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ドキュメンタリー映画
「陸軍前橋飛行場」

制作・監督：

アムール
飯塚俊男様

ドキュメンタリー映画制作のための
米国国立公文書館の資料収集と取材のアテンド
平成30年夏にドキュメンタリー映画「陸軍前橋飛行場」が公開されました。この映画の制
作にあたり、米国国立公文書館の資料を使用し、かつ、現地を取材したいとのご依頼を受
けて、資料の調査収集と取材時のアテンド（案内）を行いました。

かつて前橋飛行場のあった現在の高崎市
©Amur2018

映画「陸軍前橋飛行場」

記憶を記録に

の中できちんと整理保存してある。これが公文書管

理に関心を持った最初だった。」と語っています。
太平洋戦争中に群馬県の中央部（現在の高崎

映画の制作にあたり、当時の記録が「村日記」とし

市）に「陸軍前橋飛行場」の建設が開始されまし

て当時の非公式の記録として残ってはいるものの、

た。この飛行場が稼動していたのはわずか1年間

日本側の公文書はほとんど残っていませんでした。

ながら、建設に携わった地域の人々、特攻隊員

当時の日本の公文書は、終戦直後に「機密重要書

と地域の人々との交流、訓練され戦地に向かっ

類焼却の件」という通達が出され、ほとんど焼却され

た若者たちなど、数々のドラマが生まれました。

ていました。

本ドキュメンタリー映画は、「陸軍前橋飛行場と
戦時下に生きた青少年の体験記」（鈴木越夫

この映画の舞台となった前橋飛行場でも終戦時に
は文書を燃やす煙が絶えなかったということです。

著）を元に、当時を知る人々から語られる証言、
地元の住谷修さんが記録し後にその息子である
住谷佳禹さんが清書した「村日記」、また、米国
国立公文書館から収集した資料（写真や映像を

■元総理大臣福田康夫さんの話
この映画には元総理大臣の福田康夫さんも出演さ
れています。

含む）を駆使して制作されました。

福田さんは戦時中、父親赳夫元総理の実家近くの
本映画監督である飯塚俊男さんの、知られざる

旧群馬町金古国民学校に疎開されていました。

地元の歴史を後世に伝え、二度と同じ道を歩む

「1980年代半ば、知人から前橋市内の戦争被災時

ことのないようにという願いが込められています。

の航空写真が欲しいと相談を受けた。日本では見つ
からず、米国の国立公文書館にあった。立派な建物

左上：原作者の鈴木越夫元教育長、右上：飯塚
俊男監督、左下：製作協力委員会代表の野村洋
四郎元町長、右下：福田康夫元総理
福田元総理は、官房長官の時公文書管理の必要
性を感じ研究会を作って検討を始めました。総理大
臣（07年～08年）の時立法化が進み、次の麻生太
郎内閣で公文書管理法は全会一致で成立していま
す。

米国資料の収集
資料を利用する側のお客様のアイディアと弊社リサー
チャーのサポートによって、映画に使用するための有

■アメリカの公文書館での資料収集と取材

効な資料を収集することができました。

飯塚監督は、福田さんの話からアメリカの公文書館

写真提供：アムール

で戦争に関する資料を収集すること、それらがどのよ

映画「陸軍前橋飛行場」のために米国

うに整理され保管されているか、現地で取材する必

国立公文書館での資料収集を行いまし

要があると考えました。

た。どのような資料があるのか、果たして

飯塚監督と個人的におつきあいのあった米国ミシガ

ン 大 学 の ア ジア 映 画研 究 者 であ る ノ ー ネ ス 教 授

映画監督：飯塚俊男様 Profile

（Professor Markus Nornes）にニチマイ米国事務所
を紹介されました。

1947年、群馬県前橋市に生まれ。東北大学在学中
の1969年より、小川紳介主宰の小川プロダクションに
所属する。1991年、『映画の都 山形国際ドキュメンタ
リー映画祭'89』で映画監督デビューを果たす。その

文書館での資料は、もともと米国側が作成した公文

後、小川プロダクションから独立し、1992年に『小さな

書のため、日本のお客様のご希望にぴったり合っ

羽音 チョウセンアカシジミ蝶の舞う里』を監督する。同

たものが必ず見つかるわけではありません。しかし、

作会社のアムールを設立する。

のか、最初は検討がつきませんでした。
写真やガンカメラの映像などの収集を
要望しました。

ノーネス教授のご紹介によって、飯塚監督と収集希
望の資料について打ち合わせを進めました。米国公

作は文化庁優秀映画作品賞を受賞した。1994年、製

それが映画に利用できるような資料な

お客様

米軍の資料には空襲の記録が多く残さ
れており、作戦の段階や空襲後の状況を
撮影した写真、また、爆撃する飛行機か

ニチマイ

ら撮影された映像など多数存在します。

米国事務所

しかし、旧群馬町の地域に限定した資料
を探し出すのは至難の業でした。

最終的には右に示すような数量の資料を収集し、

※米国国立公文書館での資料調査収集
当プロジェクトでは、資料の収集は新館で、取材
は新館と本館で行われました。

文書

写真

動画

約160コマ

約70コマ

約40本

これらは映画の中で効果的に生かされています。
以下は収集した資料の1例となります。
■空中写真

■写真資料

Aerial Photograph, “Maebashi, 8/5, 6/1945”; BOX
802; MIPI#68374;Entry NM15-217; Records of
Headquarters United States Air Force (Air Staff),
Record Group 341; National Archives at College
Park, MD.

Photograph No. SC290325; BOX 571; “Everybody is doing
his part toward the rebuilding of the once beautiful city of
(Maebashi, Japan), destroyed during the air raid of 5 Aug
1945,” 10/10/1945; Photographs of American Military
Activities, Record Group 111SC; National Archives at
College Park, MD .

■米国国立公文書館本館
家系図作成者が利用する移民・帰化・国勢調
査に関する資料、先住民族の記録、独立戦争か
ら米比戦争までの軍事資料、アメリカ連合国や奴
隷解放運動の記録、司法や議会関連の書類、
年金や不動産記録などを中心に保管している。

ワシントンDCにある本館

■米国国立公文書館新館

アメリカの公文書館へ

第二次大戦以降の軍事資料と映画・ビデオなど

アメリカでは公文書がどのように取り扱わ

のメディア資料を保管しており、歴史研究者が多

れているのかを取材するために、飯塚監督

く訪問している。

と高尾カメラマンのお二人で5日間の日程
で米国国立公文書館に出張しました。
この時に、初めての米国国立公文書館
への出張であることから、ニチマイのアテン
ドサービスを利用され、資料の閲覧や公文

日程
1日目

2日目
3日目
4日目

予定

アテンドサービスの内容

日本から到着→

リサーチカードの作成サ

撮影準備

ポート、閲覧室のご案内等

NARA新館
（カレッジパーク）
での取材
NARA本館（DC）で
の取材

資料閲覧支援、撮影のた
めの通訳など。
撮影準備支援、インタ
ビューのための通訳など。

書館での取材をスムーズに終えることがで 取材日程とアテンド業務（5日目は日本へ帰国）
きました。
※「取材・撮影」については、予めお客様から米国国立公文書館への
交渉が必要です。

メリーランド州カレッジパークにある新館

ニチマイ米国事務所では、日本関係の資料の
多い新館でほぼ毎日資料の収集と調査を行って
います。また、必要に応じて本館や周辺の資料
館、海外の資料館などでも調査収集を行ってい
ます。

0120-588349
株式会社ニチマイ

飯塚監督（右）、高尾カメラマン（左） ホワイトハウス前で

高尾カメラマン撮影風景（米国国立公文書館本館前で）

■アテンドサービスとは？

・来館者用ロッカールームご案内

お客様が限られた時間を有効に使って調査や
収集などに専念できるよう、現地でサポートを行う
サービスです。主に米国国立公文書館カレッジ
パーク新館を対象としています。

館内には来館者が利用できるロッカールームが
あります。こちらのロッカールームに立ち寄って、必
要な準備を行い閲覧室に入ることのできるようにス
タッフがサポートいたします。

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-19-14
Tel 03-6808-3170

・閲覧室の利用規程のご説明
・リサーチカードの作成

Fax 03-5659-1150

http://ｗｗｗ.nichimy.co.jp

館内利用にあたって、リサーチカードの登録が必
要になります。外国の国立機関での手続きとなり、
手間取ることもありますので、弊社のスタッフがサ
ポートいたします。これによって、お客様はスムー
ズに本来のリサーチに入れることができます。

info@nichimy.co.jp

2019.1

各階閲覧室によって所蔵する資料が異なり、利
用規程も異なります。弊社スタッフがご利用の閲
覧室の利用規程をわかりやすくご説明いたします。
・通訳
英語にご不安のある場合は、スタッフが館内職
員との仲介やアーキビストへの調査の相談、また
館内常設機器の利用申請に伴う通訳をいたしま
す。

この内容は2019年1月のものです。

