社、寺院６箇所（『熊谷市史 通史編』）

（表１ 各地区の被害状況）

市街地（都市） 52平方マイル
市街地（産業） 8平方マイル
市街地（総計） 60平方マイル

領域27 割合45％

地区名 羅災世帯数 羅災人員 死亡者（人） 当時の世帯数

本町 782 3195 95 1144
元町 569 3306 27 911
宮町 315 1277 4 956
荒川 135 540 0 668
筑波 475 1999 22 905
銀座 395 1743 22 825
下石 417 1793 20 1036
石原 358 1565 30 942
東熊谷 358 910 14 982
中西 167 15 0 767
箱田 13 47 0 892
佐谷田・久下・太井・万吉 32
合計 266
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（資料２：米国戦略爆撃調査団文書）

図１ 米軍が分析した熊谷空襲の被害状況の分析（数字表記を白文字に変換）

1

2

3

4

5
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写真１ 米軍が空襲後に空撮した熊谷市街地の被害
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第３節 熊谷航空株式会社に対してのアメリカ軍の分析内容（「報告書２」）について

第１項 熊谷航空株式会社に対してのアメリカ軍の分析と戦略概要

国立国会図書館デジタルコレクションには熊谷空襲に関係する資料として、米国戦略爆撃調査団文書の標

的への戦略と被害報告があるが、その他に中島飛行機の協力工場（小工場）として位置付けられる熊谷航空

株式会社についての詳細な事前調査報告がある。その内容については次のURLに示されている。
これは１０ページの容量あるが、文書と画像が重なっており、実際は戦略目標と現地の航空写真の約３ペ

ージが主要内容である。その翻訳概要は次のとおりである。

中島飛行機株式会社の協力工場である熊谷航空株式会社に対してのアメリカ軍の分析内容

国立国会図書館デジタルコレクションには熊谷空襲に関係する資料として、米国戦略爆撃調査団文書の標的

への戦略と被害報告があるが、その他に中島飛行機の協力工場（小工場）として位置付けられる熊谷航空株

式会社についての詳細な事前調査報告がある。

この資料が意味するものとして解釈できるのは、熊谷空襲の戦略報告の中にも示されていた熊谷航空株式

会社が攻撃の目的とされながらも空襲の最終的な標的から外されたという疑問に対して、一定の可能性を示

唆するものと考えられる。

第２項 戦略爆撃調査団文書の翻訳から読み解く分析内容

報告書の要点として挙げられる「６．検討」の中で、軍需工場としての概要を把握しながらも、最終的な

確証が全くないと示されている。また、太田や小泉の中島飛行機の大工場の事前分析に比べて、本件につい

ては、「５．施設の識別」にあるように「不明」が多く、空襲に向けての戦略計画が十分でなかったといえ

る。

この報告が、８月４日に示された米国戦略爆撃調査団の空襲計画、直前の戦略に与えた影響を考えた時、

工場の空襲に向けての消極的な要素として働いたことが推察できる。これら報告書の概要に関する翻訳の抄

録を次に加えたい。

機密

画像分析部

評価担当

画像部門

空軍分析

1945/6/15
標的番号 90.13-1650
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
写真 日付 1944/11/7

1945/3/24

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。
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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。

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。

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

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
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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。

同封 C.F.L 750.114

米空軍

A.L. ガヌング

JTGコンサルタント
ウォーレン・ヒル

承認

リー・Ｗ・キルゴール

米空軍評価担当主任

画像分析部門

空軍分析担当代表補佐

――――――――――――

報告書の原文資料

（資料編にて全資料掲載）
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「報告書２」の冒頭部分

工場内を把握するためのナンバリングが見える
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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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参考資料記事（紙面転載）
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結語―熊谷空襲研究をめぐって―

「米国戦略爆撃調査団文書」（国立国会図書館デジタルコレクション）におけるDamage assessment
photo intelligence reports of Far Eastern targets filed by area and contain all available information on
the area: Takasaki Report No. 3-a(16),（報告書①）などに記された熊谷空襲に関する記述には、熊谷空襲
に関するその当時の状況を明らかにする情報が含まれている。元来、熊谷空襲に関する調査研究の多くは、

「熊谷爆撃米軍報告書」『新編 埼玉県史 資料編 20 近代・現代2 政治・行政2』などの文書資料の他は、
熊谷空襲の経験者、被害者に対してのヒアリング調査や証言の文章化などによって進められ、空襲の全容に

アプローチする試みが続けられてきた。

戦後５０年、６０年を経て７０年を迎える歳月の中、熊谷空襲に関するヒアリングの対象者が高齢化や死

没などし、年々減少している状況にある。この方法に基づいて集積された多くの知見は、熊谷空襲の事実を

記録するだけでなく、次世代への伝達に向けて多くの役割を果たしてきた。しかしながら、証言に基づく情

報を総合化する中でも把握し得ない、分析し得ない熊谷空襲の事実があったことも確かであり、その一つが、

空襲が実行された意図や理由についてであった。この側面に対しては、空襲の被害側者からの見解において

分析することは困難であり、あくまで戦略的に空襲の作戦を策定、実行した米軍側の資料に一定の回答が含

まれていることが予想されていたが、その一例である先述の県史に所収されていた報告書においては被害状

況を含めた空襲の概要が示されるに留まっていた。

戦後７０年の節目において着目することができた新たな報告書においては、戦略の具体的内容が示されて

おり、熊谷空襲の理解に向けた一定の意義を包含するものであると言えよう。報告書が作成された後、米軍

の資料管理部門及び米国公文書館において原本が保管されていた時代から約半世紀を経て、本邦の国立国会

図書館にフィルム形式で移管され、その後、21世紀に入りデジタル技術の改良やインターネット環境の向
上によって「国立国会図書館デジタルコレクション」にて公開されるという経過も、本考察の前提として必

要不可欠であったと言える。本考察に初期段階において行った翻訳においては一部修正を要する箇所も解釈

上の課題として残されていると考えられるが、空襲の実行側が作成し有していた第一的資料としての存在意

義は高いものであると言える。他にも多数存在している米軍資料の解明とともに、本邦への翻訳等を通じて、

空襲研究の下地を醸成していくことが求められている。

報告書には市街地の小工場に対する分析と、市街地における軍需関連工場への爆撃の戦略と結果報告、被

害状況報告がナンバリングなどによって仔細に示されている。また、中島飛行機株式会社の協力工場である

熊谷航空株式会社については別途の戦略報告書（報告書②）を記されるほどに工場内の配置状況等を詳細に

分析されている。ところが、この熊谷航空株式会社に対する空襲は皆無であり、報告書①において「None」
と記すように、直前に任務の遂行が中止した可能性が高い。この理由については明らかにされていない。市

街地における空襲においても、熊谷市役所や公会堂、他の施設を含む戦略計画の中には見出せない地域の空

襲も実行されていることなど不明な点は残る。焼夷弾や爆撃弾などの投下後の誤差などにも影響される点は

推定されるが、大量の爆弾投下が事実として明らかな以上、市街地における小工場への標的という今回の知

見の他にも、何らかの戦略が影響したことも考えられる。一方、米軍の戦略計画では熊谷航空株式会社及び

軍需工場の「ヒノデ工場」の位置を誤って把握しているなど、熊谷に対する地域分析の欠点も見受けられた。

熊谷における地域分析の観点について一歩踏み込んで考える時、米軍が地上での調査部隊を展開し地域的

な理解を深めたということは考えにくく、この点については熊谷地域出身の米軍属となった捕虜からの知見

が作用したことも、今回の資料調査によって見えてきた部分である。捕虜の証言についての報告も米国戦略

爆撃調査団文書（他資料、国立国会図書館デジタルコレクション内）に含まれており、熊谷地域の鉄道路線

や文教地域の把握はもとより、市街地周辺の工場の配置についての証言が米軍の報告書に残されている。つ

まり、この点からも、入手した地域分析の情報が米軍の空襲戦略に活用されたことを示唆している。

今回の資料調査に際して、朝日新聞川崎卓哉記者の発案により、米国公文書館及び米軍の資料担当者に対

して、米軍の報告書の具体的な意図や地域分析の方法などについて問い合わせたが明確な返答を得ることは

できなかった。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。ただし、熊谷空襲についての記載が限られていることも確かであり、中島飛行機の工場
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が所在していた群馬県の太田市周辺に関する米軍の資料数から比べると著しく少ない状況にある。熊谷空襲

という悲劇に対して、資料等を前提等する調査手法は幾分か冷淡なるものと理解されることもあるかも知れ

ない。しかしながら、熊谷空襲の歴史的情報を淡々と積み重ね、アーカイブスすることで、見解立場に左右

されない情報として次世代に伝えることができると思われる。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であり、戦争を経験した世代が減少する中、新たな知見に

向けて調査研究を進めることが現代の世代が持つ一つの責務であるようにも感じている。これらの考察が熊

谷地域の歴史を語り継ぐ普遍的な基礎資料となり得る可能性を信じ、今後も熊谷空襲の調査研究を進めてい

く所存である。
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