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平成３０年３月２７日版

熊本市戸島町で発見された旧健軍飛行場無蓋掩体壕（第３報）

くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク 代表
肥後考古学会 幹事 髙谷 和生

資料概要と遺構の歴史的価値
①本遺構は、平面形がホームベース型の「小型無蓋掩体壕」である。
規格は「掩体部幅約３１．２ｍ、掩体部奥行３４．９ｍ。内部寸法は格納
部横幅１７．９ｍ、格納部奥行約１９．０ｍ、比高差２．５～３．１ｍ。
開口部横幅８．８ｍ、張り出し部長１２．７ｍを測る。
対空偽装用もしくは覆屋固定用遺構は、左右対称７箇所で計１４箇所。
右翼には造り出し部を有する。

②本掩体壕は「陸軍熊本（健軍）飛行場」に関わる掩体壕で、現況では当飛
行場遺構として唯一残された遺構資料である。

③本土決戦に向け健軍飛行場東部域の防空体制と新たな機能が確認できた。

１ 熊本（健軍）飛行場
熊本飛行場は熊本市東区健軍町・西原町・戸島町

・小山町に所在する。健軍飛行場の別称を持つ。当
初は三菱重工業株式航空会社熊本航空機製造所で生
産する重爆撃機「飛龍（キ－６７）」の試験飛行のた
めの飛行場として設営される。
昭和１９年４月「飛龍第一号機進空式」には飛行

場諸施設も南・西側に完成し、同月大刀洗陸軍飛行
学校熊本教育隊が、飛行場東側に管理区画を設け開
校する。その後大刀洗飛行学校の廃校に伴い、実戦
部隊の配備も行われ、昭和２０年４月には、重爆隊
の第六十戦隊の配置に伴い機能がさらに拡充。
昭和２０年５月の義号作戦では、沖縄に向け義烈

空挺隊の発進が当飛行場から行われた。昭和２０年
７月、第三十戦闘飛行集団の配当飛行場となり、敗
戦時は第六〇戦隊（陸軍重爆隊、その後は百十重爆
撃隊と統合し、百七十戦隊に編制替えする）、第一七
独立飛行隊、第５５飛行中隊、第一七四飛行場大隊
が配備の記録が残されている。
滑走路は、現熊本日赤熊本病院前道路付近に１５

００×６０ｍ（マカダム舗装）を基盤として、さら
に１５００×３００・１５００×２００ｍの２地区
を設定する。周辺誘導路は３０００ｍ級が２０本設
置されている。周囲には５００名収容の宿舎十二棟
が設営されている。※『飛行場記録提出ノ件』記載
また、南側に隣接する三菱航空機製造所の全長２

００ｍの総組立工場が、西部方面総監部内補給支廠
の建物として現存し、義烈空挺隊慰霊碑も本所に移
転されている。また、六十戦隊の墜落機慰霊碑が大
津町外牧畑、西原村宮山の２箇所に建立されている。

２ 掩体壕
掩体壕は、軍事用語では掩体（えんたい）という。
正確には「飛行機用掩体（壕）」であり、アジア太

平洋戦争後半期、米軍の空襲から貴重な飛行機を守
るため、飛行場周辺に分散して造られた地上式・半
地下式の防御用格納施設である。
掩体壕には有蓋型と無蓋型がある。全国の現存す

るコンクリート製有蓋掩体壕については、２００３
年用松律夫氏による集成がなされ４２飛行場、１０
５基を知る。熊本県内では、発掘調査により、球磨
郡あさぎり町の陸軍人吉秘匿飛行場（神殿原飛行場）
に小型機用の木製有蓋掩体壕５基が確認されている。
一方、無蓋掩体壕の全国の集成は未だ見ず、陸軍

能代飛行場（秋田）、陸軍印旛飛行場（千葉）、陸軍計根別・海軍牧の内飛行場（北海道）、海軍
百里原・海軍石岡飛行場（茨城）、陸軍知覧飛行場（鹿児島）の７報告が知られている。熊本県
内では、玉名に半壊１基、菊池に半壊２基、人吉に２基が知られている。

写真１ 米軍ランドルフ戦闘報告記録での「熊本

(ＫＵＭＡＭＯＴＯ ＨＬＧ Ｕ／ Ｃ・ 健

軍）飛行場」の全容 国立国会図書館蔵

写真２ 健軍飛行場で敗戦を迎えた飛行第６０戦

隊第３中隊の重爆撃機「飛龍」 髙谷蔵
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なお村上康蔵氏分類によれば、無蓋型は土塁式、石垣式、斜面式の三種を示されており、本事
例は土塁式に該当する。また、平面形では、単機用、二機用、三機用が陸軍教則本に例示される。
さらに単機用は、全国的には「Ｃ字」「コ字」「く字」の形状が知られているが、全容を示す形式
分類等はなれていない。

３ 熊本飛行場で確認された無蓋掩体壕の構造・規格
（１）熊本市長嶺二丁目の「飛龍」無蓋掩体壕
本「飛龍」格納掩体壕は熊本市東区長嶺二丁目１２番地に所在した。米軍撮影空撮資料では、

北側に誘導路とともに大型掩体が約３０基確認できる。本掩体壕は単機用で１９８８年段階では
７１．０mの距離を保ち二基存在しており、南側掩体壕を１号、北側を２号と仮称した。
１号掩体壕は平面形がほぼ三角形で底辺部が開口し、翼部先端で内傾している。土塁部横幅３

６．６m、土塁部奥行き３７．０m、土塁部開口箇所１３．６m、土塁部高さ１．９mを、内部下端

写真３ 熊本（健軍）飛行場及び三菱重工業熊本航空機製作所。隣接する帯山・練兵場

米空母「ホーネット」艦載機・１９４５年５月１４日撮影 工藤洋三氏提供
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では格納部横幅２１．４m、格納部奥行き３０．８mを測る。左右翼部は、飛行機の主翼が通るた
め土塁の高さも減じている。掩体壕周辺部には旧百里原海軍飛行場に見られる周堀遺構、他飛行
場での警備兵詰めの土孔（一人用の対空防御用「たこつぼ」）、物品保管用施設、爆風よけ土塁等
の掩体壕附属施設は確認されていない。
２号掩体壕は、確認時点では宅地開発のため既に半壊状態であった。右翼部のみ約３４．０mの

遺存で、１号掩体壕と同規格と想定できた。なお、両者間は直線距離にして約７０mを保つ。
熊本市文化財課による宅地造成前の１９８８年１２月の確認調査では、埋蔵文化財としての所

見は無かったものの、格納部内の試掘溝表土層よりジュラルミン片が採集されたという。
なお、１号掩体壕は２０１２年５月に消滅し、長嶺地区には遺構は残されていない。

写真４・５・６ 長嶺町の消滅した「飛龍」用大型掩体壕の様子

図１ 掩体壕の配置及び規格 熊本市文化財課提供

図２ 四式重爆撃機「飛龍」を格納した１号掩体壕の見取り図

熊本日日新聞社２０１１年掲載記事

写真７ 健軍飛行場で敗戦を迎えた陸軍四式重爆撃機「飛龍」

杉山弘一氏提供、高谷和生蔵
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（２）熊本市戸島本町無蓋掩体壕
ア 所在地・所有等
今回発見された無蓋掩体壕は、熊本市東区戸

島本町４－４５隣接地に所在する。所有者は古
閑宏二郎氏（熊本市東区戸島本町４－４５）で、
住宅の拡張用地として平成２９年購入したもの
である。購入時に用地は雑木林・竹林で、地元
証言等から「エンタイゴウ」と呼ばれいた事か
ら、古閑氏による独自調査、依頼によるくまも
と戦跡ネット調査へと結びついた。
なお、本掩体壕箇所は市ＨＰ閲覧の熊本市遺

跡地図では、戸島東遺跡と戸島西遺跡に間に位
置している。

イ 掩体壕規格、関連遺構の状態等
用地内には竹が全域に繁茂し、掩体壕全容の

観察ができずらかったが、地権者による全域伐
採が行われ、平成３０年１月２８日に無人機ド
ローンよる全域空撮・フォトスキャンによるデ
ータ測量・金属探知機による表土層遺存金属の
確認調査を実施した。その結果は以下の通りで
ある。
①本掩体壕規格
掩体部幅約３１．２ｍ、掩体部奥行３４．

９ｍ。内部寸法は格納部横幅１７．９ｍ、格
納部奥行約１９．０ｍ、比高差２．５～３．
１ｍ。開口部横幅８．８ｍ、張り出し部横長
１２．７ｍを測る。・
平面形は「ホームベース」形状である。

②対空偽装用もしくは覆屋固定用遺構
左右対称７箇所で計１４箇所、最大で右１番（全長２．５ｍ、横幅１．２ｍ）

③張り出し部の前庭箇所は、前２．７ｍ、横幅６．３ｍ
ちなみに、陸軍三式戦闘機「飛燕」は、全幅１２．０ｍ、全長９．１ｍ、全高３．７ｍであ

るので、容易に格納は可能である。なお、この様な溝遺構は、全国で初めての発見である。

図３ 熊本飛行場と三菱熊本航空機製作所の位置図

写真８ 南側からの掩体

壕全景。開口部の平坦

状況が見てとれる。

写真９ 右翼側の５～７

番の対空偽装用溝遺構

写真１０ 右翼側から張

り出し部側の状況
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ウ 金藏探知機による表土層の探査
掩体壕内部床面全域を、金属探知機（リフレックシーズ ＲＺ－ＭＤ３０１０）で表面の探査

を行った。掩体奥側の３箇所の接近した場所から全長１２ｃｍ×２本、９ｃｍ×１本の断面は円
形、頭頂部は長楕円形状の釘が発見された。
これな掩体壕内部の対空偽装用支持木もしくは覆屋の結束金具の可能性が想定される。

エ 地域住民からの証言
地権者の古閑宏二郎氏による地元の

高齢者住民の証言聞き取りがなされて
いる。藤村マスエさん（敗戦時・小山
戸島国民学校２年）「首に真っ白いマフ
ラーを巻いた２０代前半と思われる飛
行兵が、朝点呼で１２～１５人位整列
していた」、小峰カズ子・エイ子さん「こ
の場所を“エンタイゴウ”と呼び、小
さい時に一緒に遊んでいた」、小峰不可
止さん「この場所に翼がもげた飛行機
が置かれていた。日赤・健軍飛行場に
向けた道を“ゆうどうろ”と呼んでい
た」等である。
また、隣接する「熊本高齢者サービ

ス協会デイケアサービスセンター白樺」
利用の複数高齢者から「周囲にもっと
沢山の掩体壕があった」「戸島町北向下
集落内に陸軍飛行兵が滞在した複数の
宿舎（在郷名士の個人宅）・炊事場があ
った」との証言も得られている。
戸島町全域での健軍飛行場に関わる

証言を別途に集約（地図内に各証言地
点を記載）中である。

４ 現状でのまとめ
今回発見された「小型掩体壕」は、近

隣住民証言等により熊本（健軍）飛行場
に関わる軍施設・掩体である。
証言・旧図等による健軍飛行場までの誘導路も比定でき、東側外郭部から直線距離で約２ｋｍ

の距離となり、常駐部隊の後衛施設もしくは敗戦末期に本飛行場を中継基地として利用した陸軍
特攻隊部隊の小型全金属機「飛燕」等の防空用施設であると想定される。
この様に健軍飛行場は、当市・当地域における近代史の特徴をよく示す遺跡である。また、今

回発見された戸島掩体壕は、遺構全体が良好に保存されており、対空偽装用もしくは覆屋固定用
構遺構が全国で初めて確認されるなど学術的価値も高い。今後は遺構の発掘調査による全容解明
が必要と考える。

問い合わせ先・連絡先
くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク 代表 髙谷 和生

自 宅／〒８６５－００６１ 熊本県玉名市立願寺１２６－５
個人携帯 ０９０－１５１３－５５２８

Ｅメール takayanagi912@yahoo.co.jp
ＨＰ http://www.kumamoto-senseki.net/

写真１１ 金属探査の様子。反応箇所の表土層を除去し、約５ｃｍで釘が出土。

写真１２ 出土した釘３点。１２ｃｍ：四寸、９ｃｍ：三寸

写真１３ ドローンによる掩体壕の東側からの空撮。ＴＫＵ提供

図４ フォトスキャンによる東側俯瞰からの３Ｄ測量図
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［資料 １］

戸島本町二丁目の健軍飛行場掩体壕の周辺地図

赤丸：本小型無蓋掩体壕（戸島本町４－４５番地隣接地）

戸島本町二丁目の健軍飛行場掩掩体壕の周辺空撮写真

赤丸印：本小型無蓋掩体壕、左下：旧熊本飛行場

１９４８年３月３日撮影 国土地理院蔵
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［資料 ２］

戸島掩体壕の全景、真俯瞰空撮写真

平成３０年３月１８日 ＴＫＵによるドローン撮影

戸島掩体壕からの旧健軍飛行場の遠望

平成３０年３月１８日 ＴＫＵによるドローン撮影
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［資料 ３］

戸島掩体壕のフォトスキャンによる北側・開口部側からの３Ｄ測量図

平成３０年３月１８日 くまもと戦跡ネット末永崇氏による作図

戸島掩体壕のフォトスキャンによる戸島掩体壕真俯瞰からの３Ｄ測量図

平成３０年３月１８日 くまもと戦跡ネット末永崇氏による作図
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［資料 ４］

□上：熊本飛行場に敗戦
後、遺棄された陸軍三
式戦闘機「飛燕」
工藤洋三氏提供

□中：調布飛行場で首都
防空にあたる飛行第２
４４戦隊「飛燕」と無
蓋掩体壕への格納の様
子
調布市説明看板より

□下：熊本飛行場南部分
及び三菱熊本航空機製
作所への攻撃・ガンカ
メラでの撮影。
眼下に小型機６機が駐
機している。
「３２９８６０」ネガ
は現在の新外交差点付
近
福林徹氏提供
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［資料 ５］

知覧飛行場「無蓋掩体壕」整備事例

鹿児島県南九州市知覧町

□上：発掘調査され整備された知覧飛行場無蓋掩体壕

特攻機仕様の陸軍九七式戦闘機（ＦＲＰ製）

掩体壕見学のため、全体俯瞰用やぐらを設置

□中：案内石柱

□下左：南九州市設置の説明看板「掩体壕」

□下右：無蓋掩体壕隣接の一人用防空避難壕「たこつぼ」


