株式会社ニチマイ

お客様事例 (8)

武蔵野ふるさと歴史館 様
中島飛行機武蔵製作所関連資料の米国国立公文書館からの収集
武蔵野ふるさと歴史館（以降、歴史館）様では、その基本理念の1つに「武蔵野市の歴史を未来
へ継承する」を掲げ、戦争関係の資料を収集し、その整理・分析を行い、展示などで公開されて
います。
中島飛行機武蔵製作所は、戦前・戦中には現在の武蔵野市役所の位置にありました。歴史館では
特に中島飛行機武蔵製作所の資料収集に力を入れて、国内資料収集のみならず、米国国立公文書
館での資料収集を行いました。

Profile

武蔵野ふるさと歴史館

様

武蔵野市の歴史を未来へ継承するとともに、地
域の歴史を学ぶ拠点とするため、古文書、民
俗、考古資料のほか、戦争関係資料などを収
集、保存、研究、公開する機能や、市民が利用
可能なスペースを備え、歴史資料を媒体とした
市民交流拠点としての機能を提供することなど
を目的に2014年の12月に開館されました。
また、公文書の中でも歴史的な価値を有する

中島飛行機武蔵製作所関連資料調査の概要
■収集期間と収集成果

本本土を効果的効率的に攻撃するための調査報

歴史館様では、平成27年７月から平成29年3月

告や計画、または、攻撃結果の記録などでした。

まで、中島飛行機武蔵製作所に関する米国国立

しかし、日本側の記録にはない当時の状況を示す

公文書館所蔵資料を収集されてきました。

貴重な資料となっています。

アメリカのメリーランド州カレッジパークにある米国

歴史館様の収集の成果は以下のように、資料の

国立公文書館には、太平洋戦争中や戦後（特に

種類も文書、写真、映像、マイクロフィルムと多岐

占領期）に米軍が作成した資料が多数所蔵され

に渡っています。

ています。それらの資料が作成された目的は、日

ものを歴史公文書として位置づけ、保存及び公
開する公文書館機能を持っています。

原資料より収
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＜基本理念＞

※その他、マイクロフィルムを３本収集した。

・武蔵野市の歴史を未来へ継承する

平成29年8月29日定例記者会見資料 「中島飛行機武蔵製作所関連資料調査について」（武蔵野市様作成）

・地域の歴史を学ぶ拠点としての機能を提供す
る
・歴史資料を媒体とした市民交流拠点としての
機能を提供する

中島飛行機については、産業史の視点やゼロ戦

は、戦争の事実を知らせ未来とつないでいくことを

など航空機愛好家などからも関心の高いテーマで

重要視し、公平な視点で資料の収集が行われて

はあり集客が期待できますが、歴史館様では、最

います。

初から集客を重視して企画するのではなく、まず

生涯学習の推進を図り、武蔵野市民と武蔵野
市を訪れる多くの人々に武蔵野市の歴史・文化
を伝え、これからの武蔵野市に想いをよせる活
動の場所になることを目標としています。

米国国立公文書館から収集した資料の例
このプロジェクトでは、1928年から1947年の戦略爆撃調査団の
資料、陸軍航空隊記録軍、第二次世界大戦連合国占領司令

中島飛行機とは？

部記録群などの資料調査を行い、文書や写真、フィルムなどを

1917年（大正6年）から1945年（昭和20年）まで存在

収集しました。 以下は、歴史館様が収集した資料の一例です。

した日本の航空機・航空エンジンメーカーで、エンジン
や機体の開発を独自に行う能力と、自社での一貫生

■文書資料

産を可能とする高い技術力を備え、第二次世界大戦

中島飛行機武蔵製作所が、ターゲット№357として攻撃目標と

終戦までは東洋最大、世界有数の航空機メーカーで
した。

なっているのが記載されています。

しかし、その技術力の高さゆえに、太平洋戦争末期に

Photo Intelligence Section Immediate Interpretation Report

はアメリカの主要攻撃目標とされ、その施設はほぼ壊
滅状態となりました。

No.I/I-107 Objective Area Number 90.17 1/6/1945; NIPI #
103278; Record Group 289 National Archives at College Park,

また、戦後はGHQによって12社に解体され、中島飛行

College Park, MD .

機という会社は残っていません。
以前の施設は、東京都、群馬県、埼玉県などに広く存
在しており、武蔵野市には武蔵製作所がありました。

※米国国立公文書館とは？
国立公文書記録管理局（National Archives
and Records Administration, NARA）は、アメ
リカ合衆国政府の書類と歴史的価値のある
資料を保存する公文書館で、米国連邦政府
下の独立機関となっています。
保管所自体はアメリカ全国に33箇所置かれ
ており、本館と運営部門はワシントンD.C.にあり
ます。

米国国立公文書館から収集した資料の例(続き)
■図面資料

■写真資料

武蔵製作所の地図が詳細に描かれています。当時

爆撃を受けた武蔵製作所の写真で、壊滅的な状況が

の日本の陸地測量部等が作成した地図では、この

伺えます。

部分は機密事項であるために空白になっていまし
た。

米国国立公文書館新館（カレッジパーク） 太平洋
戦争当時の日本関係資料が多く所蔵されており、
中島飛行機武蔵製作所に関する資料もこの新館で
収集された。

Nakajima Musashino and Tama Plants Target
work Sheet 3/8/1945; NIPI # 104028; Record
Group 289 National Archives at College Park,
College Park, MD.

■より広く深く資料を収集
武蔵野市の歴史を語る上で欠くことのできな

Photograph No. 3A-03554;(Source of the pictures above) War
Theatre #11(Japan) MUSASHINO BOMBING (OVER) Print ed’d
9 Nov. 45 from BPR, (Air Force Group). Used in book. “Third
Report of the C.G. of the AAF to the Secretary of War”. Copied 13
November 1945.: Records of U.S. Air Force Commands, Activities,
and Organizations, Record Group 342; National Archives at College Park, College Park, MD .

米国での資料収集とその調査

■中島飛行機武蔵製作所の調査収集の実務

付ける資料を米国国立公文書館にて数多く収

■ニチマイの資料調査収集体制

客様からのご要件やご希望を本社の窓口がヒアリ

集できたことは非常に意味のある取組であった

ニチマイでは、米国にある資料の収集や調査を行

ングし、それに基づいてご希望の資料についての

と感じています。

う場合に日本国内にある本社がお客様の窓口とな

資料調査を米国のリサーチチームが行います。こ

（武蔵野ふるさと歴史館様）

り、資料収集プロジェクトの対応を行います。また、

こで資料が確定したら、資料の収集（スキャニング

資料収集に関する専門的かつ具体的なコミュニ

やコピーなど）を行います。資料収集のステップで

ケーションが必要な場合は、現地のリサーチチーム

新たな事実が発覚した場合は資料調査に戻りなが

が直接お客様と対応いたします。

ら、精度を高めていきます。必要に応じて、お客様

資料データを整備する段階で発生した課題につい

へ中間報告を行い、打ち合わせを重ね、収集の方

て、対応策を決定しながら進めます。

向性の確認や新たな発見の報告を行います。

い、戦争と中島飛行機武蔵製作所の歴史を裏

※平成29年8月29日には、記者発表があり、収集
結果が公表されています。

中島飛行機武蔵製作所プロジェクトでは、まず、お

資料調査と資料収集のステップ

お客様とニチマイの資料収集体制

平成29年8月29日定例記者会見資料「中島飛行機

武蔵野ふるさと歴史館様での資料の利活用

武蔵製作所関連資料調査について」（武蔵野市様作

歴史館様では、資料の収集・分析結果を元にこれ

成）より

までに（2018年5月現在）4回に渡り中島飛行機武
蔵製作所に関する展示を行ってきました。
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展示のチラシには米国での収集資料が使用され、
さらに歴史館独自の分析結果を示す情報が追加
され興味を引く内容になっています。
・戦争と武蔵野 H.27.8.13-10.4
・戦争と武蔵野Ⅱ H.28.7.17-9.29
・戦争と武蔵野Ⅲ H.29.8.12-8.27
・TARGET

№357 ～攻撃目標となった町、武蔵

野～ H.29.10.14-12.28

2018.5

歴史館様展示会用チラシ

この内容は2018年5月のものです。

