
令和５年４月４日

登録番号 史料名 部署等

④艦船・陸上部隊-全般-1 昭４１．９　艦船名の書き方 戦史室海上班

④艦船・陸上部隊-全般-2 日本海軍における艦船建造プロセス 世界の艦船編集部

④艦船・陸上部隊-全般-3 艦船建造史　一覧表　其２ 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-4 艦船建造史　一覧表　其２ 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-5 連合艦隊の栄光（新聞連載　切り取り） 伊藤　正徳

④艦船・陸上部隊-全般-6_2 １水戦の栞　昭和９年１１月改訂 第１水雷戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-全般-7 昭和９．１１　改訂　１水戦の栞（第１改正） 第１水雷戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-全般-8_2 特型駆逐艦長必携 第２水雷戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-全般-9 昭１６以降　重要書類関係綴（演習関係等） 第５根拠隊司令部

④艦船・陸上部隊-全般-10
艦艇調書（③計画前）第１部　Ｐａｒｔ１．　Ｐｒｏｊｅｃｔｅｄ　ｂｅｆｏｒｅ　１９３
７

-

④艦船・陸上部隊-全般-11 昭１６～１９（支那事変）戦利船　利用予定表 艦政本部　杉崎書記官

④艦船・陸上部隊-全般-12 昭１６～１９（支那事変）戦利船　利用予定表 艦政本部　杉崎書記官

④艦船・陸上部隊-全般-13 昭１０．９．２６　第４艦隊事件（台風による遭難事件） 紀　脩一郎

④艦船・陸上部隊-全般-14 明３０～大６　艦船座礁事件　摘録 水路部

④艦船・陸上部隊-全般-15 昭１３　海軍艦船座礁衝突事件　摘録 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-全般-16 昭１４　海軍艦船座礁衝突事件　摘録 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-全般-17 昭１５　海軍艦船座礁衝突事件　摘録 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-全般-18 大１３～昭４　艦隊司令官．艦長在任　一覧表 海軍大佐　永石正孝

④艦船・陸上部隊-全般-19 昭１６～２０　連合艦隊等主要職員表（除　航空隊関係） 戦史室

④艦船・陸上部隊-全般-20 連合艦隊等主要職員表（除航空隊関係）昭１６～２０ 戦史室

④艦船・陸上部隊-全般-21 連合国戦闘艦艇名称一覧（案） 刊行事務　委員会

④艦船・陸上部隊-全般-22 連合国戦闘艦艇名称一覧（案） 刊行事務　委員会

④艦船・陸上部隊-全般-23 昭１９．６．１５　あ号作戦前　帝国海軍主要艦艇要目一覧 -

④艦船・陸上部隊-全般-24 海軍特設艦船要目摘要及び開戦時所属表 田中　健一

④艦船・陸上部隊-全般-25 艦船識別　参考資料 -

④艦船・陸上部隊-全般-26
Ｕ．Ｓ．ＷＡＲＳＨＩＰＳ　ＯＦ　ＷＯＲＬＤ　ＷＡＲ　２（第２次世界大戦
における米国戦闘艦）

ＰＡＵＬ　Ｈ　ＳＩＬＶＥＲＳＴＯＮＥ

④艦船・陸上部隊-全般-27 手簿（米国．英国艦艇諸元表等） -

④艦船・陸上部隊-全般-28 昭１４．１２．２０　調製　米国軍艦艦型識別測的資料（戦艦の部） 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-29 昭１６．１１．１　英米艦型識別測的参考書（戦艦．巡洋艦．空母） 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-30 昭１６．１１．１　英米艦型識別測的参考書（戦艦．巡洋艦．空母） 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-31
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（１）軍艦（戦艦．巡洋
艦．空母．水上機母艦．潜水母艦等）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-32 昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（２）駆逐艦 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-33
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（３）潜水艦．海防艦．
輸送艦．水雷艦．掃海艇．駆潜艇等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-34
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（４）特務艦（工作．運送
艦他）特務艦（敷設．哨戒艇他）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-35
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（５）特設艦船（あ～か
行）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-36
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（６）特設艦船（さ～た
行）

厚生省援護局
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④艦船・陸上部隊-全般-37
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（７）特設艦船（な～わ
行）臨時海軍防備隊関係艦船等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-38
昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書（８）艦隊・戦隊司令部、
陸上部隊、各庁、その他

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-39 昭３６．７　改版　旧海軍恩給年加算調書（１）軍艦 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-40 昭３６．７　改版　旧海軍恩給年加算調書（１）軍艦 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-41 昭３６．１１　旧海軍恩給年加算調書（２）駆逐艦 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-42 昭３６．１１　旧海軍恩給年加算調書（２）駆逐艦 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-43
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（３）潜水艦．海防艦．輸送
艦．水雷艦．掃海艇．駆潜艇．敷設艇等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-44
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（３）潜水艦．海防艦．輸送
艦．水雷艦．掃海艇．駆潜艇．敷設等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-45
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（４）特務艦（工作艦　ほか）特
務艦（敷設艇　ほか）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-46
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（４）特務艦（工作艦　ほか）特
務艦（敷設艇　ほか）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-47 昭３７．２　旧海軍恩給年加算調書（５）特設　艦船（あ～さ行） 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-48 昭３７．２　旧海軍恩給年加算調書（５）特設　艦船（あ～さ行） 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-49
昭３７．２　旧海軍恩給年加算調書（６）特設　艦船（た～わ行）臨時
海軍防備隊関係艦船等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-50
昭３７．２　旧海軍恩給年加算調書（６）特設　艦船（た～わ行）臨時
海軍防備隊関係艦船等

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-51
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（７）艦隊．戦隊司令部．陸上
部隊．各庁

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-52
昭３６．１２　旧海軍恩給年加算調書（７）艦隊．戦隊司令部．陸上
部隊．各庁

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-53 昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算　便覧 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-54 昭４６．１０　改版　旧海軍恩給年加算調書　総索引 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-55
昭４６．１０　改版　旧海軍徴傭船舶等恩給年加算調書（上巻）一
般徴傭船（あ～さ行）

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-56
昭４６．１０　改版　旧海軍徴傭船舶等恩給年加算調書（下巻）一
般徴傭船（た～わ行）公称　船曳船

厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-57
昭１５．４．３０　恩給年叙勲年加算調書（下巻）艦船　除籍（軍艦．
駆逐艦．潜水艦．掃海艇．特務艦）

海軍省人事局

④艦船・陸上部隊-全般-58 昭３６．７　旧海軍恩給年加算調書　取扱便覧 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-59 昭３６．７　旧海軍恩給年加算調書　取扱便覧 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-60 昭３７．３　旧海軍恩給年加算調書　総索引 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-61 昭３７．３　旧海軍恩給年加算調書　総索引 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-62 昭４７．１１　旧海軍恩給年加算調書　正誤表 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-63 昭４９．１　旧海軍恩給年加算調書　正誤表（徴傭船舶等） 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-64 昭５１．５～５３．５　旧海軍恩給年加算調書　正誤表 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-全般-65 昭１６～２０　大東亜戦争中の海軍艦艇　被害記録 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-66 昭１６．１２～１９．１２　日本艦艇及船舶　被害一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-67 昭１６．１２～１９．１２　日本艦艇及船舶　被害一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-68 昭２０．１～２０．８　日本艦艇及船舶　被害一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-69 昭２０．１～２０．８　日本艦艇及船舶　被害一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-70 艦船（海防艦以上）喪失一覧図　付　終戦時海軍主要部隊位置 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-71 艦船（海防艦以上）喪失一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-72
昭和１８年１０月～２０年８月　船団被害状況調査表　昭和２４年１
２月調製

第２復員局残務処理部



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-全般-73 第２次大戦における敵艦艇戦闘及被害記録（米国海軍の部） 福井靜夫・鈴木昌

④艦船・陸上部隊-全般-74 第２次大戦における敵艦艇戦闘及被害記録（米国海軍の部） 福井靜夫・鈴木昌

④艦船・陸上部隊-全般-75
第２次大戦における敵艦艇戦闘　及び　被害記録（米国海軍の
部）

福井靜夫・鈴木昌

④艦船・陸上部隊-全般-76 昭１７．１２～２０．８　既成艦工事記録（予定表） 海軍艦政本部　総務部第１課

④艦船・陸上部隊-全般-77
特設艦船総覧（あ～わ行）民有船舶を徴傭艤装するなどした艦艇
代用兵力

正岡　勝直

④艦船・陸上部隊-全般-78 帝国海軍艦艇一覧表 福井　靜夫

④艦船・陸上部隊-全般-79 功績便覧　１／１３　司令部 -

④艦船・陸上部隊-全般-80 功績便覧　３／１３　戦隊．水雷戦隊 -

④艦船・陸上部隊-全般-81 功績便覧　４／１３　戦艦．巡洋艦．航空母艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-82 功績便覧　駆逐艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-83 功績便覧　敷設艦．海防艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-84 功績便覧　７／１３　工作艦．特務艦．輸送艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-85 功績便覧　８／１３　砲艦．特設砲艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-86 功績便覧　９／１３　特設艦船．輸送艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-87 功績便覧　駆潜艇．哨戒艇．掃海艇．敷設艇 -

④艦船・陸上部隊-全般-88 功績便覧　１１／１３　陸上廠庁 -

④艦船・陸上部隊-全般-89 功績便覧　根拠地隊．警備隊 -

④艦船・陸上部隊-全般-90 功績便覧　陸上部隊（防空隊．通信隊．設営隊） -

④艦船・陸上部隊-全般-91 昭２　神通．蕨．那珂．葦．衝突事件査定書 -

④艦船・陸上部隊-全般-92 昭１０．９　三陸沖台風気象関係（４艦隊事件） 小野田仁・饒村曜

④艦船・陸上部隊-全般-93 日本海軍艦船名考 東京水交社

④艦船・陸上部隊-全般-94 明治４１年９月２７日　第１艦隊副長会覚書 第２艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-全般-95 大東亜戦争　功績便覧 陸上廠庁（１）

④艦船・陸上部隊-全般-96 大東亜戦争　功績便覧 陸上廠庁（２）

④艦船・陸上部隊-全般-97 大東亜戦争　功績便覧 通信隊

④艦船・陸上部隊-全般-98 大東亜戦争　功績便覧 特設艦船

④艦船・陸上部隊-全般-99 大東亜戦争　功績便覧 警（防）備隊　陸戦隊

④艦船・陸上部隊-全般-100 大東亜戦争　功績便覧 設営隊

④艦船・陸上部隊-全般-101 大東亜戦争　功績便覧 航戦

④艦船・陸上部隊-全般-102 大東亜戦争　功績便覧 輸送隊　輸送艦

④艦船・陸上部隊-全般-103 大東亜戦争　功績便覧 戦隊水戦

④艦船・陸上部隊-全般-104 大東亜戦争　功績便覧
掃海艇　哨戒艇　敷設艇　監視
艇

④艦船・陸上部隊-全般-105 大東亜戦争　功績便覧 特設駆潜艇

④艦船・陸上部隊-全般-106 昭和１７年４月　衛兵副司令　甲板士官　勤務参考 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-全般-107 大正９年１２月２７日　艦隊航海術　第２編 米村大佐

④艦船・陸上部隊-全般-108 大東亜戦争　功績便覧 防空隊　船舶防空隊
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④艦船・陸上部隊-全般-109 大東亜戦争　功績便覧 根拠地隊

④艦船・陸上部隊-全般-110 自昭和１７年８月　至昭和１８年６月　現状報告 鎮海運輸　大連支部

④艦船・陸上部隊-全般-111 昭和２０年８月１５日　現在　被服　糧食　燃料　現在量調書 旧呉海軍　軍需部

④艦船・陸上部隊-全般-112
昭和３３年７月　調整　米国から返還を受けた史料目録（戦時日誌
戦闘詳報）

防衛研修所

④艦船・陸上部隊-全般-113
昭和３３年７月　調整　米国から返還を受けた史料目録（戦時日
誌．戦闘詳報）

防衛研修所

④艦船・陸上部隊-全般-114 海軍防御営造物地帯　概見草図 川崎市蟹ヶ谷

④艦船・陸上部隊-全般-115 昭和１９年１月　警備艇員一般心得 香港方面　特別根拠地隊

④艦船・陸上部隊-全般-116 敵米英水上艦艇に関する参考 -

④艦船・陸上部隊-全般-117 昭和２年１２月１３日　昭和６年１０月２１日　軍鳩研究資料　其の１ 海軍軍鳩実験　研究委員

④艦船・陸上部隊-全般-118 大東亜戦争　功績便覧　哨戒艇．掃海艇．水雷艇．駆潜艇 -

④艦船・陸上部隊-全般-119 大東亜戦争　功績便覧　特設運送船 -

④艦船・陸上部隊-全般-120 東京湾要塞地帯内　海軍防御営造物地帯　概見草図 -

④艦船・陸上部隊-全般-121 昭和３年２月２０日　昭和３年度　南洋要港部　防備計画書 横須賀鎮守府　司令長官

④艦船・陸上部隊-全般-122 昭和３年２月２０日　昭和３年度　横須賀鎮守府　出師準備計画書 横須賀鎮守府　司令長官

④艦船・陸上部隊-全般-123
昭和３年２月２０日　昭和３年度　横須賀鎮守府　出師準備計画書
附表

横須賀鎮守府　司令長官

④艦船・陸上部隊-全般-124 昭和６年９月１日　第１艦隊法令別冊　軍艦例規 -

④艦船・陸上部隊-全般-126 前進　根拠地の設営及防備 -

④艦船・陸上部隊-全般-127 功績便覧　戦隊．水戦 -

④艦船・陸上部隊-全般-128 大東亜戦争　功績便覧　航戦 -

④艦船・陸上部隊-全般-129 大東亜戦争　功績便覧　海防艦．敷設艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-130 昭和１８年１０月～昭和２０年５月　船団被害状況調査表 -

④艦船・陸上部隊-全般-131 建艦秘話 -

④艦船・陸上部隊-全般-132 日本の海軍　創刊号 -

④艦船・陸上部隊-全般-133 日本の海軍　第２号 -

④艦船・陸上部隊-全般-134 日本の海軍　第３号 -

④艦船・陸上部隊-全般-135 日本の海軍　第４号 -

④艦船・陸上部隊-全般-136 日本の海軍　第４号 -

④艦船・陸上部隊-全般-137 日本の海軍　第５号 -

④艦船・陸上部隊-全般-138 日本の海軍　第５号 -

④艦船・陸上部隊-全般-139 日本の海軍　第６号 -

④艦船・陸上部隊-全般-140 日本の海軍　第７号 -

④艦船・陸上部隊-全般-141
大正１５年１月２６日～昭和１５年８月２８日　内閣告示　従軍加算
及擾乱地勤務　加算関係　綴

海軍次官

④艦船・陸上部隊-全般-142 昭和１８年９月３０日　軍鳩参考書 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-全般-143
昭和１７年２月～昭和１７年１１月　海軍功績調査資料　第５根拠
地隊　第５６水上基地

海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-全般-144 昭和１７年３月～昭和１７年１１月　大東亜戦役功績概見表 第２１駆潜隊

④艦船・陸上部隊-全般-145
昭和１７年１２月１日　昭和２０年５月３０日　大東亜戦役功績概見
表

第４９号駆潜艇　特設運送船辰
和丸　第４防疫班
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④艦船・陸上部隊-全般-146
昭和１８年６月１日～昭和１８年１１月３０日　大東亜戦役功績概見
表

（特設）砲艦隊　駆潜隊　掃海隊
ｅｔｃ

④艦船・陸上部隊-全般-147 功績便覧 輸送隊　輸送艦

④艦船・陸上部隊-全般-148 昭和２年２月１６日　補助艦問題と最近の我軍艦
海軍中将　平賀譲　海軍少佐
石丸藤太

④艦船・陸上部隊-全般-149 昭和１５年　米国軍艦型識別測的資料　航空母艦の部 -

④艦船・陸上部隊-全般-150 昭和１８年４月　艦艇識別要表（側方） -

④艦船・陸上部隊-全般-151 昭和１８年４月　艦艇識別要表（側方） -

④艦船・陸上部隊-全般-152 太平洋戦争中の艦艇名簿　昭和３９．９　調整 厚生省引揚援護局業務　第２課

④艦船・陸上部隊-全般-153 功績便覧　特設砲艦　砲艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-154 功績便覧　駆逐艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-155 既成艦船工事記録　自．昭和１７年１２月　至．昭和２０年８月 -

④艦船・陸上部隊-全般-156 艦砲射撃と砲術　昭和１５．７ 呉海軍工廠砲熕部

④艦船・陸上部隊-全般-157 戦　第２次緊急工事進歩状況報告　昭和１９．７ 艦政本部６部２課

④艦船・陸上部隊-全般-158 大東亜戦争　功績便覧　司令部 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-159 大東亜戦争　功績便覧　司令部（突撃隊．特攻戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-160 大東亜戦争　功績便覧　司令部 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-161 大東亜戦争　功績便覧　司令部 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-162 大東亜戦争　功績便覧　航戦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-163 大東亜戦争　功績便覧　航戦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-164 大東亜戦争　功績便覧（戦隊　水雷戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-165 大東亜戦争　功績便覧（戦隊　水雷戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-166 大東亜戦争　功績便覧（戦隊　水雷戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-167 大東亜戦争　功績便覧（戦隊　水雷戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-168 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-169 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-170 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-171 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-172 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦　母艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-173 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-174 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-175 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-176 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-177 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-178 大東亜戦争　功績便覧（戦艦　巡洋艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-179 大東亜戦争　功績便覧　母艦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-180 大東亜戦争　功績便覧　母艦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-181 大東亜戦争　功績便覧　航空母艦 第２復員局残務処理部
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④艦船・陸上部隊-全般-182 大東亜戦争　功績便覧（航空母艦　潜水母艦之部） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-183 大東亜戦争　功績便覧　駆逐艦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-184 大東亜戦争　功績便覧　駆逐艦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-185 大東亜戦争　功績便覧　駆逐艦 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-186 大東亜戦争　功績便覧（敷設艦　海防艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-187 大東亜戦争　功績便覧（敷設艦　海防艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-188 大東亜戦争　功績便覧（敷設艦　海防艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-189 大東亜戦争　功績便覧（海防艦　敷設艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-190 大東亜戦争　功績便覧（工作艦　特務艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-191 大東亜戦争　功績便覧（工作艦　特務艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-192 大東亜戦争　功績便覧（工作艦　特務艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-193 大東亜戦争　功績便覧（特設砲艦　砲艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-194 大東亜戦争　功績便覧（特設　砲艦之部） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-195 大東亜戦争　功績便覧（特設砲艦　砲艦） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-196 大東亜戦争　功績便覧　特設運送船 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-197 大東亜戦争　功績便覧　特設艦船 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-198 大東亜戦争　功績便覧　駆潜艇 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-199 大東亜戦争　功績便覧　特設駆潜艇 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-200 大東亜戦争　功績便覧　駆潜艇 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-201 大東亜戦争　功績便覧（掃海艇　敷設艇　哨戒艇） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-202 大東亜戦争　功績便覧（掃海艇　敷設艇　哨戒艇） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-203 大東亜戦争　功績便覧（魚雷艇　敷設艇） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-204 大東亜戦争　功績便覧（水雷艇　魚雷艇　掃海） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-205 大東亜戦争　功績便覧（魚雷艇　水雷艇） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-206 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（１） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-207 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（１） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-208 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（２） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-209 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（１） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-210 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（１） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-211 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（２） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-212 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-213 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（２） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-214 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（２） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-215 大東亜戦争　功績便覧　陸上廠庁（２） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-216 大東亜戦争　功績便覧　特別根拠地隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-217 大東亜戦争　功績便覧　特別根拠地隊 第２復員局残務処理部
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④艦船・陸上部隊-全般-218 大東亜戦争　功績便覧　特別根拠地隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-219 大東亜戦争　功績便覧　特別根拠地隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-220 大東亜戦争　功績便覧（警（防）備隊　陸戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-221 大東亜戦争　功績便覧（警（防）備隊　陸戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-222 大東亜戦争　功績便覧（警（防）備隊　陸戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-223 大東亜戦争　功績便覧（警（防）備隊　陸戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-224 大東亜戦争　功績便覧（警（防）備隊　陸戦隊） 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-225 大東亜戦争　功績便覧　防空隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-226 大東亜戦争　功績便覧　防空隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-227 大東亜戦争　功績便覧　通信隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-228 大東亜戦争　功績便覧　通信隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-229 大東亜戦争　功績便覧　通信隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-230 大東亜戦争　功績便覧　設営隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-231 大東亜戦争　功績便覧　設営隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-232 大東亜戦争　功績便覧　設営隊 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-233 大東亜戦争　功績便覧　特設艦船 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-234 日本艦艇及船舶　被害一覧表　昭和２０．１～２０．８ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-235
米．英．仏．伊　海軍艦艇表　大正１３．１２調（大正１４．５．１２調
製）

海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-236 艦内号令詞 -

④艦船・陸上部隊-全般-237 敷設水雷配置 横山傳大尉

④艦船・陸上部隊-全般-238 戎克輸送に就て -

④艦船・陸上部隊-全般-239 艦艇及船舶被害一覧表　昭和１９．１～１９．１２ -

④艦船・陸上部隊-全般-240 恩給年　叙勲年　加算調書追録 海軍省軍務局　海軍省人事局

④艦船・陸上部隊-全般-241 艦船職員服務規程 -

④艦船・陸上部隊-全般-242 太平洋戦争日本海軍　艦船喪失一覧図 日本地図（株）

④艦船・陸上部隊-全般-243 大東亜戦争　艦艇船舶被害図表の原稿綴 第２復員局

④艦船・陸上部隊-全般-244 戦歴調書 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-245 戦歴調書 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-246 戦歴調書（警備隊）（其の１） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-247 戦歴調書（警備隊）（其の２） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-248 戦歴調書（設営隊） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-249 戦歴調書（航空隊） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-250 戦歴調書（艦船） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-251 戦歴調書（船舶） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-252 戦歴調書（参考通知書） 第２復員局調製史料

④艦船・陸上部隊-全般-253 戦歴調書（施設部．建設部．工作部） 第２復員局調製史料
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④艦船・陸上部隊-全般-254 遭難艦船究明資料 呉地方復員局人事部

④艦船・陸上部隊-全般-255
参考図表（各国．艦艇．航空機及海軍現勢力一覧表）大正１１．１
２．１

海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-256
参考図表（各国．艦艇．航空機及海軍現勢力一覧表）大正１１．１
２．１

海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-257 船団被害状況調査表　自昭和１８．１０～至昭和２０．８ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-258 恩給関係綴　１／２分冊 第６４警備隊

④艦船・陸上部隊-全般-260 参考図表（各国艦艇及航空機一覧表）大正７．１２．１ 海軍省

④艦船・陸上部隊-全般-261 戦歴調書 -

④艦船・陸上部隊-全般-262 各国の兵備状況綴（艦船）昭和１１年 -

④艦船・陸上部隊-全般-263 横須賀海軍工廠施設計画図（１０枚）昭和１２年 -

④艦船・陸上部隊-全般-264 戦歴調書（根拠地隊） -

④艦船・陸上部隊-全般-265 大東亜戦争　功績便覧　戦艦　巡洋艦 -

④艦船・陸上部隊-全般-266 昭１６年２月１０日　現状申告 -

④艦船・陸上部隊-全般-267 昭和１７年３月１日　バタビア沖海戦合戦図 -

④艦船・陸上部隊-全般-268 日本の海軍　第１号～第８号 日本海軍を記録する会

④艦船・陸上部隊-全般-269 連合掃海隊への感状　大正３年１１月２３日 第２艦隊司令官　加藤定吉

④艦船・陸上部隊-全般-270 英国軍艦艦型識別測的資料　巡洋艦の部　昭和１５年１２月１日 軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-271
米国軍艦艦型識別測的資料　航空母艦の部　昭和１５年１２月１
日

軍令部

④艦船・陸上部隊-全般-272 太平洋戦争中に於ける日本艦艇及び船舶被害一覧表　其の一 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-273 太平洋戦争中に於ける日本艦艇及び船舶被害一覧表　其の二 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-274 太平洋戦争中に於ける日本艦艇及び船舶被害一覧表　其の三 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-全般-275 艦船（海防艦以上）喪失一覧図 第２復員省総務局

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1 昭和１６．１２．１～１７．６　連合艦隊戦時日誌戦闘詳報 連合艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-2 昭和１６．１２．１～１９．８．３１　第４艦隊戦時日誌 ４艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-3 昭和１６．１２．１～１９．６．３０　第５艦隊戦時日誌　ＡＬ作戦 ５艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-4 昭和１９．１１．１～２０．２．５　第５艦隊戦時日誌 ５艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-5 昭和１７．１．１～１７．５．３１　第６艦隊戦時日誌 ６艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-6 昭和１７．５．１５～１７．１２．３１　第６艦隊戦時日誌戦闘詳報 ６艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-7 昭和２０．４．１～２０．４．３０　第６艦隊戦時日誌 ６艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-8 昭和２０．４．１０～２０．６．３０　第７艦隊戦時日誌 ７艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-9 昭和１７．９．１４～１８．８．１５　第８艦隊戦時日誌 ８艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-10 昭和１８．１１．１５～１９．１．３１　第９艦隊戦時日誌 ９艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-11
昭和１７．５．２７～１７．６．９　機動部隊　第１航空艦隊戦闘詳報
ミッドウェー作戦

１航艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-12
昭和１９．７．１０～１９．７．３１　第３航空艦隊戦時日誌　あ号作戦
（フィリッピン海戦）

３航艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-13
昭和１７．３．１～１７．１１．３０　第１１航空艦隊戦時日誌　作戦及
一般の部

１１航艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-14
昭和１８．５．１８～２０．６．３０　第１２航空艦隊戦時日誌　北東方
面艦隊

１２航艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-15 昭和１８．９．２０～１８．１０．３１　第１３航空艦隊戦時日誌 １３航艦司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-16
昭和１７．１２．１～１８．４．１６　南東方面艦隊戦時日誌戦闘詳報
第２段作戦

南東方艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-17 昭和１６．１１．１～１９．５．２８　第１南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報 １南遣司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-18
第３南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報　比島部隊　第２段　第２期作戦
後段　昭和１７．１．３～１９．３．３

３南遣司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-19 昭和１８．１１．３０～１９．７．３１　第４南遣艦隊戦時日誌 ４南遣司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-20 昭和１９．８．１～１９．８．３１　第４南遣艦隊戦時日誌 ４南遣司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-21
昭和１９．１１．３０～２０．３．１０　第４南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報
航空作戦

４南遣水上機隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-22
昭和１６．１２．１～１７．９．１０　第１遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報
せ号作戦

１遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-23 昭和１７．１０．１～１８．８．２０　第１遣支艦隊戦時日誌 １遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-24 第２遣支艦隊　戦時日誌　昭和１８．６～２０．１ ２遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-25 昭和１９．４．１～２０．１．２３　第２遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 ２遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-26 昭和１６．１２．１～１８．５．３１　第２遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 ２遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-27 昭和１９．４．１８　第２遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報　航空戦 ２遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-28 昭和１７．３．１～１７．６．３０　第２遣支艦隊戦時日誌 ２遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-29 昭和１６．１２．１～１７．４．１０　第３遣支艦隊戦時日誌 ３遣支司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-30 昭和１６．１２．１～１９．５．３１　支那方面艦隊戦時日誌 支那方艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-31 昭和１９．６．１～１９．７．３１　支那方面艦隊戦時日誌 支那方艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-32 昭和１９．３．１～１９．１１．１５　第１機動艦隊戦時日誌 １機艦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-33
昭和１９．１０．２０～１９．１０．２８　捷号作戦戦闘詳報（比島方面
決戦）

１．７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-34
昭和１９．１０．１７～１９．１０．３１　捷号作戦戦闘詳報（比島方面
決戦）

１０．１６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-35 昭和１９．１０．１～１９．１１．５　捷号作戦戦時日誌 各軍艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-36 捷号作戦戦時日誌　昭１９．１０．１～昭１９．１０．３１ 各戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-37 あ号作戦戦時日誌戦闘詳報　昭和１９．６．１～１９．６．３０ 各艦、戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-38
昭和１７．６．１～１７．６．３０　ミッドウエー海戦　戦時日誌戦闘詳
報

各艦、戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-39 昭和１６．１２　第１水雷戦隊戦時日誌　第３戦隊戦時日誌 ３戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-39_2
昭和１６．１１．２６～１２．２４　機動部隊支援部隊（第３戦隊(第２小
隊欠））戦闘詳報　第１号

３戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-39_3 昭和１７．１～９　大東亜戦争戦闘詳報戦時日誌　第３戦隊 ３戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-40 昭和１７．９．１１～１８．１１．３０　第３戦隊戦時日誌戦闘詳報 ３戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-41 昭和１６．１２．１６～１７．２．２８　第５戦隊戦闘詳報戦時日誌 ５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-42 昭和１７．３．１１～１７．５．１７　第５戦隊戦時日誌戦闘詳報 ５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-43 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　第５戦隊戦時日誌戦闘詳報 ５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-44 昭和１７．１２．１～１８．１１．２　第５戦隊戦時日誌戦闘詳報 ５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-45 昭和１６．１２．１～１７．１０．１２　第６戦隊戦時日誌戦闘詳報 ６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-46 昭和１６．１２．１３～１７．３．２６　第７戦隊戦時日誌戦闘詳報 ７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-47 昭和１７．４．１～１８．８．３１　第７戦隊戦時日誌戦闘詳報 ７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-48 昭和１６．１２．１～１２．３１　第８戦隊戦時日誌 第８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-48_2 昭和１７．１～１９．１　大東亜戦争戦闘詳報戦時日誌　第８戦隊 ８戦隊司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-49 昭和１６．１２．１～１８．３．１５　第９戦隊戦時日誌戦闘詳報 ９戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-50 昭和１８．１２．１～１９．５．３１　第１０戦隊戦時日誌 １０戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-51 昭和１９．７．１～１９．１１．１５　第１０戦隊戦時日誌 １０戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-52 昭和１７．７．１４～１７．１１．３０　第１１戦隊戦時日誌戦闘詳報 １１戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-53 昭和１８．４．１～１８．１１．１５　第１４戦隊戦時日誌戦闘詳報 １４戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-54 昭和１７．３．１０～１７．７．３１　第１６戦隊戦時日誌戦闘詳報 １６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-55 昭和１７．８．１～１７．１１．３０　第１６戦隊戦時日誌 １６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-56
昭和１７．１２．１～１８．２．２８　第１６戦隊戦時日誌戦闘詳報　東
印警戒

１６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-57 昭和１８．３．１～１８．７．３１　第１６戦隊戦時日誌 １６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-58 昭和１８．８．１～１８．１１．３０　第１６戦隊戦時日誌 １６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-59 昭和１９．７．１～１９．１１．１５　第１６戦隊戦時日誌 １６戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-60
昭和１６．１２．１～１７．１．３１　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報　ＡＡ
攻略作戦

１８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-61
昭和１７．１．５～昭和１７．１．３１　Ｒ攻略部隊支隊戦闘詳報（ビス
マルク）

１８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-62 昭和１７．２．１～昭和１７．３．３１　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-63 昭和１７．４．１～昭和１７．５．３１　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-64 昭和１７．５．１～昭和１７．７．３１　第１８戦隊戦時日誌 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-65
昭和１７．７．１１～昭和１７．８．２２　ＲＺＪ攻略部隊．戦闘詳報（東
部ニューギニア）

１８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-66 昭和１７．８．１～昭和１７．９．８　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-67 昭和１７．９．１～昭和１７．１２．２４　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-68 昭和１９．１．２０～昭和１９．５．３１　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-69 昭和１９．６．１～昭和１９．１１．３０　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-70 昭和１９．１２．１～昭和２０．３．３１　第１８戦隊戦時日誌戦闘詳報 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-71 昭和２０．４．９　機雷部隊戦闘詳報戦時日誌 １８戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-72 昭和１６．１２．１～昭和１７．１．３１　第１９戦隊戦時日誌戦闘詳報 １９戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-73
昭和１７．１．５～昭和１７．１．２７　Ｒ攻略部隊戦闘詳報（ビスマル
ク）

１９戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-74 昭和１７．２．１～昭和１７．４．１４　第１９戦隊戦時日誌戦闘詳報 １９戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-75 昭和１６．１０．１５～昭和１７．３．３１　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-76
昭和１７．４．１～昭和１７．４．２０　北方哨戒部隊戦時日誌戦闘詳
報

２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-77 昭和１６．６．１～昭和１７．１１．３０　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-78 昭和１７．１２．１～昭和１８．５．３１　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-79 昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-80 昭和１８．１２．１～昭和１９．５．３１　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-81 昭和１９．６．１～昭和２０．６．３０　第２２戦隊戦時日誌 ２２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-82 昭和１９．１２．２２～昭和２０．４．３０　第３１戦隊戦時日誌 ３１戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-83 昭和２０．１．１～昭和２０．３．３１　第１０２戦隊戦時日誌　ＡＳ作戦 １０２戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-84 昭和２０．１．２０～昭和２０．３．３１　第１０３戦隊戦時日誌 １０３戦隊司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-85 昭和２０．４．１～昭和２０．４．３０　第１０３戦隊戦時日誌 １０３戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-86 昭和２０．４．１０～昭和２０．５．３１　第１０４戦隊戦時日誌 １０４戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-87 昭和２０．５．５　第１０５戦隊戦時日誌　舞鶴護衛部隊 １０５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-88 昭和２０．５．１４～昭和２０．６．２　舞鶴護衛部隊戦闘詳報 １０５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-89
昭和２０．５．１～昭和２０．７．１８　第１特攻戦隊戦時日誌戦闘詳
報

１特戦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-90 昭和２０．３．１～昭和２０．７．３１　第２特攻戦隊戦時日誌 ２特戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-91 昭和２０．５．１０～昭和２０．５．３１　第５特攻戦隊戦時日誌 ５特戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-92 昭和２０．３．２０～昭和２０．６．３０　第１０特攻戦隊戦時日誌 １０特戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-93 昭和１８．１２．１～昭和２０．５．３１　呉　練習戦隊戦時日誌 呉練戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-94
昭和１６．１２．１～１２．３１　第１水雷戦隊戦時日誌作戦及一般の
部

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-94_2 第１水雷戦隊戦時日誌　昭和１７．１．１～１７．２．２８ １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-95 第１水雷戦隊戦時日誌　昭和１７．３．１～１７．５．３１ １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-96
昭和１７．５．２９～昭和１７．７．３１　第１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-97 昭和１７．８．１～昭和１７．１０．３１　第１水雷戦隊戦時日誌 １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-98
昭和１７．１１．１～昭和１７．１１．２８　第１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-99
昭和１７．１２．１～昭和１８．２．２８　第１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-100 昭和１８．３．１～昭和１８．５．３１　第１水雷戦隊戦時日誌 １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-101 昭和１８．６．１～昭和１８．７．３１　第１水雷戦隊戦時日誌 １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-102
昭和１８．７．２２～昭和１８．８．３１　第１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-103 昭和１８．９．１～昭和１９．３．３１　第１水雷戦隊戦時日誌 １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-104 昭和１９．４．１～昭和１９．８．３１　第１水雷戦隊戦時日誌 １水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-105
昭和１９．９．１～昭和１９．１１．１１　第１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-106 昭和１６．１２．６～昭和１７．１．３　第２水雷戦隊戦闘詳報 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-107 昭和１７．１．４～昭和１７．１．１７　第２水雷戦隊戦時日誌 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-108 昭和１７．１．１～昭和１７．１．３１　第２水雷戦隊戦時日誌 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-109
昭和１７．１．１８～昭和１７．２．１６　蘭印部隊第２護衛隊戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-110
昭和１７．２．１６～昭和１７．２．２４　蘭印部隊第２護衛隊戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-111 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２８　第２水雷戦隊戦時日誌 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-112 昭和１７．２．２４～昭和１７．３．１１　第２水雷戦隊戦闘詳報 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-113
昭和１７．３．１～昭和１７．５．３１　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-114 昭和１７．５．１～昭和１７．８．７　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-115 昭和１７．８．１～昭和１７．８．３１　第２水雷戦隊戦時日誌 ２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-116
昭和１７．８．１３～昭和１７．８．３１　外南洋部隊増援部隊戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-117
昭和１７．９．１～昭和１７．１０．３１　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-118
昭和１７．１０．１～昭和１７．１０．３１　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-119
昭和１７．１１．１～昭和１７．１１．１５　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

２水戦司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-120
昭和１７．１１．２９～昭和１７．１２．２８　外南洋部隊増援部隊戦闘
詳報戦時日誌

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-121
昭和１８．１．１～昭和１８．５．３１　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-122
昭和１８．６．１４～昭和１８．１１．１１　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-123
昭和１８．１２．１～昭和１９．２．２９　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-124
昭和１９．１１．２０～昭和１９．１２．３０　第２水雷戦隊戦時日誌戦
闘詳報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-125
昭和２０．２．１～昭和２０．４．１０　第２水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

２水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-126 昭和１６．１２．４～昭和１６．１２．１１　第３水雷戦隊戦闘詳報 ３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-127 昭和１６．１２．１１～昭和１６．１２．２１　第３水雷戦隊戦闘詳報 ３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-128
昭和１７．１．１～昭和１７．１．３０　第３水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-129
昭和１７．２．１～昭和１７．５．３１　第３水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-130
昭和１８．７．１～昭和１８．１２．２　第３水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-131
昭和１８．１２．１～昭和１９．２．２　第３水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-132
昭和１９．２．１～昭和１９．４．２９　第３水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

３水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-133 昭和１６．１２．７～昭和１６．１２．２４　第４水雷戦隊戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-134
昭和１７．１．１～昭和１７．１．２０　第４水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-135 昭和１７．１．２１～昭和１７．１．３１　第４水雷戦隊戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-136 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２８　第４水雷戦隊戦時日誌 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-137 昭和１７．２．８～昭和１７．３．１０　第４水雷戦隊戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-138 昭和１７．３．１～昭和１７．４．１　第４水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-139 昭和１７．４．１～昭和１７．６．３０　第４水雷戦隊戦時日誌 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-140 昭和１７．９．２５～昭和１７．１１．９　第４水雷戦隊戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-141 昭和１７．１０．１～昭和１７．１０．３１　第４水雷戦隊戦時日誌 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-142 昭和１７．１１．１～昭和１７．１１．３０　第４水雷戦隊戦時日誌 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-143 昭和１７．１０．３１～昭和１７．１１．１８　第４水雷戦隊戦闘詳報 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-144 昭和１７．１２．１～昭和１８．４．３０　第４水雷戦隊戦時日誌 ４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-145
昭和１８．５．１～昭和１８．７．１９　第４水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

４水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-146
昭和１６．１２．１～昭和１６．１２．２８　第５水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

５水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-147 昭和１６．１２．２８～昭和１６．１．１２　第５水雷戦隊戦闘詳報 ５水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-148
昭和１７．１．１～昭和１７．３．１９　第５水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

５水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-149
昭和１６．１２．１～昭和１６．１２．２３　第６水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-150
昭和１７．１．１～昭和１７．２．２８　第６水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-151 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２２　第６水雷戦隊戦闘詳報 ６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-152
昭和１７．３．１～昭和１７．３．１７　第６水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-153
昭和１７．４．１～昭和１７．５．１２　第６水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-154
昭和１７．５．１～昭和１７．７．１０　第６水雷戦隊戦時日誌戦闘詳
報

６水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-155 昭和１８．４．１～昭和１８．１１．３０　第１１水雷戦隊戦時日誌 １１水戦司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-156
昭和１８．１２．１～昭和１９．５．３１　第１１水雷戦隊戦時日誌戦闘
詳報

１１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-157 昭和１９．６．１～昭和２０．６．３０　第１１水雷戦隊戦時日誌 １１水戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-158 昭和１７．４～昭和１７．７．１０　第５潜水戦隊戦闘詳報 ５潜戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-159 昭和１８．１２．１～昭和２０．６．１５　第１１潜水戦隊戦時日誌 １１潜戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-160 昭和１７．８．３１～昭和１８．３．３１　呉潜水戦隊戦時日誌 呉潜戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-161 昭和１８．１２．１～昭和２０．４．３０　呉潜水戦隊戦時日誌 呉潜戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-162 昭和１８．３．６～昭和１８．６．１　第７潜水隊戦時日誌戦闘詳報 ７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-163 昭和１８．４．３～昭和１８．８．１１　第７潜水隊戦時日誌戦闘詳報 ７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-164 昭和１７．８．１～昭和１７．１１．１８　第７潜水隊戦時日誌 ７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-165
昭和１７．８．３１～昭和１７．１２．１７　第７潜水隊戦時日誌戦闘詳
報

７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-166 昭和１７．１１．４～昭和１８．３．５　第７潜水隊戦時日誌戦闘詳報 ７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-167
昭和１７．１２．２８～昭和１８．３．２７　第７潜水隊戦時日誌戦闘詳
報

７潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-168 昭和２０．５．１～昭和２０．６．３０　第１６潜水隊戦時日誌 １６潜水隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-169
昭和１８．１１．１５～昭和１９．１１．３０　海上護衛総司令部戦時日
誌

海護総司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-170
昭和１７．４．１０～昭和１７．８．３１　第１海上護衛隊戦時日誌戦
闘詳報

１海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-171
昭和１７．９．１～昭和１７．１１．３０　第１海上護衛隊戦時日誌戦
闘詳報

１海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-172
昭和１７．１２．１～昭和１８．４．３０　第１海上護衛隊戦時日誌戦
闘詳報

１海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-173 昭和１８．３．１～昭和１８．５．３１　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-174 昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-175 昭和１８．１２．１～昭和１９．３．３１　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-176 昭和１９．４．１～昭和１９．５．３１　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-177 昭和１９．６．１～昭和１９．７．３１　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-178 昭和１９．８．１～昭和１９．１１．３０　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-179 昭和２０．１．１～昭和２０．３．３１　第１海上護衛隊戦時日誌 １海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-180
昭和１７．４．１０～昭和１９．４．２４　第２海上護衛隊司令部戦時
日誌

２海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-181 昭和１９．５．２０～昭和２０．４．１４　第３海上護衛隊戦時日誌 ３海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-182 昭和１９．４．１０～昭和２０．５．１０　第４海上護衛隊戦時日誌 ４海護司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-183 昭和１６．１２．３～昭和１６．１２．３　比島部隊戦時日誌 菲護部司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-184
昭和１９．１２．１～昭和２０．１．３１　第２駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

２駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-185
昭和１８．１２．５～昭和１９．７．３１　第４駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

４駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-186
昭和１８．２．１～昭和１９．１０．３１　第１７駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

１７駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-187
昭和１９．１１．１～昭和２０．５．３１　第１７駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

１７駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-188
昭和１９．６．１～昭和２０．１．２４　第２７駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

２７駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-189
昭和１９．６．１～昭和１９．８．３１　第３０駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

３０駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-190
昭和１９．６．１～昭和１９．１２．１３　第３０駆逐隊戦時日誌戦闘詳
報

３０駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-191 昭和１９．１０．２４～昭和１９．１０．２６　第３１駆逐隊戦闘詳報 ３１駆逐隊
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-192 昭和１９．６．２０～昭和１９．７．１０　第６１駆逐隊戦闘詳報 ６１駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-193
昭和１９．１１．１～昭和２０．６．３０　第１海防隊戦時日誌戦闘詳
報

１海防隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-194
昭和２０．２．１～昭和２０．５．３１　第２２海防隊戦時日誌戦闘詳
報

２２海防隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-195 昭和１８．３．１～昭和１８．５．２０　第１砲艇隊戦時日誌戦闘詳報 １砲艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-196 昭和１８．６．１～昭和１８．７．１５　第１砲艇隊戦時日誌戦闘詳報 １砲艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-197
昭和１７．９．１～昭和１７．１１．３０　第１砲艇隊戦時日誌戦闘詳
報

１砲艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-198 昭和１８．７．１０～昭和１９．５．３１　第５２砲艇隊戦時日誌 ５２砲艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-199 昭和１９．６．１～昭和２０．６．３０　第５２砲艇隊戦時日誌 ５２砲艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-200
昭和１９．１０．１０～昭和２０．１．９　第１砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

１砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-201 昭和１６．１２．１～昭和１７．２．２８　第２砲艦隊戦時日誌 ２砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-202 昭和１７．３．１～昭和１７．６．３０　第２砲艦隊戦時日誌 ２砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-203 昭和１７．７．１～昭和１７．１１．３０　第２砲艦隊戦時日誌 ２砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-204 昭和１７．１２．１～昭和１８．３．１５　第２砲艦隊戦時日誌 ２砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-205
昭和１６．１２．１～昭和１７．２．１９　第３砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-206 昭和１７．３．１～昭和１７．４．３０　第３砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 ３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-207 昭和１７．５．１～昭和１７．６．３０　第３砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 ３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-208 昭和１６．１２．１～昭和１７．４．１０　第４砲艦隊戦時日誌 ４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-209
昭和１６．１２．１～昭和１７．１．３１　第５砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

５砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-210 昭和１７．２．１～昭和１７．４．３０　第５砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 ５砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-211 昭和１７．５．１～昭和１７．９．２５　第５砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 ５砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-212
昭和１６．１２．１０～昭和１７．１．６　第６砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

６砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-213 昭和１７．２．１～昭和１７．４．１０　第６砲艦隊戦時日誌 ６砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-214
昭和１６．１２．１～昭和１７．４．１０　第７砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

７砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-215 昭和１６．１２．１～昭和１７．５．３１　第８砲艦隊戦時日誌 ８砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-216 昭和１７．６．１～昭和１７．７．１０　第８砲艦隊戦時日誌 ８砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-217 昭和１６．１０．１～昭和１７．４．１０　第１０砲艦隊戦時日誌 １０砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-218
昭和１６．１２．１～昭和１７．１．３１　第１３砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

１３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-219 昭和１７．２．１～昭和１７．３．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-220 昭和１７．４．１～昭和１７．６．１　第１３砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-221 昭和１７．６．１～昭和１７．６．３０　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-222 昭和１７．７．１～昭和１７．８．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-223 昭和１７．９．１～昭和１７．１１．３０　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-224 昭和１７．１２．１～昭和１８．１．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-225 昭和１８．２．１～昭和１８．３．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-226 昭和１８．４．１～昭和１８．５．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-227 昭和１８．６．１～昭和１８．８．３１　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-228
昭和１８．９．１～昭和１８．１１．３０　第１３砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

１３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-229 昭和１８．１２．１～昭和１９．２．２０　第１３砲艦隊戦時日誌 １３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-230 昭和１６．１２．１～昭和１６．１２．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-231 昭和１７．１．１～昭和１７．１．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-232 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２８　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-233 昭和１７．３．１～昭和１７．３．３１　第１４砲艦隊戦時日誌　東照丸 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-234 昭和１７．４．１～昭和１７．４．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-235 昭和１７．５．１～昭和１７．５．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-236 昭和１７．６．１～昭和１７．６．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-237 昭和１７．７．１～昭和１７．８．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-238 昭和１７．９．１～昭和１７．９．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-239 昭和１７．１０．１～昭和１７．１０．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-240 昭和１７．１１．１～昭和１７．１２．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-241 昭和１７．１２．１～昭和１７．１２．３１　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-242 昭和１８．１．１～昭和１８．２．２８　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-243 昭和１８．３．１～昭和１８．４．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-244 昭和１８．５．１～昭和１８．１１．３０　第１４砲艦隊戦時日誌 １４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-245
昭和１８．１２．１～昭和１９．４．９　第１４砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

１４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-246 昭和１９．１０．１０～昭和２０．４．２　第２１砲艦隊戦時日誌 ２１砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-247
昭和１９．１０．１～昭和２０．５．９　第２２砲艦隊戦時日誌戦闘詳
報

２２砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-248 昭和１９．１０．１～昭和２０．４．３０　第２３砲艦隊戦時日誌 ２３砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-249 昭和１９．１０．１～昭和２０．５．３１　第２４砲艦隊戦時日誌 ２４砲艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-250 昭和２０．５．１５～昭和２０．６．３０　第１陸上輸送隊戦時日誌 １陸輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-251 昭和１８．４．２５～昭和１８．７．３１　第１輸送隊戦時日誌 １輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-252 昭和１８．８．１～昭和１８．８．３１　第１輸送隊戦時日誌 １輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-253
昭和１８．９．１～昭和１８．１０．１４　第１輸送隊戦時日誌戦闘詳
報

１輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-254 昭和１８．９．５～昭和１９．１．１５　第１輸送隊戦闘詳報 １輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-255 １９．７．２０～２０．３．３１　第７輸送隊戦時日誌戦闘詳報 ７輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-256 昭和１９．７．２０～昭和１９．１０．３１　第９輸送隊戦時日誌 ９輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-257
昭和２０．３．１～昭和２０．５．１６　第７特設輸送隊戦時日誌戦闘
詳報

７特設輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-258
昭和２０．３．３１～昭和２０．６．１８　第１５特設輸送隊戦時日誌戦
闘詳報

１５特設輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-259 昭和２０．４．１～昭和２０．４．３０　第２１特設輸送隊戦時日誌 ２１特設輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-260 昭和１９．６．１～昭和２０．１．３１　第１掃海隊戦時日誌戦闘詳報 １掃海隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-261
昭和１７．３．１～昭和１９．８．３１　第２１掃海隊戦時日誌戦闘詳
報

２１掃海隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-262 昭和１９．９．１～昭和２０．１．３１　第２１掃海隊戦時日誌 ２１掃海隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-263
昭和２０．３．１～昭和２０．７．３１　第２６掃海隊戦時日誌　第３４
掃海隊戦時日誌

２６掃海隊　３４掃海隊
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-264 昭和２０．４．１５～　第４４掃海隊戦闘詳報 ４４掃海隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-265
昭和１９．６．１～昭和２０．７．１５　第５２掃海隊戦時日誌戦闘詳
報

５２掃海隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-266
昭和１７．１２．１～昭和１８．７．８　第６５駆潜隊戦時日誌戦闘詳
報

６５駆潜隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-267
昭和１７．２．１～昭和１７．１２．４　第１監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

１監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-268
昭和１７．１２．１～昭和１８．５．３１　第１監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

１監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-269 昭和１８．６．１～昭和１８．９．３０　第１監視艇隊戦時日誌 １監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-270 昭和１８．９．１～昭和１９．３．３１　第１監視艇隊戦時日誌 １監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-271
昭和１９．４．１～昭和１９．１０．６　第１監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

１監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-272
昭和１９．９．３０～昭和２０．４．８　第１監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

１監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-273
昭和１７．２．１～昭和１７．５．３１　第２監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-274 昭和１７．６．１～昭和１７．１１．３０　第２監視艇隊戦時日誌 ２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-275
昭和１７．１２．１～昭和１８．５．３１　第２監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-276
昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　第２監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-277 昭和１８．１２．１～昭和１９．１０．３１　第２監視艇隊戦時日誌 ２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-278
昭和１９．１１．１～昭和２０．４．２２　第２監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

２監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-279
昭和１７．２．２５～昭和１７．７．３１　第３監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-280
昭和１７．８．１～昭和１７．１１．３０　第３監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-281 昭和１７．１２．１～昭和１８．２．２８　第３監視艇隊戦時日誌 ３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-282
昭和１８．３．１～昭和１８．５．３１　第３監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-283
昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　第３監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-284 昭和１８．１２．１～昭和１９．５．３１　第３監視艇隊戦時日誌 ３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-285
昭和１９．６．１～昭和１９．１２．３１　第３監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-286
昭和２０．１．１～昭和２０．５．３０　第３監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

３監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-287 昭和１７．４．１～昭和１７．１１．３０　第４監視艇隊戦時日誌 ４監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-288
昭和１７．１２．１～昭和２０．６．８　第４監視艇隊戦時日誌戦闘詳
報

４監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-289
昭和１９．１０．５～昭和２０．２．２０　第５監視艇隊戦時日誌戦闘
詳報

５監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-290 昭和１９．１０．２０～昭和２０．２．２０　第６監視艇隊戦時日誌 ６監視艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-291 昭和１８．９．２０～昭和１９．３．１５　第１魚雷艇隊戦時日誌 １魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-292 昭和１９．７．２５～昭和２０．２．２８　第２魚雷艇隊戦時日誌 ２魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-293
昭和２０．２．１～昭和２０．６．３０　第２魚雷艇隊戦時日誌戦闘詳
報

２魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-294 昭和１９．５．２０～昭和１９．９．３０　第３魚雷艇隊戦時日誌 ３魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-295 昭和１９．１０．１～昭和２０．６．３０　第３魚雷艇隊戦時日誌 ３魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-296 昭和１９．９．１２～昭和１９．９．１４　第１２魚雷艇隊戦闘詳報 １２魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-297 昭和１８．９．５～昭和１９．７．３１　第２１魚雷艇隊戦時日誌 ２１魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-298 昭和１９．１．１～昭和１９．５．３１　第２２魚雷艇隊戦時日誌 ２２魚雷艇隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-299 昭和１９．７．１５～昭和２０．１．３１　第２７魚雷艇隊戦時日誌 ２７魚雷艇隊
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-300 昭和１６．１２．８～昭和１８．８．３１　第１根拠地隊戦時日誌 １根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-301
昭和１８．１１．２４～昭和１９．２．２９　第１根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

１根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-302 昭和１８．１２．１～昭和１９．１．３１　第１根拠地隊戦闘詳報 １根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-303 昭和１９．１２．１～昭和１９．２．２９　第１根拠地隊戦闘詳報 １根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-304
昭和１８．１２．１～昭和１８．１２．３１　第１根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

１根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-305 昭和１９．１．１～昭和１９．１．３１　第１根拠地隊戦時日誌 １根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-306
昭和１８．１２．１～昭和１９．１．２９　第１根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

１根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-307 昭和１９．２．１　第１根拠地隊戦闘詳報 １根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-308
昭和１６．１２．１～昭和１９．３．１９　第２根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

２根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-309 昭和１６．１２．１～昭和１８．８．３１　第３根拠地隊戦時日誌 ３根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-310 昭和１６．１２．１～昭和１９．４．３０　第４根拠地隊戦時日誌 ４根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-311
昭和１６．１２．１～昭和１８．１０．３１　第６根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

６根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-312
昭和１６．１２．１～昭和１８．１０．３１　第７根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

７根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-313 昭和１７．２．１～昭和１８．９．３０　第８特別根拠地隊戦時日誌 ８特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-314 昭和１６．１２．１～昭和１９．５．３１　第９根拠地隊戦時日誌 ９根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-315
昭和１９．６．１～昭和２０．１．３１　第９特別根拠地隊戦時日誌戦
闘詳報

９特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-316 昭和１７．１．１５～昭和２０．２．２８　第１０特別根拠地隊戦時日誌 １０特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-317
昭和１６．１１．２０～昭和２０．１．３１　第１１特別根拠地隊戦時日
誌

１１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-318 昭和２０．２．１～昭和２０．２．２８　第１１特別根拠地隊戦時日誌 １１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-319
昭和１８．７．１～昭和２０．５．６　第１２特別根拠地隊戦時日誌戦
闘詳報

１２特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-320 昭和１８．１０．１～昭和１９．２．２９　第１３根拠地隊戦時日誌 １３根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-321
昭和１８．１２．１～昭和１９．２．１５　第１４根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

１４根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-322
昭和１９．１０．１～昭和２０．２．１　第１５根拠地隊戦時日誌戦闘
詳報

１５根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-323 昭和１７．４．１～昭和１９．１２．３１　第２１特別根拠地隊戦時日誌 ２１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-324 昭和２０．２．１～昭和２０．４．３０　第２１特別根拠地隊戦時日誌 ２１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-325 昭和２０．４．１８～昭和２０．５．１３　第２１特別根拠地隊戦闘詳報 ２１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-326
昭和１７．３．１０～昭和１９．１２．３１　第２３特別根拠地隊戦時日
誌

２３特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-327 昭和１７．２．５～昭和１９．８．３１　第２４特別根拠地隊戦時日誌 ２４特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-328 昭和１７．１２．２９～昭和２０．１．９　第２５特別根拠地隊戦時日誌 ２５特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-329
昭和１８．１１．１～昭和１９．１１．３０　第２６特別根拠地隊戦時日
誌戦闘詳報

２６特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-330
昭和１７．３．１～昭和２０．２．２８　第３１特別根拠地隊戦時日誌
戦闘詳報

３１特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-331
昭和１８．８．１～昭和１９．１０．２８　第３２特別根拠地隊戦時日誌
戦闘詳報

３２特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-332 昭和１９．９．２４　第３３特別根拠地隊戦闘詳報 ３３特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-333
昭和１９．１．１～昭和１９．５．３１　第３０特別根拠地隊戦時日誌
戦闘詳報

３０特根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-334 昭和１７．９．１５～昭和１７．９．３０　第５１根拠地隊戦時日誌 ５１根司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-335 昭和１８．５．１～昭和１９．１．２０　第５２根拠地隊戦時日誌 ５２根司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-336
昭和１９．３．１～昭和１９．３．３１　父島方面特別根拠地隊戦時日
誌

父島方特別根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-337
昭和１９．４．１～昭和１９．５．３１　父島方面特別根拠地隊戦時日
誌

父島方特別根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-338
昭和１９．６．１５～昭和１９．８．５　父島方面特別根拠地隊戦時日
誌戦闘詳報

父島方特別根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-339
昭和１９．７．１～昭和１９．９．３０　父島方面特別根拠地隊戦時日
誌戦闘詳報

父島方特別根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-340
昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　千島方面特別根拠地隊戦時
日誌戦闘詳報

千島方特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-341 昭和１８．１２．１～昭和１９．６．３０　千島方面根拠地隊戦時日誌 千島方特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-342 昭和１９．７．１～昭和２０．４．３０　千島方面根拠地隊戦時日誌 千島方特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-343 昭和２０．１．９～昭和２０．４．８　馬公特別根拠地隊戦闘詳報 馬公特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-344
昭和２０．５．１～昭和２０．５．３１　旅順方面特別根拠地隊戦時日
誌

旅順方特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-345
昭和２０．４．１～昭和２０．４．３０　旅順方面特別根拠地隊戦時日
誌

旅順方特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-346
昭和１９．６．１～昭和１９．６．３０　厦門方面特別根拠地隊戦時日
誌

厦門特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-347
昭和２０．３．１～昭和２０．６．３０　揚子江方面特別根拠地隊戦時
日誌

揚子江特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-348
昭和２０．５．１～昭和２０．５．３１　羅津方面特別根拠地隊戦時日
誌

羅津特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-349
昭和２０．５．１～昭和２０．５．３１　羅津方面特別根拠地隊戦時日
誌

羅津特根司

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-350 昭和１７．１．１１～昭和１７．２．３　第１特別陸戦隊戦闘詳報 横１特陸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-351
昭和１８．１２．１～昭和２０．３．２　横須賀第４特別陸戦隊戦闘詳
報

横４特

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-352 昭和１７．１２．１～昭和１８．３．３１　呉第６特別陸戦隊戦時日誌 呉６特

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-353
昭和１８．６．１～昭和１９．１．３１　呉第６特別陸戦隊戦時日誌戦
闘詳報

呉６特

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-354
昭和１８．７．２３～昭和１８．１０．１０　佐世保第６特別陸戦隊戦闘
詳報

佐６特

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-355
昭和１９．９．１～昭和１９．９．３０　佐世保第１０１特別陸戦隊戦時
日誌

佐１０１特

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-356 昭和１８．１．１～昭和１８．５．３１　第１防空隊戦時日誌戦闘詳報 １防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-357
昭和１７．１２．５～昭和１８．４．１　第１１防空隊戦時日誌戦闘詳
報

１１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-358
昭和１８．４．１～昭和１８．５．３１　第１１防空隊戦時日誌戦闘詳
報

１１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-359 昭和１８．８．１～昭和１８．８．３１　第１１防空隊戦闘詳報 １１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-360 昭和１７．１２．５～昭和１８．１．３１　第２１防空隊戦時日誌 ２１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-361 昭和１８．２．１～昭和１８．２．２８　第２１防空隊戦闘詳報 ２１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-362 昭和１８．４．１～昭和１８．４．３０　第２１防空隊戦闘詳報 ２１防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-363 昭和２０．７．１０　木更津防空砲台戦闘詳報 木更津防空隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-364
昭和１８．８．２５～昭和１８．８．３１　第１８設営隊戦時日誌戦闘詳
報

１８設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-365 昭和１８．６．１～昭和１８．１１．３０　第１８設営隊戦時日誌 １８設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-366 昭和１８．６．１～昭和１８．７．３１　第１３１設営隊戦時日誌 １３１設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-367 昭和１９．３．１～昭和１９．７．３１　第２１５設営隊戦時日誌 ２１５設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-368 昭和２０．４．１～昭和２０．５．３１　第２２８設営隊戦時日誌 ２２８設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-369 昭和１８．１０．１０～昭和２０．３．３１　第２３２設営隊戦時日誌 ２３２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-370 昭和２０．３．１５～昭和２０．６．３０　第３００設営隊戦時日誌 ３００設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-371 昭和１９．１１．１～昭和２０．５．３１　３０４設営隊戦時日誌 ３０４設営隊
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-372 昭和２０．４．１～昭和２０．６．３０　第３１４設営隊戦時日誌 ３１４設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-373 昭和１９．８．１５～昭和２０．５．３１　第３１６設営隊戦時日誌 ３１６設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-374 昭和１９．７．１７～昭和１９．１１．３０　第３３２設営隊戦時日誌 ３３２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-375 昭和１９．８．１５～昭和１９．１１．３０　第３３３設営隊戦時日誌 ３３３設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-376 昭和２０．３．１５～昭和２０．７．３１　第３３８設営隊戦時日誌 ３３８設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-377 昭和２０．４．１５～昭和２０．５．３１　第３３９設営隊戦時日誌 ３３９設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-378 昭和２０．３．１５～昭和２０．５．３０　第３６２設営隊戦時日誌 ３６２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-379 昭和２０．６．９～昭和２０．６．３０　第５０１設営隊戦時日誌 ５０１設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-380 昭和２０．６．１～昭和２０．６．３０　第５１６設営隊戦時日誌 ５１６設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-381 昭和１９．１０．１５～昭和２０．５．３１　第３０１２設営隊戦時日誌 ３０１２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-382 昭和２０．７．１～昭和２０．７．３１　第３０１２設営隊戦時日誌 ３０１２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-383 昭和１９．１０．１５～昭和２０．５．３１　第３１１０設営隊戦時日誌 ３１１０設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-384 昭和１９．１２．１～昭和２０．４．３０　第３６設営隊戦時日誌 ３６設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-385 昭和１９．１２．１～昭和２０．７．３１　第３３４設営隊戦時日誌 ３３４設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-386 昭和２０．３．１～昭和２０．４．３０　第３３４設営隊戦時日誌 ３３４設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-387 昭和１９．６．１～昭和２０．８．４　第３１１２設営隊戦時日誌 ３１１２設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-388 昭和２０．３．１～昭和２０．７．３１　第１１突撃隊戦時日誌ほか 突撃隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-389 昭和２０．３．１～昭和２０．７．３１　第３５突撃隊戦時日誌ほか 突撃隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-390 昭和１７．６．５～昭和１７．８．２０　第２急襲隊戦闘詳報 ２急襲隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-391 昭和１７．６．１～昭和１７．９．１６　急襲部隊戦闘詳報 ２急襲隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-392 昭和１６．１２．１～昭和１６．１２．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-393 昭和１７．１．１～昭和１７．１．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-394 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２８　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-395 昭和１７．３．１～昭和１７．３．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-396 昭和１７．４．１～昭和１７．４．３０　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-397 昭和１７．５．１～昭和１７．５．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-398 昭和１７．６．１～昭和１７．６．３０　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-399 昭和１７．７．１～昭和１７．７．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-400 昭和１７．８．１～昭和１７．８．３１　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-401 昭和１７．９．１～昭和１７．９．３０　横須賀鎮守府戦時日誌 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-402 昭和１８．６．２０～昭和１９．２．２６　横須賀鎮守府戦闘詳報 横須賀鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-403 昭和１６．１２．１～昭和１６．１２．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-404 昭和１７．１．１～昭和１７．４．３０　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-404_2 昭和１７．５．１～昭和１７．８．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-405 昭和１７．９．１～昭和１７．１２．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-406 昭和１８．１．１～昭和１８．４．３０　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-407 昭和１８．５．１～昭和１８．８．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-408 昭和１８．９．１～昭和１８．１２．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-409 昭和１９．１．１～昭和１９．３．３１　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-410 昭和１９．４．１～昭和２０．２．２８　呉鎮守府戦時日誌 呉鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-411 昭和１７．２．１３～昭和１７．１１．１４　佐世保鎮守府戦闘詳報 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-412 昭和１８．３．１２～昭和１９．１．１３　佐世保鎮守府戦闘詳報 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-413 昭和１７．１．１～昭和１７．１．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-414 昭和１７．２．１～昭和１７．２．２８　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-415 昭和１７．３．１～昭和１７．３．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-416 昭和１７．４．１～昭和１７．４．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-417 昭和１７．５．１～昭和１７．５．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-418 昭和１７．６．１～昭和１７．６．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-419 昭和１７．７．１～昭和１７．７．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-420 昭和１７．８．１～昭和１７．８．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-421 昭和１７．９．１～１７．９．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-422 昭和１７．１０．１～１７．１０．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-423 昭和１７．１１．１～１７．１１．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-424 昭和１７．１２．１～１７．１２．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-425 昭和１８．１．１～１８．１．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-426 昭和１８．２．１～１８．２．２８　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-427 昭和１８．３．１～１８．３．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-428 昭和１８．４．１～１８．４．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-429 昭和１８．５．１～１８．５．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-430 昭和１８．６．１～１８．６．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-431 昭和１８．７．１～１８．７．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-432 昭和１８．８．１～１８．８．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-433 昭和１８．９．１～１８．９．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-434 昭和１８．１０．１～１８．１０．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-435 昭和１８．１１．１～１８．１１．３０　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-436 昭和１８．１２．１～１８．１２．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-437 昭和１９．１．１～１９．１．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-438 昭和１９．２．１～１９．２．２９　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-439 昭和１９．３．１～１９．３．３１　佐世保鎮守府戦時日誌 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-440 昭和１６．１２．１～１７．３．３１　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-441 昭和１７．４．１～１７．１１．３０　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-442 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-443 昭和１８．６．１～１８．７．３１　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-444 昭和１８．８．１～１８．１０．３１　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-445 昭和１９．３．１～１９．９．３０　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-446 昭和１９．１０．１～２０．４．３０　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-447 昭和１８．１１．１～１８．１２．３１　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-448 昭和１９．１．１～１９．２．２９　舞鶴鎮守府戦時日誌 舞鶴鎮守府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-449 昭和１６．１２．１～１７．４．３０　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-450 昭和１７．５．１～１７．５．３１　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-451 昭和１７．６．１～１７．６．３０　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-452 昭和１７．７．１～１７．１１．３０　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-453 昭和１７．１２．１～昭和１８．２．２８　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-454 昭和１９．６．１～昭和２０．１．３１　横須賀防備戦隊戦時日誌 横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-455
昭和２０．３．１～昭和２０．６．２５　横須賀防備戦隊戦時日誌戦闘
詳報

横防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-456 昭和１６．１２．１～１７．６．３１　呉防備戦隊戦時日誌 呉防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-457 昭和１７．７．１～１７．１１．３０　呉防備戦隊戦時日誌 呉防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-458 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　呉防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 呉防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-459 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　呉防備戦隊戦時日誌 呉防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-460 昭和１８．１２．１～２０．４．６　呉防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 呉防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-461 昭和１６．１２．１～１７．５．３１　佐世保防備戦隊戦時日誌 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-462 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　佐世保防備戦隊戦時日誌 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-463 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　佐世保防備戦隊戦時日誌 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-464 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　佐世保防備戦隊戦時日誌 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-465 昭和１８．１２．１～１９．４．９　佐世保防備戦隊戦時日誌 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-466 昭和１６．１２．１～１７．９．１０　舞鶴防備戦隊戦時日誌 舞防戦司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-467 昭和１６．１２．１～１９．６．３１　鎮海防備戦隊戦時日誌 鎮海防備戦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-468 昭和１７．４．１～１８．４．３０　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-469 昭和１８．４．１～１８．５．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-470 昭和１８．６．１～１８．１２．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-471 昭和１８．１０．１～１８．１０．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-472 昭和１８．１１．１～１８．１２．９　横須賀防備隊戦時日誌戦闘詳報 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-473 昭和１９．１．１～１９．４．３０　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-474 昭和１９．５．１～１９．８．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-475 昭和１９．９．１～１９．１１．３０　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-476 昭和１９．９．１１～２０．２．１７　横須賀防備隊戦闘詳報 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-477 昭和２０．２．２５～２０．７．１８　横須賀防備隊戦闘詳報 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-478 昭和１９．１２．１～２０．１．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-479 昭和２０．２．１～２０．３．３１　横須賀防備隊戦時日誌 横防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-480 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　女川防備隊戦時日誌 女防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-481 昭和１８．１２．１～１９．３．７　女川防備隊戦時日誌戦闘詳報 女防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-482 昭和１９．４．１～２０．４．３０　女川防備隊戦時日誌 女防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-483 昭和１６．１０．３１～１７．１１．３０　下関防備隊戦時日誌 下関防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-484 昭和１９．５．１～２０．６．３０　下関防備隊戦時日誌 下関防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-485 昭和１７．１．１～１７．１．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-486 昭和１７．２．１～１７．２．２８　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-487 昭和１７．３．１～１７．３．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-488 昭和１７．４．１～１７．４．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-489 昭和１６．１２．１～１６．１２．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-490 昭和１７．５．１～１７．５．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-491 昭和１７．６．１～１７．６．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-492 昭和１７．７．１～１７．７．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-493 昭和１７．８．１～１７．８．３１　佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-494 昭和１７．９．１～１７．９．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-495 昭和１７．１０．１～１７．１０．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-496 昭和１７．１１．１～１７．１１．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-497 昭和１７．１２．１～１７．１２．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-498 昭和１８．１．１～１８．１．２５　佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-499 昭和１８．２．１～１８．２．２８　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-500 昭和１８．３．１～１８．３．３１　佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-501 昭和１８．４．１～１８．４．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-502 昭和１８．５．１～１８．５．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-503 昭和１８．６．１～１８．６．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-504 昭和１８．７．１～１８．７．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-505 昭和１８．８．１～１８．８．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-506 昭和１８．９．１～１８．９．３０　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-507 昭和１８．１０．１～１８．１０．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-508 昭和１８．１１．１～１８．１２．３１　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-509 昭和１９．１．１～１９．２．２９　佐伯防備隊戦時日誌 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-510 昭和１９．９．１～１９．１０．３１　佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-511 昭和１９．１１．１～２０．７．９　佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐伯防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-512 昭和１７．５．２０～１８．８．３１　伊勢防備隊戦時日誌 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-513 昭和１７．９．１～１７．１１．３０　伊勢防備隊戦時日誌 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-514 昭和１７．１２．１～１８．２．２８　伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 伊勢防
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-515 昭和１８．３．１～１８．５．３１　伊勢防備隊戦時日誌 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-516 昭和１８．６．１～１８．８．３１　伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-517 昭和１８．９．１～１９．１１．３０　伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-518 昭和１９．１２．１～２０．５．３１　伊勢防備隊戦時日誌 伊勢防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-519 昭和１６．１２．８～１７．３．３１　紀伊防備隊戦時日誌 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-520 昭和１７．４．１～１７．５．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-521 昭和１７．６．１～１７．７．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-522 昭和１７．８．１～１７．８．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-523 昭和１７．９．１～１７．９．３０　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-524 昭和１７．１０．１～１７．１１．３０　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-525 昭和１７．１２．１～１８．２．２８　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-526 昭和１８．３．１～１８．５．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-527 昭和１８．６．１～１８．８．３１　紀伊防備隊戦時日誌 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-528 昭和１８．９．１～１８．１２．３１　紀伊防備隊戦時日誌 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-529 昭和１９．４．１～１９．８．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-530 昭和１９．９．１～２０．６．３１　紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 紀伊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-531 昭和１６．１２．１～１７．５．１８　佐世保防備隊戦時日誌 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-532 昭和１７．３．１～１７．５．３１　佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-533 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-534 昭和１７．１２．１～１８．６．１　佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-535 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-536 昭和２０．２．１～２０．７．１９　佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 佐防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-537 昭和１７．７．１～１８．２．２８　大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-538 昭和２０．８．１～２０．８．２１　大島防備隊戦時日誌 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-539 昭和１９．６．１～１９．１０．３１　大島防備隊戦時日誌 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-540 昭和１９．１１．１～２０．３．３１　大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-541 昭和２０．４．１～２０．５．３１　大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-542 昭和２０．６．１～２０．８．１５　大島防備隊戦時日誌 大島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-543 昭和１６．１２．１～１７．９．３０　舞鶴防備隊戦時日誌 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-544 昭和１７．１０．１～１８．５．３１　舞鶴防備隊戦時日誌 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-545 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　舞鶴防備隊戦時日誌 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-546 昭和１９．２．１～１９．５．３１　舞鶴防備隊戦時日誌 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-547 昭和１９．６．１～１９．１１．３０　舞鶴防備隊戦時日誌 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-548 昭和１９．１２．１～２０．７．３０　舞鶴防備隊戦時日誌戦闘詳報 舞防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-549 昭和１５．４．２９～１６．１１．３０　大湊防備隊戦時日誌 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-550 昭和１６．１２．１～１８．５．３１　大湊防備隊戦時日誌 大湊防
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-551 昭和１７．６．１～１７．８．３１　大湊防備隊戦時日誌 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-552 昭和１７．９．１～１７．１１．３０　大湊防備隊戦時日誌 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-553 昭和１８．６．１～１８．８．３１　大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-554 昭和１８．９．１～１８．１１．３０　大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-555 昭和１８．１２．１～１９．１．３１　大湊防備隊戦時日誌 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-556 昭和１９．２．１～１９．５．３１　大湊防備隊戦時日誌 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-557 昭和１９．６．１４～１９．１１．３０　大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-558 昭和１９．１２．１～２０．７．３０　大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 大湊防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-559 昭和１９．４．１～２０．２．２８　宗谷防備隊戦時日誌 宗谷防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-560 昭和１９．６．１～２０．６．３０　厚岸防備隊戦時日誌 厚岸防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-561 昭和２０．１．３～２０．１．２４　基隆防備隊戦闘詳報 基隆防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-562 昭和２０．１．１～２０．３．３１　鎮海防備隊戦時日誌 鎮海防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-563 昭和１６．１２．１～１７．５．１９　羅津防備隊戦時日誌 羅津防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-564 昭和１７．１．８～１７．４．３０　千島防備部隊戦時日誌 千島防

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-565
昭和１６．１１．２０～１７．５．３１　横須賀海軍警備隊戦時日誌戦
闘詳報

横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-566
昭和１７．６．１～１８．９．２　横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳
報

横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-567
昭和１７．１２．１～１８．３．１８　横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘
詳報

横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-568
昭和１８．３．１５～１８．５．２９　横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘
詳報

横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-569 昭和１８．６．５～１８．８．２０　横須賀海軍警備隊戦闘詳報 横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-570 昭和１８．８．３～１８．１１．１０　横須賀海軍警備隊戦闘詳報 横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-571 昭和１８．４．１２～１９．１．１２　横須賀海軍警備隊戦闘詳報 横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-572 昭和１８．６．１～１８．１０．３１　横須賀海軍警備隊戦時日誌 横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-573
昭和１９．１．１～２０．７．３１　横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳
報

横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-574 昭和１８．７～１９．２　横須賀海軍警備隊戦闘詳報 横警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-575
昭和２０．４．１～２０．７．１８　横須賀第１警備隊戦時日誌戦闘詳
報

横１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-576
昭和２０．５．２９～２０．６．３０　久里浜第１警備隊戦時日誌戦闘
詳報

久１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-577 昭和２０．４．１～２０．６．３０　武山警備隊戦時日誌 武山警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-578 昭和２０．３．１～２０．４．２４　館山警備隊戦時日誌 館山警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-579 昭和１９．１１．１～１９．１１．３０　沼津警備隊戦時日誌 沼津警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-580 昭和１９．１０．１～２０．５．２９　横浜警備隊戦時日誌戦闘詳報 横浜警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-581 昭和２０．５．１～２０．５．３１　大楠警備隊戦時日誌 大楠警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-582
昭和１６．１１．２０～１７．５．３１　呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳
報

呉警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-583 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 呉警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-584 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　呉海軍警備隊戦時日誌 呉警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-585 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　呉海軍警備隊戦時日誌 呉警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-586 昭和１８．１２．１～１９．１１．３０　呉海軍警備隊戦時日誌 呉警
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-587 昭和１９．１２．１～２０．７．１　呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 呉警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-588 昭和１９．１０．２０～２０．５．３１　徳山警備隊戦時日誌 徳山警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-589 昭和１６．１１．２０～１７．６．３０　佐世保海軍警備隊戦時日誌 佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-590 昭和１７．７．１～１７．１１．３０　佐世保海軍警備隊戦時日誌 佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-591 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　佐世保海軍警備隊戦時日誌 佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-592 昭和１８．１２．１～１９．２．２９　佐世保海軍警備隊戦時日誌 佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-593 昭和１９．３．１～１９．５．３１　佐世保海軍警備隊戦時日誌 佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-594
昭和１９．６．１～１９．８．３１　佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘詳
報

佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-595
昭和１９．８．１０～１９．１１．３０　佐世保海軍警備隊戦時日誌戦
闘詳報

佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-596
昭和１９．１２．１～２０．３．３１　佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘
詳報

佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-597
昭和２０．３．１８～２０．６．２９　佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘
詳報

佐警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-598 昭和１６．１１．２０～１７．５．３１　舞鶴海軍警備隊戦時日誌 舞警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-599 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　舞鶴海軍警備隊戦時日誌 舞警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-600 昭和１７．１２．１～１８．１１．３０　舞鶴海軍警備隊戦時日誌 舞警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-601
大東亜戦争　戦時日誌　舞鶴海軍警備隊　自．昭和１８．１２　至．
昭和１９．９

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-601_2
大東亜戦争　戦時日誌　舞鶴海軍警備隊　自．昭和１８．１２．１
至．昭和１８．１２．３１

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-602 昭和１９．１０．１～２０．６．３０　舞鶴海軍警備隊戦時日誌 舞警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-603
昭和１９．４．２０～２０．３．３１　高雄海軍警備隊戦時日誌戦闘詳
報

高雄警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-604 昭和２０．２．１～２０．６．３０　高雄海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 高雄警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-605 昭和２０．１．６～２０．６．３０　南京警備隊戦時日誌戦闘詳報 南京警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-606 昭和１９．８．１～２０．２．２８　川棚警備隊戦時日誌 川棚警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-607 昭和２０．４．１～２０．６．３０　針尾警備隊戦時日誌 針尾警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-608 昭和１７．４．１～１９．２．２９　第４１警備隊戦時日誌 ４１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-609 昭和１７．４．１～１７．１０．３１　第６１警備隊戦時日誌 ６１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-610 昭和１７．１１．１～１８．５．３１　第６１警備隊戦時日誌 ６１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-611 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　第６１警備隊戦時日誌 ６１警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-612 昭和２０．１．３１～２０．２．２８　第６３警備隊戦時日誌 ６３警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-613 昭和１９．１．１～１９．８．３１　第６３警備隊戦時日誌 ６３警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-614 昭和１７．４．１～１７．１０．１　第６４警備隊戦時日誌 ６４警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-615 昭和１７．１１．１～１８．１１．３０　第６４警備隊戦時日誌 ６４警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-616 昭和１７．６．１～１７．９．３０　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-617 昭和１７．１０．１～１８．１．３１　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-618 昭和１８．２．１～１８．５．３１　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-619 昭和１８．６．１～１８．１２．３１　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-620 昭和１９．１．１～１９．６．３０　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-621 昭和１９．７．１～２０．５．２７　大阪警備府戦時日誌戦闘詳報 阪警府
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-622 昭和１７．４．１～１９．７．３１　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-623 昭和１９．９．１～１９．５．３１　大阪警備府戦時日誌 阪警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-624 昭和１６．１２．１～１７．５．３１　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-625 昭和１７．６．１～１７．１１．３０　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-626 昭和１７．１２．１～１８．５．３１　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-627 昭和１８．６．１～１８．７．３１　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-628 昭和１８．８．１～１８．１１．３０　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-629 昭和１８．１２．１～１９．８．３１　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-630 昭和１９．９．１～２０．５．３１　大湊警備府戦時日誌 大警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-631 昭和１６．１２．８～１７．５．３１　馬公警備府戦時日誌 馬警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-632 昭和１７．６．１～１７．１１．２６　馬公警備府戦時日誌 馬警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-633
昭和１７．１２～昭和１８．３　馬公警備府戦時日誌　昭和１８．４～
昭和１８．５　高雄警備府戦時日誌

馬公警府高雄警備府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-634 昭和１８．６．１～１８．１１．３０　高雄警備府戦時日誌 高警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-635 昭和１８．１２．１～１９．３．３１　高雄警備府戦時日誌戦闘詳報 高警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-636 昭和１９．４．１～１９．５．３１　高雄警備府戦時日誌 高警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-637 昭和１６．１２．１～１６．１２．３１　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-638 昭和１７．１．１～１７．２．２８　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-639 昭和１７．６．１～１７．８．３１　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-640 昭和１７．９．１～１７．１１．３０　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-641 昭和１７．１２．１～１９．８．３１　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-642 昭和１９．６．１～１９．６．３０　鎮海警備府戦時日誌 鎮警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-643 昭和１６．１２．１～１６．１２．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-644 昭和１６．１１．２５～１７．２．２５　海南警備府戦闘詳報　Ｙ５作戦 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-645 昭和１７．２．１～１７．２．２８　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-646 昭和１７．３．１～１７．３．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-647 昭和１７．４．１～１７．４．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-648 昭和１７．５．１～１７．５．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-649 昭和１７．６．１～１７．７．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-650 昭和１７．６．８～１７．６．２５　海南警備府戦闘詳報　Ｙ６作戦 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-651 昭和１７．８．１～１７．８．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-652 昭和１７．９．１～１７．９．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-653 昭和１７．１０．１～１７．１０．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-654 昭和１７．１１．１～１７．１１．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-655 昭和１７．１１．１～１８．４．１９　海南警備府戦闘詳報 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-656 昭和１７．１０～１８．４　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-657 昭和１７．１２．１～１７．１２．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-658 昭和１７．１１．１～１８．１．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-659 昭和１８．２．１～１８．２．２８　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-660 昭和１８．３．１～１８．３．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-661 昭和１８．４．１～１８．４．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-662 昭和１８．４．２０～１８．６．２４　海南警備府戦闘詳報 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-663 昭和１８．５．１～１８．５．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-664 昭和１８．６．１～１８．６．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-665 昭和１８．８．１～１８．８．３１　海南警備府戦時日誌戦闘詳報 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-666 昭和１８．９．１～１８．９．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-667 昭和１８．１０．１～１８．１０．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-668 昭和１８．１１．１～１８．１１．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-669 昭和１７．１．１～１７．１．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-670 昭和１９．３．１～１９．３．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-671 昭和１９．４．１～１９．４．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-672 昭和１９．５．１～１９．５．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-673 昭和１９．６．１～１９．６．３０　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-674 昭和１９．７．１～１９．７．３１　海南警備府戦時日誌 海南警府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-675 昭和１８．４．１～１８．１１．３０　高雄警備隊戦時日誌 高雄警

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-676 昭和１７．８．１～１９．３．３１　第１魚雷調整班戦時日誌 １魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-677 昭和１９．４．１～１９．１１．３０　第１特設魚雷調整班戦時日誌 １特魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-678 昭和１７．８．１０～１９．１１．３０　第２魚雷調整班戦時日誌 ２魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-679 昭和１９．１２．１～２０．７．３１　第２魚雷調整班戦時日誌 ２魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-680 昭和１７．８．１～１９．６．３０　第３魚雷調整班戦時日誌 ３魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-681 昭和１７．１２．１５～１９．１１．３０　第４魚雷調整班戦時日誌 ４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-682 昭和１９．１２．１～２０．４．３０　第４特設魚雷調整班戦時日誌 ４特魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-683 昭和１８．２．１５～１９．９．３０　第５魚雷調整班戦時日誌 ５魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-684 昭和１７．６．１５～２０．６．３０　第１１魚雷調整班戦時日誌 １１魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-685 昭和１７．７．１～２０．６．３０　第１２魚雷調整班戦時日誌 １２魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-686 昭和１７．７．２０～１９．２．２９　第１３魚雷調整班戦時日誌 １３魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-687 昭和１８．２．１５～１８．１１．３０　第１４魚雷調整班戦時日誌 １４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-688 昭和１８．２．１５～２０．５．３１　第１５魚雷調整班戦時日誌 １５魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-689 第１６魚雷調整班．戦時日誌　昭和１８．３．１５～２０．７．３１ １６魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-690 第１７魚雷調整班．戦時日誌　昭和１９．１．１～２０．３．３１ １７魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-691 昭和１９．３．１～２０．７．３１　第２０魚雷調整班戦時日誌 ２０魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-692 昭和１９．３．１～１９．８．３１　第２１魚雷調整班戦時日誌 ２１魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-693 昭和１９．３．１～２０．４．３０　第２２魚雷調整班戦時日誌 ２２魚調
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-694 昭和１９．４．１０～１９．１２．３１　第２３魚雷調整班戦時日誌 ２３魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-695 昭和１９．４．１９～２０．７．３１　第２４魚雷調整班戦時日誌 ２４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-696 昭和１９．５．２９～１９．１２．３１　第２５魚雷調整班戦時日誌 ２５魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-697 昭和１９．４．１０～２０．２．２８　第２６魚雷調整班戦時日誌 ２６魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-698 昭和１９．４．１０～１９．１２．３１　第２７魚雷調整班戦時日誌 ２７魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-699 昭和１９．５．１～２０．７．３１　第２８魚雷調整班戦時日誌 ２８魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-700 昭和１９．５．１～２０．４．１　第２９魚雷調整班戦時日誌 ２９魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-701 昭和１９．５．１～１９．１２．３１　第３０魚雷調整班戦時日誌 ３０魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-702 昭和１９．５．１～１９．８．１５　第３１魚雷調整班戦時日誌 ３１魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-703 昭和１９．８．１～２０．４．３０　第３２魚雷調整班戦時日誌 ３２魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-704 昭和１９．５．１～１９．１０．３１　第３３魚雷調整班戦時日誌 ３３魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-705 昭和１９．６．１～２０．５．３１　第３４魚雷調整班戦時日誌 ３４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-706 昭和１９．５．１～２０．７．３１　第３６魚雷調整班戦時日誌 ３６魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-707 昭和１９．５．１～２０．２．２８　第３７魚雷調整班戦時日誌 ３７魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-708 昭和１９．１．１～２０．６．３０　第３８魚雷調整班戦時日誌 ３８魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-709 昭和１９．１２．５～２０．３．３１　第３９魚雷調整班戦時日誌 ３９魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-710 昭和２０．２．１～２０．７．３１　第４１魚雷調整班戦時日誌 ４１魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-711 昭和２０．２．１～２０．８．１　第４２魚雷調整班戦時日誌 ４２魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-712 昭和２０．２．１～２０．６．３０　第４３魚雷調整班戦時日誌 ４３魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-713 昭和２０．５．１～２０．８．１　第４４魚雷調整班戦時日誌 ４４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-714 昭和２０．３．１５～２０．７．３０　第４５魚雷調整班戦時日誌 ４５魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-715 昭和２０．５．１～２０．６．３０　第４６魚雷調整班戦時日誌 ４６魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-716 昭和２０．４．２～２０．７．３１　第４８魚雷調整班戦時日誌 ４８魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-717 昭和２０．６．１～２０．６．３０　第５０魚雷調整班戦時日誌 ５０魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-718 昭和２０．６．１～２０．７．３１　第５１魚雷調整班戦時日誌 ５１魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-719 昭和２０．６．１～２０．７．２０　第５４魚雷調整班戦時日誌 ５４魚調

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-720 昭和１９．１０．１７～１９．１０．２８　軍艦大和戦闘詳報 大和

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-721 昭和１９．１０．２４～１９．１０．２６　軍艦長門戦闘詳報 長門

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-722 昭和２０．５．１～２０．６．３０　軍艦長門戦闘詳報 長門

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-723_2 軍艦大和戦闘詳報　昭和２０．４．６～２０．４．７ 大和

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-724 昭和１９．１０．２４～１９．１０．２８　軍艦榛名戦戦闘詳報 榛名

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-725 昭和１９．１０．２２～１９．１０．２８　軍艦榛名合戦図 榛名

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-726 昭和１９．１０．２３～１９．１０．２６　軍艦妙高戦闘詳報 妙高

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-727 昭和１９．１０．１８～１９．１０．２６　軍艦利根戦闘詳報 利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-728 昭和２０．１．１～２０．１．３１　軍艦羽黒戦時日誌 羽黒

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-729 昭和１８．１２．１～１９．１１．３０　軍艦高雄戦時日誌 高雄
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-730 昭和１８．１２．１～１９．８．３１　軍艦愛宕戦時日誌 愛宕

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-731 昭和１７．７．１～１７．８．１０　軍艦加古戦時日誌戦闘詳報 加古

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-732 昭和１８．１２．１～１９．４．３０　軍艦熊野戦時日誌戦闘詳報 熊野

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-733 昭和１９．５．１～１９．１１．２５　軍艦熊野戦時日誌戦闘詳報 熊野

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-734 昭和１８．１２．１～１９．５．３１　軍艦利根戦時日誌戦闘詳報 利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-735 昭和１９．６．１～１９．１１．１５　軍艦利根戦時日誌戦闘詳報 利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-736 昭和２０．６．１～２０．６．３０　軍艦利根戦時日誌 利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-737 昭和１９．７．１～１９．１０．２５　軍艦筑摩戦時日誌 筑摩

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-738 昭和１９．１０．１８～１９．１０．２５　軍艦最上戦闘詳報 最上

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-739 昭和１８．１２．１～１９．１．３１　軍艦球磨戦時日誌戦闘詳報 球磨

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-740 昭和２０．５．１～２０．５．３１　軍艦常磐戦時日誌 常磐

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-741 昭和２０．７．２４～　軍艦北上戦闘詳報 北上

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-742 昭和１９．１０．２４～１９．１０．２９　軍艦伊勢戦闘詳報 伊勢

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-743 昭和１９．１０．２０～１９．１０．２８　軍艦大淀戦闘詳報 大淀

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-744 昭和１９．１２．２４～１９．１２．２８　軍艦大淀戦闘詳報 大淀

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-745 昭和２０．２．１０　軍艦大淀戦闘詳報 大淀

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-746 昭和１９．１０．２３～１９．１０．２９　軍艦能代戦闘詳報 能代

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-747 昭和１９．８．１８～　軍艦名取戦闘詳報 名取

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-748 昭和２０．５．１～２０．５．３１　軍艦鹿島戦時日誌 鹿島

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-749 昭和１６．１２．１～１７．５．７　軍艦祥鳳戦時日誌戦闘詳報 祥鳳

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-750 昭和１７．３．２６～１７．４．２２　軍艦飛龍戦闘詳報 飛龍

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-751 昭和１９．１０．２０～１９．１１．１　軍艦瑞鶴戦闘詳報 瑞鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-752 昭和１７．９．２８～１８．９．２４　軍艦大鷹戦闘詳報 軍艦大鷹

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-753 昭和１９．４．１～１９．９．１７　軍艦雲鷹戦時日誌戦闘詳報 雲鷹

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-754 昭和２０．７．１～２０．７．３１　軍艦龍鳳戦時日誌 龍鳳

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-755 昭和１７．１０．６～１７．１２．２３　軍艦千代田戦闘詳報 千代田

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-756 昭和１９．６．１～１９．１０．３１　軍艦神鷹戦時日誌戦闘詳報 神鷹

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-757 昭和２０．６．１～２０．６．３０　軍艦海鷹戦時日誌 海鷹

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-758 昭和１９．１２．１９　軍艦雲龍戦闘詳報 雲龍

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-759 昭和２０．５．１～２０．５．３１　軍艦葛城戦時日誌 葛城

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-760 昭和１７．９．１１～１８．７．２２　軍艦日進戦闘詳報 日進

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-761 昭和１８．３．８～１８．５．３０　軍艦神威戦闘詳報 神威

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-762 昭和１９．４．１～２０．３．３１　特務艦神威戦時日誌戦闘詳報 神威

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-763 昭和１８．１１．１～１９．９．３０　軍艦鳴海戦時日誌戦闘詳報 鳴海

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-764 昭和１９．１０～１９．１１　駆逐艦戦時日誌戦闘詳報 各駆逐艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-765 昭和１９．１２．２６～２０．６．３０　駆逐艦花月戦時日誌 花月
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-766 昭和１９．１０　３１駆逐隊岸波戦闘詳報 岸波

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-767 昭和１９．９．１～２０．４．２４　第１号海防艦戦時日誌戦闘詳報 １号海防艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-768 昭和１９．１２．１～２０．６．３０　第２２号海防艦戦時日誌 ２２海防艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-769 昭和１９．８．１０～２０．４．３０　第３８号海防艦戦時日誌戦闘詳報 ３８海防艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-770 昭和２０．２．１～２０．５．３１　第７６号海防艦戦時日誌 ７６海防艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-771 昭和１９．８．１～２０．３．３１　海防艦鵜来戦時日誌 海防艦鵜来

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-772 昭和１９．１１．１～２０．５．３１　海防艦千珠戦時日誌戦闘詳報 海防艦千珠

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-773 昭和２０．５．３０～２０．６．６　第９号輸送艦戦時日誌 ９号輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-774 昭和２０．５．１～２０．７．３１　第１３号輸送艦戦時日誌 １３号輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-775 昭和２０．１．１～２０．７．５　第１３号輸送艦戦時日誌 １３号輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-776 昭和２０．７．１～２０．７．３１　第２０号輸送艦戦時日誌 ２０号輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-777 昭和１９．９．５～１９．１２．３１　第１１０輸送艦戦時日誌 １１０号輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-778 昭和１９．６．２４～２０．１．３１　第１３１号特設輸送艦戦時日誌 １３１特輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-779
昭和１９．７．１０～２０．５．１８　第１３２号輸送艦戦時日誌戦闘詳
報

１３２輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-780
昭和１９．１２．１～２０．６．３０　第１４４号輸送艦戦時日誌戦闘詳
報

１４４輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-781 昭和２０．１．２５～２０．３．３１　第１４５号輸送艦戦時日誌 １４５輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-782 昭和１９．２．２０～２０．１．２０　第１４９号特設輸送艦戦時日誌 １４９特輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-783
昭和１９．８．１９～２０．５．１１　第１５７号輸送艦戦時日誌戦闘詳
報

１５７輸送艦

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-784 昭和１８．１２．１～２０．１．３１　第４号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ４号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-785 昭和１９．６．１～１９．１２．３１　第１１号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １１号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-786 昭和１９．４．１～２０．４．６　第１２号掃海艇戦時日誌 １２号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-787 昭和１８．１２．１～１９．７．３１　第１５号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １５号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-788 昭和１９．８．１～２０．３．２７　第１５号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １５号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-789 昭和１８．６．１～１８．９．２　第１６号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １６号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-790 昭和１９．６．１～２０．４．２７　第１７号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １７号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-791 昭和１９．２．１～１９．１１．２６　第１８号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 １８号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-792 昭和１８．１２．１～１９．１１．３０　第２０号掃海艇戦時日誌 ２０号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-793 昭和１８．１２．１～１９．７．３１　第２１号掃海艇戦時日誌 ２１号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-794 昭和１９．８．１～２０．４．３０　第２１号掃海艇戦時日誌 ２１号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-795 昭和１７．７．３１～１７．１０．３１　第２２号掃海艇戦時日誌 ２２号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-796 昭和１８．１２．１～１９．６．３０　第２２号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ２２号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-797 昭和１８．３．２７～１８．４．３０　第２３号掃海艇戦時日誌 ２３号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-798 昭和１８．１．２５～１８．３．３１　第２４号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ２４号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-799 昭和１８．１２．１～１９．７．４　第２５号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ２５号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-800 昭和１８．１２．１～１８．１２．３１　第２６号掃海艇戦時日誌 ２６号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-801
昭和１８．７．３０～１８．１２．３１　第２７号掃海艇戦時日誌戦闘詳
報

２７号掃海艇
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-802 昭和１９．１．１０～２０．７．１０　第２７号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ２７号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-803 昭和１８．８．１～１９．８．２９　第２８号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ２８号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-804 昭和１８．１０．２２～１８．１０．３１　第２９号掃海艇戦時日誌 ２９号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-805 昭和１９．２．５～１９．８．３１　第３０号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ３０号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-806 昭和１８．７．３０～２０．３．３１　第３３号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ３３号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-807 昭和１９．６．１～１９．１１．３０　第３４号掃海艇戦時日誌 ３４号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-808 昭和１９．７．１６～１９．７．２０　第３９号掃海艇戦闘詳報 ３９号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-809 昭和１９．７．１７～１９．７．３１　第４１号掃海艇戦時日誌戦闘詳報 ４１号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-810
昭和１９．４．１０～１９．１１．３０　第１０１号掃海艇戦時日誌戦闘
詳報

１０１号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-811
昭和１９．９．２８～２０．２．２８　第１０２号掃海艇戦時日誌戦闘詳
報

１０２号掃海艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-812 昭和１６．１１．２０～１７．４．３０　第１号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報 １号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-813 昭和１８．９．２８～２０．３．３１　第２号哨戒艇戦闘詳報 ２号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-814
第３１号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　パラオ島附近戦闘　昭和１８．
１２．１～１９．３．３１

３１号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-815 第３５号哨戒艇戦時日誌　昭和１６．１１．２０～１７．３．３１ ３５号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-816
第３５号哨戒艇戦時日誌　遭難報告書　昭和１７．４．１～１７．９．
２

３５号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-817 第３６号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　昭和１８．６．１～１９．８．３１ ３６号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-818 第３６号哨戒艇戦時日誌　昭和１９．９．１～２０．４．３０ ３６号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-819
第３７号哨戒艇戦闘詳報　南比．南印作戦．ボルネオ警備　昭和１
６．１２．８～１７．４．３０

３７号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-820
第３８号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　対潜戦闘　昭和１９．２．７～１
９．１１．２５

３８号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-821 第４６号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　昭和１８．２．１～１８．８．２５ ４６号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-822
第４６号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　掛塚沖敵潜撃滅戦　駿河湾
沖対潜戦闘　昭和１９．１．１１～

４６号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-823
第１０１号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　昭和１８．２．１５～１８．１１．
３０

１０１号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-824 第１０１号哨戒艇戦時日誌　昭和１８．１２．１～１９．３．１４ １０１号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-825
第１０２号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　昭和１８．９．２１～１９．５．３
１

１０２号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-826
第１０２号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　黄海南方海面戦闘　昭和１
９．６．１～２０．６．３０

１０２号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-827
第１０３号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　潜水艦と交戦　昭和１８．５．
１～１９．５．３１

１０３号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-828 第１０３号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　昭和１９．６．１～２０．１．１２ １０３号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-829
第１０４号哨戒艇戦時日誌戦闘詳報　紀伊由良湾対空戦闘　昭和
１９．５．６～２０．７．２８

１０４号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-830 第１０７号哨戒艇戦時日誌　昭和１９．６．２９～１９．１１０６ １０７号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-831 第１０８号哨戒艇戦時日誌　昭和１９．１２．１～２０．２．２８ １０８号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-832 第１０８号哨戒艇戦時日誌　昭和２０．３．１～２０．３．２８ １０８号哨戒艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-833 特務艦早鞆戦時日誌　特務艦白崎　昭和２０．２．１～２０．４．３０ 特務艦　早鞆

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-834 特務艦荒崎戦時日誌　昭和２０．４．１～２０．４．３０ 特務艦　荒崎

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-835
特務艦勝力戦時日誌戦闘詳報　マニラ沖戦闘　昭和１９．６．１～
１９．９．２４

特務艦　勝力

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-836 特務艦攝津戦時日誌　昭和２０．７．１～２０．７．３１ 特務艦　攝津

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-837 特務艦矢風戦時日誌戦闘詳報　昭和２０．５．１～２０．７．１８ 特務艦　矢風
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-838 特務艦　白沙戦時日誌　昭和１８．１２．１～２０．４．３０ 特務艦　白沙

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-839
第１号黄浦丸戦時日誌　特設駆潜艇　第２昭和丸　特設掃海艇
第２能代丸　昭和１８．１２．１～

１号黄浦丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-840
第２文丸戦時日誌戦闘詳報　特設駆潜艇　第３拓南丸　第１１昭
南丸　特設掃海艇　第７昭和丸　昭和１７

第２文丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-841
軍艦浅香丸戦時日誌戦闘詳報　被雷撃７７２船団被爆撃　被雷爆
沈没　昭和１８．６．１～

浅香丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-842
浮島丸戦時日誌戦闘詳報　特設軍艦　永城丸　特務艦神津丸　特
設砲艦　華山丸　昭和２０．３．１～

浮島丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-843 神川丸戦闘詳報　あ号作戦準備　昭和１６．１１．７～１７．３．４ 神川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-844
神川丸戦闘詳報　Ｍ０作戦　ＭＩ．ＡＬ作戦　昭和１７．４．２８～１７．
７．９

神川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-845
神川丸戦闘詳報　カ号作戦　遭難沈没報告　昭和１７．９．４～１
８．５．２９

神川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-846
神川丸戦闘詳報　カ号作戦　国川丸　昭和１７．１２．１４～１８．４．
１４

神川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-847 神川丸戦闘詳報　昭和１８．２．１～１８．４．１５ 神川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-848 特設捕獲網艇湊江丸戦時日誌　昭和１８．１１．１０～１９．１１．３０ 湊江丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-849 特設運送艦旭東丸戦時日誌　昭和１９．６．１～１９．９．３０ 旭東丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-850
聖川丸戦闘詳報　ウ島作戦に於ける作戦　ＰＲ作戦　塔乗員表
昭和１６．１２．１４～１７．３．１７

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-851
聖川丸戦闘詳報　ボーガインヴィル島攻略作戦　アドミラルティ島
攻略作戦　ニューブリテン島西北部掃蕩戦

聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-852
聖川丸戦時日誌戦闘詳報　特設水上機母艦　昭１７．４．１～１７．
８．３１

聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-853 聖川丸戦闘詳報　ＳＲ作戦．ＳＮ作戦　昭１７．３．１～１７．９．３０ 聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-854 聖川丸戦闘詳報　昭１７．５．１～１７．１１．３０ 聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-855 聖川丸戦時日誌戦闘詳報　昭１９．６．１～１９．１２．３１ 聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-856 聖川丸戦時日誌　昭２０．１．１～２０．６．３０ 聖川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-857 特設敷設艇金城丸戦時日誌　昭１８．１１．１～１９．１．３１ 金城丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-858
特設水上機母艦国川丸戦闘詳報　東方哨戒作戦　対空対潜戦闘
昭和１７．９．１０～１８．１０．２１

国川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-859 特設運送船国川丸戦時日誌　昭１８．１２．１～２０．５．６ 国川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-860
特設航空機運搬艦慶洋丸戦時日誌　特設防潜網艇第２号興亜丸
特設捕獲網艇黄河丸　昭１８．６．１～

慶洋丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-861
特設敷設艦高榮丸戦時日誌戦闘詳報　支那東海第５沖縄島機雷
礁敷設作戦．特設敷設艦光隆丸　昭１９．６

高榮丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-862
特設巡洋艦護国丸戦時日誌　南海守備隊輸送　丁２．４号輸送
昭１８．８．１～１８．１１．３０

護国丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-863 特設運送船護国丸戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．８．３１ 護国丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-864
相良丸戦闘詳報　英領馬来攻略作戦　Ｓ作戦．Ｌ作戦．Ｔ作戦．Ｂ
作戦　昭１６．１２．３～１７．１１

相良丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-865
相良丸水偵隊戦闘詳報　あ号作戦（Ｅ作戦）シンゴラ派遣隊．Ｓ作
戦　「エンドウ」上陸作戦．Ｌ作戦

相良丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-866 相良丸水偵隊戦闘詳報　昭１７．５．１～１７．１１．２４ 相良丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-867
特設水上機母艦讃岐丸戦闘詳報　比島北部急襲作戦．リンガエン
上陸作戦　タラカン攻略作戦等

讃岐丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-868
特設水上機母艦讃岐丸戦闘詳報　マカッサル攻略作戦．スラベヤ
攻略．マニラ湾間接封鎖作戦　セブ島攻略等

讃岐丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-869
特設水上機母艦讃岐丸戦闘詳報　マニラ湾外哨戒作戦．スル海
ダバオ面　飛行警戒並護衛作戦等

讃岐丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-870
特設水上機母艦讃岐丸戦闘詳報　パナイ島攻略作戦．マニラ湾
封鎖作戦　コタバト上陸作戦等

讃岐丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-871
特設水上機母艦山陽丸戦時日誌戦闘詳報　カ号作戦．カロリン方
面防衛部隊．南太平洋方面に於ける対潜戦闘

山陽丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-872
山陽丸戦闘詳報　リンガエン主力部隊上陸作戦　Ｅ．ＢＴ．ＢＢ．
Ｈ．Ｖ．Ｓ．作戦　昭１６．１１．７～

山陽丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-873
特設水上機母艦山陽丸戦闘詳報　Ｔ作戦．カ号作戦　昭１７．７．２
５～１７．１１．２１

山陽丸
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-874
特設防潜網艇下松丸戦時日誌　新興丸．筑紫丸．瑞鷹丸　戦闘詳
報　昭１９．６．１～２０．４．３０

下松丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-875 特務艦八海丸戦時日誌　昭１８．６．１～１８．８．３１ 八海丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-876
特務艦八海丸戦時日誌戦闘詳報　ラバウルに於ける敵機邀撃戦
昭１８．１０．１～１９．２．５

八海丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-877
平安丸戦闘詳報　ラバウル対米飛行機戦闘　トラック海戦．特設
掃海艇羽衣丸・博丸　特航運搬艦りたん丸

平安丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-878
特設運送船明石山丸戦時日誌　辰和丸　特設運送船　いくしま
丸．岩戸丸　昭１８．１２．１～１９

明石山丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-879
特設運送船香取丸戦時日誌戦闘詳報　特設運送船共柔丸．君川
丸．賢洋丸　昭１８．１０．１～２０．５

香取丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-880
特設運送船黄金丸戦時日誌　特設運送船．慶隆丸．辰和丸．廣徳
丸　昭２０．３．１～１７．６．３０

黄金丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-881
特設運送船正島丸戦闘詳報　特設運送船第３東洋丸　第１０運海
丸．第１０福榮丸．太隆丸

正島丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-882 特設運送船拓南丸戦時日誌戦闘詳報　昭１８．７．１～１９．１０．１ 拓南丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-883
特設運送船帝洋丸戦時日誌戦闘詳報　昭１７．１２．１～１９．１０．
１０

帝洋丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-884
特設運送船南海丸戦時日誌戦闘詳報　南支那海に於ける対潜戦
特設運送船　東亜丸　昭１７．１２．１～

南海丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-885
特設運送船長田丸戦時日誌戦闘詳報　特設運送船　日威丸．能
代丸．マニラ地区対空戦　昭１８．１２．１～

長田丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-886 特設運送船白山丸戦時日誌　昭１７．１２．１～１９．４．３０ 白山丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-887
特設運送船筥崎丸戦時日誌戦闘詳報　対空戦闘　昭１８．１２．１
～１９．１１．３０

筥崎丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-888
特設運送船萬光丸戦時日誌戦闘詳報　特設運送船　良榮丸　特
設給油船　興川丸　マニラ湾コロン湾対空戦闘

萬光丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-889 特設給糧船北上丸戦時日誌　昭１７．１２．１～１８．１２．３１ 北上丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-890 特設給糧船北上丸戦時日誌　昭１９．１．１～１９．１０．３１ 北上丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-891
特設救難船桂川丸戦時日誌戦闘詳報　特設救難船　新鳩丸．尊
條丸　昭１９．５．１～２０．４．３０

桂川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-892
特設救難船春田丸戦時日誌戦闘詳報　特設救難船寳辰丸．寳嶺
丸　マニラ港対空戦闘　昭１９．６．１～

春田丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-893
特設病院船高砂丸戦時日誌　臨時医事報告　昭１８．１２．１～２
０．４．３０

高砂丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-894
特設病院船氷川丸戦時日誌　第２氷川丸　昭１９．１．１～２０．６．
３０

氷川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-895
東照丸戦時日誌　第７大源丸．第２黄浦丸　砲艦第１号新興丸．
第３八幡丸　昭１７．８．１～１９．８

東照丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-896 雑役船飛鳥戦時日誌　昭１８．６．１～１８．１２．３１ 飛鳥丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-897 雑役船飛鳥戦時日誌　昭１９．１．１～２０．５．３１ 飛鳥丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-898
特設船あるぜんちな丸戦時日誌戦闘詳報　巖嶋丸．敵潜に依る
被襲撃報告　昭１７．５．１～１９．９．

あるぜんちな丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-899 特設電線敷設船王星丸戦時日誌　昭１８．８．１～２０．６．３０ 王星丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-900
特設駆潜艇草山丸戦時日誌戦闘詳報　香港方面部隊　西封鎖部
隊　第１５警備隊　昭１７．３．１～１８．

草山丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-901
特設給糧船神洋丸戦時日誌戦闘詳報　シブヤン島及マスバテ島
西南端附近に於ける戦闘　昭１７．１２．１

神洋丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-902 特設運送船日栄丸戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．４．３０ 日栄丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-903
特設運送船日栄丸戦時日誌戦闘詳報　昭１９．５．１～１９．１０．３
１

日栄丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-904
特設運送船日栄丸戦時日誌戦闘詳報　特設給糧船　白令丸　昭
１９．８．１～２０．１．１６

日栄丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-905
春川丸戦時日誌戦闘詳報　特設電線敷設船　春島丸　機帆船三
河山丸．第１大平丸　昭１８．１１．１０～２０

春川丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-906
機帆船第３岩手丸戦時日誌戦闘詳報　機帆船第５吉乃丸．祥生
丸．金鈴丸．春国丸．泰国丸．第１南興丸等

第３岩手丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-907 香久丸戦時日誌　昭１６．１１．１～１９．５．３１ 香久丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-908 敷設艇測天戦闘詳報　対敵潜水艦　昭１８．３．９ 測天

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-909 第６号駆潜特務艇戦時日誌　昭１８．８．１～１８．１１．３０ ６駆潜特務艇
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-910
第６０号駆潜特務艇戦闘詳報　対空戦闘　昭１９．９．２１～１９．１
１．２５

６０潜特務艇

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-911
特設艦船戦時日誌戦闘詳報　特設駆潜艇　瑞鷹丸．昭和丸．第１
１昭南丸．祥鳳丸．特設駆潜艇　高砂丸等

特設艇船

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-912
特設艦船戦時日誌戦闘詳報　特設駆潜艇　瑞鷹丸．第１１昭南
丸．得撫丸．特設掃海艇　鳥嶋丸等

特設艦船

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-913
武装商船警戒隊戦闘詳報　船名　アの部～ソの部まで　昭１９．９
～２０．７

各商船

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-914
武装商船警戒隊戦闘詳報　船名　タの部～ワの部まで　昭１９．８
～２０．６

各商船

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-915 第８潜水艦基地隊戦時日誌　昭１８．９．１～１８．１１．３０ ８潜基

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-916 第１１潜水艦基地隊戦時日誌　昭１８．６．１～１９．１．３１ １１潜基

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-917
山川連綴基地隊戦闘詳報　対空戦闘　昭２０．５．２４～２０．５．２
８

山川連綴基

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-918 泗礁山部隊戦時日誌　昭２０．３．９～２０．３．３１ 泗礁山部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-919
旅順方面協力部隊戦時日誌　満州国海上警察隊．警備船海王．
海鳳．海龍．海瑞．海光　昭２０．４．１～

旅順方面部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-920 熊野灘部隊戦闘詳報　対潜水艦戦　昭１９．１．５～１９．１．１２ 熊野灘部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-921
伊勢湾部隊戦闘詳報　御前崎沖敵潜撃滅戦　横須賀沖敵潜撃滅
戦　昭１９．１２．１～１９．１２．２５

伊勢湾部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-922 連合艦隊比島部隊　各部隊特殊功績綴　昭２０．４～２０．６ 連合艦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-923
海軍虎部隊戦時日誌　戦時日誌及戦闘詳報記註要領　昭１８．
６．１～１９．３．３１

海軍虎部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-924 第２義勇中隊戦闘詳報　第３小隊　昭１８．１１．２８～１８．１２．１７ 第２義勇中隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-925 茂原砲台戦闘詳報　対空戦　昭２０．７．１０～２０．７．１８ 茂原防空砲台

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-926 硫黄島２段岩野高砲台戦時日誌　昭１９．８．１６～２０．１．２９ ２段岩野高砲台

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-927 徳山港務部戦時日誌　昭和１８．１２．１～１９．３．３１ 徳山港務部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-928 鎮海海軍部港務部戦時日誌　昭２０．５．１～２０．５．３１ 鎮海港務部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-929 上海港務部戦時日誌　昭１９．６．１～２０．４．３０ 上海港務部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-930 香港港務部戦時日誌　昭１９．４．１～２０．５．３１ 香港港務部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-931 鎮海海軍軍需部戦時日誌　昭２０．３．１～２０．３．３１ 鎮海軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-932 第４海軍軍需部戦時日誌　サイパン支部　昭１８．１１～１９．１ ４海軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-933
第４海軍軍需部戦時日誌　サイパン支部　昭１９．１．１～１９．１．
３１

４海軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-934
第１０１海軍軍需部戦時日誌　彼南支部　昭１８．４．１～１８．１２．
３１

１０１軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-935
第１０１海軍軍需部戦時日誌　彼南支部　昭１９．１．１～１９．３．３
１

１０１軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-936
第１０１海軍軍需部戦時日誌　彼南支部　昭１９．４．１～１９．８．３
１

１０１軍需部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-937
中国威海衛海軍要港部戦時日誌　輔導部　昭１６．１２．１～１８．
１１．３０

威海衛要港部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-938 第４海軍病院戦時日誌　パラオ分院　昭１８．１２．１～１９．６．３０ ４海軍病院

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-939 第４海軍病院戦時日誌　昭１９．８．１～２０．５．３１ ４海軍病院

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-940 鎮海海軍病院戦時日誌　昭２０．５．１～２０．５．３１ 鎮海海軍病院

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-941
第７護衛船団司令部戦時日誌戦闘詳報　松６号．東松６．７６船団
護衛作戦　昭１９．４．９～

７護船司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-942
船団護衛任務報告　第３５０３．４５１７船団　第３護衛船団部隊戦
時日誌　７６９．７０船団作戦経過概要

各船団

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-943
各護衛担任部隊指走航路と敵潜に依る被害一覧図　昭１９．７～２
０．３

海上護衛総司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-944 震洋隊員名簿　昭２０．５．２５ 川棚突

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-945 第８４号甲標的戦闘詳報　昭２０．１．２４～２０．１．２５ ８４甲標的
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-946 大連在勤海軍武官府戦時日誌　昭２０．５．１～２０．５．３１ 大連武官府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-947 清津在勤海軍武官府戦時日誌　昭２０．５．１～２０．５．３１ 清津武官府

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-948 発着信電報号綴　昭２０．１０．１３～２０．１１．７ 防空監視部隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-949
戦闘詳報．第１機動部隊　あ号作戦（６５３空．第１機動艦隊司令
部．千歳．千代田）

２復　史実調査部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-950
あ号作戦戦闘詳報（サイパン島西方海面に於ける戦闘）昭１９．
６．１３～１９．６．２２

第１機動艦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-951
あ号作戦　軍艦　翔鶴（除１部飛行隊）戦闘詳報　昭１９．６．１５～
１９．６．２０

軍艦　翔鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-952
あ号作戦　軍艦千代田戦闘詳報　第１号　昭１９．６．１５～１９．
６．２２

軍艦　千代田

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-953 あ号作戦軍艦千歳戦闘詳報　第１号　昭１９．６．１５～１９．６．２２ 軍艦　千歳

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-954
軍艦　利根　戦闘詳報　第７号（あ号作戦中対空戦闘に対する分）
昭１９．６．２０

軍艦　利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-955
あ号作戦　軍艦矢矧戦闘詳報　第２号　昭１９．５．２０～１９．６．２
２

軍艦　矢矧

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-956
あ号作戦　第１０戦隊戦闘詳報　第１２号　昭１９．５．２０～１９．
６．２２

第１０戦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-958 あ号作戦戦闘詳報　別冊 -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-959
戦闘詳報．第１遊撃部隊　捷号作戦（比島沖海戦を含む）昭１９．１
０．１６～１９．１０．２８

第２艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-960
戦闘詳報．第１遊撃部隊　捷号作戦（比島沖海戦を含む）昭１９．１
０．１６～１９．１０．２８

第２艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-961 第１０戦隊．第１水雷戦隊　捷号作戦戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-962
第１戦隊．第５戦隊．第７戦隊（捷号作戦）戦時日誌　昭１９．１０．
１～１９．１０．３１

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-963
軍艦大和．武蔵戦闘詳報（捷１号作戦．比島沖海戦）昭１９．１０．
１７～１９．１０．２４

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-964
軍艦長門戦闘詳報　第２号（対空．水上戦闘）昭和１９．１０．２４～
１９．１０．２６

軍艦　長門

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-965
軍艦妙高．羽黒．戦闘詳報（比島沖海戦．捷号作戦）昭１９．１０．
２３～１９．１０．２６

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-966
軍艦．瑞鳳．千歳．瑞鶴戦時日誌（捷号作戦）昭１９．１０．１～１
９．１０．２５

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-967
軍艦利根．摩耶．鈴谷．愛宕．青葉　戦闘詳報（捷号作戦）昭１９．
１０．１８～１９．１０．２５

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-968
軍艦大淀．鈴谷．那智．武蔵．五十鈴戦時日誌（捷号作戦）昭１
９．１０．１～１９．１１．５

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-969
軍艦　榛名．金剛戦闘詳報（捷号作戦）昭１９．１０．２２～１９．１
０．２８

榛名．金剛

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-970
能代．妙高．阿武隈．清霜．戦時日誌（捷号作戦）昭１９．１０．１～
１９．１０．３１

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-971 第１艦隊水上基地戦時日誌　昭１６．１２．８～１６．１２．３１ 第１艦隊　水上基地

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-972 第２艦隊戦時日誌（作戦一般の部）昭１７年 第２艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-973 第９艦隊関係一般情況報告
第９艦隊参謀　海軍中佐　高橋
孫三郎

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-974 南東方面艦隊戦時日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 南東方面艦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-975 第１戦隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第１戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-976
挺身攻撃隊記録（第３戦隊．金剛．榛名のガ島飛行場砲撃）昭１
７．１０．５～１７．１０．１４

金剛砲術長

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-977 第５戦隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-978
第５戦隊司令部戦時日誌戦闘詳報．南方部隊比島部隊南比支援
隊戦闘詳報

第５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-979 第１０戦隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第１０戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-980 海軍第２２戦隊（黒潮部隊）史料　昭和１６．１０．１５～２０．３．２４ 黒潮会

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-981 第２水雷戦隊戦時日誌　昭１６．１２ 第２水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-982 第３水雷戦隊戦時日誌　作戦及一般之部　昭１６．１２ 第３水雷戦隊　司令部
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-983
第３水雷戦隊戦闘詳報　ホラニュー輸送支援作戦．ベララベラ沖
海戦　昭１８．８

第３水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-984 第４水雷戦隊作戦記録　昭１６．１２～１７．４ 第４水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-985 第４水雷戦隊戦時日誌　作戦一般の部　昭１６．１２ 第４水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-986 第７駆逐隊戦闘詳報．珊瑚海々戦　昭１７．５．８ 第７駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-987 北方部隊作戦概要表　昭１６．１２～１７．１１ 第５艦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-989 南洋部隊ＭＯ機動部隊戦闘詳報　昭１７．５．１～１７．５．１７ 第５戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-990 馬来部隊護衛隊並に護衛本隊　戦時日誌．戦闘詳報　昭１６．１２ 第７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-991
タラカン島部隊．第１３警備隊．東印部隊　南方諸島航空隊．戦闘
詳報　昭１９．１１～２０．８

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-992 第１根拠地隊情況報告覚書　昭１８．１１～ 第１根拠地隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-993 第１通信隊（第１根拠地隊）記録　昭１７～２０ 海軍大尉　田中良幸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-994 第３３特別根拠地隊戦闘経過概要　昭１９～２０ 第３３特根先任参謀　志柿謙吉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-995 第３３特別根拠地隊戦闘経過概要　昭１９～２０ 第３３特根先任参謀　志柿謙吉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-996 呉１特（アンボン飛行場攻略）戦闘詳報　昭１７．１～１７．２ 呉鎮守府第１特別陸戦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-997 アンボン攻略戦　昭１６～１７
１０３海軍航空廠　田中春男　呉
鎮１特陸戦隊　諏訪和人

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-998 揚子江方面特別根拠地隊戦時日誌　昭和２０．３～２０．４ 揚子江方面　特別根拠地隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-999 大島防備隊戦闘詳報　昭１９．１０．２３～２０．８．１５ 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1000 大島防備隊戦時日誌　昭２０．１．１～２０．８．２１ 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1001 大島防備隊配備要図 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1002
鎮海警備府．七尾港湾警備隊　第２８魚雷調整班戦時日誌　昭１
９．７～２０．７

鎮海警備府　司令部　等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1003 第４６警備隊戦闘詳報　昭１９．６～２０．７ 第４６警備隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1004 第４６警備隊戦時日誌　昭１９．６～２０．８ 第４６警備隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1005 警戒戦闘部署　第２試行　昭１８．３～１８．４ 第４６警備隊　南流本隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1006 ２２１．５１２．５１９．３２１６設営隊．戦時日誌　昭１９～２０ 第２２１設営隊　等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1007 第３３警備部隊現状並に戦闘報告 海軍主計少佐　浅野賢澄

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1008 ムンダ基地戦時日誌戦闘詳報　昭１７．１２～１８．２ ムンダ基地　守備隊本部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1009_2 第５輸送隊戦闘詳報　第１号　昭１９年６月１日～１９年６月２９日 第５輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1010
第１５特設輸送隊（編成．任務．人員名簿．所属船名簿．行動記
事）

第１５特設輸送隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1011
第４航空戦隊戦時日誌抜粋（旗艦日向行動等）昭１９．５．１～２
０．３．１

日向艦長（大佐）　野村留吉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1012
第４航空戦隊戦時日誌抜粋（旗艦日向行動等）昭１９．５．１～２
０．３．１

日向艦長（大佐）　野村留吉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1013_2
軍艦瑞鶴戦闘詳報（珊瑚海々戦に於ける作戦）昭１７．５．４～１
７．５．１０

軍艦　瑞鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1014 大東亜戦争綴（軍艦高雄）昭１６～１７ 軍艦　高雄

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1015 軍艦大井戦闘詳報（南支那海対潜水艦戦闘）昭１９．７．１９ 軍艦　大井

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1016 軍艦　愛宕戦時日誌　昭１６．１２ 軍艦　愛宕

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1017 軍艦　愛宕戦闘詳報（第３次　ソロモン海戦） 軍艦　愛宕

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1018 軍艦愛宕戦闘詳報（連合艦隊長官に賜りたる勅語） 軍艦　愛宕

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1019 軍艦愛宕戦闘詳報（連合艦隊長官に賜りたる勅語）昭１７． 軍艦　愛宕
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1020 軍艦利根戦時日誌　昭１９．６．１～６．３０ 軍艦利根

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1021 軍艦　熊野戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 軍艦熊野

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1022
鳥海戦闘詳報（馬来沖海戦．ソロモン海戦等）昭１６．１２．４～１
７．１１．５

軍艦鳥海

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1023
軍艦鳥海　第１次ソロモン海戦（ツラギ海峡夜戦戦闘詳報）昭１７．
８．８～１７．８．９

軍艦鳥海

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1024 軍艦　那智戦時日誌及行動図　昭１６．１１～１８．５ 軍艦那智

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1025 軍艦　加古戦闘概報（ソロモン海域　６Ｓ戦闘経過図）昭１７．８．８ 軍艦　加古

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1026
軍艦　青葉戦闘詳報（比島西方海面対潜水艦戦闘　マニラ湾　対
空戦闘）昭１９．１０．２３～１９．１０

軍艦　青葉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1027 軍艦　川内カッター橈漕生還記録　昭１８．１１．１～１８．１１．４ 海軍中佐　山本唯志

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1028
ラバウル港内対空戦闘時の摩耶の被害及び応急処置　昭１８．１
１．５

摩耶機関科

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1029 軍艦　筑摩　戦時日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３１ 軍艦　筑摩

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1030
軍艦　矢矧艦歴等（附　機関参謀　大迫吉二氏　沈没当時の回想
記）

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1031
ミンドロ島サンホセ突入作戦戦闘　詳報案　昭１９．１２．１６～１９．
１２．２７

駆逐艦　榧

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1032
秋山正清元海軍大尉　乗艦　伊勢．摩耶．帆風．曙　行動記録　昭
１６．１２．８～１９．１１．５

海軍大尉　秋山正清

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1033 軍艦　夕張　行動記録　昭１６．１１．２６～１８．９．１４ 夕張掌経理長　加藤忠治

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1034 駆逐艦子日沈没関係資料　昭１７．７．６ 第２１駆逐隊司令　清水利夫

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1035 Ｔ型駆逐艦（竹）戦誌　昭１９．１１～終戦時 竹駆逐艦長大佐　宇那木勁

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1036 駆逐艦浦波戦闘詳報　昭１６．１２～１７．１ 第１９駆逐隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1037 駆逐艦　電　戦闘詳報原稿　その１　昭１７．７．６～１７．１２．３ 雷水雷長．中尉　井出駆也

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1038 駆逐艦　電　戦闘詳報原稿　その２　昭１７．１２．９～１８．８．２２ 雷水雷長．中尉　井出駆也

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1039
駆逐艦　谷風（クラ湾沖海戦）蓮．海防艦　第７６号戦時日誌．戦闘
詳報

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1040 第９．１０号輸送艦戦歴　昭１９．９．２０～２０．８．１５ 乗員　進清蔵・平石重郎

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1041 第５３号海防艦戦闘詳報（カムラン岬沖）昭２０．２．７ -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1042
戦時日誌．戦闘詳報　エボン丸．第９東洋丸．第２３辰雄丸．苅藻
丸．能登呂．節号作戦水路啓開部隊．飛鳥等

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1043
軍艦津軽戦闘詳報　第１．２号（Ｇ攻略作戦．陸戦隊急速輸送）昭
１６．１１．２１～１６．１２

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1044
軍艦津軽戦闘詳報　第３．４号（「ハ」方面攻撃支援．Ｒ攻略作戦）
昭１６．１２．１９～１７．１

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1045
軍艦津軽戦闘詳報　第５．６．７．８号（Ｒ攻略作戦に於ける対空戦
闘）昭１７．１．２４～

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1046
軍艦津軽戦闘詳報　第９号（Ｒ方面作戦）昭１７．２．１～１７．２．２
０

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1047
軍艦津軽戦闘詳報　第１０．１１．１２．１３号（Ｒ方面作戦に於ける
対空戦闘）昭１７．２．１～

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1048
軍艦津軽戦闘詳報　第１４号（ＳＲ作戦）昭１７．２．２０～１７．３．１
７

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1049
軍艦津軽戦闘詳報　第１５．１６．１７．１８号（米国機動部隊に対す
る戦闘　「セントジョウジ」岬攻略作戦

敷設艦　軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1050
軍艦津軽戦闘詳報　第１９．２０．２１号（米機動部隊に対する戦闘
対空戦闘）昭１７．３．１０～

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1051
軍艦津軽戦闘詳報　第２２号（ＭＯ作戦（珊瑚海々戦）に於ける作
戦）昭１７．４．２３～１７．５

敷設艦　軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1052
軍艦津軽戦闘詳報　第２３．２４．２５．２６．２７号（ＭＯ作戦に於け
る対空戦闘　ＲＹ作戦に於ける作戦

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1053
軍艦津軽戦闘詳報　第２８．２９号（ＳＮ作戦に於ける作戦　「リ」号
研究．ブナ上陸作戦に於ける作戦）

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1054
軍艦津軽戦闘詳報　第３０．３１．３２号（「リ」号研究作戦に於ける
対空戦闘）

軍艦　津軽

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1055 仮装巡洋艦　報国丸行動抜粋　昭１６．１０～１７．６ 海軍中尉　谷岡貞範
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1056
輸送船鹿野丸の最後　其の１（ミッドウェー作戦）昭１７．４．１～１
７．６．２１

海軍大佐　相浦誠一

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1057
輸送船鹿野丸の最後　其の２（キスカ作戦）昭１７．６．２２～１７．
８．２９

海軍大佐　相浦誠一

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1058
輸送船鹿野丸の最後　其の３（キスカ作戦）戦歴．名簿　昭１７．
８．３０～１７．１１．１９

海軍大佐　相浦誠一

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1059 特設運送船鹿野丸戦闘報告　昭１７．７．２９～１７．８ 鹿野丸監督官　相浦誠一

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1060 特設病院船朝日丸戦時日誌　昭１６．１２．１～１７．９．３０ 特設病院船　朝日丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1061 特設運送船あづさ丸戦闘詳報　昭１９．６．２０ 特設運送船　あづさ丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1062 特設運送船玄洋丸戦闘詳報（対空戦闘）昭１９．６．２０ 特設運送船　玄洋丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1063
囮船でりい丸の戦闘（八丈島東方海面対潜戦闘）昭１９．１．１５～
１９．１．１９

特設砲艦　でりい丸

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1064
第７根拠地隊司令官　工藤久八少将任務報告．同関係資料記録
昭１８．１１．２～１９．３．２５

工藤久八少将　等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1065 砲艦　須磨．安宅．興津．鳥羽．戦時日誌　昭２０．２～２０．６ 砲艦　須磨　等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1066
上海特別陸戦隊．舟山島警備隊．上海港務部．北京武官府　戦時
日誌　昭２０．４～２０．６

上海海軍特別陸戦隊　等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1067 プリンス・オブ・ウエールスの最後　昭１６．１２．１０ 海軍兵学校　第４４期会

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1068 プリンス・オブ・ウエールスの最後　昭１６．２．１０ 海軍兵学校　第４４期会

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1069 第２４戦隊司令部戦時日誌　昭１６．１２ 第２４戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1070 第７戦隊戦時日誌　昭１７．７．１～１７．１０．５ 第７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1071 第７戦隊作戦記録綴　其の２　昭１７．９～１７．１１ 第７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1072 第７戦隊戦時日誌　昭１７．１１～１７．１２ 第７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1073 第７戦隊戦時日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第７戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1074
大東亜戦争　戦時日誌．戦闘詳報　記註例　自．昭和１６年８月
至．昭和１６年８月

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1075 第６３警備隊戦時日誌綴 -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1076 布哇空中攻撃隊　戦闘詳報　昭和１６．１２．８ 軍艦　翔鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1077 ラボウル空中攻撃隊　戦闘詳報（戦闘詳報　第３）昭和１７．１．２０ 軍艦　翔鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1078
特別空襲隊　「サラモア」空中攻撃隊　戦闘詳報（戦闘詳報　第４）
昭和１７．１．２１

軍艦　翔鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1079
特別空襲隊　「マダン」空中攻撃隊　戦闘詳報（戦闘詳報　第４）昭
和１７．１．２１

軍艦　翔鶴

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1080 水雷艇真鶴戦時日誌　昭和１９．４ -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1081 大東亜戦争戦闘日誌　昭和１６．１２～１７．４
駆逐艦　村雨　第３分隊　小林
昭

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1082
捷号作戦　軍艦利根戦闘詳報　自．昭．１９．１０．２４　至．昭．１
９．１０．２６

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1083
駆逐艦夕立戦闘詳報　自　昭和１７年８月３０日　至　９月２７日
「カ」号作戦

駆逐艦　夕立

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1084
駆逐艦夕立戦闘詳報　昭和１７年１１月１２日　第３次「ソロモン」海
戦

駆逐艦　夕立

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1085 駆逐艦高波事故報告　昭和１７年１１月３０日 -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1086 「第１．第２海洋」　関係資料　昭和１９年１０月 -

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1087 昭和１７年２月　陸戦隊編制表 呉鎮守府第３特別陸戦隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1088 第４航空戦隊戦時日誌抜粋　昭和１９．５．１～２０．３．１ 元　日向艦長　野村留吉

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1089
「クーパン」攻略作戦　戦闘詳報原稿　昭和１７年２月１７日～２月
２５日

駆逐艦　早潮

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1090 軍艦高雄行動関係書類綴　昭和１７年３月～５月 軍艦　高雄

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1091_2
第２４駆逐隊（山風、涼風、江風、海風）南京遡江戦戦闘詳報　昭
和１２年１２月５日～１２月２９日

-
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④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1092 パネー事件関係調査事項 山田雄二中佐

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1093 駆逐艦江風通信科航海科対支応急出動準備物件 駆逐艦江風通信科航海科

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1094 駆逐艦江風支那事変日誌昭和１２．１２．１～１３．２．２ 駆逐艦江風

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1095 駆逐艦江風戦闘詳報昭和１２．１２．８～１２．１２．２３ 駆逐艦江風

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1096 駆逐艦江風戦闘詳報昭和１２．１２．２７ 駆逐艦江風

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1097
第２４駆逐隊支那事変日誌其の1～４　昭和１２．７．１４～１３．１．
３１

-

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1098 比叡戦闘詳報 軍艦比叡

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1099 戦時日誌　昭和１９年１０月～２０年１０月 海軍3011設営隊

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1100 昭和１９．５．１０　駆逐艦刈萱　戦闘詳報 駆逐艦刈萱

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1101 第六拓南丸戦闘詳報及び艇長戦傷死関係書類 第六拓南丸及び海軍省等

④艦船・陸上部隊-戦闘詳報　戦時日誌-1102 昭和１６年１０月起　記録（実吉敏郎） 実吉敏郎（第３３掃海隊司令）

④艦船・陸上部隊-行動調書-1 海軍艦艇　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-2 昭和１６．１２～１８．１２　行動経過表（戦艦　巡洋艦　駆逐艦） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-3 艦船　行動調書（戦艦の部） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-4 特設巡洋艦　行動概要 第２復員局残務　処理部資料課

④艦船・陸上部隊-行動調書-5 艦船　行動調書（戦艦の部） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-6 昭和１６～１９年　艦船行動調書（重巡の部） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-7 艦船行動調書（軽巡の部） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-8 軍艦　行動概要一覧（航空母艦） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-9 駆逐艦　行動調書（沢風．沖風．羽風．汐風．秋風） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-10 駆逐艦　行動調書（太刀風．帆風．野風．波風．沼風） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-11 駆逐艦　行動調書（神風．朝風．春風．旗風） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-12 駆逐艦　行動調書（追風．疾風．朝凪．如月．卯月．皐月） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-13 駆逐艦　行動調書（文月．長月．菊月．吹雪．白雪．初雪） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-14 駆逐艦　行動調書（東雲．薄雪．白雲．磯波．浦波） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-15 駆逐艦　行動調書（綾波．敷波．天霧．狹霧） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-16 駆逐艦　行動調書（朧．曙．漣．潮．暁．響） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-17 駆逐艦　行動調書（雷．電．初春．子の日．初霜） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-18 駆逐艦　行動調書（有明．白露．時雨．春雨．五月雨） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-19 駆逐艦　行動調書（海風．江風．涼風．朝潮．大潮） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-20 駆逐艦　行動調書（荒潮．朝雲．夏雲．峯雲．霞．霰） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-21
駆逐艦　行動調書（陽炎．不知火．黒潮．親朝．早潮．夏潮．夏
月）

海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-22 駆逐艦　行動調書（初風．天津風．時津風．浦風．磯風） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-23 駆逐艦　行動調書（谷風．浜風．野分．嵐．萩風） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-24 駆逐艦　行動調書（秋雲．風雲．長波．高波．大波．清波） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-25 駆逐艦　行動調書（早波．浜波．玉波．涼風．藤波） 海軍功績調査部
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④艦船・陸上部隊-行動調書-26 駆逐艦　行動調書（沖波．岸波．朝霜．早霜．清霜．秋霜） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-27 駆逐艦　行動調書（島風．秋月．照月．涼月．初月．新月） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-28
駆逐艦　行動調書（楢．霜月．冬月．春月．花月．竹．桑．桐．杉．
樫．榧．楓．桜．椿．欅．橘．榎．梨等

海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-29 駆逐艦　行動調書（栗．栂．蓮．呉竹．早苗．朝顔．芙蓉．刈萱） 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-30 自　大正９年　至昭和３年　給油特務艦行動報告 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-31 海防艦　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-32 駆潜艇　行動調書（１／１９） 第１．２．３号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-33 駆潜艇　行動調書（２／１９） 第４．５．６号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-34 駆潜艇　行動調書（３／１９） 第７．８．９号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-35 駆潜艇　行動調書（４／１９） 第１０．１１．１２号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-36 駆潜艇　行動調書（５／１９）１ 第１３．１４．１５号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-37 駆潜艇　行動調書（６／１９）２ 第１６．１７．１８号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-38 駆潜艇　行動調書（７／１９） 第１９．２０．２１号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-39 駆潜艇　行動調書（８／１９） 第２２．２３．２４号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-40 駆潜艇　行動調書（９／１９） 第２５．２６．２７号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-41 駆潜艇　行動調書（１０／１９） 第２８．２９．３０号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-42 駆潜艇　行動調書（１１／１９） 第３１．３２．３３号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-43 駆潜艇　行動調書（１２／１９） 第３４．３５．３６号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-44 駆潜艇　行動調書（１３／１９） 第３７．３８．３９号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-45 駆潜艇　行動調書（１４／１９） 第４０．４１．４２号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-46 駆潜艇　行動調書（１５／１９） 第４３．４５．４６号

④艦船・陸上部隊-行動調書-47 駆潜艇　行動調書（１６／１９） 第４７．４８．４９号

④艦船・陸上部隊-行動調書-48 駆潜艇　行動調書（１７／１９） 第５０．５１．５２号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-49 駆潜艇　行動調書（１８／１９） 第５４．５５．５６号艇

④艦船・陸上部隊-行動調書-50 駆潜艇　行動調書（１９／１９） 第５８．６０．６１号

④艦船・陸上部隊-行動調書-51 輸送艦　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-52
敷設艇　行動調書　１／６　猿島．浮島．測天．澎湖．黒神．片島．
那沙美

-

④艦船・陸上部隊-行動調書-53
敷設艇　行動調書　２／６　夏島．怒和島．由利島．平島．似島．
鷹島．燕

-

④艦船・陸上部隊-行動調書-54 敷設艇　行動調書　３／６　鴎．戸島．鷲崎．成生．新井崎．葦崎 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-55 敷設艇　行動調書　４／６　黒崎．白神．石崎．巨済．済州 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-56
敷設艇　行動調書　５／６　圓島．江之島．前島．網代．初島．釣
島．高千穂丸．新興丸

-

④艦船・陸上部隊-行動調書-57
敷設艇　行動調書　６／６　高栄丸．金城丸．辰春丸　辰宮丸　日
祐丸．天洋丸．立石．大立

-

④艦船・陸上部隊-行動調書-58 横須賀　鎮守府　特別陸戦隊　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-59 呉　鎮守府　特別陸戦隊　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-60 佐世保鎮守府　特別陸戦隊　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-61 舞鶴鎮守府　特別陸戦隊　行動調書 -
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④艦船・陸上部隊-行動調書-62 第８連合　特別陸戦隊　青島方面特別根拠地隊　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-63 警備隊　行動調書 第５．４４．６６　警宮古島

④艦船・陸上部隊-行動調書-64 設営隊の行動概要　其の１ 厚生省引揚援護局業務第２課

④艦船・陸上部隊-行動調書-65 設営隊の行動概要　其の２ 厚生省引揚援護局業務第２課

④艦船・陸上部隊-行動調書-66 防空隊行動概要　１／２ 第２復員局　残務処理資料課

④艦船・陸上部隊-行動調書-66_2 防空隊行動概要 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-67 航泊日誌　水雷艇　真鶴 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-69 敷設艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-70 輸送隊　行動調査 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-71 砲艦交戦記録行動調書　１／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-72 砲艦交戦記録　２／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-73 砲艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-74 航空母艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-75 第１２海防隊 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-77 哨戒艇交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-78 海防艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-79 練習艦隊巡航記念　大正１２～１３年 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-80 水上機母艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-81 潜水母艦交戦記録行動調書 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-88 特設駆潜艇交戦記録行動調書　１／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-89 特設駆潜艇交戦記録行動調書　２／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-90 特設掃海艇交戦記録行動調書　１／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-91 特設掃海艇交戦記録行動調書　２／２ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-92 巡洋艦交戦記録　１／４ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-93 巡洋艦交戦記録　２／４ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-94 巡洋艦交戦記録　３／４ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-95 巡洋艦交戦記録　４／４ 返還史料

④艦船・陸上部隊-行動調書-99 第１３警備隊戦歴調書　昭和２０ -

④艦船・陸上部隊-行動調書-100 大島防備隊　附属艦艇行動簿　昭和１８．８～１９．５ 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-行動調書-101 巡洋艦足柄行動調書　昭和２～１１年（６年除く） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-102 掃海艇行動表 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-103 特務艦艇行動表　其の１ 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-104 特務艦艇行動表　其の２ 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-105 特設掃海艇行動表　其の１ 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-106 特設掃海艇行動表　其の２ 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-107 特設掃海艇行動表　其の３ 海軍功績調査部
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④艦船・陸上部隊-行動調書-108 特設掃海艇行動表　其の４ 海軍功績調査部

④艦船・陸上部隊-行動調書-111 駆潜特務艇行動表　其の１ -

④艦船・陸上部隊-行動調書-112 駆潜特務艇行動表　其の２ -

④艦船・陸上部隊-行動調書-113 水雷艇行動調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-114 艦艇調書 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-115 防空隊行動概要 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-116 第７戦隊行動図　其の１～４　昭和１６．１２～１７．１１ -

④艦船・陸上部隊-行動調書-117 設営隊の行動概要　其の３ -

④艦船・陸上部隊-行動調書-118 艦船行動調書（敷設艦．潜水母艦の部） -

④艦船・陸上部隊-行動調書-119 陸戦隊行動調書　２部中の１部　横須賀．呉関係 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-120 陸戦隊行動調書　２部中の２部　佐世保．舞鶴関係 -

④艦船・陸上部隊-行動調書-121 海軍徴傭船舶等行動調書（上巻）昭和３７．３ 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-行動調書-122 海軍徴傭船舶等行動調書（下巻）昭和３７．３ 厚生省援護局

④艦船・陸上部隊-行動調書-123 太平洋戦争　駆逐艦敷波作戦行動（艦橋勤務中の記録） -

④艦船・陸上部隊-電報-1
昭和１６年１２月８日　宣戦布告に関する勅語　並びに　奉答文電
報

海軍大臣

④艦船・陸上部隊-電報-2 昭和１９年１月２日～昭和１９年４月３０日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-3 昭和１９年５月１日～昭和１９年７月１日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-4 昭和１９年７月１日～昭和１９年９月３０日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-5 昭和１９年１０月１日～昭和１９年１２月３１日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-6 昭和２０年１月１日～昭和２０年５月１日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-7 昭和２０年５月１日～昭和２０年８月２６日　軍機　電報　綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-8 昭和２０年８月　軍機　電報　綴（第８特攻戦隊電信） -

④艦船・陸上部隊-電報-9 昭和１９年度　親展　電報 -

④艦船・陸上部隊-電報-10 昭和２０年１～昭和２０年４　親展　電報 -

④艦船・陸上部隊-電報-11 昭和２０年５～昭和２０年９　親展　電報 -

④艦船・陸上部隊-電報-12 昭和２０年１月　比島方面　電報　綴 セブ空基地　等

④艦船・陸上部隊-電報-13 昭和２０年２月～昭和２０年３月　比島方面　電報　綴 ３１特根　等

④艦船・陸上部隊-電報-14 昭和２０年３月～昭和２０年５月　比島方面　電報　綴 第３３警　等

④艦船・陸上部隊-電報-15 昭和２０年５月～昭和２０年７月　比島方面　電報　綴 ３２根　等

④艦船・陸上部隊-電報-16 昭和２０年３月～昭和２０年４月　南西諸島　電報綴　其の１ 沖根　等

④艦船・陸上部隊-電報-17 昭和２０年３月～昭和２０年４月　南西諸島　電報綴　其の２ 宮古航空基地　等

④艦船・陸上部隊-電報-18 昭和２０年４月　南西諸島　電報綴　其の３ ６航空派遣通信隊　等

④艦船・陸上部隊-電報-19 昭和２０年３月～昭和２０年４月　南西諸島　電報綴　其の４ 喜界航空基地　他

④艦船・陸上部隊-電報-20_1 昭和２０年５月　南西諸島　電報綴　其の１ -

④艦船・陸上部隊-電報-20_3 南西諸島方面電報綴　昭和２０年６月 -

④艦船・陸上部隊-電報-21 昭和２０年５月　南西諸島方面　電報綴　其の２ 佐通　等
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④艦船・陸上部隊-電報-22 昭和１９年６月～昭和１９年１０月　中部太平洋　方面　電報綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-23 昭和２０年１月～昭和２０年４月　アリアナ　方面　電報綴 ３０根　等

④艦船・陸上部隊-電報-24 昭和２０年２月～昭和２０年３月　硫黄島　方面　電報綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-25
昭和２０年１月～昭和２０年６月　硫黄島．比島．沖縄方面　作戦
電報綴

-

④艦船・陸上部隊-電報-26
昭和１６年６月～昭和１６年８月　ふ号作戦　主要発受信文綴（南
部仏印進駐関係）

-

④艦船・陸上部隊-電報-27 昭和１９年９月～昭和１９年１２月　情況　電報綴　パラオ方面 連合艦隊長官　等

④艦船・陸上部隊-電報-28
昭和２０年８月１８日～昭和２０年９月２９日　電報　発信文　起案
綴

ミレ部隊

④艦船・陸上部隊-電報-29 昭和２０年８月　電報　発信綴 海軍総隊司令部

④艦船・陸上部隊-電報-30
昭和２０年３月２７日～昭和２０年４月３０日　海軍省　着信　電報
綴

海軍省人事局　等

④艦船・陸上部隊-電報-31
昭和２０年８月１６日～昭和２０年１０月３１日　海軍省　発信　電報
綴

海軍省人事局　等

④艦船・陸上部隊-電報-32 昭和２０年８月２５日～昭和２０年９月２６日　電報　着信　綴 ミレ部隊

④艦船・陸上部隊-電報-33 昭和１９～２０　行動其他　電報綴 海南施設部　等

④艦船・陸上部隊-電報-34 昭和２０年２月　参考電綴　１／３ １０通　等

④艦船・陸上部隊-電報-35 参考電綴　２／３ 母島警備隊司令等

④艦船・陸上部隊-電報-36 参考電綴　３／３ ６７警備隊等

④艦船・陸上部隊-電報-37 昭和２０年３月～昭和２０年５月　参考電綴　１／４ 小禄航空基地等

④艦船・陸上部隊-電報-38 参考電綴　２／４ 呉鎮　等

④艦船・陸上部隊-電報-39 参考電綴　３／４ 母島警備隊司令　等

④艦船・陸上部隊-電報-40 参考電綴　４／４ １通　等

④艦船・陸上部隊-電報-41 昭和２０年５月～昭和２０年７月　参考電綴　１／３ 横浜空基地　等

④艦船・陸上部隊-電報-42 参考電綴　２／３ 第５航空艦隊　等

④艦船・陸上部隊-電報-43 参考電綴　３／３ -

④艦船・陸上部隊-電報-44 昭和２０年４月～昭和２０年７月　参考電 -

④艦船・陸上部隊-電報-45 昭和１６年９月～昭和１８年１２月　電報綴　補給 海軍航空本部等

④艦船・陸上部隊-電報-46 昭和１７　電報綴　補給 海軍航空本部等

④艦船・陸上部隊-電報-47 昭和１８年７月～昭和１８年１２月　電報綴　飛行機　補給 海軍航空本部等

④艦船・陸上部隊-電報-48 昭和１８年１月～昭和１８年６月　電報綴　飛行機　補給 海軍航空本部等

④艦船・陸上部隊-電報-49 昭和２０年１月　人事関係電 ３１通信隊　等

④艦船・陸上部隊-電報-50 昭和１９年１０月　捷号作戦 高雄基地等

④艦船・陸上部隊-電報-52 昭和２０年４月～昭和２０年５月　アンダマン方面電報綴 １４警　等

④艦船・陸上部隊-電報-53
昭２０～２１　戦時編制関係允裁　書類原案及電報　起案紙（終戦
後の分）

-

④艦船・陸上部隊-電報-54 昭２０　戦時　編制改定関係　電写（終戦後の分） -

④艦船・陸上部隊-電報-55 昭１７　電報　接授簿 -

④艦船・陸上部隊-電報-56 昭１８　電報　起案簿 海軍航空本部

④艦船・陸上部隊-電報-57 昭１６～１７　軍艦熊野　接授電報　其の１ -

④艦船・陸上部隊-電報-58 昭１６～１７　軍艦熊野　接授電報　其の２　Ａ -
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④艦船・陸上部隊-電報-59 昭１６～１７　軍艦熊野　接授電報　其の２　Ｂ -

④艦船・陸上部隊-電報-60 昭１６～１７　軍艦熊野　接授電報　其の３ -

④艦船・陸上部隊-電報-61 昭和２０年２月～昭和２０年４月　艦船　行動　電報綴 呉工廠　等

④艦船・陸上部隊-電報-62
昭１９　航空部隊　関係電報（現状報告．要望事項．兵力配備．作
戦関係）

-

④艦船・陸上部隊-電報-63 昭１９年１０月　台湾沖航空戦　並に　関連電報綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-64 昭２０　第１機動基地　航空部隊電令写 -

④艦船・陸上部隊-電報-65_2 発信電報綴（終戦以後） 海軍運輸部

④艦船・陸上部隊-電報-66 昭１２～２０　海軍通信作戦史 第２残務処理部史実班

④艦船・陸上部隊-電報-67 昭和１６年１２月３０日　調製　特定地点　略語表（甲）補遺（１） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-68 昭和１８年１月３０日　調製　特定地点　略語表（甲）補遺（２）（３） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-69 昭和１６年１１月２０日　特定地点　略語表（甲） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-70 昭和１６年１１月２０日　特定地点　略語表（甲） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-71 昭和１６年１１月２０日　特定地点　略語表（甲） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-72 昭和１６年１２月３０日　特定地点　略語表（甲）補遺 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-73 昭和１６年１２月３０日　特定地点　略語表（甲）補遺 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-74 昭和２０年１月２０日　特定地点　符号表（略稱トチフ） 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-75 海軍通信略語書丁（リヤ丁）第１号 -

④艦船・陸上部隊-電報-76_1 海軍信号書（甲）其の１　昭和１６ 海軍省

④艦船・陸上部隊-電報-76_2 海軍信号書（甲）其の２　昭和１６ 海軍省

④艦船・陸上部隊-電報-77 昭１２．９　海軍通信　略語（受信用） 海軍省

④艦船・陸上部隊-電報-78 通信区画便覧索引（５巻） -

④艦船・陸上部隊-電報-79 通信区画便覧索引（朝鮮．台湾．樺太） -

④艦船・陸上部隊-電報-80 満洲国通信区画便覧 -

④艦船・陸上部隊-電報-81 日本海軍初期無線　電信　思出談 海軍技師　木村駿吉

④艦船・陸上部隊-電報-83 海軍電波追憶集　第３号　山本．降幡両功労者　特集号 電波関係物故者　顕彰慰霊会

④艦船・陸上部隊-電報-84 船橋無線電信所　について 艦本３部　鈴木親太

④艦船・陸上部隊-電報-85 昭１５～１６　船橋送信所の長波空中線 艦本３部　鈴木親太

④艦船・陸上部隊-電報-86 昭１７　機密佐鎮法令３３号　佐鎮無線通信規程改正追加付紙 佐世保鎮守府　副官

④艦船・陸上部隊-電報-87 昭和２０年４月１５日　暗号図書現状表　附録　第１号 -

④艦船・陸上部隊-電報-88 昭和１８年８月３０日　電波探信儀整備状況 軍令部１部

④艦船・陸上部隊-電報-89 昭和２０年１０月　第３２号海防艦電報綴（発信文） 第３２海防艦

④艦船・陸上部隊-電報-90 昭和２０年１月分　作戦電報綴 作戦概報着信所

④艦船・陸上部隊-電報-91 昭和１９年４月５日　軍極秘　電報綴 発軍需局長

④艦船・陸上部隊-電報-92 昭和２０年６月１２日　電報綴 海上護衛　総司令部

④艦船・陸上部隊-電報-93 昭和１９年　接受電報綴 -

④艦船・陸上部隊-電報-94 昭和２０年５月１８日　電報綴 第１０２戦隊　司令部
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④艦船・陸上部隊-電報-95
昭和１７年２月３～４日　横２特機密　第１７３番電　「レド」飛行場
現地調査の報告電

横鎮　第２特別　陸戦隊司令

④艦船・陸上部隊-電報-96
連合艦隊旗艦　長門発信電文　「新高山登れ　１２０８」訳文　昭和
１６．１２．２（写）

呉海軍通信隊電信部

④艦船・陸上部隊-電報-96_2
連合艦隊旗艦　長門発信電文「新高山登れ　１２０８」訳文　昭和１
６．１２．２(写）

-

④艦船・陸上部隊-電報-97 発信電報綴　自　昭和２０．８．２８　至　昭和２０．９．１３ 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-電報-98 受信電報綴　昭和１７ 大島防備隊

④艦船・陸上部隊-電報-99 職員家族行方不明者　関係電報綴　昭和１９．５ 長官官房秘書係

④艦船・陸上部隊-電報-100 電報令達報告綴（マラッカ海総艦船と潜水艦） -

④艦船・陸上部隊-電報-101 特定地点略語（甲） -

④艦船・陸上部隊-電報-102 英．支那艦隊の動向調査電文の写等　大正３．１０～４．４．１ -

④艦船・陸上部隊-電報-103 宣戦布告に関する勅語　並びに奉答文電報 -

④艦船・陸上部隊-電報-104 情報（外電綴）自．昭和２０．１　至．昭和２０．７ -

④艦船・陸上部隊-電報-105 Ｓ作戦時（Ｓ１６．２）における「長良」から澄田少将宛の電報 -

④艦船・陸上部隊-電報-106 第３１戦隊電報　昭和２０年８月１３日 -

④艦船・陸上部隊-電報-107
第３１２海軍航空隊傍受電報（広島原爆投下後）昭和２０年８月７
日～８月１６日

-

④艦船・陸上部隊-電報-108 昭和１６年　海軍信号書（甲） 海軍省

④艦船・陸上部隊-電報-109 新聞電報綴　昭和１６年１１月２６日～１２月３日 軍令部

④艦船・陸上部隊-電報-110_2
着信電文綴　駆潜特二〇三(海軍暗号電信受信綴　二〇三号駆潜
特務艇）

２０３号駆潜特務艇

④艦船・陸上部隊-電報-111 第一〇航空艦隊谷田部航空隊受信電綴　昭和２０年８月 第十航空艦隊谷田部航空隊

④艦船・陸上部隊-特攻-1
昭和１６～１７　特別攻撃隊戦闘詳報綴（ジョンストン島攻撃．シド
ニー攻撃）等

伊第２４潜水艦　等

④艦船・陸上部隊-特攻-2 潜水艦聴取資料　海上特攻戦備概況 軍務局員　吉田由守等

④艦船・陸上部隊-特攻-3 シドニー攻撃の特殊潜航艇　関係資料 -

④艦船・陸上部隊-特攻-4 濠洲海軍作成のシドニー港内侵入特潜行動図 -

④艦船・陸上部隊-特攻-5 シドニー戦争記念館の特殊潜航艇 海兵７５期　堀内俊明

④艦船・陸上部隊-特攻-6 シドニー攻撃の特殊潜航艇の写真 -

④艦船・陸上部隊-特攻-7 濠洲キャンベラ市戦争博物館に展示　日本特殊潜航艇の写真 -

④艦船・陸上部隊-特攻-8 回天　１／５ 回天碑再建世話人会

④艦船・陸上部隊-特攻-9_1 回天　２／５ 回天碑再建世話人会

④艦船・陸上部隊-特攻-9_2 回天　３／５ 回天碑再建世話人会

④艦船・陸上部隊-特攻-9_3 回天　４／５ 回天碑再建世話人会

④艦船・陸上部隊-特攻-9_4 回天　５／５ 回天碑再建世話人会

④艦船・陸上部隊-特攻-10 回天（第１１期）講習員　終末所感 -

④艦船・陸上部隊-特攻-11 回天講習員課題答申（入隊後１０日間を顧みて所感） -

④艦船・陸上部隊-特攻-12 回天特別攻撃隊　出撃記録 -

④艦船・陸上部隊-特攻-13 回天隊配属状況一覧（回天１０型展開配備案を含む） -

④艦船・陸上部隊-特攻-14 昭和１９～２０　回天特攻関係写真 -

④艦船・陸上部隊-特攻-15 昭和３６年３月２６日　除幕　徳山湾大津島「回天碑」　関連史料 -
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④艦船・陸上部隊-特攻-16 あゝ黒木少佐（回天塔乗員） -

④艦船・陸上部隊-特攻-17 あゝ黒木少佐（回天塔乗員） -

④艦船・陸上部隊-特攻-18 回天隊関係資料　蛟龍及回天進出状況 ２復　人事部調査班

④艦船・陸上部隊-特攻-19 海軍造船技術概要　抜粋　甲標的（蛟龍．海龍．回天） -

④艦船・陸上部隊-特攻-20 甲標的　実験記録 -

④艦船・陸上部隊-特攻-21 甲標的整備に関する軍令部の要求 軍令部

④艦船・陸上部隊-特攻-22 第３３特別根拠地隊配属　甲標的の活躍情況 海軍大佐　志柿謙吉

④艦船・陸上部隊-特攻-23 甲標的年報 -

④艦船・陸上部隊-特攻-24 甲標的整備搭乗員写真 -

④艦船・陸上部隊-特攻-25 回天　資料 -

④艦船・陸上部隊-特攻-26 震洋隊配属状況一覧 -

④艦船・陸上部隊-特攻-27 震洋隊撮要綴 第６艦隊　等

④艦船・陸上部隊-特攻-28 昭和２０年２月２０日調　震洋隊准士官以上名簿 川棚臨時魚雷艇　訓練所

④艦船・陸上部隊-特攻-29 蛟龍．海龍隊配属状況一覧 -

④艦船・陸上部隊-特攻-30 九州特攻基地一覧表（沿岸　防備地図） -

④艦船・陸上部隊-特攻-31 ＴＨＥ　ＳＹＤＮＥＹ　ＭＯＲＮＩＮＧ　ＨＥＲＡＬＤ（特潜関係記事） -

④艦船・陸上部隊-特攻-32 昭和２０年９月１９日　佐世保鎮守府麾下特攻基地施設図 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-特攻-33 昭和２０年９月１９日　佐世保鎮守府麾下特攻基地施設図 佐世保鎮守府

④艦船・陸上部隊-特攻-34 昭和１９～２０　本土邀撃特攻関係綴 -

④艦船・陸上部隊-特攻-35 セブ甲標的隊作戦記録 渋川龍穉

④艦船・陸上部隊-特攻-36 シドニー攻撃特潜乗員に対する濠海軍葬儀写真 -

④艦船・陸上部隊-特攻-37 特攻戦闘関係綴　自１９年後期至２０年 -

④艦船・陸上部隊-特攻-38
特殊潜航艇（甲標的）に関する回想（昭和９年第１回実験．宿毛．
豊後水道において）

軍令部第１課首席部員　中沢佑

④艦船・陸上部隊-特攻-39 秋津丸触雷顛末 -

④艦船・陸上部隊-特攻-40 蛟龍一般艤装図 -

④艦船・陸上部隊-特攻-41 軍機　八丈島基地進出経過報告　昭和２０年６月１日 第２回天隊

④艦船・陸上部隊-特攻-41_2 八丈島基地進出経過報告　昭和２０年６月１日 第２回天隊

④艦船・陸上部隊-特攻-42 シドニー攻撃特潜関係資料 坂本　一海佐

④艦船・陸上部隊-特攻-43 黒木大尉（機）の特攻に関する意見 黒木　博司

④艦船・陸上部隊-特攻-44 有翼小型潜航艇　「海龍」の素顔 炭井　晃

④艦船・陸上部隊-特攻-45 特殊潜航艇沈没位置（シドニー湾） -

④艦船・陸上部隊-特攻-46
技術関係史料　・特型格納筒改善意見　・ある造船官の記録　・特
殊潜航艇うらばなし　・蛟竜標準工程表

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-47
第３１突撃隊関係記録　・三菱長崎造船所蛟竜建造関係資料　・
帝国海軍残在艦艇写真集抜粋　・蛟竜建造関係

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-48
ガダルカナル関係史料　・１９４２．１１．７の戦闘　・ＵＳＳ　ＡＬＣＨＩ
ＢＡ　被雷記録　・１９４２

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-49
真嶋四郎氏の記録（海兵第４０期　第５期　甲標的講習員）・沈没
（特潜会報）・第５期講習員の記録

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-50 「海龍」　概要一般艤装図（縮尺１０分之１） 特潜会史料
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④艦船・陸上部隊-特攻-51
海龍関係史料　・海龍誕生の思い出　・海龍　・射出筒　・海龍操縦
守則　・海龍に関する教本

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-52
真珠湾関係史料　・調査記録　・１９９４年に実施された写真解析
資料　・第１次特別攻撃隊隊員写真・関係

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-53 甲標的１２期艇長の思い出 特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-54 特殊潜航艇物語 特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-55 甲飛１３期生　特潜日記 特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-56 デイェゴスワレス　関係資料 特潜会史料

④艦船・陸上部隊-特攻-57 特殊潜航艇のシドニー湾攻撃に関するオーストラリア側の資料 -

④艦船・陸上部隊-特攻-58 蛟龍一般艤装図（複製） 呉海工廠　造船部

④艦船・陸上部隊-特攻-59 父島海底に眠る甲標的丙型 -

④艦船・陸上部隊-特攻-60 キスカ慰霊行 -

④艦船・陸上部隊-特攻-61 海龍概略一般艤装図（縮尺１０分之１） -

④艦船・陸上部隊-特攻-62 回天搭乗員に関する諸記録 小灘　利春

④艦船・陸上部隊-特攻-63 回天（⑥金物１型）概略図 -

④艦船・陸上部隊-特攻-64 ＳＳ艇基地施設規準 海軍施設本部

④艦船・陸上部隊-特攻-65 回天アルバム　１ -

④艦船・陸上部隊-特攻-66 回天アルバム　２ -

④艦船・陸上部隊-特攻-69 回天搭乗員に関する諸記録 小灘　利春

④艦船・陸上部隊-特攻-70 海上特攻戦備概要 吉松田守（元軍務局員）

④艦船・陸上部隊-海上護衛-1 海面　防備（対潜．対機雷）史料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-2 海面　防備（対潜．対機雷）史料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-3 海面　防備（対潜．対機雷）史料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-4 海面　防備（対潜．対機雷）関係者回想　所見集 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-5 海面　防備（対潜．対機雷）関係者回想　所見集 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-6 海面　防備（対潜．対機雷）関係者回想　所見集 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-7 大東亜戦争における　海上護衛戦資料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-8 大東亜戦争における　海上護衛戦資料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-9 大東亜戦争における　海上護衛戦資料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-10 海上護衛戦参考資料 防衛研修所　戦史室

④艦船・陸上部隊-海上護衛-11 護衛輸送作戦名称の解説 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-12 昭１９．６～２０．７　船団護衛記録（海防艦１４号関係分） 海防艦１４号艦長　田辺晃

④艦船・陸上部隊-海上護衛-13
昭和２０年１月２０日～昭和２０年３月９日　南号作戦経過概要（内
地～昭南～内地）燃料

-

④艦船・陸上部隊-海上護衛-14
昭１９．２～１９．６　東松号船団輸送（サイパン　トラック方面の強
化）

-

④艦船・陸上部隊-海上護衛-15
昭１９．１０～１９．１２　多号（第１次～第９次）作戦関係　功績点数
附興標準　他（マニラ～レイテ等）

-

④艦船・陸上部隊-海上護衛-16
対米邀撃作戦構想　変遷の概要（附）邀撃作戦の概要と海上護衛
戦

-

④艦船・陸上部隊-海上護衛-17 昭１８　作戦研究資料　補給作戦（ラバウル（北西）航路等） 各方面航路

④艦船・陸上部隊-海上護衛-18
海軍作戦機関の研究（第１次大戦中の英国海軍の海上護衛作戦
の体制等）

海軍少佐　新見政一



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-海上護衛-19 護衛及防備戦史関係　口述摘録（第１０～１４号） 小山　貞

④艦船・陸上部隊-海上護衛-20 護衛及防衛戦史関係　口述摘録（第１５～２１号） 小山　貞

④艦船・陸上部隊-海上護衛-21 護衛及防備戦史関係　口述摘録（第２２～２６号） 小山　貞

④艦船・陸上部隊-海上護衛-22 護衛及防備戦史関係　口述摘録 小山　貞

④艦船・陸上部隊-海上護衛-24 掃海史（終戦前．後の機雷関係） -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-25 掃海参考資料（日本掃海戦史．磁気掃海） 海自　１術校　等

④艦船・陸上部隊-海上護衛-26 昭和１７年　作戦経過概要　１ -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-27 昭和１８年５月１０日　海上護衛戦参考資料 佐防戦司令部

④艦船・陸上部隊-海上護衛-28 昭和１９年６月１２日　護衛船団幕僚　体験談摘録 軍令部第１２課

④艦船・陸上部隊-海上護衛-29 大東亜戦争における　海上護衛戦の成果に及ぼした諸因の検討 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-30 海上護衛関係参考資料 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-31 海上交通保護に関する資料の分析項目 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-32 海上輸送力と護衛作戦の現状 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-33 泊地応急隊の奮闘による成果（海保戦訓資料第７６号） 海上護衛総司令部

④艦船・陸上部隊-海上護衛-34 海上護衛作戦 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-35 海上護衛総部隊　対機雷作戦　準則 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-36 海上護衛総部隊　対機雷作戦　準則 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-37
第３部．第３章．第６節　脅威下の海上交通（第１次案）２２．１０．１
５　起案

大井　篤

④艦船・陸上部隊-海上護衛-38 海上護衛作戦　昭和１６．１２～２０．８ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-海上護衛-39 大東亜戦争中　鎮海警備府海上交通保護計画 鎮海警備府

④艦船・陸上部隊-海上護衛-40 第２次世界大戦における潜水艦の有効な通商破壊作戦 永石正孝　資料

④艦船・陸上部隊-海上護衛-41 大東亜戦争中　海上交通保護関係文書蒐録 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-42
東海黄海方面海上交通保護通信実施に関する海上護衛総司令
部　支那方面艦隊司令部協定

海上護衛総司令部

④艦船・陸上部隊-海上護衛-43
第２次大戦中における日本海軍機雷戦（対機雷戦を除く）のあらま
し

高田　一海佐

④艦船・陸上部隊-海上護衛-44 海上護衛作戦　自１９４１．１２～至１９４５．８ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-海上護衛-45 海軍少佐田辺晃氏ノート写　護衛関係参考 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-46 海軍少佐田辺晃氏ノート写　護衛関係参考 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-47 護衛及防備戦史関係　口述摘録集 -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-48 太平洋戦争に於ける護衛作戦の梗概　昭和１６．１２～２０．８ -

④艦船・陸上部隊-海上護衛-49 海上護衛関係資料回答綴　昭和３３．３ 小田切政徳　史料

④艦船・陸上部隊-海上護衛-50 父島作戦輸送参考資料　昭和２０年２月 第４海防艦

④艦船・陸上部隊-艦艇-1 戦艦　大和之図 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-艦艇-2 戦艦　陸奥沈没状況　見取図 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-3 陸奥　記念館のしおり 陸奥顕彰会

④艦船・陸上部隊-艦艇-4 昭和１６～１７　金剛艦長　訓示 海軍中将　小柳冨次

④艦船・陸上部隊-艦艇-5 昭和１７．１～１７．３　軍艦　高雄　週報 軍艦　高雄



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-艦艇-6 昭和１４．３～１９．６　軍艦　大鳳 軍艦大鳳　生存者有志

④艦船・陸上部隊-艦艇-7 軍艦日向　栄光の追憶（航空戦艦の活躍） 日向会事務局

④艦船・陸上部隊-艦艇-8 昭和８～９年　日向　１年（日向に於ける作製配布書類綴） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-9 海軍魂（駆逐艦　響） 響乗組員　宮川正

④艦船・陸上部隊-艦艇-10 特型駆逐艦長必携 第２水雷戦隊司令部

④艦船・陸上部隊-艦艇-11 大正１２～昭和２２年　駆逐艦　夕風　沿革 夕風会

④艦船・陸上部隊-艦艇-12 昭和５４年９月７日発行　駆逐艦　曙便り 石塚　司農夫

④艦船・陸上部隊-艦艇-13 昭和５４年１２月８日発行　駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-14
昭和５４年１２月８日　駆逐艦　曙便り　別冊　スリガオ戦記（付　志
摩第５艦隊作戦行動）

５Ｆ会

④艦船・陸上部隊-艦艇-15 昭和５５年２月１日　駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-16 昭和５５年５月５日　駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-17 生還（軍艦初鷹の想い出） 初鷹艦長　土井申二

④艦船・陸上部隊-艦艇-19
昭和１９年１１月１日　浅間丸（特設運送船）遭難沈没　被雷撃顛
末報告書

日本郵船Ｋ．Ｋ．

④艦船・陸上部隊-艦艇-20 昭和１７．７～１８．３　大東亜戦争　ソロモン海を征く（山霜丸） 山霜丸機関士　小島

④艦船・陸上部隊-艦艇-21 昭和５４年１０月７日発行　駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-22 昭和１０年９月　荒天に依る　被害状況報告（軍艦　龍驤） 軍艦　龍驤

④艦船・陸上部隊-艦艇-23 駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-24 駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-25 駆逐艦　涼月 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-26 砲艦白山丸　書類綴（昭和１６年） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-27 駆逐艦　曙便り あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-28 大正３年　駆逐艦「楓」工事　及び　竣工写真 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-29
自大正１５年１２月１日　至昭和２年１０月２９日　第２水雷戦隊日
令綴

第２水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-艦艇-30 昭和２年５月　第２水雷戦隊　特別任務報告 第２水雷戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-艦艇-31 自昭和１９年２月　至昭和１９年７月５日　興安丸日誌 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-32 昭和１９年９月分　当直記録　「夕月」 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-33 艦船要目表 特務艦　敷島

④艦船・陸上部隊-艦艇-34 どこに眠る　戦艦大和 妻城　英治郎

④艦船・陸上部隊-艦艇-35 駆逐艦天霧とＰＴ１０９衝突事件真相について　声明 元第１１駆逐隊　山代勝守

④艦船・陸上部隊-艦艇-36 駆逐艦天霧　衝突の真相 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-37 駆逐艦「新月」艤装関係綴 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-38 駆逐艦「霜月」艤装関係綴 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-39
昭和１６年１２月～昭和１８年１２月　日本艦艇及船舶　被害一覧
表

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-40
昭和１６年１２月～昭和１８年１２月　日本艦艇及船舶　被害一覧
表

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-41 昭和２０年１月～昭和２０年８月　日本艦隊及船舶　被害一覧表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-42 大正９年１１月２５日　軍艦　長門　戦闘部署綱領 -



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-艦艇-43 昭和２０年８月３１日　管下艦艇目録 大阪警備府

④艦船・陸上部隊-艦艇-44 本年度トラムトスル測敵法に就て　大正１０．２ 軍艦　比叡

④艦船・陸上部隊-艦艇-45 昭和２５年１０月１２日　旧特務艦「志自岐」について　回答 ２復残務処理部長

④艦船・陸上部隊-艦艇-46 艦艇　要目表 佐復

④艦船・陸上部隊-艦艇-47 昭和１８年４月１日　各艦艇一般計画　要領書一覧表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-48 旧陸軍所属雑役船名簿　１／４
内務省調査局　大蔵省国有財
産局　海軍総局海運局

④艦船・陸上部隊-艦艇-49 旧陸軍所属雑役船名簿　２／４
内務省調査局　大蔵省国有財
産局　海軍総局海運局

④艦船・陸上部隊-艦艇-50 旧陸軍所属雑役船名簿　３／４
内務省調査局　大蔵省国有財
産局　海軍総局海運局

④艦船・陸上部隊-艦艇-51 旧陸軍所属雑役船名簿　４／４
内務省調査局　大蔵省国有財
産局　海軍総局海運局

④艦船・陸上部隊-艦艇-52 昭和２２年２月５日　旧海軍所属雑役船名簿（１００屯以上の部） 復員庁第２復員局

④艦船・陸上部隊-艦艇-53
昭和２１年２月２５日　昭和２１年７月３日　管理工場　復員及び掃
海艦船資材綴

佐世保地方　復員局管業部

④艦船・陸上部隊-艦艇-54 昭和２１年３月２７日　昭和２１年１２月８日　掃海試航船関係　綴 佐世保地方　復員局造修課

④艦船・陸上部隊-艦艇-55 昭和２２年２月１５日　旧海軍所属雑役船名簿（１００屯未満の部） 復員庁第２復員局

④艦船・陸上部隊-艦艇-56 昭和２０年８月２５日　兵器現状報告 軍艦　長門

④艦船・陸上部隊-艦艇-57 昭和２０年８月１３日　昭和２０年１２月３日　輸送艦関係　綴 佐世保海軍工廠

④艦船・陸上部隊-艦艇-58 軍艦長門艦橋要表（抄） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-59 昭和１６年２月　艦橋要表（甲） 戦艦長門

④艦船・陸上部隊-艦艇-60 昭和１６年２月　艦橋要表（乙） 戦艦長門

④艦船・陸上部隊-艦艇-61 昭和１９年１月～昭和１９年１２月　日本艦艇及船舶　被害一覧表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-62 第二次大戦中の日本海軍艦艇建造に関する資料 海幕調査部

④艦船・陸上部隊-艦艇-63 昭和３１年　駆逐艦「曙」　引揚写真 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-64 昭和２２年２月１５日　旧海軍所属雑役船名簿（１００屯未満） 第２復員局

④艦船・陸上部隊-艦艇-65 軍艦足柄機関科案内 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-66 昭和１６年１２月　昭和２０年８月　小艦艇関係線表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-67 昭和１７年　昭和２０年　小艦艇関係線表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-68 日本海軍建艦線表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-69 戦艦大和　外３ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-70 特ＴＬ型船建造史 永石正孝　資料

④艦船・陸上部隊-艦艇-71
昭和１６年１２月　昭和２０年５月　飛行機塔載艦編成表　及び　飛
行機定数表　昭２４．７調製

第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-艦艇-72 艦船動員史　全 海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-艦艇-73 昭和２１年６月　小型舟艦一覧表 佐復

④艦船・陸上部隊-艦艇-74 艦船　被害記録（その２） 赤堀

④艦船・陸上部隊-艦艇-75 昭和２１年以降　特別輸送艦船　行動調書 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-艦艇-76 駆逐艦　曙便り（通巻８号） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-77 駆逐艦　曙便り（通巻１０号） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-78 駆逐艦　曙便り（通巻１１号） -
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④艦船・陸上部隊-艦艇-79 昭和５６年１月１５日　現在　あけぼの会　会員名簿　第１版 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-80 昭和捨年度　乙種　戦闘飛行所見 軍艦　龍驤

④艦船・陸上部隊-艦艇-81
昭和１８年１１月１日～昭和２０年４月７日　駆逐艦磯風作戦行動
概要

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-82
昭和１８年１１月１日～昭和２０年４月７日　駆逐艦磯風作戦行動
概要

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-83 戦艦大和記念塔除幕記念詩集　噫戦艦大和之塔 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-84 太平洋戦争中の日本海軍艦艇　被害記録 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-85 太平洋戦争中の日本海軍艦艇　被害記録 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-86 昭和１８年度　艦艇移動簿 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-87 軍艦　空母各艦の人員現状 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-88 昭和５８年８月１５日号（通巻１３号）駆逐艦　曙便り -

④艦船・陸上部隊-艦艇-89 太平洋戦争中の艦艇名簿　昭和３０年９調製 原生省引揚援護局業務第２課

④艦船・陸上部隊-艦艇-90 太平洋戦争中の艦艇名簿　昭和３０年９調製 原生省引揚援護局業務第２課

④艦船・陸上部隊-艦艇-91 駆逐艦　曙便り　１４号 あけぼの会

④艦船・陸上部隊-艦艇-92 オール駆逐艦便り　ＮＯ．２ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-93 大東亜戦争記念　海の友 大日本駆逐艦　曙

④艦船・陸上部隊-艦艇-94 名取新聞　昭和１４年 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-95 艦船と安全　特集：機雷艦艇　１９７３．１ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-96 日本軍艦　総集 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-97 艦船被害記録　その１ 赤堀

④艦船・陸上部隊-艦艇-98 オール駆逐艦便り　ＮＯ．３ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-99 ３１駆通達　昭和１９．８～１９．１１ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-100
海防艦三宅　竣工（昭和１８．１１．３０）から　解体（昭和２３．７．２）
まで

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-101 駆逐艦陽炎「イロハ」人名簿 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-102 軍艦浅間部署 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-103 軍艦浅間内規　明治４３．９ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-104 参考綴 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-105 陸奥新聞　昭和５ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-106 軍艦長門保安部署　昭和１３．６ 第１７分隊士

④艦船・陸上部隊-艦艇-107 艦船行動表整理簿 前田上機曹

④艦船・陸上部隊-艦艇-108 行動表借出簿　昭和２０ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-109 西貢　三亜　間航海状況報告　昭和１６．３．１４～１６．３．１５ 軍艦長良

④艦船・陸上部隊-艦艇-110 砲術要誌 軍艦長門

④艦船・陸上部隊-艦艇-111
明治２３年１０月　軍艦比叡（初代）金剛（初代）が明治２３年９月
紀州大島樫野崎で遭難等

吉島海軍少将

④艦船・陸上部隊-艦艇-112 オール駆逐艦便り　ＮＯ．４ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-113 オール駆逐艦便り　ＮＯ．５　昭和６０．８．１５発行 オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-114 終戦時の艦艇（魚雷艇） -



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-艦艇-115 終戦時の艦艇（海防艦） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-116 終戦時の艦艇（海防艦） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-117
三亜西貢間航海状況報告　自昭和１６．１２．１３～至昭和１６．１
２．１６

軍艦長良

④艦船・陸上部隊-艦艇-118 オール駆逐艦便り　創刊号 オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-119
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＮＡＶＡＬ　ＶＥＳＳＥＬＳ　ＡＴ　ＴＨＥ　ＥＮＤ　ＯＦ　Ｗ
ＡＲ

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-120 第６戦隊の思い出 綱島　宗一

④艦船・陸上部隊-艦艇-121 軍艦八雲新聞　昭和１１ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-122 第８１号海防艦 海８１戦友会

④艦船・陸上部隊-艦艇-123 軍艦浅間遭難報告 艦長海軍大佐　吉岡範策

④艦船・陸上部隊-艦艇-124 駆逐艦曙戦没者　鎮魂譜　昭和５４．５．２７～６０．１１．１３ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-125 オール駆逐艦便り　ＮＯ．６ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-126 軍艦戦闘力の新計測法　大正３．１ 海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-艦艇-127 特設艦船（５０音別）索引 第２復員局

④艦船・陸上部隊-艦艇-128 艦内号令詞 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-129 艦橋要表　丙　昭和１２ 軍艦長門

④艦船・陸上部隊-艦艇-130 オール駆逐艦便り　ＮＯ．７ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-131 各艦航続力等一覧表　昭和２２．７．１９調整 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-132 オール駆逐艦便り　ＮＯ．８ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-133 オール駆逐艦便り　ＮＯ．９ オール駆逐艦便り刊行会

④艦船・陸上部隊-艦艇-134 軍艦橋立諸部署 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-135
英霊に捧げる　第４号海防艦戦　時医事月報　於鳥羽港　昭和１
９．５～２０．７

４海防医務科

④艦船・陸上部隊-艦艇-136 軍艦部署程式（甲号） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-137 軍艦部署程式（甲号） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-138 遠洋航海　練習艦隊軍艦八雲新聞綴　昭和１４年度 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-139 雲揚．孟春．朝鮮廻航記事　明治８年 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-140 航海碇泊日誌　明治１９．１～６月 風走船　高砂丸

④艦船・陸上部隊-艦艇-141 夕張送風機械扇車改造工事経緯　大正１４．１２ 海軍少将　八角三郎

④艦船・陸上部隊-艦艇-142 建造中水上艦艇主要要目及特徴　昭和１９．１０ 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-艦艇-143 戦艦陸奥への証言 サンデー毎日

④艦船・陸上部隊-艦艇-144 北海航行日記 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-145
喪失艦艇一覧表　復員省廃止に際し大臣の上奏案資料（昭和１９
年度　内地発航船一覧表）昭和２１．２

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-146 戦艦「大和」乗員の記録綴　昭和３９ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-147
戸川先生資料座談会　中沢．佐藤．松本．福中．黒田各氏　昭和
３９．２

戸川幸夫　資料ＮＯ．４

④艦船・陸上部隊-艦艇-148 駆逐艦「神風について」　昭和３９．５ 戸川幸夫　資料ＮＯ．５

④艦船・陸上部隊-艦艇-149
座談会　空母「瑞鶴について」　野元．福井．小倉．麓．松村各氏
昭和３９．８

戸川幸夫　資料ＮＯ．６

④艦船・陸上部隊-艦艇-150
対談「戦艦長門について」　福井．寺崎．今．渡辺．奥田．各氏　昭
和３９．１０

戸川幸夫　資料ＮＯ．７
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④艦船・陸上部隊-艦艇-151 航海日記　明治３年５月～６月 御艦乾行

④艦船・陸上部隊-艦艇-152 碇泊日誌　明治３．６～７ 当番士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-153 航海日誌　孟春艦．扶桑艦　明治１１．１２ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-154 艦船座礁衝突誌資料　明治３７～３９年 高橋史料

④艦船・陸上部隊-艦艇-155 艦船座礁衝突誌　第１巻　明治２０．３～２９．１２ -

④艦船・陸上部隊-艦艇-156 艦船座礁衝突誌　第２巻　明治３０～３９年 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-157 艦船座礁衝突誌　明治３０～３６年 高橋史料

④艦船・陸上部隊-艦艇-158 艦船座礁衝突誌（４１年欠）明治３８～４２ 高橋史料

④艦船・陸上部隊-艦艇-160 帝国海軍　艦艇一覧表 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-161 軍艦　三隈．赤城　及び長門の見学者用広報パンフレット -

④艦船・陸上部隊-艦艇-163
特設監視艇松生丸関係史料　類似艇影写真　（第三盛松丸　参
考）

-

④艦船・陸上部隊-艦艇-164 駆逐艦便り第９号附録　駆逐艦萩風　最後の戦い -

④艦船・陸上部隊-艦艇-165 艦艇配員簿（甲号） -

④艦船・陸上部隊-艦艇-166 「足柄」新聞　昭和１２．４．４～７．８ 軍艦　足柄

④艦船・陸上部隊-艦艇-167 一潜戦教育計画　大正１５年度 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-168 山城型戦艦操縦性能　昭和３年１２月１日 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-169 砲戦関係各種意見書 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-170 複雑なる運動中に於ける艦位推測法 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-171 高雄新聞　昭和１７年２月～６月 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-172 軍艦高雄関係史料綴　昭和１６年 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-173 第１回初級士官教育査閲成績並に所見　昭和２０年６月５日
第４３回駆逐隊初級士官教育担
当駆逐艦長

④艦船・陸上部隊-艦艇-174 軍艦　秋津州経歴書　明治２７年６月１９日～２８年１１月１２日 大野仁助大尉

④艦船・陸上部隊-艦艇-175 大正１５年度　軍艦迅鯨教育計画 軍艦　迅鯨

④艦船・陸上部隊-艦艇-176 タカヲ週報　昭和１７年３月１日～３月６日 軍艦　高雄

④艦船・陸上部隊-艦艇-177 艦砲射撃報告　昭和１７年３月２日～３月４日 軍艦　高雄

④艦船・陸上部隊-艦艇-178 荒天の際毀損及浸水箇所調　昭和１７年４月２１日 軍艦　高雄

④艦船・陸上部隊-艦艇-179 石廊新聞 給油艦石廊

④艦船・陸上部隊-艦艇-180 遠洋航海　八雲ニュース　大正１５年．昭和２年 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-181 遠航記念　磐手新聞　昭和４年度 練習艦隊軍艦磐手新聞班

④艦船・陸上部隊-艦艇-182 現状申告覚書　昭和１６年８月２６日 軍艦日向

④艦船・陸上部隊-艦艇-183 昭和１２年度遠洋航海記念八雲新聞 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-184 軍艦肥前 -

④艦船・陸上部隊-艦艇-185 野風新聞 駆逐艦野風

④艦船・陸上部隊-艦艇-186 長江警備記念 駆逐艦濱風

④艦船・陸上部隊-艦艇-187 帝国海軍造艦術進歩の現状　稲川史料 艦政本部第４部

④艦船・陸上部隊-艦艇-188 艦船参考資料　稲川史料 -
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④艦船・陸上部隊-艦艇-189_2 見張便覧(戦艦長門） 長門見張部

④艦船・陸上部隊-艦艇-190 あさま日報 装甲巡洋艦「浅間」

④艦船・陸上部隊-艦艇-191 昭和元年十二月            軍艦長門操艦資料 長門艦長 小福川敬治大佐

④艦船・陸上部隊-艦艇-192 終戦時に於ける日本海軍艦艇 第２復員局

④艦船・陸上部隊-艦艇-193 軍艦高雄部署表 軍艦高雄士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-194 伊東祐麿史料　庚午８月　碇泊日誌（艦名不詳） 当直士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-195 伊東祐麿史料　庚午１０月　碇泊日誌（艦名不詳） 当直士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-196 伊東祐麿史料　庚午閏１０月　碇泊日誌（艦名不詳） 当直士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-197 伊東祐麿史料　明治３年庚午１１月碇泊日誌（艦名不詳） 当直士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-198 伊東祐麿史料　明治３年庚午１２月碇泊日誌（艦名不詳） 当直士官

④艦船・陸上部隊-艦艇-199 八雲新聞　昭和７年１０月１日～８年７月２８日 軍艦八雲搭乗員

④艦船・陸上部隊-艦艇-200 北米遠航記念 軍艦八雲第三分隊

④艦船・陸上部隊-艦艇-201 あさま日報 海防艦　浅間

④艦船・陸上部隊-艦艇-202 島風新聞　昭和９年度海軍大演習 駆逐艦「島風」

④艦船・陸上部隊-艦艇-203 昭和１３年度遠洋航海　練習艦隊軍艦八雲新聞綴
軍艦八雲実習生艦内新聞編集
者

④艦船・陸上部隊-艦艇-204 海軍少尉　角信郎　軍艦「翔鶴」　勤務録 角信郎

④艦船・陸上部隊-艦艇-205 練習艦隊軍艦八雲新聞綴（昭和１３年度遠洋航海） 軍艦八雲

④艦船・陸上部隊-艦艇-206 大東亜戦争回想録 昭和17年11月(第2段作戦以降) 軍艦千歳機関科

④艦船・陸上部隊-艦艇-207 浅間新聞綴　昭和８、９年度練習艦隊 装甲巡洋艦「浅間」

④艦船・陸上部隊-艦艇-208 日向新聞　昭和１２年 戦艦「日向」

④艦船・陸上部隊-潜水艦-1 日本海軍潜水艦の沿革（第１章第１節～第５章第２節）
海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-2 日本海軍潜水艦の沿革（第５章第３節～第６章第２節）
海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-3
昭和２～１０　日本海軍潜水艦の沿革（第１章第１節～第２章第７
節）

海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-4 昭和２～１０　日本海軍潜水艦の沿革（第３章～第７章）
海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-5
昭和１０～１５　日本海軍潜水艦の沿革（第３編第１章～第６章第２
節）

海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-6
昭和１０～１５　日本海軍潜水艦の沿革（第６章第３節～第１０章第
５節）

海軍省軍務局々員（中佐）　吉
松田守

④艦船・陸上部隊-潜水艦-7 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（１） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-8 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（１） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-9 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（２） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-10 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（２） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-11 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（３） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-12 大東亜戦争　日本海軍．潜水艦の記録（３） 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-13 昭和１９年９月１５日　調　潜水艦　殊勲甲　査定標準 海軍功績　調査部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-14 昭和１６～２０　潜水艦　行動表　主要職員表 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-14_2 昭和１６～２０　潜水艦　行動表　主要職員表 海軍少佐　坂本金美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-15 明治～昭和　日本海軍潜水艦事故摘録 第１潜水隊　司令部



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-16
昭和１６．１２～１７．４　第１段作戦に於ける潜水艦作戦の概況
及同潜水艦作戦

２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-17 昭和１６～１７　第１段作戦　潜水艦作戦　行動資料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-18 第１段作戦　潜水部隊　作研資　綴 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-19
第１段作戦　潜水艦作戦記述　２復戦史の基礎　及び　その摘録
資料

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-20 昭和１７．４～１７．８　第２段作戦における潜水艦作戦　摘録資料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-21
昭和１７．４～１７．８　第２段作戦（昭和１７．４～１８．３）に於ける
潜水艦作戦　其の１

２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-22
昭和１７．８～１８．３　第２段作戦（昭和１７．４～１８．３）に於ける
潜水艦作戦　其の２

２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-23 第３段作戦　潜水艦作戦資料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-24 昭和１８．３～１８．１１　第３段作戦における潜水艦作戦　其の１ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-25 昭和１８．３～１８．１１　第３段作戦における潜水艦作戦　其の１ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-26 昭和１８．１１～１９．３　第３段作戦における潜水艦作戦　其の２ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-27 昭和１８．１１～１９．３　第３段作戦における潜水艦作戦　其の２ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-28 昭和１９．３～１９．９　第３段作戦における潜水艦作戦　其の３ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-29 昭和１９．３～１９．９　第３段作戦における潜水艦作戦　其の３ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-30 昭和１９．９～２０．２　第３段作戦における潜水艦作戦　其の４ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-31 昭和１９．９～２０．２　第３段作戦における潜水艦作戦　其の４ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-32 昭和２０．３～終戦　第３段作戦における潜水艦作戦　其の５ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-33 昭和２０．３～終戦　第３段作戦における潜水艦作戦　其の５ ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-34 第３段作戦　作戦用地点図 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-35 昭和１６年１２月１　昭和１６年１２月３１日　第６艦隊　戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-36 昭和１７．１２～１８．１１　先遣部隊．第６艦隊戦闘詳報　戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-37
昭和１８．１１～１９．５　第６艦隊戦闘詳報（ギルバート方面邀撃作
戦．トラック方面ほか）

第６艦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-38 昭和１８．１１～１９．１２　第６艦隊戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-39 昭和１９．５～２０．３　第６艦隊戦闘詳報（あ号作戦等） 第６艦隊

④艦船・陸上部隊-潜水艦-40 第６艦隊参謀長の忘備 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-41
昭和１６年１２月９日～昭和１７年３月１０日　第４潜水隊戦闘詳報
綴（あ号Ｅ作戦に於ける第１期作戦）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-42
昭和１６．１２．１～１７．４．１０　第６潜水戦隊戦闘詳報戦時日誌
綴（第１段第１期作戦に於ける作戦）

第６潜水戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-43
昭和１７．２．１～１７．７．３１　第７潜水隊戦時日誌綴（印度洋及ア
リューシャン方面）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-44
昭和１７．１１～１７．１２　丙潜水部隊　戦闘詳報　第１号（ガ島敵
増援阻止作戦）等

第８潜水戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-45
昭和１７．１．１～１７．３．２　第３０潜水隊　戦時日誌　戦闘詳報綴
（印度洋方面　伊号第６５

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-46 昭和１８　イ号第８潜水艦　訪独記念写真帖 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-47 昭和18　伊８潜水艦特別行動記録 伊８潜艦長　内野信二

④艦船・陸上部隊-潜水艦-48 昭和１７　伊８潜水艦特別行動記録 伊８潜艦長　内野信二

④艦船・陸上部隊-潜水艦-49 澤野日誌（８潜基）及びラバウル第８潜水艦基地隊写真 第８潜基地隊司令　澤野源四郎

④艦船・陸上部隊-潜水艦-50 伊１１潜撃沈記録　ＤＤ４９（駆逐艦ニコラス）の対潜戦闘報告書 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-51 伊８潜　日独連絡行動図 伊８艦長　内野信二



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-52 伊１４　潜水艦記録 伊１４潜　事務局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-53 保安部署 伊号第１４潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-54 昭和１７．５～１７．７　伊号第２０潜水艦　戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-55
昭和１７．４～１８．２　伊号第２１潜水艦戦時日誌（附　マンバレ輸
送報告）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-56
昭和１７．８～１７．１０　伊号第２５潜水艦　北米西岸焼夷攻撃並
に　艦船攻撃　調査報告

伊２５潜艦長　田上明治

④艦船・陸上部隊-潜水艦-57 昭和１８．１１　イ号第３６潜水艦塔載機の発艦準備 イ号第３６艦長　稲葉通宗

④艦船・陸上部隊-潜水艦-58 昭和１９～２０　伊号第５８潜水艦関係資料（第２次玄作戦（四天）） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-59 昭和１８．６～１８．７　伊号第１６８．１６９潜水艦戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-60 イ号１６９潜水艦資料 サンデー毎日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-61 トラック環礁沈没　イ－１６９　潜水艦発見記事　１９７２．２月号 スキンダイバー誌

④艦船・陸上部隊-潜水艦-62 伊号第１６９潜水艦　現地調査報告書 深田サルベージＫ／Ｋ

④艦船・陸上部隊-潜水艦-63
昭和１８．６～１８．７　伊号第１７１．１７４．１７６　潜水艦　戦時日
誌

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-64
昭和１７年５月１６日　昭和１７年７月１日　イ１７４　潜戦闘詳報　濠
洲東岸作戦

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-65
昭和１８年１１月１５日　昭和１８年１２月１３日　イ１７４　潜ギル
バート作戦　戦闘詳報

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-66
昭和１７．５～１９．６　伊号第１７４　潜水艦行動図　７ＳＳ　あ号作
戦行動図

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-67 昭和１８年９月１日　伊号第１７９　潜水艦遭難事故詳報 第１１潜水戦隊　司令部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-68
昭和１９年８月２３日～昭和１８年１０月３日　伊３６２　潜作戦　輸
送経過概要

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-69 伊号４０１潜史（潜水空母の総べて） 伊号４０１潜会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-70 昭和１８．１１～１９．３　呂号第４１　潜水艦戦時日誌 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-72 昭和２０　波号１０１型潜水艦　機構説明書（兵科部） 波号第１０８潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-73 昭和１９～２０　潜水艦作戦（捷号　玄作戦）等 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-74 潜水艦関係参考資料綴（潜水艦に依る撃沈事件）等 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-75 渋谷ノート　４冊 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-76 潜水艦関係聴取資料　昭和１７～２０ 井浦祥二郎・鳥巣建之助　等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-77 潜水艦関係　記述資料 森田良二・山縣信治　等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-78
昭和１７～１９　大東亜戦争　潜水艦関係資料（伊２５潜濠洲新西
蘭フィージ島偵察状況）等

海軍潜水学校　研究部　等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-79 潜水艦作戦史　参考資料（潜水艦～その回顧と展望） 堀　元美

④艦船・陸上部隊-潜水艦-80 昭和１９．１０　対潜兵器　懇談会摘録 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-81 潜水艦研究会　記録 野村直邦　等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-82 昭和１６～２０　潜水部隊　編成表 ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-83_2
太平洋戦争中に於ける　日本海軍潜水部隊編制表　昭和１６年～
２０年

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-84 潜水艦要目一覧表　～建造所　別～ 横須賀海軍工廠　等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-85 昭和２０年８月１　調　潜水艦現勢一覧表 海軍特攻部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-86 昭和１６～１９　潜水艦撃沈記録　索引　飛行機関係 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-87 帝国海軍潜水艦　喪失状況調書 高橋　眞吾

④艦船・陸上部隊-潜水艦-88 喪失潜水艦一覧 藤森中佐調
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④艦船・陸上部隊-潜水艦-89 太平洋戦争中に於ける　日本海軍潜水艦喪失一覧表 ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-90 太平洋戦争中に於ける　日本海軍潜水艦喪失一覧表 ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-91 潜水艦に関する　統計調書 援護局　整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-92 潜水艦に関する　統計調書 援護局　整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-93 対潜戦々果表 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-94 昭和１７～１８　潜水部隊作戦経過（ケ号作戦） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-95 昭和１９～２０　比島方面に於ける　潜水艦作戦 第２復員局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-96 昭和１９．７　あ号作戦　戦闘詳報（ワスプ型空母襲撃）
第５１潜水隊　呂号第１７５潜水
艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-97 昭和１９．５～１９．７　あ号作戦に於ける　潜水艦作戦 ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-98
昭和１９年６月１９日～昭和１９年７月２日　あ号作戦第５１潜水隊
戦闘詳報

第５１潜水隊

④艦船・陸上部隊-潜水艦-99 昭和１７．８　呂号第６１潜水艦沈没状況　報告書 海軍２等兵曹　内山義雄

④艦船・陸上部隊-潜水艦-100 昭和１９．４　夕張撃沈に関する　米潜ブルーギル戦闘詳報写 高橋慎吾　訳

④艦船・陸上部隊-潜水艦-101 わが潜水艦戦記 山崎　重暉

④艦船・陸上部隊-潜水艦-102 潜水艦　行動調書 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-103
潜水艦　行動表　イ　３１．３８．３９．４０．４１．４２．４３．４４．４５．
４６．４７．４８．５２．５

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-104
潜水艦　行動表　イ．１２１　１２２　３６１　３６２　３６３　３６６　３６７
３６８　３６９　３７２

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-105 潜水艦　行動表　イ．１５３．１５５．１５６．１５７．１５８．１５９ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-106
潜水艦　行動表　イ．１６８．１６９．１７１．１７３．１７４．１７５．１７
６．１７７．１８０．１８１

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-107 潜水艦　行動表　ロ．５７．５８．５９．６２．６４．６８ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-108 艦船行動概要（潜戦の部） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-109 昭和３９年１０月１日調　潜水艦　関係者名簿（付　英霊名簿） 潜水艦殉国　碑奉賛会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-110 潜水艦関係者　英霊名簿 潜水艦関係者　慰霊委員会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-111 潜水艦乗員名簿 横須賀地方　復員局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-112 昭和１８年１月１０日　調製　潜水艦通商破壊戦参考 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-113
昭和３．５～９．１２　我海軍潜水艦各艦型の沿革．帝国潜水艦の
概要

海軍潜水学校

④艦船・陸上部隊-潜水艦-114 昭和１９．２　潜水艦戦々果増進に関する意見 海軍潜水学校

④艦船・陸上部隊-潜水艦-115 昭和８．７～　潜水艦深々度　関係資料 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-116 対潜爆撃標的　計画要領書 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-117 昭和１８　横須賀防備隊戦隊　対潜戦闘関係 横鎮海面　防備部隊

④艦船・陸上部隊-潜水艦-118 昭和１９　第４南遺艦隊　敵潜掃蕩実施規程 第４南遺艦隊

④艦船・陸上部隊-潜水艦-119 昭和９．１２　潜水艦一般講義案 海軍水雷学校

④艦船・陸上部隊-潜水艦-120 昭和１４年度　潜水艦（機関術を除く）関係巡回講習参考資料 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-121 昭和１５年度　潜水艦（兵科）巡回講習参考資料 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-122 昭和１６年度　潜水艦（兵科）巡回講習参考資料 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-123 昭和１７年度　潜水艦（兵科）巡回講習参考資料 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-124 昭和１７年度　機関術巡回講習参考資料（潜水艦の部） 海軍省教育局
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④艦船・陸上部隊-潜水艦-126 殉　国 潜水艦関係　慰霊祭委員会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-127 鳴呼特殊潜航艇 特潜碑建立委員会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-128 第６潜水艇と艇長（回想集） 第６潜水艇　顕彰保存会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-129 佐久間海軍大尉遺書 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-130 潜水艇史話 第１潜水隊群

④艦船・陸上部隊-潜水艦-131
昭和２０．２　米国潜水艦関係　資料速報（ＴＡＮＧ及ＤＡＲＴＥＲ　関
係）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-132 昭和２０年　朝日新聞連載　連合艦隊かくて果つ　潜水艦秘話 朝日新聞

④艦船・陸上部隊-潜水艦-133 昭和１１年３月　潜水艦造船関係（覚書） 潜水艦部　加藤少佐

④艦船・陸上部隊-潜水艦-134 艦橋要表（潜水艦） 加藤　良之助

④艦船・陸上部隊-潜水艦-135 戦技所見（対潜） 猪口大佐

④艦船・陸上部隊-潜水艦-136 昭和４７年７月　国防　～潜水艦用酸素魚雷について～ 国防　戦史研究会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-137 新造潜水艦の戦備並に　訓練に対する意見 海軍潜水学校

④艦船・陸上部隊-潜水艦-138 ９３式水中聴音機（潜水艦用）講習会説明図表 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-139
昭和９年５月　本邦産発音魚類に就いて（日本学術協会報告　第
９巻第２号）

内田　恵太郎

④艦船・陸上部隊-潜水艦-140
昭和１４年６月調製（教育彙報．航運　第５号）潜水艦の主要事故
並に之が防止対策

海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-141 大正１３年１２月２５日　潜水艦部署標準 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-142 昭和３年４月３０日　第６潜水艇遭難顛末記 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-143 昭和１７年　潜水艦関係資料 伊号１５２号　潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-144 昭和１４年度　機関関係　雑綴 伊号５２号　潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-145 昭和１６年１２月～昭和１７年４月　潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-146 昭和１６年１２月～昭和１７年４月　潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-147
昭和１６～２０年　太平洋戦争中に於ける　日本海軍潜水部隊編
制表

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-148 昭和１９年７月　潜水艦に依る輸送及補給参考 海軍潜水学校

④艦船・陸上部隊-潜水艦-149
第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の１　自１９４３年３月　至１９４
３年１１月

第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-150 潜水艦建造計画の大要 元造船大佐　中村小四郎

④艦船・陸上部隊-潜水艦-151 昭和２９年１１月　潜水艦に関する統計調書 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-152 戦闘部署 伊号第１４潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-153 昭和２０年５月１３日　揮発油取扱内規 伊号第１４潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-154 昭和１７年８月　昭和１８年３月　第２段作戦に於ける　潜水艦作戦 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-155 昭和２４年７月　太平洋戦争中に於ける　日本海軍喪失一覧表 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-156 昭和５５年９月１日　現在　潜水艦関係者名簿 潜水艦関係者名簿委員会

④艦船・陸上部隊-潜水艦-157 自１９４１．１２月上旬　至１９４２．４月上旬　潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-158 昭和１６．１２月～１７．４月　潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-159 昭和１６．１２～１７．４　第１段作戦に於ける潜水艦作戦の概況 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-160 昭和１６．１２～１７．４　第１段作戦に於ける潜水艦作戦の概況 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-161 自１９４１．１２月上旬　至１９４２．４月下旬　潜水艦作戦 -



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-162 比島方面に於ける潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-163 比島方面に於ける潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-164
昭和１７．４月上旬～１８．３月中旬　第２段作戦に於ける潜水艦作
戦（其の１）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-165
昭和１７．４月上旬～１８．３月中旬　第２段作戦に於ける潜水艦作
戦

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-166
昭和１９．３月～昭和１９．９月　第３段作戦に於ける潜水艦作戦
（其の３）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-167
自１９４４．３月　至１９４４．９月　第３段作戦に於ける潜水艦作戦
（其の３）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-168
昭和１９年９月～昭和２０年２月　第３段作戦に於ける潜水艦作戦
（其の４）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-169
自１９４４．９月　至１９４５．２　第３段作戦に於ける潜水艦作戦（其
の４）

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-170 昭和２０．３月～終戦　第３段作戦に於ける潜水艦作戦（其の５） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-171 １９４５．３月～終戦　第３段作戦に於ける潜水艦作戦（其の５） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-172 昭和１９年２月～昭和２０年２月　比島方面に於ける潜水艦作戦 第２復員局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-173 昭和１９年９月～昭和２０年２月　比島方面に於ける潜水艦作戦 第２復員局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-174 昭和１９年１０月　伊号第１４潜水艦　兵器簿．航海長主管 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-175 応急処置標準 伊号第１４潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-176 明治３７．４～昭和５　どん亀話．続どん亀話 海軍省嘱託　福田一郎

④艦船・陸上部隊-潜水艦-177 潜水艦に関する統計調書 厚生省引揚援護局

④艦船・陸上部隊-潜水艦-178 伊１８４号哨戒監視行動　昭和１９年 柏原　親

④艦船・陸上部隊-潜水艦-179 帝国海軍潜水艦喪失状況調書 高橋　真吾

④艦船・陸上部隊-潜水艦-180 潜水艦に関する統計調書　昭和６年～２０年 厚生省引揚援護局　整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-181 潜水艦に関する統計調査　昭和６年以降 厚生省引揚援護局　整理２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-182 潜水艦に関する統計調査　昭和６年以降 厚生省引揚援護局　整理２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-183 第２段作戦に於ける潜水艦作戦　其の１　１９４２．４～１９４２．８ 厚生省引揚援護局　整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-184 第２段作戦に於ける潜水艦作戦　其の２ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-185 第２段作戦に於ける潜水艦作戦　昭和１７．２～１７．８ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-186 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の１　昭和１８．３～１８．１１ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-187 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の１　昭和１８．３～１８．１１ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-188 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の１　１９４３．３～１９４３．１１ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-189 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の２　昭和１８．１１～１９．３ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-190 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の２　昭和１８．１１～１９．３ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-191 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の２　昭和１８．１１～１９．３ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-192
第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の２　１９４３．１１～１９４４．３
（先遣部隊）

第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-193 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の３　１９４４．３～１９４４．９ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-194 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の３　昭和１９．３～１９．９ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-195 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の３　昭和１９．３～１９．９ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-196 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の３　昭和１９．３～１９．９ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-197 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の４ 厚生省引揚援護局整理第２課



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-198 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の４ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-199 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の４ 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-200 第３段作戦に於ける潜水艦作戦 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-201 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の５　１９４５．３～終戦 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-202 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の５　昭和２０．３～終戦 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-203 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の５　昭和２０．３～終戦 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-204 第３段作戦に於ける潜水艦作戦　其の５　昭和２０．３～終戦 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-205 潜水艦作戦　昭和１６．１２～１７．４ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-206 潜水艦作戦　昭和１６．１２～１７．４ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-207 潜水艦作戦　昭和１６．１２～１７．４ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-208 潜水艦作戦　１９４１．１２～１９４２．４ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-209 潜水艦作戦　１９４１．１２～１９４２．４ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-210 大平洋戦争中に於ける日本海軍　潜水艦喪失一覧表 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-211 あ号作戦に於ける潜水艦作戦　昭和１９．５～１９．７ 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-212 内規　伊号第１４潜水艦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-213 潜水艦　航空関係資料 内田大佐

④艦船・陸上部隊-潜水艦-214 潜水艦に関する統計調書 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-215 第３段作戦における潜水艦作業資料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-216 第３段作戦に於ける潜水艦作戦（其の３） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-217 潜水艦行動調書 高橋真吾２佐調

④艦船・陸上部隊-潜水艦-218
太平洋戦争中に於ける日本海軍　潜水艦喪失一覧表　昭和２４年
７月調整

第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-219 最近に於ける潜水艇の発達及現状　大正７ 中城中佐述

④艦船・陸上部隊-潜水艦-220 日本海軍潜水艦の記録（１） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-221 日本海軍潜水艦の記録（２） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-222 日本海軍潜水艦の記録（３） -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-223 伊号第４００潜水艦　波号第２１６潜水艦当直記録（乙）昭和２０ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-224 伊号第５２潜水艦雑綴　昭和１３年度 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-225 潜水艦考表（類別　等級　現勢力建造所別等）昭和１３．７ 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-226
太平洋戦争中における日本海軍潜水艦喪失一覧表　昭和２４年
調整

第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-227 帝国海軍潜水艦喪失状況調書 高橋　真吾

④艦船・陸上部隊-潜水艦-228
太平洋戦争中に於ける日本海軍潜水部隊　編制表　昭和２４．８
調製

第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-229 潜水艦戦 榎本書記官

④艦船・陸上部隊-潜水艦-230 蛟龍型特殊潜航艇建造記事　昭和２２．４ 茂森　薫

④艦船・陸上部隊-潜水艦-231 機密図書供給表（潜水艦の部）

④艦船・陸上部隊-潜水艦-232 標準状態作製表　昭和２０．５～８ 伊号第１４潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-233 甲標的（特殊潜航艇）について　八巻悌次氏談　昭和３８．９ 戸川幸夫資料ＮＯ．２



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-234 座談会「特殊潜航艇について」　昭和３８．９ 戸川幸夫資料ＮＯ．３

④艦船・陸上部隊-潜水艦-235 伊号第１６９潜水艦沈没原因調査　昭和４８．９ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-236 伊号第１４潜水艦標準状態調整表 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-237 太平洋戦　潜水艦戦史資料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-238 潜水艦　写真 山田順彦　資料

④艦船・陸上部隊-潜水艦-240 伊５３潜水艦　「最後の苦闘と生環」　昭２０年３月～８月 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-241_2 潜水艦に関する統計調書　昭和２９年１１月調整 厚生省引揚援護局整理第２課

④艦船・陸上部隊-潜水艦-242
ホーランド関係綴　・潜行艇に就いて　井出謙治海軍少佐　・水交
社記事　第１１７（明．３３．７）・ホ

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-243 独潜Ｕ－２３４号　日本向け搭載物件目録 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-244 遣独潜水艦関係資料 特潜会史料

④艦船・陸上部隊-潜水艦-245
米潜水艦「ＷＡＨＯＯ」の撃沈　・商船関係資料　・米側資料　・戦後
の日本側の記録　・慰霊碑

特潜会史料

④艦船・陸上部隊-潜水艦-246 潜水艦作戦史料 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-247 潜水艦作戦概要其の２の１ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-248 潜水艦作戦概要其の２の２ -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-249 比島方面潜水艦作戦 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-250
第３段作戦に於ける自１９４３．３中旬至１９４３．１１中旬の潜水艦
作戦

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-251
第３段作戦に於ける自１９４３．１１中旬至１９４４．３中旬の潜水艦
作戦其の１

-

④艦船・陸上部隊-潜水艦-252 潜水艦の自由発達と其の制限に関する研究　稲川史料 穂積造船大佐

④艦船・陸上部隊-潜水艦-253 潜水艦の自由発達と其の制限に関する研究（附図）稲川史料 穂積造船大佐

④艦船・陸上部隊-潜水艦-254 戦史叢書参考資料潜水艦喪失関係 -

④艦船・陸上部隊-潜水艦-255 蛟龍（甲標的丁型）甲標的甲型　図面 緒明亮乍

④艦船・陸上部隊-潜水艦-257 真珠湾特別攻撃隊伊号第２２潜水艦乗組員の寄せ書き 伊号第２２潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-258 第6艦隊司令部関係史料　昭和19年 第6艦隊司令部

④艦船・陸上部隊-潜水艦-259 伊号第２９潜水艦艦内誌「不朽」第２号　他 伊号第２９潜水艦編集部等

④艦船・陸上部隊-潜水艦-260 伊号第３６９潜水艦関係史料　昭和１９年 伊号第３６９潜水艦

④艦船・陸上部隊-潜水艦-261 第１１潜水戦隊関係史料　他 第１１潜水戦隊　他

④艦船・陸上部隊-潜水艦-262 第７潜水戦隊関係史料 第７潜水戦隊

④艦船・陸上部隊-潜水艦-263 甲暗号書（イ号附録書　第１号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-264 甲暗号書（イ号附録書　第2号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-265 甲暗号書（イ号附録書　第3号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-266 甲暗号書（イ号附録書　第4号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-267 甲暗号書（イ号附録書　第5号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-268 甲暗号書（イ号附録書　第6号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-269 甲暗号書（説明書第1号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-270 甲暗号書（ロ号附録書　第1号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-271 甲暗号書（ロ号附録書　第2号）　昭和16年10月1日 企画院



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-潜水艦-272 甲暗号書（乱数表第1号）　其の1　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-273 甲暗号書（乱数表第1号）　其の2　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-274 甲暗号書（乱数表第1号）　其の3　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-275 甲暗号書（乱数表第1号）　其の4　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-276 乙暗号書（説明書第1号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-277 乙暗号書（附録書第1号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-278 乙暗号書（附録書第2号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-279 乙暗号書乱数表（第1号）　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-280 丙暗号書（第1号）昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-281 丁暗号書（第1号）昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-282 気象丁　臨時暗号乱数表（電報略語「テリ一」）　昭和17年4月 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-283 気象電報式並放送式　昭和18年9月1日 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-284 気象報道管制要領　昭和16年10月1日 企画院

④艦船・陸上部隊-潜水艦-285 呼出符号　乙符号書（第1号）（発信用）　昭和19年8月 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-286 気象丙　臨時暗号乱数表（電報略語「ヘリ一」）　昭和17年4月 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-287 総合実況気象報用地名番号表　昭和16年6月 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-288
中央気象台気象無線通報丙類等用予備地名番号表　昭和16年6
月

中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-289 気象放送用地名番号表　第1号　昭和16年9月1日～12月31日 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-290 気象放送用地名番号表　第2号　昭和17年1月1日～4月30日 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-291 中央気象台気象無線通報甲類取扱規程等　昭和19年1月1日 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-292 船舶気象電報取扱規程等　昭和19年1月1日 中央気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-293 台湾総督府気象台気象無線通報取扱規程　昭和16年7月 台湾総督府気象台

④艦船・陸上部隊-潜水艦-294 樺太庁観測所気象無線通報取扱規程　昭和16年7月 樺太庁観測所

④艦船・陸上部隊-潜水艦-295 朝鮮総督府気象台気象無線通報取扱規程　昭和19年1月 朝鮮総督府気象台

④艦船・陸上部隊-船舶-1 昭和２２．６　船舶運営会会史（前編）上 船舶運営会

④艦船・陸上部隊-船舶-2 昭和２２．６　船舶運営会会史（前編）中 船舶運営会

④艦船・陸上部隊-船舶-3 昭２２．６　船舶運営会会史（前編）下 船舶運営会

④艦船・陸上部隊-船舶-4 戦時造船史（太平洋戦争と計画造船） 日本海事振興会　小野塚一郎

④艦船・陸上部隊-船舶-5 戦時造船史（太平洋戦争と計画造船）続 日本海事振興会　小野塚一郎

④艦船・陸上部隊-船舶-6 小野塚一郎氏　「戦時造船史」に関する所見等 -

④艦船・陸上部隊-船舶-7 昭和１８年６月１日　現在　徴傭船舶　名簿（海軍関係） 海軍省兵備局

④艦船・陸上部隊-船舶-8 昭和２０年３月１日　現在　一般徴傭船配属状況 海軍省軍務局

④艦船・陸上部隊-船舶-9 昭和２０．４～２０．７　徴傭船舶関係　綴 海軍省軍務局

④艦船・陸上部隊-船舶-10 昭和１６～２０　大東亜戦争間　喪失船舶統計表 ２復　史実班

④艦船・陸上部隊-船舶-11 昭和１６～２０　喪失船舶一覧表 船舶運営会

④艦船・陸上部隊-船舶-12 日本郵船（株）所有船　大東亜戦争時　海軍徴傭関係記録 -



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-船舶-13 日本郵船（株）運航船関係資料 -

④艦船・陸上部隊-船舶-14 大東亜戦争時　日本郵船（株）船舶台帳（写） 日本郵船

④艦船・陸上部隊-船舶-15 戦時標準船資料 -

④艦船・陸上部隊-船舶-16 旧三菱汽船（株）海軍徴傭船　関係史料綴 -

④艦船・陸上部隊-船舶-17 山下汽船社船　遭難船舶一覧表　及同写真 山洋会

④艦船・陸上部隊-船舶-22 日本タンカー　の歩み　付　油槽船一覧表　油槽船輸送量調表 -

④艦船・陸上部隊-船舶-23 昭和１７．５　本邦油槽船発達　経過．概要 海軍省軍需局

④艦船・陸上部隊-船舶-24 株式会社　藤永田造船所関係史料 -

④艦船・陸上部隊-船舶-25 昭和１９年３月１０日調製　教育彙報　我が国海軍に関する参考書 海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-船舶-26 海軍統制に関する参考資料（占領下の日本海軍） 国際海軍新聞社

④艦船・陸上部隊-船舶-27 昭和６～２５　戦時中竣工船舶建造価格 運輸省船舶局

④艦船・陸上部隊-船舶-28 明治４２年４月　造船学 海軍大学校

④艦船・陸上部隊-船舶-29 毎日新聞連載　日本造船拾話 斯波　孝四郎

④艦船・陸上部隊-船舶-31 昭和１９．３　帆船船用航泊　日誌 -

④艦船・陸上部隊-船舶-32 昭和１６～１７　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第１回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-33 昭和１７　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第２回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-34 昭和１７～１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第３回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-35 昭和１８～１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第４回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-37 昭和１８～２０　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第５回の２ -

④艦船・陸上部隊-船舶-38 昭和１８～２０　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第５回の３ -

④艦船・陸上部隊-船舶-39 昭和１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第６回の１ -

④艦船・陸上部隊-船舶-40 昭和１９～２０　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲　第６回の２ -

④艦船・陸上部隊-船舶-42 昭和１６～１７　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第１回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-43 昭和１７　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第２回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-44 昭和１７～１８　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第３回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-45 昭和１８～１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第４回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-46 昭和１８～１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第５回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-47 昭和１９　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第６回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-48 昭和１９～２０　大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　乙　第７回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-49 昭和１５～１９　徴傭船舶行動整理表綴 -

④艦船・陸上部隊-船舶-50 昭和１５～１９　徴傭船舶行動整理表綴 -

④艦船・陸上部隊-船舶-51 昭和１９．１２　以降　大東亜戦争徴傭船舶事故報告綴 -

④艦船・陸上部隊-船舶-52 昭和１６～１８　大東亜戦争指定船行動表　第１回 各指定船

④艦船・陸上部隊-船舶-53 昭和１７～１８　大東亜戦争指定船行動表　第２回 各指定船

④艦船・陸上部隊-船舶-54 昭和１６～１９　大東亜戦争指定船行動表　第３回　ア～ソの部 -

④艦船・陸上部隊-船舶-55 昭和１６～１９　大東亜戦争指定船行動表　第３回　タ～リの部 各指定船



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-船舶-57 昭和１８～１９　大東亜戦争指定船行動表 各指定船

④艦船・陸上部隊-船舶-58 昭和１８　大東亜戦争指定船行動表 各指定船

④艦船・陸上部隊-船舶-59 船舶名簿（信号符字の部．船名の部） -

④艦船・陸上部隊-船舶-60 日本船名録（内地　朝鮮　台湾　関東州在籍汽船） -

④艦船・陸上部隊-船舶-61 昭和１２年　日本船名録 逓信省　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-62 昭和１７年　日本船名録 海務院　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-63 昭和１８年度　日本船名録 海運総局　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-64 昭和１８年度　日本船名録 海運総局　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-65 昭和１８年度　日本船名録 海運総局　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-66 昭和１８年度　日本船名録 海運総局　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-67 昭和１５年９月１０日　発行　内地在籍船鑑札汽船名簿 逓信省　帝国海事協会

④艦船・陸上部隊-船舶-68 昭和１４年版　日本汽船名簿　其の１ 逓信省管船局

④艦船・陸上部隊-船舶-69 昭和１６年版　日本汽船名簿　其の３ 海務院

④艦船・陸上部隊-船舶-70 昭和１７年版　日本汽船名簿　其の２ 海務院

④艦船・陸上部隊-船舶-71 昭和１７年版　日本汽船名簿　其の１（上） -

④艦船・陸上部隊-船舶-72 昭和１８年版　日本汽船名簿　其の１（上） 運輸通信省　海運総局

④艦船・陸上部隊-船舶-73 昭和１８年版　日本汽船名簿　其の１（下） 運輸通信省　海運総局

④艦船・陸上部隊-船舶-74 昭和１８年版　日本汽船名簿　其の２ 運輸通信省　海運総局

④艦船・陸上部隊-船舶-75 昭和１５年版　日本帆船名簿 逓信省管船局

④艦船・陸上部隊-船舶-76 昭和１９年　機帆漁船動静表 材務課

④艦船・陸上部隊-船舶-77 昭和１８年　指定船名簿軍属船員 海軍省兵備局

④艦船・陸上部隊-船舶-78 昭和１９年　指定船名簿軍属船員 海軍省兵備局

④艦船・陸上部隊-船舶-79 昭和１８～１９年　指定船名簿軍属船員 海軍省兵備局

④艦船・陸上部隊-船舶-80 昭和１８～１９年　海軍指定船名簿　昭和２７．４作成 ２復　残務処理部

④艦船・陸上部隊-船舶-81 特設艦船　種別表 -

④艦船・陸上部隊-船舶-82 特設艦船　五十音表 -

④艦船・陸上部隊-船舶-83 昭和１５年３月　調　徴傭船要目表 佐世保海軍　港務部

④艦船・陸上部隊-船舶-84 昭和１８年　昭和２０年　特設艦船　被害表 -

④艦船・陸上部隊-船舶-85
昭和１８年２月１２日　昭和２０年６月２４日　徴用船　及び　船主住
所

呉海軍運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-86 昭和１５年１２月　現在　機関を有する噸数帆船 -

④艦船・陸上部隊-船舶-87 昭和１９年度　船舶保護資料綴 -

④艦船・陸上部隊-船舶-88 昭和１９年６月１日　現在　徴傭船舶名簿 海軍省兵備局

④艦船・陸上部隊-船舶-89 昭和１９年１２月１日　特設運送艦　旭東丸現状報告 -

④艦船・陸上部隊-船舶-90 昭和２０年２月　アルコール原料台湾砂糖還送用　徴用船舶名簿 -

④艦船・陸上部隊-船舶-91 自昭和１７年５月　至昭和１８年９月　現状報告 舞鶴運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-92 昭和１９年１年８日　決戦輸送（虎の巻） 船舶管船部



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-船舶-93 昭和１８年１０月１日　現有運航船舶明細一覧表 船舶運営会　総務局管理部

④艦船・陸上部隊-船舶-94 昭和２０年７月　新徴傭船船舶名簿 佐世保海軍　運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-95 昭和２０年７月６日　新徴傭船船舶名簿 佐世保海軍　運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-96 昭和２０年７月２５日　引渡用（陸軍）船舶名簿 佐世保海軍　運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-97 大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　第７回　ア～ソの部 -

④艦船・陸上部隊-船舶-98 大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　第７回　タ～ワの部 -

④艦船・陸上部隊-船舶-99
昭和１８～２０年　大東亜戦争指定船舶行動表　第４回　ア～セの
部

-

④艦船・陸上部隊-船舶-100
昭和１８～２０年　大東亜戦争指定船舶行動表　第４回　タ～ワの
部

-

④艦船・陸上部隊-船舶-101
昭和１８～２０年　大東亜戦争指定船舶行動表　第５回　ア～ソの
部

-

④艦船・陸上部隊-船舶-102
昭和１８～２０年　大東亜戦争指定船舶行動表　第５回　タ～ワの
部

-

④艦船・陸上部隊-船舶-103 大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲第５の１　ア～オの部 -

④艦船・陸上部隊-船舶-104 大東亜戦争徴傭船舶行動概見表　甲第５の１　カ～コの部 -

④艦船・陸上部隊-船舶-105 徴傭漁船名簿 佐世保防備隊

④艦船・陸上部隊-船舶-106 昭和２３年１月２６日現在　雑役船調書 佐世保地方　復員局

④艦船・陸上部隊-船舶-107 昭和２４年２月１日　旧海軍工廠（佐世保地区）雑役船名簿 門司海上保安本部　管船部

④艦船・陸上部隊-船舶-108 昭和２４年３月２４日　旧海軍工廠所属　雑役船一覧表 佐世保地方　復員局

④艦船・陸上部隊-船舶-109 国家船舶及港湾一元　運営実施要領 海軍総監部

④艦船・陸上部隊-船舶-110 航路啓開史 海幕防衛部

④艦船・陸上部隊-船舶-110_2 航路啓開史 海幕防衛部

④艦船・陸上部隊-船舶-111 船舶輸送間に於ける遭難部隊資料（陸軍） -

④艦船・陸上部隊-船舶-112 警備船海洋丸概況　昭和８．２　貔子?警察署 -

④艦船・陸上部隊-船舶-113 日本郵船会社　社船の大戦独潜被害　大正８．１調 日本郵船株式会社

④艦船・陸上部隊-船舶-114 運送艦鳴戸行動図　昭和１６．１１～１８．４ -

④艦船・陸上部隊-船舶-115 漢口警備隊附属船艇行動表　昭１７．１～１８．７ -

④艦船・陸上部隊-船舶-116 附属船艇行動簿　昭和１７．４～２０．３ 九江警備隊

④艦船・陸上部隊-船舶-117 広東警備隊附属船艇行動　昭和１８．８～２０．３ -

④艦船・陸上部隊-船舶-118 掃海艇　特設掃海艇　特務掃海艇　行動整理表 徴傭船係

④艦船・陸上部隊-船舶-119 艦船行動表綴　昭和１７～１９ 呉運輸部

④艦船・陸上部隊-船舶-120 艦船行動表整理簿　昭和１５～２０ -

④艦船・陸上部隊-船舶-121 遭難船舶乗船部隊上申調（陸軍関係） -

④艦船・陸上部隊-船舶-122 艦船便乗者消息究明資料　昭和２２．６ 認定Ｄ班（岩佐）

④艦船・陸上部隊-船舶-123 艦船艦令線表　昭和１７．８ 海軍艦政本部

④艦船・陸上部隊-船舶-124 ドラグサクション浚渫船建設号とそれに関わる思い出 西　寿夫

④艦船・陸上部隊-船舶-125 作業船回顧記　私のふれあった戦前の作業船 西　寿夫

④艦船・陸上部隊-船舶-126 戦利船利用予定表 -

④艦船・陸上部隊-船舶-127 特設艦船艦種別表
第２復員大臣官房　艦本整理部
総務班



令和５年４月４日

④艦船・陸上部隊-船舶-133 碇泊航海日誌　明治２０．１～７月 汽船　三邦丸

④艦船・陸上部隊-船舶-134 沈没船一覧表（千屯以上の部） 徴傭船

④艦船・陸上部隊-船舶-135 雑　綴　大正１３年～昭和１８．８
東方逓信局海事部　横浜出張
所

④艦船・陸上部隊-船舶-136 大東亜戦争　徴傭船舶行動概見表　第１～６回 -

④艦船・陸上部隊-船舶-137 契約部情報　昭和１８．１１ 深瀬局員

④艦船・陸上部隊-船舶-138 浮島丸事件白書　昭和２０年８月２４日 弘前大　佐藤裕教授　作成

④艦船・陸上部隊-船舶-139 海軍徴用船舶保有数内訳表　１９４１～１９４５（英訳） 第２復員局

④艦船・陸上部隊-船舶-140 軍艦河内部署 軍艦河内

④艦船・陸上部隊-船舶-141 昭和１２年１１月以降　行動摘要　第４艦隊第２砲艦隊鮮海丸 第４艦隊第２砲艦隊鮮海丸

④艦船・陸上部隊-船舶-142 昭和１９・１０～２０・５　徴用船舶　兵装関係綴 海軍省電務局

④艦船・陸上部隊-通信-1 昭和２０年６月分　通信諜報作業月報
舞鶴海軍通信隊　中北条分遣
隊

④艦船・陸上部隊-通信-2 昭和１６年１２月　昭和２０年８月　通信作戦史 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-通信-3 昭和２４年３月　調整　海軍　作戦通信史 第２復員局　残務処理部

④艦船・陸上部隊-通信-4 通信規程 -

④艦船・陸上部隊-通信-5 海軍作戦　通信史　昭和２４年３月調整 第２復員局

④艦船・陸上部隊-通信-6 昭和１２～２０　海軍作戦　通信史（１） -

④艦船・陸上部隊-通信-7 昭和１２～２０　海軍作戦　通信史（２） -

④艦船・陸上部隊-通信-8 昭和２４年３月調整　海軍通信作戦史 第２復員局残務処理部

④艦船・陸上部隊-通信-9 通信作戦史　自開戦　至終戦 -

④艦船・陸上部隊-通信-10 傍受月報　昭和２０年６月分 大和田通信隊

④艦船・陸上部隊-通信-11 各部通信規程　昭和１８年～１９年 -

④艦船・陸上部隊-通信-12 連合方位側定法（案）　昭和３年７月 -

④艦船・陸上部隊-通信-13 東洋交通総覧　第３編（第２刊）（電信電話の部）　明治４２年４月 海軍軍令部

④艦船・陸上部隊-通信-14 海軍作戦通信史　昭和２８．１２．８ 警備隊術科学校

④艦船・陸上部隊-通信-15 海軍無線交信規程　昭和１２年５月 海軍省

④艦船・陸上部隊-通信-16 海軍通信略語（発信用）昭和１２年９月 海軍省

④艦船・陸上部隊-通信-17 海軍通信規程　昭和１８年６月 海軍省

④艦船・陸上部隊-通信-18 海軍通信規程別冊　通信電波・通信時間表　昭和１８年６月 海軍省

④艦船・陸上部隊-通信-19
戦時に於ける通信（電信）実施の状況並に之が良否の作戦に及ぼ
せる影響の研究

海軍通信学校

④艦船・陸上部隊-通信-20
日本海軍初期無線電信思出談　元海軍技師木村駿吉氏述　昭和
１０年５月

海軍省教育局

④艦船・陸上部隊-通信-21 昭和２年１０月１９日　第一艦隊通信術特別研究会報告
河野第一艦隊通信術特別研究
会委員長

④艦船・陸上部隊-通信-22 海軍無線施設等関連史料　（英文） 海軍省

④艦船・陸上部隊-信号-1 昭和１８年４月２日　連合艦隊信号　通信規程 -

④艦船・陸上部隊-信号-2 明治　初期における海軍信号書 校正海軍大尉　山澄直清

④艦船・陸上部隊-信号-3 海軍省軍極秘第４３５号　海軍信号規程（昭和１８年　第４改正） -

④艦船・陸上部隊-信号-4 海軍手先信号法抜粋 -
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④艦船・陸上部隊-信号-5 改正増補　萬国船舶信号書　第１編　明治３４年８月刊行 逓信省管船局

④艦船・陸上部隊-信号-6 改正増補　萬国船舶信号書　第２編　明治３４年８月刊行 逓信省管船局

④艦船・陸上部隊-信号-7 改正増補　萬国船舶信号書　第３編　明治３４年８月刊行 逓信省管船局

④艦船・陸上部隊-信号-8 萬国船舶信号書　明治９年３月 海軍省

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-1 昭和２０年７月　鎮守府の組織概要並に指揮系統 佐鎮

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-2 昭和１８年　大宮島水平砲台及び探照灯設置要領 連合艦隊司令部　浦部聖

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-3 昭和２０年７月２５日　第３２突撃隊戦則 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-4 昭和１７年４月１０日　ラバウル　８根　機密綴 第８特別根拠地隊

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-5 昭和１９年度　警備関係綴 第３１警備隊　オルモック派遣隊

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-6 昭和２０年２月１日　硫黄島　警備計画 硫黄島警備隊司令

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-7 昭和１８年度　庶務関係綴 南東方面空廠　サイパン分工場

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-8 昭和２０年８月３１日　紀伊防備隊配置図 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-9 昭和１９年９月１４日　牡鹿半島方面配備図 第１４嵐部隊

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-10 昭和１９年９月１４日　牡鹿半島方面配備図 第１４嵐部隊

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-11 第１１１設営隊文書綴 玉田技手

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-12
昭和１７．２．２０～１７．２．２２　チモール島クーパン飛行場攻略作
戦記録

横須賀鎮守府第３特別陸戦隊

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-13 作業簿記（別冊第８章第２節～第４節） 海軍火薬廠会計部

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-14 防備部署　昭和１６年８月 第３海軍火薬廠

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-15 荒天部署　昭和１６年８月 第３海軍火薬廠

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-16 警備部署．防空部署．警急呼集部署 掌通信長

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-17 煙幕展張部署　昭和１９．８．２５ 第３海軍火薬廠

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-18 第２４１設営隊書類綴　昭和１９年 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-19 横３特功績概見表 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-20 呉鎮関係各部隊名簿　昭和２０年 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-21 砂子ノ浦基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-22 豊里基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-23 飯沼基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-24 外川基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-25 守谷基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-26 銚子派遣隊本部平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-27 小浜基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-28 笹川基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-29 小湊基地平面図（１／１０００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-30 勝浦ＳＳ基地平面図（１／１０００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-31 鵜原基地平面図（１／１０００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-32 興津震洋艇基地平面図（１／１０００）昭和 -
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④艦船・陸上部隊-陸上部隊-33 和歌山県管内図 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-34 舞鶴防備隊歴代司令一覧表 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-35 大阪警備府管区施設一覧表 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-36 海軍施設工事関係綴　昭和１８年～１９年 横須賀．呉．海軍施設部

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-37 旧呉海軍工廠配置図　昭和４１年 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-38 元佐世保海軍工廠　昭和３９．１１ -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-39 尾名基地平面図（１／５００）昭和 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-40 鎮海湾防備隊告示写　明治３８年１月　以降 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-41 北海警備に関する所見　昭和６年１月 大湊要港部

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-42 横須賀　海軍施設部官内図 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-43 佐世保施設部　管内施設位置図 -

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-44
外部隊状況速報第７９号　第３３警備隊ホンガオ派遣隊の状況
昭和２２年３月２０日

第２復員局在外部隊調査班

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-45 海南警備府関係綴　昭和１６年～１８年 海南警備府

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-46 「ウエワク」転進後の行動概要報告書　昭和１８年２月～２１年６月 第８海軍建設部

④艦船・陸上部隊-陸上部隊-47
久米島海軍部隊の戦闘・投降・指揮官上進等関連史料　昭和２０
年及び２５年

鹿山正　（久米島特設見張所長
海軍少尉）

④艦船・陸上部隊-その他-1 南方海軍航路部関係綴 海軍水路部

④艦船・陸上部隊-その他-2
南方海軍航路部の沿革とその終焉（７２１．７６９部隊）平成１２年１
１月

南航会

④艦船・陸上部隊-その他-3 昭和１９．５．１０　駆逐艦刈萱　遭難事故報告 駆逐艦刈萱

④艦船・陸上部隊-その他-4 昭和１９．５．１０　かるかや会 かるかや会幹事 少尉藤田廣 他

④艦船・陸上部隊-その他-5 「南海丸」スケッチ　昭和18年9月より 実吉敏郎

④艦船・陸上部隊-その他-6 「南海丸」スケッチ　No.2　昭和19年1月より 実吉敏郎

⑤航空部隊-全般-1 海軍航空関係資料　其の１ -

⑤航空部隊-全般-2 海軍航空関係資料　其の２ -

⑤航空部隊-全般-3 海軍航空関係資料　其の３ -

⑤航空部隊-全般-4 海軍航空関係資料　其の４ -

⑤航空部隊-全般-5 海軍航空関係資料　其の５ -

⑤航空部隊-全般-6 海軍航空関係資料　其の６ -

⑤航空部隊-全般-8
航空関係諸情報（Ａｒｍｙ－Ｎａｖｙ　Ａｉｒ　Ｆｏｒｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）昭２
０．１０．

海軍省　史実調査部

⑤航空部隊-全般-9 現状申告（各隊の所在）等　昭和２０．１０． 第１０航空艦隊司令部

⑤航空部隊-全般-10 功績便覧　航空部隊 -

⑤航空部隊-全般-11 航空部隊戦歴一覧表（附　航空関係主要戦闘一覧表） -

⑤航空部隊-全般-12 航空部隊戦歴一覧表（附　航空関係主要戦闘一覧表） -

⑤航空部隊-全般-13 航空隊編成表　昭１９．１０． 功績調査部　入江主大尉

⑤航空部隊-全般-14 中部太平洋方面兵力配備表　昭１８．１１．以降 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-15 内戦部隊の航空部隊所属変遷一覧表　大東亜戦争期間中 -

⑤航空部隊-全般-16 航空関係　海軍戦備変遷に関する研究編纂資料　昭和１３～２０ 第２復員大臣官房　航本整理部
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⑤航空部隊-全般-17 旧海軍常設航空隊の史実 防衛研修所戦史室

⑤航空部隊-全般-18 旧海軍常設航空隊の史実 防衛研修所戦史室

⑤航空部隊-全般-19
海軍史料（淅?方面米機不時着一覧表）等　大東亜戦争支那関係
情報

-

⑤航空部隊-全般-20 海軍航空機関係一覧表 -

⑤航空部隊-全般-21 航空関係調査資料 ２復　人事部調査班

⑤航空部隊-全般-22 空Ｃ廠（仮称）設立準備委員長　申継事項　昭１７．１１． -

⑤航空部隊-全般-23
索敵線（哨戒線）番号換字法　昭和１９年　索敵線飛行機呼出符
号に対する

-

⑤航空部隊-全般-24 沖縄戦直後に於ける海軍航空界の現状 -

⑤航空部隊-全般-25
硫黄島．台湾沖．沖縄．比島南西方面航空作戦資料　昭和１９．１
０～２０．６．

-

⑤航空部隊-全般-26 航空機を以てする敵情偵知　第１編 海軍中佐　米原綱明

⑤航空部隊-全般-27 東港空関係　米原綱明資料 海軍中佐　米原綱明

⑤航空部隊-全般-28 日本落下傘部隊（ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＰＡＲＡＣＨＵＴＥ　ＴＲＯＯＰＳ） -

⑤航空部隊-全般-29 軍令部々員　寺井義守海軍中佐　参考綴（附属統計書綴） -

⑤航空部隊-全般-31 海軍第２期飛行専修予備生徒 飛魂会３０周年誌出版委員会

⑤航空部隊-全般-32 航空制度研究会 -

⑤航空部隊-全般-33 海軍航空隊年誌 永石　正孝

⑤航空部隊-全般-34 海軍航空史年表　昭３２．８ 海空会

⑤航空部隊-全般-35 あ号作戦記録（１）昭和１６．１２ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-全般-36 大東亜戦争記録　其の２　昭１７．１ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-全般-37 大東亜戦争記録　其の３　昭１７．２～３ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-全般-38 比島方面航空図　パラオ諸島至　パラワン 水路部

⑤航空部隊-全般-39 ＧＦ長官機等遭難　乙事件関係記録　昭１９．３．３１ 横山　一郎

⑤航空部隊-全般-40 航空戦備関係綴 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-41 海軍航空補給参考綴　昭１９．８ 海軍航空本部　補給部

⑤航空部隊-全般-42 航空の事故教訓と防止対策（其の１）昭和１２．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-43 航空の事故教訓と防止対策（其の２）昭和１２．３ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-44 航空事故防止法（海軍大尉・岡本環対策）昭和１４．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-45 海軍航空事故類集（其の１）昭和１３．１１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-46 海軍航空事故類集（其の２）昭和１４．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-47 海軍航空事故類集（其の３）昭和１４．４ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-48 航空事故速報　昭和２０．４
海軍航空本部航空事故研究調
査会

⑤航空部隊-全般-49 航空事故速報　昭和２０．４
海軍航空本部航空事故研究調
査会

⑤航空部隊-全般-50 航空事故速報　昭和２０．４
海軍航空本部航空事故研究調
査会

⑤航空部隊-全般-51 航空事故速報　昭和２０．４
海軍航空本部航空事故研究調
査会

⑤航空部隊-全般-52 航空事故速報　昭和２０．４
海軍航空本部航空事故研究調
査会

⑤航空部隊-全般-52_2 航空事故速報（第七号）
海軍航空本部航空事故研究調
査会
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⑤航空部隊-全般-53 バンコック・シンガポール　１／１５０万　航空図　昭１６．１２ 元山海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-55 機密第１次発進部隊命令作　第１号　昭和１６年１１月２４日 指揮官　渕田美津雄

⑤航空部隊-全般-56
機密機動部隊第２次発進　攻撃計画及び空中攻撃隊戦闘詳報
昭和１７年１月１６日

軍艦　翔鶴

⑤航空部隊-全般-57 航空部隊編成に関する研究　昭１８年４月 横須賀海軍　航空隊

⑤航空部隊-全般-58 送達簿　昭和１９年１０月　以降 第２空廠

⑤航空部隊-全般-59 修理兵器月報調書　昭２０年２月 第３１海軍航空廠

⑤航空部隊-全般-60 海軍航空関係原案綴　昭和１８年８月２７日　昭和１９年５月１２日 第７６１航空隊（竜部隊）

⑤航空部隊-全般-61 航空戦備関係資料　昭和１８年１月２３日　昭和２０年１月７日 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-62 航空機の名称の定め　昭和１９年４月７日 海軍大臣　嶋田繁太郎

⑤航空部隊-全般-63 航空事故速報　昭和２０年４月分
海軍航空本部　航空事故研究
調査会

⑤航空部隊-全般-64 保安部署　案 第７５２　海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-65 海軍航空隊用法講義案（第２編）大正１２年７月 海軍少佐　堤政夫

⑤航空部隊-全般-66 状況申告書　昭和１８年９月１５日 豊橋海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-67 米英戦艦等　水平防禦 -

⑤航空部隊-全般-68 地下防空工場進捗状況調　昭和２０年７月３０日 第１１海軍　航空廠

⑤航空部隊-全般-69 海軍航空図　第１０２号（東京～北海道）昭和１１年９月２８日 -

⑤航空部隊-全般-70 大東亜戦争　功績調査資料綴　昭和２０年８月１日 岩国海軍航空隊　串良基地

⑤航空部隊-全般-71 航空基地関係有線電話回線図　昭和１９年８月２０日 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-72 航空部隊隊内信号 -

⑤航空部隊-全般-73 第２復員局残務処理部関係（航空）明治３６～昭和２０ 永石正孝　資料

⑤航空部隊-全般-74 紀元２６００年特別観艦式空中分列式実施方案　昭和１５年１０月 -

⑤航空部隊-全般-75 参考諸表　昭和１０年４月 海軍航空廠

⑤航空部隊-全般-76
爆撃精度向上に関する研究（第２回報告）自昭和１４年９月．至昭
和１５年１０月

-

⑤航空部隊-全般-77 海軍航空戦備史料　昭和１６年～２０年 永石正孝　資料

⑤航空部隊-全般-78 日本航空の回顧（初期の実相）昭和３４年１月 航空幕僚監部

⑤航空部隊-全般-79 北支方面に於ける各地飛行場要図集　昭和１０年 -

⑤航空部隊-全般-80 搭載艦飛行長執務便覧　昭和１２年２月 横須賀海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-81
航空事故より得たる搭乗員飛行要務参考資料　昭和１３年６月３０
日

飛行実験部　復写

⑤航空部隊-全般-82 台湾方面に対する航空兵力の急速移動集中 佐世保海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-83 零式１号観測機１型　講習参考資料 -

⑤航空部隊-全般-84 ２式飛行艇搭乗員規定 -

⑤航空部隊-全般-85 飛行士勤務参考 -

⑤航空部隊-全般-86 第６航空隊戦闘機隊戦闘準則 -

⑤航空部隊-全般-87 海軍航空関係用語　昭和１７年６月 横須賀海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-88 海軍航空隊番号一覧表 -

⑤航空部隊-全般-89
搭乗員の現状及び搭乗員教育計画　昭和１３年７月１５日　昭和１
５年６月５日

海軍航空本部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-全般-90
教育部要求に関する調査　昭和１４年６月２０日　昭和１５年６月６
日

海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-91 搭乗員養成関係綴　昭和１８年５月６日　昭和２０年８月１日 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-92 転進部署（航空部隊） -

⑤航空部隊-全般-93 飛行機生産計画及実績　昭和１６年～２０年 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-94 海軍航空隊練習生採用試験問題集と模範解答　昭和１５年３月 帝国文武学会

⑤航空部隊-全般-95 日本海軍航空隊の歩み　昭和３５年１月 元海軍大佐　永石正孝

⑤航空部隊-全般-96 修理兵器月報調書　昭和１７年８月２２日　昭和１９年８月１６日 第６１海軍航空廠

⑤航空部隊-全般-97 修理兵器月報調書　昭和１７年１１月５日　昭和１９年７月１５日 第３１海軍航空廠

⑤航空部隊-全般-98 修理兵器月報調書　昭和１８年７月９日　昭和１９年８月１５日 津　海軍工廠

⑤航空部隊-全般-99 兵器修理月報調書　昭和１７年１２月１６日　昭和１９年８月１９日 第４１海軍航空廠

⑤航空部隊-全般-100
航空部隊編成及飛行機定数表（内戦部隊の部）昭和１６年１２月
～２０年８月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-101
航空部隊編成及飛行機定数表（内戦部隊の部）昭和１６年１２月
～２０年８月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-102
航空部隊編成及飛行機定数表（外戦部隊の部）昭和１６年１２月
～２０年８月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-103 飛行機搭載艦編成表及飛行機定数表 史実調査部

⑤航空部隊-全般-104 飛行機搭載艦編成表及飛行機定数表 史実調査部

⑤航空部隊-全般-105
飛行機搭載艦編成表及飛行機定数表　昭和１６年１２月～２０年５
月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-106
航空部隊編成及飛行機定数表（外戦部隊の部）昭和１６年１２月
～２０年８月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-107
太平洋戦争中における日本海軍航空部隊編制及飛行機定数表
昭和２４年７月調製（外戦部隊）

第２復員局

⑤航空部隊-全般-108 兵器修理月頭報告綴　昭和１７年１月１１日　昭和１９年８月１７日 第２復員局

⑤航空部隊-全般-109
航空部隊編成表及飛行機定数表（外戦部隊の部）昭和１６年１２
月　昭和２０年８月

史実調査部

⑤航空部隊-全般-110 元２０１空等司令　山中竜太郎大佐資料 -

⑤航空部隊-全般-111 報国号海軍機の全容を追う　その中間報告　① 横井　忠俊

⑤航空部隊-全般-112 昭和１０．６　昭和１３．１１　航空兵力整備要領 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-113 昭和１２．１０　昭和１４．９　航空兵力整備資料 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-114 昭和１４．２　昭和１５年度末　航空兵力整備要領 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-115 昭和１９年１月２０日　太平洋諸島航空兵要資料（追補） 軍令部

⑤航空部隊-全般-116
昭和１２年８月２６日　昭和１９年７月１６日　機種別航空兵器修理
月報調

海軍航空隊技術廠　第１航空廠

⑤航空部隊-全般-117
昭和１７年１月８日　昭和１９年８月２４日　機種別航空兵器修理月
報調

第１１．１２．２１各航空隊

⑤航空部隊-全般-118
太平洋戦争中に於ける日本海軍飛行機搭載艦編制及飛行機定
数表　昭和２４．７

第２復員局残務処理部

⑤航空部隊-全般-119 転進部署別冊（１）（第１転進部署人員物件） -

⑤航空部隊-全般-120 航空局事務提要 -

⑤航空部隊-全般-121 艦営需品執務便覧 百里原海軍航空隊

⑤航空部隊-全般-122 航輸番号（５）１２５２３～１１４５９４ -

⑤航空部隊-全般-123 中攻空中戦に関する所見　昭和１４．８．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-全般-124
佐野地方に於ける航空機関係（工場査察推進に関する件）昭和１
９．８．１２

-

⑤航空部隊-全般-125 海軍航空事故類集（其の３）昭和１４．４ 海軍航空本部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-全般-126 航空弁当嗜好調査表　昭和１７～１８ 第１１航空艦隊等

⑤航空部隊-全般-127 和田秀穂史料 -

⑤航空部隊-全般-128 松永壽雄史料 -

⑤航空部隊-全般-129 功績調査簿（航空）昭和２０．２．２８ 戦闘第８０４飛行隊

⑤航空部隊-全般-130 飛行機搭載艦編成表及飛行機定数表　昭和１６．１２～２０．５ 史実調査部

⑤航空部隊-全般-131 飛行機搭載艦編成及飛行機定数表　昭和１６．１２～２０．５ 史実調査部

⑤航空部隊-全般-132
航空部隊編成表及飛行機定数表（外戦部隊の部）昭和１６．１２～
２０．８

史実調査部

⑤航空部隊-全般-132_2
航空部隊編制及び飛行機定数表（外戦部隊）昭和１６年１２月～２
０年８月

第２復員局

⑤航空部隊-全般-133
航空部隊編成表及飛行機定数表（外戦部隊の部）昭和１６．１２～
２０．８

史実調査部

⑤航空部隊-全般-135 第２部長申継書　其の１　第２部　関係　大正１５．１２ 海軍艦政本部第２部

⑤航空部隊-全般-136 海軍航空隊累次定員　改正関係綴　昭和２０．７～２０．８ 海軍航本総一

⑤航空部隊-全般-137 海軍航空隊関係ノート 永石　正孝

⑤航空部隊-全般-138 大東亜戦争　功績便覧 連合艦隊司令部

⑤航空部隊-全般-139 航戦司令部所在地表　昭和１５～２０ -

⑤航空部隊-全般-140 航空隊所在地　其の２　昭和１５～２０ -

⑤航空部隊-全般-141 航空隊司令部所在地表　昭和１５～２０ -

⑤航空部隊-全般-142 海軍航空技術廠　支廠配置表　昭和１９．１２．１０調 -

⑤航空部隊-全般-143 演習関係（飛龍）昭和１５ -

⑤航空部隊-全般-144 飛龍関係資料　昭和１５年度 -

⑤航空部隊-全般-145 海軍航空機関ノート -

⑤航空部隊-全般-146 航空部隊戦歴一覧表 史実調査部

⑤航空部隊-全般-147 航空戦術研究 海軍大尉　田中武克

⑤航空部隊-全般-148 米国空輸部隊の概要　昭和１９．２ 軍令部第３部

⑤航空部隊-全般-149 支那空軍拡張の実状と其の影響 海軍大佐　関根郡平

⑤航空部隊-全般-150
飛行機搭載編成表及飛行機定数表　自昭和１６．１２～至昭和２
０．５

第２復員局

⑤航空部隊-全般-151 太平洋戦争　飛行機搭載編制及飛行機定数表　昭和２４．７調整 第２復員局

⑤航空部隊-全般-152 航空要表綴 -

⑤航空部隊-全般-153 軍需会社工場調査表 海軍航空機械体部品懇話会

⑤航空部隊-全般-154 航空工業会役員名簿　昭和１９．７．１ 航空工業会

⑤航空部隊-全般-155 第１１海軍　航空廠疎開先施設図面 -

⑤航空部隊-全般-156
海軍航空隊　戦歴表　編成表　飛行機定数表　昭和１６．１２～２
０．８

史実調査部

⑤航空部隊-全般-157 海軍航空史年表　その１（明治４２～昭和２０年）昭和３２．８ 海空会

⑤航空部隊-全般-158 海軍航空史年表　その２（明治４２～昭和２０年）昭和３２．８ 海空会

⑤航空部隊-全般-159 あんどん飛行機（天）（海軍航空発祥以前）昭和３８．１２ 岩本　喜一

⑤航空部隊-全般-160
あんどん飛行機（地）航空術研究委員会～青島戦～戦後の海空
界　昭和３８．１２

岩本　喜一

⑤航空部隊-全般-161 あんどん飛行機（玄）（横空隊開隊～「イ」飛行団）昭和３８．１２ 岩本　喜一
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⑤航空部隊-全般-162 あんどん飛行機（黄）昭和３８．１２ 岩本　喜一

⑤航空部隊-全般-163 あんどん飛行機（宇）（航空（飛行）船隊～慰霊顕彰）昭和３８．１２ 岩本　喜一

⑤航空部隊-全般-164 仮称　海軍戦闘機隊史資料（論争関係） 元海軍大佐　柴田武雄

⑤航空部隊-全般-165 航空本部関係雑綴（航空機及び搭乗員関係）昭和１９ -

⑤航空部隊-全般-165_2
航空本部関係雑綴　２／２分冊　航空機及び搭乗員関係　昭和１
９年～２０年

-

⑤航空部隊-全般-166 航空記録（個人用）百空．２８１空　昭和１７～１９ -

⑤航空部隊-全般-167 航空部隊戦果一覧　自　昭和１５年５月　至　昭和１６年１１月 -

⑤航空部隊-全般-168 海軍航空史年表　昭和３２年８月 海空会編纂

⑤航空部隊-全般-169
航空戦における日本側損害　１．台湾沖航空戦　２．レイテ方面空
襲（１９４４．１０．１８～１９）３．比島沖海戦

-

⑤航空部隊-全般-170 航空特攻戦備 -

⑤航空部隊-全般-171 沖縄戦直後に於ける海軍航空界の現状 -

⑤航空部隊-全般-172 日本海軍航空機一覧表 -

⑤航空部隊-全般-173
零戦搭乗員使用地図（複製品）南東方面（東ニューギニア　ソロモ
ン諸島　ビスマルク諸島）

-

⑤航空部隊-全般-174 連合軍軍用機要表及識別表　昭和１８年　１９年 海軍軍令部

⑤航空部隊-全般-175
ニューヨーク在泊米大艦隊視察報告　３船体関係　航空空母サラト
ガ　レキシントン　稲川史料

-

⑤航空部隊-全般-176 ニューヨーク在泊米大艦隊視察報告　７航空関係　稲川史料 -

⑤航空部隊-全般-177 海軍航空資料（搭載兵器要目表・戦訓所見案） -

⑤航空部隊-全般-178
支那事変（昭１４．９～１５．１０）　第１３．１４．１５海軍航空隊の活
動

壱岐、野元、稲野、山本

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-1 戦闘詳報（横須賀．父島．谷田部海軍航空隊）等　昭和１９～２０
横須賀海軍航空隊等　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-2 戦闘詳報（谷田部．青島．横須賀海軍航空隊）昭和１７～２０
第２復員局　谷田部海軍航空隊
等

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-3
戦時日誌（九州．元山．佐伯．第２鹿屋．７６２海軍航空隊）昭和２
０

第２復員局　九州海軍航空隊
等

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-4 戦闘詳報（串本海軍航空隊）昭１９ 串本海軍航空隊　第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-5 戦闘詳報（青島海軍航空隊）昭１６～２０
第２復員局　第３遣支艦隊　司
令部

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-6
元山海軍航空隊戦闘詳報（馬来部隊　第１航空部甲空襲部隊）昭
１６．１２

前田孝成氏寄贈　元山海軍航
空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-7 元山海軍航空隊功績概見表　昭１６～１７ 海軍大佐　前田孝成

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-8 第２段作戦に於ける珊瑚海々戦　戦闘詳報　昭和１７．５
元山海軍航空隊　前田孝成氏
寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-9 戦闘詳報案（戦訓所見）昭１７年度 -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-10 海軍夜間戦闘機隊　芙蓉部隊戦闘記録 蓉会　政則氏　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-11 芙蓉部隊　天号作戦々史　昭２０．２～２０．８ 詫間力平氏寄贈　芙蓉部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-12 決号作戦　昭和２０年 横須賀海軍航空隊　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-13 天１号作戦 大村空．３５２空　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-14 天号作戦関係聴取録
中沢．志摩中将　宮崎．山中大
佐

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-15 南洋部隊戦闘概報（マーシャル航空戦）昭１７．２． 第４艦隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-22 大東亜戦争　戦務日誌　昭１８．２～１８．５
５０航戦．豊橋空司令　柴田文
三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-23 大東亜戦争　戦務日誌　昭２０．１～２０．８
５０航戦．豊橋空司令　柴田文
三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-24 大東亜戦争　備忘録　昭和１８．５～１９．２ 豊橋空．７６２空司令　柴田文三
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-25 覚（豊橋空）昭１８年 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-26 現状申告覚　昭１９．２．２６
豊橋海軍航空隊　柴田文三氏
寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-27 現状申告覚　昭２０
大村．３５２海軍航空隊　柴田文
三氏　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-28 搭乗員配置表　昭１９．２
豊橋海軍航空隊　柴田文三氏
寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-29 硫黄島航空隊作業日誌　昭２０年度 硫黄島航空隊　燃料班

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-31 輝部隊作業予定綴　昭１９．３～１９．７ 輝部隊指揮官　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-32 覚　昭２０．７
名古屋海軍航空隊　柴田文三
氏　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-33 覚　昭１９．２～１９．６
豊橋７６２海軍航空隊　柴田文
三氏　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-34 第４０航空隊行動概表　昭１７～１８ 第９３６空司令　古田良夫

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-35 昭和１８年中期以降の第２０２空の戦闘についての参考資料 ２０２空附軍医官　高橋敬道

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-36 ２０３空　及　百里空について　昭和２０．２～２０．８ 海軍大佐　山中竜太郎

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-37
第１３２海軍航空隊戦闘詳報　昭１９～２０（２０２空．２２１空．２５２
空．６５２空．７６２空．７６５空）

第１３２海軍航空隊　等

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-38 ２０４空　戦闘概報　昭１８～１９
倉兼義男氏　寄贈　第２０４海軍
航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-39 戦時日誌　第２１０航空隊　昭和１９．９～２０．３ 第２復員局　第２１０海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-40 第２１０空　明石基地隊関係綴　昭和２０ 柴田文三氏　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-41 第２１０空　現状報告綴　昭１９．１０以降 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-42 第４５２海軍航空隊小史（元　第４５２海軍航空隊）昭１７～２０ 甲６操　高橋重男

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-43 第４５２海軍航空隊小史（元　第４５２海軍航空隊）昭１７～２０ 甲６操　高橋重男

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-44 あ号作戦　６０１空戦闘詳報　第１号　昭１９．６．１３～１９．６．２４ 第６０１海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-45
天１号作戦　第６０１海軍航空隊　戦闘詳報（戦闘３０８．３１０．４０
２　攻撃１）昭２０．３～２０

第６０１海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-46 懐旧　第６０１海軍航空隊戦闘記録 海軍大佐　杉山利一

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-47
敵機動部隊攻撃　６５２空戦闘詳報　第１号　昭和１９．６．１８～１
９．６．２１

第６５２海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-48
第６５３海軍航空隊関係記録（あ号作戦戦訓所見　等）昭和１９．
４．１～１９．１１．１４

第６５３海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-49 第６５３海軍航空隊戦闘詳報　昭和１９．６．１３～１９．６．２２ 第６５３海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-50_1 ７０５　ＮＯ．１（発会．慰霊祭号） 海軍７０５空会

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-50_2 ７０５　ＮＯ．１（発会．慰霊祭号）② 海軍７０５会

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-51 電文．海軍第３派遣通信隊戦闘記録　① 海軍７０５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-52 ７５１航空隊戦闘記録　昭１８．４～１９．６ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-53 第７３２海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．１～１９．６ 第７３２海軍航空隊　第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-54
渾作戦並「あ」号作戦　第７３２部隊（７５３部隊含）戦闘詳報　第１
２号

第７３２海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-55 第７５２海軍航空隊日誌　昭１９．２．２０～１９．１０．１８ 永石　正孝

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-56
「あ」号作戦　７６１空戦闘詳報第１１号　昭１９．６．１１～１９．７．１
０

第７６１海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-57 ７６１空．南比空戦闘関係記録　昭１９～２０
第７６１空．南菲空司令　前田孝
成

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-58 戦闘詳報（東号作戦）昭１９．５～１９．６
第１航空部隊及７６２海軍航空
第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-59 戦闘詳報（東号作戦）昭１９．５．２０～１９．５．２４
第１航空部隊及７６２海軍航空
隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-60 ７６２航空隊．２航空艦隊作業計画綴　昭１８．１２～１９．１２ 海軍大佐　柴田文三
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-61 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般之部）昭１６．１２
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-62 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般之部）昭１７．１
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-63 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般之部）昭１７．２
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-64 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般の部）昭１７．３
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-65 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般之部）昭１７．４
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-66 第５航空戦隊戦時日誌（作戦及一般之部）昭１７．５
第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-67
第５航空戦隊戦闘詳報　第５号（第１段　第４期作戦に於けるＣ作
戦　コロンボ空襲）

第５航空戦隊司令部　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-68 第２１航空戦隊戦闘概報綴　昭１６～１７
第１空襲部隊司令部等　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-69 覚（第２１航空戦隊）昭１６～１７ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-70 覚（第２１～２６航空戦隊）昭１７．４～ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-71 第２２航空戦隊（作戦命令．飛行哨戒） 永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-72
第２２航空戦隊（作戦命令．飛行哨戒）昭１７．５．３０～１７．１２．１
０

永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-73
第２２航空戦隊（作戦命令．飛行哨戒）昭１７．１２．１２～１８．３．１
４

永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-74 第２２航空戦隊（作戦命令．飛行哨戒）昭１８．３．１５～１８．６．５ 永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-75 第２２航空戦隊（作戦命令．飛行哨戒）昭１８．６．６～１８．９．３ 永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-76 第２２航空戦隊作戦経過　昭１７．６．１２～１８．９．３ 第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-77 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１９．６
第２３航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-78 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１９．７～１９．８
第２３航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-79 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１９．９～１９．１２
第２３航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-80 第２３航空戦隊司令官 -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-81
第２４航空戦隊戦闘詳報（基地航空部隊．第４空襲部隊）昭１７．
５．２０～１７．７．１４

第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-82
第２４航空戦隊戦闘詳報（基地航空部隊．第４空襲部隊）昭１７．
８．１５～１７．９．３０

第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-83
第２４航空戦隊戦闘詳報（基地航空部隊．第４空襲部隊）昭１７．
８．１５～１７．９．３０

第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-84
第２４航空戦隊戦闘詳報（基地航空部隊．第４空襲部隊）昭１７．１
０．１～１７．１０．３１

第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-85
第２４航空戦隊戦闘詳報（基地航空部隊．第４空襲部隊）昭１７．１
１．１～１７．１２．３０

第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-86 第２４航戦命令ＰＸ方面対潜警戒協定　覚　昭１７
第２４航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-87
第２５航空戦隊戦闘概報綴（５ＡＢ戦闘概報　山田定義中将日誌よ
り抜粋）昭１７．６以降

海軍中将　山田定義

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-88 第２５航空戦隊戦時日記　昭１７．３～１７．５ 第２５航空戦隊司令部

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-89 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１７．４～１７．５
第２５航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-90 第２５航空戦隊戦時日記　昭１７．６～１７．７
第２５航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-91
第２５航空戦隊戦闘詳報（Ｒ方面基地航空部隊　第５空襲部隊）昭
１７．４

第２５航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-92
第２５航空戦隊戦闘詳報（第５空襲部隊．ＭＯ作戦．珊瑚海々戦）
昭１７．４～１７．５

第２５航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-93
第２５航戦司令官　山田定義中将日記抜粋　戦闘概報綴　昭１７．
４～１７．５

海軍中将　山田定義

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-94 覚（第２６航空戦隊）昭１７．８以降
海軍大佐　柴田文三　（柴田史
料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-95 覚（第２６航空戦隊作戦）昭１７．８
海軍大佐　柴田文三　（柴田史
料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-96 覚（第２６航空戦隊司令部作戦）昭１７．８～１７．１０
海軍大佐　柴田文三　（柴田史
料）
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-97 覚（第２６航空戦隊参謀）昭１７．４以降
海軍大佐　柴田文三　（柴田史
料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-98 第２７航空戦隊綴　昭１８．９．１～１９．２．２１ 永石正孝　（永石史料）

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-99 覚　第５０航空戦隊参謀（豊橋空）昭１８年度 柴田史料

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-100 第５０航空戦隊関係綴　昭１８年度
第５０航空戦隊司令部　柴田史
料

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-101 第６１航空戦隊戦闘詳報（あ号作戦）昭和１９．５～１９．７ 第６１航空戦隊司令部

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-102
第２１０海軍航空隊派遣飛行機隊戦闘詳報（天１号作戦）昭和２
０．４．１～２０．４．１８

第２１０海軍航空隊派遣飛行機
隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-103
９５１空派遣隊戦闘詳報（南京海軍警備隊．第２警戒隊）昭和１８
～２０

第９５１海軍航空隊　上海派遣
隊　第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-104 覚　第２航空艦隊捷号作戦　昭和１９．８　以降 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-105 覚　第２航空艦隊起案 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-106 覚　第２航空艦隊　昭１９．７～１９．８ 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-107 覚　第２航空艦隊　昭１９．９　以降 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-108 第５航空艦隊の作戦記録　昭２０．２～２０．８ ２復残務処理部　第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-109 第５航空艦隊戦闘経過（天航空部隊）昭２０．２～２０．８ 第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-110_2 大東亜戦争　大艇隊戦史　第５航空艦隊　昭２０年度 飛行隊長（少佐）　日辻常雄

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-111 大東亜戦争　大艇隊戦史　昭２０年度
第５航空艦隊　飛行隊長　日辻
常雄

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-112 覚　１ＡＢ（第１空襲部隊）昭１７． 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-113 第２空襲部隊戦時日誌　昭１９．６ 第２２航空戦隊司令部

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-114 第５空襲部隊戦闘詳報（第４空襲部隊）昭１７～１８
第２５航空戦隊司令部　第２復
員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-115 第６空襲部隊（６ＡＢ）戦闘概報　昭１７．８．２０　以降
第６空襲部隊指揮官　第２復員
局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-116 覚　６ＡＢ（第６空襲部隊）昭１８年度 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-117
攻撃　第２６２飛行隊戦闘詳報　昭２０．３．２７（沖縄島周辺敵機動
部隊黎明攻撃）

攻撃第２６２飛行隊　第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-118 友永大尉の片道攻撃　昭１７．６ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-119 角野大尉隻脚操縦着艦　昭１７．６ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-120 敵地に不時着奇蹟生還記　昭１６．１ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-121
山口多聞司令官．加来止男艦長　戦死報告及び戦死状況　昭１
７．６

飛龍副長　鹿江隆

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-122 第１４期海軍予備学生．米本弥遺稿　いうなかれ　君よ　わかれを よねもとひとし　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-123 第１４期海軍予備学生　米本弥遺稿　いうなかれ　君よ　わかれを よねもとひとし　寄贈

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-124 第３飛行隊関係綴　昭１９ 柴田史料

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-125 南方部隊作戦史料　昭１７ 永石正孝　資料

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-126 田中武克（海軍大尉）戦時日誌 鹿屋空分隊長　田中武克

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-127
南西部隊航空部隊戦闘詳報　第２段作戦　第２期兵力部署に於け
る作戦　昭１８．４．１５～１８．８．１

２３航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-128 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１８．９．１～１８．１１．３０ ２３航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-129 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．５．３１ ２３航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-130
第２３航空戦隊戦時日誌戦闘詳報　濠北航空撃滅戦ビアク島進攻
作戦飛行　第２４戦隊　昭１９．６．１～１９．９．３０

２３航戦司　飛２４戦隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-131 第２３航空戦隊戦時日誌　昭１９．１０．１～２０．５．１８ ２３航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-132
第２４航空戦隊戦闘詳報　第１１号～第１３号　昭和１７．２．１５～
１７．４．９

２４航戦司
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-133
第２４航空戦隊戦闘詳報　第４空襲部隊．第２段第１期作戦基地
航空部隊　昭１７．４．１０～１７．５

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-134 第２４航空戦隊戦闘詳報　昭１７．３．１～１７．６．３０ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-135
第２４航空戦隊戦闘詳報　第２段第２期（前段）作戦基地航空部隊
第４空襲部隊　昭１７．５．２０～１７

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-136
第２４航空戦隊戦闘詳報　第２段第２期（前段）作戦其の１　基地
航空部隊　第４空襲部隊　昭和１７．７

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-137 第２４航空戦隊戦時日誌　昭和１７．７．１～１７．９．３０ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-138
第２４航空戦隊戦闘詳報　第２段第２期（後段）作戦．其の２　マキ
ン方面．戦闘ＣＤ作戦．カ号作戦を含む

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-139
第２４航空戦隊戦闘詳報　第２段第２期（後段）作戦　其の２　マキ
ン方面　戦闘ＣＤ作戦　カ号作戦を含む

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-140 第２４航空戦隊戦時日誌　昭和１７．１０．１～１８．２．２８ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-141 第２４航空戦隊戦時日誌　昭和１８．３．１８～１８．５．３１ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-142
第２４航空戦隊戦闘詳報　昭和１８．５．１２～１８．６．３０　北太平
洋作戦に於ける作戦　第２基地航

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-143
第２４航空戦隊戦闘詳報　北太平洋作戦に於ける作戦　第２基地
航空部隊　第２１空襲部隊　昭和１８．７．

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-144 第２４航空戦隊戦時日誌　昭和１８．６．１～１８．８．３１ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-145
第２１空襲部隊戦闘詳報　北東方面部隊　第１０１邀撃配備に於け
る作戦　ＧＦ第３段作戦に於ける２０２邀撃

２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-146 第２４航空戦隊戦時日誌　昭１８．９．１～１９．２．２０ ２４航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-147 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１７．３．２０～１７．５．３１ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-148 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１７．６．１～１７．７．３１ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-149
基地航空第５空襲部隊戦闘詳報　珊瑚海海戦以降第２段第１期
作戦終了迄の間に於ける戦闘　第２段第２期作戦

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-150
基地航空第５空襲部隊戦闘詳報　ＳＮ．ソ号研究作戦　昭１７．６．
２５～１７．８．６

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-151 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１７．８．１～１７．９．３０ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-152
基地航空第５空襲部隊戦闘詳報　ソロモン海戦　第２次ソロモン海
戦　昭１７．８．７～１７．９．１４

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-153
基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１７．９．１５～１７．１１．
１２

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-154
基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１７．１２．１０～１８．５．
１０

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-155
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１８．５．１１～１８．
６．２０

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-156 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１８．３．１～１８．５．３１ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-157
第２５航空戦隊戦時日誌　第１基地航空部隊第５空襲部隊　昭１
８．６．１～１８．７．１９

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-158 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１８．７．１～１８．８．３１ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-159
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１８．７．２０～１８．
９．３０

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-160 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１８．９．１～１８．１１．３０ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-161
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１８．１０．１～１８．１
０．３１

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-162
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-163
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１８．１２．１～１９．
１．３１

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-164 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．５．５ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-165
第１基地航空部隊第５空襲部隊戦闘詳報　昭１９．２．１～１９．５．
４

２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-166 第２５航空戦隊戦時日誌　昭１９．７．１０～２０．２．１０ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-167 Ｗ１空襲部隊戦闘詳報　昭１９．１１．１５～２０．２．１０ ２５航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-168
第２８航空戦隊戦時日誌戦闘詳報　第３段作戦　昭１８．９．１～１
８．１１．１８

２８航戦司
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-169 第２８航空戦隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．３．３１ ２８航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-170
第２８航空戦隊司令部戦闘詳報戦時日誌　襲１号．第３段「サ」１
号作戦　北濠方面航空進攻作戦準備　昭１８

２８航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-171 第５０航空戦隊戦時日誌　昭１８．１．１５～１８．５．３１ ５０航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-172 第５０航空戦隊戦時日誌　昭１８．６．１～１９．１．１ ５０航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-173 第５１航空戦隊戦時日誌　昭１８．７．１～１９．３．３１ ５１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-174 第５１航空戦隊戦時日誌　昭１９．４．１～１９．１１．１５ ５１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-175
第２基地航空戦隊第３１空襲部隊戦闘詳報　第１０１．３０３邀撃配
備発令Ｎ　空襲部隊Ｐ／ＮＡＢ．Ｐ／５１

５１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-176 第５３航空戦隊戦時日誌　昭２０．５．５～２０．５．３１ ５３航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-177
第６１航空戦隊戦闘詳報戦時日誌　第１２偵察隊　昭１９．５．１５
～１９．１０．３１

６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-178
第６１航空戦隊戦時日誌戦闘詳報　捷号作戦　昭１９．１１．１～１
９．１１．１５

６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-179 第６１航空戦隊戦時日誌　あ号作戦　昭１９．５．１５～１９．７．９ ６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-180
第６１航空戦隊戦闘詳報　附属第１２偵察隊紫雲隊　第４１西空襲
部隊　昭１９．５．１８～１９．８．１

６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-181 第６１航空戦隊戦時日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ ６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-182
第６１航空戦隊戦闘詳報　第１２偵察隊　紫雲隊　昭１９．６．１～１
９．８．１２

６１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-183 第６２航空戦隊戦時日誌　昭１９．２．１～１９．６．１４ ６２航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-184 第７１航空戦隊戦時日誌　昭２０．６．５～２０．６．３０ ７１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-185 第１０１航空戦隊戦時日誌　昭１９．９．１５～２０．１．３１ １０１航戦司

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-186
第１１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　セレター．バトパハ基地　昭
１９．５．１～２０．２．１５

１１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-187 第１３海軍航空隊戦時日誌　昭１９．６．１～２０．３．９ １３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-188 第１８航空隊戦闘詳報　Ｇ作戦　昭１６．１２．１８～１７．１．３１ １８空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-189
第１３１海軍航空隊戦時日誌　昭１９．７．１０～２０．５．２９　攻撃
第５．２５４．２５６飛行隊．

１３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-190
第１３１海軍航空隊戦時日誌　攻撃第３．１０５飛行隊．硫黄島派
遣隊　昭２０．１．１～２０．１．３

１３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-191_2
第１３１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　攻撃第２５６飛行隊　串良
基地に於ける菊水１号作戦　南西諸島方面

１３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-192 第１３２海軍航空隊戦時日誌　昭２０．３．１～２０．４．３０ １３２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-193
第１４１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　偵察第３飛行隊　台湾沖
並に比島沖敵機動部隊索敵　昭１９．３

１４１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-194 第１５３海軍航空隊戦時日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ １５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-195
第１５３海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　ＭＤ書簡．邀撃戦．戦闘
第９０１飛行隊　比島方面来襲敵機動部隊邀撃

１５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-196 第２０１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．４．１～１９．６．３０ ２０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-197
第２０１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　グアム島攻撃邀撃哨戒比
島沖海戦　第２０３．２０５航空隊等

２０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-198 第２０２海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．３．１～１９．７．１０ ２０２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-199
第２０３海軍航空隊戦時日誌　戦闘第３０３．３１２飛行隊　昭１９．
２．１～２０．３．３１

２０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-200 第２０４海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．３．１４ ２０４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-201 第２０５海軍航空隊戦時日誌　昭２０．２．５～２０．３．３１ ２０５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-202
第２０５海軍航空隊戦闘詳報　天１号作戦　沖縄敵機動部隊攻
撃．沖縄方面敵艦船特別攻撃銀河直掩

２０５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-203
第２２１海軍航空隊戦時日誌　鹿児島新竹派遣隊　昭１９．１．１５
～１９．９．３１

２２１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-204 第２５１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．３．３１ ２５１空
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-205
第２５２海軍航空隊戦時日誌　戦闘第３０２．３１６．３０４．３１５．３
１６．３１７．３１３飛行隊

２５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-206
第２５３海軍航空隊戦時日誌　トラック竹島本隊．２５４海軍航空隊
昭１８．５．１～１９．５．３１

２５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-207
第２５４海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　香港．台湾．比島．７基地
派遣隊．台湾方面作戦　昭１９．１．１４

２５４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-208
第２５６海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　海上交通保護　上海地区
防空施設攻撃撃破　昭１９．２．１～

２５６空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-209
第２５６海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　台湾方面作戦．海上交通
保護　上海地区防空施設攻撃撃破　昭１９

２５６空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-210
第２６１海軍航空隊戦時日誌　第２６３海軍航空隊　昭１８．１２．１
～１９．５．３１

２６１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-211 第２６３海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．４．３０ ２６３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-212 第２６５海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１１．１５～１９．６．３０ ２６５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-213 第２６５海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．５．１～１９．６．３０ ２６５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-214
第２８１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　館山．武蔵派遣隊．上空
対潜哨戒　昭１８．９．１～１９．２

２８１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-215
第３０１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　第３２２海軍航空隊．第２
１０海軍航空隊　徳島派遣隊等

３０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-216
第３０２海軍航空隊戦時日誌空襲部隊　木更津．八丈島派遣隊
雷電部隊　昭１９．３．１～２０．５

３０２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-217 第３２１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１０．１～１９．２．２９ ３２１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-218
第３３１海軍航空隊戦時日誌　ワイゼップ基地派遣隊　第３３２海
軍航空隊．鳴尾派遣隊　昭１９．１．１

３３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-219 第３４１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１１．１５～１９．８．３１ ３４１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-220
第３４３海軍航空隊戦時日誌　戦闘第３０１．４０７．７０１飛行隊
偵察第４飛行隊　第３４５海軍航空隊

３４３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-221
第３５２海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　在支米空軍　Ｂ２９偵察来
襲に対する邀撃哨戒　昭１９．８．１～

３５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-222 第３６１海軍航空隊戦時日誌　昭１９．３．１５～１９．７．１０ ３６１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-223 第３８１海軍航空隊戦時日誌　昭１９．１．１～１９．３．３１ ３８１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-224
第４５２海軍航空隊戦時日誌　第４５３海軍航空隊　昭１８．１２．１
～１９．２．２９

４５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-225 第４５３海軍航空隊戦時日誌　昭１９．３．３１～１９．１０．３１ ４５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-226 第５０１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．７．１０ ５０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-227
第５０２海軍航空隊戦時日誌　攻撃第１０２．１０３飛行隊　昭１９．
１．１～１９．８．３１

５０２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-228 第５０３海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１０．１～１９．３．３１ ５０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-229
第５２１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１１．１～１９．５．３１　第５２
２．５２３海軍航空隊

５２１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-230
第５２３海軍航空隊戦闘詳報　サイパンテニアン派遣隊パラオ沖
海戦東号作戦第５２２．６０１海軍航空隊

５２３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-231
第５２４海軍航空隊戦時日誌　攻撃４０５飛行隊　昭１９．３．１５～
１９．１１．１０

５２４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-232
第５３１海軍航空隊戦時日誌　館山．擂鉢．片岡派遣隊　昭１８．
７．１～１９．２．２０

５３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-233 第５４１海軍航空隊戦時日誌　昭１９．３．１５～１９．７．９ ５４１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-234 第５５１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．７．１０ ５５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-235
第５５２海軍航空隊戦時日誌　ウオッゼ残留隊．第５５３海軍航空
隊　武蔵．松輪派遣隊　昭１９．１．１

５５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-236 第５８２海軍航空隊戦時日誌　昭１８．９．１～１９．３．１６ ５８２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-237_2
第６０１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　瑞鶴．岩国派遣隊　あ号
作戦　攻撃第１．１６１．２６２．２５４

６０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-238 第６５２海軍航空隊戦時日誌　昭１９．３．１０～１９．６．３０ ６５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-239 第６３１海軍航空隊戦時日誌　昭２０．３．１～２０．４．３０ ６３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-240 第６３４海軍航空隊戦時日誌　昭１９．５．１～１９．９．３０ ６３４空
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-241
第６５２海軍航空隊戦闘詳報　敵機動部隊攻撃　昭１９．６．１８～
１９．６．２１

６５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-242
第６５３海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　捷号作戦．比島沖海戦．
台湾沖航空戦．戦闘

６５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-243
第７０１海軍航空隊戦時日誌　第１幌筵基地　昭１９．９．０１～２
０．１．３１

７０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-244
第７０１海軍航空隊戦時日誌　第２４神風特別攻撃隊経過概要
攻撃第１０３飛行隊列島線東方洋上機動部隊

７０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-245 第７０５海軍航空隊戦時日誌　昭１８．９．１～１９．９．３０ ７０５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-246 第７０６海軍航空隊戦時日誌　昭２０．３．５～２０．５．３１ ７０６空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-247
第７２２海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　第７２２部隊（２５２空）菊
水５．６．７号作戦　陸軍第１０次総攻撃

７２２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-248
第７３２海軍航空隊戦時日誌　渾作戦．あ号作戦　昭１９．５．２７
～１９．７．１０

７３２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-249 第７３２海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１０．１～１９．７．１０ ７３２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-250 第７５１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１１．１～１９．７．１０ ７５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-251
第７５２海軍航空隊戦時日誌　館山．香取派遣隊　攻撃第２５６．４
０１．４０６飛行隊．攻撃第７０３．７０２．７０４飛行隊　偵察第１２飛
行隊

７５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-252
第７５２海軍航空隊戦闘詳報　サイパン島飛行場夜間攻撃．敵機
動部隊夜間索敵雷撃戦攻撃　７０２飛行隊等

７５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-253 第７５３海軍航空隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．７．２４ ７５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-254 第７６１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．８．１～１９．４．３０ ７６１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-255 第７６１海軍航空隊戦闘詳報　モロタイ島攻撃 ７６１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-256
第７６２海軍航空隊戦闘詳報　東号作戦　昭１９．５．２０～１９．５．
２４

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-257
第７６２海軍航空隊戦闘詳報　攻撃７０３．７０８飛行隊　比島沖航
空戦　台湾沖敵機動部隊夜間雷撃

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-258
第７６２海軍航空隊戦時日誌　Ｔ攻撃部隊．攻撃２６２．５０１．７０
３．７０８飛行隊戦闘７０１飛行隊

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-259
第７６２海軍航空隊戦闘詳報　攻撃４０６．７０８飛行隊　台湾沖敵
機動部隊　夜間雷撃戦　Ｑ哨区哨戒偵察　偵察第１１飛行隊　ラモ
ン東北方面東方海面　ラモン湾　マニラ　太平洋方面索敵　昭和１

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-260
第７６２海軍航空隊戦時日誌　鹿屋．美保派遣隊　偵察第１１飛行
隊　昭１９．１１．１～２０．６．３０

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-261
第７６２海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　攻撃４０６飛行隊　第２次
丹作戦　ウルシー在泊敵航母特攻攻撃

７６２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-262
第７６５海軍航空隊戦時日誌　攻撃１０２．４０１．７０２飛行隊　昭
和２０．２．１～２０．３．３１

７６５空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-263
第８０１海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　登作戦　美保派遣隊　偵
察７０７飛行隊　昭１８．９．１～２０．

８０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-264
第８０１海軍航空隊戦闘詳報　天１号作戦　攻撃７０３飛行隊　偵
察第３１．７０３．７０２飛行隊　硫黄島．

８０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-265
第８０１海軍航空隊戦闘詳報　飛行艇隊　天１号作戦　昭２０．３．
２６～２０．４．２４

８０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-266 第８０２海軍航空隊戦時日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ ８０２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-267 第８５１海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．９．２０ ８５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-268
第８５１海軍航空隊戦闘詳報　搭乗員名簿　昭１９．４．１～１９．
９．１５

８５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-269
第８５１海軍航空隊戦闘詳報　搭乗員名簿　昭１９．４．１～１９．
９．２０

８５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-270 第８５１海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．７．１～１９．７．３１ ８５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-271
第９０１海軍航空隊戦時日誌　大村．館山．ミリ．小禄．高雄．馬
公．淡水．三亜．龍華派遣隊　昭１９．８

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-272
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．９．１～１９．１０．３１　ミリ派
遣隊

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-273
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　館山派遣隊　昭１９．９．１～１９．１
０．３１

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-274 第９０１海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．９．１～１９．１０．９ ９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-275
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　大村派遣隊　対潜哨戒に於ける戦
闘　昭１９．１２．１～１９．１２．３１

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-276
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　大村．博多．美里．マニラ．小禄．淡
水．ミリ．硫黄島派遣隊．ダバオ進出隊

９０１空
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-277
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　小禄．大村．高雄．鎮海派遣隊　第
１次南号作戦　昭１９．１０．１～２０．

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-278
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　三亜派遣隊　昭２０．１．５～２０．
１．１６

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-279
第９０１海軍航空隊戦闘詳報　捷号作戦９７式飛行艇　夜間索敵
淡水派遣隊　昭１９．１０．１０～２０．１．３０

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-280
第９０１海軍航空隊戦時日誌　博多派遣隊　昭２０．３．２６～２０．
５．１４

９０１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-281
第９０２海軍航空隊戦時日誌　サイパン．パラオ派遣隊　昭１８．１
２．１～１９．１２．３１

９０２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-282
第９０３海軍航空隊戦闘詳報　浜島派遣隊　昭１９．１２．１～１９．
１２．３１

９０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-283
第９０３海軍航空隊戦時日誌　稚内．松島基地．浜島基地．厚岸
基地．千歳．串本．大湊派遣隊　昭１９．１２

９０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-284
第９０３海軍航空隊戦闘詳報　米艦上機邀撃戦．浜島．串本．松
島基地派遣隊．Ｓ２１作戦　昭２０．１

９０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-285
第９０３海軍航空隊戦時日誌　厚岸基地派遣隊　昭和２０．７．１～
２０．７．３１

９０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-286
第９０３海軍航空隊戦時日誌　稚内．大泊．山田湾基地派遣隊
昭和２０．６．１～２０．７．３１

９０３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-287 第９３１海軍航空隊戦時日誌　昭和１９．２．１～２０．３．３１ ９３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-288
第９３１海軍航空隊戦闘詳報　天１作戦．菊水６号作戦　昭２０．
４．２２～２０．５．９

９３１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-289 第９３２海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１．１～１９．９．３０ ９３２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-290 第９３３海軍航空隊戦時日誌　昭１９．９．１～１９．１１．３０ ９３３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-291 第９３４海軍航空隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ ９３４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-292
第９３４海軍航空隊戦闘詳報　航空作戦　昭１９．８．１～１９．９．３
０

９３４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-293 第９３６海軍航空隊戦時日誌　昭１９．４．１～１９．６．３０ ９３６空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-294
第９３６海軍航空隊戦闘詳報　馬公．小禄．三亜．大村派遣隊　第
９３．９０１．９５１海軍航空隊　昭１９

９３６空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-295 第９３８海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．２．２９ ９３８空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-296
第９５１海軍航空隊戦時日誌　小禄．上海．鎮海派遣隊　昭１９．１
２．１５～２０．２．２８

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-297
第９５１海軍航空隊戦闘詳報　上海．青島．舟山島．古仁屋．小
禄．大村派遣隊　Ｓ２号作戦　昭１９．１２

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-298
第９５１海軍航空隊戦闘詳報　上海．青島．舟山島派遣隊　Ｓ作戦
昭１９．１２．２２～２０．１．３１

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-299
第９５１海軍航空隊戦闘詳報　富江派遣隊　昭２０．３．１～２０．
３．３１

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-300
第９５１海軍航空隊戦闘詳報　上海．青島．舟山島派遣隊　昭２
０．３．１～２０．３．３１

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-301
第９５１海軍航空隊戦闘詳報　上海．青島．舟山島派遣隊　昭２
０．５．１～２０．５．１４

９５１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-302
第９５２海軍航空隊戦時日誌　イミエジ分遣隊　昭１８．８．１～１
８．９．３０

９５２空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-303
第９５３海軍航空隊戦時日誌　バスコ基地．淡水派遣隊　昭１９．
６．１～１９．１２．３１

９５３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-304
第９５４海軍航空隊戦闘詳報　比島作戦．ダバオ派遣隊　昭１８．
１．１～１８．５．３１

９５４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-305
第９５４海軍航空隊戦闘詳報　比島作戦．ダバオ派遣隊　昭１８．
６．１～１８．１１．３０

９５４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-306 第９５４海軍航空隊戦時日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ ９５４空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-307
第１００１海軍航空隊戦時日誌　松島基地　木更津派遣隊　等　昭
和１８．７．１～２０．６．３０

１００１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-308 第１０２１海軍航空隊戦時日誌　昭和１９．１．１．～１９．２．２９ １０２１空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-309 第１０２３海軍航空隊戦時日誌　昭和１９．１０．１．～２０．３．４ １０２３空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-310
大井海軍航空隊戦闘詳報　９０式陸上機上作業練習機遭難概況
昭１７．６．１～１８．１０．３０

大井空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-311
大湊海軍航空隊戦闘詳報　航空関係功績調査資料　昭１７．７．１
～１８．１１．３０

大湊空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-312 大湊海軍航空隊戦時日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 大湊空
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-313 大湊海軍航空隊　昭１８．６．１～１８．８．３１ 大湊空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-314
大村海軍航空隊戦闘詳報　在支米空軍邀撃戦　諫早分遣隊　昭
１９．１１．２１～２０．１．６

大村空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-315
北浦海軍航空隊戦闘詳報　神風特別攻撃隊魁隊　昭２０．４．２９
～２０．５．１２

北浦空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-316
九州海軍航空隊戦時日誌　種子島分遣隊．宮崎基地来襲　敵艦
上機攻撃．鹿児島派遣隊　昭１９．１１．１～

九州空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-317 串本海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．１２．１～１８．５．１２ 串本空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-318
高知海軍航空隊戦闘詳報　菊水１０号作戦　昭２０．６．２１～２０．
６．２２

高知空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-319
濠北海軍航空隊戦時日誌　アンボン．メナド．マカッサル分遣隊
ライカン基地派遣隊　昭１９．９．２３～

濠北空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-320 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１６．１２．８～１７．１．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-321 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．２．１～１７．３．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-322 佐伯海軍航空隊戦時日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-323 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．４．１～１７．４．３０ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-324 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．５．１～１７．６．３０ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-325 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．７．１～１７．７．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-326 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．８．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-327 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．９．１～１７．９．３０ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-328
佐伯海軍航空隊戦闘詳報　三澤派遣隊　昭１７．１０．２～１７．１
０．３１

佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-329
佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．１１．１～１７．１１．３０　三澤派
遣隊

佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-330 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１７．１２．１～１２．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-331 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．１．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-332 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．３．１～１８．８．３１ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-333 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．４．１～１８．６．３０ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-334 佐伯海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．８．３０～１８．１１．３０ 佐伯空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-335
佐世保海軍航空隊戦闘詳報　対潜攻撃．沖縄．古仁屋派遣隊　三
亜上空に於ける空中戦闘　昭１８．５．３１

佐世保空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-336 鈴鹿海軍航空隊戦闘詳報　昭和１７．１１．２９～１８．９．３０ 鈴鹿空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-337
台湾海軍航空隊戦闘詳報　新竹攻撃部隊　天１号橘．桜作戦　高
雄派遣隊　昭２０．４．１７～２０．５．１５

台湾空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-338
台湾海軍航空隊戦闘詳報　台南派遣隊　昭２０．５．１～２０．５．３
１

台湾空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-339
詫間海軍航空隊戦闘詳報　天１号作戦　第３次丹作戦　水偵特攻
隊　昭２０．４．２５～２０．５．２８

詫間空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-340 垂水海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　昭２０．７．１～２０．８．５ 垂水空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-341 中支海軍航空隊戦時日誌　昭２０．３．１～２０．４．３０ 中支空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-342
筑波海軍航空隊戦闘詳報　敵機動部隊飛行機邀撃戦．南西諸島
作戦　昭１９．１１．５～２０．６．１０

筑波空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-343
父島海軍航空隊戦闘詳報　父島西方海面に於ける戦闘　昭１６．
１２．１０～１８．８．１４

父島空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-344 青島海軍航空隊戦闘詳報　昭２０．２．１９～２０．５．１０ 青島空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-345
鎮海海軍航空隊戦闘詳報　群山沖．済州島対潜攻撃　昭１８．１
０．１８～１８．１１．６

鎮海空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-346
徳島海軍航空隊戦闘詳報　白菊特別攻撃隊（第１次～第５次）昭
１８．５．２４～２０．６．２４

徳島空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-347
豊橋海軍航空隊戦闘詳報　対潜哨戒並に攻撃　昭１８．６．１７～
１８．７．３１

豊橋空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-348
豊橋海軍航空隊戦闘詳報　横須賀海軍航空隊硫黄島派遣艦攻
隊．第１航艦作戦輸送協力　昭和１８．９．１～２０．２．１５

豊橋空
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-349
虎尾海軍航空隊戦闘詳報　台中分遣隊　昭１９．１０．１２～２０．
１．２１

虎尾空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-350
南西諸島海軍航空隊戦時日誌　昭１９．７．１０～２０．５．３１　石
垣島．南大東島．喜界島派遣隊

南西空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-351
南方諸島海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　昭１９．７．１０～１９．１
１．１０

南方空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-352
南比海軍航空隊戦時日誌　ザンボアンガ．ヴァレンシア．デゴス分
遣隊　昭１９．１１．１５～２０．１．３１

南菲空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-353
南台海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報　虎尾．大林．高雄　派遣隊
昭２０．６．１５～２０．６．２１

南台空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-354
東印海軍航空隊戦時日誌　ワインガップ．スンバワ．タラカン．バ
ンジェルマシン．マカッサル．シッサポマラ

東印空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-355 東カロリン海軍航空隊戦時日誌　昭１９．７．１０～２０．１．３１ 東カロリン空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-356
福山海軍航空隊戦闘詳報　第１２航空戦隊二座水偵隊　沖縄周
辺．艦船攻撃　昭２０．６．１７～２０．６．２７

福山空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-357
北東海軍航空隊戦闘詳報　第１占守基地対潜哨戒恒春基地．馬
来海軍航空隊　偵察第３飛行隊等

北東空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-358
舞鶴海軍航空隊戦闘詳報　串本基地．旅順基地　昭１７．５．２２
～１８．７．８

舞鶴空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-359
八幡隊海軍航空隊戦闘詳報　沖縄周辺戦艦及支援艦艇　特別攻
撃．対機動部隊欺瞞作戦　昭２０．４．６～２０．５．１１

八幡空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-360
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　南鳥島派遣隊　昭１７．４．１８～１
８．１１．３０

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-361
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　南鳥島派遣隊　昭１８．９．２～１８．
１１．２

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-362
横須賀海軍航空隊戦時日誌　相模野分遣隊　昭１７．４．１～１７．
４．２０

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-363
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　木更津派遣隊東号作戦　昭１９．
２．２３～１９．３．６

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-364
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　硫黄島派遣陸攻隊．サイパン夜間
爆撃周辺敵艦隊．夜間雷撃硫黄島附近等

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-365
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　藤枝派遣隊　比島台湾間作戦輸送
昭２０．１．８～２０．４．３０

横須賀空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-366
高知海軍航空隊戦時日誌　第５海軍燃料廠．第２相模野　山陰．
大津．九州．西宮．三重．神町．松島．豊橋

高知空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-367
徳島海軍航空隊戦時日誌　博多．筑波．高野山．横須賀．谷田
部．第９０１海軍航空隊　第８５１飛行隊

徳島空

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-368 横須賀海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．３．２３～１８．６．３１ 横須賀室

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-369
横須賀海軍航空隊戦闘詳報　南鳥島派遣隊　昭１８．７．１～１８．
８．３１

横須賀室

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-370
戦闘第３０９飛行隊戦闘詳報　スラバヤ基地に於ける敵潜攻撃
第２５３飛行隊．敵機動部隊

戦３０９飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-371
戦闘第８５１飛行隊（月光隊）戦闘詳報　高雄基地に於ける夜間邀
撃並攻撃．第１次桜作戦に於ける敵機動部隊夜間触接並戦果確
認　昭１９．１０．１～２０．４．２８

戦８５１飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-372
戦闘第３０６飛行隊戦闘詳報　戦闘３０７飛行隊．南九州邀撃．神
雷作戦．偵察第２飛行隊．台湾、比島東方海面索敵．攻撃７０８．
４０１．７０２飛行隊．台湾沖．リンガエン附近．沖縄周辺戦闘．第１

戦３０６．３０７飛行隊偵察２飛行
隊　攻撃７０８．４０１．７０２飛行
隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-373
攻撃第５飛行隊戦闘詳報　捷１号作戦．比島沖航空戦　昭１９．１
０．２２～１９．１０．２９

攻５飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-374 攻撃第１０２飛行隊戦時日誌　昭２０．４．１～２０．４．３０ 攻１０２飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-375
攻撃第１０２　１０３飛行隊戦闘詳報　比島方面航空戦　昭１９．１
０．２２～１９．１１．１５

攻１０２　１０３飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-376
攻撃第７０２飛行隊戦時日誌　攻撃第５．１０２．１０３．１０５．２５
１．２５２．２５６　昭和１９．９．１８～２０．２．２８

攻撃第７０２飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-377
攻撃特第７０１飛行隊戦時日誌戦闘詳報　沖縄周辺敵艦船夜間
雷撃．台湾東海方面敵機動部隊索敵攻撃等

攻特７０１飛行

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-378
攻撃第７０２飛行隊戦時日誌戦闘詳報　美幌基地に於ける哨戒
昭１９．９．１８～１９．９．３０

攻７０２飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-379
攻撃第７０３飛行隊戦闘詳報　タクロバン飛行場夜間攻撃．ルソン
島ラモン湾東方海面敵機動部隊夜間雷撃．対潜哨戒　昭和19．１
１．１３～２０．１．２８

攻撃第７０３飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-380
偵察第３飛行隊戦時日誌　木更津基地．国分派遣隊　昭１９．１
２．１～２０．３．１９

偵察３飛行隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-381
第５航空基地隊戦時日誌戦闘詳報　菊水５号作戦　８０１空　昭２
０．３～２０．５

５空基

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-382 第３０航空基地戦時日誌　昭１８．４．１～１８．４．３０ ３０空基

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-383 第４１航空基地隊戦時日誌　昭１８．１２．１～１９．４．３０ ４１空基

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-384
第１０１航空基地隊戦時日誌戦闘詳報　昭１８．１２．１～１９．３．１
０　トラック邀撃戦

１０１空基
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⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-385 第１０２海軍航空基地隊戦時日誌　昭１９．２．１～１９．９．３０ １０２空基

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-386 第１０４航空基地隊戦時日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ １０４空基

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-387 第５１海軍航空廠戦時日誌　昭２０．５．１～２０．５．３１ ５１空廠

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-388 南西方面海軍航空廠戦時日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ 南西空廠

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-389 第１南遣艦隊附属水上機隊戦闘詳報　昭２０．２．１～２０．３．３１ １南遣水上機隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-390
第２南遣艦隊附属水上機隊戦闘詳報　スラバヤ北方対潜攻撃．
海面戦闘．瓜哇東方海面対潜攻撃．スンダ　ジャヴァ海対潜攻撃
昭和１９．１０．８～２０．５．２

２南遣水上機隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-391 瑞鶴派遣飛行機隊戦闘詳報　昭１８．１２．６～１９．１．３１ 瑞鶴派遣飛行機隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-392 瑞鶴派遣飛行機隊戦闘詳報　昭１８．１２．４～１９．１．３１ 瑞鶴派遣飛行機隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-393
大東亜戦争戦時日誌戦闘詳報　芙蓉部隊ほか　自昭２０年４月至
２０年５月

芙蓉部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-394
出水部隊陸攻隊戦時日誌戦闘詳報　沖縄周辺敵艦船夜間雷撃戦
沖縄北飛行場夜間爆撃　昭２０．４．１～

出水部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-395
第３航空艦隊国分部隊戦闘詳報　節号Ｂ作戦船団上空警戒　昭１
９．９．２３～２０．４．３０

国分部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-396
第１連合基地航空部隊戦闘詳報　零戦隊　昭１９．１１．１１～１９．
１１．３０

１連基航空部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-397 内堀部隊戦時日誌　昭１６．１２．１～１７．１．３１ 内堀部隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-398 第２５２海軍航空隊戦闘詳報　昭１８．１０．６～２０．７．１０ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-399 第７６２海軍航空隊戦闘詳報　昭２０．２．１４～２０．４．１１ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-400 第８０１海軍航空隊戦闘詳報　昭１９．１０．１０～２０．１．３１ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-401 幻の天候偵察機（第１報）昭１９年９月 -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-403 戦闘詳報（あ号作戦）第７６１航空隊．第６１駆逐隊．第５１潜水隊 -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-404 戦時日誌　昭和１８年度　第７５５空通信科 第７５５空通信科

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-405 芙蓉部隊戦闘経過 -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-406 戦史資料　鈴鹿海軍航空隊　昭和２０．８．１～２０．９．１５ -

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-407
第１３期飛行学生（予備）教育参考資料　海軍航空機塔乗員勤務
提要案　昭和１９年４月

宇佐海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-408 戦闘概報航戦航空隊（航空隊戦歴表）昭和１６～１９ 第２復員局

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-409 航空日誌　自昭和１８．８～至１８．１０ ７７５海軍航空隊

⑤航空部隊-戦闘詳報・戦時日誌-410
第７６５海軍航空隊戦闘詳報　自．昭和２０．３．９　至．昭和２０．
６．８

-

⑤航空部隊-行動調書-1 鳳翔飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．６ 鳳翔

⑤航空部隊-行動調書-2 翔鶴飛行機隊戦闘行動調書　昭和１６．１２～１８．１１ 翔鶴

⑤航空部隊-行動調書-3 瑞鶴飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１８．４ 瑞鶴

⑤航空部隊-行動調書-4 瑞鶴飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１９．１ 瑞鶴

⑤航空部隊-行動調書-5 蒼龍飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．４ 蒼龍

⑤航空部隊-行動調書-6 飛龍飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．４ 飛龍

⑤航空部隊-行動調書-7 赤城飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．６ 赤城

⑤航空部隊-行動調書-8 瑞鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．３ 瑞鳳

⑤航空部隊-行動調書-9 瑞鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．１２ 瑞鳳

⑤航空部隊-行動調書-10 瑞鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１～１８．６ 瑞鳳

⑤航空部隊-行動調書-11 瑞鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７～１９．２ 瑞鳳
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⑤航空部隊-行動調書-12 龍鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７～１８．８ 龍鳳

⑤航空部隊-行動調書-13 龍鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ 龍鳳

⑤航空部隊-行動調書-14 瑞穂飛行機隊戦闘行動調査　昭１６．１２～１７．１ 瑞穂

⑤航空部隊-行動調書-15 瑞穂飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．３ 瑞穂

⑤航空部隊-行動調書-16 隼鷹飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１８．１ 隼鷹

⑤航空部隊-行動調書-17 隼鷹飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．８ 隼鷹

⑤航空部隊-行動調書-18 隼鷹飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ 隼鷹

⑤航空部隊-行動調書-19 飛鷹飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０～１８．４ 飛鷹

⑤航空部隊-行動調書-20 飛鷹飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ 飛鷹

⑤航空部隊-行動調書-21 加賀飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．６ 加賀

⑤航空部隊-行動調書-22 龍驤飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．８ 龍驤

⑤航空部隊-行動調書-23 祥鳳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．５ 祥鳳

⑤航空部隊-行動調書-24 矢矧飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６ 矢矧

⑤航空部隊-行動調書-25 大和・武蔵飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２ 大和・武蔵

⑤航空部隊-行動調書-26 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．１ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-27 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．３ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-28 千歳飛行機隊戦闘行動調書 千歳

⑤航空部隊-行動調書-29 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-30 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９～１７．１０ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-31 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１７．１２ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-32 千歳飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６ 千歳

⑤航空部隊-行動調書-33 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．５～１５．６ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-34 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．１２～１６．３ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-35 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．２ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-36 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．７ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-37 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１１ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-38 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．２ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-39 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３～１７．４ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-40 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５～１７．９ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-41 高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１０ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-42 第２高雄空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．９～１９．１０ 高雄空

⑤航空部隊-行動調書-43 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-44 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-45 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-46 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-47 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．５ 千歳空
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⑤航空部隊-行動調書-48 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-49 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．７ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-50 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-51 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-52 千歳空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０ 千歳空

⑤航空部隊-行動調書-53 東港空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．２ 東港空

⑤航空部隊-行動調書-54 東港空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３～１７．４ 東港空

⑤航空部隊-行動調書-55 東港空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５～１７．７ 東港空

⑤航空部隊-行動調書-56 東港空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ 東港空

⑤航空部隊-行動調書-57 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．１ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-58 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．３ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-59 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．５ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-60 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．７ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-61 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．９ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-62 台南空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０ 台南空

⑤航空部隊-行動調書-63 串本空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．８ 串本空

⑤航空部隊-行動調書-64 串本空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．９～１９．１０ 串本空

⑤航空部隊-行動調書-65 串本空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１１ 串本空

⑤航空部隊-行動調書-66 串本空　派遣隊戦闘行動調書　Ｓ．１９．６～１９．１０ 串本空

⑤航空部隊-行動調書-67 木更津空　飛行機隊戦闘行動調書　Ｓ．１６．１２～１７．５ 木更津空

⑤航空部隊-行動調書-68 木更津空　飛行機隊戦闘行動調書　Ｓ．１７．６～１７．１０ 木更津空

⑤航空部隊-行動調書-69 横浜空　飛行機隊戦闘行動調書　Ｓ．１６．１２～１７．１ 横浜空

⑤航空部隊-行動調書-70 横浜空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２ 横浜空

⑤航空部隊-行動調書-71 横浜空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３ 横浜空

⑤航空部隊-行動調書-72 横浜空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．５ 横浜空

⑤航空部隊-行動調書-73 横浜空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．８ 横浜空

⑤航空部隊-行動調書-74 横須賀空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．７ 横須賀空

⑤航空部隊-行動調書-75 横須賀空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～１９．８ 横須賀空

⑤航空部隊-行動調書-76 横須賀空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ 横須賀空

⑤航空部隊-行動調書-77
横須賀空　飛行機隊派遣隊戦闘行動調書（硫黄島）昭１９．６～１
９．７

横須賀空

⑤航空部隊-行動調書-78 三沢空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．６ 三沢空

⑤航空部隊-行動調書-79 三沢空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．７～１７．１０ 三沢空

⑤航空部隊-行動調書-80 青島空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．７ 青島空

⑤航空部隊-行動調書-81 青島空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．９ 青島空

⑤航空部隊-行動調書-82
青島空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．８～１５．１２（第３遣支司
令部）

第３遣支司令部

⑤航空部隊-行動調書-83 元山空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．３～１６．８ 元山空
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⑤航空部隊-行動調書-84 元山空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．５ 元山空

⑤航空部隊-行動調書-85 元山空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．１０ 元山空

⑤航空部隊-行動調書-86 鹿屋空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．２ 鹿屋空

⑤航空部隊-行動調書-87 鹿屋空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３～１７．５ 鹿屋空

⑤航空部隊-行動調書-88 鹿屋空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．７ 鹿屋空

⑤航空部隊-行動調書-89 鹿屋空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．９ 鹿屋空

⑤航空部隊-行動調書-90 美幌空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．３ 美幌空

⑤航空部隊-行動調書-91 美幌空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．１０ 美幌空

⑤航空部隊-行動調書-92 徳島空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．１０ 美幌空

⑤航空部隊-行動調書-93 東カロリン空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７～２０．３ 東カロリン空

⑤航空部隊-行動調書-94 北東空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１１～２０．３ 北東空

⑤航空部隊-行動調書-95 関東空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．６ 関東空

⑤航空部隊-行動調書-96 佐世保空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．１１ 佐世保空

⑤航空部隊-行動調書-97 筑波空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．４ 筑波空

⑤航空部隊-行動調書-98 詫間空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．５ 詫間空

⑤航空部隊-行動調書-99 南方諸島空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１１ 南方諸島空

⑤航空部隊-行動調書-100 中支空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．５ 中支空

⑤航空部隊-行動調書-101 谷田部空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．５ 谷田部空

⑤航空部隊-行動調書-102 鎮海空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１２ 鎮海空

⑤航空部隊-行動調書-103 １空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．２ １空

⑤航空部隊-行動調書-104 １空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３～１７．５ １空

⑤航空部隊-行動調書-105 １空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．７ １空

⑤航空部隊-行動調書-106 １空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．９ １空

⑤航空部隊-行動調書-107 １空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０ １空

⑤航空部隊-行動調書-108 ２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ２空

⑤航空部隊-行動調書-109 ３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２ ３空

⑤航空部隊-行動調書-110 ３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１ ３空

⑤航空部隊-行動調書-111 ３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．３ ３空

⑤航空部隊-行動調書-112 ３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．７ ３空

⑤航空部隊-行動調書-113 ３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ３空

⑤航空部隊-行動調書-114 ４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．４ ４空

⑤航空部隊-行動調書-115 ４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５～１７．７ ４空

⑤航空部隊-行動調書-116 ４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ４空

⑤航空部隊-行動調書-117 ５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ５空

⑤航空部隊-行動調書-118 ６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．１０ ６空

⑤航空部隊-行動調書-119 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．５ １２空
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⑤航空部隊-行動調書-120 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．６ １２空

⑤航空部隊-行動調書-121 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．７～１５．１０ １２空

⑤航空部隊-行動調書-122 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．８ １２空

⑤航空部隊-行動調書-123 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１ １２空

⑤航空部隊-行動調書-124 １２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．３～１６．６ １２空

⑤航空部隊-行動調書-125 １３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１１ １３空

⑤航空部隊-行動調書-126 １３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１２～２０．２ １３空

⑤航空部隊-行動調書-127 １４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．４～１７．６ １４空

⑤航空部隊-行動調書-128 １４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．７～１７．８ １４空

⑤航空部隊-行動調書-129 １４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９～１７．１０ １４空

⑤航空部隊-行動調書-130 １５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１５．５～１５．１２ １５空

⑤航空部隊-行動調書-131 １６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．２ １６空

⑤航空部隊-行動調書-132 １７空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．１ １７空

⑤航空部隊-行動調書-133 １７空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．３ １７空

⑤航空部隊-行動調書-134 １８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１６．１２～１７．１ １８空

⑤航空部隊-行動調書-135 １９空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．１０ １９空

⑤航空部隊-行動調書-136 ２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．８ ２１空

⑤航空部隊-行動調書-137 ２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９～１７．１０ ２１空

⑤航空部隊-行動調書-139 ３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．４ ３１空

⑤航空部隊-行動調書-140 ３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５～１７．７ ３１空

⑤航空部隊-行動調書-141 ３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ３１空

⑤航空部隊-行動調書-142 ３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．４ ３２空

⑤航空部隊-行動調書-143 ３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５～１７．６ ３２空

⑤航空部隊-行動調書-144 ３３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．２～１７．８ ３３空

⑤航空部隊-行動調書-145 ３３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．９～１７．１０ ３３空

⑤航空部隊-行動調書-146 ３５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．５ ３５空

⑤航空部隊-行動調書-147 ３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．６～１７．１０ ３６空

⑤航空部隊-行動調書-148 ４０空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．３～１７．７ ４０空

⑤航空部隊-行動調書-149 ４０空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．８～１７．１０ ４０空

⑤航空部隊-行動調書-150 １２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２ １２１空

⑤航空部隊-行動調書-151 １３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７～１９．９ １３１空

⑤航空部隊-行動調書-152 １３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７～１９．９ １３１空

⑤航空部隊-行動調書-153 １３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．３ １３２空

⑤航空部隊-行動調書-154 １４１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０ １４１空

⑤航空部隊-行動調書-155 １５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．７ １５１空

⑤航空部隊-行動調書-156 １５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８ １５１空
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⑤航空部隊-行動調書-157 １５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．６ １５３空

⑤航空部隊-行動調書-158 １５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～１９．９ １５３空

⑤航空部隊-行動調書-159 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１２～１８．１ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-160 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．３ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-161 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．９ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-162 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-163 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１８．１２ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-164 ２０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．９ ２０１空

⑤航空部隊-行動調書-165 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．２ ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-166 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３～１８．４ ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-167 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５ ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-168 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．１０ ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-169 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．７（Ｋ６０３） ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-171 ２０２空　飛行機隊戦闘行動調書（Ｓ３０１）昭１９．３～１９．７ ２０２空

⑤航空部隊-行動調書-172 ２０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．１１ ２０３空

⑤航空部隊-行動調書-173 ２０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１２～２０．３ ２０３空

⑤航空部隊-行動調書-174 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０～１８．９ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-175 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．１ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-176 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．６ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-177 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-178 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-179 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１８．１１ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-180 ２０４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２～１９．２ ２０４空

⑤航空部隊-行動調書-181 ２０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．５ ２０５空

⑤航空部隊-行動調書-182 ２２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～１９．１０ ２２１空

⑤航空部隊-行動調書-183
２２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～１９．１０（新竹派遣
隊）

２２１空

⑤航空部隊-行動調書-184 ２５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．７ ２５１空

⑤航空部隊-行動調書-185 ２５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．１０ ２５１空

⑤航空部隊-行動調書-186 ２５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１８．１２ ２５１空

⑤航空部隊-行動調書-187 ２５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．７ ２５１空

⑤航空部隊-行動調書-188 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．３ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-189 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．５ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-190 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．７ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-191 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-192 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１９．１ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-193 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１２ ２５２空
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⑤航空部隊-行動調書-194 ２５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．６ ２５２空

⑤航空部隊-行動調書-195 ２５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．９ ２５３空

⑤航空部隊-行動調書-196 ２５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０ ２５３空

⑤航空部隊-行動調書-197 ２５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２～１９．１ ２５３空

⑤航空部隊-行動調書-198 ２５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．３ ２５３空

⑤航空部隊-行動調書-199 ２５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．７ ２５３空

⑤航空部隊-行動調書-200 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１８．１２ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-201 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-202 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-203 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．５ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-204 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-205 ２５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～１９．１１ ２５４空

⑤航空部隊-行動調書-206 ２５６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．４ ２５６空

⑤航空部隊-行動調書-207 ２５６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～１９．７ ２０７空

⑤航空部隊-行動調書-208 ２６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．７ ２６１空

⑤航空部隊-行動調書-209 ２６５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．３ ２６５空

⑤航空部隊-行動調書-210 ２８１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１８．１０ ２８１空

⑤航空部隊-行動調書-211 ３０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ ３０１空

⑤航空部隊-行動調書-212 ３２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２ ３１２空

⑤航空部隊-行動調書-213 ３３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１１ ３３１空

⑤航空部隊-行動調書-214 ３３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２ ３３１空

⑤航空部隊-行動調書-215 ３３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ３３１空

⑤航空部隊-行動調書-216 ３３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１１～２０．１ ３３２空

⑤航空部隊-行動調書-217 ３５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～１９．１２ ３５２空

⑤航空部隊-行動調書-218 ３８１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．４ ３８１空

⑤航空部隊-行動調書-219 ３８１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～１９．９ ３８１空

⑤航空部隊-行動調書-220 ３８１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８ ３８１空

⑤航空部隊-行動調書-221 ３８１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～２０．１ ３８１空

⑤航空部隊-行動調書-222 ４５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．４ ４５２空

⑤航空部隊-行動調書-223 ４５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１９．２ ４５２空

⑤航空部隊-行動調書-224 ４５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．７ ４５２空

⑤航空部隊-行動調書-225 ４５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～１９．９ ４５２空

⑤航空部隊-行動調書-226 ４５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１１ ４５３空

⑤航空部隊-行動調書-227 ５０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１９．４ ５０１空

⑤航空部隊-行動調書-228
５０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．６（ペリリュー
派）

５０１空

⑤航空部隊-行動調書-229 ５０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．８ ５０２空



令和５年４月４日

⑤航空部隊-行動調書-230 ５０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．４ ５０２空

⑤航空部隊-行動調書-231 ５０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８～１９．９ ５０２空

⑤航空部隊-行動調書-232 ５０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６ ５０３空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-233 ５３１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～１９．１２ ５３１空

⑤航空部隊-行動調書-234 ５５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１２ ５５１空

⑤航空部隊-行動調書-235 ５５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ５５１空

⑤航空部隊-行動調書-236 ５５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７～１９．２ ５５２空

⑤航空部隊-行動調書-237 ５５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．４ ５５３空

⑤航空部隊-行動調書-238 ５５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～１９．９ ５５３空

⑤航空部隊-行動調書-239 ５８２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１７．１２ ５８２空

⑤航空部隊-行動調書-240 ５８２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１ ５８２空

⑤航空部隊-行動調書-241 ５８２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．３ ５８２空

⑤航空部隊-行動調書-242 ５８２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．６ ５８２空

⑤航空部隊-行動調書-243 ５８２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７～１９．２ ５８２空

⑤航空部隊-行動調書-244 ６０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６（あ号作戦） ６０１空

⑤航空部隊-行動調書-245 ６０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１０ ６０１空

⑤航空部隊-行動調書-246 ６０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２ ６０１空

⑤航空部隊-行動調書-247 ６５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６ ６５２空

⑤航空部隊-行動調書-248 ６５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０ ６５３空

⑤航空部隊-行動調書-249 ７０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．３ ７０１空

⑤航空部隊-行動調書-250 ７０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．１１ ７０１空

⑤航空部隊-行動調書-251 ７０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０ ７０１空

⑤航空部隊-行動調書-252 ７０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１２～１８．５ ７０２空

⑤航空部隊-行動調書-253 ７０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．８ ７０２空

⑤航空部隊-行動調書-254 ７０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１１ ７０２空

⑤航空部隊-行動調書-255 ７０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．３ ７０２空

⑤航空部隊-行動調書-256 ７０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１ ７０３空

⑤航空部隊-行動調書-257 ７０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．３ ７０５空

⑤航空部隊-行動調書-258 ７０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．８ ７０５空

⑤航空部隊-行動調書-259 ７０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１２ ７０５空

⑤航空部隊-行動調書-260 ７０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ７０５空

⑤航空部隊-行動調書-261 ７０５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．９ ７０５空

⑤航空部隊-行動調書-262 ７０６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．５ ７０６空

⑤航空部隊-行動調書-263 ７０７空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１ ７０７空

⑤航空部隊-行動調書-264 ７２１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．５ ７２１空

⑤航空部隊-行動調書-265 ７３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１９．７ ７３２空
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⑤航空部隊-行動調書-266 ７３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～１９．６（派遣隊） ７３２空

⑤航空部隊-行動調書-267 ７５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０～１７．１２ ７５１空

⑤航空部隊-行動調書-268 ７５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１～１８．８ ７５１空

⑤航空部隊-行動調書-269 ７５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１０ ７５１空

⑤航空部隊-行動調書-270 ７５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１９．１ ７５１空

⑤航空部隊-行動調書-271 ７５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．６ ７５１空

⑤航空部隊-行動調書-272 ７５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１７．１２ ７５２空

⑤航空部隊-行動調書-273 ７５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．８ ７５２空

⑤航空部隊-行動調書-274 ７５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１９．１ ７５２空

⑤航空部隊-行動調書-275
７５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５～２０．１（Ｋ４０１．７０
２．７０３．７０４．Ｔ１２

７５２空

⑤航空部隊-行動調書-276
７５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．６（Ｋ７０４．Ｔ１
０２．Ｓ３１３）

７５２空

⑤航空部隊-行動調書-277 ７５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１０～１７．１２ ７５３空

⑤航空部隊-行動調書-278 ７５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１～１８．４ ７５３空

⑤航空部隊-行動調書-279 ７５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１８．９ ７５３空

⑤航空部隊-行動調書-280 ７５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１８．１１ ７５３空

⑤航空部隊-行動調書-281 ７５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２～１９．７ ７５３空

⑤航空部隊-行動調書-282 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．１ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-283 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．３ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-284 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．５ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-285 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-286 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-287 ７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ７５５空

⑤航空部隊-行動調書-288
７５５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１９．７（Ｋ７０１．７
０６）

７５５空

⑤航空部隊-行動調書-289 ７６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１９．９ ７６１空

⑤航空部隊-行動調書-290 ７６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．５ ７６１空

⑤航空部隊-行動調書-291 ７６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４ ７６１空

⑤航空部隊-行動調書-292 ７６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ ７６１空

⑤航空部隊-行動調書-293
７６１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７（ペリリュー．
テニアン派）

７６１空

⑤航空部隊-行動調書-294 ７６２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．１０ ７６２空

⑤航空部隊-行動調書-295 ７６２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１２～２０．１ ７６２空

⑤航空部隊-行動調書-296 ７６２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～１９．１１ ７６２空

⑤航空部隊-行動調書-297
７６２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２～２０．８（Ｋ２６２．４０
５．４０６．Ｋ５０１

７６２空

⑤航空部隊-行動調書-298
７６５空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．１～２０．６（Ｋ２５２．４０
１．７０２）

７６２空

⑤航空部隊-行動調書-299 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１２～１８．８ ８０１空

⑤航空部隊-行動調書-300 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１２ ８０１空

⑤航空部隊-行動調書-301 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．４ ８０１空
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⑤航空部隊-行動調書-302 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．６（横浜空） ８０１空

⑤航空部隊-行動調書-303 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～１９．１２ ８０１空

⑤航空部隊-行動調書-304 ８０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．３～２０．７ ８０１空

⑤航空部隊-行動調書-305 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１７．１２ ８０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-306 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．３ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-307 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１～１８．２ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-308 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．５ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-309 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．７ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-310 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-311 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-312 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０ 第２復員局　８０２空

⑤航空部隊-行動調書-313 ８０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ８０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-314 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．２ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-315 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３～１８．５ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-316 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-317 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-318 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-319 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１８．１２ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-320 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-321 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-322 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．６ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-323 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-324 ８５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７～１９．９ ８５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-325 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-326 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-327 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-328 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-329 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-330 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-331 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-332 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．３ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-333 ９０１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．５ ９０１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-334 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１７．１２ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-335 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-336 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-337 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３ ９０２空　第２復員局
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⑤航空部隊-行動調書-338 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-339 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-340 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-341 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-342 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-343 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１０ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-344 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-345 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-346 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-347 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２～１９．３ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-348 ９０２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４～１９．７ ９０２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-349 ９０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１２～２０．２ ９０３空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-350 ９０３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．１～２０．４ ９０３空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-351 ９３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．１ ９３２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-352 ９３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．１ ９３２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-353 ９３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１８．７ ９３２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-354 ９３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ９３２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-355 ９３２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．７ ９３２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-356 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．１ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-357 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２～１８．４ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-358 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１８．８ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-359 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１２ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-360 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-361 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．２ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-362 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-363 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．４ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-364 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-365 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-366 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-367 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．８ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-368 ９３４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．９ ９３４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-369 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．２ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-370 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３～１８．５ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-371 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．８ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-372 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．９～１８．１１ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-373 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１２ ９３６空　第２復員局
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⑤航空部隊-行動調書-374 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-375 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．３～１９．４ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-376 ９３６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．５ ９３６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-377 ９３８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４～１８．７ ９３８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-378 ９３８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ９３８空

⑤航空部隊-行動調書-379 ９３８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０～１８．１２ ９３８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-380 ９３８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．２ ９３８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-381 ９５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．２ ９５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-382 ９５１空　飛行機隊戦闘行動調書　昭２０．４～２０．５ ９５１空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-383 ９５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１～１８．２ ９５２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-384 ９５２空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３～１８．８ ９５２空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-385 ９５３空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．６～１９．１２ ９５３空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-386 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１２～１８．２ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-387 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３～１８．４ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-388 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５～１８．７ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-389 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．１０ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-390 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１～１８．１２ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-391 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１～１９．４ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-392 ９５４空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．７ ９５４空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-393 ９５６空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１１ ９５６空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-394 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１７．１２ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-395 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-396 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．２ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-397 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．３ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-398 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．４ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-399 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．５ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-400 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．６ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-401 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．７ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-402 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．８～１８．９ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-403 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１０ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-404 ９５８空　飛行機隊戦闘行動調書　昭１８．１１ ９５８空　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-405 ２遣支艦隊戦闘行動調書　昭１８．２ ２遣支艦隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-406 ３遣支艦隊戦闘行動調書　昭１５．５～１５．８ ３遣支艦隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-407 ３遣支艦隊戦闘行動調書　昭１６．６～１６．１２ ３遣支艦隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-408 １南遣附水上機隊戦闘行動調書　昭２０．１ １南遣附水上機隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-409 １南遣附水上機隊戦闘行動調書　昭２０．２ １南遣附水上機隊　第２復員局
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⑤航空部隊-行動調書-410 ４南遣附飛行機隊戦闘行動調書　昭１９．１０～２０．３ ４南遣附飛行機隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-411 第１連合基地飛行機隊戦闘行動調書（Ｓ４）昭１９．１１～２０．１
第１連合基地飛行機隊　第２復
員局

⑤航空部隊-行動調書-412 ２航戦戦闘行動調書　昭１８．１２～１９．２ ２航戦　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-413
東号作戦部隊戦闘行動調書（横空．８０１．７６２．５２２空）昭１９．
６

横空．８０１．７６２．５２２空　第２
復員局

⑤航空部隊-行動調書-414 攻撃部隊空襲隊戦闘行動調書　昭１５．７ 攻撃部隊空襲隊　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-415 第２特別根拠地隊戦闘行動調書　昭１８．６～１８．１１ 第２特別根拠地　第２復員局

⑤航空部隊-行動調書-422 戦闘行動記録　昭１８．１０．１４　昭１８．１２．２５
第２８１海軍航空隊　片岡派遣
隊

⑤航空部隊-行動調書-423 見認証書綴　昭１８．１２．２０ 第２８１海軍航空隊

⑤航空部隊-行動調書-424 史話美幌海軍航空隊　美幌叢書　第５号 美幌町

⑤航空部隊-行動調書-425 太平洋戦争中に於ける日本海軍航空隊（特設）編成推移表 永石

⑤航空部隊-行動調書-426 行動概要　航戦 第２復員局残務処理部

⑤航空部隊-行動調書-427 戦隊　水戦輸送戦隊　行動調書　昭１６～２０ 第２復員局残務処理部

⑤航空部隊-行動調書-428 第５５２海軍航空隊　飛行機隊行動図　昭１８ -

⑤航空部隊-特攻-1 ２階級特進者名簿索引 -

⑤航空部隊-特攻-2
連合艦隊布告綴（第１号～第２５８号）　昭和１８．１．１～２０．１０．
１

連合艦隊

⑤航空部隊-特攻-3 連合艦隊布告控（第５０号～第１００号） 連合艦隊

⑤航空部隊-特攻-4 航空特攻関係布告類綴　昭和１９年～２０年 -

⑤航空部隊-特攻-5 戦闘概要神風特攻隊 第１航空艦隊司令部

⑤航空部隊-特攻-6 第１航空艦隊特攻隊関係綴　昭和１９年１０月～２０年７月 第１航空艦隊司令部　等

⑤航空部隊-特攻-8 特攻基地関係資料 太原　久雄

⑤航空部隊-特攻-9 特攻隊関係資料綴　昭和１９年１０月２７日　以降 -

⑤航空部隊-特攻-10 第１御楯特別攻撃隊の記録　昭１９年１１月
第７５２空偵察１０２飛行隊　西
村友雄

⑤航空部隊-特攻-11 航空特攻と神雷部隊記事　昭和１８．６．２９～２０．８．２３ 市川　元二

⑤航空部隊-特攻-12 日辻少佐手記　神風特別攻撃隊　梓隊出陣
第８０１空飛行艇隊長　日辻常
雄

⑤航空部隊-特攻-13 沖縄戦特攻 史実班　千葉浩一

⑤航空部隊-特攻-14 沖縄戦における神風特別攻撃隊について -

⑤航空部隊-特攻-15 特別攻撃隊関係綴　昭和２０年 -

⑤航空部隊-特攻-16 航空特攻 航空戦友会事務局

⑤航空部隊-特攻-17 出水基地特別攻撃隊 出水市立図書館

⑤航空部隊-特攻-18 出水基地特別攻撃隊 出水市立図書館

⑤航空部隊-特攻-19 神風特別攻撃隊に関する講話　昭和２０年４月 海軍大佐　猪口力平

⑤航空部隊-特攻-20 鹿屋基地発進の神風特別攻撃隊隊員名簿 -

⑤航空部隊-特攻-21 特別攻撃隊銘牌原簿 -

⑤航空部隊-特攻-22 航空特攻に依る米側被害　昭１９年１０月２５日～２０年８月１３日 -

⑤航空部隊-特攻-23 特攻隊関係編制攻撃訓練等綴　昭和１８年～２０年 第１連合基地　航空部隊

⑤航空部隊-特攻-24 特攻機・神龍について -
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⑤航空部隊-特攻-25 特攻機桜花訓練所の急設（特攻機に就て） 海兵３８期　別府明朋

⑤航空部隊-特攻-26_2 桜花の試作実験に関する命令及計画書（４種） 三木　忠直

⑤航空部隊-特攻-27_2 桜花一一型試作経過概要 三木　忠直

⑤航空部隊-特攻-28_2 桜花二二型　四三型試作経過概要 三木　忠直

⑤航空部隊-特攻-29 特別攻撃隊銘牌原簿 -

⑤航空部隊-特攻-30 特別攻撃隊銘牌原簿 -

⑤航空部隊-特攻-31 出身県別航空特攻関係戦死者名簿　昭和１６年～２０年 -

⑤航空部隊-特攻-32 特別攻撃隊員名簿（府県別） 海上自衛隊　第１術科学校

⑤航空部隊-特攻-33 旧海軍軍人２階級以上進級者名簿　昭和２９年１１月調 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-34 大東亜戦争２階級進級者名簿　１／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-35 大東亜戦争２階級進級者名簿　２／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-36 大東亜戦争２階級進級者名簿　３／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-37 大東亜戦争２階級進級者名簿　４／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-38 大東亜戦争２階級進級者名簿　５／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-39 大東亜戦争２階級進級者名簿　６／６ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-40 都道府県別２階級特進者名簿　１／３ 厚生省引揚援護局業務　第２課

⑤航空部隊-特攻-41 都道府県別２階級特進者名簿　２／３ ２復

⑤航空部隊-特攻-42 都道府県別２階級特進者名簿　３／３ ２復

⑤航空部隊-特攻-43 神風特別攻撃隊指揮官名簿 ２復

⑤航空部隊-特攻-44 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　１～８６）　１／８ -

⑤航空部隊-特攻-45 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　８６～９７）　２／８ -

⑤航空部隊-特攻-46 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　９７～１０７）　３／８ -

⑤航空部隊-特攻-47 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　１０７～１４２）　４／８ -

⑤航空部隊-特攻-48 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　１４２～１４９）　５／８ -

⑤航空部隊-特攻-49 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　１４９～１９５）　６／８ -

⑤航空部隊-特攻-50 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　１９６～２２９）　７／８ -

⑤航空部隊-特攻-51 海軍特攻隊員身上調書（布告番号　２３０～２５８）　８／８ -

⑤航空部隊-特攻-52
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（北海道．青森．秋田．岩手．
宮城．山形．福島）　１／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-53
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（茨城．群馬．栃木．埼玉．千
葉．神奈川）　２／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-54 海軍特攻隊員記録資料　県別目録（新潟．山梨．長野）　３／７ 近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-55
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（三重．京都．大阪．兵庫．奈
良．和歌山）　４／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-56
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（鳥取．島根．岡山．広島．山
口）　５／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-57
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（徳島．香川．愛媛．高知）　６
／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-58
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（福岡．佐賀．長崎．熊本．大
分．宮崎．鹿児島）　７／７

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-59
海軍特攻隊員記録資料　県別目録（北海道．秋田．埼玉．長野．
大阪．和歌山．鳥取．山口．愛媛）等

近江　一郎

⑤航空部隊-特攻-60 近江一郎氏訪問未済の特攻戦死者名簿　昭和２９年６月　調製 ２復
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⑤航空部隊-特攻-61 梓　特別攻撃隊戦闘経過概要　昭和２０．３．１１ 第５航空艦隊　司令部

⑤航空部隊-特攻-62 菊水　特別攻撃隊戦闘経過概要　昭和２０．３．１８～２０．３．２０ 第５航空艦隊　司令部

⑤航空部隊-特攻-63 近江一郎氏　手記　昭和２６年１２月 -

⑤航空部隊-特攻-64 近江一郎氏　巡拝遺族関係資料 -

⑤航空部隊-特攻-65 特攻隊員名簿（京都．愛知．岐阜．茨城．千葉） -

⑤航空部隊-特攻-66
第２神風特別攻撃隊戦闘経過概要　昭和１９．１０．２７～１９．１
１．１

第７０１海軍航空隊

⑤航空部隊-特攻-67 神風特別攻撃隊戦闘概要　昭和１９．１０．２７～２０．１．６ 第２０１海軍航空隊

⑤航空部隊-特攻-68
第１航空艦隊零戦隊戦闘詳報　第１号（神風特別攻撃隊）昭和２０
年１月１５日～１月２１日

第１航空艦隊零戦隊　（台南基
地）

⑤航空部隊-特攻-69
戦闘第３０６　３０７飛行隊戦闘詳報　第１．第２号　昭和２０．３．１
８～２０．３．２３

第７２１海軍航空隊

⑤航空部隊-特攻-70
天１号作戦特別攻撃隊　第３御楯隊２５２部隊名簿並作戦概要
昭和２０．４．２９

第２５２海軍航空隊

⑤航空部隊-特攻-71
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　１／８　昭和１９．１０．２５
～１９．１２．３１

-

⑤航空部隊-特攻-72
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　２／８　昭和２０．１．１～
２０．２．２１

-

⑤航空部隊-特攻-73
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　３／８　昭和２０．３．１～
２０．３．２９

-

⑤航空部隊-特攻-74
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　４／８　昭和２０．４．１～
２０．４．６

-

⑤航空部隊-特攻-75
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　５／８　昭和２０．４．７～
２０．４．１５

-

⑤航空部隊-特攻-76
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　６／８　昭和２０．４．１６
～２０．４．２９

-

⑤航空部隊-特攻-77
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　７／８　昭和２０．５．３～
２０．５．２９

-

⑤航空部隊-特攻-78
神風特別攻撃隊　戦闘概要及遺書　写　８／８　昭和２０．６．３～
２０．８．１５

-

⑤航空部隊-特攻-79 梓　特別攻撃隊戦闘経過概要　昭和２０年３月１１日 第５航空艦隊司令部

⑤航空部隊-特攻-80 梓　特別攻撃隊戦闘経過概要　昭和２０年３月１１日 第５航空艦隊司令部

⑤航空部隊-特攻-81 神風特別攻撃隊に関する講話及指揮官名簿等　昭和２０年４月
第１０航空艦隊司令部附　海軍
大佐　猪口力平

⑤航空部隊-特攻-83 沖縄作戦に於ける海軍特攻機の使用状況　昭和２４年５月　調 ２復残務整理部

⑤航空部隊-特攻-84 海軍神風特別攻撃隊　隊員の記録 -

⑤航空部隊-特攻-85 写真「神風特別攻撃隊の魂　海軍甲飛１０期之碑） -

⑤航空部隊-特攻-86 櫻　華（故海軍大尉　足立芳郎　辞世の和歌） -

⑤航空部隊-特攻-87 航空特攻史料　故　海軍大尉　足立芳郎氏分 -

⑤航空部隊-特攻-88 辞世の和歌　故海軍大尉　足立芳郎 -

⑤航空部隊-特攻-89 座談会　神雷部隊　桜花隊について　昭和３８年８月３日 -

⑤航空部隊-特攻-90 航空特攻アルバム　１ -

⑤航空部隊-特攻-91 航空特攻アルバム　２ -

⑤航空部隊-特攻-93
バンカーヒル艦内で回収された特攻隊員遺品　昭和２０年５月１１
日

第７昭和隊　小川清少将

⑤航空部隊-特攻-94
連合艦隊布告の２階級特進者からの手紙（近江一郎氏収集資料
からの書取り）

-

⑤航空部隊-航空本部-1 海軍航空本部各部現状報告　昭１０．１１ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-2 航空関係諸報告綴　昭１７～２０ -

⑤航空部隊-航空本部-3 現状報告（予算・補給．出師準備）昭１１．１１ 海軍航空本部　総務部第３課

⑤航空部隊-航空本部-4 現状報告（技術部関係　等）昭１１．１１ 海軍航空本部　技術部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空本部-5 現状報告（教育部関係）昭１１．１１ 海軍航空本部　教育部

⑤航空部隊-航空本部-6 会議関係綴　昭１１年度 -

⑤航空部隊-航空本部-7 現状申告　昭１３．１１ 海軍航空本部　総務部

⑤航空部隊-航空本部-8 海軍航空関係予算等　綴　昭１４年度 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-9 部外航空関係綴　昭１４年度 -

⑤航空部隊-航空本部-10 海軍航空本部事務分担　昭１５．１２ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-11
海軍航空本部長　申継書類（井上成美海軍中将より片桐英吉海
軍中将へ）昭１６．８

井上　成美

⑤航空部隊-航空本部-12
海軍航空本部長　申継書類（井上成美海軍中将より片桐英吉海
軍中将へ）昭１６．８

井上　成美

⑤航空部隊-航空本部-14 諸会議摘録　昭１８．１２ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-15 海軍航空本部関係綴　昭１８ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-16 現況報告綴（教育部関係等）昭１６．９ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-17 航空兵器関係資料　昭９．４．２５　昭２０．３．２１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-18 空軍の統一及独立関係資料　昭１２．５　昭１３．６．２９ 海軍航空本部　臨時調査課

⑤航空部隊-航空本部-19 航空関係予算並に関連事項　昭１４～１５年度 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-20 航空参考資料　米国航空界　特輯　昭１６．２ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-21 航空本部教育部現状申告　昭１６．９．１ -

⑤航空部隊-航空本部-22
戦備促進第３期実行計画（搭乗員養成関係）昭１８後　昭２０．８．
１

海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-23 戦備．航空軍備資料　昭和１６．１１．２～昭２０．８．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-24 航本技術部長通達第８０号答申　昭１１．１１ 海軍航空本部技術部

⑤航空部隊-航空本部-25 航空軍備現状及増勢計画　昭１３．７．１３～昭１４．１１．１５ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-26 搭乗員現在員調　航空事故統計速報　昭１７．１０．１～２０．３．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-27 航空本部系各種制度規則　大正１４．１０．１０～昭１７．７ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-28 航空詳議会関係　昭１３ 航本総務部長

⑤航空部隊-航空本部-29 海軍航空本部長　申継書（井上成美中将より片桐英吉中将へ） -

⑤航空部隊-航空本部-30 航空本部配員関係　昭１５．４．１～昭１７．７．２１ -

⑤航空部隊-航空本部-31 航空関係臨増減摘録　その１ -

⑤航空部隊-航空本部-32 航空要員諸統計 -

⑤航空部隊-航空本部-33 生産計画改修　補給実動率　１／２ -

⑤航空部隊-航空本部-34 生産計画改修　補給実動率　２／２ -

⑤航空部隊-航空本部-35 航空部隊充員状況　昭２０．４．５　現在 -

⑤航空部隊-航空本部-36 航空関係臨増減摘録　その２ -

⑤航空部隊-航空本部-37 蘇国極東方面航空関係事情 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-38 ９６式陸攻脚巻揚装置　車輪制動装置の検査調整法　昭１４．２ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-39
航空科特務士官准士官　特別講習教育資料　米国艦隊関係事項
講義案　昭１６．１

海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-40
航空科特務士官准士官　特別講習教育資料　米国艦隊関係事項
講義案　昭１６．１

海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-41 海軍航空本部技術会議　第１分科会報告書 海軍航空本部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空本部-42 海軍航空本部技術会議　第１分科会報告書 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-43
参考資料　第８号　「フェヤチヤイドル」ＸＡ－９４２　水陸両用艇構
造概要　昭和１１年１月１０日

海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-44 米国艦隊関係事項講義案　昭和１６．１ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-45 硬化木材関係綴　昭１８．６起 第１部第４課長

⑤航空部隊-航空本部-46 写真判読資料（其の１）（外国艦船の部）昭１６．１２．５ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-47 国家諸動員関係資料綴　昭１６～１８ 海軍航空本部等

⑤航空部隊-航空本部-48 航本．艦本協力関係綴　昭和１９．１１ 海軍省事務局第１課長

⑤航空部隊-航空本部-49 各種委員会関係綴　昭１９．５起 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-50 物資物動関係 海軍航空本部　総務部長

⑤航空部隊-航空本部-51 参考諸表 海軍航空本部　総務部長

⑤航空部隊-航空本部-52 空威研究会報告　空威機密第３２号　昭１３．３．１９ -

⑤航空部隊-航空本部-53 空威研究会報告　空威機密第３３号　昭１３．３．２５ -

⑤航空部隊-航空本部-54 空威研究会報告　別冊第１巻 -

⑤航空部隊-航空本部-55 空威研究会報告　別冊第２巻 -

⑤航空部隊-航空本部-56 空威研究会報告　別冊第３巻 -

⑤航空部隊-航空本部-57 技術提携（駐独海軍武官）関係　昭和１５．４．３０～１５．１２．１８ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-58 航空関係資料（生産．修理．工作所） 深水　豊治

⑤航空部隊-航空本部-59 軍縮関係書類要書綴 塚原　大佐

⑤航空部隊-航空本部-60 航空軍備に関する研究　昭１２．７ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-61 航空軍備　昭１９～２０ -

⑤航空部隊-航空本部-62 航空関係資料綴　補給 -

⑤航空部隊-航空本部-63 支那事変関係　航空軍備資料 -

⑤航空部隊-航空本部-64 海軍航空沿革史　昭１０．３ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-65 生産成績関係　昭和１４ -

⑤航空部隊-航空本部-66
昭和１４年度以後実施すべき軍備内容充実　昭和１５年度以後実
施すべき軍備内容充実　仰裁　第４次計画請議

航空本部

⑤航空部隊-航空本部-67 申継覚 航空本部　総務部長

⑤航空部隊-航空本部-68 航空関係資料　消耗 -

⑤航空部隊-航空本部-69 兵器整備状況（航本系） -

⑤航空部隊-航空本部-70 航空関係　昭１３～１８ 航空本部長

⑤航空部隊-航空本部-71
官房軍務局保存記録　軍備１／３　全般．要員．燃料．資料統計
昭和１６～２０

-

⑤航空部隊-航空本部-72 生産資料（年度別生産計画）昭和１２～１９ -

⑤航空部隊-航空本部-73 官房軍務局保存記録　施策関係綴　昭和１７．７～２０．８ 第２復員局

⑤航空部隊-航空本部-74 航空関係　教育制度 -

⑤航空部隊-航空本部-75 航空関係軍備　３／３ -

⑤航空部隊-航空本部-76 海軍航空本部沿革（含技本６部．艦本６．２部） -

⑤航空部隊-航空本部-77 飛行機試作実験　１／３ 航空本部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空本部-78 飛行機試作実験　２／３　昭和１７ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-79 飛行機試作実験　３／３ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-80 生産力拡充関係　月別生産実績　昭和１７～１８ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-81 航空本部　航本　系工作庁　航空隊　制度 -

⑤航空部隊-航空本部-82 航空関係予算資料 -

⑤航空部隊-航空本部-83 艦船（母艦） -

⑤航空部隊-航空本部-84 航空関係　技術行政 -

⑤航空部隊-航空本部-85 航空隊充員状況　航空要員資料　其の１　昭和２０．１．１現在 -

⑤航空部隊-航空本部-86
航空要員関係統計資料　航空要員資料　其の２　昭和１９．１１．１
５

-

⑤航空部隊-航空本部-87 航空要員関係統計資料　航空要員資料　其の３　昭和１９．９．１ -

⑤航空部隊-航空本部-88 公報抜粋（航本関係文書綴）昭和１７～１９ 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-89 海軍航空本部　軍需関係資料　昭和１９年度 -

⑤航空部隊-航空本部-90 写真判読資料　其の１（外国艦船の部）昭和１６．１２．５ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-91 航空本部関係資料雑綴（搭乗員関係）昭和１９ -

⑤航空部隊-航空本部-92 機種別搭乗員一覧表綴　昭和２０．５　調整 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-93 大東亜戦争　飛行機消耗数　生産計画及実績表 航空本部

⑤航空部隊-航空本部-94 航空本部関係資料雑綴　昭和８～昭和１３ -

⑤航空部隊-航空本部-95 搭乗員統計資料綴　昭和１４～昭和１６ -

⑤航空部隊-航空本部-96 着電綴（航本関係のみ）昭和１６．１～１１ -

⑤航空部隊-航空本部-97 発信電報綴（航空時計について）昭和１８．８ 航本空

⑤航空部隊-航空本部-98 大東亜戦争の飛行機生産数及び飛行機消耗数　昭和１６～２０年 -

⑤航空部隊-航空本部-99 飛行機生産（計画）及び実績　昭和１６～２０年 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空本部-100
参考資料　昭和１５年度　軍極秘（昭和１５年度予算編成に際し説
明又は提出資料）

-

⑤航空部隊-航空本部-101 南方諸島海軍航空隊補給関係綴　昭和１９年 南方諸島海軍航空隊

⑤航空部隊-航空本部-102 米国独国関係資料　昭和１４～１８年 航空本部

⑤航空部隊-航空基地-1 旧海軍常設航空隊の史実 海軍大佐　薗川亀郎

⑤航空部隊-航空基地-2 旧海軍常設航空隊の史実 海軍大佐　薗川亀郎

⑤航空部隊-航空基地-3 航空基地一覧（外戦．内戦部隊の部）昭１６．８ 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空基地-4 海軍航空基地現状表（内地の部） -

⑤航空部隊-航空基地-5 基地航空部隊要覧 海軍大佐　美濃部正

⑤航空部隊-航空基地-6 基地関係綴　昭１８～２０ 海軍大佐　永石正孝

⑤航空部隊-航空基地-7 基地符号 史実調査部

⑤航空部隊-航空基地-8 航空基地防衛部署標準草案 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空基地-9 航空基地防衛部署標準草案　参考資料 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空基地-10 終戦時における南西方面　海軍航空基地一覧図　昭２０ -

⑤航空部隊-航空基地-11 佐伯海軍航空隊基地資料 麻生　栄臣



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空基地-12 鈴鹿航空基地施設位置図 -

⑤航空部隊-航空基地-13 試製基地要図（昭２０初め頃　各飛行場の状況） -

⑤航空部隊-航空基地-14 試製基地要図（昭２０初め頃　各飛行場の状況） -

⑤航空部隊-航空基地-15 試製基地要図（昭２０初め頃　各飛行場の状況） -

⑤航空部隊-航空基地-16 飛行場設営関係史料　其の１　昭和１７～１８ 海軍施設本部　他

⑤航空部隊-航空基地-17 飛行場設営関係史料　其の２　昭１７～１８ 海軍施設本部　他

⑤航空部隊-航空基地-18 飛行場設営関係史料　其の３（急造　桟橋構築図）昭１７～１８ 海軍施設本部

⑤航空部隊-航空基地-19 航空隊航空基地設備計画現状表　昭１３ -

⑤航空部隊-航空基地-20 海軍航空基地　第２設営班資料 -

⑤航空部隊-航空基地-21 前進航空基地設営範式草案　昭８ 呉海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-22 航空基地　及　訓練関係綴　昭７　以降 鳳翔飛行長　大橋冨士郎

⑤航空部隊-航空基地-23 基地長勤務参考　昭１３．８ 横須賀海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-24 南西方面　海軍航空基地資料 -

⑤航空部隊-航空基地-25 南西諸島航空基地一覧図　昭１９．１１ 第３航空艦隊　司令部

⑤航空部隊-航空基地-26 東部ニューギニア方面海軍航空基地資料 -

⑤航空部隊-航空基地-27
東南亜細亜航空基地現状表　其の１（スマトラ．馬来．アンダマン．
交趾支那）

-

⑤航空部隊-航空基地-28 中部太平洋方面海軍航空基地関係資料　昭１５ -

⑤航空部隊-航空基地-29 南西太平洋航空基地現状表　其の１（ニューギニア．セレベス） -

⑤航空部隊-航空基地-30
マーシャル．ギルバート方面陸上航空基地に対する所見　昭１８．
５

第２２航空戦隊　司令官

⑤航空部隊-航空基地-31 サイゴン港（水上基地）施設配置要図　昭１６．１０ -

⑤航空部隊-航空基地-32 ルオット基地参考書類綴　昭１８．９～１９．１ 第２５２海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-33
ガスマタ飛行場整備のため海軍設営隊が使用したロードローラー
の銘板

-

⑤航空部隊-航空基地-34 南洋群島基地建設輸送記録　昭１４～１７ -

⑤航空部隊-航空基地-35 モレスビー空襲時飛行場区分名称　昭１７ 第５空襲部隊

⑤航空部隊-航空基地-36 キスカ島配備．第５航空隊（第４５２航空隊）海岸基地写真 -

⑤航空部隊-航空基地-37 支那方面及南西方面航空基地位置図 -

⑤航空部隊-航空基地-38
中国．広東．広西．福健各省主なる飛行場調査　昭和１３．４～昭
１３．９

海軍第１航空戦隊　司令部

⑤航空部隊-航空基地-39 台湾方面航空基地燃弾及　基地兵器現状　昭２０．６ 第１航空艦隊　司令部

⑤航空部隊-航空基地-40 南方諸国兵力要覧　附　主要航空基地要目　昭１６．１０ 軍令部

⑤航空部隊-航空基地-41 南方諸国兵力要覧　附　主要航空基地要目　昭１６．１０ 軍令部

⑤航空部隊-航空基地-42 南方諸国兵力要覧　南方諸国航空基地図　昭１６．１０ 軍令部

⑤航空部隊-航空基地-43 海軍航空基地資料（支那．関東州）昭１８．８ 水路部

⑤航空部隊-航空基地-44 太平洋諸島航空兵要資料（追補）昭１８年版 軍令部

⑤航空部隊-航空基地-45 航空路資料　関東地方飛行場及不時着陸場　昭和１８．８ 水路部

⑤航空部隊-航空基地-46 航空路資料　中部地方飛行場及不時着陸場　昭和１９．６ 水路部

⑤航空部隊-航空基地-47 航空路資料　朝鮮地方飛行場及不時着陸場　昭和１８．９ 水路部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空基地-48 大東亜戦時に於ける航空基地一覧表 戦史室航空班

⑤航空部隊-航空基地-49 陸軍航空基地資料（本州．九州）昭１９．１０ 水路部

⑤航空部隊-航空基地-50 悲劇の銀河攻撃隊とペリリュー島基地資書 元海軍主計大尉　大和登

⑤航空部隊-航空基地-51 第７６１海軍航空隊　第５７基地防衛部署　昭１９．３．２３ -

⑤航空部隊-航空基地-52 基地準備標準 -

⑤航空部隊-航空基地-53 館山航空隊一般図　昭１９ -

⑤航空部隊-航空基地-54 ５７基地保安部署　昭１９．１２．２０ 第７５５海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-55 各航空基地平面図　昭２０
岩国．呉．福山．長野．大浦．竹
ノ下　等

⑤航空部隊-航空基地-56 送達簿　昭１９．１１ クラーク派遣隊

⑤航空部隊-航空基地-57 第７６１海軍航空隊基地防衛部署 第７６１海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-58 鹿児島航空基地に於ける警急呼集部署　昭１８．７ 第２６１海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-59 第６航空隊整備内規 -

⑤航空部隊-航空基地-60 前進根拠地設営要領書草案 -

⑤航空部隊-航空基地-61 機密館空隊命令　昭１５．１．１０ -

⑤航空部隊-航空基地-62 現状月報綴　昭１７年 第１０５海軍航空廠

⑤航空部隊-航空基地-63 現状週報綴　昭１８ -

⑤航空部隊-航空基地-64 ７５２空通達綴　昭１８．１１．２８　以降 -

⑤航空部隊-航空基地-65 飛行機救難部署　別紙の通り定む　昭１８ -

⑤航空部隊-航空基地-66 提出書類原稿綴　昭１８ -

⑤航空部隊-航空基地-67 航空関係変更図面受領票綴　昭１９年 -

⑤航空部隊-航空基地-68 横須賀海軍航空隊位置図　昭１０．３．１ -

⑤航空部隊-航空基地-69 航空燃料請求票綴　昭１８年度 第４海軍軍需部　サイパン支部

⑤航空部隊-航空基地-70 ７５５空功績関係資料　昭１８～１９ -

⑤航空部隊-航空基地-71 零式観則機主要故障並に対策　昭１８．５ 第２特根整備科

⑤航空部隊-航空基地-72 整備参考資料　他２件　昭１９．３ 第２６１海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-73 サイパン基地に於ける応急隊編成　昭１９．３．２６ 第２６１海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-74 兵器現状一覧　昭１９．５ 第１航空艦隊　偵察機隊

⑤航空部隊-航空基地-75 諸部署　昭１９．５．１７ 第２６３海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-76 霞ケ浦海軍航空隊関係資料　昭７ -

⑤航空部隊-航空基地-77 終戦時に於ける海軍飛行場一覧表　昭３５．６．２９調 戦史室航空班

⑤航空部隊-航空基地-78 陸攻搭乗員錬成表　昭１８．８　下旬 豊橋海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-79 三亜航空基地 ２５４三亜海軍航空隊

⑤航空部隊-航空基地-80 比島濠北地区海軍航空基地 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空基地-81 航空基地関係 -

⑤航空部隊-航空基地-82 航空基地図　綴（南東．朝鮮．満洲　等） -

⑤航空部隊-航空基地-83 航空基地図　綴（本土関係） -



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空基地-84 航空基地図　綴（宮城県近辺） -

⑤航空部隊-航空基地-85 航空基地関係施設図（藤枝） -

⑤航空部隊-航空基地-86 朝鮮航空基地調書 鎮海警備府

⑤航空部隊-航空基地-87 航空基地図（朝鮮．台湾．支那．比島．南洋方面） -

⑤航空部隊-航空基地-87_2 航空基地図（済州島） -

⑤航空部隊-航空基地-88 航空基地図（横鎮の１） -

⑤航空部隊-航空基地-89 航空基地図（横鎮の２） -

⑤航空部隊-航空基地-90 航空基地図（本土関係） -

⑤航空部隊-航空基地-91 航空基地図（本土関係） -

⑤航空部隊-航空基地-92 航空本部内務関係 -

⑤航空部隊-航空基地-93 航空基地図（霞ケ浦地区） -

⑤航空部隊-航空基地-94 大井航空基地　規模概要 -

⑤航空部隊-航空基地-95 航空基地図　樺太．千島．北海道．朝鮮．中国．スマトラ．馬来 -

⑤航空部隊-航空基地-96 航空基地図　南北比島方面．南西太平洋南東方面　等 -

⑤航空部隊-航空基地-97 厚木航空基地　高座海軍工廠地図 -

⑤航空部隊-航空基地-98 陸軍航空基地資料　第１本洲．九州　昭１９．１０ 水路部

⑤航空部隊-航空基地-99
「戦訓」航空基地急速設営に対する機械力利用所見　昭和１８．
３．３１

ニューギニア．ワクデ基地　仮称
１０３設営隊長

⑤航空部隊-航空基地-100
「戦訓」航空基地急速設営に対する機械力利用所見　昭和１８．
３．３１

ニューギニア．ワクデ基地　仮称
１０３設営隊長

⑤航空部隊-航空基地-101 第１～３　郡山海軍航空隊図面 -

⑤航空部隊-航空基地-102 三重県下航空基地図面 -

⑤航空部隊-航空基地-103 茨城県　海軍防衛造営物地帯概見草図 -

⑤航空部隊-航空基地-104 マーシャル群島　航空基地調査一覧表　昭和１２．７ 第１２戦隊

⑤航空部隊-航空基地-105 航空基地施設参考資料　昭２０．５ 航空本部総務部

⑤航空部隊-航空基地-106 飛行機発着予定　昭和１９．１２～２０．１ 第５２航空基地

⑤航空部隊-航空基地-107 土空　昭和２０年 -

⑤航空部隊-航空基地-108 日本列島　海軍航空基地略図 -

⑤航空部隊-航空基地-109 支那及南西方面航空基地位置図（他各飛行場見取図） -

⑤航空部隊-航空基地-110 海軍航空基地装備　及び　整備関係品目表　昭和１９年頃 -

⑤航空部隊-航空基地-111
Ｓ１４．１０　航空路資料　第３　其の３　関東地方飛行場　及　不時
着陸場

水路部

⑤航空部隊-航空基地-112 Ｓ４０．９．１０　海軍航空基地略号表 厚生省援護局業務第２課

⑤航空部隊-航空基地-113 旧海軍の常設航空隊と航空関係遺跡 -

⑤航空部隊-航空基地-114 滑走路竹網舗装要領　昭１９年１０月３日 海軍航空本部

⑤航空部隊-航空基地-115 海軍航空基地位置図 -

⑤航空部隊-航空基地-116 海軍航空基地略図 -

⑤航空部隊-航空基地-117 新飛行基地急速整備の件照会 海軍施設本部総務部長

⑤航空部隊-航空基地-118 昭和１９年１１月１５日鹿屋基地警戒警報発令以後処置標準 鉾部隊



令和５年４月４日

⑤航空部隊-航空基地-119 大井航空基地規模概要 -

⑤航空部隊-その他-1 航空経歴表　自　昭和１７年５月　至　昭和１８年１１月２８日 第７５２海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-2 仮兵器簿 -

⑤航空部隊-その他-3 攻撃第７０３飛行隊編制表　昭１９年１０月６日 -

⑤航空部隊-その他-4 戦闘飛行（整備）成績　昭和７年 軍艦鳳翔

⑤航空部隊-その他-5 教練整備経過報告　昭和８年 軍艦鳳翔

⑤航空部隊-その他-6 甲種戦闘飛行（整備）実施計画　昭８年 軍艦鳳翔

⑤航空部隊-その他-7 南洋方面行動中航空関係事項　研究報告（整備関係）昭和８年 軍艦加賀

⑤航空部隊-その他-8 甲種．２種　戦闘飛行（整備）報告　昭９～１０年 呉海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-9 第１回戦闘飛行（整備）実施経過概要　昭和１２年 大村海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-10 飛行計画実施上留意すべき事項　昭和１２年２月 横海航空隊教頭　酒巻大佐

⑤航空部隊-その他-11 偵察参考資料　対空見張成績表　昭和１３年７月 横海航空隊

⑤航空部隊-その他-12 実戦より得たる射手心得参考資料　昭和１５年８月 木更津海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-13 ７粍７焼夷弾薬包の保存取扱に関する申進　昭和１５年８月 海軍航空本部　総務部長

⑤航空部隊-その他-14 目標回避に依る速力逓減に対する射法適用法　昭和１６年９月 横須賀海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-15 ９６式陸上攻撃機基本操縦教育法準則　昭和１８年１月 新竹海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-16 １式陸上攻撃機１２型点検整備記録　昭和１８年 第７５２海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-17 １式陸攻操縦参考書（火星発動機１５型装備）昭和１８年３月 第７５２海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-18 いうなかれ君よ　わかれを 米本弥　遺稿

⑤航空部隊-その他-19 いうなかれ君よ　わかれを 米本弥　遺稿

⑤航空部隊-その他-20 航空機搭乗者飛行月報　昭和１８．１１．３０～１９．３．３１ 記録係

⑤航空部隊-その他-21 飛行適否観測記録　昭和１３年 パガン気象観測所

⑤航空部隊-その他-22 飛行適否記録　昭和１６．１～１６．９ ウオッジエ水路部　気象観測所

⑤航空部隊-その他-23 飛行適否及適否状況　昭和１７年 ウオッジエ気象観測所

⑤航空部隊-その他-24 飛行適否の観測　昭和１９年 -

⑤航空部隊-その他-25 覚 柴田　文三

⑤航空部隊-その他-26 大東亜戦争第１期作戦期間（昭和１６年９月） -

⑤航空部隊-その他-27 飛行手帳 柴田　文三

⑤航空部隊-その他-28 昭和１８年　卓上日記 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-その他-29 昭和１９年　卓上日記 海軍大佐　柴田文三

⑤航空部隊-その他-32 攻撃５０１飛行隊 -

⑤航空部隊-その他-33 陣中荒鷲の集ひ -

⑤航空部隊-その他-34 航空記録　昭和９．８～１８．６ 峯岸　義次郎

⑤航空部隊-その他-35 航空記録　昭和１０．９．４～１８．３．４ 菊池　章

⑤航空部隊-その他-36 航空記録　昭和１０．５．３～１８．１２．２６ 山本　藝

⑤航空部隊-その他-37 航空記録　昭和１１．９．３０～１６．７．１８ 中村　敏郎



令和５年４月４日

⑤航空部隊-その他-38 航空記録　昭和１３．１２．１５～１５．７．１１ 福元　美善

⑤航空部隊-その他-39 航空記録　昭和１３．９．２０～１８．１０．２６ 岡田　貞雄

⑤航空部隊-その他-40 航空記録　昭和１３．４．１～１７．４．１ 田中　親

⑤航空部隊-その他-41 航空記録　昭和１３．１２．３０～１６．４．１５ 斉藤　富治

⑤航空部隊-その他-42 航空記録　昭和１３．６．１６～１８．３．１７ 山下　武雄

⑤航空部隊-その他-43 航空記録　昭和１３．６．３０～１６．４．１５ 安宅　仙二郎

⑤航空部隊-その他-44 航空記録　昭和１４．８．５～１８．１０．２５ 藤田　松義

⑤航空部隊-その他-45 航空記録　昭和１４．１０．１～１８．９ 横空隊

⑤航空部隊-その他-46 航空記録　昭和１４．８～１８．１２．２９ 島田　博人

⑤航空部隊-その他-47 航空記録　昭和１４．９．１４～１８．３．３ 蓮尾　隆市

⑤航空部隊-その他-48 航空記録　昭和１５．６．１４～１８．３．１７ 斉藤　正隆

⑤航空部隊-その他-49 航空記録　昭和１５．７．２７～１８．１２．２９ 岡部　年

⑤航空部隊-その他-50 航空記録　昭和１５．８．１５～１８．１０．２６ 國分　貢

⑤航空部隊-その他-51 航空記録　昭和１５．９．４～１８．１０．２４ 吉岡　学

⑤航空部隊-その他-52 航空記録　昭和１６．１１．１～１８．１１．２６ 和田　五郎

⑤航空部隊-その他-53 航空記録　昭和１６．８．４～１８．１０．１５ 山本　勉

⑤航空部隊-その他-54 航空記録　昭和１６．５．３～１８．３．１ 川端　浤

⑤航空部隊-その他-55 航空記録　昭和１６．５．３１～１８．３．２ 中沢　春治

⑤航空部隊-その他-56 航空記録　昭和１６．８．３１～１７．９．１６ 吉田　治雄

⑤航空部隊-その他-57 航空記録　昭和１６．７．２５～１８．１０．２６ 吉永　則光

⑤航空部隊-その他-58 航空記録　昭和１７．５．２８～１８．１０．２８ 田中　正行

⑤航空部隊-その他-59 航空記録　昭和１７．２．２～１８．１２．２４ 片山　世英

⑤航空部隊-その他-60 航空記録　昭和１７．７．２７～１８．１２．３１ 上山　正夫

⑤航空部隊-その他-61 航空記録　昭和１７．５．３０～１８．１０．９ 詫摩　昌義

⑤航空部隊-その他-62 航空記録　昭和１７．３．２６～１８．１．２８ 西田　一将

⑤航空部隊-その他-63 航空記録　昭和１７．５．１～１８．１０．２６ 山根　勲次

⑤航空部隊-その他-64 航空記録　昭和１７．７．２７～１８．４．１５ 小島　盛次

⑤航空部隊-その他-65 航空記録　昭和１７．２．１～１８．１０．２６ 坂之上　知廣

⑤航空部隊-その他-66 航空記録　昭和１７．１．３０～１８．１０．２６ 西岡　一夫

⑤航空部隊-その他-67 航空記録　昭和１７．１．２９～１７．１１．２８ 藤野　克幹

⑤航空部隊-その他-68 航空記録　昭和１７．１．２９～１８．３．１５ 新井　正之

⑤航空部隊-その他-69 航空記録　昭和１７．６．１～１８．９．１５ 松坂　安男

⑤航空部隊-その他-70 航空記録　昭和１７．７．２７～１８．１１．２８ 岡田　英夫

⑤航空部隊-その他-71 航空記録　昭和１７．７．２６～１８．７．１５ 平林　良三

⑤航空部隊-その他-72 航空記録　昭和１７．１１．２４～１８．１２．２ 森田　宗治

⑤航空部隊-その他-73 航空記録　昭和１７．１１．２４～１８．１．２９ 中座　松雄



令和５年４月４日

⑤航空部隊-その他-74 航空記録　昭和１７．５．１～１７．９．１２ 木村　正則

⑤航空部隊-その他-75 航空記録　昭和１７．５．６～１８．１１．２６ 村田　金人

⑤航空部隊-その他-76 航空記録　昭和１７．３．４～１８．１０．３０ 高西　末夫

⑤航空部隊-その他-77 航空記録　昭和１７．５．２８～１８．１０．３０ 岩下　行雄

⑤航空部隊-その他-78 航空記録　昭和１８．５．３～１８．７．９ 上野　弘夫

⑤航空部隊-その他-79 航空記録　昭和１８．２．１～１８．１０．１５ 高木　三郎

⑤航空部隊-その他-80 航空記録　昭和１８．４．５～１８．５．１３ 永野　嘉対弥

⑤航空部隊-その他-81 航空記録　昭和１８．７．２５～１９．１２．７ 長井　寛止

⑤航空部隊-その他-82 航空記録　昭和１７．１．２９～１８．３．１７ 小別当　隆

⑤航空部隊-その他-83 飛行適否観測記録　昭和１４．１～１４．６ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-84 飛行適否観測記録　昭和１４．７～１４．１２ ロンゴラップ観測所

⑤航空部隊-その他-85 飛行適否観測記録　昭和１４．７～１４．１２ ナモチック気象観測所

⑤航空部隊-その他-86 飛行適否観測記録　昭和１４．７～１４．１２ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-87 飛行適否観測記録　昭和１４．９～１４．１２ 元泊気象観測所

⑤航空部隊-その他-88 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．６ 元泊気象観測所

⑤航空部隊-その他-89 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．６ モートロック気象観測所

⑤航空部隊-その他-90 飛行適否観測記録　昭和１５．７～１５．１２ 元泊気象観測所

⑤航空部隊-その他-91 飛行適否観測記録　昭和１５．７～１５．１２ モートロック気象観測所

⑤航空部隊-その他-92 飛行適否観測記録　昭和１５．１１～１８．１２ ナモチック気象観測所

⑤航空部隊-その他-93 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．８ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-94 飛行適否観測記録　昭和１６．１１～１６．１２ パガン気象観測所

⑤航空部隊-その他-95 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．５ ロンゴラップ気象観測所

⑤航空部隊-その他-96 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．６ モートロック気象観測所

⑤航空部隊-その他-97 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．６ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-98 飛行適否観測記録　昭和１７．３～１７．５ 元泊気象観測所

⑤航空部隊-その他-99 飛行適否観測記録　昭和１７．７～１７．１２ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-100 飛行適否観測記録　昭和１７．７～１７．１２ モートロック気象観測所

⑤航空部隊-その他-101 飛行適否観測記録　昭和１７．２８～１７．１２ ロンゴラップ気象観測所

⑤航空部隊-その他-102 飛行適否観測記録　昭和１８．１～１８．７ ロンゴラップ気象観測所

⑤航空部隊-その他-103 飛行適否観測記録　昭和１８．１～１８．６ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-104 飛行適否観測記録　昭和１８．９～１８．１２ ウルシ気象観測所

⑤航空部隊-その他-105 飛行適否観測記録　昭和１８．１０～１８．１１ モートロック気象観測所

⑤航空部隊-その他-106 飛行適否観測記録　昭和１８．９～１８．１１ ウジヤエ気象観測所

⑤航空部隊-その他-107 試験問題集　昭和１６ 大分海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-108 航空記録　昭和１８．６．１～１８．１２．２３ 梅山　均

⑤航空部隊-その他-109 件名簿　昭和１８ 第２２航空戦隊司令部



令和５年４月４日

⑤航空部隊-その他-110 斎藤三郎航空記録　昭和１３～２０ -

⑤航空部隊-その他-111 第２６１航空隊出張命令簿 -

⑤航空部隊-その他-112 機動部隊　移動携行物件 １式関係７分隊飛行整備部

⑤航空部隊-その他-113 海軍監督官記録　昭和１９年度 -

⑤航空部隊-その他-114 飛行艦任務行動報告（大海令機密第３１０番電）昭和１６．５．８ 横須賀海軍航空隊司令

⑤航空部隊-その他-115 仏国航空隊の現状　大正１２ -

⑤航空部隊-その他-116 海軍省発着信綴　昭和１９年度 -

⑤航空部隊-その他-117 独逸航空関係資料　大正１１～１２ -

⑤航空部隊-その他-118 Z伯飛行船の東京横浜上空飛行に関する顛末　昭和４ -

⑤航空部隊-その他-119
林浩兵曹長航空記録（霞空．新竹．横空．三沢空．７０５．７０６）昭
和１６～１９

-

⑤航空部隊-その他-120 林浩飛行兵曹長航空記録　昭和１６～１９ -

⑤航空部隊-その他-121 黒沢丈夫航空記録　昭和１４～２０ 黒沢　丈夫

⑤航空部隊-その他-122 北東空上飛曹　野口行孝航空記録　昭１９ 野口　行孝

⑤航空部隊-その他-123 宮越清治航空記録　昭和１４～２０ 宮越　清治

⑤航空部隊-その他-124 山口市義航空経歴表（筑空．谷田部空　等）昭和１５～１８ 山口　市義

⑤航空部隊-その他-125 航空記録 -

⑤航空部隊-その他-126 海軍航空関係例達集　昭和１６．４～１８．９ -

⑤航空部隊-その他-127 搭乗員手帳　昭和１７．８～１１ -

⑤航空部隊-その他-128
最後の戦記　先任参謀　味噌汁が呑みたい！！　昭和１９年５月
～２０年８月

２６船戦先任参謀　吉岡忠一

⑤航空部隊-その他-129 掃海任務報告　大正３年１０月
於労山港若宮丸　連合掃海艇
指揮官　市来崎慶一

⑤航空部隊-その他-131 飛行記録 第２６５海軍航空隊

⑤航空部隊-その他-132 航空機搭乗員技量調査表 呉志飛　松井新一

⑤航空部隊-その他-133 操縦員適性検査ニ対スル相学的研究（其ノ三） 海軍航空本部教育部

⑤航空部隊-その他-134 飛行機生産消耗関係資料等 -

⑤航空部隊-その他-135 飛行科特務士官以下現在員調 薬師寺

⑥技術-全般-1 海軍技術研究所見取図．配置図　昭和１９年頃 海軍施設本部　等

⑥技術-全般-2 陸海軍技術委員会の１部　昭和１７～１９ 海軍嘱託　堀岡正家

⑥技術-全般-3 旧海軍技術資料　第１編（第１章～第３章）随想　技術交流　造船 社団法人　生産技術協会

⑥技術-全般-4
旧海軍技術資料　第１編（第４章）旧海軍艦船推進機関進歩発達
の概要

社団法人　生産技術協会

⑥技術-全般-5 旧海軍技術資料　第１編（第５章）随筆 社団法人　生産技術協会

⑥技術-全般-6
旧海軍技術資料　第１編（第６章）戦時旧海軍工場内部査察見聞
録概要等

社団法人　生産技術協会

⑥技術-全般-7
旧海軍技術資料　第１編（第７章～第８章）総合生産関係概要　雑
件

社団法人　生産技術協会

⑥技術-全般-8 海軍電気技術史（第２部）艦船．航空機及基地整備 技術研究本部

⑥技術-全般-9 海軍電気技術史（第２部）艦船．航空機及基地整備 技術研究本部

⑥技術-全般-10 海軍電気技術史（第３部）艦船．航空機及基地整備 技術研究本部

⑥技術-全般-11 海軍電気技術史（第３部）艦船．航空機及基地整備 技術研究本部



令和５年４月４日

⑥技術-全般-12 海軍電気技術史（第４部）兵器の研究並に整備 技術研究本部

⑥技術-全般-13 海軍電気技術史（第４部）兵器の研究並に整備 技術研究本部

⑥技術-全般-14 海軍電気技術史（第５部）兵器の研究並に整備 技術研究本部

⑥技術-全般-15 海軍電気技術史（第６部）兵器の研究並に整備 技術研究本部

⑥技術-全般-16 海軍電気技術史（第６部）兵器の研究並に整備 技術研究本部

⑥技術-全般-17 海軍電気技術史（第７部）材料の研究並に整備．雑 技術研究本部

⑥技術-全般-18 海軍電気技術史（第７部）材料の研究並に整備．雑 技術研究本部

⑥技術-全般-19
調査記録　生産技術協会保有技術参考資料　種目別目録　昭和
３３．５．２６　調整

生産技術協会

⑥技術-全般-20 調査記録　海軍航空機用金属部品表面処理作業標準　昭和１６ 生産技術協会

⑥技術-全般-21
調査記録　旧海軍技術資料　航空特攻兵器研究整備に対する艦
本５部の援助

生産技術協会

⑥技術-全般-22 調査記録　旧海軍技術関係史調査　其の１　航空材料関係 生産技術協会

⑥技術-全般-23 調査記録　旧海軍技術資料　航空技術廠の研究情況 工学博士　田中十三

⑥技術-全般-24 調査記録　旧海軍技術資料　航空材料関係 生産技術協会

⑥技術-全般-25 調査記録　旧海軍技術資料　航空材料関係（非金属材料関係） 野間口兼良　述

⑥技術-全般-26 調査記録　旧海軍技術資料　航空材料関係（非金属材料関係） 船木武綱　述

⑥技術-全般-27 調査記録　旧海軍技術資料　航空材料関係（非金属材料関係） 宇野昌一　述

⑥技術-全般-28 調査記録　旧海軍技術資料　航空材料関係（非金属材料関係） 平岡広助　述

⑥技術-全般-29 航空廠航空技術情報摘録集　普第８輯 海軍航空廠

⑥技術-全般-30 １技廠航空技術情報摘録目録　昭和２０ 第１海軍技術廠

⑥技術-全般-31
技術者の進むべき道（横須賀海軍工廠青年技術科士官に対する
講述）昭和１９．２

横須賀海軍工廠長　徳永栄

⑥技術-全般-32 日．独技術交換に関する記録 第２復員局　残務処理部資料課

⑥技術-全般-33 日本に於けるパッキン工業の今昔（バルカー水面計） 工学博士　渡辺武

⑥技術-全般-34 パッキンと私との因緑　大正７～昭和６ 工学博士　渡辺武

⑥技術-全般-35 革パッキンに関する研究　昭和１８．７ 工学博士　渡辺武

⑥技術-全般-36 革パッキン 工学博士　渡辺武

⑥技術-全般-37 革パッキン設計原簿　昭和２１．７ 渡辺パッキン研究所

⑥技術-全般-38 摺動パッキングの研究 沖巖　等

⑥技術-全般-39 製図方式解説　昭和１１．１ 海軍技師　柴崎得之助

⑥技術-全般-40
空技廠雑報　翼面荷重及これが輸送機設計上に及ぼす影響　昭
和１５．９

海軍航空技術廠

⑥技術-全般-41
空技廠雑報　翼面荷重及これが輸送機設計上に及ぼす影響　昭
和１５．９

海軍航空技術廠

⑥技術-全般-42
空技廠雑報第３５２号　翼面荷重及これが輸送機設計上に及ぼす
影響　昭和１５．９．９

海軍航空技術廠

⑥技術-全般-43 空技廠雑報　氷結の研究に対する寄與　昭和１４．５ 海軍航空技術廠

⑥技術-全般-45 航空廠航空技術情報摘録集（普第１３輯）昭和１４．３ 海軍航空廠

⑥技術-全般-46 構造用鋼 日本特殊鋼合資会社

⑥技術-全般-47 直流実験記録 -

⑥技術-全般-48 横須賀工廠見学記録 -



令和５年４月４日

⑥技術-全般-49 電波探信儀整備状況　昭和１８年８月３０日 -

⑥技術-全般-50 日本工作機械工業発達の過程 -

⑥技術-全般-51 電動慣性起動改造に関する件　昭和２０年３月 海軍航空本部

⑥技術-全般-52 不発弾処理実施要領書類 海軍省軍務局

⑥技術-全般-53 米国航空機用沈底式磁気機雷　調査報告 舞鶴海軍工廠

⑥技術-全般-54 兵器備品貸与品　昭和１８年 第７１６航空隊

⑥技術-全般-55 ９６式陸上攻撃機仮兵器簿 -

⑥技術-全般-56 特殊弾及化学兵器実験　昭和１４年１２月２５日 海軍技術研究所

⑥技術-全般-57 兵器塔載名簿　昭１８年 -

⑥技術-全般-58 兵器分散筒所累図及借用証 -

⑥技術-全般-59 第３６防空隊兵器簿 -

⑥技術-全般-60 航空無線兵器一般 -

⑥技術-全般-61 陸海軍航空材料規格（マグネシューム及其の合金之部） 陸海軍航空本部

⑥技術-全般-62 航空技術廠航空技術（情報摘録）昭和１６年～１９年 -

⑥技術-全般-63 Ｐ１Ｙ１強度計算書（胴体１０号以前）第３巻　昭和１７年３月 -

⑥技術-全般-64 電波探知機改３並に電波探信儀２型改３ -

⑥技術-全般-65 海軍電波探信儀及磁探の研究成果 -

⑥技術-全般-66 米国潜水艦ダーター調査報告 海軍電波本部調製

⑥技術-全般-67 海軍造船造機造兵主要材料試験検査規則　昭和１０年８月 -

⑥技術-全般-68 軍艦の対空防禦に対する航空機の進歩の影響　１９３７年２月 -

⑥技術-全般-69 硫化「モリブデン」触媒に関する研究　昭和１９年４月９日 -

⑥技術-全般-70 海軍機密書類貸与工場名簿　昭和１８年４月１日 -

⑥技術-全般-71 海軍機密書類貸与名簿　昭和１８年４月１日 海軍大臣官房

⑥技術-全般-72 １万屯巡洋艦比較綴　昭和１０年度 -

⑥技術-全般-73 航空技術史編纂資料原稿　昭和２１年３月 巖谷　英一

⑥技術-全般-74 定例工廠長会議現状申告 海軍火薬本廠

⑥技術-全般-75 呉海軍工廠砲熕部基本図（材料） 砲熕部設計係

⑥技術-全般-76
海軍技術研究所現状一般　１．愛知時計現状報告書　２．三菱重
工名古屋航空機工場現況報告　昭和１１

-

⑥技術-全般-77 機械設計参考図　第３編　昭和１１年６月 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-全般-78 機械設計参考図（第４編）昭和１１年６月 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-全般-79 機械設計参考図　第６編　昭和１８年４月 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-全般-80 機械設計参考図（第７編）昭和１７年６月 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-全般-81 呉海軍工廠砲熕部基本図（製図方式）昭和１８年２月 砲熕部設計係

⑥技術-全般-82 昭和産業史　旧陸海軍需工業　Ｓ２６．４ 東洋経済新報社

⑥技術-全般-83 航空科学技術蒐録　昭和１８．４ 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-84 航空科学技術蒐録　昭和１８．１０ 大日本航空技術協会　発行



令和５年４月４日

⑥技術-全般-85 航空科学技術蒐録　昭和１８．５ 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-86 科学技術蒐録　第３部　全科技連
技術院監修　全日本科学技術
協会

⑥技術-全般-87 全科技連　科学技術蒐録　第４部（６）
全日本科学技術団体連合会
発行

⑥技術-全般-88 全科技連　科学技術蒐録　第８部（１５）
技術院監修　全日本科学技術
団

⑥技術-全般-89 大日本航空技術協会報告　第１巻　第１号　昭和１８年９月 大日本航空技術協会

⑥技術-全般-90 航空科学技術蒐録　第Ⅱ類　１　昭和１８年３月 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-91 航空科学技術蒐録　第Ⅳ類　１　昭和１８年４月 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-92 航空科学技術蒐録　第Ⅳ類　１　昭和１８年４月 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-93 航空科学技術蒐録　第Ⅴ類　１　昭和１８年３月 大日本航空技術協会　発行

⑥技術-全般-94 西貢附近兵器参考資料　昭和１６．３ 軍艦　長良

⑥技術-全般-95 全科技連　科学技術蒐録　第１部（８） 全日本科学技術団体連合会

⑥技術-全般-96 航空科学技術蒐録　第Ⅷ類　１　昭和１８．５ 大日本航空技術協会発行

⑥技術-全般-97 全科技連　科学技術蒐録　第７部 -

⑥技術-全般-98 昭和１５年度　工廠長会議申告覚書 舞鶴海軍工廠

⑥技術-全般-99 職員配置表　昭和１６．７．２５現在 海軍航空技術廠

⑥技術-全般-100 非常警衛部署　昭和１７．９．１１ 第３海軍火薬廠

⑥技術-全般-101 航空科学技術蒐録　第１類　１　昭和１８．３ 大日本航空技術協会発行

⑥技術-全般-102 海軍技術研究所案内（１２．９．１調） -

⑥技術-全般-103 鋼の機械的性質に対する温度の影響　大正１４．１２ 佐々川　清

⑥技術-全般-104 庶務　及　統計　海軍技師　柴田壽正　昭和４．１０．１０ 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-全般-105 航空機用材料に就て　昭和１３．３ -

⑥技術-全般-106 業種別海軍管理工場名簿　昭和１６．５ 海軍省兵備局第２課

⑥技術-全般-107 主要材料規格一覧表　昭和１７．８．１ 海軍艦政本部第５部　調査班

⑥技術-全般-108 各種機銃弾薬包要目表 海軍艦政本部

⑥技術-全般-109 中津工場状況報告書　昭２０．２．１０ 神戸製鋼所中津工場

⑥技術-全般-110 造船学 内田大佐資料

⑥技術-全般-111 工作艦Ａ　工作機械一覧表 -

⑥技術-全般-112 鋼材一覧表 呉海軍工廠製鋼部

⑥技術-全般-113 航空機生産にともなう書類保管原簿　昭和１９年度 -

⑥技術-全般-114 規格材料綴　昭和１６．１．８～１６．３．１８ 第２復員局残務処理部　資材課

⑥技術-全般-115 規格材料綴　昭和１６．４．１～１６．８．４ 第２復員局残務処理部　資材課

⑥技術-全般-116 規格材料綴　昭和１６．８．１３～１６．１２．６ 第２復員局残務処理部　資材課

⑥技術-全般-117 昭和１６年度　試験実験綴 海軍航空本部技術第１課

⑥技術-全般-118
航空評議会材料規格　其６（アルミニューム及其の合金）昭和１３．
７

航空評議会

⑥技術-全般-119
航空評議会材料規格　其６（アルミニューム及其の合金）昭和１３．
７

航空評議会

⑥技術-全般-120
調査記録　旧海軍技術資料　戦争末期に於ける航空協力の（其の
３）経過を能率的の見地から検討

-



令和５年４月４日

⑥技術-全般-121 調査記録（其の１）旧海軍技術資料　航空発動機の歩んだ道 -

⑥技術-全般-122 調査記録（其の２）旧海軍技術資料　航空発動機の歩んだ道 -

⑥技術-全般-123 調査記録（其の３）旧海軍技術資料　航空発動機の歩んだ道 -

⑥技術-全般-124 調査記録（其の４）旧海軍技術資料　航空発動機の歩んだ道 -

⑥技術-全般-125 調査記録　航空関係（その１） -

⑥技術-全般-126 鋳造作業標準 -

⑥技術-全般-127 地方統制工業打合会議報告書（官庁用） -

⑥技術-全般-129 運動力諸表　運用術練習艦調整　昭和４．５ -

⑥技術-全般-130 空洞現象関係文献抄 海軍技術研究所　造船研究部

⑥技術-全般-131 空洞現象関係文献抄 海軍技術研究所　造船研究部

⑥技術-全般-132 鈴谷型縦強力計算用　切断図及諸曲線　昭和１６．８．２８ 海軍艦政本部

⑥技術-全般-133 海軍施設機械 -

⑥技術-全般-134 海軍施設機械　発注会社一覧　昭和１８～ -

⑥技術-全般-135 海軍施設機械　発注会社一覧　昭和１８～ -

⑥技術-全般-136 海軍発注の国産ブル１号 -

⑥技術-全般-137 海軍施設機械　内示注文表　昭和１８～２０年度 海軍施設本部

⑥技術-全般-138 海軍施設機械　内示注文表　昭和１８～２０年度 海軍施設本部

⑥技術-全般-139 海軍造船造機造兵主要材料試験検査規則 -

⑥技術-全般-140 呉海軍工廠史料　大正１０～１４年 -

⑥技術-全般-141 海軍造船造機造兵主要材料試験検査規則　昭和３．７ 海軍大臣官房

⑥技術-全般-142 一般書類綴　昭和１４～１８年 海軍航空本部

⑥技術-全般-143 航空一般情報（欧大陸）昭和１６年 海軍航空本部

⑥技術-全般-144 材料関係文書（一般鉄鋼重合金）昭和１５～１７年 -

⑥技術-全般-145 航空機装備等材料関係綴　昭和１８年 -

⑥技術-全般-146 海軍科学技術審議会（その１）昭和１８．２～１０ 堀岡部長

⑥技術-全般-147
海軍科学技術審議会その２　自昭和１８年１１月至昭和１９年１１
月

堀岡部長

⑥技術-全般-148 リミットゲージシステムの応用　昭和 秦海軍技師

⑥技術-全般-149 既成艦船工事記録　自昭和１７．１２　至昭和２０．８ -

⑥技術-全般-150 海軍艦艇要目表 -

⑥技術-全般-151 渡辺鉄工所文書．図書綴　昭和１５年 -

⑥技術-全般-152 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-152_2 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-152_3 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-152_4 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-152_5 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-152_6 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長



令和５年４月４日

⑥技術-全般-152_7 艦船主要工事月報　昭和２０．６．２９ 鎮海海軍工作部長

⑥技術-全般-153
研究問題　長門曳船航行諸元予想曲線　五十鈴諸管系諸電路装
置略図　長良諸管系図　衣笠応急処置標準他

-

⑥技術-全般-154 東京海軍監督官　受持区域工場名簿　昭和１４年１０月 東京海軍監督官事務所

⑥技術-全般-155 海軍関係工場執務便覧　昭和１５年３月３１日現在 東京海工会

⑥技術-全般-156 海軍造兵廠報告１（第１号～第３号）明治２５年８月～１２月 -

⑥技術-全般-157 海軍造兵廠報告２（第４号～第６号）明治２５年１２月　２７年３月 -

⑥技術-全般-158 主要工事実費諸統計表　昭和１６年１１月２日 造機部作業隊

⑥技術-全般-158_2 主要工事実費諸統計表　昭和１６年１１月２日 造機部作業隊

⑥技術-全般-159
朝倉迅鯨砲術長から　瀧田迅鯨艦長への意見書（施回方位盤に
関する件）大正１５年７月２１日

-

⑥技術-全般-160 海軍管理工場名簿　昭和１７年７月 海軍省兵備局（２調）

⑥技術-全般-161 日本軍艦史稿 遠藤昭

⑥技術-全般-162 漢堡造船研究所に於ける高速新試験水槽 -

⑥技術-全般-163
高速艇の発達（原稿）（Ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｔ　ｓｐｅｅｄ
ｃｒａｆｔ）

Ｈ．Ｓｃｏｔｔ－Ｐａｉｎｅ

⑥技術-全般-164 実験研究事項並に配員一覧表 仮称航空燃料実験部

⑥技術-全般-165 獨国大使館附武官　ウエンネッケル中佐会談要旨 藁谷造船少佐

⑥技術-全般-166 海軍航空廠職員増員計画表　昭和１０．１０～１２．４ -

⑥技術-全般-167_2 海軍造船技術概要１ -

⑥技術-全般-168_2 海軍造船技術概要２ -

⑥技術-全般-169_2 海軍造船技術概要３ -

⑥技術-全般-170_2 海軍造船技術概要４ -

⑥技術-全般-171 海軍造船技術概要Ⅴ（５／７） -

⑥技術-全般-172 海軍造船技術概要Ⅵ（６／７） -

⑥技術-全般-173 海軍造船技術概要Ⅶ（７／７） -

⑥技術-全般-174 無線通信指揮装置制式案の件送付 戦艦「日向」通信長

⑥技術-全般-175 航空兵器経理規程達第２４２号　昭和１８年１０月８日 海軍省

⑥技術-水路（航路）-1
日本水路誌　第５巻　九州北岸．西岸及び南岸　大正５年１２月
刊行　大正８年７月　再版

水路部

⑥技術-水路（航路）-2 日本水路誌　第７巻（北洲全岸）大正８年１０月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-3 日本水路誌　第８巻（千島列島）大正７年１１月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-4
本洲沿岸水路誌　本洲南岸．四国南岸．本洲東岸．南方諸島　昭
和９年７月　刊行（総記）

水路部

⑥技術-水路（航路）-5 本洲沿岸水路誌　第２巻　大正５年１２月　刊行 -

⑥技術-水路（航路）-6
本洲沿岸　第２巻　本洲北西岸．本洲北岸．竹島　昭和２０年５月
刊行

-

⑥技術-水路（航路）-7 本洲沿岸水路誌　昭和１８年４月　刊行．追補第７号　第１巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-8 本洲南東岸水路誌　昭和２７年８月刊行　追補第１ 海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-9
本州南東岸水路誌　本州南海．本州東岸．四国南岸．南方諸島
昭和２４年６月　刊行

海上保安庁水路部

⑥技術-水路（航路）-10
本洲北西岸水路誌　本洲北西岸．本洲北岸　竹島　昭和２４年８
刊行

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-11 本洲北西岸水路誌　昭和２８年６　刊行　追補第１ 海上保安庁
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⑥技術-水路（航路）-12
内海水路誌（航路記．内海．紀伊．豊後．水路）昭和２６年９月　刊
行

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-13 内海水路誌（追補第１）昭和３１年１月　刊行 海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-14
内海　紀伊水道．内海　豊後水道　昭和２０年６月　刊行　簡易水
路誌

水路部

⑥技術-水路（航路）-15 日本沿岸地名表　昭和２３年４月　刊 水路部

⑥技術-水路（航路）-16
九州沿岸水路誌　内海附近以外の九州沿岸．壱岐対馬．五島列
島対島海峡．大隅海峡　昭和２４年１２月　刊行

-

⑥技術-水路（航路）-17 九州沿岸水路誌（追補第１）昭和３２年２月　刊行 海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-18
北海道沿岸水路誌　北海道沿岸．津軽海峡．根室海峡．宗谷海峡
昭和２５年１１月　刊行

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-19
北海道樺太南部沿岸水路誌（第１巻）昭和３年１０月　刊行　総
記．航路．北海道本島

水路部

⑥技術-水路（航路）-20 九州沿岸水路誌（追補第２）昭和１６年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-21
樺太南部沿岸千島列島水路誌　昭和１２年３月　刊行　千島列
島．樺太南部

水路部

⑥技術-水路（航路）-22
簡易水路誌　昭和２２年３月刊行　北海道本島沿岸．津軽．根室．
宗谷海峡．北海道全岸

水路部

⑥技術-水路（航路）-22_2
簡易水路誌　北海道本島沿岸．津軽海峡　根室海峡　宗谷海峡
北海道全岸　昭和２２年３月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-23 朝鮮沿岸水路誌　第１巻　追補第６　昭和１６．９ 水路部

⑥技術-水路（航路）-24 朝鮮沿岸水路誌　第２巻　追補第５　昭和１５．５ 水路部

⑥技術-水路（航路）-25
朝鮮沿岸水路誌　第１巻　総記．航路記．朝鮮東岸及南岸　昭和
８．１

水路部

⑥技術-水路（航路）-26 朝鮮沿岸水路誌　第２巻　朝鮮西岸　昭和９．８ 水路部

⑥技術-水路（航路）-27
南支那海水路誌（第１巻）香港間航路附近の島嶼及険礁　昭和１
６年３月刊行　馬来半島東岸等

水路部

⑥技術-水路（航路）-28
台湾南西諸島水路誌　昭和１６年３月　刊行　大島東尖頭諸島嶼
新南島

水路部

⑥技術-水路（航路）-29 朝鮮南東岸水路誌　昭和２７年８月 海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-30 朝鮮西岸水路誌　昭和２８年７月　刊行 海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-31
南支那海水路誌（第２巻）昭和１６年３月　東京海湾北浜至香港島
附近　海南島西江珠江

水路部

⑥技術-水路（航路）-32 南支那海水路誌　昭和１６年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-33
南支那海水路誌（第２巻）昭和４年９月刊行　海南島附近至香港
附近西江．珠江

水路部

⑥技術-水路（航路）-34
南支那海水路誌　第３巻　昭和１４年８月刊行　ボルネオ西岸及
北西岸南支那海東部の島嶼及検礁

水路部

⑥技術-水路（航路）-35
南支那海水路誌　第３巻　昭和１４年８月刊行　ボルネオ西岸及
北西岸南支那海東部の島嶼及検礁

水路部

⑥技術-水路（航路）-36
南支那海水路誌　第３巻　昭和１４年８月刊行　ボルネオ西岸及
北西岸南支那海東部の島嶼及検礁

水路部

⑥技術-水路（航路）-37
南支那海水路誌　第３巻　昭和１４年８月刊行　ボルネオ西岸及
北西岸南支那海東部の島嶼及検礁

水路部

⑥技術-水路（航路）-38 南支那海水路誌　第３巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-39
南支那海水路誌　第１巻　昭和３０年６月刊行　マレー半島東岸．
タイランド海湾シンガポール．ホンコン

水路部

⑥技術-水路（航路）-40
南支那海水路誌（第２巻）トンキン海湾北浜香港島附近　海南島
西江．珠江　昭和２９年４月刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-41
支那東岸水路誌　第１巻　揚子江以北　中華民国沿岸．揚子江口
附近．黄浦江　昭和１７年６月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-42
支那東岸水路誌　第１巻　第１冊　揚子江以北の中華民国沿岸．
揚子江口附近．黄浦港　昭和２２年３月

水路部

⑥技術-水路（航路）-43
支那東岸　第２巻　総記　フォーカイ角至揚子江　昭和２２年１０月
刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-44
支那東岸水路誌　第１巻　第２冊　満洲国及関東洲沿岸　昭和６
年１２月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-45
支那東岸水路誌　第１巻　総記．航路記．フォーカイ角至揚子江口
昭和６年１２月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-46
支那東岸水路誌　第２巻　揚子江口以北支那沿岸　昭和６年１２
月　刊行

-
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⑥技術-水路（航路）-47
台湾．南西諸島水路誌　昭和２９年９月刊行　南西諸島．大東島．
尖頭諸嶼．台湾及附近の諸島

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-48
支那東岸　簡易水路誌　昭和２２年３月刊行　満洲及関東沿岸（第
１巻．第２冊）

水路部

⑥技術-水路（航路）-49
揚子江水路誌　第２巻　大正１５年３刊行　下揚子江及漢水　第１
改版

水路部

⑥技術-水路（航路）-50 揚子江水路誌　第２巻　追補第１　昭和８年７月刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-51
揚子江水路誌　第２巻　大正１５年３月刊行　下揚子江及漢水　第
１改版

水路部

⑥技術-水路（航路）-52
揚子江水路誌　第３巻　昭和２年１月刊行　中揚子江及上揚子江
第１改版

水路部

⑥技術-水路（航路）-53
南洋群島水路誌　昭和３０年１１月　刊行　マリアナ諸島．カロリン
諸島．マーシャル諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-54
フィリッピン諸島水路誌　昭和３０年７月刊行　ルソン南西方諸島．
ビサヤン諸島　第２巻

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-55
フィリッピン諸島水路誌　第３巻　昭和３１年３月刊行　パラワン．
スールー海．ボルネオ北岸及北東岸

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-56
フィリッピン諸島水路誌　第４巻　昭和３０年１１月刊行　ミンダナ
オ．スールー衆島

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-57
ビルマ海水路誌　昭和３２年２月刊行　バッセイン川．コウプケッ
ト．アンダマン及ニコバル諸島

海上保安庁

⑥技術-水路（航路）-58
南太平洋諸島西部水路誌　昭和１０年３月刊行　ニューカレドニ
ア．ロヤルテー．ニューヘブリン

水路部

⑥技術-水路（航路）-59
南太平洋諸島西部水路誌　第２巻　フィジー．トンガ．サモア．エリ
ス．ギルバート．フィニックス

水路部

⑥技術-水路（航路）-60 南太平洋諸島東部水路誌　追補第２　昭和１７年１２月刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-61
南太平洋諸島西部水路誌トラウケ諸島　昭和１０年１０月刊行
フィジー．トンガ．サモア．エリス

水路部

⑥技術-水路（航路）-62
南太平洋諸島東部水路誌　クック．オーストラル．バルマーストン．
サイテーマーケサス．ライン諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-63
南太平洋諸島東部水路誌　昭和９年２月刊行　クック．オーストラ
ル．バルマーストン

水路部

⑥技術-水路（航路）-64
スマトラ東部水路誌　昭和１７年６月刊行　スンダ．バンカ．ガスパ
ル．カリマタ．リオ．ベルハラ

水路部

⑥技術-水路（航路）-65
濠洲沿岸水路誌（第１巻）昭和１６年３月刊行　濠洲南岸（リューウ
イン岬至ノーザムバーランド岬）

水路部

⑥技術-水路（航路）-66
濠洲沿岸水路誌（第１巻）昭和１６年３月刊行　濠洲南岸（リューウ
イン岬至ノーザムバーランド岬）

水路部

⑥技術-水路（航路）-67
濠洲沿岸水路誌（第２巻）昭和８年１１月刊行　濠洲南岸及東岸
ノーザムバーランド岬及ジャクソン岬

水路部

⑥技術-水路（航路）-68
濠洲沿岸水路誌（第３巻）昭和１４年５月刊行　濠洲東岸（ジャクソ
ン港至サンディム岬）コラル海

水路部

⑥技術-水路（航路）-69
濠洲沿岸水路誌（第３巻）昭和１４年５月刊行　濠洲東岸（ジャクソ
ン港至サンディム岬）コラル海

水路部

⑥技術-水路（航路）-70
濠洲沿岸水路誌（第４巻）昭和１９年７月刊行　濠洲東岸サンデー
岬至ヨーク岬

-

⑥技術-水路（航路）-71
濠洲沿岸水路誌（第４巻）昭和１９年７月刊行　濠洲東岸　サン
デー岬至ヨーク岬

水路部

⑥技術-水路（航路）-72
濠洲沿岸水路誌（第４巻）昭和１９年７月刊行　濠洲東岸　サン
デー岬至ヨーク岬

水路部

⑥技術-水路（航路）-73
濠洲沿岸水路誌（第５巻）昭和１２年６月刊行　濠洲北岸．北西岸
及西岸エンディギア海峡西口

水路部

⑥技術-水路（航路）-74 濠洲沿岸水路誌　第５巻　対景図目次 水路部

⑥技術-水路（航路）-75
ニュージーランド沿岸水路誌　昭和１０年３月刊行　ニュージーラン
ド北島

水路部

⑥技術-水路（航路）-76
ニュージーランド沿岸水路誌　昭和９年１０月　刊行　ニュージーラ
ンド南島．スチューワート島及諸離島

水路部

⑥技術-水路（航路）-77
ジャヴァ海水路誌（第１巻）昭和１３年１２月　刊行　ジャヴァ．ジャ
ヴァ東方誌諸島．ジャヴァ海

水路部

⑥技術-水路（航路）-78
ジャヴァ海水路誌（第２巻）昭和１４年２月　刊行　ボルネオ南岸及
東岸．マカッサル海峡　セレベス

水路部

⑥技術-水路（航路）-79
ジャヴァ海水路誌（第２巻）昭和１４年２月　刊行　ボルネオ南岸及
東岸．マカッサル海峡セレベス

水路部

⑥技術-水路（航路）-80
ニューギニア水路誌（第１巻）昭和１２年１１月　刊行　ニューギニア
南岸　ルーイシェード叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-81
ニューギニア水路誌（第１巻）昭和１２年１１月　刊行　ニューギニア
南岸　ルーイシェード叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-82
ニューギニア水路誌（第１巻）昭和１２年１１月　刊行　ニューギニア
南岸　ルーイシェード叢島

水路部



令和５年４月４日

⑥技術-水路（航路）-83
ニュージーランド沿岸水路誌（第１巻）追補第２　昭和１９年２月　刊
行

水路部

⑥技術-水路（航路）-84
ニューギニヤ水路誌（第１巻）昭和１２年１１月　刊行　ニューギニ
ヤ南岸．ルーイシエード叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-85
ニューギニヤ水路誌（第２巻）昭和１３年３月　刊行　ニューギニヤ
北岸．ソロモン諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-86
ニューギニヤ水路誌（第２巻）昭和１３年３月　刊行　ニューギニヤ
北岸．ソロモン諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-87
ニューギニヤ西部水路誌　昭和７年８月　刊行　セレベス北東岸．
ミンダナオ．セレベス間諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-88
ニューギニヤ西部水路誌　昭和７年８月　刊行　セレベス北東岸．
ミンダナオ．セレベス間諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-89 ニューギニヤ西部水路誌　追補第１　昭和１３年１月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-90
マラッカ海峡水路誌　昭和１１年１２月　刊行　マラッカ海狭．シンガ
ポール海峡．スマトラ西岸

水路部

⑥技術-水路（航路）-91 マラッカ海峡水路誌（追補第１）昭和１５年１１月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-92 フィッリッピン諸島水路誌（第１巻）ルソン北方諸島　昭和１８年１月 水路部

⑥技術-水路（航路）-93 フィリッピン諸島水路誌（第１巻）ルソン北方諸島　昭和１８年９月 水路部

⑥技術-水路（航路）-94 フィリッピン諸島水路誌（第１巻）ルソン北方諸島　昭和１８年９月 -

⑥技術-水路（航路）-95
比律賓諸島水路誌（第２巻）呂宋南西方諸島．ビサヤン諸島　昭
和６年３月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-96
比律賓諸島水路誌（第２巻）昭和６年３月　刊行　呂宋南西方諸
島．ビサヤン諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-97
比律賓諸島水路誌（第３巻）昭和７年３月　刊行　パラワン．スル
海．ボルネオ北岸及東岸

-

⑥技術-水路（航路）-98
比律賓諸島水路誌（第３巻）昭和７年３月　刊行　パラワン．スル
海．ボルネオ北岸及東岸

水路部

⑥技術-水路（航路）-99
比律賓諸島水路誌（第３巻）昭和７年３月　刊行　パラワン．スル
海．ボルネオ北岸及東岸

水路部

⑥技術-水路（航路）-100 比律賓諸島水路誌（第３巻）追補第２　昭和１４年６月　刊行 -

⑥技術-水路（航路）-101
比律賓諸島水路誌（第３巻）昭和７年３月　刊行　パラワン．スル
海．ボルネオ北岸及東岸

水路部

⑥技術-水路（航路）-102
比律賓諸島水路誌（第４巻）昭和７年１１月　刊行　ミンダナオ．ス
ル叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-103
比律賓諸島水路誌（第４巻）ミンダナオ．スル叢島　昭和７年１１月
刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-104
比律諸島水路誌（第４巻）昭和７年１１月　刊行　ミンダナオ．スル
叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-105
比律諸島水路誌（第４巻）昭和７年１１月　刊行　ミンダナオ．スル
叢島

水路部

⑥技術-水路（航路）-106
スマトラ東部水路誌　昭和１７年６月　刊行　スンダ．バンカ．ガス
バル．カリマタ．リオー．ベルウ

水路部

⑥技術-水路（航路）-107
ビルマ海水路誌　昭和１０年５月　刊行　バッセイン河至ジヤンク．
セイロン島．アンダマン

水路部

⑥技術-水路（航路）-108
ビルマ海水路誌　昭和１０年５月　刊行　バッセイン河至ジヤンク．
セイロン島．アンダマン

水路部

⑥技術-水路（航路）-109 ビルマ海水路誌（追補第１）昭和１７年６月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-110
印度洋南部水路誌　昭和１２年３月　刊行　印度洋南部諸島．コロ
モ．マダガスカル諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-111
ハワイ諸島水路誌　昭和１４年１０月　刊行　ハワイ諸島．同西方
諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-112
軍機水路誌（第３巻）昭和１９年５月　刊行　南洋諸島．ギルバート
諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-113
軍機水路誌（第３巻）昭和１９年５月　刊行　南洋諸島．ギルバート
諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-114
軍機水路誌（第３巻）昭和１９年５月　刊行　南洋諸島．ギルバート
諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-115 北海及び附近水路資料　昭和１４年４月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-116
アラスカ沿岸水路誌（第２巻）昭和７年１１月　刊行　ヤクタット湾
至　バロー角

水路部

⑥技術-水路（航路）-117
ハワイ誌島水路誌　昭和１４年１０月　刊行　ハワイ諸島．同西方
諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-118 アラスカ沿岸水路誌（第２巻）昭和１３年８月　刊行（追補第１） 水路部



令和５年４月４日

⑥技術-水路（航路）-119
西伯利亜東岸水路誌（第１巻）第２改版　昭和６年７月　刊行　総
記沿海県沿岸鞋靼海湾．間宮海峡

水路部

⑥技術-水路（航路）-120
西伯利亜東岸水路誌（第２巻）第２改版（コリヤキー及ヂココトス
キー地方南東岸）樺太海湾

水路部

⑥技術-水路（航路）-121 西伯利亜東岸水路誌（第１巻）追補第２　昭和１７年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-122 航海表　海軍兵学校版　明治３３年　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-123 航海年表　昭和１６年 水路部

⑥技術-水路（航路）-124 航海年表　上巻　其の１　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-125 航海年表　上巻　其の２　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-126 航海年表　上巻　其の３　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-127 航海年表　下巻　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-128 航海暦　昭和１９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-129 航海年表　下表　昭和１７年 水路部

⑥技術-水路（航路）-130 潮汐表　上巻　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-131
潮汐表　下巻　昭和１８年　北米西．中米西．南米西岸．アジア南
岸．アフリカ北東岸及東岸．印度洋．濠洲

水路部

⑥技術-水路（航路）-132
潮汐表　下巻　昭和１８年　北米西．中米西．南米西岸．アジア南
岸．アフリカ北東岸及東岸．印度洋．濠洲

水路部

⑥技術-水路（航路）-133 潮汐表　上巻　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-134
潮汐表　上巻　昭和１９年　日本．南洋群島．シベリヤ東岸．満洲
国．支那東叢島．南支那海

水路部

⑥技術-水路（航路）-135
潮汐表　上巻　昭和１９年　日本．南洋群島．シベリヤ東岸．満洲
国．支那東叢島．南支那海

水路部

⑥技術-水路（航路）-136 航海年表　下巻　昭和１８年 水路部

⑥技術-水路（航路）-137 航海歴　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-138 潮汐表　上巻　昭和１９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-139
潮汐表　下巻　昭和１９年　北米．中米．南米西岸．アジア南岸．ア
フリカ北東岸及東岸．印度洋諸島．濠洲

水路部

⑥技術-水路（航路）-140
潮汐表　上巻　昭和２０年　日本．南洋群島．シベリヤ東岸．満洲
国．支那東叢島．南支那海

水路部

⑥技術-水路（航路）-141
潮汐表　上巻　昭和２０年　日本．南洋群島．シベリヤ東岸．満洲
国．支那東叢島．南支那海

水路部

⑥技術-水路（航路）-142
潮汐表　下巻　昭和２０年　北米．中米．南米西岸．アジア南岸．ア
フリカ北東岸及東岸．印度洋．濠洲

水路部

⑥技術-水路（航路）-143
潮汐表　下巻　昭和２０年　北米．中米．南米西岸．アジア南岸．ア
フリカ北東岸及東岸．印度洋．濠洲

水路部

⑥技術-水路（航路）-144 支那沿岸潮汐表　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-145 支那沿岸潮汐表　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-146 北洋方面潮汐表　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-147 北洋方面潮汐表　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-148 太平洋及印度洋潮汐表（第２巻）昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-149 潮位表　昭和１８年 中央気象台

⑥技術-水路（航路）-150 潮位表　昭和１８年 中央気象台

⑥技術-水路（航路）-151 燈台表　第１巻　昭和１６年１２月１日　調査 水路部

⑥技術-水路（航路）-152 燈台表　第１巻　昭和２１年２月１日　調査 水路部

⑥技術-水路（航路）-153 天測計算表 水路部

⑥技術-水路（航路）-154 天測暦　昭和１９年 水路部



令和５年４月４日

⑥技術-水路（航路）-155 天測暦　昭和１９年 -

⑥技術-水路（航路）-156 天測暦　追補　水量位置表　昭和１９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-157 天測暦　昭和２０年 -

⑥技術-水路（航路）-158 天測暦　昭和２０年 水路部

⑥技術-水路（航路）-159 天測略暦　昭和２０年 -

⑥技術-水路（航路）-160 天測暦　追補　水量位置表　昭和２０年 -

⑥技術-水路（航路）-161 天測暦　昭和２１年 水路部

⑥技術-水路（航路）-162 天測略暦　昭和２２年 水路部

⑥技術-水路（航路）-163 距離表 水路部

⑥技術-水路（航路）-164 距離表 水路部

⑥技術-水路（航路）-165 距離表　昭和１２年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-166 距離表　昭和１２年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-167
台風編（昭和１４年４Ｆ遭過）航海参考資料　その２（水路書誌８１２
号）

水路部

⑥技術-水路（航路）-168 水路誌附録　昭和１７年８月刊行　無線電信　通信局所一覧 -

⑥技術-水路（航路）-169 普通水路図誌目録　昭和１９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-170 水路里程表 水路部

⑥技術-水路（航路）-171 日本本州四国以東海図（明治時代） -

⑥技術-水路（航路）-172 日本九州以西海図（明治時代） -

⑥技術-水路（航路）-173 朝鮮．支那等　海図（明治時代） -

⑥技術-水路（航路）-174
水路要報　第１９年増刊　昭和１５年１１月１５日　水路部研究調査
資料　第１号

水路部

⑥技術-水路（航路）-175
水路要報　第１９年増刊　昭和１５年１１月１５日　水路部研究調査
資料　第１号

水路部

⑥技術-水路（航路）-176_180
水路要報　第１号．２号．３号．４号．５号　昭和１７年１月１日～５
月１日

水路部

⑥技術-水路（航路）-181_184
水路要報　第９号．１０号．１１号．１２号　昭和１７年９月１日～１２
月１日

水路部

⑥技術-水路（航路）-185-186 昭和１８．７．１　昭和１８．８．１　水路要報　第７号．第８号 水路部

⑥技術-水路（航路）-187 カラ海及びラプテブ海の海洋学 東亜研究所

⑥技術-水路（航路）-188 下揚子江航泊参考書　昭和１２年１１月 水路部

⑥技術-水路（航路）-189 下揚子江航泊参考書　昭和１２年１１月 水路部

⑥技術-水路（航路）-190 下揚子江航泊参考書　昭和１２年１１月 水路部

⑥技術-水路（航路）-191 釧路無線標識参考資料　昭和１８年１月　調製 水路部

⑥技術-水路（航路）-192 釧路無線標識参考資料　昭和１８年１月　調製 水路部

⑥技術-水路（航路）-193 上海出入港参考資料　昭和１３年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-194 上海出入港参考資料　昭和１３年１２月　刊行 -

⑥技術-水路（航路）-195 海南島及附近水路資料　昭和１４年１月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-196 海南島及附近水路資料 水路部

⑥技術-水路（航路）-197
海流通報実施に当り文部省．逓信省．農林省．及海軍省間協力に
関する要領

水路部

⑥技術-水路（航路）-198
海流通報実施に当り文部省．逓信省．農林省．及海軍省間協力に
関する要領

水路部



令和５年４月４日

⑥技術-水路（航路）-200 中揚子江水先案内参考図　昭和１３年１０月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-201
地図　昭和１４年６月　刊行　海南島シンガポール地域海軍道路部
作戦用

水路部

⑥技術-水路（航路）-202 水路部８０年の歴史 水路部

⑥技術-水路（航路）-203 水路要報　水路部創立８０周年記念号 水路部

⑥技術-水路（航路）-204
航空路資料（第３）昭和１４年１０月　刊行　関東地方飛行場及不
時着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-205
航空路資料（第３）昭和１４年１０月　刊行　関東地方飛行場及不
時着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-206
航空路資料（第３）昭和１４年１０月　刊行　関東地方飛行場及不
時着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-207
航空路資料（第６）昭和１０年１１月　刊行　中国及四国地方不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-208
航空路資料（第６）昭和１０年１１月　刊行　中国及四国地方不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-209
航空路資料（第６）昭和１０年１１月　刊行　中国及四国地方不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-210
航空路資料（第１０）台湾地方飛行場及不時着陸場　昭和１５年４
月　刊行

水路部

⑥技術-水路（航路）-211
航空路資料（第１０）昭和１５年４月　刊行　台湾地方飛行場及不
時着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-212
航空路資料（第１０）昭和１５年４月　刊行　台湾地方飛行場及不
時着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-213_1
航空路資料　第１１　北海道地方飛行場及不時着陸場　昭和１６．
３

水路部

⑥技術-水路（航路）-213_2
航空路資料　第１１　北海道地方飛行場及不時着陸場　昭和１６．
３

水路部

⑥技術-水路（航路）-214 航空天測表　緯度０゜～１０゜　第１巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-215 航空天測表　緯度２０゜～３０゜　第３巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-216 航空天測表　緯度３０゜～４０゜　第４巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-217 航空天測表　緯度４０゜～５０゜　第５巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-218 航空天測表　緯度６０゜～７０゜　第７巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-219 航空天測表　緯度６０゜～７０゜　第７巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-220 航空天測表　緯度６０゜～７０゜　第７巻 水路部

⑥技術-水路（航路）-221 仏領印度支那航空路誌　昭和１８年１３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-222 蘭領東印度航空路誌　昭和１７年４月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-223 蘭領東印度航空路誌　昭和１７年４月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-224 蘭領東印度航空路誌　昭和１７年４月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-225 濠洲航空路誌　昭和１８年７月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-226 濠洲航空路誌　昭和１８年７月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-227 濠洲航空路誌　昭和１８年７月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-228
アラスカ航空路誌　昭和１９年７月　刊行　アラスカ．カナダ（ユーコ
ン州．ブリティッシュコロンビア州）

水路部

⑥技術-水路（航路）-229
アラスカ航空路誌　昭和１９年７月　刊行　アラスカ．カナダ（ユーコ
ン州．ブリティッシュコロンビア州）

水路部

⑥技術-水路（航路）-230
アラスカ航空路誌　昭和１９年７月　刊行　アラスカ．カナダ（ユーコ
ン州．ブリティッシュコロンビア州）

水路部

⑥技術-水路（航路）-231 仏領印度支那航空路誌　昭和１８年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-232 タイ航空路誌　昭和１７年９月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-233 タイ航空路誌　昭和１７年９月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-234 タイ航空路誌　昭和１７年９月　刊行 水路部
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⑥技術-水路（航路）-235 仏領印度支那航空路誌　昭和１８年３月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-235_2 仏領印度支那航空路誌　昭和１８年３月 水路部

⑥技術-水路（航路）-236 印度航空路誌　昭和１８年６月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-236_2 印度航空路誌　昭和１８年６月 水路部

⑥技術-水路（航路）-237 印度航空路誌　昭和１８年６月　刊行 -

⑥技術-水路（航路）-238 印度航空路誌　昭和１８年６月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-239 ビルマ航空路誌　昭和１７年８月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-240 ビルマ航空路誌　昭和１７年８月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-241 ビルマ航空路誌　昭和１７年８月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-242 馬来航空路誌　昭和１６年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-243 馬来航空路誌　昭和１６年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-244 馬来航空路誌　昭和１６年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-245
航空路資料　第３　昭和１８年８月　刊行　関東地方飛行場及不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-246
航空路資料　第３　昭和１８年８月　刊行　関東地方飛行場及不時
着陸場

-

⑥技術-水路（航路）-247
航空路資料　第４　昭和１９年６月　刊行　中部地方飛行場及不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-248
航空路資料　第４　昭和１９年６月　刊行　中部地方飛行場及不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-249
航空路資料　第９　昭和１８年９月　刊行　朝鮮地方飛行場及不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-250
航空路資料　第９　昭和１８年９月　刊行　朝鮮地方飛行場及不時
着陸場

水路部

⑥技術-水路（航路）-251 下揚子江（呉淞至九江）航法参考資料　昭和１３年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-252 下揚子江（呉淞至九江）航法参考資料　昭和１３年１２月　刊行 水路部

⑥技術-水路（航路）-256 航路標識一覧表　昭和１４年９月１日 -

⑥技術-水路（航路）-257 灯台表　昭和１８年３月　第１巻 -

⑥技術-水路（航路）-258 普通水路図誌目録　昭和１６年 水路部

⑥技術-水路（航路）-259 留萌内港深浅測量図　昭和６年６月６日　実測 -

⑥技術-水路（航路）-260 外国港湾出入港記録　昭和３年度 練習艦隊　出雲運用科

⑥技術-水路（航路）-261 揚子江に於ける航泊運用について　昭和９年５月 海軍大佐　宇田川英庸

⑥技術-水路（航路）-262 世界航空路図　昭和１３年１月 八角史料　帝国飛行協会

⑥技術-水路（航路）-263 下揚子江（呉淞至南京）航法参考図　昭和１２年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-264 下揚子江（呉淞至南京）航法参考図　昭和１２年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-265 下揚子江（呉淞至南京）航法参考図　昭和１２年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-266
日本海及「オホツク」海方面　港湾状況　第１巻　本州北岸及北西
岸．北海道本島　昭和１５年４月

水路部

⑥技術-水路（航路）-267 水路告示綴 水路部長　阿部嘉輔

⑥技術-水路（航路）-268 水路告示 -

⑥技術-水路（航路）-269 下揚子江航泊参考書　昭和１２．１１ 水路部

⑥技術-水路（航路）-270 日本海及「オホーツク」海方面　港湾状況　第２巻　昭和１６年４月 水路部

⑥技術-水路（航路）-271 軍機水路誌　第１巻（本州．南方南西諸島等）昭和１９．１１ 水路部
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⑥技術-水路（航路）-272 軍機水路誌　第３巻（南洋．ギルバード諸島）昭和１９．５ 水路部

⑥技術-水路（航路）-273 海南島対景図　昭和１３．９ 水路部

⑥技術-水路（航路）-274 南方港湾地誌　附図　昭和１６．１０．３１ 参謀本部

⑥技術-水路（航路）-275 タイ航空路誌　昭和１７．９ 水路部

⑥技術-水路（航路）-276 アラスカ航空路誌　昭和１９．７ 水路部

⑥技術-水路（航路）-277 南洋群島参考図　昭和１９．３．１６ 水路部長　阿部嘉輔

⑥技術-水路（航路）-278 下揚子江（呉淞至南京）航法資料　昭和１２．８ 水路部

⑥技術-水路（航路）-279 日本海及「オホーツク」海方面　港湾状況　昭和１５．４ 水路部

⑥技術-水路（航路）-280 北極洋水路参考資料　シベリヤ航路　昭和１８．８ 水路部

⑥技術-水路（航路）-281 下揚子江（呉淞至九江）航法参考資料　昭和１３．１２ 水路部

⑥技術-水路（航路）-282 軍艦鞍馬　南洋航海報告　大正４．２ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-283 海図の説明と用法及問題集 奥村　伊三郎

⑥技術-水路（航路）-284 揚子江の兵要地理的考察　甲種学生講話覚　大正１４．３ -

⑥技術-水路（航路）-285 支那沿岸対景図集　ＮＯⅠ　昭和３．６ 水路部

⑥技術-水路（航路）-286 支那沿岸対景図集　ＮＯⅡ　昭和３．６ 水路部

⑥技術-水路（航路）-287 水路測量作業規定草案 -

⑥技術-水路（航路）-288 国際水路会議報告写 -

⑥技術-水路（航路）-289 兵要地学 新山良幸中佐　述

⑥技術-水路（航路）-290 前進基地勤務報告　写　新南群島長島 -

⑥技術-水路（航路）-291 霧観測野帳（飛行適否．状況一覧表含）昭和１６年２．３．５．９月 清瀾水路部気象観測所

⑥技術-水路（航路）-292 北極洋水路参考資料（第２号）昭和１９．５　調整 水路部

⑥技術-水路（航路）-293
本洲沿岸水路誌　第２巻　総記．航路記．本洲北西岸及北岸　昭
和６．１１

水路部

⑥技術-水路（航路）-294
本洲沿岸水路誌　第１巻　総記　本洲南岸　四国南岸　本洲東岸
南方諸島

水路部

⑥技術-水路（航路）-295 兵要米国誌附録　カリフォルニア州誌　第１刊　明治４３．８ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-296 兵要米国誌附録　布哇誌　附図１５枚　明治４３．９ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-297
英駐島２０号附属図　第４．５（ファース・オブ・フォース関係図）大
正６．１１

鳥巣大佐報告

⑥技術-水路（航路）-298 兵要米国誌附録　布哇誌　第１刊　明治４３．９ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-299 兵要巴奈馬誌附録（１５枚）明治４３．９ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-300 兵要巴奈馬誌附録（１５枚）明治４３．９ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-301 学海探究の指針　全　明治２１．３ 海軍水路部

⑥技術-水路（航路）-302
南洋諸島就中「マーシャル」諸島附近水路誌抜萃　昭和18年12月
24日

-

⑥技術-水路（航路）-303 大東亜共栄圏港湾調査 三井物産株式会社　船舶部編

⑥技術-水路（航路）-304 水路告示　１／２分冊　昭和１６ 水路部

⑥技術-水路（航路）-305 水路告示　２／２分冊　昭和１６ 水路部

⑥技術-水路（航路）-306 水路告示綴　昭和１９年度 水路部

⑥技術-水路（航路）-307
西松花江嫩江江図　１／５万　附第２松花江江図　大同２年（昭和
８）

満洲国政府
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⑥技術-水路（航路）-308 西松花江江図　改版　康徳元年（昭和９） 満洲国政府

⑥技術-水路（航路）-309 港湾状況　昭和２～１５ 水路部

⑥技術-水路（航路）-310 日本海軍海図式　明治２６．１　改正 日本海軍水路部

⑥技術-水路（航路）-311 東洋沿岸紀要　第２巻下（海壇海峡以南南清の部）明治４２．５ 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-312 山本権兵衛大将　所有の海図．陸図 -

⑥技術-水路（航路）-313 旧海軍　軍機海図目録 -

⑥技術-水路（航路）-314 日本全国経緯度羅針潮候時全表　明治１３．７ 海軍水路局

⑥技術-水路（航路）-315 日本全国経緯度羅針潮候時全表　明治１３．７ 海軍水路局

⑥技術-水路（航路）-316 経歴簿　明治３１．１０～昭和１９．１１ 野島崎燈台

⑥技術-水路（航路）-317 視察指示書　昭和６．１～１８．３ 野島崎燈台

⑥技術-水路（航路）-318 営口案内図　大正８年 八角史料

⑥技術-水路（航路）-319 太西洋パイロット海図　昭和１年～１１年 -

⑥技術-水路（航路）-320 太陽赤緯及時差率表（航空年表　附録）昭和４年 水路部

⑥技術-水路（航路）-321 上中揚子江案内　昭和６．５ 第１遣外艦隊司令部

⑥技術-水路（航路）-322 パイロットチャート（南太平洋）昭和９～１０年 -

⑥技術-水路（航路）-324 支那主要港湾建設並拡張計画　昭和１５．９ 興亜院

⑥技術-水路（航路）-325 各港別施設改善案　昭和１８．１１　以降 -

⑥技術-水路（航路）-326 ニューギニア調査報告書　第７編　昭和１９．５ 海軍ニューギニア調査隊

⑥技術-水路（航路）-327 ニューギニア調査報告書　第９～１０編　昭和１９．６ 海軍ニューギニア調査隊

⑥技術-水路（航路）-328 ニューギニア調査報告書　第９～１０編　昭和１９．６ 海軍ニューギニア調査隊

⑥技術-水路（航路）-329 航海表　増補第４版　明治３７．１２ -

⑥技術-水路（航路）-330 水路要報抜粋（小西千比呂海軍少佐関連資料） -

⑥技術-水路（航路）-331 水路部復興工事報告　昭和８．５ -

⑥技術-水路（航路）-332 水路告示　附録　第１～２２号　大正５．７～７．１２ 水路部

⑥技術-水路（航路）-333 水路図誌取扱心得　昭和１９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-334 支那沿岸紀要　明治２４年４月 海軍参謀部

⑥技術-水路（航路）-335 支那沿岸紀要　第１回訂補　明治２６年１２月 海軍軍令部

⑥技術-水路（航路）-336 支那沿岸紀要　第２巻　明治２４年１１月 海軍参謀部

⑥技術-水路（航路）-337
支那沿岸紀要　第３巻　清国南部淅江省韮山列島以南福建省全
部　明治３３年６月

海軍軍令部　第３局

⑥技術-水路（航路）-338
支那海水路誌　第２巻　第２版　海南海峡口至〓江附近　明治３３
年７月

水路部

⑥技術-水路（航路）-339
支那海水路誌　第３巻　第２版　自〓江至揚子江口　明治３３年３
月

水路部

⑥技術-水路（航路）-340 支那海水路誌　第４巻　第２版　揚子江全部　明治３３年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-341 支那海水路誌　第４巻　揚子江全部　明治３３年６月　第２改版 水路部

⑥技術-水路（航路）-342
支那海水路誌　第５巻上　麻刺加海峡　及　新嘉坡海峡　明治３３
年９月

水路部

⑥技術-水路（航路）-343
支那海水路誌　第５巻上　麻刺加海峡　及　新嘉坡海峡　明治４１
年３月　第１改版

水路部

⑥技術-水路（航路）-344 在東洋及南洋　列国海軍根拠地　明治４３年１２月 海軍軍令部



令和５年４月４日

⑥技術-水路（航路）-345 揚子江水路誌　第１巻　水路航泊総記　大正１４年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-346 揚子江水路誌　第２巻　下揚子江及漢水　大正１５年３月 水路部

⑥技術-水路（航路）-347 揚子江水路誌　第２巻　追補　第１　昭和８年７月 水路部

⑥技術-水路（航路）-348 揚子江水路誌　第３巻　中揚子江及上揚子江　昭和２年１月 水路部

⑥技術-水路（航路）-349
支那東岸水路誌　第１巻　揚子江以北の中華民国沿岸揚子江附
近．黄浦江　昭和１７年６月

水路部

⑥技術-水路（航路）-350
上海出入港参考資料　支那沿岸水路資料　第１８号　昭和１３年１
２月

水路部

⑥技術-水路（航路）-351
上海出入港参考資料　支那沿岸水路資料　第１８号　昭和１３年１
２月

水路部

⑥技術-水路（航路）-352
下揚子江（呉淞至九江）航法参考資料　支那沿岸水路資料　第１
９号　昭和１３年１２月

水路部

⑥技術-水路（航路）-353
下揚子江（呉淞至九江）航法参考資料　支那沿岸水路資料　第１
９号　昭和１３年１２月

水路部

⑥技術-水路（航路）-354
海南島及附近水路資料　支那沿岸水路資料　第２０号　昭和１４
年１月

水路部

⑥技術-水路（航路）-355 西伯利亜東岸水路誌　第１巻　第２改版　昭和５年７月 水路部

⑥技術-水路（航路）-356 西伯利亜東岸水路誌　第２巻　第２改版　昭和５年３月 水路部

⑥技術-水路（航路）-357 東京海湾の潮流　昭和４年１２月 水路部

⑥技術-水路（航路）-358
北海及附近水路資料　支那沿岸水路資料　第２１号　昭和１４年４
月

水路部

⑥技術-水路（航路）-359
北海及附近水路資料　支那沿岸水路資料　第２１号　昭和１４年４
月

水路部

⑥技術-水路（航路）-360
軍機水路誌　第２巻　九州．南西諸島．台湾．朝鮮．黄海北濱　昭
和１１年８月

水路部

⑥技術-水路（航路）-361
軍機水路誌　第２巻　九州．南西諸島．台湾．朝鮮．黄海北濱　昭
和１１年８月

水路部

⑥技術-水路（航路）-362 軍機水路誌　第３巻　南西諸島．ギルバート諸島　昭和１９年５月 水路部

⑥技術-水路（航路）-363
軍機水路誌　第４巻　シベリア東岸．満州国沿岸．支那沿岸．東沙
島　昭和１２年７月

水路部

⑥技術-水路（航路）-364 本邦汽船礁統計図（日本近海）昭和９年 水路部

⑥技術-水路（航路）-365 濠洲航空路誌　昭和１８年７月 水路部

⑥技術-水路（航路）-366
下揚子江（呉淞至南京）航法参考図　駆逐艦栂調査　昭和１２年８
月

水路部

⑥技術-水路（航路）-367
軍機水路誌　第４巻　シベリア東岸．満州国沿岸．支那沿岸．東沙
島　昭和１２年

水路部

⑥技術-水路（航路）-368 水路測量術　全　大正３年８月 水路部

⑥技術-水路（航路）-369 水路図誌目録　昭和２年 水路部

⑥技術-水路（航路）-370 航海表　完　明治８年１０月刊行 海軍兵学寮

⑥技術-水路（航路）-371 航空天測諸表（北緯18乃至38） 水路部

⑥技術-水路（航路）-372 潮候測定心得 水路部

⑥技術-水路（航路）-373 山高推算改正表 海軍水路部

⑥技術-水路（航路）-374 秘密航空図誌目録 水路部

⑥技術-水路（航路）-375 南方海面水路資料第１号　昭和１６年１０月 水路部

⑥技術-気象-1 南支那海方面気象図　昭和１１．１０～１２．９ 水路部

⑥技術-気象-2 南支那海方面気象図　昭和１１．１０～１２．９ 水路部

⑥技術-気象-3 南支那海方面気象図　昭和１１．１０～１２．９ 水路部

⑥技術-気象-4 支那方面気象図　昭和１１．１１～１２．９ 水路部

⑥技術-気象-5 支那方面気象図　昭和１１．１１～１２．９ 水路部



令和５年４月４日

⑥技術-気象-6 支那方面気象図　昭和１１．１１～１２．９ 水路部

⑥技術-気象-7 支那方面天気予察参考資料　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-8 支那方面天気予察参考資料　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-9 支那方面天気予察参考資料　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-10 支那方面兵要地点気象誌　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-11 支那方面兵要地点気象誌　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-12 支那方面兵要地点気象誌　昭和１１．１０～１２．７ 水路部

⑥技術-気象-13
支那及其の附近兵要地点気象誌（上海．南京．九江．抗州．福
州．海州．青島．済州島）

水路部

⑥技術-気象-14
支那及其の附近兵要地点気象誌（上海．南京．九江．抗州．福
州．海州．青島．済州島）

水路部

⑥技術-気象-15
支那及其の附近兵要地点気象誌（上海．南京．九江．抗州．福
州．海州．青島．済州島）

水路部

⑥技術-気象-16 支那沿岸天象一覧図　昭和１２．１０～１２．１２ 水路部

⑥技術-気象-17 支那沿岸天象一覧図　昭和１３．７～１３．９ 水路部

⑥技術-気象-18 支那沿岸天象一覧図　昭和１３．７～１３．９ 水路部

⑥技術-気象-19 支那方面の上層風図　昭和１５．３　刊行 水路部

⑥技術-気象-20 支那方面の上層風図　昭和１５．３　刊行 水路部

⑥技術-気象-21 支那方面の上層風図　昭和１５．３　刊行 水路部

⑥技術-気象-22 天測計算簿　明治３０．７～３２．９ 石橋甫　史料

⑥技術-気象-23 海上気象報告　明治２５ 軍艦　浪速

⑥技術-気象-24 海上気象報告　明治２６ 軍艦　満珠

⑥技術-気象-25 海上気象報告　明治３１ 軍艦　松島

⑥技術-気象-26 海上気象通報　明治３５ 軍艦　三笠

⑥技術-気象-27 海上気象報告　明治３５ 軍艦　大和

⑥技術-気象-28 海上気象通報　明治３５ 軍艦　高砂

⑥技術-気象-29 横須賀気象４０年報　明治２７～昭和８
横須賀鎮守府　中央気象庁寄
贈

⑥技術-気象-30 横須賀気象４０年報　明治２７～昭和８ 横須賀鎮守府

⑥技術-気象-31
鵬丸気象観測表　大正１０年（千島．カムチャッカ．東海岸．北氷
洋）

汽船　鵬丸

⑥技術-気象-32 兵庫県気象時報（攝津．播磨．丹波）昭和１５～１６ 海洋気象台

⑥技術-気象-33 本邦東方海上機上観測　昭１７．１２ 第２５航空戦隊　司令部

⑥技術-気象-34 本邦東方海上機上観測　昭１８．１～１８．２ 第２５航空戦隊　司令部

⑥技術-気象-35 航空気象参考資料　昭和１８．１２ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-気象-36 航空記録より観た梅雨気象　昭和２０．５ 海軍気象部

⑥技術-気象-37 搭乗員課題　擇捉島附近航空気象 第４５２海軍航空隊

⑥技術-気象-38 い号作戦気象図（ラバウル進出航空作戦）昭和１８．４ -

⑥技術-気象-39
海洋気象台彙報　第６１号（顛倒式深海寒暖計示度の更正に関す
る新公式について）昭８

神戸海洋気象台

⑥技術-気象-41 本邦附近に於ける気圧配置と天気　昭１７．１０ 海軍航海学校

⑥技術-気象-42 測風気球観測法参考書　昭和７．１２　調製 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑥技術-気象-43 水蒸気張力分布図に依る天気予察法　昭和１７ 海軍航海学校

⑥技術-気象-44 天気予察資料　昭和１８．１０ 海軍気象部

⑥技術-気象-45 天気予察資料　昭和１８．１０ 海軍気象部

⑥技術-気象-46
黄海．東海．南支那海方面　冬季季節風及天気の特性　昭和１２
年１２月

水路部

⑥技術-気象-47
黄海．東海．南支那海方面　冬季季節風及天気の特性　昭和１２
年１２月

水路部

⑥技術-気象-48
黄海．東海．南支那海方面　冬季季節風及天気の特性　昭和１２
年１２月

水路部

⑥技術-気象-49 気象高層気流月報　昭和２ 佐世保　海軍航空隊

⑥技術-気象-50 大東亜気象機関一覧　昭和１９．１　調 -

⑥技術-気象-51 大東亜気象機関一覧　昭和１９．１　調 -

⑥技術-気象-52 内南洋及太平洋諸島気候概説 軍令部

⑥技術-気象-53 昭和１８年６月　印度及セイロン島の気候 水路部

⑥技術-気象-54 南太平洋西部の気象　昭和１８年１月 水路部

⑥技術-気象-55 北方方面気象参考資料　昭和１６．３ 水路部

⑥技術-気象-56 南太平洋方面気象参考資料　昭和１８．４ -

⑥技術-気象-57 仏印に於ける陸海軍気象協定 -

⑥技術-気象-58 南西方面気象資料（含北方の一部） -

⑥技術-気象-59 南西方面気象資料（夏季仏印中南部の気象）昭和１６
第２遣支艦隊司令部　飯田久世
氏　資料

⑥技術-気象-60 気象関係資料　其の１（南洋群島天気予察参考等） 第４艦隊司令部

⑥技術-気象-61 気象関係資料　其の２（外南洋方面気象予察参考等）
第１１航空艦隊司令部　飯田久
世氏　資料

⑥技術-気象-62 気象関係資料　其の３（気象講習資料等）
第３艦隊司令部　飯田久世氏
資料

⑥技術-気象-63 開戦時　馬来方面気象図　昭和１６～１７ 飯田久世氏　資料

⑥技術-気象-64 大東亜戦争開戦前後の天気図 -

⑥技術-気象-65 気象参考資料　米軍の要求による解答 海軍気象部　大佐　大田香苗

⑥技術-気象-66 天気図．海流図 水路部

⑥技術-気象-67 北海道．千島及樺太方面の霧　昭和１０年７月 水路部

⑥技術-気象-67_2 北海道．千島及樺太方面の霧　昭和１０年７月 水路部

⑥技術-気象-68 航空気象月報　昭和６ 霞ヶ浦海軍航空隊

⑥技術-気象-69 航空気象月報　昭和７ 霞ヶ浦海軍航空隊

⑥技術-気象-70 海軍気象月報　昭和１３．１２ 水路部

⑥技術-気象-71 海軍気象月報　昭和１４．１ 水路部

⑥技術-気象-72 海軍気象月報　昭和１４．１ 水路部

⑥技術-気象-73
気象関係資料　アリウシャン（鳴神島．熱田島）方面　主計長書類
綴

第５１根拠地隊兼　第５警備隊

⑥技術-気象-74 低気圧進行方行図 -

⑥技術-気象-75 気象及高層気流月報　昭和５年度 佐世保海軍航空隊

⑥技術-気象-76 航空気象学参考書　昭和１０年４月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑥技術-気象-77 気象及高層気流月報　大正１５年 佐海航空隊



令和５年４月４日

⑥技術-気象-78 天気予報の栞　昭和２年６月 水交社

⑥技術-気象-79 観測時報　昭和１８年９月 -

⑥技術-気象-80 軍艦筑紫遭颶記事　明治２８年７月 -

⑥技術-気象-81 気象参考資料　第１号　北太平洋の低気圧　昭和１１年５月５日 横須賀海軍航空隊

⑥技術-気象-82
日本近海に於ける気圧配置とこれに伴う天気の特性　昭和１３年
３月

海軍航海学校

⑥技術-気象-83 那覇新竹間の気象調査報告　昭和１８年２月８日
新竹海軍航空隊　海軍技手　大
石繁広

⑥技術-気象-84 支那東海南部の航空気象について（上）昭和１８年４月２日 新竹海軍航空隊

⑥技術-気象-85 気象参考資料　其の３　季節風の話　昭和１８年８月 新竹海軍航空隊

⑥技術-気象-86 気象術講義 -

⑥技術-気象-87 上海気象累年報　自大正９年　至昭和１６年 上海気象台

⑥技術-気象-88 上海気象月報　昭和１７．４ 上海気象台

⑥技術-気象-89 上海気象月報　昭和１７．８ 上海気象台

⑥技術-気象-90 上海気象月報　昭和１７．９ 上海気象台

⑥技術-気象-91 上海気象月報　昭和１７．９ 上海気象台

⑥技術-気象-92 上海気象月報　昭和１７．１０ 上海気象台

⑥技術-気象-93 上海気象月報　昭和１７．１０ 上海気象台

⑥技術-気象-94 上海気象月報　昭和１７．１１ 上海気象台

⑥技術-気象-95 上海気象月報　昭和１７．１２ 上海気象台

⑥技術-気象-96 上海気象月報　昭和１７．１２ 上海気象台

⑥技術-気象-97 上海気象月報　昭和１７．１２ 上海気象台

⑥技術-気象-98 上海気象月報　昭和１８．１ 上海気象台

⑥技術-気象-99 上海気象月報　昭和１８．１ 上海気象台

⑥技術-気象-100 上海気象月報　昭和１８．２ 上海気象台

⑥技術-気象-101 上海気象月報　昭和１８．５ 上海気象台

⑥技術-気象-102 上海気象月報　昭和１８．１０ 第２気象隊

⑥技術-気象-103 上海気象月報　昭和１９．４ 上海気象台

⑥技術-気象-104 上海気象月報　昭和１９．９ 上海気象台

⑥技術-気象-105 上海気象月報　昭和１７．１２ 上海気象台

⑥技術-気象-106 上海気象月報　昭和１８．５ 第２気象隊

⑥技術-気象-107 気象月報　支那各地　昭和１８．１０ 第２気象隊

⑥技術-気象-108 気象月報　支那各地　昭和１８．１０ 第２気象隊

⑥技術-気象-109 気象月報　支那各地　昭和１８．１１ 第２気象隊

⑥技術-気象-110 上海．気象累年報　大正９～昭和１６ 上海気象台

⑥技術-気象-110_2 上海気象累年報　自大正９年　至昭和１６年 上海気象台

⑥技術-気象-111 海軍航海術　第４篇　海洋気象学　大正１２ 海軍大佐　米村末喜識

⑥技術-気象-112 中央観象台観測規程　康徳７．１（昭和９） 中央観象台



令和５年４月４日

⑥技術-気象-113 中央観象台観測規程　康徳７．１（昭和９） 中央観象台

⑥技術-気象-114
気流報告　第１号　航空気象（気流の悪さ）の研究　海軍航空気象
研究委員　昭和９．２

東京帝国大学．航空研究所彙
報

⑥技術-気象-115 支那航空気象表　１月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-116 支那航空気象表　１月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-116_2 支那航空気象表　昭和１１年１月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-117 支那航空気象表　２月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-118 支那航空気象表　２月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-118_2 支那航空気象表　昭和１１年２月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-119 支那航空気象表　３月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-120 支那航空気象表　３月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-120_2 支那航空気象表　昭和１１年３月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-121 支那航空気象表　４月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-122 支那航空気象表　４月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-122_2 支那航空気象表　昭和１１年４月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-123 支那航空気象表　５月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-124 支那航空気象表　５月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-124_2 支那航空気象表　昭和１１年５月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-125 支那航空気象表　６月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-126 支那航空気象表　６月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-126_2 支那航空気象表　昭和１１年６月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-127 支那航空気象表　７月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-128 支那航空気象表　７月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-128_2 支那航空気象表　昭和１１年７月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-129 航空気象実況報　当分の間実施す　昭和１２．７．１６ 水路部

⑥技術-気象-130 航空気象実況報　当分の間実施す　昭和１２．７．１６ 水路部

⑥技術-気象-130_2 航空気象実況報　昭和１２年７月１６日 水路部

⑥技術-気象-131 支那航空気象表　９月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-132 支那航空気象表　９月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-132_2 支那航空気象表　昭和１１年９月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-133 支那航空気象表　１０月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-134 支那航空気象表　１０月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-134_2 支那航空気象表　昭和１１年１０月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-135 支那航空気象表　１１月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-136 支那航空気象表　１１月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-136_2 支那航空気象表　昭和１１年１１月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-137 支那航空気象表　１２月　昭和１２．７　調 水路部



令和５年４月４日

⑥技術-気象-138 支那航空気象表　１２月　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-138_2 支那航空気象表　昭和１１年１２月　昭和１２．７調 水路部

⑥技術-気象-139 支那方面兵要地点気象誌　９月　追補　昭和１２．７　調 水路部

⑥技術-気象-140 海洋気象台彙報　号外　南支那海　東支那海及黄海気象図 佃十吉　神戸．海洋気象台

⑥技術-気象-141 海洋気象台彙報　号外　南支那海　東支那海　及黄海気象図 （佃十吉）　神戸．海洋気象台

⑥技術-気象-141_2
昭和１４年１０月　海洋気象台彙報　号外　南支那海・東支那海及
黄海気象図

佃十吉（海洋気象台海洋気象掛
主任）

⑥技術-気象-142 兵庫県（攝津．播磨．丹波）気象時報　昭和１５．１～１５．８ 海洋気象台

⑥技術-気象-143 兵庫県（攝津．播磨．丹波）気象時報　昭和１８．３～１８．１２ 海洋気象台

⑥技術-気象-144 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１６．１ 上海気象台

⑥技術-気象-145 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１６．２ 上海気象台

⑥技術-気象-146 北氷洋及びカナダ群島の気候概説　昭和１６．２ 中央気象台

⑥技術-気象-147 内南洋及太平洋諸島　気候概説　昭和１６．１０ 軍令部

⑥技術-気象-147_2 内南洋及太平洋諸島　気候概説　昭和１６年１０月 軍令部

⑥技術-気象-148 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．１ 上海気象台

⑥技術-気象-149 上海　気象月報　昭和１７．１ 上海気象台

⑥技術-気象-150 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．１ 上海気象台

⑥技術-気象-151 上海　気象月報　昭和１７．１ 上海気象台

⑥技術-気象-152 上海　気象月報　昭和１７．２ 上海気象台

⑥技術-気象-153 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．３ 上海気象台

⑥技術-気象-154 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．３ 上海気象台

⑥技術-気象-155 上海　気象月報　昭和１７．３ 上海気象台

⑥技術-気象-156 上海　気象月報　昭和１７．３ 上海気象台

⑥技術-気象-157 上海　気象月報　昭和１７．４ 上海気象台

⑥技術-気象-158 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．５ 上海気象台

⑥技術-気象-159 上海　気象月報　昭和１７．５ 上海気象台

⑥技術-気象-160 上海　気象月報　昭和１７．５ 上海気象台

⑥技術-気象-161 上海　気象月報　昭和１７．６ 上海気象台

⑥技術-気象-162 上海　気象月報　昭和１７．６ 上海気象台

⑥技術-気象-163 上海　気象月報　昭和１７．６ 上海気象台

⑥技術-気象-164 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．８ 上海気象台

⑥技術-気象-165 安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７．１０ 上海気象台

⑥技術-気象-165_2
安慶．九江．城陵磯．舟山島．東沙島　気象月報　昭和１７年１～
１０月・１２月  　気象月報　其の１（上海ノ部）昭和１８年１１月

上海気象台　第２気象隊

⑥技術-気象-166 上海　気象月報　昭和１７．１０ 上海気象台

⑥技術-気象-167 南西及内部アジアの気候　昭和１７．１１ 中央気象台

⑥技術-気象-168 気象月報（其の２）支那各地海軍気象観測所の部　昭和１８．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-169 気象月報（其の２）支那各地海軍気象観測所の部　昭和１８．７ 第２気象隊



令和５年４月４日

⑥技術-気象-170 朝鮮．上層気流月報　昭和１７．１１ 朝鮮総督府気象台

⑥技術-気象-171 気象月報（其の２）支那各地海軍気象観測所の部　昭和１８．１１ 第２気象隊

⑥技術-気象-172 気象月報（其の１）上海の部　昭和１８．１１ 第２気象隊

⑥技術-気象-173 気象月報（其の１）上海の部　昭和１８．１１ 第２気象隊

⑥技術-気象-173_2 気象月報　其の１（上海ノ部）昭和１８年１１月 第２気象隊

⑥技術-気象-174 気象月報　昭和１９．２ 第２気象隊

⑥技術-気象-175 気象月報　昭和１９．３ 第２気

⑥技術-気象-176 気象月報　昭和１９．４ 第２気象隊

⑥技術-気象-177 フィリピン降雨調査　昭和１９．５ 第３気象隊

⑥技術-気象-178 フィリピン降雨調査　昭和１９．５ 第３気象隊

⑥技術-気象-178_2 フィリピン降雨調査　昭和１９年５月 第３気象隊

⑥技術-気象-179 気象月報　昭和１９．６ 第２気象隊

⑥技術-気象-180 気象月報　昭和１９．６ 第２気象隊

⑥技術-気象-181 北東方面天気予報指針　昭和２０．３ 海軍ウ１４４部隊

⑥技術-気象-182 航空気象報告　大正１３～１４ 中央気象台

⑥技術-気象-183 支那古来の天気予察　昭和１９．２ 第２気象隊

⑥技術-気象-184 支那古来の天気予察　昭和１９．２ 第２気象隊

⑥技術-気象-185 本邦兵要気象誌概説　昭和２０．５ 海軍気象部

⑥技術-気象-186 本邦兵要気象誌概説　昭和２０．５ 海軍気象部

⑥技術-気象-186_2 本邦兵要気象誌概説（５、６月） 海軍気象部

⑥技術-気象-187 樺太庁観測所気象無線　通報取扱規程　昭和１６．７ 樺太庁観測所

⑥技術-気象-188 潮位表　花咲　昭和１８ 中央気象台

⑥技術-気象-189 潮位表　内浦　昭和１８ 中央気象台

⑥技術-気象-190 潮位表　岩崎　昭和１８ 中央気象台

⑥技術-気象-191 潮位表　岩崎　昭和１８ 中央気象台

⑥技術-気象-192 潮位表　内浦　昭和１８ 中央気象台

⑥技術-気象-193 気象月報　安慶九江　昭和１５．１２ 上海気象台

⑥技術-気象-194 上海　気象月報　昭和１６．２ 上海気象台

⑥技術-気象-195 上海　気象月報　昭和１７．１１ 上海気象台

⑥技術-気象-196 沖縄地方気象台気象無線通報　甲類　取扱規程　昭和１６．６ 中央気象台

⑥技術-気象-197 気象月報　昭和１９．４ 上海気象台

⑥技術-気象-198 杭州附近に発生する小低気圧に就いて　昭和１９．５ 第２気象隊

⑥技術-気象-199 上海の霧　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-200
新知島武魯頓湾　気象海象観測概報　自昭和１８．１２～至昭和１
９．４

第５気象隊

⑥技術-気象-201 増訂　天気予察法 佐世保海軍航空隊

⑥技術-気象-202 増訂　天気予察法 佐世保海軍航空隊



令和５年４月４日

⑥技術-気象-203 高層気象観測概報　昭和１４．８ 上海海軍気象観測所

⑥技術-気象-204 高層気象観測概報　昭和１４．８ 上海海軍気象観測所

⑥技術-気象-205 中央気象台気象無線通報　甲類　取扱規程　昭和１６．６ 中央気象台

⑥技術-気象-206 関東気象台気象無線通報　甲類　取扱規程　昭和１６．６ 関東気象台

⑥技術-気象-207 関東気象台気象無線通報　乙類　取扱規程　昭和１６．６ 関東気象台

⑥技術-気象-208 気象月報　安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　昭和１７．２ 上海気象台

⑥技術-気象-209 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．５ 上海気象台

⑥技術-気象-210 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．６ 上海気象台

⑥技術-気象-211 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．６ 上海気象台

⑥技術-気象-212 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．７ 上海気象台

⑥技術-気象-213 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．７ 上海気象台

⑥技術-気象-214 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．１１ 上海気象台

⑥技術-気象-215 気象月報　其の２（支那各地）昭和１８．１０ 上海気象台

⑥技術-気象-216
上海の累年月平均気温及降水量（明治６～昭和１９）７０年間　昭
和１９．１

第２気象隊

⑥技術-気象-217 上海冬季の豪雨　昭和１９．４ 第２気象隊

⑥技術-気象-218 上海冬季の豪雨　昭和１９．４ 第２気象隊

⑥技術-気象-219 豪雨とロスビー図　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-220 豪雨とロスビー図　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-220_2
第２気象隊気象参考資料第１２号　豪雨とロスビー図　昭和１９年
７月

第２気象隊

⑥技術-気象-221 上海の霧　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-222 上海通過の不連続線の速さに就いて　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-223 研究実験成績報告　耐寒インキの研究試製報告　昭和５．８．２５ 海軍技術研究所

⑥技術-気象-224 北氷洋及びカナダ群島の気候概説　昭和１６．２ 中央気象台

⑥技術-気象-224_2 北氷洋及びカナダ群島の気候概説 昭和１６年２月 中央気象台

⑥技術-気象-225 福岡管区気象台特別気象無線通報実施要領　昭和１６．３ -

⑥技術-気象-226
札幌．大阪．福岡．管区気象台　気象無線通報乙類取扱規程　昭
和１６．８

中央気象台

⑥技術-気象-227 中央気象台気象無線通報乙類取扱規程　昭和１６．６ 中央気象台

⑥技術-気象-228 関東気象台気象無線通報丁類取扱規程　昭和１６．６ 関東気象台

⑥技術-気象-229 中央気象台気象無線通報甲類及乙類取扱規程　昭和１６．１１．１ 中央気象台

⑥技術-気象-230 南西諸島気象官署気象無線通報乙類取扱規程　昭和１６．１１．１ 中央気象台

⑥技術-気象-231 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．２ 上海気象台

⑥技術-気象-232 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．４ 上海気象台

⑥技術-気象-233 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．４ 上海気象台

⑥技術-気象-234 安慶　九江　城陵磯　舟山島　東沙島　気象月報　昭和１７．１１ 上海気象台

⑥技術-気象-235 ニューギニア島気象　参考資料附図　昭和１８．８ 第３気象隊

⑥技術-気象-236
上海の累年月平均気温及降水量（明治６～昭和１８）７０年間　昭
和１９．１

第２気象隊



令和５年４月４日

⑥技術-気象-237 濠洲方面気象参考資料　昭和１９．３ 第３気象隊

⑥技術-気象-238 上層気流月報　昭和１９．４ 上海気象台

⑥技術-気象-239 上層気流月報　昭和１９．５ 上海気象台

⑥技術-気象-240
第２気象隊気象参考資料第７号　北支に発生する低気圧に就いて
昭和１９．６

第２気象隊

⑥技術-気象-241
新知島　武魯頓湾　気象海象観測概報　自昭和１８．１２～至昭和
１９．４

第５気象隊

⑥技術-気象-242
新知島　武魯頓湾　気象海象観測概報　自昭和１８．１２～至昭和
１９．４

第５気象隊

⑥技術-気象-243 北支に発生する低気圧に就いて　昭和１９．６ 第２気象隊

⑥技術-気象-244 上海通過の不連続線の速さに就いて　昭和１９．７ 第２気象隊

⑥技術-気象-245
中央気象台無線通報丙類　沖縄地方気象台無線通報丙類　用地
名番号表　第２号

中央気象台

⑥技術-気象-246
中央気象台無線通報丙類　沖縄地方気象台無線通報丙類　用地
名番号表　第３号

中央気象台

⑥技術-気象-247
中央気象台無線通報丙類　沖縄地方気象台無線通報丙類　用地
名番号表　第４号

中央気象台

⑥技術-気象-248 気象及高層気流月報　昭和７年度 佐世保海軍航空隊

⑥技術-気象-249 印度洋北部方面の気象　自３月～至４月　昭和１７．３．１２ 第１南遣艦隊特別気象班

⑥技術-気象-250 印度洋兵要気象誌（其の４） -

⑥技術-気象-251 天気予報の栞　昭和２．６ 水交社

⑥技術-気象-252 天気予報の栞　昭和２．６ 水交社

⑥技術-気象-253 海上気象記録　昭和１２．２ 軍艦　加賀

⑥技術-気象-254 海上気象記録　昭和１２．９～１２月 軍艦加賀

⑥技術-気象-255 海上気象記録（２月次）昭和１３．１～５月 軍艦加賀

⑥技術-気象-256 海上気象記録　昭和１３．６～１１月 軍艦加賀

⑥技術-気象-257 海上気象記録　昭和１２．２～５月 軍艦陸奥

⑥技術-気象-258 海上気象記録　昭和１２．７～１０月 軍艦陸奥

⑥技術-気象-259 海上気象記録　昭和１３．７～９月 軍艦陸奥

⑥技術-気象-260 海上気象記録（３～５月欠）昭和１５．２月　６月 軍艦　陸奥

⑥技術-気象-261 海上気象記録　昭和１２．２～４月 軍艦　日向

⑥技術-気象-262 海上気象記録　昭和１２．７～８月 軍艦　日向

⑥技術-気象-263 海上気象記録　昭和１３．２～３月 軍艦　日向

⑥技術-気象-264 海上気象記録　昭和１２．２～５月 軍艦　沖島

⑥技術-気象-265 海上気象記録　昭和１２．２～５月 第２艦隊司令部

⑥技術-気象-266 海上気象記録　昭和１２．４ 軍艦　高雄

⑥技術-気象-267 海上気象記録（昭和１３．１は欠）昭和１２．１２～１３．２ 特務艦　隠戸

⑥技術-気象-268 海上気象記録　昭和１３．１０ 軍艦　鳥海

⑥技術-気象-269 海上気象記録　昭和１４．８～９ 軍艦　鳥海

⑥技術-気象-270 海上気象記録　昭和１４．１１～１２月 軍艦　鳥海

⑥技術-気象-271 海上気象記録　昭和１５．１～５月 軍艦　鳥海

⑥技術-気象-272 海上気象記録　昭和１５．７～９月 軍艦　鳥海
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⑥技術-気象-273 海上気象記録　昭和１７．１２ 軍艦　鳥海

⑥技術-気象-274 海上気象記録　昭和１４．３～７月 軍艦　瑞穂

⑥技術-気象-275 海上気象記録　昭和１４．９～１２月 軍艦　瑞穂

⑥技術-気象-276 海上気象記録　昭和１５．１ 軍艦　瑞穂

⑥技術-気象-277 海上気象記録　昭和１４．８ 軍艦　叢雲（むらくも）

⑥技術-気象-278 海上気象記録　昭和１４．８ 軍艦　剣崎

⑥技術-気象-279 海上気象観測表　昭和１４．４月．６月．１０月 軍艦　夕張

⑥技術-気象-280 海上気象観測表　昭和１４．５～６月 第７掃海艇

⑥技術-気象-281 海上気象記録　昭和１４．６～７月 砲艦でりい丸

⑥技術-気象-282 海上気象記録　昭和１４．８ 特設運送部　極東丸

⑥技術-気象-283 海上気象記録　昭和１４．８ 伊７３潜

⑥技術-気象-284 海上気象記録　昭和１４．８ 伊７４潜

⑥技術-気象-285 海上気象記録　昭和１４．８ 伊７５潜

⑥技術-気象-286 海上気象記録　昭和１５．４ 伊号第７潜水艦

⑥技術-気象-287 海上気象記録　昭和１４．６・１５．２ 駆逐艦　松風

⑥技術-気象-288 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　峯風

⑥技術-気象-289 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　涼風

⑥技術-気象-290 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　初春

⑥技術-気象-291 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　村雨

⑥技術-気象-292 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　朧

⑥技術-気象-293 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　初雪

⑥技術-気象-294 海上気象記録　昭和１４．８ 駆逐艦　吹雪

⑥技術-気象-295 海上気象記録　昭和１４．９ 駆逐艦　夕凪

⑥技術-気象-296 海上気象記録　昭和１５．２～３月 軍艦　飛龍

⑥技術-気象-297 海上気象記録　昭和１６．３～５月 軍艦　足柄

⑥技術-気象-298 海上気象記録　昭和１５．２ 軍艦　赤城

⑥技術-気象-299 海上気象記録　昭和１６．４～６月 軍艦　赤城

⑥技術-気象-300 海上気象記録　昭和１６．８～１２ 軍艦　赤城

⑥技術-気象-301 海上気象記録　昭和１７．２ 軍艦　赤城

⑥技術-気象-302 海上気象記録　昭和１７．４ 軍艦　赤城

⑥技術-気象-303 海上気象記録　昭和１５．２ 軍艦　榛名

⑥技術-気象-304 海上気象記録（内南洋方面）昭和１７．１０ 軍艦　榛名

⑥技術-気象-305 気象記録簿（Ｂ）（台湾海峡）昭和１３．６ 軍艦　勝力

⑥技術-気象-306 海上気象観測報告　昭和１５．１２ 駆逐艦　長月

⑥技術-気象-307 仏印に於ける陸海軍　気象機関の業務実施に関する協定 -

⑥技術-気象-308 航空機用　雷雲測定機系統図 -
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⑥技術-気象-309 気象学参考書　大平洋戦争に於ける米軍の戦訓 -

⑥技術-気象-310 気象関係綴 第２４航空戦隊

⑥技術-気象-311
日本海軍　気象機関に関する解答（１９４５．１０．３　連合軍司令
部　Ｇ．Ｔ．ウォーカー陸軍中佐より

-

⑥技術-気象-312 外南洋方面兵要気象図　昭和１９年８月１日 水路部

⑥技術-気象-313 外南洋海上風図（高層風図）昭和１５．５ 水路部　第５課

⑥技術-気象-314 外南洋海上風図（高層風図）昭和１５．５ 水路部　第５課

⑥技術-気象-315 天気図の作り方．見方　昭和１４年１１月 大谷　東平

⑥技術-気象-316 日本近海航空気象図（１３図）昭和１０年５月３０日 水路部

⑥技術-気象-317 日本近海航空気象図（１３図）昭和１０年５月３０日 水路部

⑥技術-気象-318 日本近海海流図　自　第１回　至　第２２回　昭和１０年５月３０日 水路部

⑥技術-気象-319 支那方面兵要地点気象誌（８月）追補　昭和１２年７月 水路部

⑥技術-気象-320 支那方面兵要地点気象誌（９月）追補　昭和１２年７月 水路部

⑥技術-気象-321 兵要気象誌　附録　第１巻　本邦海岸気候表　昭和１２年９月 水路部

⑥技術-気象-322 兵要気象誌附録　第１巻　本邦海岸気候表　昭和１２年９月 水路部

⑥技術-気象-323
黄海．東海．南支那海方面　冬季季節風及天気の特性　昭和１２
年１２月

水路部

⑥技術-気象-324 海軍高層気象年報　昭和１４年 水路部

⑥技術-気象-325
兵要気象誌　附録　第２巻　外国海岸気候表（支那及フィリピン之
部）昭和１４年８月

水路部

⑥技術-気象-326
兵要気象誌　附録　第２巻　外国海岸気候表（支那及フィリピン之
部）昭和１４年８月

水路部

⑥技術-気象-327
兵要気象誌　附録　第２巻　外国海岸気候表（支那及フィリピン之
部）昭和１４年８月

水路部

⑥技術-気象-328 南支那方面の気象及海潮流　昭和１３年９月 水路部

⑥技術-気象-329 南支那海方面気象図（１０月）昭和１１年９月　調製 水路部

⑥技術-気象-330 南支那海方面気象図（１１月）昭和１１年１０月　調製 水路部

⑥技術-気象-331 支那近海気象図（１２月）昭和１１年１１月 水路部

⑥技術-気象-332 支那近海気象図（１月）昭和１１年１２月 水路部

⑥技術-気象-333 支那近海気象図（２月）昭和１２年１月 水路部

⑥技術-気象-334 支那近海気象図（３月）昭和１２年２月 水路部

⑥技術-気象-335 支那近海気象図（４月）昭和１２年３月 水路部

⑥技術-気象-336 支那近海気象図（５月）昭和１２年４月 水路部

⑥技術-気象-337 支那近海気象図（６月）昭和１２年５月 水路部

⑥技術-気象-338 支那近海気象図（７月）昭和１２年６月 水路部

⑥技術-気象-339 支那近海気象図（８月）昭和１２年７月 水路部

⑥技術-気象-340 支那近海気象図（９月）昭和１２年８月 水路部

⑥技術-気象-341 北方海面兵要気象図　昭和１８年１２月 水路部

⑥技術-気象-342 東方海面兵要気象図　昭和１９年７月１５日 水路部

⑥技術-気象-343 天気予報の栞　昭和２年６月 水交社

⑥技術-気象-344 当方面の気象特に「スコール」に対する研究 大津海軍航空隊
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⑥技術-気象-345 昭和18年１月 西部アリューシャンノ気象　其ノ一 第五警隊

⑥技術-気象-346 海上気象学　全 水路部

⑥技術-気象-347 海上気象学　上、中、下 水交社

⑥技術-気象-348 諺に依る天気予報栞 海軍少佐　塹江乙矢

⑥技術-気象-349 本邦　累年気象表 中央気象台

⑥技術-気象-350 上海累年天気日表　自大正９年　至昭和１８年 第２気象隊

⑥技術-気象-351 昭和１２年８月　海洋気象台彙報　号外　日本海気象図
佃十吉（海洋気象台海洋気象掛
主任）

⑥技術-気象-351_2 昭和１２年８月　海洋気象台彙報　号外　日本海気象図
佃十吉（海洋気象台海洋気象掛
主任）

⑥技術-気象-352 航空気象戦史の一部および海の航空気象学 不詳

⑥技術-土木建築-1 板入庫通知綴　昭和１９．１２～２０．８ -

⑥技術-土木建築-2 施設図　昭和２０年８月３１日 呉海軍軍需部

⑥技術-土木建築-3 施設図　昭和２０年８月３１日 呉海軍工廠

⑥技術-土木建築-4 営造物　及　機械目録　昭和１９年４月１日　調 呉海軍軍需部

⑥技術-土木建築-5 佐世保海軍工廠　諸建築物配置図　昭和１９年１１月１８日 -

⑥技術-土木建築-6 施　設　図　昭和２０年８月３１日　現在 呉海軍工廠

⑥技術-土木建築-7 施　設　図　昭和２０年８月３１日　現在 呉海軍施設部

⑥技術-土木建築-8 各倉庫土地建物一覧表　昭和２１年１月２５日　現在 呉　地区

⑥技術-土木建築-9 施設図　昭和２０年４月 呉海軍工廠

⑥技術-土木建築-10 施設図　昭和２０年６月 呉海軍工廠軍需部

⑥技術-土木建築-11 営造物　及　機械位置等要図　昭和１９年５月２日 呉海軍需部

⑥技術-土木建築-12 施設関係書類綴　昭和２０年８月２５日 施設係　横須賀海軍軍需部

⑥技術-土木建築-13 施設図　昭和２０年８月３１日 呉海軍軍需部

⑥技術-土木建築-14 工作庁全体図関係書類　昭和２０年１２月２８日 ２復艦本整理部

⑥技術-土木建築-15_2 久里浜通信学校　施設一般平面図（カラー図面）昭和１３年１１月 -

⑥技術-土木建築-16 防水覆．防火関係施設配備図　昭和１７年６月 佐世保造兵部

⑥技術-土木建築-17 海軍水雷学校施設計画図 -

⑥技術-土木建築-18 兵器．爆発物．弾火薬　所在位置図　昭和２０年８月３１日 呉海軍工廠

⑥技術-土木建築-19 施設　国有財産関係　昭和２０年 呉　復員局

⑥技術-土木建築-20 陸海軍集会所関係　昭和１６年２月１５日 海軍大臣官房

⑥技術-土木建築-21 旧海軍施設関係綴　昭和２５年４月２５日　昭和２９年６月４日 舞鶴地方復員局

⑥技術-土木建築-22 港湾工学　昭和１５年１１月２８日 海軍省教育局

⑥技術-土木建築-23 七尾湾錨地 -

⑥技術-土木建築-24 唄目信号所平面図 -

⑥技術-土木建築-25 横須賀海軍軍需部施設計画図 -

⑥技術-土木建築-26 大湊地区財産一般図 -

⑥技術-土木建築-27 建築物位置並機械配置図　昭和１６年３月末日　現在 横海軍需部
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⑥技術-土木建築-28 海軍経理学校設計図　昭和１７年３月１９日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-29
各海軍施設設計図　第３部隊所轄（目黒．品川方面）昭和１９年９
月１８日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-30
各海軍施設設計図　療品廠．軍医学校第２附属病院　施設補給
部．水路部玉川分室　昭和１９年１０月１２日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-31
各海軍施設設計図　東京工業大学，軍医学校第３附属病院　海
軍大学校．海軍館　昭和１９年１０月１４日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-32
各海軍施設設計図　海軍施設本部小石川分室．海軍施設本部．
海軍省．海軍省分室等

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-33 水路部庁舎　及　官舎設計図　昭和１９年１０月１９日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-34 海軍軍医学校官舎．学生舎設計図　昭和１９年１０月３１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-35 南洋方面施設工事関係綴　１／３ -

⑥技術-土木建築-36 南洋方面施設工事関係綴　２／３ -

⑥技術-土木建築-37 南洋方面施設工事関係綴　３／３ -

⑥技術-土木建築-38 事務所録　軍施設「土地の地図」 -

⑥技術-土木建築-39 施設機械一般　昭和１８．１１ 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-40 海軍施設本部関係小冊子綴　昭和１９．１０．５ -

⑥技術-土木建築-41 鎮海警備管区　作戦施設工事現状報告　昭和２０．３．２０ 鎮海海軍施設部長

⑥技術-土木建築-42 横須賀軍港敷地関係綴　昭和１２ -

⑥技術-土木建築-43 鎮海軍需部配置図 -

⑥技術-土木建築-44 佐世保海軍工廠　船渠関係図 -

⑥技術-土木建築-45 明治２３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治２３ -

⑥技術-土木建築-46 明治２３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２止　昭和２３ -

⑥技術-土木建築-47 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治２４ -

⑥技術-土木建築-48 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治２４ -

⑥技術-土木建築-49 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治２４ -

⑥技術-土木建築-50 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治２４ -

⑥技術-土木建築-51 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治２４ -

⑥技術-土木建築-52 明治２４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６止　明治２４ -

⑥技術-土木建築-53 明治２５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　完　明治２５ -

⑥技術-土木建築-54 明治２６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　完　明治２６ -

⑥技術-土木建築-55 明治２７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　完　明治２７ -

⑥技術-土木建築-56 明治２８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　完　明治２８ -

⑥技術-土木建築-57 明治２９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治２９ -

⑥技術-土木建築-58 明治２９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治２９ -

⑥技術-土木建築-59 明治３０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３０ -

⑥技術-土木建築-60 明治３０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３０ -

⑥技術-土木建築-61 明治３０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３止　明治３０ -

⑥技術-土木建築-62 明治３１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３１ -

⑥技術-土木建築-63 明治３１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３１ -
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⑥技術-土木建築-64 明治３１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３止　明治３１ -

⑥技術-土木建築-65 明治３２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３２ -

⑥技術-土木建築-66 明治３２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３２ -

⑥技術-土木建築-67 明治３２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３止　明治３２ -

⑥技術-土木建築-68 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３３ -

⑥技術-土木建築-69 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３３ -

⑥技術-土木建築-70 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３３ -

⑥技術-土木建築-71 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３３ -

⑥技術-土木建築-72 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３３ -

⑥技術-土木建築-73 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　明治３３ -

⑥技術-土木建築-74 明治３３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７止　明治３３ -

⑥技術-土木建築-75 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３４ -

⑥技術-土木建築-76 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３４ -

⑥技術-土木建築-77 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３４ -

⑥技術-土木建築-78 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３４ -

⑥技術-土木建築-79 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３４ -

⑥技術-土木建築-80 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６止　明治３４ -

⑥技術-土木建築-81 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　明治３４ -

⑥技術-土木建築-82 明治３４年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８止　明治３４ -

⑥技術-土木建築-83 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３５ -

⑥技術-土木建築-84 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３５ -

⑥技術-土木建築-85 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３５ -

⑥技術-土木建築-86 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３５ -

⑥技術-土木建築-87 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３５ -

⑥技術-土木建築-88 明治３５年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　明治３５ -

⑥技術-土木建築-89 明治３６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３６ -

⑥技術-土木建築-90 明治３６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３６ -

⑥技術-土木建築-91 明治３６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３６ -

⑥技術-土木建築-92 明治３６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３６ -

⑥技術-土木建築-93 明治３６年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５止　明治３６ -

⑥技術-土木建築-94 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３７ -

⑥技術-土木建築-95 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３７ -

⑥技術-土木建築-96 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３７ -

⑥技術-土木建築-97 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３７ -

⑥技術-土木建築-98 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３７ -

⑥技術-土木建築-99 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　明治３７ -
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⑥技術-土木建築-100 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　明治３７ -

⑥技術-土木建築-101 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８　明治３７ -

⑥技術-土木建築-102 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻９　明治３７ -

⑥技術-土木建築-103 明治３７年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１０　明治３７ -

⑥技術-土木建築-104 明治３８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３８ -

⑥技術-土木建築-105 明治３８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３８ -

⑥技術-土木建築-106 明治３８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３８ -

⑥技術-土木建築-107 明治３８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３８ -

⑥技術-土木建築-108 明治３８年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３８ -

⑥技術-土木建築-109 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治３９ -

⑥技術-土木建築-110 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治３９ -

⑥技術-土木建築-111 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治３９ -

⑥技術-土木建築-112 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治３９ -

⑥技術-土木建築-113 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治３９ -

⑥技術-土木建築-114 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　明治３９ -

⑥技術-土木建築-115 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　明治３９ -

⑥技術-土木建築-116 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８　明治３９ -

⑥技術-土木建築-117 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻９　明治３９ -

⑥技術-土木建築-118 明治３９年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１０止　明治３９ -

⑥技術-土木建築-119 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４０ -

⑥技術-土木建築-120 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治４０ -

⑥技術-土木建築-121 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治４０ -

⑥技術-土木建築-122 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治４０ -

⑥技術-土木建築-123 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治４０ -

⑥技術-土木建築-124 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　明治４０ -

⑥技術-土木建築-125 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　明治４０ -

⑥技術-土木建築-126 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８　明治４０ -

⑥技術-土木建築-127 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻９　明治４０ -

⑥技術-土木建築-128 明治４０年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１０　明治４０ -

⑥技術-土木建築-129 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４１ -

⑥技術-土木建築-130 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治４１ -

⑥技術-土木建築-131 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治４１ -

⑥技術-土木建築-132 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治４１ -

⑥技術-土木建築-133 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治４１ -

⑥技術-土木建築-134 明治４１年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６止　明治４１ -

⑥技術-土木建築-135 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４２ -
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⑥技術-土木建築-136 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治４２ -

⑥技術-土木建築-137 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治４２ -

⑥技術-土木建築-138 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治４２ -

⑥技術-土木建築-139 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治４２ -

⑥技術-土木建築-140 明治４２年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６止　明治４２ -

⑥技術-土木建築-141 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４３ -

⑥技術-土木建築-142 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治４３ -

⑥技術-土木建築-143 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治４３ -

⑥技術-土木建築-144 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治４３ -

⑥技術-土木建築-145 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　明治４３ -

⑥技術-土木建築-146 明治４３年度　横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６止　明治４３ -

⑥技術-土木建築-147 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７止　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-148 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-149 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-150 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-151 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-152 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５止　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-153 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　明治４５年度 -

⑥技術-土木建築-154 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２止　明治４５年度 -

⑥技術-土木建築-155 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-156 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-157 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-158 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-159 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-160 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-161 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-162 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８止　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-163 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-164 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻２　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-165 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻３　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-166 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻４　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-167 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻５　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-168 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻６　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-169 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻７　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-170 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻８　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-171
横鎮（横須賀鎮守府）工事竣工報告　巻９　登録伝票　建物第９７
号　大正２年度

-



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-172
横鎮（横須賀鎮守府）工事竣工報告　巻１０止　登録伝票　建物第
９８号設計書　大正２年度

-

⑥技術-土木建築-173 横須賀鎮守府　工事竣工報告　巻１（１３４～１３６）大正３年度 -

⑥技術-土木建築-174 横鎮（横須賀鎮守府）第２綴　大正３年度 海軍大臣官房

⑥技術-土木建築-175 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治２３年度 -

⑥技術-土木建築-176 呉鎮守府工事竣工報告　巻２　明治２３年度 -

⑥技術-土木建築-177 呉鎮守府工事竣工報告　巻３止　明治２３年度 -

⑥技術-土木建築-178 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治２４年度 -

⑥技術-土木建築-179 呉鎮守府工事竣工報告　巻２止　明治２４年度 -

⑥技術-土木建築-180 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治２５年度 -

⑥技術-土木建築-181 呉鎮守府工事竣工報告　巻２　明治２５年度 -

⑥技術-土木建築-182 呉鎮守府工事竣工報告　巻３止　明治２５年度 -

⑥技術-土木建築-183 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治２６年度 -

⑥技術-土木建築-184 呉鎮守府工事竣工報告　巻２止　明治２６年 -

⑥技術-土木建築-185 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治２７年度 -

⑥技術-土木建築-186 呉鎮守府工事竣工報告　巻２止　明治２７年 -

⑥技術-土木建築-187 呉鎮守府工事竣工報告　完　明治２８年度 -

⑥技術-土木建築-188 呉鎮守府工事竣工報告　完　明治２９年度 -

⑥技術-土木建築-189 呉鎮守府工事竣工報告書　明治２７～２９年 -

⑥技術-土木建築-190 呉鎮守府工事竣工報告　巻１　明治３０年度 -

⑥技術-土木建築-191 呉鎮守府工事竣工報告　巻２　明治３０年度 -

⑥技術-土木建築-192 呉鎮守府工事竣工報告　巻４止　明治３０年度 -

⑥技術-土木建築-193 呉鎮工事竣工報告　明治３０年～３３年度 -

⑥技術-土木建築-194 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-195 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-196 呉鎮工事竣工報告　巻３止　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-197 呉鎮工事竣工報告　明治３１年度～３２年度 -

⑥技術-土木建築-198 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-199 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-200 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３２～３３年度 -

⑥技術-土木建築-201 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３２～３３年度 -

⑥技術-土木建築-202 呉鎮工事竣工報告　巻３止　明治３２年度～３３年度 -

⑥技術-土木建築-203 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-204 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-205 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-206 呉鎮工事竣工報告　巻４　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-207 呉鎮工事竣工報告　巻５止　明治３３年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-208 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-209 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-210 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３４年度～３５年度 -

⑥技術-土木建築-211 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３４年度～３５年度 -

⑥技術-土木建築-212 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-213 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-214 呉鎮工事竣工報告　巻３止　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-215 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-216 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-217 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-218 呉鎮工事竣工報告　巻４止　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-219 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-220 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-221 呉鎮守府工事竣工報告書　巻１　明治３７～３８年度 -

⑥技術-土木建築-222 呉鎮守府工事竣工報告書　巻２止　明治３７年度～３８年度 -

⑥技術-土木建築-223 呉鎮工事竣工報告書　巻１　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-224 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-225 呉鎮守府工事竣工報告　巻３止　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-226 呉鎮守府工事竣工報告書　巻１　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-227 呉鎮守府工事竣工報告書　巻２　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-228 呉鎮工事竣工報告　巻３止　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-229 呉鎮守府工事竣工報告書　明治３８年度～３９年度 -

⑥技術-土木建築-230 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治３９年度～４０年度 -

⑥技術-土木建築-231 呉鎮工事竣工報告書　巻２　明治３９年～４０年度 -

⑥技術-土木建築-232 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治３９年度～４０年度 -

⑥技術-土木建築-233 呉鎮工事竣工報告　巻４　明治３９年度～４０年度 -

⑥技術-土木建築-234 呉鎮工事竣工報告　巻５止　明治３９年度～４０年度 -

⑥技術-土木建築-235 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-236 呉鎮工事竣工報告書　巻２止　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-237 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４０年度～４１年度 -

⑥技術-土木建築-238 呉鎮守府工事竣工報告　巻２止　明治４０年度～４１年度 -

⑥技術-土木建築-239 呉鎮工事竣工報告　明治４０年度～４３年度 -

⑥技術-土木建築-240 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-241 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-242 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-243 呉鎮工事竣工報告　巻４止　明治４１年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-244 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４１年度～４２年度 -

⑥技術-土木建築-245 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治４１年度～４２年度 -

⑥技術-土木建築-246 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-247 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-248 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-249 呉鎮工事竣工報告　巻４　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-250 呉鎮工事竣工報告　巻５止　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-251 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４２年度～４３年度 -

⑥技術-土木建築-252 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治４２年度～４３年度 -

⑥技術-土木建築-253 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-254 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-255 呉鎮工事竣工報告　明治４２年度～４４年度 -

⑥技術-土木建築-256 呉鎮工事竣工報告　明治４３年度～４４年度 -

⑥技術-土木建築-257 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-258 呉鎮工事竣工報告　巻２　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-259 呉鎮工事竣工報告　巻３　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-260 呉鎮工事竣工報告　巻４　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-261 呉鎮工事竣工報告　巻５止　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-262 呉鎮工事竣工報告　明治４４年度～４５年度 -

⑥技術-土木建築-263 呉鎮工事竣工報告　巻１　明治４４年度～大正１年度 -

⑥技術-土木建築-264 呉鎮工事竣工報告　巻２止　明治４４年度～大正１年度 -

⑥技術-土木建築-265 呉鎮工事竣工報告　巻１　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-266 呉鎮工事竣工報告　巻２　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-267 呉鎮工事竣工報告　巻３　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-268 呉鎮工事竣工報告　巻４　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-269 呉鎮工事竣工報告　巻５止　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-270 呉鎮工事竣工報告　大正１年度～大正２年度 -

⑥技術-土木建築-271 呉鎮工事竣工報告　巻１　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-272 呉鎮工事竣工報告　巻２　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-273 呉鎮工事竣工報告　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-274 呉鎮工事竣工報告　第６綴　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-275 呉鎮工事竣工報告　第８綴　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-276 呉鎮工事竣工報告　第９綴　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-277 呉鎮工事竣工報告　第１０綴　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-278 呉鎮工事竣工報告　第１１綴　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-279 呉鎮工事竣工報告　大正３年 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-280 佐鎮工事竣工報告　巻２止　明治３０年度 -

⑥技術-土木建築-281 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-282 佐鎮工事竣工報告　明治２３年度 -

⑥技術-土木建築-283 佐鎮工事竣工報告　明治２４年度 -

⑥技術-土木建築-284 佐鎮工事竣工報告　明治２６年度 -

⑥技術-土木建築-285 佐鎮工事竣工報告　明治２７年度 -

⑥技術-土木建築-286 佐鎮工事竣工報告　明治２８．１～１０ -

⑥技術-土木建築-287 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治２８年度 -

⑥技術-土木建築-288 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治２８年度 -

⑥技術-土木建築-289 佐鎮工事竣工報告　巻３止　明治２８年度 -

⑥技術-土木建築-290 佐鎮工事竣工報告　明治２９年度 -

⑥技術-土木建築-291 佐鎮工事竣工報告　明治３０年度 -

⑥技術-土木建築-292 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-293 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-294 佐鎮工事竣工報告　巻３止　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-295 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-296 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-297 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-298 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-299 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-300 佐鎮工事竣工報告　巻２の２　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-301 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-302 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-303 佐鎮工事竣工報告　巻５止　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-304 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-305 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-306 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-307 佐鎮工事竣工報告　巻４止　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-308 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-309 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-310 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-311 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-312 佐鎮工事竣工報告　巻５　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-313 佐鎮工事竣工報告　巻６止　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-314 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-315 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３６年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-316 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-317 佐鎮工事竣工報告　巻４止　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-318 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-319 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-320 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-321 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-322 佐鎮工事竣工報告　巻５　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-323 佐鎮工事竣工報告　巻６止　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-324 佐鎮工事竣工報告　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-325 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-326 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-327 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-328 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-329 佐鎮工事竣工報告　巻５　明治３９．１０ -

⑥技術-土木建築-330 佐鎮工事竣工報告　巻６止（登録伝票）明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-331 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-332 佐鎮工事竣工報告　巻２止　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-333 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-334 佐鎮工事竣工報告　巻２止　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-335 佐世保海軍工廠製缶工場新栄仕様書　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-336 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-337 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-338 佐鎮工事竣工報告　巻３　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-339 佐鎮工事竣工報告　巻４　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-340 佐鎮工事竣工報告　巻５止　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-341 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-342 佐鎮工事竣工報告　巻２止　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-343 佐鎮工事竣工報告　巻１　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-344 佐鎮工事竣工報告　巻２　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-345 佐鎮工事竣工報告　巻４止　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-346 佐鎮工事竣工報告　巻４止　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-347 佐鎮工事竣工報告　明治４５．大正１年度 -

⑥技術-土木建築-348 佐鎮工事竣工報告　大正１～２年度 -

⑥技術-土木建築-349 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　明治３１年度 -

⑥技術-土木建築-350 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻１　明治３２年度 -

⑥技術-土木建築-351 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻２止　明治３２年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-352 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻１　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-353 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻２　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-354 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻３　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-355 臨時海軍建築部支部工事竣工報告　巻４止　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-356 舞鎮工事竣工報告　明治３３年度 -

⑥技術-土木建築-357 海軍拡張費建築工事竣工報告　明治３４年度 臨時海軍建築部

⑥技術-土木建築-358 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-359 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-360 舞鎮工事竣工報告　巻３　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-361 舞鎮工事竣工報告　巻４　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-362 舞鎮工事竣工報告　巻５　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-363 舞鎮工事竣工報告　巻６　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-364 舞鎮工事竣工報告　巻７　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-365 舞鎮工事竣工報告　巻８　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-366 舞鎮工事竣工報告　巻９　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-367 舞鎮工事竣工報告　巻１０止　明治３４年度 -

⑥技術-土木建築-368 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-369 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-370 舞鎮工事竣工報告　巻３　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-371 舞鎮工事竣工報告　巻４止　明治３５年度 -

⑥技術-土木建築-372 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-373 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-374 舞鎮工事竣工報告　巻３止　明治３６年度 -

⑥技術-土木建築-375 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-376 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-377 舞鎮工事竣工報告　巻３　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-378 舞鎮工事竣工報告　巻４　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-379 舞鎮工事竣工報告　巻５　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-380 舞鎮工事竣工報告　巻６止　明治３７年度 -

⑥技術-土木建築-381 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-382 舞鎮工事竣工報告　巻２止　明治３８年度 -

⑥技術-土木建築-383 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-384 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-385 舞鎮工事竣工報告　巻３　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-386 舞鎮工事竣工報告　巻４止　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-387 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治４１年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-388 舞鎮工事竣工報告　巻２止　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-389 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-390 舞鎮工事竣工報告　巻２　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-391 舞鎮工事竣工報告　巻３　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-392 舞鎮工事竣工報告　巻４止　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-393 舞鎮工事竣工報告　巻１　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-394 舞鎮工事竣工報告　巻２止　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-395 舞鎮工事竣工報告　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-396 舞鎮工事竣工報告　明治４５年度 -

⑥技術-土木建築-397 舞鎮工事竣工報告　巻１　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-398 舞鎮工事竣工報告　巻２　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-399 舞鎮工事竣工報告　巻３止　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-400 舞鎮工事竣工報告　巻１　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-401 舞鎮工事竣工報告　巻２止　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-402 旅鎮工事竣工報告　巻１　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-403 旅鎮工事竣工報告　巻２　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-404 旅鎮工事竣工報告　巻３止　明治３９年度 -

⑥技術-土木建築-405 旅鎮工事竣工報告　巻１　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-406 旅鎮工事竣工報告　巻２　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-407 旅鎮工事竣工報告　巻３　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-408 旅鎮工事竣工報告　巻４　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-409 旅鎮工事竣工報告　巻５　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-410 旅鎮工事竣工報告　巻６　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-411 旅鎮工事竣工報告　巻７止　明治４０年度 -

⑥技術-土木建築-412 旅鎮工事竣工報告　巻１　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-413 旅鎮工事竣工報告　巻２止　明治４１年度 -

⑥技術-土木建築-414 旅鎮工事竣工報告　巻１　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-415 旅鎮工事竣工報告　巻２　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-416 旅鎮工事竣工報告　巻３　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-417 旅鎮工事竣工報告　巻４止　明治４２年度 -

⑥技術-土木建築-418 旅鎮工事竣工報告　巻１　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-419 旅鎮工事竣工報告　巻２止　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-420 旅鎮工事竣工報告 -

⑥技術-土木建築-421 旅鎮工事竣工報告　巻１　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-422 旅鎮工事竣工報告　巻２止　大正１年度 -

⑥技術-土木建築-423 旅鎮工事竣工報告　巻１　大正２年度 -



令和５年４月４日

⑥技術-土木建築-424 旅鎮工事竣工報告　巻２止　大正２年度 -

⑥技術-土木建築-425 鎮海工事竣工報告　巻１　明治４３年度 -

⑥技術-土木建築-426 鎮海工事竣工報告　巻２止　明治４４年度 -

⑥技術-土木建築-427 鎮海海軍施設工事着手報告　巻１　昭和２０．６～７月 -

⑥技術-土木建築-428 鎮海海軍施設工事着手報告　巻２　昭和２０．６～７月 -

⑥技術-土木建築-429 鎮海海軍施設工事着手報告　巻３止　昭和２０．６～７月 -

⑥技術-土木建築-430 下関港．岸壁構造図等　大正１０～１５年 下関土木出張所

⑥技術-土木建築-431 大湊要港部関係綴　昭和１１．１２ -

⑥技術-土木建築-432 横須賀施設部疎開工事関係書類　昭和２０．４ 第３技術係

⑥技術-土木建築-433 千葉．神奈川県下．海軍施設関係図 -

⑥技術-土木建築-434 築城施設教範（草案）昭和１９．１．１５ 荒野

⑥技術-土木建築-435 港湾調査報告記載の一例 -

⑥技術-土木建築-436 船渠船台一覧表 海軍艦政本部総務部第一課

⑥技術-土木建築-437 横須賀．呉海軍工廠　船渠に就いての調査報告　昭和２３～２７年 -

⑥技術-土木建築-438
横須賀地区緊急戦備施設計画　・地下工場（金沢八景）・久木火
薬庫　箱崎回展施設　比与宇呂薬格納庫

-

⑥技術-土木建築-439 海軍兵学校　生徒館図 -

⑥技術-土木建築-440 佐世保燃料施設図解 -

⑥技術-土木建築-441 資材輸送梱包容積　重量規格 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-442 桟橋設営隊施設調書 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-443 Ｓ．Ｂ艇２隻搭載資材調書 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-444 Ｓ．Ｂ艇３隻搭載資材調書 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-445 Ｓ．Ｂ艇４隻搭載資材調書 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-446 特設見張所（戊）（兵装）施設標準 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-447 防空砲台施設計画並実施要領 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-448 舗装工法 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-449 各種舗装示方書　昭和１９年６月 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-450
海軍施設工務廠工事予算其の他に関する特例　特設設営隊の物
品．予算其の他の整理に関する件　昭和１９年

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-451 築城施設講習成果及所見　昭和１９年３月 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-452 築城施設強靱性附加施工法　昭和１９年８月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-453 築城施設強靱性附加施工法　昭和１９年８月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-454 隧道工法 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-455 築城隧道（小型）計画規準　昭和１９年８月３０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-456
施設用火薬取扱心得及　隧道作業安全心得　昭和１９年９月１０
日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-456_2
施設用火薬取扱心得及　隧道作業安全心得　昭和１９年９月１０
日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-457 隧道並に木造復土式　居住施設設計規準　昭和１９年１２月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-458 設営隊治療品 海軍施設本部
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⑥技術-土木建築-459 火焔防護の参考　昭和１９年８月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-460 運輸法　昭和１９年８月２５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-461 集団防毒施設要領　昭和１９年９月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-462 耐弾構造規準　昭和１９年１０月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-463 耐弾構造規準　昭和１９年１０月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-464 小舟艇用掩體構築法　昭和１９年１０月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-465 小舟艇用掩體構築法　昭和１９年１０月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-466 水道工法　昭和１９年１１月１０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-467 桟橋工法　昭和１９年１１月１０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-468
飛行機用有蓋掩體　鋼製型枠構築法（Ｚｂ２型）昭和１９年１２月２
０日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-469 回天基地施設規準　昭和２０年１月２５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-470 回天基地施設規準　昭和２０年１月２５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-471 偽装隠蔽法　昭和２０年１月１７日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-472 呂号Ｚ薬格納施設規準　昭和２０年１月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-473 櫻花基地施設規準　昭和２０年１月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-474 Ｗ工法構築要領　昭和２０年２月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-475 Ｗ工法構築要領　昭和２０年２月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-476
昭和２０年度海軍施設本部及　関係各部業務推進方針　昭和２０
年２月２５日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-477
昭和２０年度海軍施設本部及　関係各部業務推進方針　昭和２０
年２月２５日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-478 結索結着法　昭和２０年３月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-479 道路工法　昭和２０年３月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-480 道路工法　昭和２０年３月２０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-481
仮製「デリック」「シャース」構成法　滑車絞轆（コウロク）取扱法　昭
和２０年３月２０日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-482 築城及一般施設業務綜合書法（前編）昭和２０年４月１日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-483 海龍基地施設規準　昭和２０年４月１０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-484 海軍施設各部軍陣衛生方策　昭和２０年４月２５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-485 電流障碍物構築要領　昭和２０年６月５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-486 乙編制設営隊１隊分資材表 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-487
工作兵（施設）引渡しに際し　設営隊への要望及築城施設作業操
式　昭和１９年９月２２日

海軍施設本部

⑥技術-土木建築-488 米国海軍急速設営隊　昭和２０年４月２５日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-489 築城技術彙報　昭和２０年４月１０日 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-490 海軍土木建築普諸施設標準　昭和１５年１０月１日 海軍省建築局長

⑥技術-土木建築-491 海軍土木建築極秘諸施設標準　昭和１６年６月２日 海軍省建築局長

⑥技術-土木建築-492 海軍土木建築秘諸施設標準　昭和１６年６月２日 海軍省建築局

⑥技術-土木建築-493 池子火薬庫構造図及構内図 横須賀海軍施設部

⑥技術-土木建築-494 相模海軍工廠配備図　他３枚大型地図 -
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⑥技術-土木建築-495 呉海軍軍需部軍需品貯蔵所位置図 -

⑥技術-土木建築-496 築城施設参考 海軍施設本部

⑥技術-土木建築-497 本部長訓示集 海軍施設本部

⑥技術-機関-1 交流実験記録　大正１３年７月 海少尉　本吉栄一

⑥技術-機関-2
浄缶剤及缶水試験器並に試製燐酸定量器取扱法　昭和１８年５月
２０日

海軍省教育局

⑥技術-機関-3
浄缶剤及缶水試験器並に試製燐酸定量取扱法　昭和１８年５月２
０日

海軍省教育局

⑥技術-機関-4 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦　占守 海防艦　占守

⑥技術-機関-5
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆逐艦　雄竹、初
海

駆逐艦　雄竹・初梅

⑥技術-機関-6
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆逐艦　椎、蔦、
萩、菫、楠、樺、初桜、柿

駆逐艦　椎．葛．萩．葦．楠．
樺．初桜．柿

⑥技術-機関-7 調査記録（その１０）主「タルビン」に対する分　昭和１３年３月４日 旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-8
調査記録（その１０）１号及２号内火機械に対する分（第１回）　昭
和１３年４月６日

旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-9 調査記録（その１１）主「タルビン」に対する分　昭和１３年４月６日 旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-10 調査記録（その１２）主「タルビン」に対する分　昭和１３年６月１８日 旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-11
調査記録（その６）１１号内火機械対策に関する事項　昭和１３年１
１月２日

旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-12
調査記録（その７）艦本式複動内火機械の欠陥並に対策に関する
事項　昭和１３年１１月２日

旧海軍艦艇　臨時機関調査会

⑥技術-機関-13
臨時機関調査委員会報告に関連する主タービン改造　並に実験
研究に関する報告　別冊　昭和１８年４月１日

海軍艦政本部第５部

⑥技術-機関-14 船舶機関部用代用材料　内燃機関の部　昭和１９年６月２２日 -

⑥技術-機関-15 機関機構説明書（機械の部）軍艦　日向 -

⑥技術-機関-16 機械製造費計算法の要素（抄訳） エー・サッゲート著

⑥技術-機関-17 調査記録駆逐艦朝潮型　主タービン故障調査報告 旧海軍艦艇臨時機関調査会

⑥技術-機関-18 軍艦機関計画１班　巻の１（図） 海軍機関学会

⑥技術-機関-19 軍艦機関計画１班　巻の１ 海軍機関学会

⑥技術-機関-20 軍艦機関計画１班　巻の１ 海軍機関学会

⑥技術-機関-21 軍艦機関計画１班　巻の１ 海軍機関学会

⑥技術-機関-22 軍艦機関計画１班　巻の１（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-23 軍艦機関計画１班　巻の１（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-24 軍艦機関計画１班　巻の２ 海軍機関学会

⑥技術-機関-25 軍艦機関計画１班　巻の２ 海軍機関学会

⑥技術-機関-26 軍艦機関計画１班　巻の２（図） 海軍機関学会

⑥技術-機関-27 軍艦機関計画１班　巻の２ 海軍機関学会

⑥技術-機関-28 軍艦機関計画１班　巻の２（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-29 軍艦機関計画１班　巻の２（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-30 軍艦機関計画１班　巻の３（図表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-31 軍艦機関計画１班　巻の３（図表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-32 軍艦機関計画１班　巻の３ 海軍機関学会

⑥技術-機関-33 軍艦機関計画１班　巻の３（表） 海軍機関学会
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⑥技術-機関-34 軍艦機関計画１班　巻の４（図表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-35 軍艦機関計画１班　巻の４ 海軍機関学会

⑥技術-機関-36 軍艦機関計画１班　巻の４（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-37 軍艦機関計画１班　巻の４（表） 海軍機関学会

⑥技術-機関-38
我海軍機関の進歩　大型ヂーゼル機械の研究整備の経過　昭和
２４年１２月１０日

元海軍技術少将　甘利義之

⑥技術-機関-39 応急舵の研究　昭和１８年１月・４月
海軍航海学校　海軍教授　高木
二郎

⑥技術-機関-40
機校研　訳１～８号　調１～３号　大正１５年２月２０日～大正１５年
７月１５日

海軍機関学校　研究部

⑥技術-機関-41 帝国海軍機関史　第１巻　昭和１８年９月３０日 海軍省教育局

⑥技術-機関-42 海軍機関関係用語　昭和１４年３月３０日 海軍大臣

⑥技術-機関-43 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　敷設艦　若鷹 敷設艦　若鷹

⑥技術-機関-44
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　敷設艦　神島、栗
島

敷設艦　神島　栗島

⑥技術-機関-45
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　補給艦　白埼、早
埼、荒埼

補給艦　白崎　早崎　荒崎

⑥技術-機関-46
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆逐艦　杉、竹、
槇、榧、桐、樫、楓、欅

駆逐艦　杉．竹．槙．榧．桐．
樫．楓．欅

⑥技術-機関-47
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦　宇久、羽
節

海防艦　宇久．羽節

⑥技術-機関-48
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦　択捉、福
江、隠岐、対馬

海防艦　択捉．福江．隠岐．対
馬

⑥技術-機関-49 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦各号 海防艦　（２７～他）

⑥技術-機関-50 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆潜特務艇 駆逐特務艇（５７～２５０）

⑥技術-機関-51 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦 海防艦　第８～１９８号

⑥技術-機関-52 各艦艇機関動作表等 -

⑥技術-機関-53
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　敷設艦　黒島、加
徳、鷲崎

敷設艦　黒島．加徳．鷲崎

⑥技術-機関-54 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　掃海特務艇 掃海特務艇　第１６．１７号

⑥技術-機関-55 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　輸送艦 輸送艦　第１３７．１４７．１７２号

⑥技術-機関-56 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆潜特務艇 駆潜特務艇　１５８．１５９

⑥技術-機関-57 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　敷設艇　済洲 敷設艇　済洲

⑥技術-機関-58
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　海防艦　四阪．同
型艦．金輪．保高．波太．奄美．生野

海防艦　四阪．同型艦．金輪．
保高．波太．奄美．生野

⑥技術-機関-59
諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆潜艇第２１号　同
型艇．第３８号．第４７号．第４９号

駆潜艇第２１号　同型艇．第３８
号．第４７号．第４９号

⑥技術-機関-60 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　駆潜艇　第９号 駆潜艇　第９号

⑥技術-機関-61 諸管系統図　諸タンク配備図　主電路系統図　水雷艇　雉 水雷艇　雉

⑥技術-機関-62 機関関係ノート -

⑥技術-機関-63 二河川丸機関取扱法 -

⑥技術-機関-64 内火機械（理論）昭和９年版 -

⑥技術-機関-65 艦船用内火機械主要目表　昭和１７年１月 海軍艦政本部第５部

⑥技術-機関-66 帝国海軍史枝論　我が国に於ける海軍兵器の沿革大要他 澤　鑑之丞

⑥技術-機関-67 艦船補助機械陸上試験要領　大正８．６．２８発行 海軍機関学会

⑥技術-機関-68 機構説明書　伊号第九潜水艦 -

⑥技術-機関-69 機関機構説明書　主機械の部　伊号第百七十六潜水艦 -
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⑥技術-機関-70 主機関研究資料 海軍機関科幹部

⑥技術-機関-71 ボイラー「缶」関係研究資料 海軍機関科幹部

⑥技術-機関-72 機関工業参考書 海軍機関幹部．機関学校　抜萃

⑥技術-機関-73 機関（機械）研究の参考 -

⑥技術-機関-74 機関機構説明書　伊号第二十一潜水艦付図 -

⑥技術-機関-75 機構説明書（冷却水管系）呂号第五百潜水艦 -

⑥技術-機関-76 機構説明書（軸系及推進器）呂号第五百潜水艦 -

⑥技術-機関-77 機構説明書（注油管系）呂号第五百潜水艦 -

⑥技術-機関-78 機構説明書（主機械）呂号第五百潜水艦 -

⑥技術-機関-79 機構説明書（主機械）呂号第五百潜水艦 -

⑥技術-機関-80 機構説明書　伊号第二百一潜水艦 -

⑥技術-機関-81
機関機構説明書（主機械之部）波号第百八潜水艦　昭和２０年１
月

-

⑥技術-機関-82 機構説明書　伊号第五十三潜水艦 -

⑥技術-機関-82_2 伊号第５３潜水艦　機構説明書 -

⑥技術-機関-83 海軍機関科員（軍事研究資料　第７３号）大正１１年３月 海軍軍令部

⑥技術-機関-84 機関関係書類綴　明治４０年 高橋　史料

⑥技術-機関-85 軍艦河内主機械用法　明治４５年１月 横造機部長　中島與曽八

⑥技術-機関-86 海軍艦艇主機関要目 -

⑥技術-機関-87 海軍艦船用直流電動機規格　昭和５年３月発行 海軍機関学会

⑥技術-機関-88 軍艦機関計画１班　巻の４（表） 海軍機関学会発行

⑥技術-機関-89 電液比重計測器略図（案）（潜水艦用） -

⑥技術-機関-90 １号２次電器　電液補正器之略図（潜水艦用） -

⑥技術-機関-91 日本海軍　艦艇及び同装備主機関一覧　明治～昭和２０年 村田　駿

⑥技術-機関-92 日本海軍　艦艇及び同装備主機関一覧　明治～昭和２０年 村田　駿

⑥技術-機関-93_2
各種内火機関之図　・４３型（第１．２．３号駆潜艇用）・４３型（第１
給油艦「ターボブロワー用」）

-

⑥技術-機関-94_2
潜水艦機関関係図面　・２２号（合板）１０型内火機械　・造水管装
置　・空気管装置　・燃料管装置

-

⑥技術-機関-95 米国海軍　機関史５０年の回顧　１９３８年 米国海軍機関学会

⑥技術-機関-96 米海軍艦船機関の最近の動向　稲川史料 海軍艦政本部第４部

⑥技術-機関-97 帝国軍艦駆逐艦機関室一般配備図 艦政本部第５部調査課

⑥技術-機関-98 機関用法　呂号六十八潜水艦 呂号６８潜水艦

⑥技術-発動機-1 栄　発動機１０型　取扱須知　昭和１６年５月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-2 航空廠航空技術情報摘録　昭和１０～１２月 -

⑥技術-発動機-3 栄　発動機２０型　取扱説明書　昭和１８．３ 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-4 栄　発動機２０型　取扱説明書　第１版　昭和１８．３ 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-5 アツタ発動機２０型　取扱説明書　第１版　昭和１８．４ 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-6
アツタ発動機２１型　カム軸受締付ナット廻止改造要領　昭和１８．
１２月

海軍　航空本部



令和５年４月４日

⑥技術-発動機-7 アツタ発動機２１型　整備標準　昭和１９．３月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-8 栄発動機２０型　取扱説明書　昭和２０年３月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-9 火星発動機１０型　取扱説明書　第１版　昭和１６年１月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-10 火星発動機１１型　第１編 -

⑥技術-発動機-11 火星発動機２０型　修理標準　昭和１９年６月 海軍航空廠

⑥技術-発動機-12 火星発動機２０型　取扱説明書　第１版　昭和１８年４月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-13 火星発動機２５型　第５編 -

⑥技術-発動機-14 瑞星発動機１０型　取扱説明書　昭和１６年２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-15 ＡＥＩＰ発動機取扱法 -

⑥技術-発動機-16 充電用発電機３型 日立製作所　多賀工場

⑥技術-発動機-17 燃料ポンプ取扱説明書　昭和１８年３月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-18 海軍現用航空発動機要目及性能曲線綴 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-19 光発動機１型及２型　部品明細表　昭和１１年３月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-20 栄発動機１０型　部品明細表　昭和１５年１月 中島飛行機（株）東京製作所

⑥技術-発動機-21 海軍現用航空発動機要目及性能曲線綴　昭和１５年８月６日 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-22 ９６陸攻用直結発動機取扱参考書　昭和１４年２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-23 ９６陸攻用直結発動機取扱参考書　昭和１４年２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-24 金星発動機５０型取扱須知　昭和１６年１２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-25 発動機附属取扱説明書　噴水ポンプ　昭和１８年９月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-26 発動機修理標準　昭和１９年１月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-27 発動機附属品取扱説明書　磁石発動機　昭和１９年４月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-28 火星発動機取扱説明書　第１版　昭和１８年４月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-29 誉　発動機取扱説明書　昭和１８年１２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-30 発動機?内燃焼に関する研究　昭和１２年７月２日 海軍航空廠

⑥技術-発動機-31 寿発動機取扱須知　昭和１１年８月（２型及２型改１） 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-32 アツタ発動機振動及之が対策　昭和１８年１２月 第１２１海軍航空隊

⑥技術-発動機-33 ＡＥＩＰ発動機分解組立作業標準（案）昭和１９年２月 第１２１海軍航空隊

⑥技術-発動機-34 ＡＥＩＰ発動機取扱参考書　昭和１９年４月 第１２１海軍航空隊

⑥技術-発動機-35 発動機関係実験資料　昭和１９年１月 海軍航空技術廠

⑥技術-発動機-36 零式２号艦戦用　栄発動機取扱参考資料 第６航空隊

⑥技術-発動機-37
金星発動機５０型取扱説明書　第１編　金星発動機５１型　昭和１
６年１２月

海軍　航空本部

⑥技術-発動機-38 発動機５０型取扱説明書　第１部　起動器（続）昭和１７年８月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-39 発動機附属品取扱説明書　第２部　磁石発電機　昭和１７年９月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-40 可変ピッチプロペラ及恒速プロペラ取扱説明書　昭和１６年８月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-41 燃料ポンプ取扱説明書　第４部　昭和１６年２月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-42 標準噴口に依る中島式気化器調整法 海軍航空廠発動機部



令和５年４月４日

⑥技術-発動機-43 光発動機（１．２．３）型　取扱説明書　昭和１３年１０月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-44 動力関係艤装品取扱説明書　第４部　空気ポンプ　昭和１６年１月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-45 発動機附属品取扱説明書　第１部　起動器　昭和１６年５月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-46
動力関係艤装品取扱説明書　第２部　自動操縦装置用　油ポンプ
１１型　昭和１６年７月

海軍　航空本部

⑥技術-発動機-47 アツタ発動機２０型修理標準　昭和１８年１月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-48 アツタ発動機２０型修理標準　昭和１８年１月 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-49 新発動機教程　昭和１８年１１月５日 酒井　重蔵

⑥技術-発動機-50 ＫＳ２型　横河式１４ＡＦ２Ｌ磁石発電機説明書　昭和１６年１１月 （株）横河電機製作所

⑥技術-発動機-51 「８１０５」２速度興圧器　構造機能運転の取扱の参考 -

⑥技術-発動機-52 瑞星発動機１１型取扱説明書　昭和１３．１０ 海軍　航空本部

⑥技術-発動機-53 昭和１３．１０　瑞星発動機１１型取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-54 昭和１５．１１　火星発動機１０型修理標準 海軍航空本部

⑥技術-発動機-55 昭和１５　火星発動機１１型修理標準 海軍航空本部

⑥技術-発動機-56 火星発動機２４型 海軍航空本部

⑥技術-発動機-57 昭和１５．６　航空発動機作業便覧 廣海軍工廠

⑥技術-発動機-58 昭和１５．８　航空発動機附属品補機及動力関係艤装品審査規則 海軍航空本部

⑥技術-発動機-59 昭和１５．８　航空発動機附属品補機及動力関係艤装品審査規則 海軍航空本部

⑥技術-発動機-60 昭和１５．１２　航空発動機附属品及動力関係艤装品制式一覧 海軍航空本部

⑥技術-発動機-61 昭和１６．３　金星発動機４０型取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-62 昭和１６．８　恒速プロペラ取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-63 昭和１６．８　恒速プロペラ取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-64 昭和１６．１０　航空発動機関係基地　兵器制式一覧 海軍航空本部

⑥技術-発動機-65 昭和１６．１２　金星発動機５０型取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-66 昭和１６．１２　金星発動機５０型取扱須知 海軍航空本部

⑥技術-発動機-67 昭和１７．３　金星発動機５０型修理標準 海軍航空本部

⑥技術-発動機-68 昭和１７．４　海軍制式　航空発動機要目表 海軍航空本部

⑥技術-発動機-69 昭和１７．４　海軍制式　航空発動機要目表 海軍航空本部

⑥技術-発動機-70 昭和１７．９　栄発動機２０型改正通知 海軍航空本部

⑥技術-発動機-71 昭和１８．３　栄発動機２０型取扱説明書 海軍航空本部

⑥技術-発動機-72 昭和１９．８　銀河１１型　主要補用品換装作業標準（１／４） 海軍航空本部

⑥技術-発動機-73 ９１式６００馬力発動機　取扱説明書　昭和１３．２ 海軍航空本部

⑥技術-発動機-74 火星発動機１０型修理標準　昭和１７．５ 海軍航空本部

⑥技術-発動機-75
アツタ発動機２型液体接手軸及翼車軸球軸受改造要領　昭和１
８．１２

海軍航空本部

⑥技術-発動機-76 譽発動機１１型（ＮＫ９Ｂ）実験経過に成績概要　昭和１９．１ 海軍航空本部

⑥技術-発動機-77 アツタ発動機部品明細表　昭和１９．８ -

⑥技術-発動機-78 天風発動機１０型．２０型　外部要具部品明細表　昭和１９．９ -



令和５年４月４日

⑥技術-発動機-79 （彩雲）整備参考　発動機関係　状況判断並に故障　昭和１９．１２ 海軍航空技術廠　発動機部

⑥技術-発動機-80
１．火星発動機（２１型　２２型　性能表）２．航空発動機要目表
３．航空発動及性能表

-

⑥技術-発動機-81 各種発動機縦断面図 -

⑥技術-発動機-82 電動起動装置に関する取扱上の注意事項　昭和１３．３ 海軍航空廠発動機部

⑥技術-発動機-83 航空用発動機の設計に就て　昭和６．８ 海軍航空本部

⑥技術-発動機-84
天風発動機取扱須知　神風発動機取扱須知　初風発動機１０型
取扱須知　昭和１１．６

-

⑥技術-発動機-85 独伊主要航空機発動機　昭和１６年 海軍航空本部

⑥技術-発動機-86 各種調査報告綴　昭和１６～１８年 在独造船造兵監督所

⑥技術-発動機-87 航空技術情報　昭和１７年 海軍航空本部

⑥技術-発動機-88 航空機用エンジン　昭和１７年 海軍航空本部

⑥技術-発動機-89 発動機関係文書　昭和１７年 海軍航空本部

⑥技術-発動機-90 研究実験成績報告（５冊）昭和１６年１月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-発動機-91 栄発動機２０型　取扱説明書　第１版　昭和１８年３月 -

⑥技術-発動機-92
空技廠雑報（発動機を中心とせる帝国海軍航空２５年史）昭和１５
年１０月

海軍航空技術廠

⑥技術-発動機-93 ネ２０型計画概要　昭和２０年 第１海軍技術廠　噴進部

⑥技術-発動機-94 神風発動機２型取扱説明書 財団法人海軍予備航空団

⑥技術-発動機-95 神風発動機取扱須知　昭和１１年６月 東京瓦斯電気工業株式会社

⑥技術-発動機-96 神風発動機取扱須知　昭和１１年６月 東京瓦斯電気工業株式会社

⑥技術-発動機-97 神風発動機１０型　取扱須知　昭和１８年１月 海軍航空本部

⑥技術-発動機-98 火星發動機　修理用部品明細表
三菱重工業株式會社名古屋発
動製作所

⑥技術-発動機-99
（仮）航空発動機来歴簿　栄発動機式１２型　製造番号第１２１９４
５号昭和１８年１０月２５日

不明（二空廠発動機部）

⑥技術-船体-1 特務艦大泊浮船渠曳航記事 -

⑥技術-船体-2 特務艦大泊浮船渠曳航記事 -

⑥技術-船体-3 足柄艤装飛行科希望事項 -

⑥技術-船体-4 軍艦足柄艤装関係綴　昭和４年度 -

⑥技術-船体-5 軍艦足柄船体協議綴　昭和４年度 -

⑥技術-船体-6 軍艦足柄艤装後綴　昭和４年８月 -

⑥技術-船体-7 第１回艦船使用実験報告　昭和４年１２月 足柄艦長

⑥技術-船体-8 艦船保存整備執務便覧　昭和５年３月 軍艦　陸奥

⑥技術-船体-9 軍艦の発達　第１編　弩級艦の出現迄 技術少佐　福井静夫　編

⑥技術-船体-10 軍艦の発達　第２編　第１次大戦終了迄 技術少佐編　福井静夫

⑥技術-船体-11 足柄．羽黒比較研究調査　第１分科会（船体関係） 軍艦　足柄

⑥技術-船体-12 １万屯巡洋艦（那智　妙高）比較研究資料　昭和４年 第１分科会（船体関係）

⑥技術-船体-13 操舵装置教科書　附図 -

⑥技術-船体-14 海軍艦船の迷彩及擬装 海軍艦政本部　牧野技術大佐

⑥技術-船体-15 図学教科書　造船之部　昭和１２年 横須賀海軍工廠　教習所



令和５年４月４日

⑥技術-船体-16 造船学教科書　附図　昭和１４年４月 横須賀海軍工廠　教習所

⑥技術-船体-17 駆逐艦　夕風．柳．夕月　図面 -

⑥技術-船体-18_2 航空母艦　赤城　戦艦　比叡　巡洋艦　那智　図面 -

⑥技術-船体-19 駆逐艦　沼風等図面 -

⑥技術-船体-20 駆逐艦　夕暮　図面 -

⑥技術-船体-21 駆逐艦　初春　図面 -

⑥技術-船体-22 駆逐艦　竹　図面 -

⑥技術-船体-23 駆逐艦　暁　朧　図面 -

⑥技術-船体-24 駆逐艦　夕霧　図面 -

⑥技術-船体-25 航空母艦　雲龍　図面 -

⑥技術-船体-26 駆逐艦　浦波　図面 -

⑥技術-船体-27 駆逐艦　檜　図面 -

⑥技術-船体-28 駆逐艦　梅　神風　天風　図面 -

⑥技術-船体-29 巡洋艦　酒匂　図面 -

⑥技術-船体-30 巡洋艦　酒匂　図面 -

⑥技術-船体-31 軍艦　金剛　図面 -

⑥技術-船体-32 ４５　４０口径４１式１５糎砲等図面 -

⑥技術-船体-33 潜水艦等　図面 -

⑥技術-船体-34 主砲方位艦射撃用照準装置図画 -

⑥技術-船体-36 軍艦安芸諸管装 大島　良之助

⑥技術-船体-37 海軍雑輯 -

⑥技術-船体-38 艦船用取付武器等解剖図面綴　大正５．１０ 横須賀海軍工廠

⑥技術-船体-39 軽巡洋艦．五十鈴　武器取付図面綴　大正１３ 海軍艦政本部

⑥技術-船体-40 駆潜艇用毘式４０粍　機銃照準器図面　昭和１１ 呉海軍工廠

⑥技術-船体-41 駆逐艦初雪要目簿　昭和１１．１２．２４ 舞鶴海軍工廠造船部

⑥技術-船体-42 駆逐艦春月　浸水状態計算表図面　昭和２０．１．１０ -

⑥技術-船体-43
艦艇一般配置図等綴－「駆潜艇第２１号」「掃海特務艇第１１号」
「雉」「初春」「若鷹」－

-

⑥技術-船体-44 海防艦一般配置図綴 -

⑥技術-船体-45 軍艦山城　取付武器等図面綴 横須賀海軍工廠

⑥技術-船体-46 軍艦河内砲塔他図面綴 明治　造兵部

⑥技術-船体-47 軍艦砲塔等図面綴 -

⑥技術-船体-48 軍艦砲塔等図面綴 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-船体-49 軍艦砲塔等図面綴 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-船体-50 海軍艦艇図面綴 呉海軍工廠造船部

⑥技術-船体-51 軍艦伊勢砲塔他図面綴 呉海軍工廠

⑥技術-船体-52 ４５口径　１２吋砲　旋廻盤及換装室組立図面　明治４１ -
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⑥技術-船体-53 軍艦河内舷側前部　４５口径１２吋砲塔構造図　明治４３ -

⑥技術-船体-54 ４５口径　１２吋砲　両側架構図面（摂津．河内）明治４３ -

⑥技術-船体-55 ４５口径　１２吋砲　中央架構図面（摂津．河内）明治４３ -

⑥技術-船体-56 ４５口径　１２吋砲　下部鈑図面（摂津．河内）明治４３ -

⑥技術-船体-57 ４５口径　１２吋砲　周囲鈑及補強材（摂津．河内）明治４３ -

⑥技術-船体-58 ４５口径　１２吋砲　上部鈑及図面（摂津．河内）明治４４ -

⑥技術-船体-59 ４５口径　１２吋砲　将校塔図面（摂津．河内）明治４４ -

⑥技術-船体-60 ４５口径　１２吋砲　中央架構１部改造図面（摂津．河内）明治４４ -

⑥技術-船体-61 ４５口径　１２吋砲　将校用望遠鏡支基図面（摂津．河内）明治４４ -

⑥技術-船体-62 あまつ丸容量図　昭和１８．６．１１ -

⑥技術-船体-63 ３６糎砲装備品図面（日向．有明．夕暮）昭和７ 呉海軍工廠

⑥技術-船体-64 ４５口径　１２吋砲　楯上鈑尾栓腕軸孔蓋図面（摂津．河内） -

⑥技術-船体-65
海防艦１３３　１３４　１３５号船体図面（前部上．中．下後部上甲
板）昭和１７

佐世保海軍工廠

⑥技術-船体-66 海防艦１３４　１３５号船体図面　３枚　昭和１８ -

⑥技術-船体-67 海防艦１３４　１３５号船体図面（前後部通風装置）昭和１９ 佐世保海軍工廠

⑥技術-船体-68
４５口径．１２吋砲　楯床鈑　屋根鈑組立及解剖（摂津．河内）明治
４２年

-

⑥技術-船体-69 ４５口径　１２吋砲　中央架構図面（摂津．河内）明治４３年 -

⑥技術-船体-70
４５口径．１２吋砲　楯架構及屋根鈑床鈑組立　明治４３年（摂津．
河内）

-

⑥技術-船体-71 ４５口径　１２吋砲　楯鈑図面（摂津．河内）明治４４年 -

⑥技術-船体-72 ４５口径　１２吋砲　装備品図面（摂津．河内）明治４４年 -

⑥技術-船体-73 ４５口径．１２吋砲　楯床鈑　旋廻盤一部改造図　明治４４年 -

⑥技術-船体-74
４５口径．１２吋砲　換装室中央架構材図面（摂津．河内）明治４４
年

-

⑥技術-船体-75 ４５口径．１２吋砲　周囲鈑及補強材図面（摂津．河内）明治４４年 -

⑥技術-船体-76
４５口径．１２吋砲　旋廻盤の?輪覆及階段図面（摂津．河内）明治
４５年

-

⑥技術-船体-77 ＴＭ型戦時標準船一般配置図　昭和１７．６．３ -

⑥技術-船体-78 ＴＭ型戦時標準船　じやんび丸容量図　昭和１８．７．１３ -

⑥技術-船体-79
ＴＭ．ＦＤ型　戦時標準船船体図面（中央横截面図）昭和１７～１９
年

-

⑥技術-船体-80 ＴＳＴ型戦時標準油槽船　一般艤装図　昭和１８年 -

⑥技術-船体-81
南邦丸　中央部油槽内切断図　一般艤装及容積図　昭和１８～１
９年

-

⑥技術-船体-82 ＴＳＴ型戦時標準油槽船　中央横截面図　昭和１９年 -

⑥技術-船体-83 ＦＤ型戦時標準船容積図　昭和１９年 -

⑥技術-船体-84 ＴＳ型戦時標準船積量図面　昭和２０年 -

⑥技術-船体-85 第６．７共栄丸　機関室．ポンプ室全体図面　昭和２０．１２．２７ -

⑥技術-船体-86 海防艦１３３　１３４　１３５号船体図面　昭和１６ 佐世保海軍工廠

⑥技術-船体-87 海防艦１３４　１３５号船体図面　昭和１６～１９年 佐世保海軍工廠

⑥技術-船体-88 海防艦１３４　１３５号船体図面　昭和１７ 佐世保海軍工廠
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⑥技術-船体-89 商船あるぜんちな丸図面（改造後空母海鷲）昭和１４．５ 三菱重工長崎造船所

⑥技術-船体-90 商船新田丸図面　その１（改造後空母沖鷲）昭和１５．３ 三菱重工長崎造船所

⑥技術-船体-91 商船新田丸図面　その２（改造後空母沖鷲）昭和１５．３ 三菱重工長崎造船所

⑥技術-船体-92 商船橿原丸図面　その１（改造後空母隼鷹）昭和１７．５ 三菱重工長崎造船所

⑥技術-船体-93 商船橿原丸図面　その２（改造後空母隼鷹）昭和１７．５ 三菱重工長崎造船所

⑥技術-船体-94 大型敷設艇黒神丸設計図　昭和１１．５ 呉海軍工廠長

⑥技術-船体-95 ２等輸送艦　側面図（１／１００）昭和 呉海軍工廠

⑥技術-船体-96 空母大鳳設計図 -

⑥技術-船体-97 伊４０潜　設計図 -

⑥技術-船体-98 駆逐艦　花月　夏月　宵月　一般配置図 -

⑥技術-船体-99 駆逐艦　春月　一般配置図 -

⑥技術-船体-100 駆逐艦　竹．桐．杉等一般配置図 -

⑥技術-船体-101 第２７号海防艦　一般配置図 -

⑥技術-船体-102 掃海特務艇　第１１号　一般配置図 -

⑥技術-船体-103 伝声管装置図　敷設艦白鷹　昭和１７．２ -

⑥技術-船体-104 第５００９号艦設計図　昭和１８．１０ 横須賀海軍工廠

⑥技術-船体-105 隼型魚雷艇図面（４枚）昭和１９．１ 内山　史料

⑥技術-船体-106 大体要目表　昭和２１．２ 第５３１号艦

⑥技術-船体-107 主力艦「バルヂ」比較　昭和１３．４ -

⑥技術-船体-108 ＮＯＴＥＳ　ＯＮ　ＳＨＩＰ　ＣＡＬＣＵＬＡＴＩＯＮＳ -

⑥技術-船体-109 気水分離片１型（潜水艦用） -

⑥技術-船体-110 潜水艦換装工事予定表（昭和７年～８年） -

⑥技術-船体-111
駆逐艦船体図（１８枚）旗風（ＮＯ．１．２）矢風（ＮＯ．３．４）神風（Ｎ
Ｏ．５）沖風

-

⑥技術-船体-112
潜水艦船体図（７枚）伊７（ＮＯ１）．伊号１０（ＮＯ２）．伊１６（ＮＯ
３）．伊号６８（ＮＯ４）

-

⑥技術-船体-113 伊号第361型潜水艦一般計画要領書（第２回改正） -

⑥技術-船体-114 伊号７６型潜水艦一般計画要領書（第２回改正） -

⑥技術-船体-115 伊６８潜、伊３５潜艦保内側面及諸要部切断図 -

⑥技術-船体-116 潜丁２型一般計画要領書 -

⑥技術-船体-117 呂号１００潜水艦能力試験報告　海軍潜水学校 海軍潜水学校

⑥技術-船体-118 呂号５００潜水艦型搭載重量比率表 -

⑥技術-船体-119 第２９３１号艦通風管海水管装置要領、防水油密へ -

⑥技術-船体-120 伊号２１、２２、２３潜水艦上部構造図其１～其５ -

⑥技術-船体-121 風浪に因る艦速減退直線　其の２(視風速を用うるもの） 運用術練習艦

⑥技術-船体-122_2 軍艦宇治外部側面艤装之図　明治３６年 呉海軍造船廠

⑥技術‐船体-124 海防艦「昭南」図面 不詳

⑥技術-船体-125
昭和１９年２月７日　駆逐艦春雨　損傷復旧工事　改造重心試験
成績表　附復原性能説明書

横須賀海軍工廠造船部
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⑥技術-船体-126 昭和１９年２月　駆逐艦　潮　重心試験成績表 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-船体-127 昭和１５年９月１７日　第３１６号哨戒艇（藤）　復原性能説明書 呉海軍工廠造船部

⑥技術-船体-128 昭和１７年１２月１２日　呂号第６５潜水艦　復原性能説明書 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-船体-129 昭和１３年１月１０日　呂号第６３潜水艦　復原性能説明書 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-船体-130 昭和１３年７月２８日　呂号第６５潜水艦　復原性能説明書 佐世保海軍工廠　造機部

⑥技術-船体-131 軍艦 千島 図面 海軍省

⑥技術-飛行機-1 軍用機試作機性能表　昭和１８年 -

⑥技術-飛行機-2 海軍現用機性能要目表　昭和２０．７．４　現在
海軍航空本部　第２部　第２復
員局

⑥技術-飛行機-3 海軍用用機性能要目表　昭和２０．７．４　現在 海軍航空本部第２部

⑥技術-飛行機-4 航空機要目（独国．伊国）昭和１６．７ 遣獨視察団　航空班

⑥技術-飛行機-5 海軍現用機性能要目集 海軍航空本部第２部

⑥技術-飛行機-6
飛行機生産計画及実績　大東亜戦争中の飛行機消耗数　昭和１
６．２０

-

⑥技術-飛行機-7 海軍航空機製作に関する資料　昭和１４～２０ 愛知航空機　等

⑥技術-飛行機-8 日本海軍陸上攻撃機の試作生産の経過　昭和９～２０ -

⑥技術-飛行機-9
各国機種図解一覧（ＲＥＣＯＧＮＩＴＩＯＮ　ＰＩＣＴＯＲＩＡＬ　ＭＡＮＵＡ
Ｌ）

-

⑥技術-飛行機-10 零式１号観測機１型取扱説明書　昭和１６．３ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-11 零式１号観測機１型取扱説明書　昭和１６．８ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-12 零式１号観測機１型取扱説明書　昭和１６．８ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-13 零式１号水上偵察機１型取扱説明書　昭和１６．１２ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-14 Ｅ１３Ａ１愛知１２試３座．零式１号　水上偵察機関係資料 愛知時計電機Ｋ／Ｋ等

⑥技術-飛行機-15 零式１号艦上戦斗機１型　参考資料 -

⑥技術-飛行機-16 零式艦上戦闘機（３２型）取扱参考資料（講習記事） 大分海軍航空隊

⑥技術-飛行機-17 零戦試飛行参考 海軍雷部隊

⑥技術-飛行機-18 零式艦上戦闘機取扱説明書　昭和１７．８ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-19 零式艦上戦闘機取扱参考書　昭和１８．４ 横須賀海軍航空隊　整備隊

⑥技術-飛行機-20_2 取扱説明書　零式艦上戦闘機　昭和１９年１０月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-20_3 取扱説明書　零式艦上戦闘機　昭和１９年１０月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-22 零式艦上戦斗機５２型取扱参考書　昭和１９．６ 晃部隊

⑥技術-飛行機-23
零式輸送機２２型（付、零式荷物輸機２２型取扱説明書（案）昭和１
９．７

昭和飛行機工業Ｋ／Ｋ　第２復
員局

⑥技術-飛行機-24 零戦模型について　昭和５３．２ 全日空整備Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-25 １式陸上攻撃機取扱説明書（Ｇ４Ｍ１） 永石史料

⑥技術-飛行機-26 ２式練習飛行艇．愛知１３試小艇（Ｈ９Ａ１） 愛知時計電機Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-27 ２式艦偵取扱参考書　昭和１８．３ 横須賀海軍　航空隊

⑥技術-飛行機-28 ２式艦偵取扱参考書　昭和１８．９ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-飛行機-29 ２式飛行艇（電機装置） 追空

⑥技術-飛行機-30 ２式飛行艇講習記事　昭和１８．８ 川西
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⑥技術-飛行機-31 ２式陸上偵察機仮取扱説明書　昭和１８
中島飛行機Ｋ．Ｋ　小泉製作所
第２復員局

⑥技術-飛行機-32 ９４式２号水上偵察機取扱説明書　昭和１３．９ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-33 ９３式中間練習機取扱説明書　昭和１９．８ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-34 ９６式練爆関係綴 愛知時計電機Ｋ．Ｋ．

⑥技術-飛行機-35 ９６陸攻改参考書　昭和１７．９ 美幌海軍航空隊

⑥技術-飛行機-36 ９６式陸上攻撃機取扱説明書　昭和１３．１０ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-37 ９６式艦上爆撃機取扱説明書　昭和１３．２ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-38 ９６式２号艦上戦闘機２型取扱説明書　昭和１３．７ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-39
９６式１号艦上戦闘機　９６式２号艦上戦闘機１型　取扱説明書
昭和１２．１２

海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-40 ９６式水上偵察機取扱説明書　昭和１１．７ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-41 ９６式水上偵察機取扱説明書　昭和１１．７ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-42 ９７式１号艦攻取扱説明書（草案）昭和１３．４ 中島飛行機Ｋ／Ｋ　太田製作所

⑥技術-飛行機-43 ９７式大艇空戦参考資料 ８５１海軍航空隊

⑥技術-飛行機-44 ９７式２号艦上攻撃機取扱説明書　昭和１５．４ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-45 ９７式飛行艇２２型電気設備取扱説明書　昭和１８．３ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-46 ９８式水上偵察機（Ｅ１１Ａ１）関係　資料綴　昭和１１～１５ 愛知時計電機Ｋ／Ｋ　等

⑥技術-飛行機-47 ９８式陸上偵察機仮取扱説明書　昭和１６．３
三菱重工業Ｋ／Ｋ　名古屋航空
機製作所

⑥技術-飛行機-48 ９９式艦上爆撃機取扱説明書　昭和１５．１０ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-49 ９９式艦上爆撃機取扱説明書　昭和１５．１０ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-50 ９９式艦上爆撃機取扱説明書　昭和１５．１０ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-51 ９９式艦上爆撃機１１型（Ｄ３Ａ１）資料関係綴　昭１１～１７ 愛知時計電機Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-52 ９９式艦上爆撃機２２型（Ｄ３Ａ２）資料関係綴　昭１６～１７ 愛知時計電機Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-53 ９９式艦上爆撃機２２型（Ｄ３Ａ２）取扱説明書（案） -

⑥技術-飛行機-54 ９９式艦上爆撃機２２型（Ｄ３Ａ２）取扱説明書（案）昭和１７．１２ -

⑥技術-飛行機-55 試製紫電取扱説明書（案）昭和１９．４ 川西航空機Ｋ／Ｋ　第２復員局

⑥技術-飛行機-56 試製紫電改（Ｎ１Ｋ２－Ｊ）取扱説明書　昭和１９．１２ 川西航空機Ｋ／Ｋ　第２復員局

⑥技術-飛行機-57 紫電１１型取扱説明書 -

⑥技術-飛行機-58 試製紫電改操縦参考書　昭和２０．１ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-59 試製紫電改操縦参考書　昭和２０．１ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-60 試製紫電改操縦参考書　昭和２０．１ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-61 海軍戦闘機紫電関係図面 -

⑥技術-飛行機-62 彩雲（Ｃ６Ｎ１）仮取扱説明書　～１７試艦上偵察機～　昭和１６．７ 第２復員局

⑥技術-飛行機-63 彩雲（Ｃ６Ｎ１）仮取扱説明書　－１７試艦上偵察機－　昭和１６．７ 第２復員局

⑥技術-飛行機-64 １７試艦偵取扱参考書　昭和１８．１２ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-飛行機-65 試製東海取扱説明書 第２復員局

⑥技術-飛行機-66 天山１１型取扱説明書　昭和１９．６ 海軍航空本部　永石史料



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-67 天山１１型取扱説明書　昭和１９．６ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-68_1 天山１２型参考書　昭和１９．６ 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-68_2 天山１２型取扱参考書　～１４試艦攻～　昭和１９．６ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-69 晴嵐（Ｍ６Ａ１）製作に関する資料　昭和１７～１９ 愛知時計電機Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-70
瑞雲１１型．愛知１４試２座水上偵察機（Ｅ１６Ａ１）資料　昭和１６～
１９

愛知時計電機Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-71 彗星．１３試艦上爆撃機（Ｄ４Ｙ１～４）に関する資料　昭和１８～２０ 愛知機械工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-72 彗星（Ｄ４Ｙ１）製作に関する資料　～追加分～　昭和１６～１８ 愛知機械工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-73 流星（Ｂ７Ａ１）製作に関する資料　昭和１６～１８ 愛知機械工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-74 流星（Ｂ７Ａ１）製作に関する資料　昭和１７～１８ 愛知機械工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-75 １式陸攻（Ｇ４Ｍ１）仮取扱説明書 -

⑥技術-飛行機-76 １式陸攻（Ｇ４Ｍ２）仮取扱説明書　昭和１８．１２．
三菱工業Ｋ／Ｋ　名古屋航空機
製作所　第２復員局

⑥技術-飛行機-77 １式陸攻（Ｇ４Ｍ２）仮取扱説明書　昭和１８．１２．
三菱工業Ｋ／Ｋ　名古屋航空機
製作所　第２復員局

⑥技術-飛行機-78 銀河（Ｐ１Ｙ１）取扱説明書案（電）昭和１８．１． 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-79 銀河（Ｐ１Ｙ１）取扱説明書案（動）昭和１８．１． 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-80 白菊２１型取扱説明書　昭和１９．３． 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-81 秋水要目概説（高々度〓激撃　戦闘機）昭和２０．８． 第１製作所　第３設計課

⑥技術-飛行機-82 ロケット関係ノート綴 -

⑥技術-飛行機-83 愛知航空機生産年史
愛知航空機　愛知機械工業Ｋ／
Ｋ　寄贈

⑥技術-飛行機-84 川西航空機生産資料　昭和９～２０ 竹内爲信　竹内爲信氏寄贈

⑥技術-飛行機-85
中島飛行機覚書①（橘花試験飛行に至る間の官民会議の経緯）
昭和１９～２０

設計担当部長　福田安雄

⑥技術-飛行機-86
中島飛行機覚書②（橘花試験飛行に至る間の官民会議の経緯）
昭和１９～２０

設計担当部長　福田安雄

⑥技術-飛行機-87 川崎ベル式ヘリコプターに関する資料
川崎航空機Ｋ／Ｋ　加藤重光氏
寄贈

⑥技術-飛行機-88 雷電空中分解事故対策研究会　議事録　昭和１９．１．５ 三菱重工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-89 雷電空中分解事故対策研究会　議事録　昭和１９．１．５ 三菱重工業Ｋ／Ｋ

⑥技術-飛行機-90 ユングマン初歩練習機取扱説明書　昭和１９．２． 海軍航空本部　第２復員局

⑥技術-飛行機-91 航空術参考書　昭和１１．１１． 横空　澄川中佐

⑥技術-飛行機-93 飛行機械体修理標準　昭和１７．１１．
第６１海軍航空廠　飛行機部検
査係

⑥技術-飛行機-94 航空機要目日記帳 -

⑥技術-飛行機-95 飛行機機体工作標準 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-96 飛行機機体工作標準 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-97 日本陸軍飛行機 -

⑥技術-飛行機-98 １式陸攻１２型取扱参考資料 竜部隊

⑥技術-飛行機-99 １式陸攻２２型取扱参考資料 竜部隊

⑥技術-飛行機-100 １式陸攻２３型参考資料 -

⑥技術-飛行機-101 飛行機計画要領書　第１編　昭和１１年１０月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-102 飛行機計画要領書　第２編　昭和１１年１０月 海軍航空本部



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-103 飛行機計画要領書　第３編 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-104 飛行機計画要領書　付録　昭和１１年１０月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-105 飛行機機体工作標準　昭和１６年２月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-106 飛行機検査規則　昭和１７年１０月 -

⑥技術-飛行機-107 輸送機資料　其の１　昭和１９年１月１４日 川西航空機（株）

⑥技術-飛行機-108 各航空機会社との往復文書　昭和１９年 各航空廠　航空技術廠

⑥技術-飛行機-109 Ｐ１Ｙ１取扱説明書（振着装置） 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-110 各航空機脚部組立図 -

⑥技術-飛行機-111 仮称３式１号　探知機取扱説明書　昭和１９．６ 第９０１海軍航空隊

⑥技術-飛行機-112 水平儀整理標準　昭和１９年２月１７日　昭和１９年２月２７日 鷹部隊

⑥技術-飛行機-113 内令兵　第３５号抜粋（航空機用計器）昭和１６年５月１５日 -

⑥技術-飛行機-114 世界主要航空機能要目　明治４１年～昭和１８年 永石正孝資料

⑥技術-飛行機-115 １式陸攻講習資料　昭和１６年８月 -

⑥技術-飛行機-116 飛行機煙幕に関する研究会摘録　昭和１４年８月１２日 海軍航空本部　技術部

⑥技術-飛行機-117 飛行機機体工作標準　第１編総則　昭和１６年２月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-118 飛行機機体修理標準　昭和１６年１０月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-119 飛行機機体応急修理標準　昭和１７年５月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-120 木製飛行機計画参考書　昭和２０年３月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-121 空気力学　巻１ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-122 飛行機概論　昭和１３年 海軍航空本部　技術部

⑥技術-飛行機-123 飛行機力学　昭和１３年２月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-124 飛行機工作法　軽金属薄板加工編　昭和１７年４月 日本飛行機（株）

⑥技術-飛行機-125 航空工学（図学）教科書 -

⑥技術-飛行機-126 自動操縦装置説明書 東京航空計器（株）

⑥技術-飛行機-127
航空廠航空技術情報摘録　昭和１１年１２月１２日　昭和１２年１２
月２３日

-

⑥技術-飛行機-128 公認記録表　昭和１２年６月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-129 日本軍用機３面図表　海軍機篇 編著　荻原四郎・秋本実

⑥技術-飛行機-130 三菱重工業株式会社製作　飛行機歴史（海軍関係飛行機） 三菱重工業（株）

⑥技術-飛行機-131 航空機技術参考資料
機体関係設計試作之部　鈴木
順二郎

⑥技術-飛行機-132 三菱重工業（株）飛行機歴史 -

⑥技術-飛行機-133 ９６式陸上攻撃機取扱参考書 -

⑥技術-飛行機-134
参考資料　翼と翼の圧力側にある物体との相互影響に就ての研
究　昭和１０．６

広瀬軍工廠

⑥技術-飛行機-135 海軍航空機用計器装備標準　昭和１１ 海軍省

⑥技術-飛行機-136
参考資料　「ニューポール」１４０型急降下爆撃機構造概要　昭和１
１．１．１０

海軍航空本部技術部

⑥技術-飛行機-137 参考資料　９１式飛行艇曳航報告　第７２号　昭和１１．３ 廣海軍工廠

⑥技術-飛行機-138 飛行機計画要領書（機体構造）昭和１１．１０ 海軍航空本部



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-139 航空機塔上員技量調査表 佐志飛　矢野親

⑥技術-飛行機-140 自動操縦装置取扱説明書　昭和１２．６ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-141 自動操縦装置取扱説明書　昭和１２．６ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-142 航空衛生調査会　研究経過概要（其の２０） 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-143
航空学術外国文献　最近の低翼単葉機の失速に関する諸問題
昭和１３

航空評議会

⑥技術-飛行機-144 射弾プロペラ衝撃　原因並に防止法　昭和１３．７ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-飛行機-145 ９６式陸攻脚巻揚装置　車輪制動装置　検査調整法　昭和１４．２ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-146 海軍航空関係用語　昭和１４．１２ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-飛行機-147 高々度　及　超高々度　飛行講習参考資料 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-148 飛行管制規程抜粋 第１２１海軍航空隊

⑥技術-飛行機-149 飛行機機体審査要領　昭和１５．５ 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-150 飛行機耐寒艤装実施標準案　昭和１５．９ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-151 昭和１５年度要修理機数調（教育） 第２復員局残務処理部資料課

⑥技術-飛行機-152 航空参考資料　米国航空界特集　昭和１６．２ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-153 ９６式自動操縦装置　２型取扱説明書　昭和１６．３ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-154 恒速プロペラ取扱説明書　昭和１６．８ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-155
太平洋戦争に於ける日本海軍　飛行機搭載艦編制　及　飛行機
定数表　昭和１６．１２～２０．５

第２復員局残務処理部

⑥技術-飛行機-156 飛行機搭載艦編成表　及　飛行機定数表　昭和１６．１２～２０．５ 史実調査部

⑥技術-飛行機-157 零式自動操縦装置　１型．２型取扱説明書　昭和１７ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-158 零式自動操縦装置参考書 -

⑥技術-飛行機-159 航空衛生調査会　研究経過概報（其の１９）昭和１７．２．１　現在 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-160 飛行機検査規則　昭和１７．２ 海軍省

⑥技術-飛行機-161 航空機用蓄電池取扱説明書　昭和１７．７ 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-162 Ｐ１Ｙ１取扱説明書（尾）昭和１８ 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-163 飛行機用材料金属教科書　総論　昭和１８．７．３０ 練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-164 製図参考書　高等科飛行機整備術練習生用　昭和１８．８．１ 海軍練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-165 Ｄ４Ｙ２　Ｄ４Ｙ２－Ｒ　取扱説明書案　昭和１８．１０ 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-166 飛行機整備取扱教科書　昭和１８．１２ 海軍練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-167 航空術教科書　昭和１８．１２．１ 海軍練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-168 航空術教科書　機体理論　発動機理論　昭和１８．１２．１ 海軍練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-169 ２式艦偵（機体）整備要点　　昭和　１８.　１２ 第１２１海軍航空隊

⑥技術-飛行機-170 自動操縦装置取扱の参考　昭和１８．１２ １式陸攻専修（５６期大型）

⑥技術-飛行機-171 整備参考書　昭和１９．１以降 作野分隊士

⑥技術-飛行機-172 整備術（修補）教科書　昭和１９．１．１５ 海軍練習連合航空総隊

⑥技術-飛行機-173 各国航空機情報摘録　昭和１９．１０．１ 海軍航空本部教育部

⑥技術-飛行機-174 各国航空機情報摘録　昭和１９．１０．１ 海軍航空本部教育部



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-175_2 試製櫻花２２型　取扱説明書（案）昭和２０年５月 第１海軍技術廠

⑥技術-飛行機-176 零式自操 ２整曹　伊勢徳三郎

⑥技術-飛行機-177 航空機体学 海軍航空技術廠工員養成所

⑥技術-飛行機-178 帝国海軍飛行機要目表　昭和１２．１２ 航本　調

⑥技術-飛行機-179 航空術研究委員時代 桑原　虎雄

⑥技術-飛行機-180 航空機用金属材料 海軍機関大尉　与倉三四三

⑥技術-飛行機-181 参考写真帳　昭和１８．８以降 ２６１空写真室

⑥技術-飛行機-182 航空機用計器装備表　昭和１９．９ 海軍航空本部第４部

⑥技術-飛行機-183 Ｐ１Ｙ２Ｓ補用部品明細表　昭和１９．９．２０ 川西航空機（設計部）ＫＫ

⑥技術-飛行機-185 日本海軍戦闘機の試作生産の経過 -

⑥技術-飛行機-186 調査記録　航空機の戦時中　経験事項記録 -

⑥技術-飛行機-187 調査記録　陸攻艇艦攻爆水偵哨戒機　並にこれに併う諸問題 -

⑥技術-飛行機-188 日本海軍航空機一覧表 第２復員局残務処理部　資料課

⑥技術-飛行機-189
試作雷電の製造に関する　三菱社の計画及び工場運営に関する
記録

-

⑥技術-飛行機-190 試作雷電の機体生産増強　対策研究会資料 三菱社

⑥技術-飛行機-191 Ｓ１Ａ１　電光 愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-192 調査記録　海軍航空技術史編纂資料 -

⑥技術-飛行機-193 軍用機便覧 横須賀海軍航空隊

⑥技術-飛行機-194 ２号零戦関係記録 -

⑥技術-飛行機-195 太平洋戦争　日本海軍機（航空情報別冊） 酣燈社

⑥技術-飛行機-196 航空機工作の基礎 日本技術教育協会

⑥技術-飛行機-197 各国飛行機要目表 -

⑥技術-飛行機-198 日本航空機器商標対訳集 -

⑥技術-飛行機-199 硬式飛行船　「アクロン」号に就て　昭和７．４．６ 海軍航空本部技術部

⑥技術-飛行機-200 海軍飛行機一覧表　大正１１～昭和１９年 -

⑥技術-飛行機-201 第８回風洞水槽研究会　研究事項目次　昭和１５．１０～１１ 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-202
第８回風洞水槽研究会　高揚力．プロプラ．冷却の研究資料　昭
和１５．１０～１１

-

⑥技術-飛行機-203
第８回風洞水槽研究会　操縦．安定．運動に関する研究資料　昭
和１５．１０～１１

-

⑥技術-飛行機-204
第８回風洞水槽研究会　翼．空気力による振動研究資料　昭和１
５．１０～１１

-

⑥技術-飛行機-205
第８回風洞水槽研究会　高速機に関する研究資料　昭和１５．１０
～１１

-

⑥技術-飛行機-206 ユンカースJｕ８８型　爆撃機見学報告書　昭和１５．１２ 在独造船造兵監督

⑥技術-飛行機-207 航空技術関係綴　昭和１１～１６年 航空本部総務部

⑥技術-飛行機-208 航空技術関係綴　昭和１６～１７年 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-209 ユンカース製「プロペラ」に関する書類 在独国造船造兵首席監督官

⑥技術-飛行機-210 ユンカース工場実習綴　昭和１７．２ -

⑥技術-飛行機-211 研究実験成績報告　列国現用軍用機集　昭和１７．３ 海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-212 エーシャウィースプロペラに就て　昭和１８．３ -

⑥技術-飛行機-213 ９０式１号爆撃照準器２型改５　設計図（２１枚）昭和１９．５ 川崎第２設計課

⑥技術-飛行機-214 ９０式１号爆撃照準器２型改５　昭和１９．６ 日本光学工業（株）

⑥技術-飛行機-215 ９０式１号爆撃照準器２型改５　昭和１９．６ 日本光学工業（株）

⑥技術-飛行機-216 ３式１号射爆照準器１型 日本光学工業（株）

⑥技術-飛行機-217 航空技術情報（英．米．ソ連） -

⑥技術-飛行機-218 １７試艦戦計画要求補足事項　昭和１７．６ 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-219 海軍現用機性能要目一覧表　昭和２０．８．２２
第１海軍（航空）技術廠飛行機
部

⑥技術-飛行機-220 海軍艦上偵察機「彩雲」縮尺図面の見方 -

⑥技術-飛行機-221 海軍試作機性能要目一覧表　昭和２０年８月２２日
第１海軍（航空）技術廠飛行機
部

⑥技術-飛行機-222_2
零式水上偵察機１１型（Ｅ１３Ａ１）の生涯　昭和２０年１０月　昭和３
５年１０月１部加除

第１海軍航空技術廠　海軍技官

⑥技術-飛行機-223_2 零式小型水上偵察機１１型（Ｅ１４Ｙ１）昭和４９年４月 設計担当　加藤啓

⑥技術-飛行機-224 空技廠雑報　星型空冷発動機用排気管の設計　昭和１６年 海軍航空技術廠

⑥技術-飛行機-225 ８８式偵察機説明書　昭和８年 -

⑥技術-飛行機-226
日航本部普報第１６号別冊　航空参考資料集結　第４　昭和６年３
月１日

海軍航空本部

⑥技術-飛行機-227
航本普報第１７号別冊　航空参考資料集録　第５　昭和６年９月１
５日

海軍航空本部

⑥技術-飛行機-228
海軍造船機造兵主要材料試験　検査規則（航空機之部）昭和４年
６月

-

⑥技術-飛行機-229
海軍造船機造兵主要材料　試験　検査規則（航空機之部）昭和５
年１月

-

⑥技術-飛行機-230 海軍航空機（機体）基本部品制式　昭和５年４月 海軍航空本部

⑥技術-飛行機-231
海軍造船機造兵　主要材料試験検査規則（航空機之部）昭和４年
１１月

-

⑥技術-飛行機-232
航空技術廠航空技術情報摘録　普１６号　「米国新爆鋲」　普１６１
１号　「米国海陸空軍現勢力一覧表」他

-

⑥技術-飛行機-233
水上機脚設計上の一考察（脚組剛性と水上振動に関する第一報）
昭和１８年３月

愛知航空機株式会社　北畠卓・
小池富男

⑥技術-飛行機-234
昭和７年１１月　研究報告　第１４０号　９０式１号水上偵察機改造
浮舟水槽模型実験（其の２）

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-235
風洞実験成績報告　第１４０号　昭１３．６．２６　単葉機と複葉機の
プロペラ後流の影響比較

中島飛行機株式会社

⑥技術-飛行機-236
風洞実験成績報告　第１５３号　昭１３．３．２１　「大迎角に於ける
プロペラ後流の影響」

中島飛行機株式会社

⑥技術-飛行機-237
風洞実験成績報告　第１５４号　昭１３．３．２２　「二重プロペラの
研究」

中島飛行機株式会社

⑥技術-飛行機-238
第６回風洞水槽研究資料　昭和１４年１０月　飛行艇の翼端浮舟
の大きさに就て

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-飛行機-239
風洞水槽関係第７回研究会資料　・浮舟ステップ龍骨部に於ける
有無が水上性能に及ぼす影響に就いて

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-240
風洞水槽関係第８回研究会資料　・水中舵の蝶番「モーメント」　偏
揺「モーメント」に関する一実験

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-241
風洞水槽関係第９回研究会資料　双浮舟型水上機の水上施回実
験

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-242
水槽研究報告第７９号　浮舟艇体後体部の水抵抗　昭和１６年１２
月２３日

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-243
冬北斗Ⅱ　浮舟開発と小池富男先生　平成７年１２月５日　伊藤忠
夫編　試製晴嵐　強度計算書

愛知航空機株式会社技術部

⑥技術-飛行機-244
Ｈ９Ａ１　実験記録　昭１９．９．６　・停止時安定試験　・水上停止時
安定試験

愛知航空機株式会社

⑥技術-飛行機-245 実験記録　Ｈ９Ａ１　縦・横方向安定試験グラフ 愛知航空機株式会社

⑥技術-飛行機-246 試験記録計算（ＥＲＴ安全試験） 愛知航空機株式会社

⑥技術-飛行機-247
浮舟関係図面　零式水上観測機　Ｓ．１７．２．２７　１７試特殊攻撃
機試製（晴嵐）（Ｍ６Ａ１）

愛知時計電機株式会社　愛知
航空機株式会社



令和５年４月４日

⑥技術-飛行機-248 離水に就いて　昭和１０年６月１６日 関口　英二

⑥技術-飛行機-249 航空科学技術蒐録　第Ⅰ類１　第１巻　第１号　昭和１８年３月 大日本航空技術協会

⑥技術-飛行機-250 Ｓｅａｐｌａｎｅ（水中翼）Ｆｉｆｔｅｅｎ　Ｙｅａｒｓ　Ｎａｖａｌ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　１９２８
Ｔｈｅ　Ｊａｕｒｒａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ
Ａｅｒｏｎｏｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

⑥技術-飛行機-251
日本航空学会誌　第６８号　昭和１５年１２月　第８６号　昭和１７年
６月

日本航空学会

⑥技術-飛行機-252 Ｔｈｅ　Ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｎ　Ｓｉｍｐｌｅ 愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-253
飛行艇水槽試験関係綴　・１５式飛行艇　・８９式飛行艇　・９０式飛
行艇　・９１式飛行艇　昭和６年

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-254 Ｃｚｍａｘの一実験　限界層剥離に研究（第１報）昭和１４年２月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-255 夜間戦闘機（２式陸偵改造のもの）操縦参考書 -

⑥技術-飛行機-256
整備飛行（使用機零式艦上戦闘機）ブレーキ系統．潤滑油系統．
発火系統を含む　昭和１８年９月

-

⑥技術-飛行機-257 栄発動機仮取扱説明書（３１型．３１甲型．３１乙型）昭和１９年５月 嵐部隊

⑥技術-飛行機-258 彩雲応急処置参考書　昭和１９年１２月 偵察第３飛行隊

⑥技術-飛行機-259
飛行機の離陸水重量限度と風の有無に依る影響に就て　昭和１０
年１月１９日　日本航空学会

横浜高等工業高校教授　近藤
政市

⑥技術-飛行機-260
愛知１０試水上観測機　翼端浮舟改装等に伴て横安定度　水槽試
験成績　昭和１１年７月

-

⑥技術-飛行機-261
飛行艇及水上機の水力学時性能に関する研究（ポーポイズに関
する研究）昭和１３年３月２日

海軍航空廠

⑥技術-飛行機-262 水上初練機の錐揉試験　昭和１３年１２月　風洞水槽研究会 航空廠科学部

⑥技術-飛行機-263 飛行機の改良方針　昭和１４年６月 機体部研究課

⑥技術-飛行機-264
艇体及浮舟の水槽模型に依る縦・横安定度の比較実験　昭勉１４
年９月　第６回風洞水槽研究会

愛知時計電機株式会社

⑥技術-飛行機-265 操縦性（其の１）（近藤先生講義摘要）昭和１５年４月 機体部研究課

⑥技術-飛行機-266 造波抵抗の解析　昭和１５年１０月　造船協会　２２３号 -

⑥技術-飛行機-267 Ｅ１６Ａ１　離着水時翼揚力計算　昭和１６年１２月 水槽実験室

⑥技術-飛行機-268 Ｅ１６Ａ１　試験関係綴　昭和１７年 愛知時計株式会社

⑥技術-飛行機-269
Ｅ１６Ａ１　１／８主翼フラッター模型製作法及実験法　被技術指導
昭和１７年３月５日　研究報告第５２号

愛知時計電機株式会社　機体
強度試験場

⑥技術-飛行機-270
ＴＨＥ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ　ＯＦ　ＦＬＹＩＮＧ　ＢＯＡＴ　ＨＵＬＬＳ（艇体空
気抵抗）

Ｒ．ＪＡＮＥＳ．Ｇ．Ｎ　ＰＥＬＬ

⑥技術-飛行機-271
ＡＮ　ＩＮＶＥＳＴＩＧＡＴＩＯＮ　ＩＮＴＯ　ＴＨＥ　“ＴＡＫＥ－ＯＦＦ”ＯＦ　ＦＬＹ
ＩＮＧ

Ａ．ＧＯＮＧＥ　ＦＬＩＧＨＩ

⑥技術-飛行機-272
ＴＨＥ　ＵＳＥ　of　ＤＹＮＡＭＩＣＡＬＬＹ　ＳＩＭＩＬＡＲ　ＭＯＤＥＬＳ　ＦＯ
Ｒ　ＤＥＴＥＲＭＩＮＧ

-

⑥技術-飛行機-273 Ｔｈｅ　Ｗａｔｅｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　Ｓｅａｐｅａｎｅｓ -

⑥技術-飛行機-274
ＥＦＦＥＣＴ　ＯＦ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥＳ　ＯＦ　ＦＯＲＭ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＰＯ
ＲＰＯＩＳＩＮＧ

-

⑥技術-飛行機-275
風洞水槽関係第７回研究会資料　バルサ材．吸水性　並に変形性
に就て

航空局航空試験所　村上勇次
郎

⑥技術-飛行機-276 風洞水槽関係第７回研究会資料　ステップ後方に生ずる波形
海軍航空技術廠科学部　海軍
造兵大尉　永武義夫

⑥技術-飛行機-277
浮舟「ステップ」の龍骨部に於ける有無が水上性能に及ぼす影響
に就て

-

⑥技術-飛行機-278
浮舟抵抗曲線比較図（３６００Ｋｇ　正規荷重状態）ＡＭ　２２型　４
案．５案　ＡＭ　１９型

-

⑥技術-飛行機-279 研究報告　双浮舟艇動揺実験　昭和２０年６月
愛知航空機株式会社　技術部
研究第１課

⑥技術-飛行機-280 ＳＥＡＰＬＡＮＥ　ＨＵＬＬＳ　ＡＮＤ　ＦＬＯＡＴＳ（飛行艇の機体と浮舟） -

⑥技術-飛行機-281
着水時．ＪＵＭＰＩＮＧ及ＰＯＲＰＯＩＳＩＮＧに於ける水力．空気力等の
掛り方に就て

-

⑥技術-飛行機-282
「大倉会社」水上機１２分の１縮尺　「フロート」模型　水槽天験報
告　１９２９．４

ショート．ブラザース水上機製作
所　飜訳者　重満通弥

⑥技術-飛行機-283 飛行艇及水上機の水上力学的性能に関する研究 -
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⑥技術-飛行機-284
各浮舟　モデル及び試験線図　ＭＯＤＥＬ　３５３Ａ　３５３Ｂ　３５４
３５８

-

⑥技術-飛行機-285 浮舟模型線図 -

⑥技術-飛行機-286 ９０式１号水上偵察機　浮舟模型造波状況測定 -

⑥技術-飛行機-287 定常並加速運動中のⅢＦ水上機の水抵抗測定 -

⑥技術-飛行機-288 航空研究月報（風洞水槽関係）送付の件 -

⑥技術-飛行機-289 浮舟　艇体関係ノート 西垣　理二郎

⑥技術-飛行機-290 日本航空学会誌　第６５号．第７０号．第１０３号 -

⑥技術-飛行機-291 第５回　風洞水槽研究会関係綴　昭和１４年 海軍航空廠

⑥技術-飛行機-292
水上機脚設計上の一考察（脚組剛性と水上振動に関する第一報）
昭和１８年３月６日

愛知航空機株式会社　技師　北
畠卓・小池富男

⑥技術-飛行機-293 海外航空科学技術彙報　第２部　第１集　昭和１９年９月 -

⑥技術-飛行機-294 Ｊ７Ｗ１　強度計算書　第７編　発動機架（第４次）昭和２０年７月 報国福第１０３１工場

⑥技術-飛行機-295 「晴嵐」・「電光」設計図　昭和１７年 -

⑥技術-飛行機-296 九〇式水上練習機取扱説明書 財団法人海軍予備航空団

⑥技術-飛行機-297 達第242号航空兵器経理規程　昭和１８年 南東方面海軍航空廠補給科

⑥技術-飛行機-298 極秘必勝戦策（Ｚ飛行機（富嶽）計画書） -

⑥技術-飛行機-299 日本航空機器商標対訳集　零式艦上戦闘機（ＨＡＰ） 米軍

⑥技術-飛行機-299_2 日本航空機器商標対訳集　零式艦上戦闘機（ＨＡＰ） 米軍

⑥技術-飛行機-300 日本航空機器商標対訳集　２式水上戦闘機（ＲＵＦＥ） 米軍

⑥技術-飛行機-301 日本航空機器商標対訳集　９９式艦上爆撃機（ＶＡＬ） 米軍

⑥技術-飛行機-302 １５試陸機練図面　昭和１９．５ 九州飛行機（株）

⑥技術-飛行機-303 航空機発動機来歴簿　栄３１型　昭和１９．１１～２０．４

⑥技術-飛行機-304 Ｇ4Ｍ2假取扱説明書 三菱重工業株式會社

⑥技術-飛行機-305 三菱報告　名航０２０１　昭和17年１月 三菱重工名古屋航空機製作所

⑥技術-飛行機-306 三菱報告　名航０２０２　昭和17年３月 三菱重工名古屋航空機製作所

⑥技術-兵器-1 軍艦大和砲熕兵装
呉海軍工廠砲熕部部員　海軍
技官　大谷豊吉

⑥技術-兵器-2 軍艦大和砲熕兵装
呉海軍工廠砲熕部部員　海軍
技官　大谷豊吉

⑥技術-兵器-3 帝国海軍各種　砲熕兵器設計データー記録　その１
海軍艦政本部第１部　技術中将
齋尾慶勝

⑥技術-兵器-4 帝国海軍各種　砲熕兵器設計データー記録（その２）
海軍艦政本部第１部　技術中将
齋尾慶勝

⑥技術-兵器-5 帝国海軍各種　砲熕兵器設計データー記録　その３
海軍艦政本部第１部　技術中将
齋尾慶勝

⑥技術-兵器-6 帝国海軍各種　砲熕兵器設計データー記録　その４
海軍艦政本部第１部　技術中将
齋尾慶勝

⑥技術-兵器-7 呉海軍工廠　砲熕部保有機械原薄　その１　大正１３年初度調製 呉工廠砲熕部

⑥技術-兵器-8 呉海軍工廠砲熕部保有機械原薄　その２　大正１３年初度調製 呉工廠砲熕部

⑥技術-兵器-9 呉海軍工廠砲熕部保有機械原薄　その３　大正１３年初度調製 呉工廠砲熕部

⑥技術-兵器-10 砲熕兵器の誕生から実用に至るまで 艦政本部第１部長　松尾実

⑥技術-兵器-11 明治工業史　－火兵篇．海軍関係摘録－ 日本工業会

⑥技術-兵器-12 明治工業史　－火兵篇．陸軍の部－ 日本工業会
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⑥技術-兵器-13 仮呉兵器製造所設立経過　海軍造兵史資料 海軍少将　有馬成甫

⑥技術-兵器-14 クルップ砲速射砲．３６糎砲の採用等　海軍造兵史原稿 海軍少将　有馬成甫

⑥技術-兵器-15 クルップ砲速射砲．３６糎砲の採用等　海軍造兵史原稿 海軍少将　有馬成甫

⑥技術-兵器-16
海軍各種兵器使用鋼材成分表　昭８．６．　海軍関係機械目録
昭２０．８．

呉海軍工廠　製銅部

⑥技術-兵器-17 火工兵器（火管）縮図　昭和１０．８ 海軍艦政本部第１部

⑥技術-兵器-18 各種料薬　火工兵器縮図　昭和１０．８ 海軍艦政本部第１部

⑥技術-兵器-19 火工兵器（信管）縮図　昭和１０．８ 海軍艦政本部第１部

⑥技術-兵器-20 火工兵器（信管）縮図　昭和１０．８ 海軍艦政本部第１部

⑥技術-兵器-21 爆弾発火装置．信管在庫表　昭和２０．５ 航本部員　大佐　川口益

⑥技術-兵器-23 海軍砲薬量表　昭和１２～１６ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-24 旧海軍使用の各種弾丸の威力 中国化薬Ｋ．Ｋ

⑥技術-兵器-25 海軍大型艦砲　製造用工作機械図面及写真　昭９～１９ -

⑥技術-兵器-26
砲戦術研究資料（相手艦と廃艦又は勢力半減にするに必要な砲
種別命弾数の研究）

海軍大設　黛治夫

⑥技術-兵器-27 砲戦術講義　昭和６．１０ 海軍中佐　龍崎留吉

⑥技術-兵器-28 海軍銃砲史研究資料 鉄砲史学会

⑥技術-兵器-29 兵器供給標準 -

⑥技術-兵器-30 ４５　口径　１２糎砲射表　昭和８．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-31 短２０糎砲射表（１号通常弾）昭和１８．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-32 ３式弾実験発射写真　昭和１７．６ -

⑥技術-兵器-33 砲戦観測参考書案　昭１１～１３ 海軍中佐　松崎重吉

⑥技術-兵器-34 戦斗発射成績並に所見　昭和１６ 海軍水雷学校

⑥技術-兵器-35 砲身型別一覧表　昭１９．１２ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-36 通常弾及特殊弾の威力　昭和１９．６ 呉海軍工廠砲熕　実験部長　調

⑥技術-兵器-37 現行海軍弾道表制定に就いて　昭３．８ 海軍少将　井口第二郎

⑥技術-兵器-38 弾道表彙集　明治４１． 陸軍砲工学校

⑥技術-兵器-39 現行海軍弾道表制定に就て、海軍弾道小史　昭和３．８ 海軍少将　井口第二郎・磯恵

⑥技術-兵器-41 弾道試験場　及　試験法（旧海軍の弾道） 磯　恵

⑥技術-兵器-42 弾道図表 -

⑥技術-兵器-43 弾道図表 -

⑥技術-兵器-44 下瀬火薬考　昭和１８．１１．１０　発行 松原　宏遠

⑥技術-兵器-45 海軍砲薬量表抜粋（付　現実初速計算法）昭和３．２ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-46 機銃型別一覧表（航空機用を除く）昭和１４．１０ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-47 機銃型別一覧表（航空機用を除く）昭和１９．４ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-48 ７耗７機銃弾薬包装填作業　工程表　昭和１５．７
横須賀海軍工廠　造兵部火工
工場

⑥技術-兵器-49 ７耗７機銃弾薬包製造用工具．ゲージ．器具図面
横須賀海軍工廠　造兵部火工
工場

⑥技術-兵器-50 ９３式１３耗機銃射表　昭和１７ 海軍艦政本部
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⑥技術-兵器-51 ２５耗機銃生産に関する資料　昭和１９．５．１
豊川海軍工廠機銃部　海軍技
術少佐　久保純良

⑥技術-兵器-52 ２５耗機銃仮射表　昭和１１．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-53 ２５耗機銃射表　昭和１８．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-54 ２５耗機銃射表　昭和１９．４ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-55 ２５耗機銃射表　昭和１９．４ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-56 ２５耗機銃　弾装填作業工程関係　昭和１４．５　調製 -

⑥技術-兵器-57 恵式２０耗銃　弾薬包要目　一覧表
海軍航空本部部員　海軍大佐
川口益

⑥技術-兵器-58 ４０耗機銃射表　昭和１７． 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-59 機上測距の価値及その精度向上に就て　昭和１４．５
横須賀海軍航空隊教官　海軍
少佐　松崎重吉

⑥技術-兵器-60 実験研究経過概要　並に主要航空兵器の変遷　射撃部　其の１ -

⑥技術-兵器-61 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　射撃部 -

⑥技術-兵器-62 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　射撃部 -

⑥技術-兵器-63 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　弾薬包関係 -

⑥技術-兵器-64 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　弾薬包関係 -

⑥技術-兵器-65 機銃弾薬包関係 -

⑥技術-兵器-66 薬弾関係 -

⑥技術-兵器-67 爆弾信管関係 -

⑥技術-兵器-68 海軍機の明細及業積一覧表 -

⑥技術-兵器-69 海軍機の明細及業積一覧表 -

⑥技術-兵器-70
恵木技手　富岡兵器製作所に於ける実験報告　昭和１３．１１～１
４．２

横須賀海軍工廠　造兵部

⑥技術-兵器-71 各種飛行機射撃兵装一覧表　昭和２０．５ 航空本部

⑥技術-兵器-72 航空機搭載用機銃関係表 -

⑥技術-兵器-73 射撃兵器関係 -

⑥技術-兵器-74 兵器の研究経過概要表（戦史－航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-75 兵器の研究経過概要表（戦史－航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-76 兵器の研究経過概要表（戦史－航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-77 爆撃兵器関係 -

⑥技術-兵器-78 爆撃兵器関係 -

⑥技術-兵器-79 弾薬包関係 第１海軍技術廠　支廠　火工部

⑥技術-兵器-80 弾薬包関係 第１海軍技術廠　支廠　火工部

⑥技術-兵器-81 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　弾薬包関係 第１海軍技術廠　支廠　火工部

⑥技術-兵器-82 爆弾関係 -

⑥技術-兵器-83 爆弾関係 -

⑥技術-兵器-84 料薬火工兵器関係 第１海軍技術廠　支廠　火工部

⑥技術-兵器-85 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　爆撃兵器関係 第１海軍技術廠　支廠　火工部

⑥技術-兵器-86 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷 爆撃部
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⑥技術-兵器-87
実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷　爆撃兵器．信管関
係

火工部

⑥技術-兵器-88 兵器説明書 -

⑥技術-兵器-89 爆撃精度向上に関する研究実験　実施方案 -

⑥技術-兵器-90 爆撃信管関係 -

⑥技術-兵器-91 照明．信号弾関係 -

⑥技術-兵器-92 航空機用料薬火工兵器 -

⑥技術-兵器-93 電気関係実験表 -

⑥技術-兵器-94 飛行練習生用教育科目表 -

⑥技術-兵器-95 動力銃架と之に関連する諸問題に就きて　昭和２０．６ 海軍大尉　高木善言

⑥技術-兵器-96 打合せ事項 -

⑥技術-兵器-97 第２復員省　航本整理名薄 -

⑥技術-兵器-98 第２復員大臣官房　航本整理部員名薄 -

⑥技術-兵器-99 航空本部関係　第１回指定海軍監督工場名薄　昭和１９．４ 海軍航空本部　総務部

⑥技術-兵器-100 第１海軍技術廠支廠　爆薬工場転換計画書 新日本食品工業　株式会社

⑥技術-兵器-101 連合軍賠償第１優先指定工場一覧 航本整理部

⑥技術-兵器-102 火薬ロケットによる飛行機加速法 航本整理部

⑥技術-兵器-103 Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｂｙ　Ｔｙｐｅ -

⑥技術-兵器-104 爆弾使用区分参考表（爆弾威力　対　水上艦船） -

⑥技術-兵器-105 爆弾信管構造要目一覧表 -

⑥技術-兵器-106 爆弾関係（１） -

⑥技術-兵器-107 爆弾関係（２） -

⑥技術-兵器-108 爆弾関係（３） -

⑥技術-兵器-109 爆弾．機銃関係 -

⑥技術-兵器-110 各種飛行機搭載機銃　付属　兵器所要数一覧表 海軍航空本部　第３部

⑥技術-兵器-111 機銃弾関係 -

⑥技術-兵器-112 航空射撃兵器 -

⑥技術-兵器-113 航空機雷要目性能一覧表 -

⑥技術-兵器-114 飛行機用魚雷　Ｍ -

⑥技術-兵器-115 飛行機雷関係 -

⑥技術-兵器-116 航空魚雷関係 -

⑥技術-兵器-117 航空兵器調査．実験施行通牒綴 -

⑥技術-兵器-118 特殊爆撃法研究（横空実験報告）昭和．８．３ 横須賀　海軍航空隊

⑥技術-兵器-119 航空兵器総局主管　兵器材料需給割当表綴　昭和１９年度 航空兵器総局　第３局合金課

⑥技術-兵器-120
海軍航空本部所掌　航空関係諸兵器の生産．補給等関係資料
昭和１９～終戦まで

海軍航空本部

⑥技術-兵器-121
大東亜戦争終戦時頃　帝国海軍航空爆弾貯蔵量　貯蔵場所　配
備一覧表

海軍航空本部

⑥技術-兵器-122
大東亜戦争終戦時頃　海軍各航空廠所管別．航空機銃．爆弾．火
工兵器．同関連軍需品現在表

-
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⑥技術-兵器-123 大東亜戦争終戦後　航空本部関係兵器の引渡措置等の経緯資料 海軍航空本部

⑥技術-兵器-124 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-125 飛行長主管兵器説明資料 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-126 艦船部隊　特設艦船部隊　飛行長主管基準兵器薄　昭和１９ -

⑥技術-兵器-127 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-128 飛行長主管兵器説明資料 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-129 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-130 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-131 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-132 兵器研究経過要表（戦史～航空射撃兵器）昭和１２～２０ -

⑥技術-兵器-133 兵器生産関係 大日本兵器株式会社

⑥技術-兵器-134 編隊水平爆撃弾着図形に関する研究　昭和１５．１０ 横須賀　海軍航空隊

⑥技術-兵器-135 爆撃兵器要覧（除爆弾．光学照準器）昭和１９．１ 海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-136 帝国海軍航空爆撃効果研究資料　爆撃参考綴 横須賀　海軍航空隊

⑥技術-兵器-137 飛行機用射撃兵器生産関係資料　昭和１７年 -

⑥技術-兵器-138 調査記録　発着兵器基地兵器航空兵器加速用　火薬「ロケット」 生産技術協会

⑥技術-兵器-139
調査記録　旧海軍技術資料　発着兵器．基地兵器．航空兵器　加
速用火薬ロケット　其の２

生産技術協会

⑥技術-兵器-140
航空光学兵器　史実調査資料（其の４）調査記録　旧海軍技術資
料

-

⑥技術-兵器-141 航空関係鹵獲兵器（図書）調査報告　昭和２０．２ 第１海軍技術廠

⑥技術-兵器-142 航空兵器術（射撃）要覧 横須賀　海軍航空隊

⑥技術-兵器-143 海軍航空兵器経理規定 -

⑥技術-兵器-144 研究実験成績報告　爆弾第３３回実験　昭和１５．３ 海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-145 海軍航空兵器に関する調査（連合軍への回答） -

⑥技術-兵器-146 爆撃．雷撃に関する研究資料（その１） -

⑥技術-兵器-147 爆撃．雷撃に関する研究資料　その２　昭和１４．１１ 横須賀海軍航空隊

⑥技術-兵器-148 水中兵器について 愛甲　文雄

⑥技術-兵器-149 水中爆発に関する研究 水中爆発研究委員会

⑥技術-兵器-150 水雷全般を通じ生産技術向上の為に努力した経過 海軍技師　北新吾

⑥技術-兵器-151 機雷及掃海具書類 -

⑥技術-兵器-152 機雷排除の参考　昭和１７．２ 陸軍技術本部

⑥技術-兵器-153 機雷兵器要目 -

⑥技術-兵器-154 機雷兵器要目表 海軍水雷学校　久里浜分校

⑥技術-兵器-155 爆雷防潜網要目 -

⑥技術-兵器-156 仮称Ｋ機雷説明書　昭和１８．８ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-157 仮称Ｋ２機雷説明書 海軍航空本部

⑥技術-兵器-158
仮称５式機雷外観図　９７式觸角組立及解剖図　仮称撃雷組立及
解剖図

-
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⑥技術-兵器-159 東京湾．青森．北海道機雷敷設図 -

⑥技術-兵器-160
日本繋維機雷　及　米国感応機雷　敷設状況（日本近海におけ
る）

横鎮　海軍大佐　林幸市

⑥技術-兵器-161 機雷式設現状　昭和２０．８ 第１特攻戦隊

⑥技術-兵器-162 米国機雷の性能並之が対策　昭和２０．７ 海軍対潜学校　研究部

⑥技術-兵器-163 米国機雷の性能並之が対策　昭和２０．７ 海軍対潜学校　研究部

⑥技術-兵器-164 米国機雷の性能並之が対策　昭和２０．７ 海軍対潜学校　研究部

⑥技術-兵器-165 防備兵器便覧　昭和１７．３ 海軍省教育局

⑥技術-兵器-166 魚雷及機雷被害の研究　昭１４．１２ 海軍省教育局

⑥技術-兵器-167 魚雷及び機雷関係（Ａｉｒｃａｆｔ　Ｔｏｒｐｅｄｏ　ｏｆ　ｍｉｎｅ） -

⑥技術-兵器-168 各種機雷爆雷研究整備の経過 海軍技術大佐　佐藤一昌

⑥技術-兵器-169 防雷具掃海具整備の経過 海軍技術大佐　佐藤一昌

⑥技術-兵器-170 海面防備．爆雷関係　昭和１７．１０～１７．２０
艦本関係部員　（海兵　５１期）
松枝司藏

⑥技術-兵器-171 旧海軍防備関係兵器資料　機雷兵器要覧
横須賀地方総監部　技術部実
用試験所

⑥技術-兵器-172 機雷兵器要覧 -

⑥技術-兵器-173 対潜対機雷関係兵器要覧　機雷兵器要覧 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-174 対潜対機雷関係兵器要覧　機雷要覧 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-175 作戦段階別調査表（機雷） 海自第１術科学校

⑥技術-兵器-176 対潜．対機雷関係兵器要覧　火工兵器要覧 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-177 対潜．対機雷関係兵器要覧　対潜兵器要覧 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-178 対潜兵器関係史料　昭１９～２０ -

⑥技術-兵器-179 対潜兵器懇談会摘録　昭和１９．１０ -

⑥技術-兵器-180 対潜兵器懇談会摘録　昭和１９．１０ -

⑥技術-兵器-181 旧海軍防備関係兵器資料　対潜兵器要覧
横須賀地方総監部　技術部実
用試験所

⑥技術-兵器-182 旧海軍防備関係器資料　掃海兵器要覧 -

⑥技術-兵器-183 掃海兵器要目 -

⑥技術-兵器-184 掃海兵器要覧 -

⑥技術-兵器-185 陸軍機雷撃訓練等に関する打合覚　昭和１９年 海軍航空本部

⑥技術-兵器-186 日本海軍機雷施設関係綴　昭和２０年 -

⑥技術-兵器-187 旧日本海軍航空魚雷要目性能一覧表 海軍航空本部

⑥技術-兵器-188 魚雷一般（魚雷の将来）
海軍技師　北新吾　技術大佐
佐藤一昌

⑥技術-兵器-189 各種魚雷整備の経過 海軍技師　吉村桂次郎

⑥技術-兵器-190 戦訓調査．外国魚雷調査の経過
技術大佐　渡辺清水　技術少佐
堀夷

⑥技術-兵器-191 ５３糎魚形水雷６年式（改２）長　第４２８８号経歴薄　昭和３年 三菱造船長崎　兵器製作所

⑥技術-兵器-192 ５３糎魚雷８９式改１長　第９７９号　経歴薄　昭和１２年 三菱重工業Ｋ／Ｋ　兵器製作所

⑥技術-兵器-193 ９１式魚雷改３舞２６９９号経歴薄　昭和１９年 舞鶴海軍工廠

⑥技術-兵器-194 ９４式魚雷２型長第１７０号経歴薄　昭和１４年
三菱重工業Ｋ／Ｋ　長崎兵器製
作所
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⑥技術-兵器-195 ９４式魚雷２型長第１４５号経歴薄　昭和１４年
三菱重工業Ｋ／Ｋ　長崎兵器製
作所

⑥技術-兵器-196 潜水艦用魚雷戦指揮兵器研究会　報告　昭和１９．１ 海軍艦政本部　第２部

⑥技術-兵器-197 電波兵器研究資料　昭和１７～１８ 海軍技術研究所　電気研究部

⑥技術-兵器-198 電波兵器配置表 -

⑥技術-兵器-199 無線並音響兵器概要一覧　昭和１８．９ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-200 音響兵器整備経過 海軍技術少将　名和武

⑥技術-兵器-201 音響関係研究経過の概要．其他 海軍技術少将　名和武

⑥技術-兵器-202
日本海軍音響兵器整備経過の概要（付）探信儀水中聴音機要図
一覧表

海軍技術中将　名和武

⑥技術-兵器-203 無線並音響兵器概要一覧　昭和１８．９ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-204 海軍電波兵器資料　昭和１９．１ 海軍技師　新川浩

⑥技術-兵器-206
海軍現用無線通信兵器概要（横須賀航空隊練習生教育資料）昭
和５

海軍航空本部長海軍大佐　川
口益

⑥技術-兵器-207 磁気関係研究及整備の経過 海軍技術中将　名和武

⑥技術-兵器-208 ２号磁気探知機について　其の１ 那智史料

⑥技術-兵器-209 ２号磁気探知機について　其の２ 那智史料

⑥技術-兵器-210 ２号磁気探知機について　其の３ 那智史料

⑥技術-兵器-211 兵器造修規則書式　昭和１０年艦本機密第６８２０号　別冊 -

⑥技術-兵器-212 兵器経理参考　昭和１８．１１ -

⑥技術-兵器-213 戦時特令艦政関係造修執務　便覧追録　昭和１９．１２．３１ 海軍艦政本部　編纂

⑥技術-兵器-214 還納兵器目録　昭和２０．８ 北台海軍航空隊

⑥技術-兵器-215 兵器民営取締問題　昭和２．８ 條約局第３課

⑥技術-兵器-216 ＪＲ爆雷 技術廠支廠　爆撃部

⑥技術-兵器-217 水平磁気探知器 -

⑥技術-兵器-218 ９７式水中聴音器 -

⑥技術-兵器-219 ９２式管制理論 -

⑥技術-兵器-220 火薬火工兵機 海軍省教育局

⑥技術-兵器-221 現用飛行機兵装状況一覧図（Ｓ．１８．６） 海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-222 航空兵器経理規程（Ｓ．１８年） -

⑥技術-兵器-223 航空兵器経理規程（Ｓ．１８年） -

⑥技術-兵器-224 兵器備品現在数録（Ｓ．２０年） 第７６１航空隊

⑥技術-兵器-225 兵器消耗品　受払薄（Ｓ．１８） 第７６１航空隊

⑥技術-兵器-226 弾火薬庫温度及湿度報告（Ｔ．８．５） 軍艦日向

⑥技術-兵器-227 火工兵器（信管）縮図 -

⑥技術-兵器-228 第３艦隊供用兵器一覧表 -

⑥技術-兵器-229 各種砲用火管縮図集 砲熕実験部

⑥技術-兵器-230
２年現役技術科士官実習報告（高射装置の理論と機構）昭和１５
年

海軍造兵中尉　西脇慈園

⑥技術-兵器-231 ４式小型射撃照準器取扱説明書（案）昭和１９年６月１日 海軍航空技術廠支廠
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⑥技術-兵器-232 水素気球関係資料 -

⑥技術-兵器-233 亜式砲戦通信装置　大正６年９月 海軍砲術学校

⑥技術-兵器-234
航空兵器の現状並に将来の趨勢（搭載兵器．発着兵器）昭和１３
年７月

海軍航空本部　技術部第３課

⑥技術-兵器-235
軍艦青葉．衣笠　９２式射撃盤（改１）２０糎砲用説明書　昭和１３
年１１月

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-236
軍艦最上級　９２式射撃盤（改１）２０糎砲用説明書　昭和１３年１１
月

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-237 ３８式小銃が３５年式海軍銃に異りたる要点　大正４年 演習指導官　野村房次郎

⑥技術-兵器-238 技研雑報　電波探信儀　昭和１８年１０月１９日 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-239 外国に於ける電波探信儀の情況　研鑽録　昭和１８年１２月１８日 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-240 零式艦戦射撃兵装概要 -

⑥技術-兵器-241 ２式陸用高射器操法案 -

⑥技術-兵器-242 爆弾関係資料綴　昭和１３年５月２８日　昭和１８年８月１日 海軍航空本部

⑥技術-兵器-243 機銃関係資料　昭和１６年２月　昭和１８年１２月１３日 海軍航空本部

⑥技術-兵器-244 航空機用射撃兵器耐寒実験実施　方案　昭和２０年１月１６日 実験委員長　和田操

⑥技術-兵器-245 爆弾本体一覧表（英文） -

⑥技術-兵器-246 爆弾本体一覧表（英文） -

⑥技術-兵器-247 信管関係一覧表（英文） -

⑥技術-兵器-248 主要兵器整備促進状況に関する件通知　昭和１７年１月１８日 航空本部　総務部長

⑥技術-兵器-249 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 海軍航空本部　補給部

⑥技術-兵器-250 ５号爆弾完成迄の概要　昭和１７年１１月１９日 航空第１部長　海少　佐藤源蔵

⑥技術-兵器-251 和英兵器名称対照表　昭和２０年１０月１５日　調整 海軍航空本部

⑥技術-兵器-252 陸軍妨害装置について　昭和２０年７月 海軍電測学校研究部

⑥技術-兵器-253 帝国海軍水雷術史　巻１　昭和１０年６月１５日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-254 帝国海軍水雷術史　巻１　昭和１０年６月１５日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-255 帝国海軍水雷術史　巻２　昭和１０年６月１５日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-256 帝国海軍水雷術史　巻３　昭和８．４．１２ 海軍省教育局

⑥技術-兵器-257 帝国海軍水雷術史　巻４　昭和１０年６月１５日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-258 帝国海軍水雷術史（別冊）昭和１０年６月１５日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-259 １式２５番２号爆弾説明書　昭和１６年１２月 海軍航空本部

⑥技術-兵器-260 ３式２７号爆弾　発火装置１型　取扱説明書　昭和２０年３月１０日 海軍航空本部

⑥技術-兵器-261 砲熕兵器（１）昭和２９年１月８日～９月６日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-262 砲熕兵器（２）昭和２８年１２月２０日　昭和２９年９月１０日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-263 砲熕兵器（３）昭和２９年９月１０日～昭和３０年５月２１日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-264 砲熕兵器（４）昭和３０年２月１９日～昭和３０年３月１７日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-265 砲熕兵器（５）昭和３０年３月１０日～昭和３１年９月２１日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-266 砲熕兵器（６）昭和３０年３月１０日～昭和３２年１２月１３日 元海軍技師　大谷豊吉

⑥技術-兵器-267 兵器設計参考資料　昭和３０年６月１０日～３３年１０月５日 元海軍技師　大谷豊吉
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⑥技術-兵器-268
駐独海軍武官情報（航空兵器関係）昭和１６年５月１３日　昭和１８
年２月３日

-

⑥技術-兵器-269
駐独海軍武官情報（爆弾機雷関係）昭和１７年１月１７日～昭和１
８年２月

-

⑥技術-兵器-270 魚雷（６年式）教範　昭和５年８月３０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-271 爆雷投射教範　昭和６年１２月２０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-272 魚雷（８９式）教範　昭和９年８月１６日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-273 ９３式　９０式　魚雷長期保在整備法　昭和１６年１１月２０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-274 ９２式魚雷改１教範草案　昭和１９年１２月２０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-275 測圧器及爆風計使用取扱法（案）昭和１６年１月 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-276 毒瓦斯一般　昭和１８年７月 横鎮　第１特別陸戦隊

⑥技術-兵器-277 ９５式高射器規格検査表 台湾方面防空　指導班

⑥技術-兵器-278 ９６式２５粍連装機銃操法案 海軍鉾部隊

⑥技術-兵器-279 １００式曵光自爆榴弾 -

⑥技術-兵器-280 高射機銃関係説明書 -

⑥技術-兵器-281 ?内弾道学教科書　大正７年９月 呉海軍工廠火薬　試験所

⑥技術-兵器-282 爆薬炸填法の講義（付図．付表）昭和３年２月 海軍火薬廠

⑥技術-兵器-283 毘式１２粍機銃（２型改１「Ｄ」）説明書　昭和７年４月 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-284 砲熕兵器教科書　第３学年用　昭和１２年 横海軍工廠　教習所

⑥技術-兵器-285 爆雷及投射（下）装置　昭和１４年４月１日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-286 英国海軍の火薬及其の取扱法　昭和１７年４月１６日 朝日工作部　井上造兵大尉訳

⑥技術-兵器-287 船舶の爆雷戦に関する参考書　昭和１７年８月１０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-288 厳寒地発射準備法　昭和１７年８月３０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-289 手持式航空写真機２５糎Ｆ８型　説明書　昭和１９年９月 小西六写真工業　株式会社

⑥技術-兵器-290 主力艦代艦研究資料　昭和１０年３月１１日　昭和１０年４月１１日 艦政本部

⑥技術-兵器-291
兵器関係綴（駐独武官の分）昭和２年５月２４日　昭和１７年１０月
８日

海軍航空本部

⑥技術-兵器-292
発着兵器基地兵器関係　昭和１２年１２月２４日　昭和２０年９月５
日

海軍航空本部

⑥技術-兵器-293 水雷学教科書（魚雷之部）理論篇　下巻
呉海軍工廠工員　養成所補修
科

⑥技術-兵器-294 爆弾炸填通牒関係等　昭和１２～１３年 -

⑥技術-兵器-295 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 -

⑥技術-兵器-296 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 -

⑥技術-兵器-297 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 -

⑥技術-兵器-298 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 -

⑥技術-兵器-299 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７年３月 -

⑥技術-兵器-300 水中音波伝播図表（日本近海）昭和１９年１１月３０日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-301 機雷取扱教範　昭和１９年３月１日 海軍省教育局

⑥技術-兵器-302 ＡＢ兵器等協同整備関係綴　昭和１９～２０年 -

⑥技術-兵器-303 昭和２０年３月　３式８糎迫撃砲参考書 飯山海軍砲術学校
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⑥技術-兵器-304 砲術主務参謀勤務手簿　第１編（海上） 横須賀海軍砲術学

⑥技術-兵器-305
昭和２１年３月１８日現在　広島県所在海軍砲熕水雷兵器及弾火
薬現在高一覧表

呉軍需部

⑥技術-兵器-306 通信関係ノート -

⑥技術-兵器-307 兵器．研究経過概要表（戦史．航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-308 兵器．研究経過概要表（戦史．航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-309 兵器．研究経過概要表（戦史．航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-310 兵器．研究経過概要表（戦史．航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-311 兵器．研究経過概要表（戦史．航空射撃兵器） -

⑥技術-兵器-312 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷 射撃部

⑥技術-兵器-313 実験研究経過概要並に主要航空兵器の変遷 射撃部

⑥技術-兵器-314 鈴鹿海軍航空隊　教育用兵器等　昭和１５．６ 飛行長主管第１類

⑥技術-兵器-315 母艦基準兵器簿　昭和１５．１１ 飛行長主管第１類

⑥技術-兵器-316 零戦航空隊　基準兵器簿　昭和１８．１２．１６以降 -

⑥技術-兵器-317 洲ノ崎海軍航空隊兵器簿　昭和１８．１１ 飛行長主管

⑥技術-兵器-318 艦船部隊．学校（教育用）基準兵器簿　昭和１９．９．３ 飛行長主管

⑥技術-兵器-319
艦船部隊．特設艦船部隊　９６式陸上輸送機基準兵器簿　昭和１
９．１１

飛行長管第１類

⑥技術-兵器-320
艦船部隊．特設艦船部隊　９６式陸上輸送機基準兵器簿　昭和１
９．１１

飛行長管第１類

⑥技術-兵器-321
艦船部隊．特設艦船部隊　零式艦上戦闘機基準兵器簿　昭和１
９．１１

飛行長主管第１類

⑥技術-兵器-322 桜花特別基準兵器簿　昭和１９．１１ 飛行長主管

⑥技術-兵器-323
艦船部隊．特設艦船部隊　２式水上戦闘機基準兵器簿　昭和１
９．１１

飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-324
艦船部隊．特設艦船部隊　零式観測機機基準兵器簿　昭和１９．
１１

飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-325
艦船部隊．特設艦船部隊　９７式飛行艇基準兵器簿　昭和１９．１
１

飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-326 基準兵器簿　昭和１９．５ 飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-327 基準兵器簿（白菊）昭和１９．５ 飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-328 海軍２式飛行艇基準兵器簿　昭和１９．１ 海軍省官房　飛行長主管

⑥技術-兵器-329 彗星　２式艦上偵察機　基準兵器簿　昭和１９．１１ 飛行長主管

⑥技術-兵器-330 艦船部隊．特設艦船部隊　月光基準兵器簿　昭和１９．１１ 飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-331 天山基準兵器簿　昭和１９．１１ 飛行長主管

⑥技術-兵器-332
艦船部隊．特設艦船部隊　９５式水上偵察機基準兵器簿　昭和１
９．１１

飛行長主管　第１類

⑥技術-兵器-333 紫電基準兵器簿　昭和１９．１１ 飛行長主管

⑥技術-兵器-334 ４５口径１２糎砲射表　昭和８．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-335 ４０口径１２糎７高角砲射表　昭和１０．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-336 ４０口径８糎　短８糎高角砲射表　昭和１０．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-337 ４０口径８糎　短８糎高角砲射表　昭和１０．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-338 ５０口径１２糎７砲射表　昭和１０．４ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-339 ５０口径１２糎７砲射表　昭和１０．４ 海軍艦政本部
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⑥技術-兵器-340 ４０径８糎　短８糎高角砲射表　昭和１０．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-341 ４０口径８糎　短８糎高角砲射表　昭和１０．７ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-342 ４０口径８糎　短８糎高角砲射表　昭和１４．１ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-343
９４式距離苗頭盤２型（改１）５０口径１２糎７砲用説明書　昭和１
４．５

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-344 機銃歴　９２式．７７機銃 豊川海軍工廠

⑥技術-兵器-345 機銃歴　９２式．７７機銃 豊川海軍工廠

⑥技術-兵器-346 ５式砲台群高射　装置説明書　昭和２０．９．３０ 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-347 海軍砲砲歴　昭和１６ 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-347_2 海軍砲砲歴九七式自動砲 佐世保海軍軍需部

⑥技術-兵器-348 ２式３０粍固定機銃１型　取扱参考書（案） 横須賀海軍航空隊

⑥技術-兵器-349
飛行中の５０口径２０糎　弾丸相互弾著影響　其の２　高速弾道
波が弾著に及ぼす影響　昭和１７．１２

-

⑥技術-兵器-350 ２式３０粍固定機銃１型　取扱参考書（案） 横須賀海軍航空隊

⑥技術-兵器-351 ２式３０粍固定機銃１型　取扱参考書（案） 横須賀海軍航空隊

⑥技術-兵器-352 ２０粍機銃凍結　防止装置取扱説明書　昭和１８．４．１
海軍航空技術廠　支廠射撃部
第１科

⑥技術-兵器-353 ９５式２５粍　２連装機銃説明書　昭和１１．５ 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-兵器-354 ２式３０粍固定機銃１型　取扱参考書（案） 横須賀海軍航空隊

⑥技術-兵器-354_2 主要要目表（弾丸．陸戦用砲銃．戦車．機銃．火薬） -

⑥技術-兵器-355
９４式距離苗頭盤２型（改１）５０口径１２糎７砲用説明書　昭和１
４．５

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-356
９４式距離苗頭盤２型（改１）５０口径１２糎７砲用説明書　昭和１
４．５

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-357 改造２５粍機銃　実験射撃第２回実験　昭和１１．３ 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-兵器-358 ５３糎魚形水雷６年式　呉１６９８号経歴簿　大正１３．１．１８ 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-359 航空魚雷理論参考資料　昭和１８．１０ 海軍航空技術支廠雷撃部

⑥技術-兵器-360 ９１式魚雷改３光　５６１３号　経歴簿　昭和１９．６．５ 光海軍工廠

⑥技術-兵器-361 ９３式魚雷３型　佐６２６４号　経歴簿　昭和１９．１２．７ 佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-362 ９３式魚雷３型　佐６２１５号　経歴簿　昭和１９．１０．６ 佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-363 射撃兵器関係 海軍関係

⑥技術-兵器-364 爆薬の水中に於ける爆発深度と爆発効果との関係探究実験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-兵器-365 １９号乙薬製造法要領　昭和１９．８ 第２海軍火薬廠

⑥技術-兵器-366 １９号乙薬製造法要領　昭和１９．８ 第２海軍火薬廠

⑥技術-兵器-367 １９号乙薬製造法要領　昭和１９．８ 第２海軍火薬廠

⑥技術-兵器-368 １９号乙薬製造法要領　昭和１９．８ 第２海軍火薬廠

⑥技術-兵器-369 無煙火薬製造作業要領 海軍火薬廠

⑥技術-兵器-370
１０式変距率盤　１１式変距率盤　１１式変距率盤（改１）説明書
昭和２．４

海軍艦政本部

⑥技術-兵器-371 １３式測的盤説明書　昭和５．１２ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-372 距離曲線盤説明書　昭和６．３．１０ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-373
飛行中の５０口径２０糎　弾丸相互弾着影響（其の１）弾道波及弾
頭弾底圧力温度　昭和７．１２

-
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⑥技術-兵器-374 昭和１０年６月末に於ける射弾散布研究．現状 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-375 標準爆風圧力曲線　昭和１１．４ 海軍艦政本部第１部

⑥技術-兵器-376 ９２式縦舵機　呉１０５９号　経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-377 化学兵器術語集　１．英和対訳　２．独和対訳　昭和９．１０ 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-378
室監郎報　日本製鋼所室蘭工場に於ける３６糎砲身内筒抜取作
業報告　昭和１０

-

⑥技術-兵器-379 ４年式縦舵機改二横５８５２号　経歴簿　大正１３．１１．１３ 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-380 １０式　１１式　９０式　距離時計説明書　大正１０．４ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-381 海軍航空機用計器装備標準　昭和１１～１３ 海軍省

⑥技術-兵器-382 ９４式１０米二重測距儀　２型使用説明書　昭和１２．５ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-383 ９６式１号無線電信機　取扱説明書（案）昭和１３．１．１０ 海軍航空廠

⑥技術-兵器-384
鏡式爆撃照準器　検査器２型改１　並に付属品取扱説明書（案）昭
和１４．６

海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-385 ９８式防毒衣説明書　昭和１４．９ 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-386 ９１式機上観測　鏡巡回講習記事　昭和１４．１ 海軍航空廠

⑥技術-兵器-387 測距儀歴　９６式１米半　昭和１５．４．４ -

⑥技術-兵器-388 軍艦日進９４式射撃盤　２号２型１４糎砲用検査規格　昭和１５．３ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-389 陸戦火工兵器教科書　昭和２０．７ 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-兵器-390 ２式縦舵機　横第３３５号経歴書　昭和１９．１１．２６ 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-391 ２式縦舵機　横第２９１号経歴簿　昭和２０．１．２２ 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-392 ２式縦舵機　横第３３８号経歴簿　昭和１９．１２．１ 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-393 燃料補給浮舟Ⅲ型Ⅲ型改取扱説明書　昭和１７．１ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-394 兵器供給標準 -

⑥技術-兵器-395 充電用発電機取扱説明書　昭和１７．３ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-396 １式陸上攻撃機１１型　応急消火装置取扱説明書 海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-397 整備術（電機）教科書 航空局

⑥技術-兵器-398 ９８式防毒衣説明書　昭和１４．９ 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-399 彗星電機装置 追浜海軍航空隊

⑥技術-兵器-400
仮称１式１号爆撃照準器　２型（改）取扱説明書（案）昭和１７．１
１．１５

海軍空航技術廠支廠

⑥技術-兵器-401 酸素調節器　３型改１取扱説明書　昭和１７．４ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-402 航法兵器要覧　昭和１９．３．１ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-兵器-403 １９号乙薬製造法要領　昭和１９．８ 第２海軍火薬廠

⑥技術-兵器-404 除雪自動車取扱参考書 第４１航空基地隊

⑥技術-兵器-405 除雪自動車取扱参考書 第４１航空基地隊

⑥技術-兵器-406 糜爛性瓦斯の除毒及治療に関する研究　昭和１６．１２．９ 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-407 陸上対空兵器取扱　整備参考書　昭和１９．７．３ 横須賀海軍砲術学校

⑥技術-兵器-408 １式双眼実体　鏡１型取扱説明書（案）昭和１９．６．１ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-兵器-409 １式空３号無線　帰投方位測定機　昭和１８．６．１ 海軍航空技術廠支廠
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⑥技術-兵器-410 水平儀定針儀　整備取扱標準 -

⑥技術-兵器-411 ３式１号射爆照準器　１型取扱説明書（案）昭和１８．１１．２０ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-兵器-412 仮称９９式機上測距儀　取扱説明書（案）昭和１７．３．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-兵器-413 測距儀歴（９６式１５米）昭和１７．１１．３０ -

⑥技術-兵器-414_2 ３式１号探知機（航空機用磁気探知機）昭和１７年６月～１８年１月 -

⑥技術-兵器-415 仮称２号電波探信儀２型　昭和１７．１１．２６ 海軍技術研究所電気研究部

⑥技術-兵器-416 航空計算盤取扱参考書　昭和１８．７．１ 第７５２海軍航空隊

⑥技術-兵器-417 ３式空６号無線電信機　４型取扱説明書　昭和１８．９．１ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-兵器-418 １９試空３号無線電信機　機上取扱参考書　昭和２０．４ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-419
電波探信儀名称付与標準（案）艦船及陸上用　昭和１９．４．２５
現在

横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-420 ９４式１号高射観測具射撃　諸元換算板説明書　昭和１２．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-421 生産実績綴　昭和２０．４ 海軍計器

⑥技術-兵器-422 軍艦千代田改装に伴う航海兵装工事要領書　昭和１７．８ 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-423 ６０瓩通常爆弾２型　昭和８．９ 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-兵器-424 海軍航空機用計器装備標準　昭和１１ 第２復員局残務処理部資料課

⑥技術-兵器-425 航空機用計器参考書　其の２ 海軍航空技術廠兵器部

⑥技術-兵器-426 湿度　及　湿度計　大正３．８ 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-兵器-427 砲熕部各工場使用測具　大正１４．６ 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-兵器-428 限界ゲージ方式説明次第 -

⑥技術-兵器-429 砲銃関係訳語集（案） -

⑥技術-兵器-430 指揮装置図 -

⑥技術-兵器-431 発動機．故障及其の修理 -

⑥技術-兵器-432 海軍用射表　全 -

⑥技術-兵器-433 光学器械　昭和１１．８ 砲熕部第２４工場

⑥技術-兵器-434 砲術兵器参考資料　昭和２年 -

⑥技術-兵器-435 航海兵器関係　昭和１０年 -

⑥技術-兵器-436 空廠式着火電?試験器　取扱説明書（１）昭和１３．４ 海軍航空廠

⑥技術-兵器-437 火薬火工兵器弾火薬庫　参考資料綴　昭和２～９年 -

⑥技術-兵器-438 ９６式２５粍　２連装機銃操法案 軍艦　占守

⑥技術-兵器-439 魚雷発射管等写真集 -

⑥技術-兵器-440 兵器造修規則　昭和１０　内令兵第２３号 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-441 水雷関係綴　昭和９．６．１５ 海軍大尉　彌永常人

⑥技術-兵器-442 軍艦　磐手機関関係 -

⑥技術-兵器-443
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-444
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-445
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-
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⑥技術-兵器-446
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-447
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-448
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-449
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-450
艦本兵水第３号其の１　潜水艦魚雷射表　其の１（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-451
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-452
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-453
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-454
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-455
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-456
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-457
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-458
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-459
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-460
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-461
艦本兵水第３号其の２　潜水艦魚雷射表　其の２（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-462
艦本兵水第３号其の３　潜水艦魚雷射表　其の３（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-463
艦本兵水第３号其の３　潜水艦魚雷射表　其の３（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-464
艦本兵水第３号其の３　潜水艦魚雷射表　其の３（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-465
艦本兵水第３号其の４　潜水艦魚雷射表　其の４（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-466
艦本兵水第３号其の４　潜水艦魚雷射表　其の４（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-467
艦本兵水第３号其の４　潜水艦魚雷射表　其の４（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-468
艦本兵水第３号其の４　潜水艦魚雷射表　其の４（９５式魚雷用）
昭和１６．５．３１

-

⑥技術-兵器-469
対主力艦．艦首射線　艦首尾命中照準角表（８９式魚雷）昭和８．
１２．１

呉海軍軍需部

⑥技術-兵器-470 魚雷射表（増補）昭和１０．８．３１ -

⑥技術-兵器-471 魚雷射表（増補）昭和１０．８．３１ -

⑥技術-兵器-472 航海兵器綴及性能表 -

⑥技術-兵器-473
水中聴音　９３式水中聴音機（潜水艦用）講習参考資料　昭和１
１．２

海軍技術研究所

⑥技術-兵器-474 講演（英独両国に於ける液化関係見聞事項）昭和１２．４．２２ 海軍燃料廠

⑥技術-兵器-475 仮称４号電波探信儀３型（陸上用）取扱説明書（案）昭和１８．１２ 海軍技術研究所

⑥技術-兵器-476
仮称３号２型電波探信儀　１型指示装置関係取扱説明書案　昭和
１８．１２

海軍技術研究所

⑥技術-兵器-477 対潜兵器懇談会摘録　昭和１９．１０．１２ -

⑥技術-兵器-478 搭載兵器基地兵器一覧表　昭和２０．１ 海軍航空本部

⑥技術-兵器-479
旧日本海軍の感応機雷対策　経過概要（第２次大戦中）昭和２０．
９．１５

軍務局掃海部

⑥技術-兵器-480 列強の感応機雷 海軍大佐　田村久三

⑥技術-兵器-481 無線並音響兵器概要一覧 海軍艦政本部
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⑥技術-兵器-482 磁気及音響機雷並に同掃海具便覧　昭和２０．５．１４ 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-483 砲熕定数標準関係資料　昭和１１ -

⑥技術-兵器-484 ９５式魚雷用　照準角図　敵速１８節 -

⑥技術-兵器-485 戦航巡洋戦艦用魚雷並に発射管に関する将来方針　大正５ -

⑥技術-兵器-486 軍艦砲力計算法 -

⑥技術-兵器-487 砲熕兵器要目 -

⑥技術-兵器-488 パロディ氏弾道凾数表 -

⑥技術-兵器-489 爆薬学巻の２　?内弾道結論の一般　付属曲線 -

⑥技術-兵器-490 通常弾及特殊弾の威力　昭和１９．６ 呉海軍工廠砲熕実験部長

⑥技術-兵器-491 機関砲試験射的報告書　明治１３．５ 大塚纓次郎　訳

⑥技術-兵器-492 軍艦香取装備　４５口径毘式１２尹砲　草案　明治４１．４ -

⑥技術-兵器-493 測範に就て　大正１０．９ 砲熕部研究係

⑥技術-兵器-494 挟範工作法と其応用　大正１０．３ 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-兵器-495 吹雪型駆逐艦魚雷実験資料（其の１）昭和３．９ 海軍少将　八角三郎

⑥技術-兵器-496 吹雪型駆逐艦魚雷実験資料（其の２）昭和３．９ 海軍少将　八角三郎

⑥技術-兵器-497 度量衡室の概要　昭和３．１０ 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-兵器-498 其の後の進抄状況表　第７回総会　昭和５．３～５月 -

⑥技術-兵器-499 無煙薬検査仮格例案　昭和６．１ 宇治火薬製造所調査

⑥技術-兵器-500 軍艦「日向」の砲筒の腐蝕調査報告等　昭和７年 海軍造兵中佐　渡辺武

⑥技術-兵器-501 革衛帯の改良と其の成果に就て　昭和８．６ 呉海軍工廠砲熕部第１４工場

⑥技術-兵器-502 ３式１号射爆照準器１型承認図　昭和１９．２．２５ 海軍航空本部第４部

⑥技術-兵器-503 「アセトン－ドライアイス」による冷嵌　昭和１３．７ 呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術-兵器-504 航空機用魚雷開発の思い出　昭和１６年 海軍少将　田中保郎

⑥技術-兵器-505 紐状火薬装薬量一覧表　明治４２．１ 八角史料

⑥技術-兵器-506 砲身計画用新公式　１ 応用力学連合大会提出論文

⑥技術-兵器-507 球形電気機械水雷 -

⑥技術-兵器-508 火薬爆発試験表 海軍造兵廠

⑥技術-兵器-509 飛行長主管兵器説明資料　昭和１７．３ 海軍航空本部補給部

⑥技術-兵器-510 ロケット爆弾視察報告　昭和１７．５
在伊航本監督官　海軍造兵少
佐　庄司元三氏以下４名

⑥技術-兵器-511 海軍電波研究所　昭和１８．８
電気試験所長　（堀岡正家史
料）

⑥技術-兵器-512 水雷（機雷）兵器綴　昭和２０．９ -

⑥技術-兵器-513 機雷敗戦の姿と善後策　昭和２０．１０～１１月 篠原（暁）　湘龍

⑥技術-兵器-514 各種設計図面綴 -

⑥技術-兵器-515 海上砲具全図　安政紀元 大野文庫

⑥技術-兵器-516 高角砲参考綴 -

⑥技術-兵器-517 エリコン社２０粍翼機銃　昭和１５～１７年 独国三菱商事
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⑥技術-兵器-518 指揮装置の製品解説　付　陸軍９７式高射算定具（ＱＹ金物） 日本光学工業（株）

⑥技術-兵器-519 東京計器製作所に於ける羅針儀製作の経路　明治４２年 -

⑥技術-兵器-520 軍艦扶桑無線電信公試実施方案　大正４年８月 -

⑥技術-兵器-521 軍艦水雷　公試発射成績帳　１０８－１ -

⑥技術-兵器-521_2 軍艦水雷公試発射成績帳　１０８－２ -

⑥技術-兵器-521_3 軍艦水雷公試発射成績帳　１０８－３ -

⑥技術-兵器-522 砲塔　砲架　昭和２２年 第２復員局総務課

⑥技術-兵器-523 艦艇装備砲銃及装薬表 -

⑥技術-兵器-524 日本海軍レーダー　兼ブロックダイヤグラム -

⑥技術-兵器-525 海軍最新兵器の常識　昭和７年５月 海軍省

⑥技術-兵器-526 飛行機用魚雷　浅海面実験発射報告覚　昭和１６年１１月 愛甲中佐

⑥技術-兵器-527 第２海軍火薬廠略図　昭和２０年１月　現在 -

⑥技術-兵器-528 機銃歴９２式７．７機銃　昭和１７年 -

⑥技術-兵器-529 各種砲に対する初速差　各種砲に対するとう圧差 -

⑥技術-兵器-530 施設機械の取扱　昭和１７年７月７日 -

⑥技術-兵器-531 艦砲射撃関係資料綴　昭和９～１０年頃
海軍省教育局　海軍艦政本部
他

⑥技術-兵器-532
各式魚雷全体図（２式、６年式、８９式、９５式１型、９２式、８年式、
９０式、９３式１型、９３式３型）

-

⑥技術-兵器-533 ９３式魚雷、特異性（附９５式魚雷２型） -

⑥技術-兵器-534 ９６式２５糎２連装機銃繰法草案 -

⑥技術-兵器-535 駆逐艦１２糎砲射法に就て 小原大尉

⑥技術-兵器-536 風型駆逐艦雷撃法の研究
島風水雷長海軍大尉市原千代
次

⑥技術-兵器-537 水中聴音参考資料 横須賀海軍工廠機雷実験部

⑥技術-兵器-538
九三式探信機　九二式機雷及水中哨戒具技術講習予稿（其の一
水中音響理論）（其の二探信機各論）

横須賀海軍工廠機雷実験部

⑥技術-兵器-539 九二式機雷九二式水中哨戒具講習予稿（其の一　九二式機雷） 横須賀海軍工廠機雷実験部

⑥技術-兵器-540 電探関係配備一覧表 海軍電波本部

⑥技術-兵器-541
第二復員局武器関係資料弾丸（試製実験）、機銃、陸戦兵器（試
製実験）

第二復員局総務部

⑥技術-兵器-542 一式一号射撃照準器 -

⑥技術-兵器-543 仮称電波探信儀実艦実験報告 二階堂行健

⑥技術-兵器-544 九二式七、七機銃歴　昭和１７年 -

⑥技術-兵器-545 九二式七、七機銃歴　昭和１７年～１８年 -

⑥技術-兵器-546 九二式七、七機銃歴　昭和１７年～１８年 -

⑥技術-兵器-547 九二式七、七機銃歴　昭和１７年～１８年 -

⑥技術-兵器-548 九二式七、七機銃歴　昭和１７年～１８年 -

⑥技術-兵器-549 九二式七、七機銃歴　昭和１７年～１８年 -

⑥技術-兵器-550 爆弾要目表 -

⑥技術-兵器-551 玉３号夜間戦闘機用電波探信儀・報告・資料 宮 憲一



令和５年４月４日

⑥技術-兵器-552 綿火薬提要 海軍省第二局

⑥技術-兵器-553 昭和３年１１月１２日　一四式　一米半測距儀使用説明書（乙） 日本光学工業株式会社

⑥技術-兵器-554
昭和１９年８月　仮称軽便探信儀　１型改２３型改１　発受振装置
説明書

海軍技術研究所音響研究部

⑥技術-兵器-555 仮称軽便探信儀器機説明書（除　操縦装置） 海軍艦政本部

⑥技術-兵器-556 九九式飛二號無線機取扱注意書 三菱電機株式會社

⑥技術-兵器-557
昭和１７年３月　機銃歴　九二式七・七粍旋回機銃改一 銃体番号
／銃身番号　横６１８６

横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-558
昭和１７年６月　機銃歴　九二式七・七粍旋回機銃改一 銃体番号
／銃身番号　横６９０４

横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-559 大正１３年２月２２日　四年式縦舵機　横四二〇九号経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-560 大正１４年１０月２０日　四年式縦舵機　横五六〇〇号経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-561 昭和２０年５月２４日製造　二式爆発尖改一　横第四一号経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-562 昭和１４年３月１９日　九二式縦舵機改二　経歴簿　呉一五三八号 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-563 昭和１１年３月３１日　九二式縦舵機　呉三六三号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-564 昭和１０年７月５日　九二式縦舵機　呉一六五号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-565 昭和１０年３月２０日　九二式縦舵機　呉一二三号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-566 昭和１０年３月３０日　九二式縦舵機　呉四八号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-567
昭和１２年２月１７日製造　九三式魚雷一型改一　呉三七八号経
歴簿

呉海軍工廠

⑥技術-兵器-568 大正１４年７月１６日製造　四年式縦舵機　呉九八〇七号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-569 昭和２０年５月１５日　四年式縦舵機改二　呉六六七二号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-570 昭和１２年１２月８日　９２式縦舵機改２経歴簿 呉１３８３号 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-571 昭和１３年３月１日　９２式縦舵機改２経歴簿 呉１４９６号 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-572 昭和１４年４月１５日　９２式縦舵機改２経歴簿 呉１５５６号 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-573 昭和１０年７月１日　９２式縦舵機 呉１５２号経歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-574 昭和２０年５月１０日　２式爆発尖改１　横第７４号　経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-575 昭和２０年５月１０日　２式爆発尖改１　横第６３号　経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-576 昭和２０年５月１０日　２式爆発尖改１　横第７２号　経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-577 昭和２０年５月２４日　２式爆発尖改１　横第４６号　経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-兵器-578 昭和１３年１２月　鉛鈑式爆風計取扱説明書 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-579
大正１４年４月４日
４年式　縦舵機佐５１４４号経歴簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-580 大正１４年４月２１日製造　４年式　縦舵機佐５２００号経歴簿 佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-581
大正１０年６月２３日製造
４年式　縦舵機佐５０８０号経歴簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-582
大正１０年４月１８日製造
４年式縦舵機佐５２０１号経歴簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-583
大正１０年１０月１日製造
４年式縦舵機佐３３８５号経歴簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-584 大正１１年５月１２日製造　４年式縦舵機佐２３１１号経歴簿 佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-585
大正１１年９月５日製造
４年式縦舵機佐６９９１号経歴簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-兵器-586 ９２式縦舵機呉１０７６号経歴簿　昭和１１年１月２９日 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-587 ２式縦舵機経歴簿　呉６３２７号　昭和１９年９月３０日 呉海軍工廠



令和５年４月４日

⑥技術-兵器-588 ９２式縦舵機改２経歴簿　呉１５０２号　昭和１３年１０月１８日 呉海軍工廠

⑥技術-兵器-589 ９９式２０粍固定機銃四型取扱説明書　昭１８．１１ -

⑥技術-兵器-590 試製四式電波探知機三型改一説明書案 海軍技術研究所電波４科

⑥技術-燃料-1 海軍燃料史編纂資料 -

⑥技術-燃料-2 燃料関係資料（昭和１７年１０月メモ） 軍需局２課長　斉藤昇

⑥技術-燃料-3_2 燃料関係資料（昭和１７年１０月メモ） 軍需局２課長　斉藤昇

⑥技術-燃料-4 艦船燃料費額率曲線図（其の１）　昭和１４年１２月調整 -

⑥技術-燃料-5 艦船燃料費額率曲線図（其の２） -

⑥技術-燃料-6 艦船燃料費額率曲線図（其の２） -

⑥技術-燃料-7 海軍燃料廠作業特別会計に就いて（講話要領） -

⑥技術-燃料-8 蓄電池 興倉史料

⑥技術-燃料-9 製油概説　昭和２年４月 海軍燃料廠　製油部

⑥技術-燃料-10 吉浦貯油所概況（沿革） -

⑥技術-燃料-11 人造石油政策とその事業 榎本　隆一郎

⑥技術-燃料-12 海軍燃料貯蔵所説明図表　昭和２０年９月１０日 -

⑥技術-燃料-13 図書目録（追加其の１）　昭和２年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-14 油脂文献集　昭和１７年 -

⑥技術-燃料-15 燃料の種類及び使用区分　昭和２０年５月１４日 -

⑥技術-燃料-16 研究実験成績報告　撫順炭の乾溜　昭和５年８月１日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-17 研究実験成績報告　魚油の利用に就きて　他　昭和１０年６月６日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-18
研究実験成績報告　石炭液化法に関する研究　昭和１１年９月１２
日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-19
研究実験成績報告　低温「タール」の高圧水素下に於ける熱処理
昭和１１年１０月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-20
研究実験成績報告　油類夾雑物定量法に就て　昭和１１年１２月１
８日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-21 研究実験成績報告　石炭液化の研究　昭和１５年４月１０日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-22
研究実験成績報告　航空潤滑油製造に関する研究　昭和１５年９
月１３日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-23
研究実験成績報告　石炭液化法に関する研究　昭和１５年１２月１
６日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-24 研究実験成績報告　石炭液化の研究 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-25
研究実験成績報告　第４２号～第６０号　昭和５年７月７日～昭和
６年１０月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-26
研究実験報告　第４２号　第６０号　昭和５年７月７日　昭和６年１０
月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-27
研究実験成績報告　第６１号～第７３号　昭和６年１０月２２日～昭
和８年４月２１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-28
研究実験成績報告　第６１号　第７３号　昭和６年１０月２２日　昭
和８年４月２１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-29
研究実験成績報告　第７４号　第８７号　昭和８年４月２２日　昭和
９年７月１９日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-30
研究実験成績報告　第７４号～第８８号　昭和８年４月２２日～昭
和９年９月８日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-31
研究実験成績報告　第８９号～第９９号　昭和９年１０月８日～昭
和１０年９月１６日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-32
研究実験成績報告　第８９号　第９９号　昭和９年１０月８日　昭和
１０年８月２２日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-33
研究実験成績報告　第１０１号～第１１０号　昭和１０年９月５日～
昭和１１年５月２０日

海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-34
研究実験成績報告　第１０１号　第１１０号　昭和１０年９月５日　昭
和１１年５月２０日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-35
研究実験成績報告　第１１３号　第１２８号　昭和１１年６月２３日
昭和１３年６月３日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-36
研究実験成績報告　第１１１号～第１２８号　昭和１１年６月１日～
昭和１３年６月６日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-37
研究実験成績報告　第１２９号～第１４０号　昭和１３年７月２８日
～昭和１６年１２月１０日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-38
研究実験成績報告　第１３０号　第１４０号　昭和１４年４月１０日
昭和１６年１２月１０日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-39
研究実験成績報告　第１４１号～第１５７号　昭和１６年１２月１０日
～昭和１７年１１月１日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-40
研究実験成績報告　第１４１号　第１５７号　昭和１６年１２月１０日
昭和１７年１１月１日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-41
研究実験成績報告　第１５８号～第１８０号　昭和１７年１１月９日
～昭和１９年４月９日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-42
研究実験成績報告　第１５８号　第１８０号　昭和１７年１１月９日
昭和１９年４月９日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-43
研究実験成績報告　第１８１号　第１９８号　昭和１９年４月１３日
昭和２０年２月１４日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-44
研究実験成績報告　第１８１号～第２００号　昭和１９年４月１３日
～昭和２０年４月２５日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-45
実験報告　第１巻　第１号～第４号　大正１５年５月～大正１５年１
０月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-46
実験報告　第１巻　第１号　第４号　大正１５年５月　大正１５年１０
月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-47 実験報告　第２巻　第１号～第８号　昭和２年４月～昭和２年１１月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-48 実験報告　第２巻　第１号　第８号　昭和２年４月　昭和２年１１月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-49 実験報告　第３巻　第１号～第９号　昭和３年１月～昭和３年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-50 実験報告　第３巻　第１号　第９号　昭和３年１月　昭和３年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-51 実験報告　第４巻　第１号～第４号　昭和４年３月～昭和４年９月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-52 実験報告　第４巻　第１号　第４号　昭和４年３月　昭和４年９月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-53 調査報告　第１号～第１２号　昭和２年１２月～昭和８年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-54 調査報告　第１号　第１２号　昭和２年１２月　昭和８年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-55 調査報告　第１号　第１２号　昭和２年１２月　昭和８年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-56
調査報告　第１３号～第１９号　昭和８年１２月２０日～昭和１１年７
月８日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-57 研究報告　第２巻　第２号～第４号　昭和２年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-58 研究報告　第２巻　第２号　第４号　昭和２年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-59
研究報告　第３巻　第１号～第３号　昭和３年１０月～昭和３年１２
月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-60 研究報告　第３巻　第１号　第３号　昭和３年１０月　昭和３年１２月 -

⑥技術-燃料-61 研究報告　第４巻　第１号～第６号　昭和４年３月～昭和４年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-62 研究報告　第４巻　第１号　第６号　昭和４年３月　昭和４年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-63 雑報　第１号～第６号　昭和１７年１月１０日～昭和１９年１２月８日 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-64 雑報　第１号　第６号　昭和１７年１月１０日　昭和１９年１２月８日 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-65 摘録　第１号～第１５号　昭和７年５月１３日～昭和９年５月２５日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-66 摘録　昭和７年５月１３日　昭和９年５月２５日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-67
摘録　第１６号～第２５号　昭和９年７月８日～昭和１０年１１月１５
日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-68 摘録　第１６号　第２５号　昭和９年７月８日　昭和１０年１１月１５日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-69
摘録　第２６号～第３５号　昭和１１年１１月２２日～昭和１２年３月
２９日

海軍燃料廠
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⑥技術-燃料-70
摘録　第２６号　第３５号　昭和１１年１１月２２日　昭和１２年３月２
９日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-71
摘録　第３７号～第４５号　昭和１２年５月２５日～昭和１３年４月１
２日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-72
摘録　第３７号　第４５号　昭和１２年５月２５日　昭和１３年４月１２
日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-73
摘録　第４６号～第５７号　昭和１３年４月２８日～昭和１４年６月１
０日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-74
摘録　第４６号　第５７号　昭和１３年４月２８日　昭和１４年６月１０
日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-75
研究実験成績報告　号外　（秘）第１号～第１２号　大正１５年６月
～昭和８年２月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-76
研究実験成績報告（秘）第２８号～第３７号　昭和１１年１２月１０日
～昭和１３年２月１０日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-77
研究実験成績報告（秘）第４２号　第５０号　昭和５年７月　昭和６
年３月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-78
研究実験成績報告（秘）第４２号　第６２号　昭和５年７月　昭和６
年１２月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-79
研究実験成績報告（秘）第５１号　第６０号　昭和６年４月　昭和６
年１０月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-80
研究実験成績報告（秘）第６１号　第７０号　昭和６年１０月　昭和８
年３月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-81
研究実験成績報告　第６３号　第７５号　昭和７年１月　昭和８年５
月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-82
研究実験成績報告　第７１号　第８０号　昭和８年３月　昭和８年９
月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-83
研究実験成績報告　第８１号　第９３号　昭和８年９月　昭和９年１
１月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-84
研究実験成績報告　第９４号　第１０５号　昭和１０年３月　昭和１０
年１１月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-85
研究実験成績報告　第１０６号　第１１３号　昭和１１年３月　昭１１
年６月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-86
実験報告　第１巻　第１号　第４巻　第４号　大正１５年８月　昭和４
年９月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-87 調査報告　昭和８年以降 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-88 調査報告　第１３号　第１９号　昭和８年１２月　昭和１１年７月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-89 調査報告　第１３号　第１９号　昭和８年１２月　昭和１１年７月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-90
調査報告　第２０号～第２４号　昭和１１年９月１日～昭和１２年６
月１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-91 調査報告　第２０号　第２４号　昭和１１年９月　昭和１２年６月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-92
研究雑報　第５０号～第５６号　昭和１２年７月１０日～昭和１３年８
月２１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-93 研究雑報　第５０号　第５６号　昭和１２年７月　昭和１３年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-94
研究雑報　第５７号～第６４号　昭和１３年９月２６日～昭和１４年７
月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-95 研究雑報　第５７号　第６４号　昭和１３年９月　昭和１４年７月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-96
研究雑報　第１巻　第２号～第１５号　大正１５年１２月～昭和５年
９月３０日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-97
研究雑報　第２０号～第２８号　昭和６年１０月１０日～昭和８年８
月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-98 研究雑報　第２０号　第２８号　昭和６年１０月　昭和８年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-99
研究雑報　第４０号～第４９号　昭和１１年６月８日～昭和１２年６
月２１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-100 研究雑報　第４０号　第４９号　昭和１１年６月　昭和１２年６月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-101 研究報告　第１巻～第４巻　大正１５年～昭和５年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-102
研究報告　号外　第１巻　第１号～第４巻　第６号　大正１５年１０
月～昭和４年１２月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-103 調査報告　号外　第１号～第２号　大正１２年２月～昭和１２年５月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-104 調査報告　号外　第１号　第２号　大正１２年２月　昭和１２年５月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-105 調査報告　第２０号　第２４号　昭和１１年９月　昭和１２年６月 海軍燃料廠
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⑥技術-燃料-106
調査報告　第２６号～第２８号　昭和１３年６月８日～昭和１４年１２
月５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-107 調査報告　第２６号　第２８号　昭和１３年６月　昭和１４年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-108 摘録　第４５号　第５５号　昭和１３年４月　昭和１３年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-109 摘録　第１号　第１５号　昭和７年５月　昭和９年３月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-110 摘録　第１６号　第３０号　昭和９年７月　昭和１１年３月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-111 摘録　第３１号　第３５号　昭和１１年４月　昭和１２年３月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-112
摘録　第３６号～第４４号　昭和１２年４月２日～昭和１３年３月２５
日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-113
研究雑報　第３１号～第３９号　昭和１０年４月１日～昭和１１年２
月１日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-114 研究雑報　第３１号　第３９号　昭和１０年４月　昭和１１年２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-115
研究実験成績報告（秘）第５８号～第６９号　昭和１７年１０月２１日
～昭和１８年６月１４日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-116
研究実験成績報告（秘）第７１号～第８０号　昭和１８年８月２５日
～昭和１９年５月１日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-117
研究実験成績報告（秘）第８１号～第９１号　昭和１８年１２月１５日
～昭和１９年５月２７日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-118
研究実験成績報告（秘）第９４号～第１００号　昭和１９年５月３１日
～昭和１９年８月７日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-119
研究実験成績報告（秘）第１０２号～第１１７号　昭和１９年８月１２
日～昭和２０年５月３１日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-120
研究実験成績報告　第１号～第１５号　昭和５年９月９日～昭和８
年６月３０日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-121
研究実験成績報告（極秘）第１号～第５号　昭和６年４月２８日～
昭和９年１月２３日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-122
研究実験成績報告（秘）第１６号～第２７号　昭和９年３月５日～昭
和１１年７月１３日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-123
研究実験成績報告（秘）第３８号～第４２号　昭和１３年１月１０日
～昭和１３年４月２３日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-124
調査報告　第３１号～第３９号　昭和１８年２月２０日～昭和２０年２
月１０日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-125 調査報告　第３１号　第３９号　昭和１８年２月　昭和１９年７月 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-126
研究雑報　第１３号～第１８号　昭和５年５月２０日～昭和６年８月
１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-127 研究雑報　第１３号　第１８号　昭和５年５月　昭和６年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-128 摘録　第３６号　我国人造石油工業の将来　昭和１６年５月 第３海軍燃料廠　精製部

⑥技術-燃料-129 燃料油　及び潤滑油試験法 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-130
研究実験成績報告　鉱滓綿保温材実用試験　昭和１７年１１月３０
日

舞鶴海軍工廠

⑥技術-燃料-131 研究実験の方法に関する私見集（その１）　昭和８年８月２６日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-132 油類．石炭類．規格集　昭和１８年１１月 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-133 松根油参考書　昭和２０年１月３０日 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-134 本邦産石炭分析表（大東亜戦争中） -

⑥技術-燃料-135
研究実験成績報告（極秘）第６号～第１５号　昭和１０年８月２６日
～昭和１９年４月１５日

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-136 研究実験成績報告（軍極秘）第１号　昭和１７年４月１１日 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-137 研究実験成績報告（軍極秘）第１号　昭和１７年４月 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-138
研究実験成績報告（軍極秘）第１号～第１９号　昭和１８年４月１日
～昭和２０年１月２０日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-139 潤滑油に就いて　昭和５年７月 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-140 研究実験成績調製参考　昭和１４年１０月 調査係

⑥技術-燃料-141 研究実験成績速報綴 第２復員局調査部
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⑥技術-燃料-142 研究実験成績速報綴 第２復員局調査部

⑥技術-燃料-143 研究実験成績報告綴　昭和７年１月 海軍工廠桟関研究部

⑥技術-燃料-144 会議摘録綴　（第１号～第１５号）　昭和１９・２０年 復員局

⑥技術-燃料-145 潤滑油に就て　昭和５．７ 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-146 海軍燃料廠　煉炭部作業要覧 -

⑥技術-燃料-147 燃料関係特許発明目録　大正１２年２月～昭和１０年８月 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-148 鉄鋳物に対する「チル」の影響に就て　大正１３年７月 広海軍工廠機関研究所

⑥技術-燃料-149 欧米視察報告他　大正１４年１月
海軍燃料廠研究部部員　海軍
機関少佐　上原恵道

⑥技術-燃料-150 研究彙報　大正１４年１０月 海軍燃料廠研究所

⑥技術-燃料-151 講演．燃料の研究　大正１５年１月～昭和７年２月１５日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-152 研究報告　第１巻　第１号　大正１５．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-153 研究報告　第１巻　第１号　大正１５．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-154
研究雑告　「プセルブロン」竪抗及抗道　採油法に関する報文　大
正１５．１２

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-155
講演　重合「Ｐｏｌｙｍｅｒｉｓａｔｉｏｎ」に就て　理学博士　小松茂　大正１
５．１２

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-156
研究雑報　「プセルブロン」竪抗及抗道　採油法に関する報文　大
正１５．１２

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-157 「アセチレン」より液体燃料を合成する研究　大正１５．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-158 「アセチレン」より液体燃料を合成する研究　大正１５．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-159 研究雑報　艙水及船底水又は荷脚水の油分離器　昭和２年１月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-160 研究雑報　艙水及船底水又は荷脚水の油分離器　昭和２．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-161
研究雑報　金属触媒に依る直接水素添加を実現するに至れる吾
が経歴　昭和２年４月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-162 調査報告　本邦石油資料　昭和２．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-163 講演　燃料化学研究者の為に　理学博士　小松茂　昭和３．２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-164 講演　燃料化学研究者の為に　理学博士　小松茂　昭和３．２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-165
研究雑報　Ｈｅｌｌｅｒ－Ｂａｍａｇ式蒸気及水成瓦斯回収「コークス」消
火法に就て

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-166
研究雑報　低温「タール」の歴史及其の成分（Ｅ．Ｐａｒｒｉｓｈ）昭和３．
４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-167
研究雑報　Ｈｅｌｌｅｒ－Ｂａｍａｇ式蒸気及小成瓦斯回収「コークス」消
火法に就て

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-168
研究雑報　低温「タール」の歴史及其の成分（Ｅ．Ｐａｒｒｉｓｓｈ）昭和
３．４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-169
研究雑報　「エデレアヌ」氏法による　石油精製法に就て　昭和３．
９

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-170
研究雑報　「エデレアヌ」氏法による　石油精製法に就て　昭和３．
９

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-171 講演　石炭の研究　理学博士．小松茂　昭和３．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-172 講演　石炭の研究　理学博士．小松茂　昭和３．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-173 研究雑報　石炭試験法に就て（其１）昭和３．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-174 研究雑報　石炭試験法に就て（其１）昭和３．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-175 講演　加熱分解　理学博士．小松茂　昭和４．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-176 講演　加熱分解　理学博士．小松茂　昭和４．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-177 研究雑報　「タービン」油の安定度に就て　昭和４．４ 海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-178 講演　化学熱力学（号外）　昭和４年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-179 講演　化学熱力学（号外）理学博士．堀場信吉　昭和４．８ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-180
研究雑報　水素の作用による石炭の液化（Ｆ．Ｂｅｒｇｉｕｓ）昭和４．１
２

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-181
研究雑報　水素の作用による石炭の液化（Ｆ．Ｂｅｒｇｉｕｓ）昭和４．１
２

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-182 研究報告　市販揮発油の成分及性状に就て　昭和４．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-183 揮発油の性状　昭和５年７月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-184 講演　有機化学小話（号外）　昭和６年３月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-185 講演　有機化学小話（号外）理学博士　野津龍三郎　昭和６．３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-186 石油類需給統計表　昭和６年９月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-187 石油類需給統計表　昭和６．９ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-188 電気取扱法　昭和６年１０月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-189 満蒙資源に就て　昭和７．２．１１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-190 講演　柑橘の話　昭和７．２．１６ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-191 講演　柑橘の話 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-192 雑誌目録　昭和７年１２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-193 雑誌目録　昭和７．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-194 研究実験の方法に関する私見集　其の１　昭和８．８．２６ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-195 多環式化合物の分解蒸留法 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-196 講演　「メタノール」の合成　昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-197 講演　石炭液化に就て　昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-198 講演　「メタノール」の合成　昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-199 講演　石炭液化に就て　昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-200 講演　「メタノール」の合成　昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-201 講演　石炭液化に就て　自第９講至第１５講 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-202 講演　国防と燃料　昭和１０．１２．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-203 講演　国防と燃料　昭和１０．１２．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-204 調査報告　「ソヴエート」連邦の石油資源　昭和１１．２．７ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-205 燃料関係特許発明目録　大正１２年２月～昭和１０年８月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-206
講演　独逸に於ける液化燃料問題特に褐炭液化作業の現状　昭
和１１．４．２７

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-207 講演　独逸肥料工業調査報告　昭和１１．４．２７ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-208 講演　独逸肥料工業調査報告　昭和１１．４．２７ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-209
講演　独逸に於ける液化燃料問題特に褐炭液化作業の現状　昭
和１１．４．２７

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-210 調査報告　伊太利の石油事情　昭和１１．５．２０現状 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-211
調査報告　世界に於ける油母頁岩の資源と其の工業の経過概要
昭和１１．６．１１

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-212
調査報告　「ルーマニヤ」の石油工業　「イラク」の石油工業　昭和
１１．７．８

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-213
調査報告　満洲大豆の資源と油坊業の概要　朝鮮の褐炭資源
昭和１１．９．１

海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-214
調査報告　「ヴエネヅェラ」の石油資源　印度の石油資源　昭和１
１．９．１

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-215
調査報告　満洲大豆の資源と油坊業の概要　朝鮮の褐炭資源
昭和１１．９．１

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-216
研究実験成績報告　石炭液化法に関する研究　自．第１１４号～
至．第１１８号　昭和１１．９．１２

海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-217
調査報告　「メキシコ」の石油資源　本邦の魚油資源と硬化油工業
昭和１１．１０．２０

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-218
調査報告　「メキシコ」の石油資源　本邦の魚油資源と硬化油工業
昭和１１．１０．２０

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-219 調査報告　支那の石炭資源と其の鉱業の概要　昭和１２．２．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-220 講演　英独両国に於ける液化関係見聞事項　昭和１２．４．２２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-221 講演　英独両国に於ける液化関係見聞事項　昭和１２．４．２２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-222 調査報告　揮発油に就て（其の６）「ゴム」状物資　昭和１２．６．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-223
研究実験成績報告　混合気吸入温度の「アンチノック」性に及ぼす
影響に就て　第１１９号～第１２５号

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-224 調査報告　北支那の資源　昭和１３．１．１５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-225 調査報告　北支那の資源　昭和１３．１．１５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-226 講演摘録　化学工学に就て　昭和１３．１．２０ 海軍航空廠発動機部

⑥技術-燃料-227
講演摘録　化学工学に就て　工学博士．内田俊一　昭和１３．１．２
０

海軍航空廠発動機部

⑥技術-燃料-228
講演摘録　化学工学に就て　工学博士．内田俊一　昭和１３．１．２
０

海軍航空廠発動機部

⑥技術-燃料-229
講演摘録　化学工学に就て　工学博士．内田俊一　昭和１３．１．２
０

海軍航空廠発動機部

⑥技術-燃料-230 講演　化学工学と化学工業に就て　昭和１３．２．１ 海軍航空廠発動機部

⑥技術-燃料-231 講演　化学工学と化学工業に就て　昭和１３．２．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-232 主要なる単位化学反応　昭和１３年４月 海軍燃料廠実験部

⑥技術-燃料-233
研究実験成績報告　静焔燃焼に於ける燃焼　残在「ガス」組成と
動焔　燃焼に於ける可燃性混合範囲の関係

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-234 講演　「フイッシャー」式合成石油法に就て　昭和１３．７．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-235 講演　「フイッシャー」式合成石油法に就て　昭和１３．７．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-236 調査報告　台湾の石油資源と其の工業　昭和１３．７．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-237 研究実験成績報告　石炭液化反応に就て　昭和１４．４．１０ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-238 研究雑報　昭和１４．１０．１５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-239
研究実験成績報告　石炭液化の研究　反応機構の研究　昭和１
６．１１．２５

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-240
研究実験成績報告　石炭液化の研究　反応機構の研究　昭和１
６．１１．２５

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-241
調査報告　蘭領東印度地方の石油に関する調査　昭和１６．５．１
５

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-242 摘録　第５２号　化学工業に於ける火災と消火器　昭和１６年１０月 第３海軍燃料廠精製部

⑥技術-燃料-243 摘録　第５２号　化学工業に於ける火災と消火器　昭和１６．１０ 第３海軍燃料廠精製部

⑥技術-燃料-244
調査報告　「ペルシャ」油田の開発と其の利権の概要　蘭領東印
度の石油工業　昭和１１．７．１

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-245
研究調査成績報告　５％「クローム」鋼の熔接に関する調査　昭和
１８．２．２０

舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-燃料-246
研究調査成績報告　１３％「クローム」鋼の熔接に関する調査　昭
和１８．３．１

舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-燃料-247 燃料の常識　昭和１８．３．１０
第１０２海軍燃料廠精製部長
海軍大佐　渡邊伊三郎

⑥技術-燃料-248 燃料の常識　昭和１８．３．１０
第１０２海軍燃料廠精製部長
海軍大佐　渡邊伊三郎

⑥技術-燃料-249
研究実験成績報告　「アセトアルデヒド」合成に関する研究　昭和１
８．６．１０

第１海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-250
研究実験成績報告　「アセトアルデヒド」合成に関する研究　昭和１
８．６．１０

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-251
研究実験成績報告　石油合成法に関する研究　「コバルト」触媒の
最適合成　条件に就きて　昭和１８．１２

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-252 研究実験成績速報綴（１号～４０号）　昭和１８～２０年 -

⑥技術-燃料-253 油類．石炭類．規格集　昭和１８．１１ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-254 調査報告　南方石炭資源　昭和１９．３．３１ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-255 調査報告　南方「ゴム」資源　昭和１９．５．１２ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-256
研究実験成績報告　鍛接「ガス」管及電縫鋼管試験　昭和１９．７．
２０

舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-燃料-257 研究調査成績報告　不銹鋼電孤熔接棒試験　昭和１９．８．２０ 舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-燃料-258
研究実験成績報告　醗酵法に関する研究　「ブタノール」醗酵に於
ける菌強化法　昭和１９．１０．１９

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-259
研究実験成績報告　耐爆剤に関する研究　第２種耐爆剤に就て
昭和１９．１０．１９

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-260
研究実験成績報告　耐爆剤に関する研究　第３種耐爆剤に就て
昭和１９．１０．２４

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-261
研究実験成績報告　耐爆剤に関する研究　均一耐爆性航空揮発
油の製造に就て　昭和１９．１０．２４

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-262 講演　研究者の心構　昭和１９．１２．１ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-263 講演　研究者の心構　昭和１９．１２．１ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-264
研究実験成績報告　醗酵法に関する研究　蔗糖の「アルコール」
醗酵に於ける窒素源の高度利用化に就て

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-265 研究実験成績報告　不銹鋼電孤熔接棒試験　昭和１９．１２．３０ 舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-燃料-266 会議摘録綴　昭和１９年１２月 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-267 第１海軍燃料廠　燃料潤滑油情報摘録　昭和１９．１２．３ 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-268
研究実験成績報告　「モノヴイニールアセチレン」の水素添加に関
する研究　「モノヴイニールアセチレン」

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-269 生産情報綴　第１号～４号 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-270 松根油参考書　昭和２０．１．３１ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-271
「アルコール」生産に関する資料（其の４．５．９．１０．１１．１４）　昭
和２０．４．１９～昭和２０．７．２５　他

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-272 石油合成法関係試験法 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-273 満蒙の資源に就て 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-274 本邦産石炭分析表 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-276
燃料油及潤滑油試験法（自１至３３号）　昭和３年３月１７日～昭和
１８年１０月６日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-277 北樺太炭田調査報告　大正１０年１０月 第２復員局残務処理部

⑥技術-燃料-278 研究彙報　大正１４年１０月 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-279 講演　重合（Ｐｏｌｙｍｅｒｉｓａｔｉｏｎ）に就て　大正１５．１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-280 酒精問題に就て　理学博士．小松茂 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-281 講演　「フイッシャー」式合成石油法に就て　昭和１３．７．５ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-282 調査報告　「ノールス」炉　昭和１３．１１．１９ 海軍燃料廠実験部

⑥技術-燃料-284 木材乾餾に関する資料　昭和１９年・２０年 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-285 排気瓦斯計に就て　昭和１２年１２月 海軍航空本部

⑥技術-燃料-286
満、鮮、北支軽金属重化学工業の総合調査　１／２　昭和１９年４
月２８日

南満鉄道（株）

⑥技術-燃料-287
満、鮮、北支軽金属重化学工業の総合調査　２／２　昭和１９年４
月２８日

南満鉄道（株）



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-288 松根油参考書　昭和２０．１．３０ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-289 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和５～７（第４２～６６号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-290 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和５～７（第４２～６６号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-291 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和８（第６７～８４号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-292 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和８（第６７～８４号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-293 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和９（第８５～９３号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-294 海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和９（第８５～９３号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-295
海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１０．３～１０．１１（第９４～
１０５号）

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-296
海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１０．３～１０．１１（第９４～
１０５号）

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-297 海軍燃料廠　研究実験成績報告（第１０６～１２５号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-298
海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１３．４．４～１５．８．３０（第
１２６～１３６号）

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-299
海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１３．４．２５～１５．８．３０
（第１２７～１３６号）

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-300
第１海軍燃料廠　研究実験成績報告　第９巻　昭和１６．３．１５～
１７．７．１５

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-301
第１海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１７．８．３０～１８．６．
１６（第１５１～１６５号）

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-302
海軍燃料廠　研究実験成績報告　昭和１１．３．２８～１１．１２．１８
（第１０６～１１８号）

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-303 研究報告．実験報告．講演　第１巻　大正１５年度 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-304 実験報告．研究報告．講演　大正１５年度 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-305
調査報告第２９号　蘭領東印度地方の石油に関する調査　昭和１
６．３．１５

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-306 海軍燃料廠調査報告　昭和２～７（第１～１１巻） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-307 海軍燃料廠　調査報告　昭和２～７（第１～１１巻） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-308 海軍燃料廠調査報告　昭和２．１２～７．１１（第１～１０号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-309 海軍燃料廠　調査報告　昭和７．１２～１１．５（第１１～１６号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-310 海軍燃料廠　調査報告　昭和８．～１１（第１２～２０号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-311 海軍燃料廠　調査報告　昭和１１．９～１３．１（第２１～２５号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-312 海軍燃料廠調査報告　昭和１１．９～１３．１（第２１～２５号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-313 海軍燃料廠調査報告　昭和１３．６～１４．１２（第２６～２８号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-314 海軍燃料廠調査報告　昭和１３．６～１４．１２（第２６～２８号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-315 海軍燃料廠調査報告　号外 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-316 海軍燃料廠研究雑報　大正１５～昭和７（第１～２６号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-317 海軍燃料廠研究雑報　大正１５～昭和７（第１３～２４号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-318 海軍燃料廠研究雑報　昭和５～７（第１３～２４号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-319 海軍燃料廠研究雑報　昭和６～８（第１６～２６号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-320 海軍燃料廠研究雑報　昭和１１～１２（第４５～５２号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-321 海軍燃料廠研究雑報　昭和１１～１２（第４５～５２号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-322 海軍燃料廠研究雑報　昭和１３～１４（第５４～６０号） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-323 海軍燃料廠研究雑報　昭和１３～１４（第５４～６０号） 海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-324 海軍燃料廠研究雑報　大正１５～昭和４（第１～４巻） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-325 海軍燃料廠研究雑報　大正１５～昭和４（第１～４巻） 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-326 第１海軍燃料廠　講演　第１巻　大正１５～昭和１４ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-327 第１海軍燃料廠　講演　第１巻　大正１５～昭和１４ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-328 海軍燃料廠　講演　第１講～１３講　大正１５．１～昭和７．３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-329 講演　昭和８以降 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-330 第１海軍燃料廠　講演　号外　第１巻　昭和４～１５年 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-331 第１海軍燃料廠　講演　号外　第１巻　昭和４～１５ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-332 第１海軍燃料廠　雑報　第１巻　昭和１７ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-333 第１海軍燃料廠　雑報　第１巻　昭和１７ 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-334 海軍燃料廠　摘録　第１～２０号　昭和７．５～１０．３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-335 海軍燃料廠　摘録　第２１～３０号　昭和１０．３～１１．３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-336 海軍燃料廠　摘録　第３１～４３号　昭和１１．４～１３．１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-337 海軍燃料廠　摘録　第４４～５７号　昭和１３．３～１４．６ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-338 海軍燃料廠　摘録　第４４～５７号　昭和１３．３～１４．６ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-339 燃研無号　大正１５年 -

⑥技術-燃料-340 燃研無号　大正１５年 -

⑥技術-燃料-341 燃研無号　昭和２年 -

⑥技術-燃料-342 燃研無号　昭和２年 -

⑥技術-燃料-343 燃研無号　大正１１年 -

⑥技術-燃料-344
接触分解に関する研究　第１～１９号　昭和１８年１２月～昭和１９
年１２月

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-345 燃研報　第１～１５号　大正１０年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-346 燃研報　第３～１５号　大正１０年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-347 燃研報　第１７～２６号　大正１１年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-348 燃研報　第１７～２０号　大正１１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-349 燃研報　第２１～２６号　大正１１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-350 燃研報　第２７～３７号　大正１２年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-351 燃研報　第２９～３７号　大正１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-352 燃研報　第２７～２８号　大正１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-353 燃研報　第３８～４３号　大正１３年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-354 燃研報　第３８～４３号　大正１３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-355 燃研報　第４４～４９号　大正１３・１４年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-356 燃研報　第４４～４９号　大正１４ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-357 燃研報　第５１号自１～至９号　大正１４年１０月～昭和２年２月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-358 燃研報　第５１号自１～至９号　大正１４ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-359 燃研報　１号～１０号　大正１０ 海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-360 燃研報　２２号～３３号　大正１１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-361 燃研報　３４号～４３号　大正１１ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-362 燃研報　４４号～４８号　大正１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-363 燃研報　４９号～５２号　大正１３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-364 無号報文（秘）　昭和３年１月～昭和１３年１月 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-365 無号報文（秘）　昭和４年１２月～昭和８年１２月 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-366 無号報文（秘）　昭和８年１１月～昭和１０年１１月２日 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-367 講演号外　昭和４年５月～７年３月 海軍燃料廠研究部

⑥技術-燃料-368
第１海軍燃料廠　秘密特許明細書集　昭和６年１０月～１７年１２
月

研究部調査係特許班調

⑥技術-燃料-369 接触分解関係日本特許集　大正１２年～昭和１５年６月 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-370 海軍燃料廠　刊行報文目録　昭和８～１０年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-371 燃研無号（成績表）大正４～１３年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-372 海軍燃料廠　調査報告　昭和２～３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-373 海軍燃料廠　調査報告　昭和１１～１２ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-374 石炭分析成績表　大正４～大正９ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-375 摘録　第１号　昭和７．５．１３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-376 各種水素製造方式の比較　昭和１０．１．２９ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-377 主要なる単位化学反応　昭和１３年４月 海軍燃料廠実験部

⑥技術-燃料-378 日本航空燃料史 嘉納　吉彦

⑥技術-燃料-379 燃料執務便覧 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-380 海軍燃料廠報告　第３巻　昭和３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-381 海軍燃料廠報告　第３巻　昭和３ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-382 海軍燃料廠報文　第４巻　昭和４ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-383 海軍燃料廠報文　第４巻　昭和４ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-384 海軍燃料廠報文　第６巻　昭和６ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-385 海軍燃料廠報告　自第６３号～至第６６号　昭和７ 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-386 海軍燃料廠研究報告　自第９号至第４４号　自大正１０至１４年 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-387
海軍燃料廠研究報告　自第１巻～至第４巻　自大正１５～至昭和
４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-388
海軍燃料廠研究報告　自第１巻～至第４巻　自大正１５～至昭和
４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-389
海軍燃料廠実験報告　自第１巻～至第４巻　自大正１５～至昭和
４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-390
海軍燃料廠実験報告　自第１巻～至第４巻　自大正１５～至昭和
４

海軍燃料廠

⑥技術-燃料-391 南方ブタノール・アセトン　一万屯製造計画案　昭和１７．４．１７ -

⑥技術-燃料-392 「ブタノール」製造計画　繰延実施要領　昭和１９年３月 軍管理事業部鉱工部

⑥技術-燃料-393
南方農産資源によるブタノール　工業計画と副生醗酵瓦斯による
硫安製造計画私案

昭和農産化工業（株）

⑥技術-燃料-394 石油類取扱上の注意事項並応急処置法 -

⑥技術-燃料-395 石炭液化に就て（講演）昭和１０．１１．１０ 海軍燃料廠



令和５年４月４日

⑥技術-燃料-396 燃料の研究資料 -

⑥技術-燃料-397 廃鉱油の再生法の特許出願　昭和１９年１１月 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-398 海軍燃料沿革　第１編（海軍炭山）　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-399 海軍燃料沿革　第２編（煉炭事業）　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-400 海軍燃料沿革　第３編（液体燃料）　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-401 海軍燃料沿革　第４編（北樺太油田付炭田）　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-402 海軍燃料沿革　第５編（一般雑件）　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-403 海軍燃料沿革　付録　第１冊　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-404 海軍燃料沿革　付録　第２冊　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-405 海軍燃料沿革　付録　第３冊　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-406 海軍燃料沿革　付録　第４冊　昭和１０．９．３０ -

⑥技術-燃料-407 吉野信次文書（石油関係資料）　昭和１２～１３年 -

⑥技術-燃料-408 海軍燃料廠部員　横田俊雄関係資料　昭和３～８年 -

⑥技術-燃料-409 欧米に於ける最近の石油問題 海大機関中佐　徳田順一

⑥技術-燃料-410 研究実験成績速報綴　昭和１８～１９年 第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-411 フイシヤー法　合成石油関係資料 三輪宗弘氏資料

⑥技術-燃料-412 中筋藤一大佐資料　昭和１０年 -

⑥技術-燃料-413 本邦人造石油　事業史概要　昭和１２年～１５年 -

⑥技術-燃料-414 人造石油工業　第１～５編　昭和１３年 工学博士　小林久平著

⑥技術-燃料-415 人造石油の実状（抜粋）　昭和１４年 渡辺伊三郎資料

⑥技術-燃料-416 松本　総男　海軍機関大佐資料　昭和１３年～１５年 -

⑥技術-燃料-417 上田宗重中将追慕録　抜粋　昭和１５年１月 -

⑥技術-燃料-418 南方石油概観　昭和２０年４月 海軍中将　榎本隆一郎著

⑥技術-燃料-419 人造石油製造計画とその挫折　昭和６０年 三輪　宗弘

⑥技術-燃料-420 テトラエチール鉛に関する諸注意　昭和９．５．１７調整 空廠　渡造兵少佐訳

⑥技術-燃料-421 大戦中に於ける米国製油工業進展の概要 -

⑥技術-燃料-422 調査報告　第９号　揮発油に就て（其の９）昭和７年９月８日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-423 調査報告　第１０号　揮発油に就て（其の１）昭和７年１０月１日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-424 調査報告　第１１号　揮発油に就て（其の２）昭和７年１２月２日 海軍燃料廠

⑥技術-燃料-425
旧第１海軍燃料廠　研究．実験報告目録（普通目録．機密扱目
録）　昭和２６年９月　昭和２７年１０月

第２復員局

⑥技術-燃料-426
研究実験成績報告　第１５１号　Ｃ２Ｈ２「ガス」分離に関する実験
昭和１７年８月３０日

第１海軍燃料廠

⑥技術-燃料-427 「ブチレン」重合物の水素添加に関する研究　昭和１７年４月３０日 -

⑥技術-燃料-428 本邦人造石油事業史概要 人造石油事業史編刊行会

⑥技術-燃料-429 国防と燃料　昭和１０年１２月５日
海軍燃料廠長　海軍少将　山中
政之

⑥技術-燃料-430 １３合成成績　昭和１９年４月 平井　数馬

⑥技術-燃料-431 日本に於ける鉄、石炭、石油の問題に就て -



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1
研究実験成績報告　市販自動車用燃料の飛行機への利用法　昭
和１１．６

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-2
研究実験成績報告　市販自動車用燃料の飛行機への利用法　昭
和１１．６

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-3
研究実験成績報告　九四式水上偵察機　水中舵装備実験　昭和
１１．７

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-4
研究実験成績報告　９４式水上偵察機　水中舵装備実験　昭和１
１．７

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-5 研究実験成績報告　飛行機整備要具研究調査　昭和１２．９．２７
海軍航空廠　横須賀海軍航空
廠　霞ケ浦海軍航空廠　横須賀
海軍軍需部

⑥技術-研究資料-6 研究実験成績報告　実験用飛行機第１号実験　昭和１４．１１．２１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-7 研究実験成績報告　各国民間機要目表　昭和１６．１２．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-8 研究実験成績報告　各国民間機要目表　昭和１６．１２．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-9
研究実験成績報告　十二試三座水上偵察機　「第３号機」実験
昭和１６．６．１

海軍航空技術廠　横須賀海軍
航空隊

⑥技術-研究資料-10 研究実験成績報告　各国軍用機要目表　昭和１６．１２．１１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-11 研究実験成績報告　各国軍用機要目表　昭和１６．１２．１１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-12 研究実験成績報告　各国軍用機要目表　昭和１６．１２．１１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-13 研究実験成績報告　各国航空機要目表　昭和１６．１．７ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-14 研究実験成績報告　各国軍用機要目表　昭和１６．１２．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-15 研究実験成績報告　仮称一号水上戦闘機実験　昭和１７．８．２８
海軍航空技術廠　横須賀海軍
航空隊

⑥技術-研究資料-16 研究実験成績報告　列国現用軍用機集　昭和１７．３．２６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-17 研究実験成績報告　英独空中戦の調査　昭和１７．１２．３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-18 研究実験成績報告　射撃兵器第１５回実験　昭和１７．８．１１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-19
研究実験成績報告　列国航空機構造集（其の５）　昭和１７．６．２
５

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-20 研究実験成績報告　英独空中戦の調査　昭和１７．１２．３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-21 研究実験成績報告　列国現用軍用機集　昭和１７．３．２６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-22
研究実験成績報告　列国航空機構造集（其の４）　昭和１７．３．３
０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-23 研究実験成績報告　米国航空機生産高　昭和１８．１．２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-24
研究実験成績報告　ダグラスＡ－２０爆撃機飛行実験　昭和１８．
１１．４

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-25 研究実験成績報告　戦闘機の武装に就て　昭和１８．７．２３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-26 研究実験成績報告　米国製援英機の調査　昭和１８．４．２３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-27 研究実験成績報告　米国航空機生産高　昭和１８．１．２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-28 研究実験成績報告　ソ連滑空機の要目及構造　昭和１８．１１．１６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-29 研究実験成績報告　列国現用軍用機集　昭和１７．３．２６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-30 研究実験成績報告　各国航空機要目表　昭和１８．８．１９ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-31 研究実験成績報告　米国航空機生産高　昭和１８．１．２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-32 研究実験成績報告　左右弾着写真の研究　昭和８．１１．２０ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-33 研究実験成績報告　安全合硝子の実験　昭和９．９．６ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-34 研究実験成績報告　４翼偏心式真空喞筒実験　昭和１０．１１．２ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-35 研究実験成績報告　音響高度計実験　昭和１０．３ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-36
研究実験成績報告　発動機関係付属品　及　艤製法改善に対す
る実験　昭和１０．９．１６

海軍航空廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-37
研究実験成績報告　横河電機製空廠式１２－Ｂ型　磁石発電機実
験　昭和１０．１０．１６

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-38 研究実験成績報告　飛行機兵装研究実験　昭和１０．１０．２５ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-39
研究実験成績報告　発動機直結ロメック式　真空喞筒実験　昭和
１０．１０．３０

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-40 研究実験成績報告　飛行機用電波実験研究　昭和１０．１０．２５ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-41
研究実験成績報告　火薬の安定度試験法に就て　昭和１０．６．１
０

海軍火薬廠研究所

⑥技術-研究資料-42 研究実験成績報告　緩衝「ゴム」紐低温試験　昭和１０．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-43 研究実験成績報告　機械工作法の研究　昭和１０．５ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-44
研究実験成績報告（第１０８６号）北辰電機試製支柱寒暖計実験
昭和１１．１２．１５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-45
研究実験成績報告　三菱Ａ１４型発動機　審査実験（第１１５０号）
昭和１２．２．１２

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-46 研究実験成績報告　切込亜麻テープ試験　昭和１１．１１．２０ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-47 研究実験成績報告　機体工作法の研究　昭和１１．４ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-48
研究実験成績報告　九四式水上偵察機発火栓空中実験　昭和１
１．６

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-49
研究実験成績報告　九四式水上偵察機燃料消費量低下実験　昭
和１１．６

呉海軍航空隊

⑥技術-研究資料-50 研究実験成績報告　水中「ズボイド」実験成績　昭和１１．１０．１５ 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-51
研究実験成績報告　発動機部品改善に関する研究　昭和１１．１
１．１６

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-52
研究実験成績報告（第１０５４号）飛行機（艇）の水力学的研究　昭
和１１．１１．１１

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-53 研究実験成績報告　発動機冷却法の研究　昭和１１．９．７ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-54
研究実験成績報告（第９５１号）マグネシウム合金鋳物変形防止実
験　昭和１１．７．１８

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-55
研究実験成績報告　自動式救命浮袋実験（第１０９４号）　昭和１
２．１．２１

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-56
研究実験成績報告　模型試験用冷却器代用金網風洞試験　昭和
１２．１０．１５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-57 参考資料　燈火管制設備に関する研究　昭和１２．１１ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-58
研究実験成績報告　田中試製高度修正付速力計実験　昭和１２．
５．１０

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-59
研究実験成績報告　飛行機用羽布に関する研究　昭和１２．７．１
４

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-60 研究実験成績報告　機体工作法の研究（其２）　昭和１２．１ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-61 研究実験成績報告　機体工作法の研究（其３）　昭和１２．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-62
研究実験成績報告（第１１８８号）飛行機結氷防止試験　昭和１２．
４．９

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-63 研究実験成績報告　塗料並に塗粧法の研究　昭和１２．１ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-64 研究実験成績報告　鎔接法の研究（其２）　昭和１２．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-65
研究実験成績報告　航空機用鋼材に関する実験研究（其２）　昭
和１２．１２

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-66 研究実験成績報告　塗料並に塗粧法の研究（其２）　昭和１２．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-67 研究実験成績報告　鎔接法の研究（其３）　昭和１２．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-68
研究実験成績報告　（航空機用鋼材に関する実験研究）　昭和１
２．１１

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-69 研究実験成績報告　（光陽社製研磨材料試験）　昭和１２．４ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-70 研究実験成績報告　防弾衣試験　昭和１２．９．１０ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-71 研究実験成績報告（第１１９号）鎔接法の研究（其１）　昭和１２．３ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-72 研究実験成績報告　宙返り計算法の研究　昭和１２．８．１０ 海軍航空廠
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⑥技術-研究資料-73
研究実験成績報告　寿発動機二型改一揺挺軸承改造耐久運転実
験　昭和１３．５

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-74 研究実験成績報告　飛行機構造及艤装法の研究　昭和１３．１ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-75 研究実験成績報告　機体部品加工に関する研究　昭和１３．１２ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-76
研究実験成績報告　機体構造並に艤装法に関する研究　昭和１
３．１２

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-77 研究実験成績報告　飛行機構造及艤装法の研究　昭和１３．６ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-78 研究実験成績報告　飛行機工作法の研究　昭和１３．４ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-79
研究実験成績報告　翼表面の突起物が翼の性能に及ぼす影響
昭和１２．３．１

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-80 研究実験成績報告　飛行機用古流線型張線試験　昭和１３．９ 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-81
研究実験成績報告　風力に対する射距離差及横偏差修正法　昭
和１３．２

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-82 研究実験成績報告　射撃兵器第１２回実験　昭和１４．９．１５ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-83
研究実験成績報告　機体修理部品の強度に関する研究　昭和１
４．５

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-84
研究実験成績報告　光発動機一型各種部品　実用実験報告　昭
和１４．６

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-85
研究実験成績報告　明星発動機二型揺挺軸受　実用実験　昭和
１４．８

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-86
研究実験成績報告　九五式陸上攻撃機主脚用　緩衡支柱上部
「ゴム」紐懸金具の強度試験報告　昭和１１．４

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-87 研究実験成績報告　六番通常爆弾試製実験　昭和１４．５．１５ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-88
研究実験成績報告　光発動機（三型）各種部品実用実験　昭和１
４．５

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-89 研究実験成績報告　時計式時限信管試験　昭和１４．８．５ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-90 研究実験成績報告　酸素吸入器（改造型）実験　昭和１５．７．３１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-91
研究実験成績報告　試製夜間着水目標燈研究実験　昭和１５．
７．１７

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-92
研究実験成績報告　軍艦鈴谷間接射撃兵器　精度測定実験　昭
和１５．８．１８

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-93 研究実験成績報告　射弾散布の研究　昭和１５．６．３０ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-94
研究実験成績報告　国産飛行機用木材の基礎的研究（其５）　昭
和１５．８．１９

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-95
研究実験成績報告　試製純銀メッキ軸受の光発動機三型に依る
実用実験　昭和１５．１１．１６

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-96
研究実験成績報告　高度計気温修正法の研究　昭和１５．１２．２
０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-97 研究実験成績報告　発煙投弾改４研究実験　昭和１５．１２．１０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-98
研究実験成績報告　第３０９５号　爆撃照準器（第８回）実験　昭和
１５．１１．３０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-99
研究実験成績報告　燃料噴射ポンプカム型実験　昭和１５．１０．２
１

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-100
研究実験成績報告　各種氷結防止装置実験　並に機体に氷結す
る場合の気象状況観測　昭和１５．１２．２４

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-101
研究実験成績報告（第１８１号）九一式６００馬力発動機二型　副
接合棒ブツシュ実用実験　昭和１４．１２

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-102
研究実験成績報告　九七式二号艦攻外翼互換性　研究実験報告
昭和１６．１

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-103
研究実験成績報告　老廃せる酸性銅鍍金液（滲炭防止用）の更新
に関する実験研究　昭和１６．４

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-104
研究実験成績報告　八試７００馬力発動機混合気斉一化並に性能
向上実験経過報告　昭和１６．５

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-105
研究実験成績報告　携帯用酸素吸入器試験器試製実験　昭和１
６．３．２０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-106 研究実験成績報告　感光材の研究　昭和１６．９．１６ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-107
研究実験成績報告　成層フエノールレジン板及フエノールレジン
成型粉比較試験成績報告　昭和１６．２．２７

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-108
研究実験成績報告　昭和１５年度工作兵志願者　適性検査成績に
就て　昭和１６．９．１０

海軍技術研究所
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⑥技術-研究資料-109 研究実験成績報告　水噴射消焔実験　昭和１６．３．２５ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-110 研究実験成績報告　自記飛行計実験　昭和１６．３．３１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-111
研究実験成績報告　糜爛性瓦斯の除毒及治療に関する研究　昭
和１６．１１．２７

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-112 研究実験成績報告　爆弾第３２回実験　昭和１７．５．３０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-113
研究実験成績報告　高角砲射撃に於ける弾着遠近量測定装置の
研究　昭和１７．８．１８

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-114
研究実験成績報告　高周波絶縁物試験成績報告　昭和１７．６．１
１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-115 研究実験成績報告　不燃化液及耐火塗料試験　昭和１７．３．２４ 呉海軍工廠　（造船実験部）

⑥技術-研究資料-116 研究実験成績報告　潜水艦残飯排除装置実験　昭和１７．１．１６ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-117 研究実験成績報告　無線操縦標的飛行機実験　昭和１７．８．２２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-118
研究実験成績報告　ポーラログラフに依る分析法の研究　昭和１
７．１２．１８

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-119 研究実験成績報告　第８及第９梱包投下実験　昭和１７．２．１３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-120 研究実験成績報告　射撃兵器第２０回実験　昭和１７．５．２０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-121
研究実験成績報告　スチロールレジン試験成績報告　昭和１７．
６．１１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-122
研究実験成績報告　水中運貨筒形状に関する件　昭和１８．１０．
１４

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-123 研究実験成績報告　射撃兵器第１７回実験　昭和１８．２．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-124
研究実験成績報告　掌電信兵．掌機雷（水測）兵．飛行兵．工作
兵．軍楽兵．志願者一般及特殊適性検査の実施に伴う研究　昭和
１８．５．３

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-125
研究実験成績報告　アラスカに於ける商用飛行の状況　昭和１８．
８．１０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-126 研究実験成績報告　８糎砲試製徹甲弾試験　昭和１８．１０．５ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-127 研究実験成績報告　対空射撃に関する研究　昭和１８．４．１０ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-128
研究実験成績報告　水中超音波伝播に関する気泡の研究　昭和
１８．７．１９

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-129
飛行機整備能力向上に関する研究報告（別冊）　昭和１８．１１．３
０

横須賀海軍航空隊

⑥技術-研究資料-130
研究実験成績報告　水中爆発圧力波に関する研究　昭和１８．１．
２６

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-131 研究実験成績報告　磁電管の研究　昭和１８．１１．１６ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-132 研究実験成績報告　潜水艦外舷塗色実験　昭和１９．３．１８ 海軍潜水学校

⑥技術-研究資料-133
研究実験成績報告　弾丸の威力　第５編　弾道図　昭和１９．６．３
０

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-134 研究実験成績報告　九二式歩兵砲投下実験　昭和１９．１．４ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-135
研究実験成績報告　水中爆発に対する潜水艦　耐圧船殻強度模
型実験　昭和１９．９．１９

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-136
研究実験成績報告　対潜校報（仮称三式爆雷一型実用実験）　昭
和２０．３

海軍対潜学校

⑥技術-研究資料-137
研究実験成績報告　試製秋水軽滑空機　機体強度試験　昭和２
０．５．１７

第１海軍技術廠

⑥技術-研究資料-138
研究実験成績報告　防毒面研究（防毒面用笛の試製）　昭和１６．
１０．２７

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-139
研究実験成績報告　伸張計及加速度計の試作研究　昭和２０．
３．２０

第１海軍技術廠

⑥技術-研究資料-140 研究実験成績報告　簡易潜水器の実験研究　昭和２０．６．２８ 横須賀海軍工作学校

⑥技術-研究資料-141
空廠雑報　１００オクタン燃料を使用したる場合の航空発動機性能
昭和１０．６．４

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-142 空廠雑報　大型商用飛行艇　昭和１０．８．１５ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-143
空廠雑報　減速用フラップ（その特性と操作法の批判）　昭和１０．
１１．１２

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-144 空廠雑報　尖端フラップと尖端翼　昭和１０．１０．１８ 海軍航空廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-145
空廠雑報　Ｄｅｎｉｓ－Ｇｒｕｓｏｎの６分力自記天秤　昭和１０．１０．１
８

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-146 空廠雑報　落下傘に関する理論　昭和１１．７．２９ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-147 空廠雑報　管鋲鉸鋲器　昭和１１．９．２２ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-148 空廠雑報　鋲頭の抵抗に関する実験結果　昭和１１．９．３０ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-149 空廠雑報　軍用並に商用としての硬式飛行船　昭和１１．１０．１４ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-150 空廠雑報　航空機用金属材料顕微鏡組織　昭和１１．６．１７ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-152 空廠雑報　発動機覆と冷却　昭和１１．８．３１ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-153
空廠雑報　実用発動機の出力と要求　オクタン価の関係　昭和１
１．９．４

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-154
空廠雑報　実用発動機の出力と要求　オクタン価の関係　昭和１
１．９．４

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-155 空廠雑報　発動機に関する摘録（４）　昭和１１．６．１４ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-156 空廠雑報　海軍航空機整備と分解検査　昭和１２．３．２３ 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-157 技研雑報　水中聴音及び水中通信（其の１）　昭和１３．１．１２ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-158
空廠雑報　航空事故より得たる塔乗員飛行要務参考資料　昭和１
３．４．２３

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-159
技研雑報　大戦以後の瓦斯戦技術及其の戦術の進歩　昭和１４．
４．１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-160 技研雑報　弾丸の空気抵抗理論　昭和１５．７．１２ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-161 空技廠雑報　輸出米国機の消息　昭和１６．１１．２１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-162 空技廠雑報　米国航空機増産計画　昭和１６．９．３０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-163 空技廠雑報（米国空軍史）　昭和１６．１１．３０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-164 空技廠雑報　米国空軍瞥見（綜合翻訳）　昭和１６．１２．１５ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-165 空技廠雑報　米国空軍史　昭和１６．１１．３０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-166
空技廠雑報　空襲部隊搭乗員の疲労状況調査報告　昭和１６．
５．１０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-167 空技廠雑報　航空医学綱要　昭和１６．１２．１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-168
技研雑報　ステレオ測距手の選抜及訓練に対する心理学的考察
昭和１６．７．３１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-169
空技廠雑報　航空機の石炭酸系合成樹脂接着合板構造に就て
昭和１７．１．２９

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-170 空技廠雑報　衝撃波とデトネーション　昭和１７．６．１６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-171 空技廠雑報　米国に於ける航空機乗員養成　昭和１７．１．４ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-172 空技廠雑報　鍍金液の分析法　昭和１７．１．２６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-173
技研雑報　大東亜戦争及第２次欧州大戦に於ける諸外国艦船被
害調査　昭和１８．５．２１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-174 空技廠雑報　将来の軍用機　昭和１８．２．１４ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-175 空技支廠雑報　米国の爆弾　昭和１９．１２．２０ 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-176 陸海軍航空基本部品規格　昭和１３．６．１ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-177
航空評議会材料規格覚書　其５　「アルミニウム」及其の合金　昭
和１３．８

材料分科会

⑥技術-研究資料-178 陸海軍航空材料規格（鋼板及鋼管之部）　昭和１３．８．１ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-179 航空評議会材料規格覚書　其１　鋼材の部　昭和１３．１１ 材料分科会

⑥技術-研究資料-180 航空評議会材料規格覚書　其３　鋼管の部　昭和１２．１２ 材料分科会

⑥技術-研究資料-181 航空評議会材料規格覚書　其４　銅及其の合金の部　昭和１３．８ 材料分科会



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-182 航空発動機公差仮規格　昭和１３．６ 海軍航空本部

⑥技術-研究資料-183 陸海軍航空材料規格（鋼及其の合金之部）昭和１３．８．１ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-184 航空機用材料沿革　大正１４．１１．５ 海軍航空本部技術部第１課

⑥技術-研究資料-185 陸海軍航空材料規格（鋼及其の合金の部）　昭和１３．８．１ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-186
陸海軍航空材料規格（マグネシウム及其の合金之部）　昭和１５．
１．１０

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-187
陸海軍航空材料規格（マグネシウム及其の合金之部）　昭和１５．
１．１０

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-188
陸海軍航空材料規格（マグネシウム及其の合金之部）　昭和１５．
１．１０

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-189
陸海軍航空材料規格（マグネシウム及其の合金之部）　昭和１５．
１．１０

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-190 飛行機機体修理標準　昭和１６．１０ 海軍航空本部

⑥技術-研究資料-191 陸海軍航空材料規格（鋼板及鋼管之部）　昭和１３．８．１ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-192 陸海軍航空材料規格（繊維材製品之部）　昭和１６．１２．２５ 陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-193
陸海軍航空材料規格（鋼線（鋲材張線を含む）之部）　昭和１６．
６．１

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-194
陸海軍航空材料規格（鋼線（鋲材張線を含む）之部）　昭和１６．
６．１

陸海軍航空本部

⑥技術-研究資料-195 パッキン製造規格　及　取扱標準　昭和２０．３．１ 陸軍航空本部　海軍航空本部

⑥技術-研究資料-196 パッキン製造規格　及　取扱標準　昭和２０．３．１ 陸軍航空本部　海軍航空本部

⑥技術-研究資料-197 応急鋲取扱標準 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-198 漁船用戦時型無線　装置規格案 松浪中将

⑥技術-研究資料-199 海軍蓄電池規格追加改正　昭和１５．１２．１２ 海軍艦改本部

⑥技術-研究資料-200 研究実験成績調製参考　昭和１４．１０ 調査係

⑥技術-研究資料-201
研究実験成績報告　四エチル鉛の発動機各部に及ぼす影響等実
験　昭和１０．３．２８

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-202 海軍技術研究所報告　四等兵性能検査　大正１５．１１．１０ 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-203
不銹鋼発條の製造法及其の性質に関する実験報告　昭和６年６
月

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-204
研究実験成績報告　各種氷結防止装置実験並に機体に氷結する
場合の気象状況観測　昭和１９．３．２４

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-205
研究実験成績報告　南洋に於ける電波伝播に関する研究　昭和１
５．３．１１

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-206 研究実験成績報告（各国航空機要目表）　昭和１６．１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-207 研究実験成績報告（列国航空機構造集　その２）　昭和１６．４ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-208 空技廠雑報（ソ連空軍）　昭和１６．１０ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-209 研究実験成績報告（各国軍用機要目表）　昭和１６．１２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-210 研究実験成績報告（列国航空機構造集　その５）　昭和１７．６ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-211 研究実験成績報告（各国航空機要目表）　昭和１８．８ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-212 自己緊搾作業に関する調査事項報告　大正１５．１ 在仏国　村木大尉

⑥技術-研究資料-213 「デュラルミン」の顕微鏡試験及び其腐蝕剤　昭和４．１０ 佐野大尉

⑥技術-研究資料-214 「マグネシウム」　合金板の特性及加工の概略　昭和９．１０ -

⑥技術-研究資料-215 英国海軍の弾丸　昭和１２年 朝日工作部員井上造兵大尉訳

⑥技術-研究資料-216
「デュラルミン」の研究及單一個溶體合金の低温度軟過に依る硬
化効果に就いて抜粋

杉浦博士

⑥技術-研究資料-217 技研雑報　第３１号（発動機の装備に就て）　昭和３．３．２３ 海軍技術研究所



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-218
研究実験成績報告　第１１１７号（試製航空機用方位測定機に就
て）　昭和８．７．１５

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-219
研究実験成績報告　第２７８号（九〇式艦上戦闘機主翼試験）　昭
和９．３．１５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-220
研究実験成績報告　第１５７７号（盲目無線着陸装置実験報告）
昭和１０．１１．２０

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-221
研究実験成績報告　第７９０号（ホーネットＳ２Ｅ－Ｇ　発動機性能
運転）　昭和１１．３．５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-222
研究実験成績報告　第７９１号（光発動機一型改造型実験）　昭和
１１．３．５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-223
研究実験成績報告　第８０４号（光発動機二型減速中間歯輪欠損
原因調査）　昭和１１．３．２５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-224
研究実験成績報告　第８０３号（九一式６００馬力発動機主接合棒
軸栓部欠損原因調査）　昭和１１．３．２６

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-225
研究実験成績報告　第８１０号（発動機冷却法の研究）　昭和１１．
３．２７

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-226
研究実験成績報告　第９９８号（飛行機射撃用吹流標的実験）　昭
和１１．９．１５

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-227
研究実験成績報告　第１３０６号（九六式艦上戦闘機射撃標的曳
航実験）　昭和１２．７．１０

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-228 英国に於ける弾丸用３吋高速風洞の改造　昭和１４年５月 -

⑥技術-研究資料-229 毘式７粍７固定機銃用残弾指数器実験　昭和１４年７月 -

⑥技術-研究資料-230
空技廠雑報　第３４８号（同調発射装置装備法の研究）　昭和１５．
８．１０

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-231 研究実験成績報告　除毒剤に関する研究　昭和１９．１２．１ 相模海軍工廠

⑥技術-研究資料-232
航空羅針儀及び気象に関する研究資料等　海軍艦政本部第２
部、鳳翔の乗組員、霞ケ浦海軍航空隊等

-

⑥技術-研究資料-233 ダイナマイト水雷気砲試験報告　全　明治２１年３月 参謀本部海軍部編纂課

⑥技術-研究資料-234
二火廠雑報　第３３号　超爆裂性原子”Ｕ２３５”に就て　昭和１６．
７．２４

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-235 日本側による原爆調査 三井再男等

⑥技術-研究資料-236 電気研究部沿革概要 海軍技術研究所電気研究部

⑥技術-研究資料-237 昭和１７年３月　総動員法による試験研究命令報告書 -

⑥技術-研究資料-238 大正１３年  海軍技術研究所研究部電気班研究資料 海軍技術研究所研究部電気班

⑥技術-研究資料-239
十三號電波探信儀空中線（艦船用）装備報告　昭和２０年３月２０
日

横須賀海軍工廠造兵部無線工
場

⑥技術-研究資料-240 二式一號電波探信儀二型改二改造報告　昭和１９年１月１０日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-241 潜水艦用電波探信儀實驗報告　昭和１９年４月１日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-242 D６旋回装置手動装置試製実験報告　昭和１９年１１月１５日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-243 父島に於けるＳ３調整中間報告　昭和１９年１２月１０日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-244
特設監視艇仮稱三式一号電波探信儀　三型空中線旋回式装備報
告　昭和２０年１月６日

横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-245 假稱四號電波探信儀調整要領書　一型　昭和２０年１月２０日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-246 潜水艦用電波探知機被覆空中線實驗報告　昭和２０年１月１５日
横須賀海軍工廠造兵部（無線工
場）

⑥技術-研究資料-247 内火機械関連実験 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-248 プレマツクス指壓器實用試験　昭和１５年１２月２７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-248_2 プレマツクス指壓器實用試験　昭和１５年１２月２７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-249 假稱一号電波探信儀関連資料 不詳

⑥技術-研究資料-250 昭和２０年６月３０日製造　二式魚雷　横１４８２號經歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-251 昭和１９年１２月１５日製造　九二式魚雷改一横８８３號經歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-252 昭和１７年１０月５日製造　九八式縦舵機横３３４９號經歴簿 横須賀海軍工廠
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⑥技術-研究資料-253 昭和２０年６月３０日製造　二式魚雷横１４８４號經歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-254 昭和１９年３月１６日製造　假稱二式魚雷（特）横１１５４號經歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-255
内火機械用噴油弁試驗（十三號第六案型基礎試驗）　昭和１６年
３月２５日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-256
十一號内火機械主軸受上下部冠壓縮變形試驗　昭和１６年３月２
７日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-257
十二號竝十三號内火機械發動シリンダ内掃氣法試驗　昭和１６年
４月１７日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-258 不銹鋼第２種の不銹性調査試驗　昭和１６年３月２７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-258_2 不銹鋼第２種の不銹性調査試驗　昭和１６年３月２７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-259 リグナムバイター代用品樺材試驗　昭和１６年４月２７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-260
偏光弾性試驗用透明材料試験（其の１）（其の２）　昭和１６年６月
１０日　昭和１６年８月１９日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-261
ライトニング安全弁及シリンダ壓力測定装置試驗　昭和１６年８月
３１日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-262
「ヂーゼル」發電機械用指壓器調査試験（其の１）　昭和１８年９月
３０日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-263
内火機械「クランク」室塗装法調査試驗（基礎試験）　昭和１８年５
月２８日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-264
水中軸受材料試驗（船底附着生物の附着防止に關する試驗）（第
一次）　昭和１９年１０月１１日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-265
二號單?試驗機械發動シリンダ入子継目ゴム衞帯部温度測定試
驗　昭和１６年２月２４日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-266 柞材試驗　昭和１６年３月４日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-267 昭和１８年度試製船底塗料試驗（其の３）　昭和１９年８月６日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-268 昭和１９年度試製船底塗料試驗（其の１）　昭和１９年１２月１８日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-269 蒸溜水檢査器改良研究實験　第３報　昭和１６年３月 横須賀海軍工廠（電池實驗部）

⑥技術-研究資料-270
日東硝子綿工業株式會社試製ガラス繊維隔離板試驗成績　極板
防護材料の研究（第１６報）　昭和１９年１月

横須賀海軍工廠（電池實驗部）

⑥技術-研究資料-271
假稱九七式短移動無線電信機原動機試驗　昭和１５年１２月２７
日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-272 軸受合金「アサーコロイ」試驗　昭和１３年８月１日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-273 ポーラロイド試驗　昭和１５年５月１７日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-274 内火機械排煙採取装置試驗　昭和１５年７月９日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-274_2 内火機械排煙採取装置試驗　昭和１５年７月９日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-275 オイルレス軸受裏金試驗　昭和１５年３月１２日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-276 小型内火機械吸鍔用輕合金試驗（第１回）　昭和１３年８月２０日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-277 「タービン」翼綴金用銀鑞の研究　昭和１４年２月２５日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-278
内火機械發動?及吸鍔胴環並に同衛帯環材料の研究　昭和１４年
３月７日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-278_2
内火機械發動?及吸鍔胴環並に同衛帯環材料の研究　昭和１４年
３月７日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-279
龍驤復水器管比較試驗報告（第１回乃至第３回）　昭和１０年９月
１０日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-280 高速「デイゼル」機械用指壓器試驗　昭和１１年１１月５日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-281
内火機械用特殊材料の研究　昭和１２年２月８日　昭和１２年８月
３０日

横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-282 佛國製「ウラヌス」不銹鋼材調査試驗報告　昭和１２年２月１０日 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-283 驅鹽喞筒用扇車材料の研究　昭和１０年９月 横須賀海軍工廠（機關實驗部）

⑥技術-研究資料-284 （昭和１５年度前期船底塗料試驗）　其の２　昭和１６年３月５日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-285
（豫備水タンク用塗料試驗）アートメタルベトン試験　昭和１６年６月
１８日

横須賀海軍工廠（造船部）
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⑥技術-研究資料-286 昭和１３年度後期船底塗料試驗　其の３　昭和１５年４月２日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-287 機雷着水點測定法　昭和２０年６月２４日 横須賀海軍工廠光學実験部

⑥技術-研究資料-288 螺錐試驗成績　昭和１０年１０月 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-289
安全硝子試験成績　其の１其の２　昭和８年１０月　日脱稿　昭和
１０年４月

横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-290 三層安全硝子透視試験　昭和８年５月　日脱稿 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-291 水防護謨代用鞣皮使用実験　昭和９年１１月１０日 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-292 護謨製食卓覆使用實驗　昭和７年３月３日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-293 高「ニッケル」鋼板加工試驗　昭和７年２月４日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-294 昭和７年度舩底塗料試験　其の１ 其の２の３ 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-295
文化塗料株式会社製「パテントラッカー」（第三号品「ラック」用）試
験　昭和７年８月２４日脱稿

横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-296 内張防熱材用塗料に關する實驗　昭和１１年８月４日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-297 高崎進水用獣脂試驗　昭和１１年８月３０日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-298 輕質油タンク構成材及塗料試驗　其の４　昭和１６年５月２８日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-299 昭和１４年度後期船底塗料試驗　其の３　昭和１６年２月１９日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-300 鋼板厚さ測定器實用實驗　昭和１８年１月２４日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-301 昭和１７年度前期船底塗料試驗（其の２）　昭和１８年２月１４日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-302
昭和１８年度前期船底塗料試驗（其の２）（其の３）　昭和１９年４月
２２日　昭和１９年９月１９日

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-303 昭和１９年度前期船底塗料試驗（其の１）　昭和１９年１２月１８日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-304 昭和１７年度后期船底塗料試驗（其の３）　昭和１９年１月８日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-305 試製船底塗料試驗（其の２）　昭和１８年３月２４日 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-306 試製船底塗料試驗（其の２）　昭和１９年３月１３日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-307 鐵船船底塗料（商船用）試驗（其の２）　昭和１９年３月１３日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-308
昭和１８年度后期船底塗料試驗（其の１）（其の２）　昭和１９年７月
１３日　昭和１９年１１月５日

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-309
昭和１９年度前期船底塗料試驗（其の２）　昭和１９年度後期船底
塗料試驗（其の１）　昭和２０年２月１９日　昭和２０年５月

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-310 昭和１８年度后期船底塗料試驗（其の３）　昭和２０年1月１８日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-311 昭和１６年度後期船底塗料試驗（其の３）　昭和１８年１月１５日 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-312 ミネライト床材實驗　昭和１１年３月２６日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-313 工作研究季報　第１２號　第１３號　昭和１６年１月　昭和１６年４月 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-314 昭和８年度前期舩底塗料試驗（其１の３）　昭和９年６月１日 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-315 「ノンラスト」塗料試驗　昭和６年６月２０日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-316 昭和６年度舩底塗料試験　其の４　昭和７年７月３０日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-317 「ノンラスト」塗料試驗　其の２　昭和６年１２月１１日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-318 中國塗料株式會社製塗料試験　昭和７年５月１７日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-319 鋼板及仝鉸鋲部腐蝕試験報告（其の１）　昭和８年１２月脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-320 昭和７年度舩底塗料試験　其の１の３ 其の２ 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-321
耐「ガソリン」耐「ベンゾール」及び耐「ガソリンベンゾール」混合油
塗料試験　其の１ 其の２　昭和７年９月７日脱稿　昭和８年４月脱
稿

横須賀海軍工廠造舩部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-322 佛國「ネオビチユム」会社製塗料試験　昭和７年９月７日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-323 水雷螺子の廃止（ＪＥＳ系ねぢノ一案）　昭和１４年４月 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-324 特設見張所（戊）兵装施設標準 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-325 昭和１８年５年　陸上部隊電波探信儀兵装標準 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-326
昭和１９年３月　二式二號電波探信儀一型空中線結合部改造要
領書

横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-327
昭和１８年４月　陸上部隊電波探信儀兵装標準並に電波探信儀取
扱に關する注意事項

横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-328 短波方位測定機陸上用装備工事要領書　昭和１８年７月 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-329
假稱一號電波探信儀四型Ａ　装備工事要領書（案）　昭和２０年２
月

横須賀海軍工廠造兵部（設計
係）

⑥技術-研究資料-330 昭和２０年５月　假稱三式一號電波探信儀一型装備改造要領書 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-331 二式中方位測定機一型装備工事要領書　昭和１８年１２月 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-332 三式短方位測定機一型装備工事要領書　昭和１９年１月 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-333 久里濱通信實験所妨害電波強度測定　昭和１６年２月１０日 横須賀海軍工廠通信實驗部

⑥技術-研究資料-334
昭和８年度後期舩底塗料試驗　其の２・２ 其の２の３　昭和９年８
月１８日　昭和９年１２月１０日

横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-335 海水中に於ける外板鉸鋲腐蝕に對する實驗　昭和５年 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-336 昭和６年度舩底塗料試驗　其の１　昭和６年１１月４日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-337 「アドゾール」に依る湿度除去法實驗　昭和１１年６月２８日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-338 防錆塗料試驗成績　昭和１０年７月 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-339 清水庫内面塗料比較試験成績　昭和９年８月１４日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-340 船底塗料實艦試驗成績　昭和１０年７月 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-341
昭和９年度前期船底塗料試験　其の２ 其の３　昭和１０年２月１５
日　昭和１０年６月２５日

横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-342 錫鍍金劑フレクソ使用實験成績　昭和１１年１月１８日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-343 水際塗料試験　昭和９年１２月５日 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-344 昭和９年度前期舩底塗料試驗　其の１　昭和９年１０月１０日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-345
各処理法を異にせる鋼板の塗料に及す影響実験　昭和９年３月脱
稿

横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-346 東亜舩底塗料ホットベネヂアン実艦試驗　昭和９年６月 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-347 甲板假締「ボールト」孔防水實験　昭和６年１１月１６日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-348 輕合金防蝕試驗　昭和７年１２月脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-349 造舩現圖用型紙試驗　昭和６年１１月２０日脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-350 耐酸塗料試驗　昭和９年５月 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-351 「コーキングツール」比較試驗　昭和７年１月脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-352 篠佐飯式鋼索實驗　昭和６年１２月脱稿 横須賀海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-353 九二式魚雷改一　圖面目録 呉海軍工廠水雷部

⑥技術-研究資料-353_2 ９２式魚雷改１　圖面目録 呉海軍工廠水雷部

⑥技術-研究資料-353_3 ９２式魚雷改１　圖面目録 呉海軍工廠水雷部

⑥技術-研究資料-353_4 ９２式魚雷改１　圖面目録 呉海軍工廠水雷部

⑥技術-研究資料-354 研究實驗成績報告綴（呉海軍工廠）　昭和２年～１７年 呉海軍工廠電氣實驗部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-355 マンガニン及ユーリカ代用品の實驗　昭和１７年６月７日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-356 電實報（№７２－７５　７７、７８、８０、８１） 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-357 研究實驗成績報告綴（呉海軍工廠）　昭和６年～７年 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-358
清水庫内面塗料比較實驗（一般塗料に關する比較實驗）　昭和１
０年３月１６日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-359
窒化銅に關する實驗[窒化水素酸に對する各種金属の防蝕法]
昭和１９年５月１７日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-360
時計式時限信管試驗（其の２７）　４５／１２㎝高角砲，４０／１２．７
㎝高角砲，５０／１２．７㎝砲による九一式時限信管發射試驗　昭
和１５年２月７日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-361
侵徹彈道の研究　侵徹彈道撮影用高速度活動寫眞撮影機の製作
昭和１５年２月１０日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-362
高壓測定法の研究　水晶壓力計に依る銅柱示度の較正　昭和１５
年２月１２日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-363
戦利品試驗研究（其の３）　[５０口徑７糎５單装高角砲]（別冊）　昭
和１４年１２月２６日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-364 砲用藥莢實験研究成績報告（其の１）　昭和７年１２月 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-365
一式一號機銃火藥耐熱成績低下に關する調査　昭和１６年９月３
０日

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-366 昭和１０年９月２０日　九〇式魚雷　呉５４７號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-367 昭和９年３月　九〇式魚雷　呉５８６號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-368 昭和９年１２月１１日　九二式縦舵機呉５１號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-369 昭和２年７月４日　４５糎５３糎八年式魚雷　呉１７２１號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-370 九八式縦舵機經歴簿　呉１６５７號　昭和１４年１１月３０日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-371 昭和９年１２月１日　九〇式魚雷呉７６６號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-372 昭和１１年９月１５日　九〇式魚雷呉１０７２號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-373 昭和１０年７月５日　九〇式魚雷呉４６３號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-374 昭和１１年３月５日　九〇式魚雷呉８４８號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-375 昭和１１年３月２４日　九〇式魚雷呉８６７號經歴簿 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-376
入渠艦船乾水後に於ける船底塗料成績調査　昭和１４年度　昭和
１５年７月

呉海軍工廠造船實驗部

⑥技術-研究資料-377
合成調理機試驗（船体部用小型補機類比較實驗其３）（別冊）　昭
和１６年１月２１日

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-378 アイロンブラック試驗　昭和１６年３月６日 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-379 昭和１６年度船底塗料試驗（後期第２回）　昭和１７年９月５日 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-380 重油蛇管流過抵抗測定試驗　昭和１８年１１月２２日 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-381 メタルベトン耐海水耐軽質油性能実験（第２回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-382 各廠に於ける船底塗料試験成績総括　昭和１５年８月３０日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-383 防錆塗料に就て　昭和１７年８月５日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-384
船底下塗塗料の乾燥状況の相違による防蝕効力実験　第1回（船
底塗料の実験）　昭和１０年４月１日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-385
船底塗料比較試験　第１回第１期（昭和９年５月２０日　浸漬）　昭
和１０年１月２９日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-386
船底塗料の実験（８年度船底塗料比較試験）（第２回第３期）　昭
和１０年２月５日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-387
船底塗料の実験（不二及東亜コールド船底塗料実艦試験）　昭和
１０年２月５日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-388
９年度船底塗料比較試験　第１回第２期　昭和９年５月２０日浸漬
（船底塗料の実験）　昭和１０年３月１６日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-389
玄光塗料の防錆実験（一般塗料に関する実験）　昭和１０年３月２
３日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-390 白色雷汞に就て　昭和１６年５月 呉海軍工廠（火工部）



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-391 火工兵器の公差嵌合及「ゲージ」　昭和１６年１０月 呉海軍工廠（火工部）

⑥技術-研究資料-392 調和器 呉海軍工廠魚雷実験部

⑥技術-研究資料-393
造機部研究実験報告・雑報告　目録　昭和７年度　昭和８年６月５
日

呉海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-394 耐油セロハン板試験　昭和１８年８月１７日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-395 耐油性パッキング試験　昭和１８年１２月２２日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-396 薄肉箱型梁屈曲強度実験成績　昭和１９年１０月１６日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-397 合成竹製丸捧強度試験　昭和１９年１０月３０日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-398 耐油ゴム実験　昭和１２年６月３日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-399 鋼材防蝕法の研究　昭和１４年１０月２４日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-400 甲板被覆材及木甲板填隙材試験　昭和１５年８月２２日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-401 軽量鋪装材マプライト試験　昭和１５年９月３０日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-402
船底塗料比較試験成績　第２期（昭和６－１１－２０）浸漬　第２回
報告　実験第６３号　昭和７年７月２０日

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-403
船底塗料比較試験成績　昭和７年度第１回試験　其の１（昭和７－
５－２０浸漬）実験第７３号　昭和７年９月２０日

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-404
船底塗料比較試験成績　第１期（昭和６－５－１２）浸漬実験第６３
号　昭和７年７月２０日

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-405 ジュラルミン防蝕実験成績　実験第１８号　昭和７年８月３０日 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-406
船底塗料比較試験成績　第２回（昭和６－１１－２０）浸漬実験第６
３号　昭和７年１１月２０日

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-407
船底塗料比較試験成績　第２回（昭和７－１１－２０）浸漬（第１期
報告）　実験第７３号　昭和８年３月２０日

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-408
艦船給水タンク・予備水タンク及溢出タンク内面各種塗粧成績報
告　昭和７年６月

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-409 普通?及フルボアー?流水量比較試験報告　昭和８年１月２８日 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-410 ダイナミツクバランシングマシン試験成績　其の２　昭和７年１月 呉海軍工廠電氣部

⑥技術-研究資料-411 ２５粍機銃鉄藥莢試製実験概報（其の１）　昭和１８年３月 呉海軍工廠火工部

⑥技術-研究資料-412
毘式４０粍機銃時限信管試験報告（其の３）「?発防止装置改一」
昭和８年２月

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-413 信管格納筒氣密試験検査法に関する報告　昭和８年３月 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-414
対陸上射撃用信管検査規則制定に関する試験成績報告　昭和８
年６月

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-415 １３．２粍並４０粍機銃弾薬包誘爆実験成績報告　昭和１０年１月 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-416
測圧器及測定方法に関する研究実験報告　第４報　[測圧器の形
状に就きて]　昭和１０年１１月

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-417 ドマール式の原書　昭和１０年１０月 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-418 水上完成重心公試成績表 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-419 水中完成重心公試成績表 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-420 復原性能説明書（完成図） 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-421 書籍目録　昭和３年４月　魚雷実験部文庫 呉工廠魚雷実験部

⑥技術-研究資料-422 マオラン索及サイザル索実用試験　第１回　昭和１１年１２月５日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-423 アートメタルベトン試験　第３回　昭和１２年１月１２日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-424 軽量石綿保温板試験　昭和１２年２月６日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-425 重油燃焼式暖房器実験　昭和１２年４月１３日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-426 アートメタルベトン試験　第４回　昭和１２年５月７日 呉海軍工廠（造船実験部）
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⑥技術-研究資料-427
軍艦大鯨艦橋安全硝子成績調査（東京田村製作所製３層安全硝
子実艦試験）　昭和１０年１１月３０日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-428 錫鍍金劑フレクソ使用実験　昭和１０年１１月２７日 呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-429
不銹鋼の海水中に於けるガルバニツク、アクシヨンに関する実験
（第１回）　昭和１１年３月１６日

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-430 アートメタルベトン試験（第１回）　昭和１１年３月２５日 呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-431 昭和１３年度　防錆塗料試験 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-432 昭和１４年度　防錆塗料試験 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-433 昭和１７年度　船底塗料試験 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-434 昭和９年１月～１４年１０月　作業研究季報　工作研究季報
舞鶴要港部工作部（舞鶴海軍工
廠造兵部）

⑥技術-研究資料-435 鋸屑メタルベトン等の防湿並耐火試験　昭和１８年７月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-436 「フラッシュバット」熔接に関する研究実験　昭和１８年５月２０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-437
駆逐艦　天津風・陽炎型　罐水面計自動閉鎖装置試験　昭和１６
年９月１日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-438
軍艦翔鶴罐室主蒸氣管膨張接手試験（横廠委託）　昭和１７年１
月２０日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-439 鑛滓綿保温材実用試験　昭和１７年１１月３０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-440 呉式温度計実用試験　昭和１８年９月３０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-441 主隔壁弁作動試験　昭和１９年１月１０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-442 第１２５号艦送風機防音試験（第１回）　昭和１８年１２月３０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-443 駆逐艦島風罐陸上焚試試験（第５回）　昭和１８年２月５日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-444 罐降路管「ジャケツ」撤去試験　昭和１９年３月１０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-445 鍛接「ガス」管及電縫鋼管試験（第２回）　昭和１９年１１月１０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-446
燃焼「ガス」循環式蒸氣恒温装置に関する調査　昭和１８年３月１
日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-447 駆逐艦島風罐陸上焚試試験（第６回）　昭和１８年４月１日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-448 駆逐艦島風罐陸上焚試試験（第８回）　昭和１８年４月１日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-449 駆逐艦島風罐陸上焚試試験（第９回）　昭和１８年４月１日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-450 「バルカー」１１２０番及同改良型実用試験　昭和１８年５月２０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-451
５％「クローム」鋼の熔接に関する研究実験（第１回）　昭和１８年５
月２０日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-452 罐用水面計用硝子板侵蝕試験　昭和１８年５月２０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-453 駆逐艦島風罐陸上焚試試験（第１０回）　昭和１８年５月２０日 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-454
５％「クローム」鋼の熔接に関する研究（第２回）　昭和１８年５月２
５日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-455
１３％「クローム」鋼の熔接に関する研究（第１回）　昭和１８年６月
３０日

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-456 船底塗料試験　昭和１４年度（後期第３回報告）　昭和１６年８月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-457 船底塗料試験　昭和１５年度（前期第１回報告）　昭和１６年７月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-458 船底塗料試験　昭和１５年度（前期第２回報告）　昭和１６年３月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-459 船底塗料試験　昭和１５年度（前期第３回報告）　昭和１６年８月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-460 船底塗料試験　昭和１５年度（後期第１回報告）　昭和１７年４月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-461 船底塗料試験　昭和１５年度（後期第２回報告）　昭和１６年９月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-462 昭和１６年度　船底塗料試験（前期第１回）　昭和１７年４月 舞鶴海軍工廠（造船部）
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⑥技術-研究資料-463 昭和１６年度　船底塗料試験（前期第３回）　昭和１７年７月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-464 「オルガノゾル」船底塗料実用試験　昭和１７年７月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-465 船底塗料試験　昭和１６年度（後期第２回報告）　昭和１７年８月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-466
昭和１６年度　船底塗料試験（後期第１・３回報告）　昭和１７年４月
昭和１８年１月

舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-467 船底塗料試験　昭和１７年度（後期第１回報告）　昭和１８年４月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-468 船底塗料試験　昭和１７年度（後期第３回報告）　昭和１８年１２月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-469 船底塗料試験　昭和１８年度（前期第２回報告）　昭和１９年２月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-470 船底塗料試験　昭和１８年度（后期第３回報告）　昭和２０年１月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-471 船底塗料試験　昭和１９年度（前期第１回報告）　昭和１９年１０月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-472 船底塗料試験　昭和１９年度（前期第２回報告）　昭和２０年２月 舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-473
木船船底塗料試験　昭和１８年度（前期第１回報告）　昭和１８年１
２月

舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-474
木船船底塗料試験　昭和１８年度（後期第２回報告）　昭和２０年１
月

舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-475
木船船底塗料試験　昭和１９年度（前期第１回報告）　昭和２０年１
月

舞鶴海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-476 廣研試報　No.59,62,63,66,69-71,73,74 廣海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-477 廣研報　No.86-89 廣海軍工廠機關研究部

⑥技術-研究資料-478 廣研報　No.122,124-126,129,15,38 廣海軍工廠機關研究部

⑥技術-研究資料-479 廣研報　No.153,154,156,157 廣海軍工廠機關研究部

⑥技術-研究資料-480 耐蝕アルミニウム青銅実用試驗（中間報告）　昭和１７年１１月 広海軍工廠

⑥技術-研究資料-481 第一号艦内火艇機械用冷却水喞筒試験　昭和１５年１１月１８日 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-482
溶接工技倆検定法の研究　機体工作法の研究　（其の７）　昭和１
６年１月

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-483 シュレージンガー著「工作機械」の抄訳（第１０回）　昭和１６年８月 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-483_2 シュレージンガー著「工作機械」の抄訳（第１０回）　昭和１６年８月 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-484
シュレージンガー著「工作機械」の抄訳（第１１回）　昭和１６年１０
月

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-485 シュレージンガー著｢工作機械｣の抄訳（第１３回）　昭和１７年４月 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-486 シュレージンガー著｢工作機械｣の抄訳（第１４回）　昭和１７年８月 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-487
第十七号艦型主給水ポンプポンプ部試作試験成績　昭和１６年１
２月８日

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-488 第百三十六号艦主給水ポンプ陸上試験成績　昭和１７年１月７日 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-489
駆逐艦巻雲・風雲・第百十九号艦復水ポンプ陸上試験成績（廣報
０２０２）　昭和１７年１月１０日

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-490
駆逐艦巻雲・風雲・第百十九号艦主給水ポンプ陸上試験成績（廣
報０２０３）　昭和１７年１月１０日

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-491 軍艦阿賀野主給水ポンプ陸上試験成績　昭和１７年２月１４日 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-492
高温水に対する渦巻ポンプに於ける流れの問題　昭和１６年８月１
日

廣海軍工廠（機關実験部）

⑥技術-研究資料-493 造船用大型曲ロールの改良計画（第２回報告）　昭和１６年２月 廣海軍工廠（工作機械実験部）

⑥技術-研究資料-494 ス号缶循環ポンプ性能試験　昭和１６年２月１０日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-495 「ボーラー」社製不銹鋼翼耐振強度試験　昭和１６年１月９日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-496 「タービン」翼車試験（第２次）　第２回報告　昭和１６年１月３０日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-497 高圧給水ポンプ性能試験（其の２）　昭和１７年４月 廣海軍工廠(機関実験部）
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⑥技術-研究資料-498 大日本兵器株式会社湘南工機工場実習報告　昭和１６年１２月 廣海軍工廠（工作機械実験部）

⑥技術-研究資料-499 水雷艇雉放射抽気器陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-500 「パウター」歯切機械機構並に取扱説明書　昭和１４年６月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-501 「ブランチャード」平面研磨盤機構並に取扱説明書　昭和１４年９月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-502 精密測定器具機構並に測定要領（其の１）　昭和１３年１０月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-503 軍艦加賀放射抽気器陸上試験　昭和１０年４月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-504 水雷艇　鵲　熱圧縮器陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-505 軍艦鈴谷　Ｈ２５送風機械陸上試験　昭和１０年６月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-506 軍艦霧島放射抽気器陸上試験　昭和１０年５月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-507 駆逐艦江風抽水喞筒陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-508 特務艦攝津放射抽気器陸上試験　昭和１２年３月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-509 駆逐艦春雨放射抽気器陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-510 特務艦攝津抽水喞筒陸上試験　昭和１２年３月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-511 軍艦金剛抽水喞筒陸上試験　昭和１１年６月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-512 駆逐艦時雨抽水喞筒陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-513 水雷艇鵲抽水喞筒陸上試験　昭和１０年９月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-514 駆逐艦白露抽水喞筒陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-515 水雷艇鵯抽水喞筒陸上試験　昭和１０年９月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-516 水雷艇鴻抽水喞筒陸上試験　昭和１０年９月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-517 水雷艇鵯熱圧縮器陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-518
駆逐艦　白露　時雨　村雨　旋転主給水喞筒陸上試験　昭和１０
年５月

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-519 水雷艇鴻放射抽気器陸上試験　昭和１０年１０月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-520 駆逐艦山風抽水喞筒陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-521 軍艦熊野放射抽気器陸上試験　昭和１０年１０月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-522 駆逐艦夕立抽水喞筒陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-523 水雷艇鵲放射抽気器陸上試験　昭和１０年１０月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-524
駆逐艦夕立、春雨、五月雨、海風、山風、江風用直結旋転主給水
喞筒性能試験　昭和１１年６月

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-525 駆逐艦春雨抽水喞筒陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-526 軍艦蒼龍補助給水喞筒陸上試験成績概要　昭和１０年６月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-527 水雷艇雁放射抽気器陸上試験　昭和１１年１月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-528 軍艦霧島抽水喞筒陸上試験　昭和１０年９月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-529 軍艦鈴谷抽水喞筒陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-530 駆逐艦村雨抽水喞筒陸上試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-531 軍艦　加賀　抽水喞筒性能試験　昭和１０年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-532 第十七号艦型主給水ポンプ追加試験成績　昭和１７年５月１１日 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-533 硬質クロム鍍金法（第１回）　昭和１７年４月 広海軍工廠（造機部）
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⑥技術-研究資料-534 硬質クロム鍍金法（第２回）　昭和１７年７月 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-534_2 硬質クロム鍍金法（第２回） 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-535
駆逐艦秋月、照月主給水「ポンプ」陸上試験成績　昭和１７年５月
７日

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-536 第百二十五号艦型復水「ポンプ」扇車試験　昭和１７年５月１６日 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-537
駆逐艦秋月、照月復水「ポンプ」陸上試験成績　昭和１７年５月１１
日

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-538 第五十五号艦補助機械試験（第１回）　昭和１５年５月４日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-539 第五十五号艦補助機械試験（第２回）　昭和１５年５月４日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-540 第五十五号艦補助機械試験（第３回）　昭和１５年５月１６日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-541 第五十五号艦補助機械試験（第４回）　昭和１５年６月２６日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-542 第五十五号艦補助機械試験（第５回）　昭和１５年６月２６日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-543 第五十五号艦補助機械試験（第６回）　昭和１５年６月２６日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-544 第五十五号艦補助機械試験（第７回報告）　昭和１５年１１月３０日 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-545
第一、二号艦補助送水及復水ポンプ陸上試験　昭和１５年１２月２
０日

広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-545_2 第１、２号艦補助送水及復水ポンプ陸上試験 広海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-546
艦本第六部関係鋳造困難なる鋳物鋳造法の研究　（其の３）　昭
和１８年４月

広海軍工廠（鋳物実験部）

⑥技術-研究資料-547 水雷艇千鳥補助給水喞筒陸上試験　昭和８年６月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-548 降伏点測定法に関する研究　昭和８年１２月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-549 渦巻喞筒羽根車設計製図要領　昭和９年１月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-550 廣研報　No.65-71 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-551 軍艦榛名放射抽気器試験　昭和９年６月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-552
駆逐艦　若葉　初霜　有明　夕暮　旋転主給水喞筒性能試験　昭
和９年６月

広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-553 軍艦山城噴燃重油喞筒陸上試験　昭和９年４月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-554 軍艦榛名抽水喞筒試験　昭和９年７月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-555 軍艦山城注油喞筒陸上試験　昭和９年５月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-556 軍艦最上送水喞筒試験　昭和９年９月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-557 試製航空二号揮発油実地試験成績報告　大正１５年３月 広海軍工廠航空機部

⑥技術-研究資料-558 マスターホイールホブ盤試作実験報告　昭和１８年１２月 広海軍工廠工作機械実験部

⑥技術-研究資料-559
水雷艇千鳥真鶴並駆逐艦初春子日抽水喞筒試作経過記録　昭和
８年９月

広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-560
發條用材料並に試験法等に関する調査報告　第１報　昭和９年６
月

広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-561 試製歯車式強圧注油喞筒試験　昭和１０年３月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-562 旋転給水喞筒附属注油喞筒駆動用螺歯車試験　昭和１０年２月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-563 軍艦榛名用噴燃重油喞筒軸承試験　昭和１０年２月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-564 鉄ノ腐蝕　昭和９年１月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-565 電弧熔接機の結線型式　昭和５年３月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-566 金屬材料の疲労に就て　昭和５年１０月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-567 大野式油清浄機械試験　昭和５年１０月 広海軍工廠機関研究部
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⑥技術-研究資料-568 冨士電機社製直流電弧熔接機ＬＳ２００の性能試験　昭和６年７月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-569
「デイゼル」機関の気?壁温度と冷却水量及び熱応力に就て　昭和
５年７月

広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-570 積分方程式の光弾性学への応用に就て　昭和５年８月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-571 機関研究部研究実験報告目録（昭和６年度）　昭和７年４月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-572 機関研究部研究実験報告目録（昭和５年度）　昭和６年２月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-573 井口式渦巻喞筒試験成績表　昭和４年２月 広海軍工廠機関研究部

⑥技術-研究資料-574 廣海軍工廠造機部の作業管理に就て　昭和８年５月 廣海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-575
遮蔽編組線と遮蔽管との重量比較に關する研究　昭和１８年６月
３０日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-576 ゴム状弾性材料のX線的研究　昭和１７年４月２３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-577 鋼材の衝撃値と破面との関係調査　昭和１６年４月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-578 ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の４　昭和１６年３月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-579 外国製各種弁バネ用鋼線試験（第１報）　昭和１６年４月１１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-580 有機硝子試験　昭和１６年４月２７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-581 ケルメット熔解法の研究　昭和１６年５月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-582
国産合成ゴム（ブタヂエン系及クロロプレン系）試験　其の２　昭和
１６年５月２５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-583
高力アルミニウム合金第３種押出型材（ＥＳＤＴ）の疲労性質に関
する研究　昭和１６年６月９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-584 積層木材試験　昭和１６年５月２７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-585 硬化薄層材の接着法に関する研究　昭和１６年６月２９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-586 遮光塗料の研究　昭和１６年７月１６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-587
積層木材の製造法及性能に関する研究　第２報　ミヅメ材製硬化
薄層材の研究　昭和１６年７月２８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-588
木材及加工木材の耐寒耐熱性に関する研究　其の１　木材及加
工木材の衝撃強度に及ぼす低温の影響　昭和１６年７月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-588_2
木材及加工木材の耐寒耐熱性に関する研究　其の１　木材及加
工木材の衝撃強度に及ぼす低温の影響

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-588_3
木材及加工木材の耐寒耐熱性に関する研究　其の１　木材及加
工木材の衝撃強度に及ぼす低温の影響

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-589 マグネシウム合金防蝕剤メタロン試験　昭和１６年８月１１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-590
三菱（東京）鋼材製航空機用鋼材試験　（第２回報告）　昭和１６年
８月１６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-591
三菱（東京）鋼材製航空機用鋼材試驗　（第３回報告）　完了　昭
和１６年８月１６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-592 鋼材の焼戻に伴う疲労性質の変化　其の２　昭和１６年８月１４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-593 転造ネヂ引張疲労試験　昭和１６年２月１８日

⑥技術-研究資料-594 鋼丸頭鋲接手抗張試験　昭和１６年３月１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-595
熔接用クロム・モリブデン鋼板同鋼管及クロム・モリブデン鋼熔接
棒（住友製）試験　昭和１７年８月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-596 曲面板圧縮実験　昭和１７年２月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-597 米国航空機生産高 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-598
ラウタル鋳物の X線透過法の研究  第１報（X線透過組織）　昭和
１８年８月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-599
気泡ゴムの研究　其の２　各種発泡剤の試験　昭和１８年１０月１３
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-600
メタノールに依る金属の腐蝕機構に関する研究　昭和１８年１０月
１３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-601 羽布塗粧様式に関する研究　昭和１８年１０月８日 海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-602 航空一号作動油応急代用油に関する研究　昭和１８年１０月1４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-603
航空機操縦装置用連結管末端金具類のＸ線検査法の研究　　昭
和１８年１０月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-604
気泡ゴムの研究　其の５　ＢＮ系及ＣＯ系気泡ゴム　昭和１８年１１
月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-605 三恵冶金工業製防水剤試験　昭和１８年１１月２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-606 東亜化学製錬製塗料試験　昭和１８年１１月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-607 ガソリン濾過用セーム革試験　昭和１８年１１月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-608 大八化学製可塑剤試験　昭和１８年１１月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-609
ゴム状弾性材料のＸ線的研究　其の４　試作高温及低温用カメラ
に就て　昭和１８年１１月２５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-610 国産合成ゴム試験　其の８　ＣＯゴム　昭和１８年１１月２６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-611 四塩化炭素試験　其の１　昭和１８年１１月２６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-612
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の１６　ＢＮゴムに対するカー
ボン黒及可塑剤添加量の影響　昭和１８年１２月７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-613
大日本兵器株式会社製ＣＰ－６６－１５０型クランクピン研磨盤審
査　昭和１８年１２月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-614
三菱工作機械株式会社製ＤＡ－４００型多刃旋盤審査　昭和１８年
１２月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-615
株式会社新潟鉄工所製９ＦＢ型精密中グリ盤審査（昭和１７年度試
製航空用工作機械）　昭和１８年１２月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-616
硬質ゴムの研究　其の２　ＢＮ系及ＢＳ系硬質ゴム　昭和１８年１２
月２３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-617 試製有機摺ガラス試験　昭和１８年１２月２８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-618 ゴム接着法の研究　其の３　昭和１９年４月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-619 曳航索の形状に関する研究　昭和１９年５月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-620 前縁スラット付翼の断面抗力の研究　昭和１９年５月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-621 試製亜麻羽布試験　昭和１９年６月３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-622
ポリ塩化ビニール可塑物に関する研究　其の１　耐油性材料に関
する研究　第４報　昭和１９年６月３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-623
木材及加工木材の耐熱及耐寒性に関する研究　其の２　硬化合
板の強度に及ぼす高温及低温の影響　昭和１９年６月２３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-624 ブチラール樹脂に関する研究　昭和１９年６月２２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-625 高田アルミ試製熔接アルミニウム管試験　昭和１９年６月２２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-626 翼前縁着氷防止装置基礎実験　昭和１９年６月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-627 遮風板外面防氷装置基礎実験　昭和１９年８月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-628
翼振れ限界速度計算法の研究　其の３　主翼捩れ曲げ翼振れの
一般性質　昭和１９年９月４日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-629 プロペラ性能計算法　昭和１９年９月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-630
飛行機用振動計の試作　其の１　同調振動計一型　昭和１９年１０
月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-631
機体疲労強度の研究　第７報　主翼桁縁材接手疲労強度向上対
策実験　昭和１９年２月２１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-632
東京製綱株式会社製　弁バネ用炭素鋼線試験　昭和１６年１１月１
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-633 日本電気冶金株式会社製ゲージ試験　昭和１６年１１月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-634 三翼Fシャンク可変節プロペラ実験　昭和１６年１１月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-635 燃料噴射ポンプ戻止弁の実験（其の１）　昭和１６年１１月１２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-636
尿素系合成樹脂木材接着剤の改良に関する研究　昭和１７年６月
６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-637 絹ベルト試験　昭和１７年６月６日 海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-638 南洋産バルサ材試験　昭和１７年６月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-639 愛知化学製空技廠第２号木材接着剤試験　昭和１７年６月１８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-640 研削材料に関する研究（第２報）　昭和１７年６月１８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-641
ピストンリング材とシリンダ材との摩耗に関する研究　昭和１７年６
月１９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-642 砥料分光分析用炭素電極製造の研究　昭和１７年６月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-643
ゴム状弾性材料のX線的研究  其の２　ヂエン系ゴムのX線廻折図
に於ける内側暈輪に就て　昭和１７年７月１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-644 有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３）　昭和１８年１月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-645
九〇式二号機上作業練習機用試製木製プロペラ実験（第２回報
告）（完了）　昭和１５年６月１９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-646 一米高速風洞の性能　昭和１８年８月９日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-647 円形断面超音速測定胴設計の一方法　昭和１８年９月１９日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-648 最大効率のプロペラに関する研究　昭和１８年１０月５日 海軍技術大尉　吉川長

⑥技術-研究資料-649
吸出、押込に関する有利なる形状の実験的研究（海軍学生実習）
昭和１８年９月２２日

海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-650 各種胴体不安定度試験（海軍学生実習）　昭和１８年９月２６日 海軍技師北野多喜雄他

⑥技術-研究資料-651
伴流内の圧力を測定して高速気流中の物体の抵抗を求むる方法
昭和１８年９月１４日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-652
空気力に依る動翼の減衰係数並に振動数の変化測定試験（第２
回報告）　昭和１８年１０月１５日

海軍技師　河本俊平　他

⑥技術-研究資料-653
上反角の失速性に及ぼす影響（海軍学生実習）　昭和１８年９月２
６日

海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-654 ４４系翼型試験　昭和１８年１０月４日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-655 １４系翼型試験　昭和１８年１０月１０日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-656 捩り翼揚力分布及誘導抗力の研究　昭和１８年１０月３０日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-657
「ベロー」に依る球抗力高速試験報告（其の１）　昭和１８年１１月２
０日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-658
短胴体機の安定に関する研究（海軍学生実習）　昭和１８年１０月
３１日

海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-659 木製飛行機構造設計資料　昭和１８年１０月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-660 翼振れ限界速度計算法の研究　其の１　昭和１８年１１月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-661 ソ連滑空機の要目及構造 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-662 九三式陸上中間練習機強度試験　昭和１８年１月３１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-663
接着せる有機硝子の真空加工に関する研究　昭和１８年１月３０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-664 第３風洞試験精度に関する資料　昭和１８年１２月８日 海軍技術中尉　高市悟　他

⑥技術-研究資料-665
一米高速風洞試運転成績及常圧性能試験成績　昭和１７年１０月
２１日

海軍造兵少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-666 揚力分布計算法に就いて　昭和１７年５月１日 尾崎　行雄

⑥技術-研究資料-667 Ｎ.Ａ.Ｃ.Ａ　２３０１２翼型高速風洞試験　昭和１９年６月２５日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-668 層流翼型に関する研究（第２回）　昭和１８年１２月２２日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-669 流路の研究（第１回）　昭和１８年１２月１１日 海軍技術大尉　原朝茂　他

⑥技術-研究資料-670 翼型のフーリエー解析法　昭和１９年１月３０日 海軍技術少佐　前川力

⑥技術-研究資料-671 全機模型の高圧風洞に於ける抗力試験資料　昭和１９年３月４日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-672 翼が定常円運動を行う場合に受ける空気力　昭和１９年３月１０日 海軍技師　河本俊平

⑥技術-研究資料-673 直流増幅器を利用せる熱線風速計　昭和１９年２月２６日 海軍技師　進藤琢臧　他
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⑥技術-研究資料-674 ＧＵ－Ａ高速風洞試験　昭和１９年３月１７日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-675 発動機代用板抵抗試験　昭和１９年５月３０日 海軍技術大尉　原朝茂　他

⑥技術-研究資料-676 層流剥離に伴う遷移に関する研究（第１報）　昭和１８年１２月８日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-677
物体の周りの圧縮性流体の流れのホドグラフ解法（続）　昭和１９
年３月１８日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-678 管群抵抗試験　昭和１９年６月２２日 海軍技術大尉　原朝茂　他

⑥技術-研究資料-679 拡大流路試験　昭和１９年６月２４日 海軍技術大尉　原朝茂　他

⑥技術-研究資料-680 誘導式高速風洞完成報告　昭和１９年７月１３日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-681 プロペラ翼断型高圧風洞試験　昭和１９年６月２３日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-682 ００１５　突抜翼高速風洞試験（続）　昭和１８年１１月１１日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-683
油冷却器内に於ける油圧損失と油温、放熱量との関係について
昭和１８年１１月３０日

海軍技術中尉　増田秀行

⑥技術-研究資料-684 空気取入口試験　昭和１８年１１月１７日 海軍技手　水谷孝雄

⑥技術-研究資料-685 縦動安定に及ぼすプロペラの影響　昭和１８年１１月１３日 海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-686
油温、気温、機速、高度の関係に関する研究　昭和１８年１１月３０
日

海軍技術中尉　増田秀行

⑥技術-研究資料-687 Ｉ １２％翼型高速風洞試験　昭和１８年１１月２４日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-688 渦動に関する研究抄録　昭和１８年９月３０日 海軍技術中尉　穂坂衛

⑥技術-研究資料-689
ＮＡＣＡ－２４１２　高速風洞三分力風圧分布試験　昭和１９年９月
１６日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-690 ＮＡＣＡ－００１５　高速風洞三分力試験　昭和１９年９月７日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-690_2 ＮＡＣＡ００１５高速風洞三分力試験 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-691
ＮＡＣＡ－００１５　翼型風圧分布高速風洞試験　昭和１９年８月２
日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-692 改良層流翼型（対称翼）高圧風洞試験　昭和１９年９月２１日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-693
翼断型に対する高速風洞試験に於ける風洞壁の影響に関する実
験（第１報）　昭和１９年９月１６日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-694
回転計補正試験（旋回腕整備試験第２回報告）　昭和１９年９月２
０日

海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-695 Ｕ．Ｐ．翼型誘速風洞試験　昭和１９年９月７日 海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-696
無風時遠心力の場に於ける水平浮力の補正法に就て（旋回腕整
備試験第３回報告）　昭和１９年９月２２日

海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-697 排気誘導強制冷却に関する研究　昭和１９年１１月６日 海軍技術少佐　原朝茂

⑥技術-研究資料-698 プロペラ断型高速試験（第１報）　昭和１９年１０月１７日 海軍技術中佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-699 高速気流に於ける温度測定に就いて　昭和２０年３月２３日 航空研究所員　小林辰男

⑥技術-研究資料-700
亜音速流に於けるプラントルピトー管の圧力指示に対する圧縮性
の影響に就いて（翻訳）　昭和１９年８月２０日

海軍技術学生　野村安正

⑥技術-研究資料-701 翼型フーリェー解析法（第２回）　昭和１９年９月２６日 海軍技術少佐　前川力　他

⑥技術-研究資料-702
Ｈ機風洞試験成績摘要（第２回）（安定　性能）　昭和１９年１０月１
３日

海軍技術少佐　左治木清一

⑥技術-研究資料-703
重心位置の錐揉性質に及ぼす影響試験（第１回報告）　昭和２０年
６月６日

海軍技術少佐　町田齊　他

⑥技術-研究資料-704
ＮＡＣＡ－２４１２　翼型高速風洞試験　附　２４１２矩形翼試験　昭
和１９年７月２９日

海軍技術少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-705 冷却空気力学　昭和２０年１月２９日 海軍技術学生　青木成文

⑥技術-研究資料-706 ＮＡＣＡ８３１８　翼型高速風洞試験　昭和２０年２月８日 海軍技術中佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-707 プロペラ性能の近似的表示式　昭和２０年２月２０日 海軍技術少佐　町田斉

⑥技術-研究資料-708 Ｎ．Ａ．Ｃ．Ａ翼型高圧風洞抗力試験　昭和２０年１月８日 海軍技術少佐　前川力　他
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⑥技術-研究資料-709 ７．空気力に依る振動　風洞水槽関係第８回研究会資料 海軍技師　河本俊平

⑥技術-研究資料-710
７．空気力に依る振動　風洞水槽関係第８回研究会資料　（９）其
の他必要と認むる事項

海軍技術中尉　杉浦次郎

⑥技術-研究資料-711
ケルメツト軸承製造に於ける冷却法の研究（第１報）　昭和１６年４
月１６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-712
関東製鋼株式会社試製鋼材１３クロム不銹鋼イ４０１試験　昭和１
６年１月２４日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-713 旭電化工業製マグネシウム地金試験　昭和１６年２月３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-714 飛行機及プロペラ構成木材の含水率に就て　昭和１６年１２月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-715 キシリトール試験　昭和１７年４月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-716 高圧縮軸流送風機の研究　昭和１７年５月２９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-717 日本楽器製合成樹脂による合板試験　昭和１７年１月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-717_2 日本楽器製合成樹脂による合板試験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-718
国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１１　夕イワンヒノキ材に
関する研究　昭和１７年１月２１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-719
ブタヂエン系合成ゴム製造法の研究　其の４　アセチレンと水素よ
りエチレンの製造　（２）　昭和１７年１月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-720 調圧弁用膜に関する研究　昭和１７年６月２９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-721 メタノールの腐蝕試験（第１報） 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-722
ガソリン・アニリン・ブタノール混合液の腐蝕試験　昭和１７年１月２
６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-723
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の７　ペルブナンの物理的性
質に対する配合剤添加量の影響　（１）　昭和１７年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-724 シリカゲル吸湿剤に関する研究　昭和１７年１１月２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-725
アルミニウム地金中の微量成分に関する研究　第１報　塩化銅ア
ンモン溶液によるアルミナ定量法の研究　昭和１７年１１月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-726
東亜共栄圏内産木材に関する研究　第１報　満洲産テウセンマツ
（紅松）材試験　昭和１７年１０月７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-727 落下傘用絹織物バンド試験　昭和１７年１１月１６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-728 大同製鋼製１３クローム不銹鋼板試験　昭和１７年１１月１４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-729 獨逸製合成ゴム（ブナＮ及Ｓ）実験　昭和１７年２月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-730 各種剥合材に関する研究　第１報　昭和１７年１月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-731
粉末状空技廠第一号及第二号木材接着剤の研究（第１報）　昭和
１７年２月１０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-732
マグネシウム合金鋳塊製造法に関する研究　第２報　昭和１７年２
月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-733 有機ガラス成型法の研究（第１報）　昭和１７年２月２８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-734
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の８　ペルブナンの物理的性
質に対する配合剤添加量の影響（２）　昭和１７年３月１１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-735 日本人造皮革工業製ワンスパッキング試験　昭和１７年３月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-736
日立精機製ＦＢ－２５型精密中グリ盤審査（昭和１５年度試製航空
用工作機械ヒールドNo.４７Ａ型）　昭和１８年８月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-737 酸化アルミ二ウム砥料試験　昭和１８年９月１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-738
軽合金の分光定量分析法の研究　第１報　標準試料　昭和１８年
１０月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-739
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３２）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-740
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３３）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-741
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３４）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-742
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３５）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-743
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３６）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-744
有機硝子真空加工用製造曲線　（其の３８）　（有機硝子真空加工
法に関する研究　第２報）　昭和１８年１月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-745
飛行機用合板に関する研究　第１報　合板表板主繊維方向に対
する負荷方向が、其の引張強度に及ぼす影響　昭和１８年１月１０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-746 アルミニウム電線接続法の研究　昭和１９年１月４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-747
ゴム誘導体に関する研究　其の３　水酸化ゴムに関する研究　昭
和１９年４月１７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-748 木材用ゴム接着剤の研究　其の１　昭和１９年５月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-749 気泡ゴムの研究　其の６　難燃性気泡ゴム　昭和１９年６月３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-750 軽合金の型打鍛造性に関する研究（第２報）　昭和１９年１月１２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-751
空技廠第一号木材接着剤製造条件に関する研究　昭和１９年６月
３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-752
純鉄の製造法に関する研究（第１報）　電解による純鉄の製造　昭
和１９年７月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-753
純鉄の製造法に関する研究（第２報）　硝酸鉄法による純鉄の製
造　昭和１９年７月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-754 モミ材及シラ力バ材試験（第１回報告）　昭和１９年７月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-755
ヴィニールカルバゾール樹脂に関する研究　電気絶縁材料に関す
る研究　第３報　昭和１９年８月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-756 被包式プロペラ用塗料試験　昭和１９年８月１６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-757 夜光塗料曝露試験　昭和１９年８月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-758 ビスコース木材接着剤試験　昭和１９年８月２８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-759
モミ材及シラカバ材試験　（第２回報告）（完了）　昭和１９年８月２５
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-760
国産航空機用木材の基礎的研究　其の１９　四国産及九州産ヒノ
キ材の研究　昭和１９年８月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-761
試製亜麻羽布試験　（航空機用繊維材料に関する研究　第１７回
報告）　昭和１９年９月４日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-762
硫化亜鉛系燐光粉末製造に関する研究　其の４　焼成方法の製
品に及ぼす影響　昭和１９年１０月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-763
硝子の表面処理法に関する研究　第２報　珪酸膜塗布による反射
除去法　昭和１９年１０月７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-764 各種接着剤の比較試験　昭和１９年１０月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-765 ＢＮゴム用耐油性接着剤の研究（其の１）　昭和１９年１０月１４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-766
ＩＢゴム（イソブチレン－ブタヂエン系合成ゴム）の研究　其の１　昭
和１９年１０月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-767 木材用ゴム接着剤の研究　其の２　昭和１９年１０月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-768 四塩化炭素試験　其の２（完了）　昭和１９年１月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-769 信州産ダケカンバ合板硬化積層材の研究　昭和１９年１２月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-770 航空機用木材接着剤試験　昭和１９年１２月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-771
ゴム誘導体に関する研究　其の２　塩酸ゴムの製造法に関する研
究　昭和１９年３月６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-772
燐の分光分析に関する研究　第１報（銅中の燐）　昭和１９年１月１
７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-773 治具用硬質ゴム板試験　昭和２０年１月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-774
クランク軸用１２０kg　Ni-Cr‐W　鋼の疲労性質に関する研究　第１
報　昭和１６年８月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-775
積層木材の製造法及性能に関する研究　第４報　主繊維走向を交
叉作製せる硬化薄層材の性質に関する研究　昭和１６年９月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-776 クロム酸電気防蝕法に関する研究　第２報　昭和１６年９月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-777
クロム酸電気防蝕法に関する研究　第３報　老化液回復法に関す
る実験　昭和１６年９月１０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-778
ニツケルを含まざる強靭銅合金の研究　第１報　昭和１６年９月２０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-779
ヂエン系合成ゴム加工法の研究  其の９　ペルブナンの物理的性
質に対する配合剤添加量の影響（３）　昭和１７年４月１５日

海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-780
電気絶縁材料に関する研究　第１報　ヴイニール　ヂフエニルの合
成　昭和１７年４月２６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-781 X線透過法の研究　昭和１７年３月２７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-782 接着剤に関する研究　（第１報）　昭和１７年４月２７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-783
軽合金合板の被覆層に於ける拡散に関する研究　（其の１）　昭和
１７年５月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-784 東昭化学製有機ガラス研磨剤試験　昭和１７年５月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-785
ブタヂエン系合成ゴム製造法の研究　其の５  アセチレント水素よ
りブタヂエンの合成（２）　昭和１７年５月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-786
硫化亜鉛系燐光粉末製造に関する研究　其の２　基体用硫化亜
鉛の沈澱条件の製品に及ぼす影響　昭和１９年５月１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-787
ニッケル地金中のコバルトの比色定量法の研究　昭和１９年５月１
０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-788
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の１７　一号作動油のBNゴム
に対する影響　昭和１９年５月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-789
高性能フェノールレジン積層板に関する研究（第１報）　フェノール
レジン強化積層紙試験　昭和１９年５月１７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-790 第二種合成ゴム板試験　昭和１９年５月１８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-791 モリブデン節約代用鋼試験　昭和１９年６月２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-792 英国の電探に就て　昭和１９年１１月１４日 海軍技術研究所電波研究部

⑥技術-研究資料-793 本邦海軍電波探信儀一覧表　昭和１９年１月４日 海軍技術研究所電波研究部

⑥技術-研究資料-794
英機上用電探「ロッテルダム」Ｘ装置と独乙側の対策　昭和１９年１
月２５日

海軍技術研究所電波研究部

⑥技術-研究資料-795
最近に於ける独逸電探の大要　指示装置、測角装置、ビスマー空
中線装置に就いて　昭和１９年３月６日

海軍技術研究所電波研究部

⑥技術-研究資料-796 英機上用電探メドウ（Meddo）の概要　昭和１９年５月 海軍技術研究所電波研究部

⑥技術-研究資料-797 独海軍電波見張法に就て（Ｉ）　昭和１９年３月３日
海軍技術研究所電波研究部（複
写）

⑥技術-研究資料-798
英機の対独空襲に於ける機上電探「ロッテルダム｣装置に就いて
昭和１９年４月８日

海軍技術研究所電波研究部（複
写）

⑥技術-研究資料-799
メトックス受信機（探知機）Ｒ６００の説明及使用規定　昭和１９年３
月２２日

海軍技術研究所電波研究部（翻
訳）

⑥技術-研究資料-800 独逸巡洋艦装備電波探信儀　昭和１９年２月１日
海軍技術研究所電波研究部翻
訳

⑥技術-研究資料-801
海軍技術研究所　技研雑報　No.１７６・１７２・１７１・１６９・１６５・１
６４・１６０・１５７・１５１・１４７・２１４

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-802 水槽試験用ピトー管に関する研究　昭和１７年４月２１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-803
Ｉ型断面梁及二型断面梁の捩り剛性（近似法）　昭和１９年８月１５
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-804 水上艦船の理論的造波抵抗曲線集録　昭和２０年１月２２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-805 各種非金属材料の研究試験　昭和１６年９月２６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-806 材料の疲労に関する研究　（第３回報告）　昭和１８年３月２７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-807
海軍技術研究所　研究実験成績報告　第1310、1317、1333、
1376、1377、1381、1386、1391、1393、1409、1416、1417、1424、
1428号

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-808 三菱鉱業研究所製トリデイアの使用実験　昭和９年１０月１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-809 船体腐蝕研究部会報告（第１７回報告）　昭和９年１２月２７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-810
船体腐蝕研究部会報告（第１８回報告）（完了）概説及結論　昭和
１０年４月２０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-811
ステンレス　クラツド鋼板等試験（第２回報告）　昭和１０年１０月１
０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-812 ダルゾー鋼及マルチネル鋼試験　昭和１１年５月５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-813 クリヤビュースクリーンに関する実験　昭和１１年５月２８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-814 錫鍍金剤フレクソ使用実験　昭和１１年５月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-815 強力非鉄合金の研究　（第４回報告）　昭和１１年７月１５日 海軍技術研究所



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-816
ゴム類の体積弾性係数の測定　（第２回報告）　昭和１１年３月３０
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-817 鋳鉄の基礎的研究　（第１回報告）　昭和１４年１０月２８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-818
特殊鋼の諸欠陥に関する基礎的研究　（第１回報告）　昭和１４年
１２月１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-819 鋳鉄の基礎的研究　（第５回報告）－Ａ，Ｂ　昭和１４年１２月１６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-820 船底附着生物に関する基礎的研究　昭和１５年８月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-821 濾水器に関する研究　（第１回報告）　昭和１５年１０月３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-822
航空発動機材料ニツケル・クロ―ム鋼の代用品としてのマンガン・
クロ―ム鋼の諸性質研究報告　昭和５年４月２４日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-823 仮称一号電波探信儀一型装備要領書案　昭和１６年７月 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-824 仮称三式一号電波探信儀一型装備要領書（案）　昭和１８年１１月 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-825 仮称一号電波探信儀二型装備要領書案　昭和１７年６月 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-826 銅－ベリリウム合金板材試験成績及所見　昭和１０年８月５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-827 トム合金調査報告　昭和１１年１０月６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-828 ブローチ　（第２回報告）（製作法）　昭和１２年２月１４日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-829 ディーゼル機関の着火機構　昭和１２年１２月１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-830
カツタに関する研究（其の２）　ホブに関する研究　昭和１５年３月２
８日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-831 管路彎曲部の勢力損失軽減に就て　昭和１５年５月１５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-832 高速度鋼接合剤実用試験　昭和１６年４月１４日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-833
全面的空洞を生ぜる推進器の理論的性能曲線　昭和１８年３月８
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-834
白点と横目（鋼材中の欠点）に関する文献（其の４）　昭和５年４月
２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-835 陸戦に於ける煙幕使用法（英国）　昭和５年４月１４日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-836
新分弧計算法（Wehrtechnische Monatshefte, Nov.1936）　昭和１２
年４月１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-837
侵徹弾道研究資料（其の２）　次元解析と其の応用　昭和１６年１
月１６日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-838 侵徹弾道研究資料（其の３）　弾丸の侵徹作用 海軍造兵中尉　西脇慈圓　他

⑥技術-研究資料-839
翼素のウオッシュバック効果に関する理論的研究　昭和１７年２月
１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-840 防錆塗料曝露試験（第４回報告）　昭和１６年４月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-841 防錆塗料曝露試験（第５回報告）　昭和１６年４月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-842
旋回性能及舵性能の系統的模型実験　（第１０回報告）　昭和１８
年１０月２９日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-843
タングステンカーバイド系工具用旋盤（第２回報告）其の６　昭和８
年８月２２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-844 B．B．N．材錨鎖材料試験（第１回報告）　昭和６年５月１３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-845 非磁鋼性能の研究　昭和８年６月１３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-846
凝固点零下１０度以下にして鋼を腐蝕すること最小なる液体の研
究（第１回報告）　昭和８年６月３０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-847 B．B．N．材錨鎖材料試験（第４回報告）　昭和６年１２月１９日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-848 B．B．N．材錨鎖材料試験（第５回報告）　昭和７年１月１８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-849 B．B．N．材錨鎖材料試験（第６回報告）　昭和７年２月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-850 B．B．N．材錨鎖材料試験（第７回報告）　昭和７年３月１４日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-851 B．B．N．材錨鎖材料試験（第８回報告）　昭和７年５月１３日 海軍技術研究所
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⑥技術-研究資料-852 クローム鍍金せるリーマーの使用実験　昭和９年１月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-853
ニッケル･クローム鋼に代用する鋼材の研究（第３回報告）（第４回
報告）　昭和９年５月２５日　昭和１０年１月１５日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-854 強力非鉄合金の研究（第２回報告）　昭和９年５月３１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-855 スチールグラスと強化硝子との比較試験研究　昭和９年５月３１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-856 強力非鉄合金の研究（第３回報告）　昭和９年７月３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-857 B．B．N．材錨鎖材料試験（第９回報告）　昭和７年５月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-858 B．B．N．錨鎖材料試験（第１３回報告）　昭和８年２月９日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-859 B．B．N．錨鎖材料試験（第１４回報告）　昭和８年７月１９日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-860 B．B．N．錨鎖材料試験（第１５回報告）　昭和８年９月１２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-861 昭和８年度船底塗料試験　昭和９年１２月１５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-862 間欠再生検波の雑音に就て　昭和１０年４月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-863 各種小型高抵抗試験報告　昭和１０年１０月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-864 昭和９年度船底塗料試験　昭和１１年１月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-865 B．B．N．錨鎖材料試験（第１６回報告）　昭和８年１０月３１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-866
昭和９年度船底塗料試験追補　１．塗膜の乾燥時間と防錆耐久性
２． 防汚有毒成分の海水溶出状況　昭和１１年１２月２５日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-867 特殊鋼の基礎的研究（第１回報告）　昭和１２年２月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-868 昭和１１年度船底塗料試験　昭和１３年１２月２５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-869 防錆塗料曝露試験（第１回報告）　昭和１４年９月２５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-870 防錆塗料暴露試験（第３回報告） 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-871 常温加工に基因する鋼の脆性検出法の比較　昭和５年１２月５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-872 B．B．N．錨鎖材料試験（第１７回報告）　昭和８年１２月１２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-873
ゴムの研究（ゴム製品の耐海水性及耐油性に関する試験）　昭和
６年６月３０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-874 マグネシウム軽合金の研究　昭和６年８月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-875 B．B．N．錨鎖材料試験（第１８回報告）　昭和９年２月２８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-876 B．B．N．錨鎖材料試験（第１９回報告）　昭和９年８月６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-877 B．B．N．錨鎖材料試験（第２０回報告）　昭和９年１０月１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-878 B．B．N．錨鎖材料試験（第２１回報告）　昭和９年１１月１７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-879 B．B．N．錨鎖材料試験（第２２回報告）　昭和９年１２月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-880 B．B．N．錨鎖材料試験（第２３回報告）　昭和１１年７月２３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-881 スパーギヤー精度優劣比較試験　昭和７年５月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-882 昭和１６年度船底塗料の研究試験　昭和１７年８月２２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-883 動力の傳導に関する研究　（第２回報告）　昭和１７年１０月２７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-884
多翼型及軸流型電動通風機比較試験　（第２回報告）　昭和１７年
２月１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-885 昭和１５年度船底塗料の研究試験　昭和１７年２月２３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-886 船底附着生物に関する基礎的研究（其の４）　昭和１８年２月１９日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-887
船底附着生物に関する基礎的研究（九州帝大担当船底附着物の
地理的分布状態調査）　昭和１８年６月２３日

海軍技術研究所
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⑥技術-研究資料-888
受信機用真空管整流電圧安定装置の一方法に就て　昭和１３年８
月２２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-889
工員職種別適性検査法の研究（第４回報告）（完了）　昭和１２年９
月７日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-890 特殊鋼の基礎的研究（第２回報告）　昭和１２年１０月６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-891
昭和１２年度見習工員採用適性検査成績に就て　昭和１２年１１月
１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-892
米国製短波受信機（NationalACSW-58）試験成績報告　昭和１０年
１２月６日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-893
米国製短波受信機（NationalACSW-3）試験成績報告　昭和１０年
１２月１０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-894
米国製短波受信機（National FB-7）試験成績報告　昭和１０年１２
月２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-895 ゴム類の体積弾性係数の測定（第１回報告）　昭和１０年８月１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-896 イオン化大気層に関する研究（第２回報告）　昭和８年１月８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-897
北海道に於ける電離圏の夏期状態、北海道に於ける電波伝播現
象の研究（第２回報告）　昭和１１年１２月２４日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-898
ゴム類の体積弾性係数の測定　（第３回報告）　昭和１１年１０月８
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-899 特殊鋳鉄の研究（第１回報告）　昭和９年７月２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-900
タングステン・カーバイド系工具に關する研究（第２回報告）　昭和
９年３月３１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-901 精密測定室設備に関する報告　昭和９年３月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-902
シルジン青銅の機械的諸性質に及ぼす製造方法の影響　昭和９
年５月３１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-903
タングステン・カーバイド系工具に関する研究（第３回報告）（完了）
昭和９年６月１５日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-904
フリッツ・ワーナー社製バーチカル・ミリングマシン　昭和９年６月１
１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-905 イオン化大気層に関する研究（第３同報告）　昭和９年４月２５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-906
缶用鋼に対するアルカリ脆弱に関する研究（第１回報告）　昭和１
０年１月１７日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-907 イオン化大気層に関する研究（第５回報告）　昭和１０年５月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-908 イリヂウム研究（第１回報告）　昭和１０年１月１５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-909
へリコイダル式軸流喞筒試験（第３回報告）（完了）　昭和１０年３
月１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-910 圧延用シルジン青銅の研究　昭和１０年５月１１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-911
高速旋盤に依る鋼材切削屑処理安易化に関する研究　昭和１０年
１月３１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-912 イリヂウム研究（第２回報告）　昭和１０年２月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-913
独逸製長短兼用受信機（Telefunken E 381 H）試験成績報告　昭
和１０年１２月１８日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-914
電離圏に対する雷雨の影響　イオン化大気層に関する研究（第９
回報告）　昭和１１年２月１８日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-915
イオン化大気層に関する研究（第１０回報告）　昭和１１年４月２０
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-916
船体自己振動に及ぼす船体周囲の水の影響（第５回報告）　昭和
７年９月２７日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-917 ケネリー・ヘヴィサイド層高測定　昭和６年８月１２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-918 防錆塗料曝露試験（第３回報告）　昭和１５年５月３１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-919
高圧高温蒸気機関用材料の研究（第３回報告）　昭和１５年７月５
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-920
特殊鋼の諸欠陥に関する基礎的研究（第２回報告）　昭和１５年６
月７日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-921 濾水装置の試製　昭和１５年１０月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-922 濾水器に関する研究（第１回報告）　昭和１５年１０月３日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-923
南洋地方に於ける近距離及中距離短波傳播図表　昭和１５年９月
２１日

海軍技術研究所



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-924
高圧高温蒸気機関用材料の研究（第２回報告）　昭和１４年１２月
６日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-925 強力構造用鋼の研究　昭和１４年１０月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-926 鋳鉄の基礎的研究　（第２回報告）　昭和１４年１１月２０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-927 高速度衝撃試験の研究　（第１回報告）　昭和１４年３月１０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-928
イオン化大気層に関する研究　（第１４回報告）　昭和１３年５月１２
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-929 防錆塗料曝露試験　（第２回報告）　昭和１５年４月３０日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-930 動力の傳導に関する研究　（第１回報告）　昭和１５年６月１７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-931
船底附着生物に関する基礎的研究（船底塗料の牡蠣幼虫に対す
る実験）　（其の２）　昭和１５年４月１０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-932
船底附着生物に関する基礎的研究（船底塗料の牡蠣幼虫に対す
る実験）　（其の３）　昭和１６年４月１０日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-933 バネ材料の研究（第１回報告）　昭和１５年２月２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-934 水中音響強度絶対測定　昭和１５年５月１６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-935 艦上用検速機の研究（第２回報告）　昭和８年６月１２日 池辺常刀

⑥技術-研究資料-936 砲身の強度に関する研究（第２回報告）　昭和６年７月１５日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-937 砲身の強度に関する研究（第３回報告）　昭和６年１０月２４日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-938 空洞現象関係文献抄 海軍技術研究所造船研究部

⑥技術-研究資料-939
二式二号電波探信儀一型用空中線を電波探知に利用せる場合の
性能実験　昭和１９年５月２３日

海軍技術研究所電氣研究部

⑥技術-研究資料-940
九六式一号航路無線標識送信機二型一号装備要領書（案）　昭
和１７年７月

海軍技術研究所電氣研究部

⑥技術-研究資料-941 陸上中波方位測定機装備法並に取扱上の注意事項 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-942 仮称電波探知機改造型取扱説明書（案）　昭和１９年７月 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-943 航空機用配電金物試製実験　昭和１６年４月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-944 安全熔解器及熔解線（片）試製実験　昭和１６年５月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-945 アラスカに於ける商用飛行の状況　昭和１８年８月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-946 機体疲労強度の研究第１報　昭和１８年８月２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-947 落下試験法に関する研究　其の１　昭和１８年６月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-948 機体疲労強度の研究　第４報　昭和１８年８月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-949 索牽引式主翼強度試験装置の実験　昭和１８年８月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-950 木材角柱圧縮実験　昭和１８年９月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-951
張力場桁の疲労強度に関する研究　其の１　昭和１８年１２月２０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-952 シルミン鋳物の摩擦性質に関する研究　昭和１６年３月１２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-953
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の１０　ペルブナンに対する
各種可塑剤の影響（２）　昭和１７年５月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-954
株式會社岡本工作機械製作所製ＨＹＧ－１型歯車研磨盤審査
（昭和１５年度試製航空用工作機械）　昭和１７年６月２３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-955
金属表面に対する減摩油の附着状況に関する研究　（第６報）　昭
和１７年７月６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-956
動荷重に於ける軸受の疲労破壊に関する実験　昭和１７年８月５
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-957
株式會社唐津鐵工所製直歯傘歯車歯切盤審査（昭和１５年度試
製航空用工作機械グリーソン１２吋型）　昭和１８年７月２１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-957_2
株式會社唐津鐵工所製直歯傘歯車歯切盤審査(昭和１５年度試製
航空用工作機械グリーソン12吋型)

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-958
飛行機の動的縦安定の略算式に関する研究　昭和１８年７月２６
日

海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-959
愛知化学工業株式会社製空技廠木金１号接着剤試験　昭和１８
年２月１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-960
池貝鐵工所製Ｄ１型ラヂアルボール盤審査（昭和１５年度試製航
空用工作機械）　昭和１８年８月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-961
ゴム誘導体に関する研究　其の１　大日本セルロイド株式会社製
塩酸ゴム試験　昭和１８年９月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-962
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の１５　ＢＮゴムの熱可塑性に
対する硫黄及ＣＯゴム添加量の影響　昭和１８年９月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-963 柞蚕羽布の研究　昭和１８年９月２９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-964
軽合金の分光定量分析法の研究　第２報　アルミニウム地金　昭
和１８年１０月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-965
唐津鉄工所製ＳＨ－１６型スプラインホブ盤審査（昭和１５年度試
製航空用工作機械）　昭和１９年１月１７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-966 ５０糎整流風洞成績報告　昭和１９年３月１８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-967
潤滑油石鹸型添加剤の変性に及ぼす油温並に金属材料の影響
調査　昭和１９年６月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-968 国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１２　昭和１７年４月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-969
ポリブテンに関する研究　（潤滑油粘度指数向上剤グリース添加
剤及ゴム配合剤の研究）　昭和１７年５月１２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-970
高純度アルミニウム合せ超ヂユラルミン板の耐蝕性に関する研究
昭和１７年５月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-971
注入用石炭酸系合成樹脂接着剤に関する研究　昭和１９年５月２
０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-972
耐油性材料に関する研究（第３報）　Ｐ．Ｖ．Ａ．皮膜用軟化剤試験
昭和１９年５月２２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-973 発光塗料用ラヂウム回収に関する研究　昭和１９年５月２２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-974 国産合成ゴム試験其の１１  ＣＯゴム　昭和１９年５月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-975
耐油性材料に関する研究（第２報）　Ｐ．Ｖ．Ａ．皮膜のアセタール
化に関する研究　昭和１９年４月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-976
ヂエン系合成ゴム加工法の研究　其の１８　ＢＮゴム及ＣＯゴムの
耐ベンゾール性　昭和１９年６月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-977 三号爆弾研究実験　昭和１４年６月２７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-978
マグネシウム合金鋳塊製造法に関する研究（第１報）　昭和１６年
１２月１７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-979 油密ペイント試験　昭和１７年４月２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-980 機上配電盤用電気計器比較試験　昭和１７年３月２３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-981 操舵角計の試作研究　（其の１）　昭和１７年９月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-982
国栄式木ネヂ及皿頭ネヂ、スパナ並に索張力計測器の試験　昭
和１７年１０月３１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-983 木材填充管の圧縮強度試験　昭和１７年１１月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-984
弾性限界の内外に於ける張殻構造応力解析の新理論　昭和１７
年１２月２９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-985
ラウタル鋳物のＸ線透過法の研究　第２報（抗張試験）　昭和１８年
８月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-986 硝化繊維素擬革試験　昭和１８年９月４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-987
ブタヂエン系合成ゴム製造法の研究　其の７　アセチレンと水素よ
りブタヂエンの合成（４）　昭和１８年９月４日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-988 燐光塗料試験　昭和１８年９月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-989 人造レヂンスパーワニス試験　昭和１８年９月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-990
耐油性材料に関する研究（第１報）　鐘紡製Ｐ．Ｖ．Ａ．皮膜試験
昭和１８年９月１６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-991
軽合金鋳物の表面仕上程度が疲労強度に及ぼす影響　昭和１８
年９月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-992
積層木材の製造法及性能に関する研究第５報　硬化薄層材の耐
溶剤、耐油、耐酸及耐アルカリ性に関する研究　昭和１６年１１月２
５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-993 航空機車輪用空気弁試験　昭和１７年１０月３１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-994 研究実験成績報告目録　第２６号　昭和１７年４月１日 海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-995
リップ附フラツプに関する研究（揚力増大法の研究）　昭和１７年１
１月４日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-996 流水水槽の研究（第３回報告）　昭和１７年１２月１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-997
軸流送風機の性能計算法に関する研究（送風機に関する研究
第２回報告）　昭和１７年１２月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-998
六種の翼型の衝撃波シュリーレン試験（空気圧縮性に関する研
究）　昭和１８年３月３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-999
軸流送風機の設計法に関する研究（送風機に関する研究　第３回
報告）

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1000
軸受内面及クランク栓用プロフィルメーターの試製に就いて　昭和
１９年４月２５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1001
アミン類添加に依る潤滑油変性防止効果の調査　昭和１９年６月１
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1002
電子廻折法による摺動面上潤滑油の配列性並に油性向上剤添加
の影響調査（其の１）　昭和１９年６月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1003 軸受限界荷重に及ぼす給油法の影響　昭和１９年８月５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1004
徳山鉄板株式会社試作鉄鉛焼結軸受性能調査　昭和１９年９月１
２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1005
財団法人　理化学研究所製理研型指針測微器審査（昭和１７年度
特註試製航空用精密測定機器）　昭和１９年１０月２日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1006
高圧風洞天秤の無風時の読みに就て（風洞の設計並に其の性能
に関する研究）　昭和１４年６月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1007 確率事象の出現確率の推定法　昭和１９年１１月１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1008 海軍航空技術廠保管　雑誌目録　昭和１５年１月現在 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1009
風洞水槽関係第９回研究会資料　１、高速気流に関する研究　其
の１

海軍造兵少佐　多田政忠

⑥技術-研究資料-1010
風洞水槽関係第９回研究会資料　１、高速気流に関する研究　其
の２

海軍造兵少佐　多田政忠

⑥技術-研究資料-1011
風洞水槽関係第９回研究会資料　２．操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（１）飛行試験に依る操縦性、安定性の数量的表示法
と模型試験との比較

海軍技師　北野多喜雄

⑥技術-研究資料-1012
風洞水槽関係第９回研究会資料　４．プロペラの研究　（２）圧縮性
のプロペラ性能に及ぼす影響

嘱託　吉川　長

⑥技術-研究資料-1013
風洞水槽関係第９回研究会資料　１０．風水関係実験法の研究
着水水槽試験に用ゆる模型射出装置に就て

海軍造兵大尉　永武義夫

⑥技術-研究資料-1014 風洞水槽関係第９回研究会資料　１１．其他必要と認むる事項 海軍技手　四本堯次

⑥技術-研究資料-1015 風洞水槽関係第９回研究会資料　１０．風水関係実験法の研究 嘱託　遠藤琢臧

⑥技術-研究資料-1016 第６回風洞水槽研究会　反転二重「プロペラ」に関する研究 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1017
第６回風洞水槽研究会　ＮＡＣＡ００１５翼型高速試験　昭和１４年
１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1018
第６回風洞水槽研究会　１　飛行艇の加速度を変えた離水試験成
績　昭和１４年１０月１１日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1019
第６回風洞水槽研究会　反転二重「プロペラ」に関する研究　昭和
１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1020
第６回風洞水槽研究会　安定性能に及ぼす翼面荷重及慣性能率
の影響に就きて　昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1021
第６回風洞水槽研究会　Ｔ飛行艇の水上旋回試験成績　昭和１４
年１０月１１日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1022
第６回風洞水槽研究会　速度範囲の大きい熱線風速計　昭和１４
年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1023
第６回風洞水槽研究会　空気圧縮性の「プロペラ」性能に及ぼす
影響　昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1024
第６回風洞水槽研究会　空気圧縮性の「プロペラ」性能に及ぼす
影響　付録　昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1025
第６回風洞水槽研究会　翼幅が「プロペラ」の性能に及ぼす影響
昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1026
第６回風洞水槽研究会　「ステップ」移動に伴ふ縦揺「モーメント」
及水抵抗　昭和１４年１０月１１日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1027
第６回風洞水槽研究会　高「ピッチ」に於ける「プロペラ」の性能並
に「ピッチ」分布及翅数の影響　昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1028
風洞水槽関係第８回研究会資料　角型誘導式模型高速風洞に於
ける気流試験　気流写真

海軍造兵大尉　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1029
風洞水槽関係第９回研究会資料　４．プロペラの研究　（１）プロペ
ラ機体各部の干渉

嘱託　吉川長

⑥技術-研究資料-1030
風洞水槽関係第９回研究会資料　平行なる壁の間に置かれたる
対称形物体の浅底水槽試験

海軍造兵中尉　杉浦次郎



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1031
風洞水槽関係第９回研究会資料　１．高速気流に関する研究　其
の３

海軍造兵少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1032
風洞水槽関係第９回研究会資料　２．操縦性、安定性、運動性に
関する研究

嘱託　近藤政市

⑥技術-研究資料-1033 風洞水槽関係第９回研究会資料　９．特殊推進法の研究 海軍造兵中尉　井上赳夫

⑥技術-研究資料-1034 風洞水槽関係第９回研究会資料　１１．其の他必要と認むる事項 嘱託　吉川　長

⑥技術-研究資料-1035 風洞水槽関係第８回研究会資料　５．冷却に関する研究 海軍技師　原　朝茂

⑥技術-研究資料-1036
風洞水槽関係第８回研究会資料　昇降舵の効きに関する計算結
果及び実験結果との対照

海軍嘱託　近藤政市

⑥技術-研究資料-1037
風洞水槽関係第８回研究会資料　角型誘導式模型高速風洞に於
ける翼型気流試験

海軍造兵大尉　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1038
風洞水槽関係第８回研究会資料　翼型モ－メントに対する空気圧
縮性の影響

海軍造兵大尉　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1039
風洞水槽関係第８回研究会資料　空気圧縮性の影響を考慮せる
プロペラ選択法

海軍技師　狼　信平

⑥技術-研究資料-1040
風洞水槽関係第８回研究会資料　１．操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（５）動的安定係数の測定　ＮｒＬｒ

海軍技師　北野多喜雄

⑥技術-研究資料-1041
風洞水槽関係第８回研究会資料　７．空気力に依る振動　（１）主
翼尾翼々振れの数量的研究　（イ）主翼捩れと補助翼回転との連
成フラッター試験

河本俊平

⑥技術-研究資料-1042 風洞水槽関係第９回研究会資料　１１．其他必要と認むる事項 海軍技手　四本堯次

⑥技術-研究資料-1043
第６回風洞水槽研究会資料　飛行艇の翼端浮舟の大きさに就て
昭和１４年１０月

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1044
風洞水槽関係第９回研究会資料　１．高速気流に関する研究
（１）衝撃波生因と機構

海軍造兵中尉　井上赳夫

⑥技術-研究資料-1045
風洞水槽関係第９回研究会資料　プロペラ用翼型の造波失速に
関する浅底水槽試験

海軍造兵中尉　杉浦次郎

⑥技術-研究資料-1046
風洞水槽関係第９回研究会資料　高翼面荷重機体の横安定　２．
操縦性、安定性、運動性に関する研究

海軍技師　新羅一郎

⑥技術-研究資料-1047
風洞水槽関係第７回研究会資料　ステップ後方に生ずる波形
（２）其の他必要と認むる事項

海軍造兵大尉　永武義夫

⑥技術-研究資料-1048
風洞水槽関係第７回研究会資料　方向舵昇降舵自由の場合の安
定性の低下　飛行機安定性の風洞試験と実施飛行　（一）（ロ）
（２）諸舵自由の場合の安定性　（一）（ロ）（５）安定性・操縦性に対

海軍技師　北野多喜雄

⑥技術-研究資料-1049
風洞水槽関係第７回研究会資料　圧力係数に及ぼす空気圧縮性
の影響に就て　（ロ）Ｎ．Ａ．Ｃ．Ａ．００１５翼型に対する風圧分布
高速風洞試験　（一）（イ）（１）Jacobsの判別値の價値検定　（一）

海軍造兵大尉　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1050
風洞水槽関係第７回研究会資料　圧力係数に及ぼす空気圧縮性
の影響に就て　（ハ）超高速機用最良胴体形に対する風圧分布高
速試験 （一）（イ）（１）Jacobsの判別値の價値検定 （一）（イ）（２）

海軍造兵大尉　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1051
風洞水槽関係第９回研究会資料　水上に於ける方向安定性の研
究

海軍造兵中尉　杉浦次郎

⑥技術-研究資料-1052
風洞水槽関係第９回研究会資料　６　翼の研究　翼断面風圧分布
計算法

藤野　勉

⑥技術-研究資料-1053 風洞水槽関係第９回研究会資料　１１．其の他必要と認むる事項 嘱託　吉川　長

⑥技術-研究資料-1054
風洞水槽関係第９回研究会資料　１．高速気流に関する研究
（１）衝撃波生因と機構（附録）

海軍造兵少佐　多田政忠　他

⑥技術-研究資料-1055
風洞水槽関係第９回研究会資料　１．高速気流に関する研究　対
称翼型の系統的研究

海軍造兵少佐　多田政忠

⑥技術-研究資料-1056
風洞水槽関係第９回研究会資料　平行なる壁の間に置かれたる
対称形物体の浅底水槽試験

海軍造兵中尉　杉浦次郎

⑥技術-研究資料-1057
風洞水槽関係第９回研究会資料　２．操縦性、安定性、運動性に
関する研究

海軍技師　北野多喜雄

⑥技術-研究資料-1058
風洞水槽関係第９回研究会資料　２　操縦性、安定性、運動性に
関する研究　主翼の自転試験　昭和１６年５月

大石　龍弥　　三菱重工業株式
会社

⑥技術-研究資料-1059 風洞水槽関係第８回研究会資料　６．　翼の研究 海軍技師　前川　力

⑥技術-研究資料-1060
風洞水槽関係第７回研究会資料　翼表面に穿てる細溝に対する
空気圧縮性の影響（一）（イ）（３）ナセル其他早期透波失速を起す
部分並に相互干渉の研究

海軍造兵大尉　多田政忠

⑥技術-研究資料-1061 風洞水槽関係第７回研究会資料　自転試験（第３報） 海軍造兵大尉　今中安直

⑥技術-研究資料-1062 風洞水槽関係第７回研究会資料　各種胴体方向安定 海軍造兵大尉　左治木清一

⑥技術-研究資料-1063
風洞水槽関係第７回研究会資料　操縦性（舵の効き及び舵の重
さ）に関する整理せる理論

嘱託　近藤政市

⑥技術-研究資料-1064
風洞水槽関係第８回研究会資料　１．操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（９）諸舵の効き及重さ

海軍技師　北野多喜雄

⑥技術-研究資料-1065
風洞水槽関係第８回研究会資料　５．冷却に関する研究　（５）コ
アーの研究

海軍技師　原　朝茂

⑥技術-研究資料-1066 風洞水槽関係第８回研究会資料　６．翼の研究　（１）　層流翼 嘱託　大野　陽朗



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1067
風洞水槽第８回研究会資料　３．高揚力装置の研究　（１）スロット
及フラップの研究　（ロ）スロッテッドフラップのスロットの形の研究

海軍造兵中尉　浅岡朝雄

⑥技術-研究資料-1068
撓燃料管の地絡線が電気性能に及ぼす影響調査　昭和１７年９月
２０日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-1069
三式空六号無線電信機四型改三　取扱説明書（案）　昭和１９年１
１月

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-1070 電動起動器に関する取扱上の注意事項　昭和１５年４月 海軍航空技術廠発動機部

⑥技術-研究資料-1071 風洞水槽関係第９回研究会資料　高翼面荷重機体の横安定 海軍技師　新羅一郎

⑥技術-研究資料-1072 覆止金具試験　昭和１７年１０月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1073 アルミニウム電線使用実験　昭和１９年４月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1074 直結発電機用バネ軸に関する研究　其の１　昭和１８年５月１５日 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-1075 航空機用電線の電流容量に関する実験　昭和１９年２月２０日 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-1076 ヂエン系ゴムの分子分配に関する研究　昭和１８年７月１７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1077 航空機用ＢＮ系合成ゴム実用化の研究　昭和１８年９月２６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1078
第５回風洞水槽研究会資料　三浮舟式水上機に関する一実験
改訂

海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-1079 風洞水槽研究会　自由動翼に関する研究　昭和１３年１２月 航空廠科学部

⑥技術-研究資料-1080 風洞水槽研究会　水上初練機の錐揉試験　昭和１３年１２月 航空廠科学部

⑥技術-研究資料-1081
風洞水槽研究会　特殊フラップを有する主翼性能　昭和１３年１２
月

航空廠科学部

⑥技術-研究資料-1082
風洞水槽研究会　「高圧風洞による最大揚力と球実験」　昭和１３
年１月

航空廠科学部

⑥技術-研究資料-1083
風洞資料　剥離をともなう層流境界層の一近似計算　昭和２０年４
月２８日

東京帝国大学第二工學部航空
機体學科学生　辻　廣

⑥技術-研究資料-1084
風洞水槽関係第９回研究会資料　９．特殊推進法の研究　排気
「エネルギ－」の利用法

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1085 気体力学補遺　昭和１７年１０月３１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1086
ポーラ口グラフに依る分析法の研究（文献調査）　昭和１７年１２月
１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-1087 Investigation of Valve and Expansion Joint　Oct.20th.1926 海軍艦政本部第五部

⑥技術-研究資料-1088 昭和１３年５月　改装主力艦「バルヂ」の強度に就て説明 海軍艦政本部第四部

⑥技術-研究資料-1089 昭和１３年２月１０日　Ａ１４０（第一号艦）甲鈑厚の決定に就て 海軍艦政本部第四部

⑥技術-研究資料-1090 海軍造船造機造兵主要材料用途別摘要表 海軍艦政本部

⑥技術-研究資料-1091 工作庁機械類別区分表 海軍艦政本部 海軍航空本部

⑥技術-研究資料-1092 海軍材料提要　巻３　３. 炭石、土砂　４. 木材、繊維 海軍艦政本部会計部

⑥技術-研究資料-1093 環流中にある円筒に起る圧力の分布及抵抗の測定　（其の２） 海軍艦政本部第三部

⑥技術-研究資料-1094
海軍造船造機造兵主要材料試験検査規則（<旧>海軍主要材料試
験検査規則）

海軍省

⑥技術-研究資料-1095 海軍造船造機造兵主要材料試験検査規則 海軍省

⑥技術-研究資料-1096 艦本機普報集 海軍艦政本部

⑥技術-研究資料-1097 昭和１８年６月　造機発明考案通報（昭和１７年度） 海軍艦政本部第五部

⑥技術-研究資料-1098 部品表　三菱零式二号艦上戦闘機 型（降の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1099 部品表　三菱十二試艦上戦闘機（操の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1100
昭和１９年６月１５日　部品員数明細表　No.1　G4M2b　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1101
昭和１９年４月１９日　部品員数明細表　No.1　G4M2B　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1102
昭和１９年６月１５日　部品員数明細表　No.1　G4M2b　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課
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⑥技術-研究資料-1103
昭和１９年４月１９日　部品員数明細表　No.1　G4M2B　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1104
昭和１９年５月７日　部品員数明細表　No.1　G4M2B　発動機覆組
立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1105
昭和１９年６月１５日　部品員数明細表　No.1　G4M2A　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1106
昭和１９年５月７日　部品員数明細表　No.1　G4M2b　発動機覆組
立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1107
昭和１９年６月１５日　部品員数明細表　No.1　G4M2A　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1108
昭和１９年４月４日　部品員数明細表　No.1　G4M2b　冷却器導
風?32217

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1109
昭和１９年６月１５日　部品員数明細表　No.1　G4M2A　発動機覆
組立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1110
昭和１９年１０月２４日　部品員数明細表　No.2　G4M2A　発動機覆
組立32341

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1111
昭和１９年１１月３日　部品員数明細表　No.2　G4M2A　発動機覆
組立32341

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1112
昭和１９年１１月３日　部品員数明細表　No.2　G4M2A　発動機覆
組立32341

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1113
昭和１９年１１月３日　部品員数明細表　No.2　G4M2A　発動機覆
組立32341

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1114
昭和１９年９月２３日　部品員数明細表　No.2　G4M2A　発動機覆
組立32341

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1115
昭和１９年５月７日　部品員数明細表　No.1　G4M2B　発動機覆組
立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1116
昭和１９年５月７日　部品員数明細表　No.1　G4M2b　発動機覆組
立32187

三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-1117 大正１３年７月２４日製造　５３糎魚雷六年式長第１３３５号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1118 昭和６年１１月１４日製造　５３糎魚雷八九式長第２３６号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1119
大正１４年１月５日製造　潜水艦　５３糎魚形水雷六年式長第３１３
３号経歴簿

三菱重工業株式会社　長崎兵
器製作所

⑥技術-研究資料-1120
大正１２年１１月２３日製造　５３糎魚形水雷六年式長第２１１３号
経歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1121
大正１４年１月８日製造　５３糎魚形水雷六年式長第３１４９号経歴
簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1122
昭和１９年１２月２９日製造　九五式魚雷二型　長第２８８７号経歴
簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1123 昭和２０年１月３日製造　九五式魚雷二型　長第２８９９号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1124
昭和１７年８月１２日製造　九一式魚雷改三（特）　長第１８１０号経
歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1125 昭和１３年６月２０日製造　八九式魚雷改一　長第１０９０号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1126
昭和１９年１１月１６日製造　九三式魚雷一型改三佐６２４４号経歴
簿

佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-1127
昭和１８年３月９日製造　九一式魚雷改三（特）長第３８８３号経歴
簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1128
昭和１７年７月２１日製造　九一式魚雷改三（特）長第１７３９号経
歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1129
昭和３年１２月１８日製造　四年式縦舵機「改二」長第１２６５６号経
歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1130
大正１４年１月２０日製造　５３糎魚形水雷六年式（改二）長第３２５
５号経歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1131 昭和１８年９月　熔融錫浸漬鍍金法を適用せる曲軸の嵌合試験
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1131_2 昭和１８年９月　熔融錫浸漬鍍金法を適用せる曲軸の嵌合試験
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1132
昭和１７年１２月　水噴射に使用の腐蝕防止剤の防蝕効果　第１
報

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1133 昭和１７年７月　工作油に関する研究　（第１報）　切削油に就いて
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1134
昭和１７年６月　Ｎｉ節約鋼の変態点・焼戻性能曲線及び顕微鏡組
織等の調査成績

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1134_2
昭和１７年６月　Ni節約鋼の変態点・焼戻性能曲線及び顕微鏡組
織等の調査成績

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1135 昭和１７年４月　孔繰り盤の振動に就いて
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1136
昭和１７年２月　ヂーゼル燃料の物理化学的諸性質とセタン価と
の関係に就いての研究　　（第３報）　臨界自然発火温度とＣ．Ｆ．
Ｒ．セタン価との関係に就いて

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所
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⑥技術-研究資料-1137
昭和１７年２月　代用鋼と従来鋼との材質判別装置に就いて　各
種防蝕法を施せるエレクトロンの弯曲腐蝕疲労限度の比較（第１
報　亜セレン酸防蝕の場合）

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1138
昭和１７年２月　鍛造流の方向性と機械的性質の関係　滲炭層の
深さと機械的性質の関係（第１報）

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1139 ５キロワット直流発電機　補用品員数表 三菱電機株式会社長崎製作所

⑥技術-研究資料-1140 昭和６年１月２４日　５キロワット直流発電機試験成績表 三菱電機株式会社長崎製作所

⑥技術-研究資料-1141 昭和２年８月２２日製造　５３糎魚雷六年式長第４００２号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1142
大正１４年１１月２４日製造　５３糎魚雷六年式長第３３１５号経歴
簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1143 昭和１９年５月２５日製造　九一式魚雷改三光２５５５号経歴簿 光海軍工廠

⑥技術-研究資料-1144
大正１５年１１月２９日製造　四年式縦舵機改二　長１０５２８号経
歴簿

三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1145 昭和１５年　十二試陸攻　Ｇ４Ｍ１　一基當材料所要量表
三菱重工業名古屋航空機製作
所

⑥技術-研究資料-1146 昭和１４年９月２９日製造　四年式縦舵機　長第８９５１号経歴簿
三菱重工業株式会社長崎兵器
製作所

⑥技術-研究資料-1147 昭和１６年４月　一式陸攻一一型　Ｇ４Ｍ１改修一覧表
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1148 昭和１９年１月　石膏型によるゴムプレス作業
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1149 昭和１８年１２月　軽合金薄鈑使用現況報告
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1150 昭和１８年１０月　軽合金鈑噴霧焼入の使用実験
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1151 昭和１８年９月　デュラルミン材の焼入加熱時間に就て
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1152 昭和１８年９月　當所集成治具鋼材使用量に就て
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部工作技
術課

⑥技術-研究資料-1153 昭和１８年５月　Ｇ４発動機架覆前進組立作業に就て
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1154
昭和１８年５月　耐寒燃料用ヒシプレン（改良ヒシプレンＮ１０、Ｎ２
５）に関する実験

三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部工作技
術課

⑥技術-研究資料-1155 昭和１７年９月　傾斜栓結合部互換性治器報告
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1156 昭和１７年９月　コンクリート製治具試作報告
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1157 昭和１３年１２月　対称翼に関する研究
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-1158 昭和１３年１２月　Ｃ機の横安定
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-1159
昭和１８年７月　補助噴射液防蝕添加剤としての乳化油の実用性
に関する実験

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1160 昭和１８年７月　潤滑油系統に関する試験　　其の６
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1161
昭和１７年７月　スパイラル、インボリュート　スプライン　ブローチ
研究試作報告

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1162 可変比減速装置による爆撃機航続性能の向上 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1163 昭和１８年１０月　飛行機は何処で壊れ易いか
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1164 第３編　火星発動機二三型 不詳

⑥技術-研究資料-1165 昭和１９年２月　常用工具の整備及管理に関する検討（第１報）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所第一工作部

⑥技術-研究資料-1166 昭和１７年１月　電気容量式歪計
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-1167 潤滑油系統に関する試験　其の７
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1168 昭和１８年９月　「オイライト」軸受に対する調査報告
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1169 昭和１８年９月　「マグネシューム」合金防蝕用塗料比較試験
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1170
昭和１７年７月　「クロム・タングステン」鋼（イ５１１）の硬度と衝撃
値との関係

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1171 高速に於ける造波失速々度を簡単に判別する方法 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-1172 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　操之部　第６号 第一工作部作業課管図掛



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1173 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　発之部（其の１）　第４号 第一工作部作業課管図掛

⑥技術-研究資料-1174 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　発之部（其の２）　第４号 第一工作部作業課管図掛

⑥技術-研究資料-1175 部品表　一式陸上攻撃機一一型　兵の部　其の２
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1176 昭和１５年１２月　船底塗料試験（昭和１４年１１月浸漬）第３回 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-1177
昭和２０年５月３日　翼がその平面内に於て円運動を行う場合の
揚力分布計算法に就て

第一海軍技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1178 昭和１９年５月５日　油冷却器の放熱する時の油の流動抵抗 海軍技手　水谷孝雄

⑥技術-研究資料-1179 昭和１３年６月１３日　板硝子強度試験 川畑為之　他

⑥技術-研究資料-1180 昭和１４年９月４日　模型第４風洞（１／１０）試験 本宿部員　他

⑥技術-研究資料-1181 昭和１５年７月１１日　方向舵面積の決定法一案 左治木造兵大尉　他

⑥技術-研究資料-1182 昭和１５年１０月１４日　小縦横比フラップ翼試験 浅丘造兵中尉　他

⑥技術-研究資料-1183 昭和１５年１１月１６日　Flexuse Pivot の設計図表 左治木造兵大尉　他

⑥技術-研究資料-1184 昭和１５年１１月１５日　風洞標準ピトー管修正試験　（第２次） 川畑部員　他

⑥技術-研究資料-1185 昭和１６年１月２９日　第４風洞増速筒性能試験 川畑部員　他

⑥技術-研究資料-1186 昭和１７年８月１１日　第４風洞擾乱測定試験 川畑技師　他

⑥技術-研究資料-1187 昭和１９年４月３０日　第２風洞気流検定 嶋村技手　他

⑥技術-研究資料-1188 機体重量と旋回性能
中島飛行機株式会社太田製作
所

⑥技術-研究資料-1189 翼型の最大揚力について 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1190 吹出翼の抵抗減少測定 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1190_2 吹出翼の抵抗減少測定 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1191 昭和１４年１０月　操舵角測定装置 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1192 補助翼及び昇降舵操舵時の従舵性 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1193 縦安定に及ぼす舵面バランス程度の影響 中島飛行機株式会社

⑥技術-研究資料-1194 抵抗板改修経過報告
中島飛行機株式会社太田製作
所

⑥技術-研究資料-1195 翼断面の最大揚力に関する覚書　（翼の研究）
中島飛行機株式会社太田製作
所

⑥技術-研究資料-1196 昭和２０年４月２８日　剥離をともなう層流境界層の一近似計算
東京帝大第二工学部航空機体
学科学生　辻廣

⑥技術-研究資料-1197
昭和２０年３月３０日　縦静安定負なる飛行機に昇降舵操舵を加へ
たる場合の縦動安定に就て

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1198 昭和２０年５月７日　空転プロペラの安定 海軍技師　北野多喜雄　他

⑥技術-研究資料-1199
昭和１６年５月　３，高揚力装置の研究　吸込位置が吸込効果に及
ぼす影響

三菱重工業株式会社

⑥技術-研究資料-1200 浅底水槽実験結果の２３に就いて 川西航空機株式会社

⑥技術-研究資料-1201
２　操縦性、安定性、運動性に関する研究　（７）双浮舟型水上機
の水上横安定に就て

川西航空機株式会社

⑥技術-研究資料-1202 水上に於ける方向安定性の研究 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-1204 昭和１５年１１月　変曲点を持たぬ翼断面形及び胴体形状 三菱重工業株式会社

⑥技術-研究資料-1205 補助翼及フラップに関する研究 中島飛行機株式会社

⑥技術‐研究資料‐1206 昭和９年６月１日　防弾硝子射撃試験研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1207
昭和１２年３月３１日　職工職種別適性検査法の研究（第３回報
告）　第２期研究の成績

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1208
昭和１２年２月１６日　イオン化大気層に関する研究（第１１回報
告）　固定周波数層高連続記録結果による再合係数算定法及Ｆ2
層見掛層高の周期的変動現象

海軍技術研究所



令和５年４月４日

⑥技術‐研究資料‐1209 昭和１７年９月２１日　訓練用燒夷筒研究試製 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1210
昭和１７年９月１４日　見習工員採用適性検査の実施に伴ふ研究
（第８回報告）　見習工員知能素質の低下について

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1211 昭和１７年７月２日　爆風計測器具研究試験（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1212
昭和１７年１月１７日　両手の協応動作に関する研究（第１回報告）
弾丸荒削機械操作の動作研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1213
昭和１５年７月７日　ヂニトロナフタリンの異性体の性質に関する研
究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1214 昭和１２年１２月１７日　防弾衣試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1215 昭和１５年８月１５日　消炎理論の研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1216
昭和１９年２月２日　鉄板模型に依る船体部圧壊強度の研究（其
の３）　（船体構造強度実験「第３回報告」）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1217 昭和１９年１月６日　機銃用ばね及ばね材料の研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1218
昭和１９年６月３日　磁気掃海具磁?に利用し得る代用鋼材に関す
る研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1219
昭和１８年８月１７日　鉄薬莢の研究（第１回報告）　独国製鉄板巻
藥莢の調査

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1220
昭和１８年７月１８日　掌電信兵、掌機雷（水測）兵、飛行兵、工作
兵、軍楽兵志願者一般及特殊適性検査の実施に伴ふ研究（第８
回報告）　昭和１６年度及昭和１７年度前期掌電信兵掌機雷（水

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1221 昭和１８年６月２３日　送信波型變更装置の計画 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1222 昭和１８年６月１７日　全セレン整流機性能実験（第１報） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1223
昭和１８年５月２８日　風洞試験による推進器周囲の流れの状況
に関する研究報告

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1224
昭和１８年４月５日　入渠せずして水中聴音機の捕音器を換装す
る工事要領に関する研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1225 昭和１８年３月２７日　薬莢塗料の研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1226
昭和１８年３月４日　１号燒夷筒甲に依る不発又は時計爆弾処理
法

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1227 昭和１７年１１月１１日　仮称９７式精密電波鑑査機改造試験成績 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1228
昭和１７年２月３日　衣糧品に対する瓦斯防護法の研究（第４回報
告） ヂフェニル青化砒素汚毒米除毒法の研究（其の１)

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1229
昭和１７年３月３０日　防毒面材料に関する研究（第１回報告）
（素面用ゴムの改良）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1230
昭和１６年１０月２０日　衣糧品に対する瓦斯防護法の研究（第３
回報告）　（ルイサイト汚毒米の防毒法）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1231 昭和１３年１月１３日　除毒に関する研究（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1232 昭和８年１０月１５日　水中爆発の基礎的研究　附図別冊 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1233 昭和１０年５月１０日　高温に適する１号煙藥乙配合の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1234 昭和１０年３月３０日　１号煙薬の発熱に関する研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1235
昭和１０年１月１０日　薬莢材料の研究（第３回報告）　技研（Ｇ．
Ｅ．材）による薬莢製造について

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1236 昭和８年１１月２５日　１２糎双眼望遠鏡映像固定装置について 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1237
昭和４年９月２７日　自己緊縮砲の基礎的研究（第３報）　昭和４．
９．２７

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1238 昭和１２年９月３日　防弾衣試験（第１回報告) 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1239
昭和１２年８月１日　砲身の強度に関する研究（第５回報告）　銃身
の振動に関する研究（其の１）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1240 昭和１１年１２月２１日　進行中の彈丸の受くる空気抵抗 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1241
昭和１１年３月１０日　砲熕兵器関係油類に関する研究（第１回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1242
昭和１１年１月３０日　圧力薬に関する研究（第２回報告）　（蟻酸メ
チルの研究　其の２）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1243
昭和１６年４月１５日　高圧測定法の研究（終結報告）　水晶圧力
計に依る?圧測定

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1244
昭和１６年１月１７日　昭和１５年度見習工員適性検査成績につい
て

海軍技術研究所



令和５年４月４日

⑥技術‐研究資料‐1245
昭和１５年９月５日　超高初速砲及同用弾丸の研究（第２回報告）
試験銃発射成績

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1246 昭和１２年１０月１２日　機銃消音装置の基礎的研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1247
昭和１６年１２月１８日　耐燒蝕材料の研究（第１回報告）　砲身燒
蝕の研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1248
昭和１６年１１月２０日　燒夷爆弾の研究（第３回報告）　テルミツト
を主剤とせる燒夷爆弾の研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1249
昭和１６年９月２５日　酸素発生剤の研究（第１回報告）　炭酸ガス
吸収反応について

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1250
昭和１６年９月１０日　昭和１５年度工作兵志願者適性検査成績に
ついて　（掌電信兵、航空工作兵、軍楽兵志願者、一般及特殊適
性検査の実施に伴う研究）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1251 昭和１６年９月５日　耐煙薬塗料に関する試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1252 昭和１０年６月１０日　火薬の安定度試験法について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1253
昭和９年３月　無煙火薬揮発分変化に関する研究　其の３  薬幹
内揮発分及水分の経過時間に対する分布状態変化

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1254 昭和８年１１月１日　ロダン酸鉛を主剤とせる延時薬について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1255 昭和８年１１月１日　ディスパーミル及コロイドミルの機能試験 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1256 昭和８年１０月５日　１３式無煙火薬の水分測定法に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1257 昭和８年９月１１日　ＤＮＴ及ＴＮＴによる綿薬の捏延研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1258 昭和８年８月２６日　銀壜試験の精度について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1259
昭和８年６月１５日　各種火薬の装薬温度に依る初速差及最大?圧
差（第１報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1260 昭和８年６月１０日　塩素酸塩及過塩素酸塩落鎚感度試験成績 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1261 昭和８年５月５日　火薬燃焼瞬時に於ける瓦斯成分の測定 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1262 昭和１２年５月　「エリコン」２０粍機銃弾薬包に関する試験 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1263 昭和１２年１０月１５日　「ソロターン」２０粍機銃弾薬包試験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1264
昭和８年２月　火薬類の極性に関する研究　其の２　爆薬類の双
極子能率測定

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1265 昭和８年４月　Jentzsch発火点試験器について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1266
昭和１１年１０月１３日　火薬爆薬関係資源状態調査報告　其の１
綿について

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1267
昭和１１年１１月１０日　火薬爆薬関係資源状態調査報告　其の２
油脂及グリセリン

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1268 昭和１１年６月２２日　硫酸工業の近況 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1269 昭和１１年４月２４日　主要化学製品製造装置材料一覧 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1270 昭和１０年３月２７日　火薬庫及火薬類作業工室の保安距離 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1271
昭和８年８月２３日　無煙火薬を原料とせる爆薬に関する特許調査
報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1272
昭和１１年１０月５日　火薬の分解機構  第７報　「ニトログリセリ
ン」の光分解

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1273 昭和１３年１２月２７日　耐酸金属に関する研究（第２報） 海軍火薬廠火薬部

⑥技術‐研究資料‐1274 昭和１８年１１月　綿薬精製作業要領 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1275
昭和１８年６月　１式１号及假稱１式２号機銃火薬　製造検査試験
法

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1276
昭和２０年５月２５日　海水に対する合成パラフインの疎水性持續
について

第二海軍技術廠横須賀出張所

⑥技術‐研究資料‐1277
昭和２０年２月１０日　推薬製造法要領  推薬（特DT5、特DT6、特
FDT6）の製造

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1278
昭和１９年１１月１５日　推薬製造法要領　推薬（特DT5、特DT6、
特FDT6）の製造

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1279 繊維素加水物の研究 不詳

⑥技術‐研究資料‐1280 昭和１６年７月１０日　火薬工場及火薬庫の避雷法 Volker Fritsch （山末健・訳）
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⑥技術‐研究資料‐1281 昭和１９年１１月１０日　九州地区硝酸事情調査報告 村田技術少佐

⑥技術‐研究資料‐1282 昭和１０年１２月　高山耕山化学陶器株式会社見学報告 海軍造兵中尉村田勉他

⑥技術‐研究資料‐1283 大正１３年９月　腔内弾道関連 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1284
昭和１３年９月１０日　研究実験成績摘録　其の１（自大正８年度
至昭和７年度）

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1285 昭和１３年８月２３日　酸取扱作業塲における有毒ガスの定量 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1286 昭和８年８月１５日  爆薬製造要覽 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1287 昭和８年８月１０日   昭和８年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1288
昭和８年９月１４日   昭和７年度研究及作業概況報告  （第１０８回
研究部（Ｂ）研究会記事)

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1289 昭和９年６月５日  無煙火薬製造要覽 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1290
昭和９年６月２６日  瓦斯分析に関する研究　第６報　 エチレン瓦
斯の分析法

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1291 昭和９年５月７日　硝酸纎維素及硝酸「メチル」纎維素の溶解度 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1292
昭和８年１１月６日　硝酸纎維素の変性に関する研究　第３報  「ア
ルカリ」溶液に依る加圧煮沸について

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1293
昭和８年７月５日　瓦斯分析に関する研究　第５報　メタン瓦斯の
分析法

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1294
昭和７年１０月　硝酸纎維素の溶解度の研究　其の４  溶媒中の水
分の硝酸纎維素溶解度に及ぼす影響

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1295 昭和９年５月３０日　昭和９年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1296 昭和１０年３月　火薬庫及火薬工室の保安規定について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1297 昭和１１年５月１３日　無煙火薬密閉爆発試験法 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1298
自昭和１７年９月１５日　至昭和１７年９月３０日　帝発製摩擦バネ
鋼の材質調査

本屋敷浩志他

⑥技術‐研究資料‐1299 昭和１３年３月１２日　２０粍機銃用火薬に対する研究経過報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1300 昭和１３年５月２５日　纎維素の吸濕性について 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1301 昭和１３年１１月３０日　化学パルプ 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1302 技報　自第２号　至第１０、３１号　（４号欠、１１号～３０号まで欠） 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1303 自昭和６年２月　至昭和７年５月　技報　自第１１号　至第１６号 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1303_2 自昭和６年２月　至昭和７年５月　技報　自第１１号　至第１６号 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1304 昭和６年５月１日　技報　第１２号 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1305
昭和１４年３月　長き帯状火薬（長さを異にする単孔管状火薬）に
関する爆発密閉器試験の理論

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1305_2
昭和１４年３月　長き帯状火薬（長さを異にする単孔管状火薬）に
関する爆発密閉器試験の理論

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1306
大正２年　平塚日本爆発物製造株式会社関係書類綴　（建物設計
書類を除く）

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1307
昭和１４年１０月　長さ任意の紐状火薬に関する爆発密閉器試験
の理論

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1308
昭和１４年５月　長き単孔管状火薬に関する爆発密閉器試験の理
論

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1309
大正１３年１２月　代用爆薬研究に関する報告（其１）　（過塩素酸
「アンモニウム」と「ピクリン」酸又は「トロチール」との混合爆薬に関
する理化学的試験成績

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1310
大正１３年４月　無煙火薬の貯蔵年と弾道性との関係に関する実
験報告

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1311 大正１２年１２月　無煙火薬冬季各工廠比較試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1312 大正１２年７月　独式無煙火薬日光曝露比較試験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1313 大正１３年１０月　陸軍に於ける飛行機用英式信号弾の研究 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1314 大正１３年９月中作業状況報告 呉海軍工廠砲熕実験部
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⑥技術‐研究資料‐1315
大正１３年１０月　無煙火薬及其の成分物質の「アンモニヤ」溶液
中に於ける分解に関する実験報告（第２回報告）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1316 大正１４年３月　汚染装薬貯蔵試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1317 大正１３年５月　「アバーデン」検速儀説明書概説 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1318
大正１４年５月　「オレオナフト」油に関する実験報告（其１）　理化
学的試験成績

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1319
大正１４年５月　銅柱測圧器使用の際左桿と器体との間に生する
摩擦力のため測定値に及ほす影響計算

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1320 大正１４年４月　４５口径３年式１２糎砲薬莢試験成績 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1321 大正１４年３月　八糎照明弾貯藏試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1322 大正１４年２月　無煙火薬重量の経年変化に関する測定成績 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1323 大正１４年１月　新旧無煙火薬混合装薬貯蔵試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1324 大正１４年１月　呉海軍工廠砲口部研究季報　第５号 呉海軍工廠砲熕部研究係　編

⑥技術‐研究資料‐1325 大正１４年８月　信管用紙布類の水分試験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1326
大正１４年７月　安定剤入火薬日光曝露試験成績　（安定剤入火
薬貯蔵試験の一部）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1327
大正１４年７月　安定剤入火薬貯蔵試験（黄斑傳播に関する実験）
成績　（安定剤入火薬貯藏試験の一部）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1328
大正１４年７月　一三式火薬の銀壜試験中に於ける薬粒の凝縮状
況に関する試験報告

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1329 大正１４年７月　呉海軍工廠砲口部研究季報　第７号 呉海軍工廠砲熕部研究係　編

⑥技術‐研究資料‐1330
大正１４年６月　安定剤入火薬貯蔵中の薬径の緊縮並重量の低
減度測定成績　（安定剤入火薬貯蔵試験の一部）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1331
昭和１０年６月　測圧器及測定方法に関する研究実験報告第一報
（マンガニン線測圧栓に依る筒内弾道砲ノ筒圧測定）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1332
昭和１０年３月　諸金属の地傷に対するSump法研究に就て（其１）
砲実々験号外

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1333
昭和９年８月　各種砲連続発射に於ける砲身温度の変化に就て
砲実々験号外

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1334
昭和９年８月　砲用薬莢実験研究成績報告（其３）　（５０口径１０糎
高角砲）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1335
昭和９年８月　砲用薬莢実験研究成績報告（其５）　（４５口径３年
式１２糎砲）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1336
昭和９年３月　引抜鋼管を粗材とする通常弾試験報告（其の２）
（兼　薬莢試験）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1337 昭和９年１月　５年式弾頭信管改１貯蔵試験成績報告（其の１） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1338 昭和８年２月　９１式時限信管貯蔵試験成績報告（其の１） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1339
昭和１９年７月１７日　料薬類の耐火感度に関する研究（第２報）
（光薬の着火性に就て）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1340 昭和９年１２月　防錆塗料比較試験　第２回 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1341 昭和８年８月３１日　Ｄ．Ｓ鋼用鎔接棒の研究 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1342 昭和８年９月　電気鎔接用安全「ホルダー」考案実験 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1343 昭和７年１２月２０日　膠状鉛ナスト試験片試験成績 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1344
昭和１８年７月１２日　アートメタルベトン耐海水耐軽質油性能実験
（第１回）

呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1345 昭和１８年６月２９日　逆引排水装置研究実験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1346
昭和１９年６月２６日　吸収式冷蔵庫性能調査試験　（船体部用小
型補機類比較試験　其６）

呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1347 昭和１９年６月３０日　グリノール試験（第３回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1348 昭和７年８月３１日　Raboma Drilling Machine の性能試験 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1349 昭和７年１０月５日　艦船居住区防熱装置比較試験 呉海軍工廠造船部

⑥技術‐研究資料‐1350 昭和７年１２月５日　リノリュームセメント試験成績 呉海軍工廠造船部
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⑥技術‐研究資料‐1351 昭和１４年８月２４日　第３５号艦進水用獣脂試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1352 昭和１４年６月１４日　バインド鋼索緊張試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1353 昭和１４年６月１０日　千鳥鋲列間隔研究実験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術‐研究資料‐1354
昭和１３年３月　試製駐退液研究発射試験報告　（第３燐酸ソーダ
5% 水溶液50% グリセリン50%）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1355 大正１３年３月　大正１３年度火薬製造検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1356 大正１３年２月　火薬原料製造工場視察報告 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1357 昭和１２年４月７日　特許の話 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1358 大正１４年４月　大正１４年度火薬製造検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1359 大正１４年４月　大正１４年度主要購買品検査試料採取規程 海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1360
大正１３年９月　「アムモニア」酸化装置に関する見積及び「バマー
グ」工塲見学の一般

海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術‐研究資料‐1361 大正１３年８月　硝酸合成委員会　第４回第５回記事 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術‐研究資料‐1362
付録２　REPORT ON THE BACTERIOLOGY OF THE ACETONE
PROCESS

海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1363 主要購買物品検査試験法 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1364 昭和５年４月　各国火薬関係工塲及研究所一覧 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1365
昭和７年９月　欧米諸国軍用火薬爆薬一覧表　陸軍科学研究所
科研雑報第２６３号写

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1366
昭和７年９月　各作業班別工事費整理統計表　自昭和３年度至昭
和６年度　附、昭和５、６年度作業関係経過報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1367 大正９年６月　水銀寒暖計検査並に取扱法 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1368 昭和７年４月　硝化作業安全心得 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1369 大正１５年１２月　綿火薬の細断法 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1370 大正１４年１２月　合成「メチールアルコール」（「メタノール」）に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1371
大正１４年２月　化学薬品製造に於ける工業中毒　附、　Ｔ．Ｎ．Ｔ
の中毒

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1372 大正１３年１０月　「ハーベル」演説集抄録 海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1373 昭和１６年１２月２０日　アルミニウム粉体の爆発性 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1374 昭和１６年１１月８日　各種紡織繊維の識別及定量法に就て 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1375 昭和１６年８月１日　爆薬類の呈色定性試験法の研究 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1376
昭和９年１月１７日　三硝基「アニソール」「ヘキソーゲン」混融爆薬
の研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術‐研究資料‐1377
昭和１９年２月１２日　製法及精製法を異にせるＤＮＴの火薬表面
膠化に及ぼす影響探究実験報告

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1378 昭和１９年１月７日　爆発鋲用爆薬の研究　（第２報） 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1379 昭和１８年７月１０日　火薬類の爆速に関する研究 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1380 昭和１７年７月４日　振動圧力に関する研究　（第１報） 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1381 昭和１７年２月２８日　爆薬の基本恒数の測定　第２報 第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1382
昭和１７年２月２６日　混融爆薬に関する研究　第１報　ピクリン
酸、ペントリット及テトリール系爆薬ノ融点

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1383
昭和１６年７月２４日　消焔剤の研究　第１報　ヂニトロエチルベン
ゾール及トリアセチンの研究

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1384
昭和１６年７月２４日　人造短繊維入綿糸より綿薬並に機銃火薬の
製造実験報告

第二海軍火薬廠

⑥技術‐研究資料‐1385
昭和１０年２月２２日　従来の成形用鋳型を要せざる炸薬紙筒の研
究

海軍火薬廠爆薬部

⑥技術‐研究資料‐1386
昭和８年５月　過塩素酸「アンモン」の電解製造方法　第３報　白金
陽極の代用に関する研究

海軍火薬廠爆薬部
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⑥技術‐研究資料‐1387
昭和７年３月　過塩素酸「アンモン」の電解製造方法　第１報　過塩
素酸塩・塩素酸塩及塩化物の分析

海軍火薬廠爆薬部

⑥技術‐研究資料‐1388
昭和６年８月　「トリニトロクレソ－ル」の製造方法並に其の性能研
究

海軍火薬廠爆薬部

⑥技術‐研究資料‐1389
昭和５年１０月　下瀨火薬の安定度と金属製容器直接鋳造とに関
する研究

海軍火薬廠爆薬部

⑥技術‐研究資料‐1390 昭和９年１２月１５日　昭和８年度船底塗料試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1391 昭和１８年３月２３日　翼素の空洞現象に及ぼす側壁の影響 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1392 昭和１８年１月１５日　周辺固定の短形板の挫屈荷重の計算 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1393
昭和１７年３月１４日　水流方向及流速計用ピトー管に関する一考
案

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1394 昭和１０年５月２０日　歪測定器に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1395 昭和１２年４月１日　新分弧計算法 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1396
昭和１９年１月１２日　単一空中線により同時受信可能なる多重受
信法の実験研究（其の２）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1397 昭和１８年５月２４日　商船型模型船の横揺試験成績に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1398
昭和１７年９月５日　艦船兵器用として利用し得べき各種非金屬材
料の研究試験

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1399 昭和１７年８月２２日　昭和１６年度船底塗料の研究試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1400
昭和１７年８月７日　多翼型及軸流型電動通風機比較試験（第四
回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1401
昭和１８年３月２７日　塩基性電気炉の操業に関する基礎的研究
（第３回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1402 昭和１８年７月８日　疲労試験桁試製 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1403 昭和１８年１月２５日　横揺寸法効果の基本的考察 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1404 昭和１７年５月２８日　流体に関する研究（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1405 昭和１６年９月２５日　高圧高温蒸気機関用材料の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1406
昭和１６年８月１５日　高圧高温蒸気機関用材料の研究（第７回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1407 昭和１６年９月１０日　流体に関する研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1408 昭和１６年４月１０日　防錆塗料曝露試験（第４回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1409
昭和１６年２月２０日　磁電管の研究　分割陽極磁電管内の静電
位分布に就て

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1410
昭和１６年２月２０日　磁電管の研究　分割陽極磁電管に於ける回
線電界電極間容量並に運動電荷に依る陽極誘導電流

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1411 昭和１６年１月２５日　夜光塗料の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1412 昭和１９年３月１８日　弾丸の空気抵抗に関する研究（第３回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1413 昭和１９年７月２２日　侵徹弾道の基礎的研究（第５回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1414 昭和１８年１２月６日　動力伝導に関する研究（第３回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1415 昭和１８年８月４日　電界強度自動記録器動作試験成績 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1416 昭和１９年７月２２日　侵徹弾道の基礎的研究（第６回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1417 昭和１９年７月１日　動力の伝導に関する研究（第４回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1418
昭和１６年１月９日　高圧高温蒸気機関用材料の研究（第４回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1419
昭和１５年６月７日　特殊鋼の諸欠陥に関する基礎的研究（第２回
報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1420 昭和１４年１１月２０日　鋳鉄の基礎的研究（第４回報告) 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1421 昭和１４年９月２５日　天然雲母試験成績 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1422
昭和１４年４月２５日　高周波絶縁材料としてのスチロール樹脂の
改良に就て（其の１）

海軍技術研究所
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⑥技術‐研究資料‐1423 昭和１３年８月１日　絶縁体誘電損に関する研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1424 昭和１３年１１月１日　高周波ブリッヂ試験成績 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1425
昭和１３年６月２５日　第９回国内周波数標準器比較試験結果に
就て

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1426
昭和１３年６月２日　世界各地短波送信の傍受による電波伝播に
関する研究

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1427 昭和１３年９月１５日　電磁測定器調査報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1428 昭和１３年５月６日　測定室設備に関する報告（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1429 昭和１３年３月１日　特殊絶縁物の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1430 昭和１３年６月１３日　空中線の輻射特性 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1431 昭和１３年３月１８日　高周波電流の測定に関する研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1432 昭和１２年１１月２９日　小型真空管規格制定委員会審査報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1433
昭和１２年１２月２３日　イオン化大気層に関する研究（第１３回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1434
昭和１２年１２月２０日　受信機電源用小型電動発電機調査成績
報告

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1435 昭和１２年６月３０日　クレゾール異性体の工業的分離法に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1436
昭和１２年５月３１日　イオン化大気層に関する研究（第１２回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1437 昭和１２年３月１０日　第８回国内周波数標準器比較試験に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1438 昭和１９年７月１３日　燃焼の基礎現象に関する研究（第３回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1439
昭和１２年９月２０日　鋼材に含有する瓦斯の影響研究（第１回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1440 昭和１２年６月１９日　無線受信用真空管比較試験報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1441 昭和１２年１２月１日　小銃防楯の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1442 昭和１９年４月２７日　減速電界を利用せる速度変調管に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1443
昭和１８年９月２０日　徴用工員の生活並に作業指導に関する研
究（第２回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1444
昭和１８年９月２７日　徴用工員の生活並に作業指導に関する研
究（第３回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1445 昭和１８年９月２７日　電波探信儀副波束減少研究実験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1446
昭和１８年９月２７日　耐爆的並に応急的空中線研究実験（其の
２）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1447 昭和１８年５月７日　擾乱電磁界に関する研究（其の４）別冊 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1448
昭和１９年７月２２日　水晶圧力計の記録せる機銃腔圧曲線の振
動波形に就て

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1449 昭和９年１１月１５日　表面波に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1450
昭和１９年２月２６日　翼素の空洞現象に関する理論的研究　（其
の３）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1451 昭和１９年３月　仮称４号電波探信儀一型　取扱説明書（案） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1452 研究嘱託者名簿 海軍第一技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1453 昭和４年５月３日　弾丸滑落防止の研究（第１報） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1454 昭和１４年１２月１日　海上煙弾浸水安全度試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1455 昭和１４年８月１６日　艦上用検速機の研究（終結報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1456 昭和１４年６月２２日　エロージョンと材質との研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1457 昭和１３年１０月２８日　機銃銃身材料試験 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1458 昭和１３年８月１５日　機銃消音装置の基礎的研究（第２回報告） 海軍技術研究所
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⑥技術‐研究資料‐1459 昭和４年２月６日　自己緊縮砲の基礎的研究（第２報） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1460 昭和４年１月２９日　自己緊縮砲の基礎的研究（第１報） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1461
昭和２０年２月２８日　雷校練習生教育訓練法及適性検査法の研
究（第１回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1462 昭和１５年３月３０日　爆風圧力並に之が測定法の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1463
昭和１３年８月２５日　超高初速砲及同用弾丸の研究（第１回報
告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1464 昭和１３年４月１日　高圧測定法の研究（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1465 昭和１０年３月２０日　極めて薄き電気絶縁布又は紙（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1466 昭和１０年２月１０日　イリヂウム研究（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1467 昭和１０年１月１５日　国内周波数標準器比較試験に就て 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1468 昭和９年１１月２５日　１．５Ｋｗ水銀蒸気整流器試験報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1469 昭和８年９月９日　水及油管系抵抗試験（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1470 昭和８年５月３日　精密可変抵抗分圧器 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1471
昭和７年１１月３０日　電気溶接構造物並に電極材に関する研究
部会報告（第４回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1472
昭和７年１１月２４日　電気溶接構造物並に電極材に関する研究
部会報告（第３回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1473 昭和７年９月２８日　砲身の強度に関する研究（第四回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1474 昭和１６年１０月２９日　集射空中線より輻射する電波 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1475 昭和６年１０月１０日　Ｂ．Ｂ．Ｎ．材錨鎖材料試験（第３回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1476 昭和６年９月１４日　Ｂ．Ｂ．Ｎ．材錨鎖材料試験（第２回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1477
昭和６年７月１４日　ケンネリー・ヘヴィサイド層中に於ける電波二
次放射

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1478 昭和６年５月１５日　最も簡単なる発振装置 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1479 昭和５年１２月１６日　集射空中線に関する計算 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1480
昭和５年１２月１５日　発射電波の変調周波数測定による周波数
標準器の比較に就て

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1481 昭和５年１月２１日　短波伝播状況調査報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1482
昭和５年４月１８日　クローム及ニッケル鍍金の併用に依る完全な
る鋼の防錆方法

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1483 昭和５年８月５日　水晶発振器の周波数精密測定法（其の２） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1484 昭和２年１２月１日　砲身鋼の機械的「ヒステリシス」に就て（原稿） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1485
昭和７年４月１０日　光学兵器附諸装置並に同装備所の震動防止
研究部会報告（第１回報告）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1486 昭和１２年１月２５日　多相電気振動論 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1487 昭和１１年１２月１２日　昭和１１年度見習職工採用適性検査成績 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1488 昭和１１年１１月１５日　電子管の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1489
昭和１１年６月３０日　ステンレス　クラッド鋼板等試験（第４回報
告）（完了）

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1490
昭和１１年４月１０日　水晶発振子の研究並に製作に於ける蝕像
の利用

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1491 昭和１１年３月２３日　三分割陽極磁電管及三相電気振動 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1492 昭和１０年８月１０日　特殊型直流電動発電機 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1493 昭和１０年９月３０日　無線通信用硝子製碍子比較試験成績報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1494
昭和１０年８月１０日　米国製長波短波兼用受信機(R.C.A. AR-
8500)試験成績報告

海軍技術研究所
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⑥技術‐研究資料‐1495
昭和１０年７月１５日　米国製短波受信機（R.C.A. Comet Pro）試験
成績報告

#VALUE!

⑥技術‐研究資料‐1496
昭和１０年４月１０日（第１版）　昭和１１年４月１０日（第２版）　磁電
管　マグネトロン発振器の研究（第５回報告)

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1497 昭和１５年８月６日　爆風の基礎的研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1498 昭和１５年７月１日　仮称９７式短２号送信機２型改１実験報告 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1499 昭和１５年７月２４日　衝撃圧力測定装置の研究 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1500 昭和１５年７月８日　砲身の強度に関する研究（第６回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1501 昭和７年１月２３日　弾腔塗料の研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1502
昭和７年５月２日　砲火指揮方位盤に転輪を応用する研究部会報
告(第１回報告)

海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1503 昭和６年６月２２日　砲身の強度に関する研究（第１回報告） 海軍技術研究所

⑥技術‐研究資料‐1504
技報　第１号　第２号　第１０号　第５号　第６号　第７号　第８号
第３号

海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1505 技報　第７号　第１０号 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1506 技報　自第１７号　至第２２号 海軍艦政本部

⑥技術‐研究資料‐1507
自明治４４年　至大正２年　平塚日本爆発物製造株式会社建物増
築設計書類

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1508
昭和１３年１１月　直径を異にする長き紐状火薬に関する爆発密閉
器試験の理論

海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1509 昭和５年６月　爆弾々道解法 海軍艦政本部第一部第一課

⑥技術‐研究資料‐1510 大正２年６月　筒内弾道表　巻１ 海軍艦政本部第一部

⑥技術‐研究資料‐1511 昭和１９年２月２９日　補助翼蝶番モーメントに関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1512
昭和１６年１２月２５日　三菱( 東京) 鋼材製航空機用鋼材試験（第
３回報告完了）

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1513
昭和１６年１２月１４日　積層木材の製造法及性能に関する研究
第６報

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1514 昭和１６年１２月１５日　再生羽布塗料の研究( 其の２) 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1515
昭和１６年１２月１７日　マグネシウム合金鋳塊製造法に関する研
究 （第１報）

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1516 昭和１８年８月１０日　各種金属の火薬類に依る腐蝕に関する研究 海軍航空技術廠支廠

⑥技術‐研究資料‐1517 昭和１７年４月４日　国産合成ゴム試験　其の３ 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1518
昭和１６年１１月２５日　積層木材の製造法及性能に関する研究
第５報

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1519
昭和１６年１１月１日　耐寒性作動油並に計器油に関する研究
（其の１)

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1520
昭和１７年４月８日　銅合金の高温度に於ける塑性変形に関する
研究

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1521 昭和１７年４月２日　大型軽合金鋳塊製造法に関する研究(第１報) 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1522 昭和１６年１２月２０日　愛知化学製三層安全硝子再試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1523 昭和１６年１２月２０日　木材の接着法に関する研究　第３報 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1524 昭和１６年１１月１０日　東光電気株式会社製研磨布紙試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1525 昭和１８年４月６日　国産合成ゴム試験　其の５ 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1526 昭和１８年１０月２４日　絹紡羽布の研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1527
昭和１５年１２月９日　日本パイプ製造株式会社製航空機用鋼管
の調査並に試験（第２回報告)（完了)

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1528
昭和１５年１１月２８日　合板及積層木材の耐朽性並に其の対策に
関する研究　其の１

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1529 昭和１５年１０月３１日　朝鮮産アベマキ試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1530 昭和１５年１０月１９日　カドミウム鍍金法の研究 海軍航空技術廠
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⑥技術‐研究資料‐1531
昭和１５年８月１２日　国産木材の繊維走向度と其の圧縮強度との
関係

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1532
昭和１５年９月２７日　独乙ウエスト、フエーリシツシエ、ユニオン社
熔接棒試験

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1533
昭和１５年８月５日　日本火工株式会社製鋼板並に鋼材試験(第１
回報告）

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1534 昭和１５年８月５日　瓦斯滲炭法に関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1535 昭和１５年７月２７日　盛金バイト材質調査 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1536 昭和１５年７月１５日　鍍金中に於ける鋼材の割れに関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1537 昭和１５年７月１５日　鋼質に関する比較研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1538 昭和１５年７月３日　クロム酸電気防蝕法老化に関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1539 昭和１５年４月８日　仏国ヤコブ社製航空機用不銹鋼鈑試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1540
昭和１５年３月２９日　軽合金鍜造品（東亜金属工業株式会社製）
試験

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1541 昭和１５年４月９日　主接合棒ケルメット軸承Ｘ線試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1542 昭和１５年３月１８日　ブロンズ軸承素材同軸承試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1543
昭和１５年２月７日　電気熔接棒（伊国航空機工場使用のもの）試
験

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1544 昭和１７年１１月２日　シリカゲル吸湿剤に関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1545 昭和１７年１０月２０日　日本自動車製軽金属用特殊ペイント試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1546 昭和１７年１０月１５日　陸上攻撃機脚上部の鋳造法及確性試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1547 昭和１７年１０月１０日　酸洗用腐蝕抑剤試験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1548 昭和１７年１０月５日　国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１５ 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1549 昭和１７年１月１９日　各種木材接着剤の耐寒実験 海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1550
1945-9-15　Instruction of The New Thermometer of Exhaust-
Gas for Aircraft

第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1551 1945-9-15　Instruction of Controller of Air Fight Flap 第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1552
1945-9-14　Short Instruction　of Electrical Auto-pilot for small
type Aircraft

第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1553 昭和１０年５月２６日　高速風洞用測定洞実験 海軍航空廠

⑥技術‐研究資料‐1554 昭和１０年１２月１２日　高速風洞用測定洞実験（第１回報告） 海軍航空廠

⑥技術‐研究資料‐1555
昭和２０年３月５日　アルミニウム結晶板を使用せる爆風計の試製
研究

第一海軍技術廠支廠

⑥技術‐研究資料‐1556 昭和２０年５月１８日　電波暗視カバー試験 第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1557 昭和２０年５月５日　十河ゴム製造所製ＢＮゴム板試験 第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1558 昭和２０年５月１８日　耐熱グリース試験 第一海軍技術廠

⑥技術‐研究資料‐1559
昭和１８年２月３日　常温接着用石炭酸系合成樹脂木材接着剤の
研究(第１報)

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1560
昭和１９年１月１１日　タブ付動翼が非定常運動を行ふ場合に受け
る空気力

海軍航空技術廠

⑥技術‐研究資料‐1561
昭和１７年８月６日　９６式陸上攻撃機発動機（金星５１型）換装実
験（別冊）

海軍航空技術廠　横須賀海軍
航空隊

⑥技術‐研究資料‐1562 昭和１０年８月　１２糎高角砲通常弾試験成績報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1563
昭和１０年７月　測圧器及測定方法に関する研究実験報告　第２
報

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1564 昭和１０年８月　塩化「テトラメチルアンモン」の生成試験報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1565 昭和１４年４月２３日　照明弾乙用光薬の研究（第４報） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1566 昭和１２年１１月　仮称袋２号電気火管５型研究実験報告（其の３） 呉海軍工廠
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⑥技術‐研究資料‐1567 昭和６年９月　銅柱温度と圧縮量との関係に就て（其の１） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1568
昭和１０年１１月　水圧加圧後低温熱処理を行ひたる砲身材の強
さに就て

呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術‐研究資料‐1569 昭和１４年６月２４日　９１式伝火筒貯蔵試験 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1570 昭和１０年９月　抑気具工作法の研究（其の４） 呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術‐研究資料‐1571
昭和１０年２月　６０口径１５糎５、３連装砲塔の俯仰急停止起動及
反転時に於ける砲口震動並に速度測定成績報告

呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術‐研究資料‐1572
昭和１１年８月　軍艦長門、陸奥、日向、伊勢　砲室内覗窓硝子耐
圧実験報告

呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術‐研究資料‐1573 昭和８年８月　袋２号電気火管の点火力調査試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1574 昭和８年７月　水分及温度の火薬特徴数に及ぼす影響 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1575 昭和８年７月　試製空放火薬貯蔵試験成績報告（其の１） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1576 昭和１２年９月　砲用薬莢実験研究成績報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1577 昭和１０年８月　引抜鋼管を粗材とする通常弾試験報告（其の３） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1578 限界ゲージ方式 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1579 昭和８年２月　燃料重油化の研究 呉海軍工廠水雷部

⑥技術‐研究資料‐1580
昭和８年８月１日　圧入穴合に於ける物理的性質に就て　呉水研
第３８号　追加

呉海軍工廠水雷部

⑥技術‐研究資料‐1581 昭和１６年６月１０日　９０式並に試製魚雷火管試験 呉海軍工廠（魚雷実験部）

⑥技術‐研究資料‐1582 昭和４年１１月　炸薬補修用糊に関する実験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1583
Aug. 1945　Summary of Development and Result of the chief
Experiments

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1584 Tokuro No2 Engine Out Line Characteristic has been Tested 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1585
昭和１３年１２月　装薬の水分（揮発分）が初速筒圧に及ぼす影響
研究報告（第１報）

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1586 昭和１４年１月３０日　２５粍機銃用弾薬包試験（其の１８） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1587 昭和１３年５月　２年式無煙火薬保存年限探究実験成績報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1588 昭和１３年３月　砲用薬莢実験研究成績報告（其の９） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1589 昭和１３年３月　射表検定発射報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1590 昭和１１年３月１１日　尾栓潤滑油研究実験成績報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1591
昭和７年１０月　軍艦伊勢に於て不点火を生せる伝火薬袋に関す
る調査報告

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1592 昭和７年９月　毘式４０粍機銃時限信管試験報告（其２） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1593 昭和７年９月　無煙火薬の真空加熱試験報告（其３） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1594 昭和７年４月　無煙火薬の過酸化窒素に対する耐抗性試験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1595
昭和１１年１１月　測距儀の熱誤差修正に自調器を利用する方法
に就て

呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術‐研究資料‐1596
昭和１３年３月　初速、空気比重及射角の小偏差に因る弾丸飛行
時の変差量並に風力に因る飛行時変差量の計算

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1597
昭和１３年４月　５０口径１４糎砲被帽通常弾改１　水圧試験成績
報告

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1598
昭和１３年４月　４０口径８９式１２糎７連装高角砲（Ａ1型）装填歯
桿引出装置　試製実験報告

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1599 昭和１２年１１月　１５糎曲射砲無煙火薬試験発射報告 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1600 昭和１２年１０月　気温の変化に対する射距離差修正法 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1601 昭和１２年１２月　９１式時限信管貯蔵試験成績報告（其の６） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1602 昭和１４年５月３０日　薄鋼鈑効力試験 呉海軍工廠
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⑥技術‐研究資料‐1603
昭和９年６月　５０口径１５糎砲３号通常弾に１３式１号信管装着実
験報告

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1604 昭和９年６月　試製電気銀壜加熱浴槽試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1605 昭和９年６月　測圧器及銅柱に関する諸実験成績報告（第１報） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1606 昭和９年４月　無煙火薬の経年重量変化に関する研究報告（其２） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1607 昭和９年１月　ジャンプ砲口秒時及初速の信頼度に就て 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術‐研究資料‐1608
昭和１３年１１月　９１式時限信管改１盲弾原因探究　実見成績報
告

呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1609 昭和１３年１１月　爆風計測器研究実験報告（第２報） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1610 昭和１３年９月　試製空放火薬加熱貯蔵試験成績報告（其の２） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1611 昭和１３年６月　弾丸用炸薬試験成績報告（其の２） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1612 昭和１３年６月　２５粍機銃弾薬包試験成績報告（其１２） 呉海軍工廠

⑥技術‐研究資料‐1613 昭和８年１月　高爆薬炸填５糎野砲用信管の研究成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-1614 昭和４年９月　硝酸纎維素の溶解度の研究　其の１ 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1615 昭和２年７月　火薬用原料綿糸に対する漂白の利否に関する研究 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1616
大正１３年５月　佛国「サンシヤマ」火薬工場視察報告　其の１　爆
薬原料

海軍技師　橋本武輔

⑥技術-研究資料-1617 昭和３年７月　１９２５－１９２６年に於ける火薬界の進歩 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1618 大正１０年１１月　「ミネラルゼリー」に関する報告　其１ 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1619 昭和３年３月　我国工業爆薬界近状調査報告 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1620 昭和２０年度 第３海軍火薬廠廠務遂行方針 第３海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1621 昭和１８年３月２日　初級士官心得 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1622 昭和１９年８月１４日　火薬関係特許彙報　第１１巻第１号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1623 昭和１９年７月１８日　火薬関係文献彙報　第１２巻第２号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1624 昭和１９年５月２８日　遠心脱水機に依る綿薬駆水研究実験報告 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1625 昭和１９年５月１２日　火薬関係文献彙報　第１１巻第６号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1626
昭和１９年４月　火薬類取扱上の保安に関し昭和１８年１２月　二
火廠に於て実施せる講習の講義記録

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1627 昭和１９年４月６日　火薬関係文献彙報　第１１巻第５号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1628 昭和１９年３月１０日　無煙火薬の取扱 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1629 爆薬製造作業要領 第１海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1630 昭和２年８月　爆薬の合成研究（第１報） 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1631 昭和６年９月　基準火薬の薬齡に基く初速差及?圧差 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1632
昭和６年１１月　混酸成分の綿薬諸性質に及ぼす影響  第２報　廃
酸組成と綿薬諸性質との関係

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1633 昭和６年７月　無煙火薬の揮発分測定差に関する研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1634 昭和６年４月　フェニルホルムアニリドに関する研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1635 昭和６年４月　綿薬酸度試験法に関する研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1636 昭和６年４月　「ファルマン」火薬試験報告 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1637 昭和６年６月　陸軍洞窟火薬庫見学報告 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1638
昭和４年１２月　研究部各年度工事費統計表（自大正８年度至昭
和３年度）

海軍火薬廠 研究部
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⑥技術-研究資料-1639
大正１５年１月　海軍工事用爆藥として無煙廃火藥の使用並取扱
法及注意事項

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1640
昭和３年２月　陸軍に於ける「ダイナマイト、グリスリン」規格調査
次第

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1641 大正１３年１月　見学報告 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1642
昭和７年１０月　纎維素のエステル化及び纎維素エステルの研究
（第２、第３及第４報）

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1643
昭和７年２月　混酸成分の綿薬諸性質に及ぼす影響  第３報　纎
維素硝化の理論に就て

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1644
昭和７年６月　「エロージョン・ボンブ」に依る各種無煙火薬の磨耗
量試験に関する研究（第１報）

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1645
昭和７年３月　無煙火薬揮発分変化に関する研究　其の１　２年式
火薬貯藏中に於ける揮発分経年変化

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1646 昭和２年４月　火薬製造法表解 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1647
昭和２年４月　無煙火薬及半作品製造検査及試験作業統計並工
費及材料費の計算

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1648
昭和２年６月　纎維素に就て（其の３）　精製「パルプ」の硝化に就
て

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1649 大正１５年１０月　纎維素に就て（其２）　木纎維の精製 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1650 大正１５年２月　Murschhauser氏瓦斯分析装置に就て 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1651 大正１１年９月　窒素計算表 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1652 大正１５年５月　昭和３年８月（再版）　工業研究所の管理に就て 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1653 大正１４年１１月　銀壜試験用石炭瓦斯消費量測定報告 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1654
大正１４年１０月　米国学術研究会火薬研究委員会年報抄録（１９
２５年４月１０日）　「アムモニア」化合物爆発性研究委員会抄録（１
９２５年４月１０日）

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1655 昭和７年９月　ＮаＣｌ及ＣаＣＯ３の熱解離に就て 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1656
昭和７年７月　実験用「セルヰッヒランゲ」硝化器に依る綿薬硝化
試験

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1657
昭和６年１２月　火薬類極性に関する研究 其の１　極性に関する
文献調査

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1658
昭和５年１２月　カロリメーターの研究 其の７　カロリメーターの構
造

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1659
昭和４年１０月　硝酸纎維素の溶解度の研究　其の３　硝酸纎維
素のアルコール溶解度

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1660
昭和４年１２月　爆薬としてＭＤ廃薬利用研究 第２報　工業用爆薬
として利用

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1661 大正１５年８月　「パームチツト」による用水浄化成績 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1662 昭和１０年１１月　爆藥威力に関する瞬間写真的研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1663
昭和１０年９月　｛「ニトロナフタリン」　過塩素酸「アンモン」｝混融爆
薬の研究（第２報）

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1664 昭和１１年７月９日　火薬類の安定性に関する研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1665
昭和１１年２月１０日　Ｘ線に依る鋳造ピクリン酸炸薬内の空隙の
検知に就て

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1666
昭和９年１２月４日　Ｄ火薬の各成分の増減が?内諸項に及ぼす影
響

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1667 昭和１０年８月１０日　火薬の分解機構（第５報） 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1668 昭和９年１０月２０日　延時薬の研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1669 昭和９年４月　機銃腔内弾丸圧入抵抗の測定 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1670 昭和９年４月　火薬安定剤の機能　第５報 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1671 昭和９年３月　火薬の分解機構 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1672 昭和９年３月　機銃火薬及弾薬包に関する研究報告 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1673
昭和９年５月　グアニヂン、グアニル尿素及トリメチルアミンの過塩
素酸附加化合物に就て

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1674
昭和９年３月　密閉爆発試験に於ける各種火薬瓦斯の冷却による
ｆ，Ａの修正（第３報）

海軍火薬廠 研究部
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⑥技術-研究資料-1675 昭和９年１月１５日　爆薬の仕事効果測定法の研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1676 昭和８年１１月６日　苧麻及凝綿の精製並に硝化法の研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1677 昭和８年１１月１日　Ｆ2火薬製造法改良に関する研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1678 昭和８年９月１２日　無煙火薬の燃焼速度計算成績に就て 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1679
昭和８年９月１１日　一安息香酸纎維素硝化物を原料とする無煙
火薬の研究

海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1680 昭和８年９月１１日　ＤＮＴ及ＴＮＴによる綿薬の捏延研究 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1681 昭和８年８月１５日　爆薬製造要覧 海軍火薬廠 研究部

⑥技術-研究資料-1682 昭和１９年４月１８日　中型火薬圧出機に依る火薬製造実験報告 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1683 昭和１９年４月１５日　不揮発性細形火薬製造研究報告（第４報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1684 昭和１９年４月１１日　方形機銃火薬製造法の研究（第１報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1685
昭和１９年４月８日　ヂユーマ分析法に依る火薬類窒素定量法の
研究（第２報）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1686 昭和１９年４月７日　新爆薬の研究（第１９報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1687 昭和１９年４月６日　硫酸濃縮法に関する研究　第１報 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1688
昭和１９年３月１８日　機銃火薬収函法に関する研究実験報告（其
の２）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1689 昭和１９年３月１８日　平削盤に依る帯状火薬の成形実験 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1690
昭和１９年３月１０日　葦パルプを原料とせる綿薬を使用する一三
式火薬の製造経過報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1691
昭和１９年３月７日　九一式爆薬２号中に含有せらるる不純物に関
する研究

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1692 昭和１９年３月７日　短五糎砲用火薬（Ｋ51）製造経過報告 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1693 昭和１９年３月７日　無煙火薬砲煙減少に関する研究（第６報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1694
昭和１９年３月６日　不揮発性溶剤火薬の捏延作業中に於ける発
火に対する統計的調査研究報告（第２報）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1695
昭和２０年５月２０日　陸戦用（Ｃ）無煙火薬の貯蔵試験成績（其の
２）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1696 昭和２０年４月３０日　新爆薬の研究（第２２報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1697 昭和２０年３月８日　推薬の燃焼速度に関する研究（第３報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1698 昭和１９年１１月３０日　酸工場に於ける廃物の利用法 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1699
昭和１９年１１月２９日　７粍９機銃用一式一号機銃火薬（７．９Ｋ
21）製造経過報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1700 昭和１９年１０月１３日　傳爆薬に関する研究（第４報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1701 昭和１９年９月１３日　樟脳系膠化剤の研究（第１報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1702 昭和１９年１０月６日　エロージョンに関する電子廻折的研究 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1703
昭和１９年８月１８日　窒化鉛と銅及銅系金属との接触に依る窒化
銅生成に関する研究

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1704 昭和１９年６月２２日　弾丸等の炸裂威力に関する研究（第３報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1705
昭和１９年６月１８日　赤松パルプとフライ綿の凝綿を２号綿薬の
原料とする大型無煙火薬の製造研究経過報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1706
昭和１９年６月１５日　純度高き「モノニトロナフタリン」製造法に関
する研究

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1707 昭和１９年５月２８日　遠心脱水機に依る綿薬駆水研究実験報告 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1708 昭和１９年５月１２日　模型魚雷頭部耐火試験（第１報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1709
昭和１９年５月１２日　製法及精製法を異にせるＤＮＴの機銃火薬
表面膠化に及ぼす影響

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1710 昭和７年５月　諸報告類発刊目録 第２海軍火薬廠
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⑥技術-研究資料-1711 昭和２０年６月２２日　推薬成分分析法に関する研究 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1712 昭和１３年８月２３日　「ローレンツ」氏砲内弾道 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1713
昭和１３年１１月　「ローレンツ」氏砲内弾道解説（一般理論及計算
例）

海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1714 昭和１４年１月　硝酸纎維素防湿法の研究 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1715 昭和１４年２月　火薬類の衝撃威力に関する研究（第１報） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1716 昭和１４年２月　火薬類の衝撃威力に関する研究（第２報） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1717
研究実験諸報告発刊目録　昭和１７年刊行（自昭和１０年４月　至
昭和１７年３月）

海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1718 昭和１８年２月２５日　「モノニトロナフタリン」の製造に関する研究 第３海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1719 作業状況報告　昭和２年度 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1720 昭和８年１１月２日　リンター精製並硝化法の研究 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1721
昭和８年１２月９日　密閉爆発試験に於ける火薬瓦斯の冷却によ
るｆ，Ａの修正（一三式及二年式火薬）

海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1722 昭和８年６月　各種密閉爆発器によるｆ，Ａの比較並に冷却の修正 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1723 昭和８年９月　火薬燃焼函数の研究　第１報　紐状火薬 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1724
昭和１８年７月１０日　「アルミニウム」粉の爆発性に関する研究
（第１報）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1725 昭和１９年２月１５日　新爆薬の研究（第２０報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1726 昭和１９年２月１４日　各種無煙火薬６５℃加熱実験成績 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1727 昭和１９年７月１７日　火導薬原料炭に関する研究（第４報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1728 昭和１９年８月２０日　特種?内弾道の研究（第１報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1729 昭和１９年８月１８日　起爆に関する研究（第２報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1730
昭和１９年５月１５日　正「ヘプタン」より「トルオール」合成に関する
研究（第１報）

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1731 昭和１９年６月２３日　無煙火薬砲煙減少に関する研究（第７報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1732 昭和２０年４月２０日　グリセリン代用品に関する研究 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1733
昭和１９年１２月２７日　アルミニウム粉中の酸化アルミニウムの比
色定量法

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1734 昭和１９年９月１５日　膠化剤の膠化度に関する研究（第１報） 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1735 昭和１７年１１月１６日　火薬関係綜合研究会　実施報告 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1736 火薬関係調査彙報　文献　等 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1737 火薬関係文献彙報　第５巻（１９３７） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1738 火薬関係工業彙報　第４巻（１９３７） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1739 火薬関係文献彙報　第４巻（１９３６） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1740 火薬関係工業彙報　第２巻（１９３５） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1741 火薬関係工業彙報　第３巻（１９３６） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1742 火薬関係特許彙報 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1743 昭和９年３月２７日　無煙火薬揮発分変化に関する研究　其の２ 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1744 昭和９年９月８日　綿薬煮洗法改良に関する研究 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1745 昭和９年３月２０日　タリアニ試験に就て（第２報） 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1746 昭和９年４月７日　火薬燃焼函数の研究 海軍火薬廠　研究部
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⑥技術-研究資料-1747 昭和１０年１１月　爆発威力に関する瞬間写真的研究 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1748
昭和１０年１１月１３日　無煙火薬の貯蔵安定度規格改正案に就て
（附録）

海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1749 昭和３年　廣研雑報　第３１号～第４０号 廣海軍工機関研究部

⑥技術-研究資料-1750
昭和９年１２月１０日　「クランツ」氏砲内弾道解説（其の１、一般理
論、計算法）

海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1751 昭和１２年３月２０日　Ｂ火薬製造に使用せらるる建物の構造 海軍火薬廠　研究部

⑥技術-研究資料-1752 昭和１６年６月１日　黒色火薬用木炭の製造研究 第２海軍火薬廠製造部

⑥技術-研究資料-1753 昭和１６年５月　高粘度重油陸上焚試試験成績報告 舞鶴海軍工廠

⑥技術-研究資料-1754 昭和９年４月　光学兵器計画実験用諸表覧 海軍技術研究所理学研究部

⑥技術-研究資料-1755 昭和１２年３月３１日　弾波並に弾丸に及ぼす空気抵抗 海軍技術研究所理学研究部

⑥技術-研究資料-1756
昭和１２年９月８日　空廠雑報第２３７号（空廠飛雑報第６８号）振
動学

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-1757 昭和８年１０月　飛行機機体強度計算法講習講義録（其の１）本論 海軍航空本部

⑥技術-研究資料-1758
昭和８年１０月　飛行機機体強度計算法講習講義録（其の２）質疑
応答

海軍航空本部

⑥技術-研究資料-1759
昭和８年１０月　飛行機機体強度計算法講習講義録（其の３）
NOTES ON THE DESIGN OF METAL PARTS FOR USE IN
AIRPLANE CONSTRUCTION

海軍航空本部

⑥技術-研究資料-1760 昭和１０年４月２０日　爆薬性能決定条件 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1761 昭和１０年６月　火薬類爆轟猛度の計算 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1762 昭和１１年７月２４日　火薬安定剤の機能（第６報） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1763
昭和１０年９月１８日　「エロージョンボンブ」に依る各種無煙火薬
の磨耗量試験に関する研究（第２報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1764
昭和１０年９月２０日　不揮発性溶剤火薬の水分差並に試料採取
量に関する研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1765 昭和２年４月　昭和２年度購買規格　火薬試験用寒暖計購買規格 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1766 昭和１１年２月１２日　爆焔に関する研究　其の７ 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1767
昭和１０年９月２５日　７粍７機銃用「ニトロセルローズ」火薬の製造
研究（第１報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1768 昭和２年　海外出張報告　海軍技手　鈴木初太郎 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1769 昭和２年９月　第１１回硝酸合成委員会記事 海軍火薬廠硝酸合成委員會

⑥技術-研究資料-1770 昭和３年　海外出張報告　海軍技師　荒木久吉 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1771
昭和８年１０月　三硝基「アニソール」「ヘキソーゲン」混融爆薬の
研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1772 昭和１１年７月３１日　機銃火薬及弾薬包に関する研究報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1773 昭和１０年７月９日　昭和１０年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1774 昭和１１年６月１７日　昭和１１年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1775 昭和１２年２月　研究機関に於ける「コロキウム」の意義 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1776 昭和１２年３月２日　グリセリン工業関係図表 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1777 昭和１２年５月３日　昭和１２年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1778 昭和１２年１１月２２日　米国に於けるロケット事情に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1779
昭和８年３月　仏国「スヴランリヴリ」国立火薬製造所実習報告（其
１）

海軍少佐　黒田麗　（海軍火薬
廠）

⑥技術-研究資料-1780
大正５年１２月　綿花の性状の硝化に及ぼす影響に関する実験報
告

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1781 大正３年１０月１５日　日本爆発物株式会社見学報告 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1782 火薬廠研究資料 海軍火薬廠研究部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1783
昭和１０年４月　不揮発性溶剤火薬に於ける組成差異及分析誤差
の研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1784 昭和９年１１月　異種綿薬を用ふる不揮発性溶剤火薬の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1785 昭和１１年２月１日　保式１３粍曳跟弾の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1786 昭和１０年９月２０日　１３粍機銃用火薬の製造研究（経過報告） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1787
大正１４年９月　「クロールベンゾール」よりする「ピクリン」酸中型
製造実験報告（第２回報告）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1788 大正１５年７月　綿薬の吸湿性に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1789 大正１５年６月　「ヤラヤラ」の硝化物に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1790 大正１４年３月　無煙火薬の含有水分とその薬長伸縮との関係 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1791
大正１５年１１月　廃棄「エチールアニリン」の利用法に関する研究
報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1792 昭和３年３月　爆薬の合成研究（第２報） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1793 昭和３年４月　爆焔に関する研究　其の３　爆焔消滅試験 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1794
昭和３年２月　無煙火薬安定度試験法に関する研究　第１報
「アーディア」試験成績報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1795
昭和２年７月　「ナイトロセルローズ」変性に関する研究　第１報
加圧煮沸法に就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1796 昭和２年６月　「オルソトリールウレタン」製造実験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1797 昭和２年６月　耐熱試験温度と耐熱時間との関係 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1798 昭和２年４月　「エチールアニリン」製造試験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1799 昭和２年３月　活性炭素応用に関する実験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1800 昭和２年４月　火薬安定剤の機能並に湿気の作用に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1801
昭和２年４月　一三式火薬加熱貯藏試験の経過及艦船搭載年齢
に就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1802
大正１５年１２月　一三式無煙火薬添加剤蓚酸アムモニウム曹達
に関する研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1803
昭和２年４月　無煙火薬特徴係数の計算　第２編  不揮発性無煙
火薬の部

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1804
昭和２年２月　「ヤラヤラ」及「セントラリット」硝化物入無煙火薬の
安定度に関する研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1805
昭和４年４月　爆薬の合成研究（第７報）　トリメチレントリニトラミン
の製造

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1806 昭和４年４月　各種処理綿糸を原料とせる火薬の性質に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1807 昭和４年４月　一安息香酸繊維素の硝化物に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1808 昭和４年１月　「ニトログアニヂン」の合成 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1809
昭和４年１月　爆薬の合成研究（第６報）　ヂフェニールサルファイ
ド及ヂフェニールスルフォン硝化物の合成

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1810 昭和３年１２月　ニトロユレアの合成 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1811 昭和４年１月　オルソトリールウレタンの硝化物に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1812 昭和４年１月　二年式無煙火薬貯蔵規則の改正に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1813
昭和３年７月　「ナイトロセルローズ」変性に関する研究　第２報
変性硝化法に就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1814 昭和３年７月　爆薬の基本恒数（第１報　別冊） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1815 昭和３年６月　火薬原料として中、下「ウイス」使用に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1816
昭和３年３月　硝化澱粉の研究　第三報　軍用火薬として硝化澱
粉の利用

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1817 昭和６年５月　混酸成分の綿薬諸性質に及ぼす影響 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1818 昭和６年９月　過塩素酸アムモニウムの電解製法 海軍火薬廠研究部
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⑥技術-研究資料-1819
昭和６年９月　機銃火薬及弾薬包に関する研究　第２報　小銃内
弾道の現况

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1820
昭和７年１月　各種無煙火薬貯蔵安定性並に艦船搭載年限決定
に関する研究報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1821 昭和６年２月　魚雷加熱火管用火薬の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1822 昭和５年６月　「フエニールフオルムアニリッド」製造実験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1823
昭和４年３月　ヤラヤラの定量による二年式無煙火薬安定度測定
法

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1824 昭和４年８月　低湿度銀壜試験法の制定に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1825
昭和４年９月　綿薬の?洗に就て　第３報　蒸餾水並「アルカリ」液?
洗に関する研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1826 昭和４年８月　混酸中の亜硝酸の綿薬硝化に及ぼす影響 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1827
昭和４年８月　各種火薬の湿気に対する作用　第１報　９０゜銀壜に
於ける影響

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1828 昭和２年８月　酸分析法研究報告（硝酸、硫酸、混酸） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1829 大正１２年８月　水生瓦斯平衡に関する実験 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1830
大正１４年９月　「グリスリン」中の「トリメチレングリコール」検出に
就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1831 大正１４年６月　「アムモニア」酸化法の研究　第２回報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1832
大正１１年８月　呉海軍工廠及び海軍火薬廠に於ける二年式無煙
火薬揮発分試験法の比較調査　第１回報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1833 大正１０年１２月　耐熱試験用器具説明 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1834 昭和７年１１月　臭化法による「ヤラヤラ」の定量 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1835
昭和７年７月　不揮発性溶剤火薬の広隙?延回数と製造後に於け
る弾道性変化との関係及Ｃ2火薬の貯蔵中に於ける弾道性変化探
求試験

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1836 1920 THE BIBLIOGRAPHY OF EXPLOSIVES 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1837 昭和３年３月　「ネフェロメーター」に依る微量硫酸分の定量 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1838 昭和２年１２月　「カルバミン酸エステル」置換体の合成 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1839 昭和２年１１月　起爆薬感度試験法に関する実験 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1840 昭和２年５月　過満俺酸加里による酸化繊維に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1841 大正１１年３月　火薬試験用寒暖計購買規格 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1842 大正１０年１１月　「ミネラルゼリー」に関する報告　其３ 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1843
大正９年１１月　諸金属の「アセトン」に対する作用に就て　第１回
報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1844
大正１０年８月　「カロリメーター」に関する研究　其の６　水当量の
測定及点火熱量の測定

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1845
大正１０年６月５日　「カロリメーター」に関する研究　其の３　撹拌
による温度上昇

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1846 昭和７年４月　昭和６年度研究及作業概況報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1847 昭和７年３月　?内諸計算に関する協定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1848 昭和７年４月　昭和７年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1849 昭和６年４月　昭和６年度研究部作業予定 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1850 昭和６年４月　昭和５年度研究及作業概况報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1851 昭和４年９月　研究部新実験室建築並設備に関する調書 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1852
大正１２年１月　「アーベル」耐熱試験紙及標準色紙製造法並領收
及貯蔵試験法

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1853
大正１２年７月　我が海軍の進歩に対する制度組織及研究の一般
並研究を有効ならしむる為め此の際採るべき最重要手段

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1854
大正１３年５月　銀壜試験作業手続及作業心得並作業員勤務規
定

海軍火薬廠研究部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-1855
大正１３年５月　安定度試験課試験作業手続及作業心得並に加熱
試験室作業員勤務規定

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1856 昭和４年　米国に於ける特許火薬の明細書　第３集 海軍火薬廠研究部図書室

⑥技術-研究資料-1857 昭和４年　米国に於ける特許火薬の明細書　第２集 海軍火薬廠研究部図書室

⑥技術-研究資料-1858 大正１０年１１月　「ミネラルゼリー」に関する報告　其２ 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1859 昭和３年３月　英国火薬界の大勢 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1860 昭和５年９月　各種爆薬の威力試験及感度試験 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1861 昭和６年２月　軍艦伊勢搭載二年式無煙火薬耐熱成績に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1862 昭和５年　海外視察綜合報告　海外出張報告　第２回 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1863 昭和６年７月　毛織物防虫剤の火薬安定度に及す影響 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1864 昭和６年４月　フェニルホルムアニリドに関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1865
大正１５年１０月　熱力学参考書第３編　「エントロピー」と「プロバ
ビリチー」

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1866 火薬関係文献彙報　第３巻（１９３５） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1867 昭和８年４月７日　曳跟弾光薬の研究（第１報） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1868
昭和１７年２月２５日　硝酸繊維素及其の結晶的構造に関する研
究（綜合報告）第４報

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1869 昭和９年９月４日　火薬類極性に関する研究　第４報 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1870 火薬関係特許彙報　第２巻（１９３４）（特許番号別索引） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1871 火薬関係文献彙報　第２巻（１９３４）（姓名別索引） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1872 昭和１２年１月　爆風圧力測定装置の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1873
昭和１２年２月　「ベタナフトール」中の「アルファナフトール」分測定
法に就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1874 昭和９年１０月　硝燐混酸に依る高硝化纎維素の製造研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1875
昭和１１年７月２日　廻転結晶法及纎維組織より生ずるＸ線斑点の
考察

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1876 昭和９年８月２５日　八幡製鉄所製ベンゾール類に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1877 昭和９年１０月１日　瓦斯分析に関する研究　第７報 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1878
昭和８年６月３０日　安定膠化剤を異にせる不揮発性無煙火薬の
製造経過報告

海軍火薬廠火薬部

⑥技術-研究資料-1879 昭和３年８月　小銃火薬試製に関する報告（第２報） 海軍火薬廠火薬部

⑥技術-研究資料-1880 昭和３年５月　小銃火薬試製に関する報告（第１報） 海軍火薬廠火薬部

⑥技術-研究資料-1881 昭和１４年３月３０日　消焔理論の研究（第３報） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1882 昭和１４年１月１０日　機銃?内弾道計算の一考察 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1883 昭和１３年１２月２８日　各種爆薬の衝動効果の計算 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1884
昭和１３年１１月２４日　新爆薬の研究　第３報　エチレンヂニトラミ
ンに就て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1885 昭和１３年１２月１３日　火薬燃焼函数の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1886
昭和１３年１１月３０日　密閉爆発器内に於ける熱冷却其の他に依
る火薬特徴数の修正

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1887 昭和１３年１２月１６日　新爆薬の研究　第４報　テトラセン 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1888 昭和１３年１０月５日　曲射砲用傳火薬に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1889 昭和９年４月２日　尿素置換体入不揮発性無煙火薬の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1890
昭和８年１１月１５日　ニトロナフタリン過塩素酸アンモン混融爆薬
の研究

海軍火薬廠研究部
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⑥技術-研究資料-1891 昭和８年１１月２日　リンター精製並硝化法の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1892 昭和１３年８月６日　火薬薬温の特徴数に及ぼす影響探究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1893 昭和１１年５月７日　火薬類の起爆に関する考察 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1894 昭和９年９月８日　綿薬煮洗法改良に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1895 昭和９年４月１０日　火薬の分解機構　第３報　熱分解に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1896 昭和７年８月　機銃火薬及弾薬包に関する研究報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1897 昭和７年７月　各種測圧器の図 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1898 昭和８年７月２０日　無煙発射薬性能決定条件 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1899
昭和８年６月２０日　「セントラリット」のＮＯ２瓦斯反応生成物　第３
報

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1900 昭和８年６月２０日　水化繊維素の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1901
昭和８年６月１５日　各種火薬の装薬温度に依る初速差及最大?圧
差（第１報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1902 昭和８年６月１０日　爆薬の日光曝露試験 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1903 昭和８年６月５日　無煙火薬の揮発分とＡ,fとの関係に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1904 昭和８年５月３０日　無煙火薬の水分吸收及発散に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1905
昭和８年５月３０日　「セントラリット」のＮＯ２瓦斯反応生成物（第１
報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1906
昭和１９年５月２８日　石綿代用としての硝子繊維及岩綿板「パッ
キング」に関する研究

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1907 昭和８年３月３０日　「アーデイア」試験成績　第２回報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1908 昭和７年１２月　火薬類特徴数の計算 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1909 昭和７年９月　繊維素のエステル化及び繊維素エステルの研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1910
昭和７年６月　「エロージョン・ボンブ」に依る各種無煙火薬の磨耗
量試験に関する研究（第１報）

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1911 昭和６年１１月　混酸成分の綿薬諸性質に及ぼす影響 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1912 昭和６年９月　過塩素酸アムモニウムの電解製法 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1913 昭和６年８月　機銃火薬及弾薬包に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1914 昭和６年７月　無煙火薬の揮発分測定差に関する研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1915 昭和５年４月　銃齡古き機銃の射弾散布状況探求実験報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1916 昭和１６年２月１０日　トルオール工業の現状とトロチールに就て 海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-1917 昭和１６年２月６日　無煙火薬製造用混餅薬の熟成に関する研究 海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-1918 昭和１５年９月１４日　薬発装薬に関する実験 海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-1919 昭和１４年６月２４日　活性炭によるＣ火薬の溶剤回收法（第１報） 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1920 昭和１４年５月２０日　火薬燃焼圧力測定法の研究 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1921
大正１４年１１月　密閉爆発器内面及び大砲?面に於ける燃焼火薬
瓦斯の冷却

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1922
昭和８年４月２０日　水素イオン濃度測定による無煙火薬安定度
試験法の研究

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1923
昭和８年４月１５日　各種処理綿糸を原料とせる火薬の性質に就
て

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1924
昭和１８年９月２２日　二、三の有機溶剤に対するニトログリセリン
の溶解度に付て

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1925 大正８年１１月　「カーリット」火薬第１回試験報告 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1926 大正１０年３月　大正１０年度火薬製造検査試験法 海軍火薬廠
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⑥技術-研究資料-1927 大正９年１１月　作業会計に就て 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1928
大正１２年６月　硝酸調査委員会第２回会議録附硝酸製造装置予
算調書

海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-1929
大正１２年３月１９日　現用無煙火薬の弾道性改善に関する調査
研究会記事

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1930 大正１１年度火薬製造法要領 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1931 大正１１年３月　大正１１年度火薬製造検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1932 大正１１年３月　大正１１年度購買規格 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1933 大正１０年３月　今次戦役中仏国に於ける火薬爆薬補給に就て 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1934 大正１０年度　火薬製造要領 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1935 大正１０年度　火薬製造法要領 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1936 ニトログリセリン洗浄法の改良研究実験方案 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1937 無煙火薬試験成績 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1938 智利硝石視察報告 海軍主計中佐　矢吹務重

⑥技術-研究資料-1939 硝酸製造装置予算調書及理由 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1940 陸上火薬庫火薬火工品貯蔵及取扱明細表（草案） 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1941 大正１２年度　主要購買品検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1942 大正１５年６月１０日　作業特別会計の一般及び之か運用 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1943 大正１５年３月　火薬の話 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1944 大正１４年１２月　日本の工場観 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1945 大正１４年９月　海軍火薬廠の経営に就て（第２版） 海軍火薬廠長　波多野貞夫

⑥技術-研究資料-1946
大正１４年６月　職工賃金算定法に対する近代給与法各種型式の
比較研究

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1947 大正１４年５月　海軍火薬廠の経営に就て 海軍火薬廠長　波多野貞夫

⑥技術-研究資料-1948 昭和１１年３月　ヂニトロナフタリン精製法の研究 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1949 昭和１０年１０月　人造短繊維より綿薬の製造 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1950 昭和１１年１０月　傳火に関する研究（第２報） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1951 昭和１１年１月　機銃火薬及弾薬包に関する研究報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1952 昭和８年４月３０日　諸報告書類発刊目録（昭和８年４月現在） 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1953 昭和１０年１２月２１日　研究実験諸報告発刊目録 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1954 海外視察綜合報告　山家海外出張報告目録 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1955
昭和１０年１２月　エロージョンボンブ内に於ける火薬の燃焼研究
報告

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1956 昭和８年３月１０日　臭化法によるヤラヤラの定量 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1957 昭和８年３月３０日　「アーディア」試験成績　第２回報告 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1958 昭和９年～１０年　火薬関係工業彙報 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-1959 大正１３年６月　仏国火薬関係工場視察報告 海軍技師　橋本武輔

⑥技術-研究資料-1960
大正１３年３月７日　硝酸合成委員会　第３回会議（大正１３年度の
予算７万円の支途及び将来の方針決定）記事

海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-1961 昭和２年４月　昭和２年度主要購買品検査試験法　附図 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1962 昭和６年４月　昭和６年度主要購買品検査試料採取規程 海軍火薬廠
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⑥技術-研究資料-1963 昭和２年４月　昭和２年度主要購買品検査試料採取規程 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1964 昭和２年３月　昭和２年度主要購買品検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1965 駆水機綿薬仕込量増加実験経過報告 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1966 昭和２年４月　昭和２年度火薬製造検査試験法 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-1967 昭和１８年１０月　85kg Ni-Cr 鋼火花衝合熔接強度
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1968
昭和１８年８月　捩れ錐の研究（第２報）軽合金用捩れ錐の現状調
査

三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1969
昭和１９年１月　軽合金鋲の時効と強度に及ぼす鋲打の影響に関
する研究

三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1970 昭和１９年１月　硬度－剪断力－抗張力
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1971 飛行機機体修理標準 不明

⑥技術-研究資料-1972
昭和１８年２月　軸承用銅－鉛合金（ケルメット）に於ける不純物と
しての鉄に就いて　銅－鉛合金（ケルメット）軸承に於ける鉛の偏
析に就いての１考察　銅－鉛合金（ケルメット）軸承鋳造の際の冷

三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1973 昭和１８年９月　「オイライト」軸受に対する調査報告
三菱重工業株式会社名古屋発
動機製作所

⑥技術-研究資料-1974 昭和１７年２月　Ｈｙ熔接々手の疲れ強度
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-1975 昭和１７年４月　皿発条強度試験
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-1976 昭和１７年２月　マグネシウム合金防蝕法（第１報）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-1977 昭和１７年１月　有機ガラスの耐風化性に就て
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-1978 昭和１７年２月　Ｄｕｒａｌｕｍｉｎ系鋲材の時効停滞
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-1979 Ｐｅｅ　Ｗｅｅ に依る螺子転造試験に関する報告
三菱名古屋発動機工作技術部
研究課

⑥技術-研究資料-1980 昭和２０年７月１日　１３Ｃr不銹鋼噴孔板鋳込試験 三菱重工業株式会社

⑥技術-研究資料-1981
昭和２０年３月６日　航空揮発油中に於ける軟鋼板の防蝕法として
のカドミウム鍍金と亜鉛鍍金との比較

三菱重工業株式会社

⑥技術-研究資料-1982 昭和２０年３月５日　各種硬度比較並に硬度と引張り強さの関係 三菱重工業株式会社

⑥技術-研究資料-1983 昭和１９年３月　Ｘ線応力測定法の利用
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1984
昭和１９年２月　高荷重に於ける耐磨性に関しクローム鍍金並に
陽極酸化の影響

三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1985 昭和１９年２月　各種鋲止ナットの比較試験
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1986 昭和１９年１月　合板の剪断強度（第１報）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1987 昭和１９年２月　主翼桁フランヂ強度試験
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1988 昭和１９年１月　仮称ＨＤ合金押出型材実用試験報告
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1989
昭和１９年２月　Ｅ，Ｓ，Ｄ，押出型材の焼戻時間短縮に関する実
験

三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1990 部品表　三菱零式一号観測機一型（翼の部其の２）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1991 部品表　三菱零式一号観測機一型（翼の部其の１）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1992 部品表　三菱零式一号観測機一型（雑及胴の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1993 部品表　三菱零式一号観測機一型（尾の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1994 部品表　三菱零式一号観測機一型（舟の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1995 部品表　三菱零式一号観測機一型（操の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-1996 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　兵之部（其の１）第６号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛

⑥技術-研究資料-1997 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　翼之部（其の２）第６号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛

⑥技術-研究資料-1998 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　翼之部（其の１）第６号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛
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⑥技術-研究資料-1999 部品表三菱十二試艦上戦闘機（降の部）
三菱重工業株式会社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2000 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　脚之部　第６号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛

⑥技術-研究資料-2001 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　艤之部（其の１）第４号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛

⑥技術-研究資料-2002 部品表　三菱十二試陸上攻撃機　兵之部（其の２）第４号
三菱重工業株式会社第一工作
部計画課図面掛

⑥技術-研究資料-2003 部品員数明細表　主航法机
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2004 部品員数明細表　前部発動機房組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2005 部品員数明細表　冷却器導風?
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2006 部品員数明細表　気化器吸入?　発動機覆組立 オカ七○○○工場協力工場課

⑥技術-研究資料-2007 部品員数明細表　操縦席床板承縦壁　指揮官席
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2008 部品員数明細表　弾扉
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2009 部品員数明細表　前縁組立肋材５～８
三菱重工業株式会社第七製作
所第一工作部協力工場課

⑥技術-研究資料-2010 部品員数明細表　計器板組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2011 部品員数明細表　G4M2　G4M2b　漏洩防止ゴム取付枠各種
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2012 部品員数明細表　G4M2A　漏洩防止ゴム取付枠各種
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2013 部品員数明細表　便所組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2014 部品員数明細表　単一部品
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2015 部品員数明細表　G4M2 漏洩防止ゴム取付枠各種
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2016 部品員数明細表　机及受信機取付
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2017 部品員数明細表　導管
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2018 部品員数明細表　操縦席及指揮官席床板
三菱重工業株式会社第七製作
所第一工作部協力工場課

⑥技術-研究資料-2019 部品員数明細表　床板承梁
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2020 部品員数明細表　前縁組立（垂胴体側）
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2021 部品員数明細表　後縁組立（垂胴体側）
三菱重工業株式会社第七製作
所第一工作部協力工場課

⑥技術-研究資料-2022 部品員数明細表　前縁後縁組立（水中央部）
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2023 部品員数明細表　写真機格納支基
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2024 部品員数明細表　腰掛
三菱重工業株式会社第七製作
所第一工作部協力工場課

⑥技術-研究資料-2025 部品員数明細表　扉組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2026 部品員数明細表　電線導管組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2027 部品員数明細表　炭酸ガス壜取付
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2028 部品員数明細表　機関席計器板組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2029 部品員数明細表　後方上部固定覆
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2030 部品員数明細表　継ぎ鈑
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2031 部品員数明細表　電池箱
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2032 部品員数明細表　落下傘取付
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2033 部品員数明細表　夜間偏流測定器取付孔蓋
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2034 部品員数明細表　電信席
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課
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⑥技術-研究資料-2035 部品員数明細表　G4M2 G4M2A2b 漏洩防止ゴム取付枠各種
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2036 部品員数明細表　機関席計器板
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2037 部品員数明細表　手孔
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2038 部品員数明細表　垂直水平板組立
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所他第一工作部協力工
場課

⑥技術-研究資料-2039 部品員数明細表　雑
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2040 昭和１９年４月１４日　黒色クローム鍍金の研究に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2041 昭和１９年４月１４日　有機試薬による金属分析の研究　第２報
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2042 昭和１９年８月１８日　有機試薬に依る金属分析の研究　第３報
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2043 昭和１９年８月１８日　快削１３％Ｃr不銹鋼に関する研究
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2044 昭和１９年８月１８日　可鍛鋳鉄の研究　第３報
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2045
昭和１９年８月１８日　不銹鋼（１３％Ｃr）及デュコール鋼等の鑞着
剤に就て

三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2046 昭和１９年８月１８日　螺子及鉸鋲の多量迅速半田鍍金に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2047
昭和２０年１月８日　④増速試製実験報告　 ④増速試製実験計画
要領書

三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2048
昭和１９年１０月２日　デュコール鋼鈑及ＳＫ鋼鈑の点熔接の剪断
力強度に就て

三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2049 昭和１９年１０月２日　構造用特殊鋼の点熔接（第２報）
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2050 昭和１９年１０月２日　構造用特殊鋼の点熔接（第１報）
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2051
昭和１９年１０月２日　デュコール鋼鈑のユニオンメルト法に依る熔
接試験

三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2052 昭和１９年９月７日　酸アセチレン焔に依るデュコール鋼鈑の熔接
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2053 ④噴速試製実験艇　製造図面目録（機関部部品類）
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2054
昭和１９年４月１４日　１３％クローム不銹鋼の衝撃試験に関する
実験

三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2055 昭和１９年４月１４日　旧クローム鍍金膜剥離法の再実験に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2056 昭和１９年４月１４日　デューコール鋼鈑の点熔接に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2057 昭和１９年４月１４日　クローム鍍金膜の附着力実験に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2058 昭和１９年４月１４日　クローム鍍金廃液再生法に就て
三菱長崎兵器製作所材料研究
課

⑥技術-研究資料-2059 部品員数明細表　爆撃席計器板
三菱重工業株式会社水島航空
機製作所第一工作部協力工場
課

⑥技術-研究資料-2060 昭和１９年６月　尾部及主翼捩れ補助翼振れ計算法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2061
昭和１９年８月　排気「タービン」過給機　自働管制器２型　取扱説
明書

三菱重工業株式会社名古屋機
器製作所

⑥技術-研究資料-2062 昭和１９年９月１５日　三菱内に於けるバルブ事業体勢に就て　等 三菱技術協議會

⑥技術-研究資料-2063
昭和１９年７月　写真定着廃液中の銀の回収並に定着液の回復の
研究

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2064 昭和１９年７月　接着剤に関する研究（其の３）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2065 昭和１９年７月　水洗陽畫の漂白液の研究
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2066
昭和１９年７月　弾性翼に関する補助翼逆効き速度並に補助翼効
き低下率の計算

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2067 昭和１９年７月　動力飛行に於ける縦動安定計算法試案
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2068 昭和１９年８月　境界層の研究
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2069 昭和１７年３月　翼断面の設計と風圧分布の計算
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2070 部品表　一式陸上攻撃機一一型
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所
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⑥技術-研究資料-2071
昭和１８年９月　超デュラルミン及ヒドロナリウムの異常温度に於け
る強度変化

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2072
昭和１８年３月　構造物要素の疲労強度に関する研究　第１部　基
礎実験　其の２

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2073 昭和１７年１１月　有効迎角の一定な翼
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2074
昭和１８年１０月　「デュラルミン」鋲及び軟鋼鋲の高温度に於ける
強度の比較試験

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2075 昭和１８年９月　75kg Cr-Mo 鋼火花衝合熔接強度
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2076 昭和１８年１月　有効迎角の一定な翼
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2077 昭和１８年６月　三菱2.0 m風洞蝶番能率測定装置に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2078
昭和１７年１月　航空機用鋼材の火花式衝合熔接（第１報）　航空
機用鋼材の火花式衝合熔接（第２報）　点熔接作業の一方式に就
いて

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2079 昭和１９年６月　非線型振動に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2080 昭和１８年７月　弾性理論の基礎式と其の応用
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2081
昭和１８年４月　翼断面設計因子が特性に及ぼす影響　対称翼に
関する研究（第３報告）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2082 安全光硝子の色
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2083 昭和１８年７月　金属の疲労
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2084 昭和１８年７月　引張ボルトの締付トルクと引張応力
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2085 昭和１８年７月　Ｘ線的応力測定法に関する研究（其の１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2086 昭和１８年７月　ボルト締付部に関する研究（其の１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2087 昭和１８年７月　耐寒ゴム
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2088 昭和１８年７月　合成樹脂軸受材料の性質及性能に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2089 昭和１８年８月　アルミニウム合金中のマンガンの定量に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2090 昭和１８年７月　ネヂの応力に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2091 昭和１８年７月　合成ゴムに就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2092 昭和１８年７月　潤滑油試験法（１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2093 昭和１８年７月　硬質クロム鍍金方法について
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2094 昭和１８年７月　鋼材の機械的性質を推定する公式
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2095 昭和１８年７月　摩擦係数測定に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2096 昭和１８年７月　金属元素に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2097 昭和１８年６月　名航材料試験所設備並に試験片規定
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2098 昭和１８年６月　熱間仕上継目無鋼管規格（案）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2099 昭和１８年７月　鉄鋼類簡易材質判別法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2100 昭和１８年６月　鋼材の火花検査法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2101 昭和１８年６月　モリブデン節約代用鋼規格（案）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2102 昭和１８年８月　化学天秤と分銅の補正及精密秤量操作
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2103 昭和１８年８月　日本航空機規格特殊鋼鋳物（案）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2104 昭和１８年１０月　板幅の抗張力に及ぼす影響に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2105 昭和１８年１０月　アルミニウム中の鉄の定量
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2106 昭和１８年８月　鍛造及圧延方向に依る機械的性質
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所
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⑥技術-研究資料-2107 昭和１８年１０月　強度と重量より見たる油圧系統配管の再検討
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2108 昭和１８年９月　治具用合成樹脂板の性質及加工に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2109 昭和１８年７月　防氷・除氷装置に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2110
昭和１８年９月　ダイカスト鋳造品設計參考資料（其の２　ダイ鋳物
用軽合金）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2111 昭和１８年９月　硬化薄層材製滑車に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2112 昭和１８年９月　ＳＤＣＨ鈑の引張に於ける比例部分に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2113 昭和１８年９月　トルクドライバーの一考察
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2114 昭和１８年９月　潤滑油試験（３）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2115 昭和１８年７月　テンションパッド式強度試験に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2116 昭和１８年９月　Ｍｇ合金（ＡＺＭ）の切欠感度
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2117
昭和１８年９月　アルミニウム及其の合金中の微量元素の定量（第
２報）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2118 昭和１８年９月　断熱消磁法により低温を作る原理
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2119 昭和１８年７月　潤滑油試験法（２）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2120 昭和１８年９月　引張及び曲げ試験に依る圧縮の弾性係数
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2121
昭和１８年９月　Ｘ線透過法による任意の断面に於ける欠陥の撮
影法について

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2122
昭和１８年９月　電弧熔接片に於ける殘留内部応力のＸ線的測定
に就いて

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2123 昭和１８年９月　ボルト締付部に関する研究（其の２）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2124 昭和１８年９月　アルミニウム合金の鍍金に関する文献蒐録
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2125 昭和１８年９月　アルミニウム及其の合金中の微量元素の定量
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2126 昭和１８年９月　電子廻折法に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2127 昭和１８年９月　配管材料耐圧試験報告
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2128 昭和１８年９月　快削鋼規格（案）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2129 昭和１８年７月　耐熱及び耐蒸気性ゴム
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2130 昭和１８年９月　排気熱を利用する防氷装置の基礎研究
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2131
昭和１８年９月　電子廻折法に依る銅の酸化皮膜の研究（文献抄
録其の１）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2132 昭和１８年９月　磨棒鋼規格（案）資料
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2133
昭和１８年９月　衝撃屈曲試験に於ける衝撃応力の推算に就て
（第１報）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2134 昭和１８年９月　機械的防氷装置
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2135 昭和１８年７月　鋼材の熱処理による顕微鏡組織並機械的性質
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2136 昭和１８年８月　テレメ－タ－に用ふる炭素堆について
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2137 昭和１８年８月　衝撃試験の衝撃値補正に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2138 昭和１８年８月　ＣｒＭｏ鋼板熔接部の強度分布について
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2139 昭和１８年７月　捩りを受ける丸棒の剪断応力に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2140 昭和１８年８月　弾性と可塑性との区別の機構
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2141 昭和１８年８月　Ｘ線透過試験に於ける撮影時間の短縮に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2142 昭和１８年８月　ダイカスト鑄造品設計參考資料（其の１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所
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⑥技術-研究資料-2143 表面被覆式防氷装置の風洞試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2144 昭和１９年８月　金属材料強度の頻度曲線その他
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2145 昭和１９年９月　直円管の流体摩擦抵抗（其の１層流の部）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2146 昭和１９年９月　鋲用極軟鋼線規格案
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2147 昭和１９年８月　シャルピー衝撃試験片の応力分布
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2148 昭和１９年８月　ＨＤ合金のガス熔接に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2149 昭和１９年８月　日本航空機規格案　可鍛鋳　鉄品
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2150 昭和１９年８月　アルミニウム浸漬法作業標準案
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2151 昭和１９年７月　試作起爆鏝の性能試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2152 昭和１９年７月　航空機用金属材料の海水及び風雨曝露試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2153 昭和１９年６月　積層木材研究会（第４回）抄録
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2154 昭和１９年５月　本所第２研究課の低温低圧室に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2155 昭和１９年５月　木製機に関する基礎実験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2156 昭和１９年６月　アルミニウム滲透による耐熱処理法に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2157 昭和１９年２月　丸管治具結合金具の破損に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2158 昭和１９年３月　靭性マグネシウム合金セレクトロンＳＥ５に就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2159
昭和１９年４月　西原式繰返し捩り疲労試験機に於ける回転数の
変化が試験片の応力に及ぼす影響に就て

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2160 衝撃試験片の形状がその値に及ぼす影響
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2161 昭和１８年１１月　空中線支柱用絶縁物の試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2162 昭和１８年１２月　ハ２３２（ハ２０２代用鋼管）の熔接熱影響
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2163 昭和１９年１月　樺薄層材滑車割裂試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2164 昭和１９年１月　合成樹脂文献抄（其の１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2165 昭和１８年１２月　シエンク式疲労試験機について
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2166 昭和１８年１１月　歪模様の新しき顕出法について
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2167 昭和１８年１０月　軽合金鋲の時効と強度に及ぼす鋲打の影響
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2168 昭和１８年１１月　マグネシウム合金防蝕実地作業上の一調査
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2169 昭和１８年１０月　化学方程式による鉄鋼類化学分析法の要旨
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2170 昭和１８年１０月　電位計に依る絶縁抵抗測定法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2171 昭和１８年９月　大気中の湿度測定法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2172 昭和１８年１０月　新強力軽合金ニデュラールに就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2173 昭和１８年１１月　機体用耐熱材料に関する実験研究概要
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2174 昭和１８年１０月　遅効鋲
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2175 昭和１８年　写真代用薬品に就いて
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2176
昭和１８年８月　衝撃屈曲試験に於ける衝撃応力の推算に就て
（第２報）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2177 昭和１８年１０月　トムプソンブースターポンプに就て
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2178 昭和１８年６月　二元フラッター理論
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所
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⑥技術-研究資料-2179
昭和１８年６月　主翼捻れ振動数計算法　（振動数に関する研究其
１）

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2180 昭和１８年３月　カロライジングと其の排気管への應用
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2181 昭和１８年３月　マグネシウム合金防錆法
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2182 昭和１８年３月　メタノールタンク油密劑の研究（其の三）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2183 昭和１８年３月　改良木材の研究
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2184 昭和１８年１１月　横動安定の解析
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2185 昭和１８年９月　對稱翼型の系統的研究
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2186 昭和１８年８月　三菱翼型風洞試験成績集録　（第一報）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2187
昭和１８年４月　骨組構造に於ける結合部の強度並に剛性　基礎
實驗　其の二

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2188
昭和１８年４月　國策鋼の熱処理と機械的性質　第二報　イ２０２
イ２０３

三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2189 昭和１８年４月　防撓薄板の壓縮試験
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2190 昭和１８年４月　一米戦闘機に使用せる風防有機硝子調査
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2191 ＸＴ００１－１９４　基本設計図
三菱重工業株式會社水島航空
機製作所

⑥技術-研究資料-2192 昭和１９年６月　谷氏の揚力分布計算法に対する補遺（１）
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2193 昭和１９年３月　名古屋航空機製作所　研究報告　１
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2194 昭和１９年６月　名古屋航空機製作所　研究報告　２
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2195 昭和１９年２月　名古屋航空機製作所　研究報告　３
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2196 昭和１９年２月１０日　軽合金用捩れ錐現状調査 三菱技術協議會

⑥技術-研究資料-2197
昭和１９年１月２０日　東洋研削砥石工業株式会社の三菱経営に
就て

三菱技術協議會

⑥技術-研究資料-2198 昭和１８年１２月　Ａ７Ｍ１強度計算書　第７巻　発動機架
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2199 昭和１８年１２月　Ａ７Ｍ１強度計算書　第１巻　一般基礎計算
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所

⑥技術-研究資料-2200
昭和１５年４月　七粍七機銃曳跟弾薬包領収発射試験成績　臨砲
５１９ほか４件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2201
昭和１５年４月　七粍七機銃焼夷弾薬包領収発射試験成績臨空
砲３３１ほか１件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2202
昭和１６年４月　七粍七機銃曳跟弾薬包領収発射試験成績　臨空
砲５１９ほか１０件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2203
昭和１７年３月　七粍七機銃曳跟弾薬包領収発射試験成績　臨空
砲５３９ほか１５件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2204
昭和１７年６月　七粍七機銃徹甲弾薬包領収発射試験成績　臨空
砲５００ほか３件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2205
昭和１８年２月　七粍七機銃曳跟弾薬包領収発射試験成績　臨空
砲５３９ほか５件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2206
昭和１８年６月　七粍九機銃普通弾薬包領収発射試験成績　１６
試空砲３

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2207
昭和１６年２月　七粍七機銃普通弾薬包領収発射試験成績　臨砲
９７７ほか７件

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2208 昭和１０年５月　保式十三粍検圧銃領収発射成績表 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2209 昭和１２年３月　試製抜弾杖実用試験報告 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2210
昭和８年１月　衛帯新式化が主力艦一万噸級砲火威力発揮に及
ぼす影響の一端に就て

横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-2211 昭和１９年８月３日　仮称電波探知機改造工事要項（案） 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-2212 昭和１７年９月２３日　電探受信機故障例及其の対策 参考資料 横須賀海軍工廠造兵部

⑥技術-研究資料-2213
昭和１５年４月１日　軍艦長門二百二十馬力斜盤式水力発動機故
障対策に就て

横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2214 昭和１２年４月　昭和十一年度後期船底塗料試験（其の一） 横須賀海軍工廠造船部
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⑥技術-研究資料-2215 昭和１５年１１月６日　防銹塗料試験（其の五） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2216 昭和１４年１１月２０日　軽質油タンク構成材及塗料試験（其一） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2217 昭和１４年１２月２４日　外国製船底塗料試験成績 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2218 昭和１１年６月６日　昭和十年度前期船底塗料試験（其の三） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2219 昭和１１年４月１１日　昭和十年度後期船底塗料試験（其の一） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2220 昭和１１年２月１４日　昭和十年度前期船底塗料試験（其の二） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2221 昭和１１年６月２７日　防錆塗料スタミツク試験（其の二） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2222
昭和１２年４月２０日　船底塗料実艦試験（ベネヂヤン型船底塗料
と普通型船底塗料二號增塗との比較試験）

横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2223 昭和１２年６月２日　昭和十一年度前期船底塗料試験（其の三） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2224
昭和１７年１１月１５日　昭和十七年度前期船底塗料試験（其の
一）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2225 昭和１７年２月２７日　昭和十五年度後期船底塗料試験（其の三） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2226 昭和１７年９月２５日　昭和十六年度前期船底塗料試験（其の三） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2227
昭和１６年１２月２４日　昭和十六年度前期船底塗料試験（其の
一）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2228
昭和１７年１１月１５日　昭和十六年度後期船底塗料試験（其の
二）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2229 昭和１１年１０月３日　昭和十一年度前期船底塗料試験（其の一） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2230
昭和１１年１０月１０日　船底塗料試験（理化学研究所より送付のも
の）

横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2231
昭和１８年４月２５日　船体部保護片アルミニウム使用実験　基礎
試験（其の一）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2232 昭和１１年８月４日　昭和十年度後期船底塗料試験（其の二） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2233 昭和１２年１月３０日　昭和十一年度前期船底塗料試験（其の二） 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2234
昭和１４年１０月３０日　昭和十三年度後期船底塗料試験（其の
二）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2235 昭和１８年６月２６日　昭和十七年度前期船底塗料試験（其の三） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2236 昭和１８年８月２２日　昭和十七年度後期船底塗料試験（其の二） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2237 昭和１１年９月１０日　防水麻帆布実験 横須賀海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2238
昭和１７年５月２９日　通風管実験（其の二）通風管附属金物通風
抵抗検定実験

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2239
昭和１７年５月２０日　代用防熱材の実験（鉱滓綿板及岩綿保温
板）

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2240 昭和１７年５月８日　昭和十六年度船底塗料試験　（後期第一回） 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2241
昭和１６年１２月３１日　サンドブラスト又はグリツトブラストに依るミ
ルスケールの除去が鋼板に及ぼす影響調査実験

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2242 昭和１６年１１月２８日　理研式炭酸瓦斯検知器試験 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2243 昭和１６年１１月１８日　人造皮革シルツク試験 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2244
昭和１６年１１月２５日　船底塗料の実験（船底塗料増塗試験）　第
一回

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2245 昭和１６年１０月３１日　昭和十六年度船底塗料試験　前期第一回 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2246 昭和１６年１０月２４日　十五年度在庫船底塗料試験　後期第二回 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2247 昭和１６年１０月１５日　十五年度船底塗料試験　後期第二回 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2248
昭和１６年１０月１５日　軽質油タンク構成材試験片及塗料試験
第五回

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2249 昭和１６年９月１９日　滑止ストリップ装着法に関する研究　第一回 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2250
昭和１６年９月１９日　リノリューム押へ代用品及其装着法に関す
る研究（第一回）

呉海軍工廠（造船實驗部）
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⑥技術-研究資料-2251
昭和１６年８月１２日　船体部各種鋼材加工影響研究実験（其の二
実用実験）

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2252
昭和１６年７月３日　重油並軽質油油密剤製法改善研究（二号重
油に対する油密方法実験其二）

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2253
昭和１６年７月２４日　軽質油タンク構成材試験片及塗料試験（第
四回）

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2254 昭和１６年５月１５日　ハイドロケーター試験　第二回 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2255 昭和１６年５月８日　十五年度在庫船底塗料試験（後期第一回） 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2256 昭和１５年２月２９日　接着剤国産カゼイン試験 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2257 昭和１４年１１月２４日　艦船用水防扉試作実験 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2258
昭和１４年７月１０日　通風管実験（其の一）通風管屈曲部通風実
験成績　第一回報告（別冊）

呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2259 昭和７年７月３０日　塗料比較試験成績 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2260 昭和１９年３月２日　鋼板挫屈強度実験 呉海軍工廠（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-2261 昭和１３年４月　高張力鋼の成分に関する研究 呉海軍工廠（製鋼實驗部）

⑥技術-研究資料-2262 昭和１６年１０月　研究実験季報　第三号 呉海軍工廠（製鋼部）

⑥技術-研究資料-2263 昭和１７年４月　研究実験季報　第四号 呉海軍工廠（製鋼部）

⑥技術-研究資料-2264 昭和１７年１０月　研究実験季報　第五号 呉海軍工廠（製鋼部）

⑥技術-研究資料-2265 昭和１６年１０月　研究実験季報　第十二号 呉海軍工廠（火工部）

⑥技術-研究資料-2266 昭和１７年４月　研究実験季報　第十三号 呉海軍工廠（火工部）

⑥技術-研究資料-2267 昭和１７年４月　研究実験季報　第十四号 呉海軍工廠（火工部）

⑥技術-研究資料-2268 昭和１８年４月　研究実験季報　第十五号 呉海軍工廠（火工部）

⑥技術-研究資料-2269 昭和１８年８月　含「ニツケル」低燐銑実用試験成績報告
呉海軍工廠（製鋼部）（製鋼實驗
部）

⑥技術-研究資料-2270 昭和１５年２月　高速度工具に関する研究（第５報） 呉海軍工廠（製鋼實驗部）

⑥技術-研究資料-2271 昭和１５年１月　９百馬力内火機械調査並に試験成績 呉海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2272
昭和９年８月　呉製 Ｄ.Ｓ. 棒に依るＨ.Ｔ.材各厚さ別強度比較試験
成績

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2273
昭和７年３月２０日　防蝕塗料「トルネシツト」の耐酸及耐熱試験成
績

呉海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-2274
昭和６年１０月　気?式「ニューマチックハンマー」試験器に関スル
報告

呉海軍工廠造舩部

⑥技術-研究資料-2275 昭和１９年１月１０日　不銹鉄製球形弁実用実験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2276 昭和１７年３月２８日　艦船吃水及傾斜測定法実験報告　第１報 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2277
昭和１７年７月３日　電気熔接及鋲接手の繰返荷重に対する耐久
強度の研究（其の１）

呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2278 昭和１４年４月１４日　鯨革試験 呉海軍工廠 （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2279 昭和１７年３月　高速度工具に関する研究（第１０報） 呉海軍工廠（製鋼実験部）

⑥技術-研究資料-2280 昭和３年６月　?内弾道表　β＝0　（微分式） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2281 昭和３年６月　人絹及制式薬嚢地比較試験成績 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2282
昭和３年３月　下瀨火薬及３硝基ベンゼンの爆発威力測定に関す
る実験報告（其の２）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2283 昭和２年１２月　下瀨火薬火工品臨時検査成績報告書 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2284 昭和２年１月　砲身材料に対する現行加圧作業の効果に就て 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2285 大正８年７月　施條拗曲度の弾丸運動に及ぼす影響 呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2286 昭和１７年７月１３日　防錆塗料エタナール試験（第１回） 呉海軍工廠（造船実験部）
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⑥技術-研究資料-2287
昭和１７年８月５日　端舟製造用としての銅釘と代用釘との比較実
験

呉海軍工廠
（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2288 昭和１７年１０月１日　防水通風管の水圧に対する強度実験
呉海軍工廠
（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2289 昭和１７年１１月２日　耐酸塗料比較試験
呉海軍工廠
（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2290 昭和１７年１１月１８日　昭和１７年度船底塗料試験　前期第１回
呉海軍工廠
（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2291 大正７年９月　?内弾道結論之一般　（附属）曲線　再版 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2292
昭和４年１２月　小銃弾薬包の薬莢亀裂と薬質変化との関係探究
試験

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2293
昭和５年５月　無煙火薬揮発分変化測定試験報告　（作業計畫号
外第１５号）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2294 昭和４年１２月　無煙火薬各工廠比較試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2295 昭和５年４月　２０糎砲架駐退液として２号鑛油使用実射試験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2296 昭和５年３月　サンドボンブ試験法に就て 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2297
昭和５年３月　火工兵器用料薬類の熱分解に関する試験報告（其
１）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2298 昭和５年２月　二年式無煙火薬外貌検査成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2299
昭和４年１１月　海水竝油類附着による験濕器の精度及作動に及
ほす影響実験

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2300 昭和４年１０月　Variable Center System　歯輪並略画法
呉海軍工廠 砲熕実験部
製図工場

⑥技術-研究資料-2301
昭和４年８月２５日　危険薬品取扱規則（別冊）危険薬品の性状及
取扱上の注意

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2302 昭和３年１２月　ジヨリー検速儀取扱法 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2303 昭和３年１０月　加熱貯蔵火薬自燃概報 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2304 昭和３年１０月　木?及白?混和?剤使用炸薬筒試験報告 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2305 昭和３年８月　機雷用敎練信管実験報告｛其の２｝ 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2306 昭和３年７月　火管用雷管発薬試験報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2307 昭和５年８月　起爆薬試験報告（其１） 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2308 昭和５年８月　爆薬砂上試験成績報告 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2309 昭和５年７月　呉附近に於ける高層気流測定成績概報 呉海軍工廠  砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2310
昭和５年８月　爆薬の水中に於ける爆発圧力測定方法に関する実
験報告（其２）

呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2311 昭和５年５月　無煙火薬揮発分変化測定試験報告 呉海軍工廠  砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2312 昭和５年４月　嚢２号Ⅲ型電気及撃發火管長期貯蔵試験報告 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2313
昭和５年４月　火工兵器用料薬類の熱分解に関する試験報告（其
２）

呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2314 昭和５年２月　駐退液に関する実験報告（其３） 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2315 昭和４年１１月　化学 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2316 昭和１９年７月２７日　朝日丸船體爆破作業報告 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2317 昭和１７年1２月２２日　シヤルンホルスト錨鎖試験 呉海軍工廠 （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2318 昭和１７年１２月２０日　代用防熱材の実験　其の２ 呉海軍工廠 （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2319 昭和１７年１２月８日　鋼材防蝕法の研究 呉海軍工廠 （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2320 昭和１７年７月４日　ラテツクス塗料（接着剤）接着力試験 呉海軍工廠  （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2321 昭和１７年７月８日　昭和１６年度船底塗料試験（前期第３回） 呉海軍工廠   （造船実験部）

⑥技術-研究資料-2322 昭和１０年６月　模型用木材の處理法に就て 広海軍工廠（造機部）
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⑥技術-研究資料-2323 昭和６年１月　金屬熔解炉用耐火材料に関する実験　其の３ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2324 昭和８年１１月　補機用制式「タルビン」翼車回轉破壊試験 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2325 昭和９年６月　高周波電気炉に依る不銹鋼（乙）熔解法の研究 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2326 昭和９年１月　傳導油圧喞筒の改良 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2327 昭和８年１２月　軽合金眞空熔解の研究 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2328 昭和８年１０月　鋳物砂の抗力性と成型性 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2329 昭和８年１０月　軽合金鋳物の水圧に関する実験報告 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2330 昭和８年１０月　鋳物砂の通気性 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2331 昭和７年５月　鋳物砂試験法の研究　其の１ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2332 昭和８年７月　鋳物砂試験法の研究　其の２ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2333 昭和８年７月　鋳物砂試験法の研究　其の３ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2334 昭和８年７月　鋳物砂試験法の研究　其の４ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2335 昭和７年６月　高温に耐ゆる砂型軽合金の研究　其の１ 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2336 昭和７年５月　「モールヂング　マシーン」に関する研究　（其の１） 広海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2337
昭和９年１２月　ターボ補助機械危急遮断装置試験成績（第１回報
告）

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2338
昭和１０年４月　「ターボ」補助機械危急遮断裝置試験成績（第３回
報告）

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2339
昭和１０年７月　「ターボ」補助機械危急遮断裝置試験成績（第４回
報告）

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2340 昭和１０年６月　佐式動的釣合試験機械試験成績 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2341 昭和１０年６月　鴻級水雷艇抽水喞筒用試作喞筒部試験 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2342 昭和１０年８月　鴻級水雷艇用試作熱圧縮器試験 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2343
昭和８年２月　軍艦扶桑改装巡航「タルビン」及同減速装置陸上試
験

広海軍工廠機關研究部

⑥技術-研究資料-2344 昭和１０年４月　直結旋轉主給水喞筒用危急遮断裝置試験 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2345 昭和１０年５月　直結旋轉主給水喞筒用扇車性能試験 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2346 昭和１０年８月　角孔穿孔具に関する実験 広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2347 昭和９年１０月　「ジャンネー」式油圧喞筒過負荷過速度試験 広海軍工廠

⑥技術-研究資料-2348
昭和１０年１月　鋳鋼と「シルジンブロンズ」及び「エヴージヤブロン
ズ」との融着法の研究　（第１回報告）

広海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2349 昭和９年３月　三隈型高圧「タルビン」鎔接車室試作実験報告 広海軍工廠 造機部

⑥技術-研究資料-2350 昭和８年９月～１０月　研究実験成績報告 No．446 452 453 広海軍工廠機關研究部

⑥技術-研究資料-2351
昭和９年１月～１０年３月　研究実験成績報告 No．481 483 489
494 495 500 504 506 507 538 543 546 549 574 585

広海軍工廠

⑥技術-研究資料-2352 昭和４年２月　自己緊縮砲に関する報告（其の４） 呉海軍工廠 砲熕部研究係

⑥技術-研究資料-2353 昭和５年１１月　呉砲研報目録（其の１） 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2354 昭和９年８月　砲身水圧加圧作業に就て 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2355 昭和２年６月～昭和３年１１月　研究季報（合本） 呉海軍工廠  砲熕部

⑥技術-研究資料-2356 昭和１５年１１月　九二式特減信管裝?作業要領 呉海軍工廠火工部

⑥技術-研究資料-2357 昭和１４年３月　事変関係工事作業研究成績 呉海軍工廠 水雷部

⑥技術-研究資料-2358
昭和１０年５月７日　固有歪状態の変化による嵌込連結物（工作法
１１）

呉海軍工廠 水雷部
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⑥技術-研究資料-2359
昭和１６年１０月　電気炉に依る全スクラツプ配合９５式及９１式気
室素材研究実験状況

呉海軍工廠 製鋼部

⑥技術-研究資料-2360
昭和９年８月　発砲の為旋回盤等の歪及間隙に依るものと太陽熱
等に依るものとの和に依る?軸線の移動　砲口砲尾間隔及砲口水
準面

呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2361 昭和４年　呉砲研報（合本） 呉海軍工廠  砲熕部

⑥技術-研究資料-2362 昭和１６年１２月３日　ニクローム線及帯代用品の実験（第１報） 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2363 昭和１６年５月１日　昭和カーボン製（かへで２号）刷子試験 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2364 昭和１５年４月２６日　時計式自動充電器の実験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2365 昭和１５年３月２７日　微光測定裝置の研究（第１報） 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2366 昭和１５年１月６日　晝光放電燈実験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2367 昭和１５年３月２５日　刷子摺合せ剤実用試験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2368 昭和１２年９月１７日　マグネシア電線実験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2369 昭和１０年１２月６日　高速度直流電動機に関する研究　其の４ 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2370 昭和１０年６月２９日　栓型安全鎔解器の実験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2371
昭和１０年２月５日　「フエノール」系樹脂型造用粉末中の酸化鉄
及水分の製品の電気的性質に及ぼす影響

呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2372 昭和１０年１月９日　艦船電源交流化に関する実験　第７回 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2373 昭和１０年１２月４日　通信器機滑動環竝に同用材料実験 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2374 昭和７年７月　潜水艦用積算電流計の試製 呉海軍工廠 電気実験部

⑥技術-研究資料-2375 昭和６年１１月　絶縁絹帯布試験 呉海軍工廠  電気実験部

⑥技術-研究資料-2376
昭和４年１０月　計畫雑報　其の６　２０糎連装砲旋回整動機力量
計算記録

呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2377 昭和７年４月　呉製毘式４０粍單装機銃試験竝に改造経過 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2378 昭和６年１２月　平面震動軽減法の理論と応用　其の４ 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2379 昭和４年　薬嚢地の着色斑点に関する試験報告（其の２） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2380 昭和３年８月　潜水艦砲機用防錆剤効力試験報告（其の１） 呉海軍工廠砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2381 昭和４年６月　自己緊縮砲に関する報告（其の５） 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-2382 昭和１８年６月　弾丸及砲身の体積及重心点の算式及計算例 呉海軍工廠 砲熕部

⑥技術-研究資料-2383 大正８年８月　ヂー・ビアンキ氏?内弾道　大正７年２月（１９１８） 呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2384 昭和１０年３月～昭和１２年６月２９日　研究実験成績報告 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2385
昭和８年４月～昭和１０年３月　研究実験成績報告　No.489 523
534 578 672

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-2386 大正１４年６月～昭和１４年４月　研究実験成績報告合本 呉海軍工廠 砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2387
昭和５年７月～昭和８年３月　研究実験成績報告 No.193 156 261
268 347 388 424 425 426 429 430 434 476

呉海軍工廠  砲熕部

⑥技術-研究資料-2388 昭和６年５月　毘式１２粍機銃精度試験 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2389 大正７年６月　火薬火工品貯蔵検査附領収検査（再版） 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2390 大正７年４月　軍艦火薬庫冷却通風管の設備に関する所見 呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2391 大正１０年７月中作業月報 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2392 大正１０年６月　火薬火工品取扱の要義 呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2393 大正１２年３月　２年式無煙火薬と「アンモニヤ」瓦斯との作用 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2394
大正１１年７月　火薬罐々口気密用「ゴム、パッキング」と圧締金物
との蝕着による緊定障害除去に関する実験成績記録

呉海軍工廠 火薬試験所
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⑥技術-研究資料-2395
大正１１年６月／大正１１年１１月　戰時中の経験より得たる佛国
炸薬填実法並に炸薬爆発理論

呉海軍工廠火薬試験所／陸軍
科學研究所

⑥技術-研究資料-2396 大正１１年５月　初弾低下に関する研究（其２） 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2397
大正１０年３月　「ナイトロメーター」に依る綿火薬及無機硝酸塩類
中窒素定量に関する研究

呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2398 大正１０年３月　密閉器内に於ける火薬の燃焼 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2399
大正９年１０月　火薬罐試験槽による紙製火薬罐伝火防止性能試
験成績報告

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2400 昭和１７年６月９日　薄肉箱型梁屈曲強度実験（其の１） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2401 昭和１８年５月１０日　ＳＫ式蒸気及フオルマリン消毒機試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2402 昭和１８年４月１３日　昭和１７年度船底塗料試験（後期第１回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2403 昭和１８年３月７日　昭和１８年度船底塗料試験（前期第２回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2404 昭和１８年１月１３日　昭和１６年度船底塗料試験（後期第３回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2405 昭和１６年３月１９日　１５年度船底塗料試験（前期第２回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2406 昭和１６年３月６日　１５年度在庫船底塗料試験（前期第２回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2407 昭和１７年１１月１８日　金物磨液のゴム類に及ぼす影響試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2408 昭和１９年２月２５日　木造船用接着剤試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2409
昭和１９年２月３日　船体部用補機類比較試験（其の６）フレオン、
クロルメチル瓦斯冷凍能力比較試験

呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2410 昭和１９年２月３日　水圧を受けたる木材の吸水性と防水處理法 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2411 昭和１８年１１月１７日　昭和１８年度船底塗料試験（前期第１回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2412 昭和１８年９月２１日　假稱３号重油に対する油密パツキング試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2413 昭和１８年８月２１日　昭和１７年度船底塗料試験（後期第２回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2414 昭和１８年７月１５日　フタール酸樹脂系接着剤試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2415 大正７年９月　?内弾道学教科書（自第貳編　至第６編）再版 呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2416 昭和１９年８月４日　昭和１８年度船底塗料試験（前期第３回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2417 昭和１２年２月５日　日満亜麻紡織株式会社製麻帆布試験 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2418 昭和１７年１月１５日　１５年度船底塗料試験（後期第３回） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2419 昭和１７年３月１９日　昭和１６年度船底塗料試験　前期　第２回 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2420
昭和１８年２月２８日　光明丹ペイント、鉄鉛ペイントと重油との相
互影響試験

呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2421 昭和１６年１月　外国塗料試験（耐酸塗料） 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2422 昭和１８年３月１１日　昭和１７年度船底塗料試験　前期第２回 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2423 昭和５年８月５日　艦船主配電盤用計器比較試験 呉海軍工廠 電気実験部

⑥技術-研究資料-2424 挾範工作法と其応用 呉海軍工廠  砲熕部

⑥技術-研究資料-2425 歯輪設計 呉海軍工廠 砲熕部製図場

⑥技術-研究資料-2426 大正９年３月　火薬之燃焼 呉海軍工廠 火薬試験所

⑥技術-研究資料-2427
大正１０年１月　佛「シャルボニェー」氏　火静力学に就て　大正９
年３月

呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2428
大正７年１１月　莢砲用裝薬の貯蔵中に於ける薬莢内部の塗否及
薬嚢の有無に関する影響研究報告

呉海軍工廠火薬試験所

⑥技術-研究資料-2429 昭和１８年５月１０日　ＳＫ式蒸気及フオルマリン消毒機試験　別冊 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-2430 昭和１５年８月１４日　第１、第２、号艦復水ポンプ陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）
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⑥技術-研究資料-2431 昭和１０年８月　試作直結旋轉主給水喞筒性能試験 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2432 昭和８年７月　桁の補強縁帶に於ける鋲力 廣海軍工廠　航空機部

⑥技術-研究資料-2433 昭和１０年９月　抽水喞筒下部櫛型座環試験 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2434 昭和１０年９月　駆逐艦白露抽水喞筒用「タルビン」性能試験 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2435
昭和９年５月～昭和１１年１１月　工作機械業者指導講習会　別冊
等合本

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-2436
昭和１６年６月　ボルトナツト加工法に就て　其の１　ナツトのネヂ
立作業の研究

廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-2437 昭和１６年６月　諸硬度對照表作製に関する実験研究 廣海軍工廠

⑥技術-研究資料-2438
昭和１５年１１月２９日　駆逐艦時津風・浦風・磯風・嵐・谷風・野
分・復水ポンプ陸上試験成績

廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2439 昭和１５年９月　Ｓ型熱圧縮器追加試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2440 昭和１５年８月２４日　軍艦翔鶴、瑞鶴、復水ポンプ陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2441 昭和４年２月～昭和５年１月　廣研雑報合本 廣海軍工廠　機関係研究部

⑥技術-研究資料-2442 昭和１２年５月　「モリブデン」鋼に関する文献調査 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2443
昭和６年６月　内火式機械入籠並衛帶環用材料の研究（第１回報
告）

廣海軍工廠　機関係研究部

⑥技術-研究資料-2444 昭和４年８月～１０月　廣研報綴　No.105～109 廣海軍工廠　機関係研究部

⑥技術-研究資料-2445 昭和１５年７月１日　洋上給油用テンション機陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2446 昭和１５年４月１日　駆逐艦天津風復水喞筒陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2447
昭和１５年５月１８日　軍艦神通主発電機用蒸気機関軸受冷却水
喞筒陸上試験成績

廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2448 昭和１５年４月１８日　第７２号艦主給水喞筒陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2449 昭和１５年１月　第７３号艦復水ポンプ陸上試験成績 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2450
昭和１４年６月　軍艦最上三隈共通予備小型主給水喞筒陸上試
験

廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2451 昭和１４年４月　朝潮級駆逐艦共通予備主給水喞筒陸上試験 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2452 昭和１４年４月　夕立級駆逐艦共通予備主給水喞筒陸上試験 廣海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2453 昭和９年１月　船底塗料試験（昭和８年５月浸漬の分）第２回報告 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2454
昭和７年４月　「アルミニユーム」「ヂユラルミン」鋲強力等比較試
験成績

佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2455
昭和７年３月　舩底塗料試験（試験板１１月浸漬の分）　第１回報
告

佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2456 昭和７年２月　舩底塗料試験　第２回報告 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2457 昭和７年１月　舩底塗料試験 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2458
昭和８年９月　船底塗料試験（昭和８年５月浸漬の分）　第１回報
告

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2459 昭和８年２月　塗料比較試験 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2460 昭和６年８月　各種「スパーワニス」比較試験　第１３号 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2461 昭和４年１０月～昭和１５年１２月　研究実験報告綴 佐世保海軍軍需部

⑥技術-研究資料-2462 昭和１３年６月２０日　呂号第六十五潜水艦　重量増減表
佐世保海軍工廠　造船部設計
係

⑥技術-研究資料-2463 昭和１９年２月１０日　呂号第六十五潜水艦　水圧試験報告書
佐世保海軍工廠　造舩部設計
係

⑥技術-研究資料-2464 昭和４年２月２６日～昭和６年１０月１３日　造機発明考案通報 佐世保海軍工廠　造機部

⑥技術-研究資料-2465 大正１４年６月　五年式短８糎高角砲彈着偏差に對する実験研究 佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2466 昭和１４年８月　艦船用方位測定機誤差に関する研究 佐世保海軍工廠　造兵部
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⑥技術-研究資料-2467 砲熕概論　其の１ 佐世保海軍工廠　造兵部

⑥技術-研究資料-2468 砲熕概論　其の２ 佐世保海軍工廠　造兵部

⑥技術-研究資料-2469
昭和１０年度（自昭和１０年１月至仝１０年１２月）佐世保鎮守府所
管艦船部隊　火薬火工兵器貯藏状態検査成績一覧

佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2470 昭和１６年１月　船底塗料試験（昭和１６年５月２０日浸漬）第１回 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2471 昭和１５年７月　船底塗料試験（昭和１４年１１月浸漬）第２回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2472
昭和１４年１２月　マオラン索サイザル索及マニラ索比較実用試験
（第２回）

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2473 昭和１４年２月　船底塗料試験（昭和１３年５月浸漬）第２回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2474 昭和１４年７月　船底塗料試験　昭和１３年５月浸漬　第３回 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2475 昭和１４年８月　船底塗料試験（昭和１３年１１月浸漬）第２回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2476
昭和１４年１月　舩底塗料試験（昭和１２年１１月浸漬）（昭和１３年
１１月終了）第３回報告

佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2477 昭和１３年５月　舩底塗料試験（昭和１２年５月浸漬（第３回報告） 佐世保海軍工廠（造舩部）

⑥技術-研究資料-2478
昭和１４年７月　防銹塗料試験（昭和１２年６月開始）第４回（最終
報告）

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2479 昭和１３年２月　防銹塗料試験　第１回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2480 昭和１３年６月　防銹塗料試験　第２回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2481 昭和１４年２月　防銹塗料試験　第３回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2482 昭和１３年３月　船底塗料試験（昭和１２年５月浸漬）第２回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2483
昭和１２年１２月　船底塗料試験（昭和１１年１１月浸漬）第３回報
告

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2484 昭和１２年６月　軟鋼被覆熔接棒使用実験報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2485 昭和１２年６月　船底塗料試験（昭和１１年５月浸漬）第３回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2486 昭和１２年４月　予備水「タンク」塗料試験 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2487 昭和１２年４月　船底塗料試験（昭和１１年１１月浸漬）第１回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2488 昭和１２年２月　船底塗料試験（昭和１１年５月浸漬）第２回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2489
昭和１１年１２月　船底塗料試験（昭和１０年１１月浸漬）第３回報
告

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2490 昭和１１年１０月　船底塗料試験（昭和１１年５月浸漬）第１回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2491 昭和１１年８月　船底塗料試験（昭和１０年１１月浸漬）第２回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2492 昭和１１年８月５日　加熱「ピツクリング」に関する実験 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2493 昭和１１年６月　船底塗料試験（昭和１０年５月浸漬）　第３回報告 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2494 昭和１１年４月　内張防熱材用塗料試験 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2495
昭和１１年４月　防熱現状調査（艦船彈火薬庫各防熱材）並冷却
能力試験成績（軍艦榛名の分）　第４回報告

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2496 昭和１１年３月　船底塗料試験（昭和１０年１１月浸漬）第１回 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2497
昭和１１年１月　船底塗料試験（昭和１０年５月浸漬の分）第２回報
告

佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2498
昭和１０年１１月１０日　錫、鍍金劑「フレクソ」使用実験（第２回報
告）

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2499
昭和１０年９月　船底塗料試験（昭和１０年５月浸漬の分）第１回報
告

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2500 昭和１０年９月１０日　錫鍍金劑「フレクソ」使用実験（第１回報告） 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2501 昭和１０年９月１０日　木材乾燥法の研究（其３） 佐世保海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2502 昭和１０年７月３０日　木材乾燥法の研究（其２） 佐世保海軍工廠
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⑥技術-研究資料-2503
昭和１０年７月　防熱現状調査（艦船彈火薬庫各防熱材）並冷却
能力試験成績（軍艦霧島の分）　第２回報告

佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2504
昭和１０年１月２５日　防熱現状調査（艦船彈火薬庫各防熱材）並
冷却能力試験成績（巡洋艦の分）　第１回報告

佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2505
昭和９年１１月　スパーワニス、パテ及ドライヤー比較試験　第２回
報告（最終）

佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2506
昭和９年１１月　船底塗料試験（昭和８年１１月浸漬の分）　第３回
報告

佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2507
昭和９年７月１０日　船底塗料試験（昭和８年１１月浸漬の分）（第２
回報告）

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2508
昭和９年３月　船底塗料試験（昭和８年１１月浸漬の分）　第１回報
告

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2509
昭和９年１月　通風管系試験（通風管内塵埃の通風上に及ぼす影
響）

佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2510 昭和９年２月　スパーワニス、パテ及ドライヤー比較試験 佐世保海軍工廠　造舩部

⑥技術-研究資料-2511 昭和９年１月　防錆塗料比較試験　第１回報告 佐世保海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2512
昭和１９年３月１日　軍艦高雄 三式二号電波探信儀換装工事報
告

横須賀海軍工廠　造兵部（無線
工場）

⑥技術-研究資料-2513
昭和１９年６月１１日　二式一号電波探信儀二型改三・二式一号電
波探信儀二型改三（波長１．５米）・潜水艦用方位測定機空中線利
用、電波探信儀　実験報告

横須賀海軍工廠　造兵部（無線
工場）

⑥技術-研究資料-2514 昭和１９年８月６日　三式一号電波探信儀一型（11K）装備報告
横須賀海軍工廠　造兵部（無線
工場）

⑥技術-研究資料-2515 昭和１６年１０月２４日　昭和１５年度後期船底塗料試験　其の２ 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2516 昭和１６年９月１日　昭和１５年度前期船底塗料試験　其の３ 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2517 昭和１８年９月５日　防熱板に関する実験研究 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2518 昭和１８年１０月１９日　軍艦雲龍進水用グリースに就て 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2519 昭和９年９月　機銃弾薬包製造法研究実験報告　其の１ 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2520 昭和１９年４月３０日　二式中方位測定機装備工事報告
横須賀海軍工廠　造兵部（無線
工場）

⑥技術-研究資料-2521 昭和１９年２月１日　二式一号電波探信儀二型空中線改造報告
横須賀海軍工廠　造兵部（無線
工場）

⑥技術-研究資料-2522
昭和１１年４月１０日　保式１３粍検圧銃領収発射試験成績　検圧
銃番号　横８号１挺

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2523 昭和１８年１２月　芒硝使用ガラス繊維の性質 横須賀海軍工廠（電池実験部）

⑥技術-研究資料-2524 昭和１８年１１月　信管附２５粍機銃弾薬包誘爆実験 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2525 昭和１８年７月　７粍９機銃弾薬包試製実験（其の２） 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2526 昭和１７年９月　機銃弾薬包貯蔵実験　第１回報告 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2527 昭和１７年４月　７粍７機銃曳跟弾薬包試製実験（其の２） 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2528 昭和１１年７月　機銃々身除銅実験 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2529 昭和９年６月　保式２５粍丁式２０粍機銃弾薬包試験 横須賀海軍工廠　造兵部

⑥技術-研究資料-2530
昭和１０年１２月　機銃弾薬包製造法研究実験　７粍７機銃弾薬包
（第２報）

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2531 昭和１０年１１月　九三式１３粍機銃特別耐力試験 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2532
昭和１８年６月　二十二号内火機械用「クロスヘッド」型（T字型接
合棒）軽合金「ピストン」実用試験

横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-2533 昭和１７年１０月２７日　主要薬剤　ゴム其他　分析方法概要
横須賀海軍工廠　總務部　分析
工場

⑥技術-研究資料-2534
昭和１７年１０月２６日　石炭石油製品　油脂顔料塗料　分析方法
概要

横須賀海軍工廠　總務部　分析
工場

⑥技術-研究資料-2535 昭和１６年６月２０日　枠型空中線装備法に関する実験研究 横須賀海軍工廠　通信実験部

⑥技術-研究資料-2536 昭和１７年１１月　假稱電波探信儀１型（仮装備）の性能実験 横須賀海軍工廠　通信実験部

⑥技術-研究資料-2537 昭和１６年５月１２日　試製導爆線試験 横須賀海軍工廠（機雷実験部）

⑥技術-研究資料-2538 昭和１３年１１月　惠木技手富岡兵器製作所に於ける実習報告 横須賀海軍工廠（造兵部）



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-2539
昭和１４年２月　惠木技手富岡兵器製作所に於ける実習報告（別
冊）（第２期）

横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2540 昭和１１年１１月２０日　最近進歩せる諸材料の展望 横須賀海軍工廠（造兵部）

⑥技術-研究資料-2541
昭和８年９月７日　図面目録　駆逐艦　響　五十口徑三年式１２糎
７連装砲Ｂ型砲架

横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-2542
昭和１５年７月　第５回鋳造技術（造兵造船関係）研究会報告書
鋳鋼鋳造法　其の６

海軍横須賀海軍工廠　造機部

⑥技術-研究資料-2543 昭和１７年１１月　機銃部品製造図公差の調査竝に提案
横須賀海軍工廠　造兵部　機銃
工場

⑥技術-研究資料-2544 昭和１８年１１月２日　鉄船船底塗料（商船用）試験（其の１） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2545 昭和１１年１２月２日　昭和１０年度後期船底塗料試験　其の３ 横須賀海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2546 昭和１８年１１月４日　昭和１８年度前期船底塗料試験（其の１） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2547
昭和１８年１２月２４日　昭和１８年度前期木船々底塗料試験（其の
１）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2548 昭和１９年８月１５日　鉄船々底塗料（商船用）試験（其の３） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2549 昭和１８年１１月４日　試製船底塗料試験（其の１） 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2550 昭和１４年８月１６日　防銹塗料試験　其の４ 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2551
昭和１１年６月２８日　船底塗料の下塗に光明丹を塗抹するの可
否実験（其の２）

横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2552 昭和１４年４月２４日　昭和１３年度後期船底塗料試験　其の１ 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2553 昭和１３年４月４日　昭和１２年度後期船底塗料試験　其の１ 横須賀海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2554 昭和５年４月１５日　耐震型電球比較試験　第１回 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2555 昭和４年６月　電熱線比較実験報告 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2556 昭和９年９月６日　安全合硝子の実験（第３報－－－完結） 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2557 昭和８年７月　黄銅小ねぢ旋削標準工具
呉海軍工廠　電気部　時間研究
掛

⑥技術-研究資料-2558
昭和７年２月　球入軸承に於ける〔グリース〕量の温度上昇に及ぼ
す影響実験

呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2559 昭和５年８月１日　小型電路接斷器の寿命 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2560 昭和５年７月１９日　５馬力直流電動機比較実験 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2561 昭和５年４月１５日　耐震型電球比較試験　第１回　別冊附表 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2562 昭和１１年３月　化学分析制式　石炭、ガス類、カーバイト編 呉海軍工廠　總務部　分析工場

⑥技術-研究資料-2563 昭和１１年３月　化学分析制式　薬品編（其１） 呉海軍工廠　總務部　分析工場

⑥技術-研究資料-2564
昭和１１年３月　化学分析制式　鉱石、セメント、土石、煉瓦、ガラ
ス、石綿、稀有土金属編

呉海軍工廠　總務部　分析工場

⑥技術-研究資料-2565 昭和８年１０月　工場管理用語集 呉廠工場管理委員会

⑥技術-研究資料-2566 工作機械業者指導講習会　別冊　II 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2567 電気式「ベクトル」計算に依る　空間運行物体標定法に関する研究 呉海軍工廠　電気実験部

⑥技術-研究資料-2568 昭和１９年４月２７日　指揮兵器関係基本部品 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2569 昭和７年１１月　各種砲々口秒時測定成績　報告草案 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2570 昭和１６年７月４日　木材接合用固定座金試作実験 呉海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-2571
昭和１１年３月　化学分析制式　燃料油、潤滑油、塗料油、雑油
編

呉海軍工廠　總務部　分析工場

⑥技術-研究資料-2572
昭和５年５月～昭和１０年８月　近代化学の趨勢に就いて　アセチ
レン瓦斯　第１回募集地方農村青年職夫生計調査　地方統制工
業利用概況（昭和１０年８月１日現在）

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2573 昭和１０年４月　「ストーン」氏工場管理講義　其の２ 呉廠工場管理委員会

⑥技術-研究資料-2574 昭和１１年１月　「ストーン」氏工場管理講義　其の３ 呉廠工場管理委員会



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-2575
大正１５年　自７月２１日　至８月３１日　呉海軍工廠安全教育実施
概要報告

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2576 昭和８年７月　適性講習研究会議事録 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2577 昭和８年７月　適性検査成績表 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2578 昭和８年７月　適性検査法細目説明（内容） 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2579 昭和１１年４月１０日　作業研究季報　第９号 呉海軍工廠（電気部）

⑥技術-研究資料-2580 昭和１４年４月１日　作業研究季報　第２０号 呉海軍工廠（電気部）

⑥技術-研究資料-2581 昭和１２年８月　抑気具用石綿に関する研究 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2582 昭和１２年６月　クプレンに関する実験研究（其の２）〔應用試験〕 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2583
昭和１０年１２月　戦艦「ミシシッピー」の災害　１９２４年９月発行
Scientific American 176頁及 U. S. Naval Institute Proceedings に
所載のもの　The Battleship Mississippi Disaster""

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2584 昭和１０年１１月　無煙火薬水分試験法研究成績報告 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2585 昭和１０年１０月　ドマール式の原書 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2586 昭和１０年９月　工場騒音及特種音源による騒音の大さ 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2587 昭和１０年１１月　尾栓間隔螺糸潤滑油研究実験報告 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2588 大正８年４月　高層気象に就て 呉海軍工廠　火薬試験所

⑥技術-研究資料-2589 昭和７年１２月調　火薬罐調査報告 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2590
昭和１２年１２月２４日　航空機用20粍機銃爆薬に関する研究報告
其の１

海軍火薬廠　爆薬部

⑥技術-研究資料-2591 大正９年７月　?内外彈道に関する講話草案 呉海軍工廠　火薬試験所

⑥技術-研究資料-2592 大正８年１０月　第二回模擬火薬庫実験成績 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2593 昭和１２年６月　発火裝置打針竝に火管止栓技術講習報告 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2594
昭和１６年１月　工作研究参考資料　第２２号　赤印熔接棒検定試
験

呉海軍工廠　造機部

⑥技術-研究資料-2595
昭和１６年１２月５日　ハイドロケーターに對する裝備要領竝取扱
上の注意に就て

呉海軍工廠　造船実験部

⑥技術-研究資料-2596
昭和１０年９月２３日　東洋鋼管会社製　繼目無鋼管加工試験成
績

呉海軍工廠（造船部）

⑥技術-研究資料-2597 昭和９年８月　砲身?軸線の意義、?軸表示法、砲身水準面等 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2598
昭和９年５月　長門　陸奥　４０糎砲後部楯瓦斯逃出装置計画要
領

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2599
昭和９年５月　第１水雷戰隊各駆逐艦　三年式１２糎砲発火装置
試験報告

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2600
昭和９年５月　長門、陸奥　４０糎砲砲尾装填用斜盤式水力発動
機能率試験報告

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2601 昭和９年２月　４５口徑四一式３６糎砲　尾栓止実験記録 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2602 昭和８年１１月　搾出法による薬莢製造法の研究 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2603
昭和８年７月　２０糎老齢砲に於ける彈丸水圧々入力竝に導環の
変形摩耗に就て

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2604 昭和８年７月　施條切削試験報告（其の１） 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2605
昭和８年７月　２５発連續給彈毘式４０粍單装機銃試製発射の震
動調査報告

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2606
昭和８年５月　日向３６糎砲装填用３筒式水力発動機長期使用に
よる修理前後の能率試験比較報告

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2607
昭和８年４月　軍艦伊勢・日向３６糎砲経路?の修理竝に整備状況
に就て

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2608
昭和８年３月　軍艦妙高、那智、２０糎砲塔俯仰装置の遊隙量調
査報告

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2609 昭和８年３月　軍艦日向伊勢主砲々架関係腐蝕状況及處置要領 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2610 昭和８年３月　圧電現象に依り砲の推進圧力竝に制進圧の測定 呉海軍工廠　砲熕部
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⑥技術-研究資料-2611
昭和７年１１月　４５口徑十年式１２糎砲技研材薬莢試製報告　第
１回

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2612 昭和８年１月　２００馬力斜盤式水力発動機　能率試験報告 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2613 昭和６年３月　１４糎彈丸導環の摩耗及辷り 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2614
昭和７年７月　４５口徑十年式１２糎高角砲打殻抽出が不充分なる
ことに對する薬莢以外砲身関係部に於ける改造案及実験研究せ
る事項

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2615 昭和７年５月　中小口徑鍛鋼彈材に関する諸問題　其の２ 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2616 昭和１０年２月　施條砲の?蝕に関する文献の翻譯 呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2617
昭和１０年２月　１９２３～１９３２年に於ける伊太利海軍艦船兵器
の進歩

海軍技術研究所　化学研究部
呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2618
昭和７年１０月　戦時素人を工廠に使用する場合の訓練法の参考
の７

呉海軍工廠　砲熕部

⑥技術-研究資料-2619
昭和７年８月　英式竝一三式無煙火薬加熱貯蔵試験　英式火薬
自燃概報

呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2620 昭和５年８月　伝火薬の伝火力に関する実験報告（其２） 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2621 昭和５年８月　嚢２号撃発火管後噴防止試験報告（其１） 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2622 昭和５年８月　穿孔及無穿孔爆薬の威力と薬量との関係探究実験 呉海軍工廠　砲熕実験部

⑥技術-研究資料-2623
大正７年３月　彈丸運動の安定度及施條拗曲度に関する
GREENHILL 氏論文集

呉海軍工廠　火薬試験所

⑥技術-研究資料-2624
大正９年５月　テトリールの安定度並三硝基ザイレンの製法に就
て

呉海軍工廠　火薬試験所

⑥技術-研究資料-2625 昭和８年５月１日　作業標準の１例（電気鎔接） 呉海軍工廠　造機部

⑥技術-研究資料-2626 駆逐艦　椿　昭和１９年１１月施行　光学兵裝試験成績表
舞鶴海軍工廠
第１造兵部

⑥技術-研究資料-2627 駆逐艦　椿　昭和１９年１１月施行　砲熕兵裝公試成績表
舞鶴海軍工廠
第１造兵部

⑥技術-研究資料-2628
昭和１２年９月　独国「ラインメタル｣社関係の機銃発射試験見学報
告

横須賀海軍工廠
（造兵部）

⑥技術-研究資料-2629
駆逐艦　椿　昭和１９年１１月施行　４０口径八九式１２．７糎単装
高角砲　信管秒時調定試験成績表

舞鶴海軍工廠
第１造兵部

⑥技術-研究資料-2630
昭和１８年７月３０日 一〇二型噴燃裝置試作実験（第１回）（基礎
試験）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2631 昭和１６年８月２０日　Ｒ－９６号缶力量増大試験（第２回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2632 昭和１６年１２月２５日　Ｒ－９６号缶力量増大試験（第４回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2633
昭和１９年１月２０日　第一〇〇四番艦　機械室補助排出管附　蒸
気緩熱器実用試験

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2634
昭和１８年１１月２０日　鋲接及熔接「ドラム」陽炎型試作缶陸上焚
試試験（第１回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2635
昭和１８年１０月３０日　鋲接及熔接「ドラム」陽炎型缶陸上焚試試
験（第３回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2636 昭和１８年９月３０日　断熱煉瓦試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2637 昭和１８年１月３０日　駆逐艦島風缶陸上焚試試験（第１回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2638 昭和１８年１月３０日　駆逐艦島風缶陸上焚試試験（第２回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2639 昭和１８年１月３０日　駆逐艦島風缶陸上焚試試験（第３回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2640 昭和１８年２月１日　駆逐艦島風缶陸上焚試試験（第４回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2641
昭和１９年１月２５日　１３％「クローム」鋼の熔接に関する研究（第
２回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2642
昭和１８年８月２０日　５％「クローム」鋼の熔接に関する研究（第３
回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2643 昭和１８年８月２０日　市販浄缶剤比較試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2644
昭和１８年２月～昭和１９年９月　昭和１８年度　船底塗料試験
（綴）

舞鶴海軍工廠
（造船部）

⑥技術-研究資料-2645 昭和３年５月　第１２回第１３回硝酸合成委員会記事 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2646 昭和３年９月　第１４回硝酸合成委員会記事 海軍火薬廠硝酸合成委員会
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⑥技術-研究資料-2647
大正１４年１１月　海軍火薬廠に於ける銅工、活版工（鉛作業）の
健康状態調査報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2648 大正１５年１月　大正１４年度健康診断の成績に就て 海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2649
大正１５年１２月　海軍火薬廠従業員に対する大正１５年度定期健
康診断成績に就て

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2650
昭和３年４月　海軍火薬廠従業員に対する昭和二年度定期健康
診断成績報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2651
昭和４年２月　海軍火薬廠従業員に対する昭和３年度定期健康診
断成績報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2652
昭和４年１１月　海軍火薬廠従業員に対する昭和４年度定期健康
診断成績報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2653
昭和６年７月　海軍火薬廠従業員に対する昭和６年度定期健康診
断成績報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2654
昭和７年７月　海軍火薬廠従業員に対する昭和７年度定期健康診
断成績報告

海軍火薬廠医務部

⑥技術-研究資料-2655 昭和１３年１０月～昭和１７年７月７日 火薬関係文献彙報集 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2656 英国政府発行報告書（其の１） （海軍火薬廠）

⑥技術-研究資料-2657 昭和１４年５月２５日～１７年４月１０日　火廠雑報　他 海軍火薬廠他

⑥技術-研究資料-2658 昭和１２年５月５日　我国に於ける火薬爆薬原料資源に就て 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2659
昭和１０年８月２６日　新水分試験法に依る一三式火薬の標準水
分探究試験

海軍火薬廠火薬部

⑥技術-研究資料-2660
昭和９年３月１０日　任意の窒素量（１２．９５％～１１．５０％）を有
する綿薬の製造研究報告（第１報）

海軍火薬廠火薬部

⑥技術-研究資料-2661
昭和１９年１月８日　１０２ＤＣ１，８５ＤＣ及５３ＤＣ火薬の原料半作
品及製品成績調査報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2662
昭和１８年１１月６日　昭和１６年無煙火薬原料及半作品試験成績
調整報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2663
昭和１８年３月３日　昭和１５年度無煙火薬原料及半作品試験成
績調整報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2664 昭和９年１月～６月　研究年報 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2665
自昭和１６年７月２１日　至昭和１６年８月３０日　第２海軍火薬廠
実習報告

第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2666 昭和１０年１１月６日　砲内弾道学講義　第５編　砲内弾道各論 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2667 昭和１０年６月　九一式爆薬製造作業心得 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2668 昭和１７年９月１８日　待避部署 第３海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2669 昭和１９年４月１０日　火薬関係特許彙報　第１０巻第２号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2670 昭和１８年１１月１２日　火薬関係文献彙報　第１１巻第４号 第２海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2671 大正１５年８月～昭和３年２月　熱力学　参考書 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2672 昭和１７年７月５日　第１３６号艦缶陸上焚試試験（第９回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2673 昭和１７年１２月２２日　第１０４号艦用主蒸気中間弁実用試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2674 昭和１７年１１月３０日　第一号艦用蒸気管弁類実用試験（第６回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2675 昭和１７年８月２０日　第１２５号艦缶燃焼操縦装置豫備試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2676 昭和１７年８月１５日　艦本式「コーン」焼損防止実験（第２回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2677 昭和１７年７月１０日　高粘度重油陸上焚試試験（第５回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2678
昭和１９年５月１５日　鋲接及熔接ドラム陽炎型試作缶陸上焚試々
験（第７回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2679
昭和１９年７月３０日　鋲接及熔接ドラム陽炎型試作缶陸上焚試々
験（第８回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2680 駆逐艦 椿　昭和１９年１１月施行　魚雷兵装公試成績表 舞鶴海軍工廠第１造兵部

⑥技術-研究資料-2681
昭和４年１２月１６日　駆逐艦 敷波　重心査定試験成績書（完成
時）

舞鶴要港部工作部造船課

⑥技術-研究資料-2682 昭和１９年１月３０日　缶遠隔燃焼操縦裝置改善実験（基礎試験）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）
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⑥技術-研究資料-2683 昭和１９年１月３０日　缶遠隔燃焼操縦裝置改善実験（実用試験）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2684 昭和１９年１月２０日　重油流量計実用試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2685
昭和１８年１０月３０日　鋲接及熔接「ドラム」陽炎型缶陸上焚試試
験（第４回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2686
昭和１９年７月２０日　第５４１１号艦型用缶遠隔燃焼操縦裝置試
験

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2687 昭和１７年３月１５日　缶過熱器管現状調査（第１回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2688 昭和１６年７月３０日　缶管試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2689 昭和１６年７月２０日　浄缶剤研究実験（第１回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2690
昭和１５年１２月２０日　第２５号艦用蒸気管弁類実用実験（第１１
回）

舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2691 昭和１５年１２月２５日　高圧高温用各種「ネヂ」込弁実用実験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2692 昭和１５年１２月２０日　第１号艦用蒸気管弁類実用実験（第３回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2693 昭和１４年５月２０日　外国購買品缶通風計試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2694 昭和１７年７月５日　高粘度重油陸上焚試試験（第４回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2695 昭和１７年５月３０日　メトロピツク熔接棒試験
海軍舞鶴海軍工廠
（造機部）

⑥技術-研究資料-2696 昭和１７年５月１５日　「ホプキンソン」社製缶水吹出弁試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2697 昭和１７年５月１５日　代用保温材試験
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2698 昭和１７年３月３０日　第１３６号艦缶陸上焚試試験（第５回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2699 昭和１７年５月１０日　第１３６号艦缶陸上焚試試験（第６回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2700 昭和１７年５月１５日　第１３６号艦缶陸上焚試試験（第８回）
舞鶴海軍工廠
（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2701 昭和４年２月～４年６月　広研報 90.92.93.94.95.96.98
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2702 昭和５年２月　噴口板としての低満俺鋼の調査
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2703 昭和４年５月～４年８月　広研報 99-103
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2704 昭和１６年９月　昭和１５年度年報 佐世保海軍工廠航空機部

⑥技術-研究資料-2705 昭和５年２月　缶室「タルビン」送風機械研究試験　第３回
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2706 昭和９年１月　石綿製衛帯「ジョイントシート」試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2707 昭和８年９月　伊６８潜水艦用注油兼吸鍔冷却油喞筒陸上試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2708 昭和９年１１月　高周波電気炉に依る鋳鋼品鎔解法の研究 広海軍工廠

⑥技術-研究資料-2709 軍艦最上・三隈放射抽器試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2710 昭和６年７月　熔接棒比較試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2711 昭和７年８月～７年１０月　広研報綴 214.216.217.219.220.221
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2712 昭和１０年２月　試験用鈴谷型Ｈ２５送風機械送風部試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2713 昭和９年１２月　夕暮缶水循環喞筒性能試験
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2714 昭和２０年３月　昭和１９年度　船底塗料比較試験（第３報） 佐世保海軍工廠（造船部)

⑥技術-研究資料-2715 昭和２０年２月　昭和１９年度　試製船底塗料浸漬試験（第２報） 佐世保海軍工廠 造船部

⑥技術-研究資料-2716 昭和２０年４月　昭和１９年度　試製船底塗料浸漬試験（第３報） 佐世保海軍工廠 造船部

⑥技術-研究資料-2717 昭和４年８月　缶室「タルビン」送風機械試験成績表　第１回
広海軍工廠
機関研究部

⑥技術-研究資料-2718 昭和１１年３月　木材乾燥法の研究（其の４）（完結） 佐世保海軍工廠（造船部)



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-2719 昭和１６年９月１日　代用保温材試験 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2720 昭和１９年１月　昭和１８年度　試製船底塗料浸漬試験（第２報） 佐世保海軍工廠（造船部)

⑥技術-研究資料-2721 昭和１９年５月　昭和１８年度　試製船底塗料浸漬試験（第３報） 佐世保海軍工廠（造船部)

⑥技術-研究資料-2722 昭和１９年７月　昭和１８年度　試製船底塗料浸漬試験（第４報） 佐世保海軍工廠（造船部)

⑥技術-研究資料-2723
伊号第169潜水艦　水上重心試験成績表　昭和１７年１２月１８日
施行

佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2724
伊号第169潜水艦　水中重心試験成績表　昭和１７年１２月１８日
施行

佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2725 伊号第169潜水艦　復原性能説明書 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2726 昭和７年９月　エボナイト電線に就て 舞鶴要港部工作部造兵課

⑥技術-研究資料-2727 昭和１５年１２月５日　外国購買不銹鋼弁座材料実用試験 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2728 昭和１５年１０月９日　再生銅実用試験 舞鶴海軍工廠（造機部）

⑥技術-研究資料-2729
昭和１７年５月１０日　第１３６号艦缶陸上焚試試験（第７回）（点火
試験）

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2730 昭和１０年１０月１９日　船底塗料実艦試験 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2731 昭和１０年９月　船底塗料試験　昭和１０年５月浸漬の分 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2732
昭和１０年７月　船底塗料試験　昭和９年１１月浸漬の分 第２回報
告

佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2733 昭和１０年７月　防錆塗料塗粧法実験 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2734 昭和１０年４月　船底塗料実艦試験 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2735 昭和１０年５月　船底塗料試験　昭和９年５月浸漬の分 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2736
昭和１０年３月　船底塗料試験　昭和９年１１月浸漬の分 第１回報
告

佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2737 昭和１０年１月３１日　防錆塗料比較試験 佐世保海軍工廠

⑥技術-研究資料-2738 昭和１７年８月　船底塗料試験　第２回 佐世保海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2739 昭和１９年１月１０日～１９年１０月　船底塗料比較試験 佐世保海軍工廠（造船部)

⑥技術-研究資料-2740
昭和１５年１２月５日　外国購買不銹鋼弁座材料実用試験（横廠委
託）

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2741
昭和１９年１２月３０日　帝国特殊鋼株式会社製　不銹鋼電弧熔接
棒試験

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2742
昭和１９年１１月１０日　特殊鋼熔着金属の稀釈化に関する研究
（第１回）

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2743
昭和１９年８月２０日　大角電極棒株式会社製　不銹鋼電弧熔接
棒試験

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2744 昭和１９年８月３１日　缶用耐火煉瓦実用試験 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2745 昭和１９年７月２０日　鍛接「ガス」管及電縫鋼管試験（第１回） 舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-研究資料-2746 昭和１９年７月２０日　鑛滓綿製品試験 舞鶴海軍工廠機関実験部

⑥技術-研究資料-2747
昭和１６年２月２０日　「ニシロン」Ａ材熔着弁座に関する研究（第１
回）

舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2748 昭和１８年８月２０日　一〇二型噴燃装置試作実験（其の２） 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2749 昭和１１年１０月　鋳物の「引け」現象と特殊鋳造法 舞鶴海軍工廠造機部

⑥技術-研究資料-2750 昭和１６年９月１日　艦本式「コーン」焼損防止実験（第１回） 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2751 昭和１６年９月５日　Ｒ－９６号缶力量増大試験（第３回） 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2752 昭和１７年３月３０日　二〇「コーン」五型点火並びに低率汽釀実験 舞鶴海軍工廠（機関実験部）

⑥技術-研究資料-2753 昭和１６年５月　高粘度重油陸上焚試試験成績報告（附図表） 舞鶴海軍工廠

⑥技術-研究資料-2754 昭和１７年１０月３０日　機体補修要具実験 海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-2755
昭和１７年１１月１０日　国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１
６　南部産アカマツ材の研究

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2756
昭和１７年１０月７日　東亜共栄圏内産木材に関する研究　第１報
満洲産テウセンマツ（紅松）材試験

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2757
昭和１７年１０月１３日　積層木材の製造法及性能に関する研究
製作時圧締度を異にせるマカンバ及ブナ材製硬化薄層材の材質
に関する研究　第８報

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2758 昭和１８年３月１０日　油密ペイント試験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2759 昭和１８年３月５日　国産合成ゴム試験　其の４　ＢＮ系合成ゴム 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2760 昭和１８年２月１２日　副接合棒下部軸受材料摩耗焼付実験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2761 昭和１８年２月２５日　国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１７ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2762
昭和１８年２月２５日　積層木材の製造法及性能に関する研究　第
９報

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2763 昭和１８年２月６日　補助翼断型性能に関する研究（其の２） 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2764 昭和１８年２月８日　航空発動機用点火栓のＸ線透過法の研究 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2765 昭和１８年２月１日　金属相互の摩擦性質に及ぼす潤滑油の影響 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2766 昭和１９年３月１７日　大日本セルロイド製セロフアン試験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2767 昭和１９年２月１５日　気泡硬質ゴムの研究　其の１ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2768
昭和１７年５月２６日　日立精機製齒車研磨盤審査（昭和１５年度
試製航空用工作機械プラツト１０吋単頭型）

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2769
昭和１７年４月２８日　Joukowsky翼に対する高速風洞壁の影響
（Joukowsky対稱翼が二次元固定壁間に存在する場合）

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2770 昭和１７年１月６日　限界層の吹出に関する一実験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2771 昭和１１年２月２１日　舶着鋼管肉厚計測器実用価値試験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2772 昭和８年５月１５日　亜酸化銅光電池による高温度測定法の研究 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2773 昭和８年４月５日　軽合金の鎔接及鑞附に関する研究（第１回） 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2774 昭和１９年３月１１日　滑走平板の水面衝撃に関する研究 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2775
昭和１８年３月２２日　積層木材の製造法及性能に関する研究  第
１０報

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2776 昭和１８年１月３０日　有機硝子眞空加工用製造曲線　（其の１６） 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2777 昭和１８年３月１０日　航空機用合板接着用接合紙試験 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2778
昭和１９年２月５日　軽合金の分光定量分析法の研究　第３報　ア
ルミニウム合金

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2779 昭和１９年２月１日　国産合成ゴムの試験　其の１０　ＣＯゴム 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2780 昭和１９年１月２４日　硬質ゴムの研究　其の３ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2781 昭和１９年１月２４日　ゴム接着法の研究　其の２ 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2782
昭和１９年１月２４日　クロムニツケルタングステン鋼（イ４０６）長時
間匍匐試験

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2783
昭和１９年１月１１日　タブ付動翼が非定常運動を行ふ場合に受け
る空気力

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2784
昭和１８年５月１５日　接着剤に関する研究（第６報）　吹流標的補
修用接着剤の研究

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2785
昭和１６年１１月１日　東京製綱株式会社製弁バネ用炭素鋼線試
験

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2786 鋼材窒化層の耐熱性に関する研究　昭和１６年１０月１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2787
落下試験法に関する研究　其の１　落体重量增加に対する主脚最
大鉛直反力の增加の割合　昭和１８年６月２５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2788
積層木材の製造法及性能に関する研究　第１１報　硬化薄層材製
造に使用せる接着剤の性質が該材の材質に及ぼす影響　昭和１
８年５月３０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2789
マグネシウム合金鋳物のＸ線透過法の研究　第二報（中子型に依
る欠陥例）　昭和１８年５月２５日

海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-2790
有機硝子眞空加工用製造曲線（其の３０、３２）　昭和１８年１月３０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2791 航空機用合板接着用接合紙試験　昭和１８年３月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2792
飛行機用合板に関する研究　第１報　合板表板主繊維方向に対
する負荷方向が、其の引張強度に及ぼす影響　昭和１８年１月１０
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2793 名古屋合板製合板試験　昭和１７年１０月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2794 接着剤に関する研究（第４報）　昭和１７年１０月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2795 接着剤に関する研究（第３報）　昭和１７年１０月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2796
平板の剪断挫屈応力及剪断剛性率に対する圧縮応力の影響　昭
和１７年１０月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2797 三共化学工業所製軽合金熔接剤試験　昭和１７年１０月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2798 酸洗用腐蝕抑剤試験　昭和１７年１０月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2799
国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１５　高知県産ツガ材の研
究　昭和１７年１０月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2800 耐寒用磁石発電機グリース実験　昭和１２年１１月１２日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2801
温度変化に伴ふ材料強度の研究（第１回報告）　昭和１２年８月３
０日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2802
大同電気製鋼所製品試験（第２回報告）（完了）　昭和１２年９月９
日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2803 鋳造用軽合金（２６Ｇ）材質試験　昭和１２年８月３０日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2804 摺速度の摩耗に及ぼす影響調査実験　昭和１８年２月１２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2805
有孔丸棒試験片の疲労強度の研究（第１回報告）　昭和１８年１月
３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2806 機械油の適性判定試験　昭和１７年３月１０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2807 傘状齒型軸接手に就て　昭和１７年３月１７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2808 軸流送風機に依る反力推進　昭和１７年１月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2809 愛知化学工業試製点火栓覆審査　昭和１７年１月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2810 摩擦現象の研究　昭和１７年７月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2811 切削剤に就て　昭和１６年１０月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2812 航空発動機部品標準計算法の研究　昭和１６年１月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2813
潤滑油変性に及ぼす油温並に金属材料の影響調査　昭和１７年１
月６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2814 圧力中心前進法に関する研究　昭和１９年５月１１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2815 一酸化炭素の迅速定量分析法に就て　昭和１９年３月２０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2816
フアウラーフラップ性能に対するフラップ位置の影響　昭和１９年１
月８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2817 二段隙間フラップ風圧分布の研究　昭和１９年１月８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2818 アミドール試験　昭和１８年１０月２５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2819
木材並に積層木材の対数減衰率に関する研究　昭和１８年６月１
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2820 補助翼断型性能に関する研究（其の２）　昭和１８年２月６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2821
東洋精機株式会社製ＪＢＢ型治具中グリ盤審査　（昭和１５年度試
製航空用工作機械）　昭和１７年１０月３１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2822 爆弾弾腔塗粧用漆に関する試験成績報告　昭和１３年１月２５日 海軍火薬廠爆薬部

⑥技術-研究資料-2823 爆薬試験法　昭和１０年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2824 製造作業工程図表（下瀬爆薬）　昭和１２年７月 海軍火薬廠爆薬部

⑥技術-研究資料-2825 第２１回硝酸合成委員会記事　昭和６年９月 海軍火薬廠硝酸合成委員会
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⑥技術-研究資料-2826 昭和１０年度火薬製造検査試験法　別冊附図　昭和１０年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2827
木繊維を原料とする制式無煙火薬に関する総合報告　昭和８年８
月

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2828 第２０回硝酸合成委員会記事　昭和６年２月 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2829 第１９回硝酸合成委員会記事　昭和５年１２月１日 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2830 第１７回硝酸合成委員会記事　昭和４年１０月 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2831 第１６回硝酸合成委員会記事　昭和４年４月 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2832 第１５回硝酸合成委員会記事　昭和３年１２月２６日 海軍火薬廠硝酸合成委員会

⑥技術-研究資料-2833
海軍火薬廠研究部　火研報乙 No.4　自第４７号　至第６８号　昭和
２年４月～３年４月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2834 「ケールダール」有機窒素定量法の評論　昭和１７年８月３１日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2835
研究実験成績報告　第１７３号、二火報　０２１２　０２２　０２１４　０
２１５　昭和１６年８月２５日～昭和１７年６月２６日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2836
研究実験成績報告　火研報乙第１４６、１５２、１５４～１６０、１７０、
１７２号　昭和１４年１月２４日～昭和１６年８月２５日

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2837 智利国「バツコ」火薬庫の爆発　大正７年１１月　１９１０出版 （海軍造兵廠火薬部）

⑥技術-研究資料-2838 純「ピクリン」酸の凝結点に就て　大正５年６月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2839 無煙火薬中の「ヤラヤラ」の定量法に就て　大正５年４月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2840 粗製石炭酸の硝化に関する研究報告　大正４年１２月２２日 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2841
「アベル」式耐熱試験用標準色紙に関する実験報告　明治４４年８
月１１日

海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2842 海外視察総合報告　火薬関係調査　昭和５年１１月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2843 火薬原料棉の検査方法に関する研究　第三　大正７年１１月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2844 火薬原料棉の検査方法に関する研究　第二　大正７年１１月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2845 火薬原料棉の検査方法に関する研究　第一　大正７年１１月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2846
「ヤラ、ヤラ」製造原料「ベタ、ナフトール」製造研究報告　大正５年
６月

海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2847 無煙火薬安定剤に関する研究（第三回報告）　大正４年１２月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2848 理論火薬学概要（上巻）　昭和２０年５月３０日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2849 亞硝酸定量法に関する文献　昭和１８年８月２４日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2850 ヘミセルローズに付て　昭和１８年３月３日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2851 芳香属化合物ニトロ置換の基礎研究　昭和１８年１月２３日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2852 標準試験篩に付て　昭和１７年７月７日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2853 火薬関係外国特許表　昭和１７年５月１５日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2854 化学工業薬品の中毒に就て　昭和８年７月２０日 海軍火薬廠醫務部

⑥技術-研究資料-2855
海軍火薬廠研究部　火研報乙 No.１　自第３号　至第１７号　大正
９年６月～大正１０年６月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2856 世界に於ける水銀の需給状況　昭和１７年１月２０日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2857 不銹鋼を上張りせる鋼　昭和１７年２月２５日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2858 「セラツク」に就て　昭和１６年９月２５日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2859
米国に於ける軍用火薬工場の立地と無煙火薬生産能力に付て
昭和１９年１月１４日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2860 液体空気爆薬に付て　昭和１９年５月３１日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2861
モノニトロナフタリン、ヂニトロナフタリン及トリニトロナフタリンの製
法に付て　昭和１８年７月２６日

第二海軍火薬廠
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⑥技術-研究資料-2862
クロルベンゾール中のベンゾール及ヂクロルベンゾールの定量法
昭和１８年７月２６日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2863 溶剤の流動に依り生ずる帯電に付て　昭和１８年１１月６日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2864
無煙火薬の揮発分変化に関する研究（其の５）文献　昭和１７年１
０月５日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2865 本邦アルミニウム粉工業の調査　昭和１６年１１月８日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2866 「セントラリット」硝化物に就いて　大正１４年１１月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2867 「アムモニア」酸化法中型実験報告　大正１５年８月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2868 沈降性炭酸石灰の製造に関する研究　大正１４年８月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2869 起爆薬鉛「アザイド」純度分析試験　大正１４年１月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2870 「アセトン」の発酵に関する研究　附録２　大正１２年３月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2871 主要金属の耐酸試験報告　大正１５年７月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-2872 微量の硝酸及亜硝酸の比色定量法研究報告　大正４年２月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2873 炸薬鋳造に関する研究報告（第１回）　大正４年２月 海軍造兵廠火薬部

⑥技術-研究資料-2874 下瀬火薬製造に関する補遺　明治から大正初期 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2875 昭和６年度　主要購買品検査試験法　附図　昭和６年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2876 昭和６年度火薬製造検査試験法　昭和６年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2877 昭和６年度　主要購買品検査試験法　昭和６年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2878 昭和６年度主要購買品検査試料　採取規程　昭和６年４月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2879 火薬の話　昭和１２年１０月改版 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2880 仮称一式機銃関係打合会議報告　昭和１６年４月１５日 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2881
「ステープル、ファイバー」（スフ）の下瀬爆薬に及ぼす影響探究実
験報告　昭和１４年８月２５日

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-2882 横滑偏揺安定の数値計算　昭和１６年５月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2883 艇体水上性能比較実験 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2884 対称翼型の系統的研究　昭和１６年８月１８日 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2885
ピトー管の造波失速と風圧分布　一、髙速機に関する研究　昭和
１５年１０月２１日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2886
一、髙速気流に関する研究　高速風洞風洞壁の影響に関する研
究　其の２　昭和１６年３月２６日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2887
一、髙速気流に関する研究　高速風洞風洞壁の影響に関する研
究　其の１　昭和１６年３月１０日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2888
九、特殊推進法の研究　排気エネルギーの利用法　昭和１６年５
月１０日

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2889
一、髙速機に関する研究　（一）圧縮性の解析　（イ）造波失速と風
圧分布

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-2890
昭和１０年　機密書類　（砲熕定数標準）　昭和１０年２月１２日～１
０年１１月11日

海軍技術研究所　理学研究部

⑥技術-研究資料-2891 風洞水槽研究会（自第３回至第６回）発表論文標題集 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2892 風洞試験規程　昭和１７年１２月 航空評議会

⑥技術-研究資料-2893
艇体及浮舟の水槽模型に依る縦・横安定度の比較実験　昭和１４
年９月

愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2894 設計上の経験　昭和１４年９月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2895 Ｃzmaxの一実験（抜粋）　昭和１３年１２月１日 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2896 浮舟設計上の一経験　昭和１３年１２月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2897 抗力板の研究（抜粹）　昭和１３年１２月１９日 愛知時計電機株式会社
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⑥技術-研究資料-2898 浮舟艇体の重心位置に関する一実験　昭和１３年１２月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2899
前縁より最大厚位置に至る間の形状の圧力分布に及ぼす影響に
関する計算　昭和１８年３月２７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2900 水中舵の蝶番「モーメント」偏揺「モーメント」に関する一実験 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2901 失速の多様性　昭和１５年１０月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2902
艇体に小片を附したる場合の方向安定度に及ぼす影響に就いて
昭和１５年１１月

愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2903 飛行機のヨーイング運動に就いて　昭和１４年９月１日 愛知時計電機機体部研究課

⑥技術-研究資料-2904 操縦性の研究（第一報）　昭和１６年５月 愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-2905
海軍航空廠　研究実験成績報告　No.８　昭和１１年５月２０日～１
１年９月７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2906
海軍航空廠　研究実験成績報告　No.９　昭和１２年３月１７日～１
２年１０月１１日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2907
海軍航空廠　研究実験成績報告　No.10　昭和１２年１０月１２日～
１３年２月２３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2908 絹紡羽布の研究　昭和１８年１０月２４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2909 木材用ゴム接着剤の研究　其の２　昭和１９年１０月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2910 鋼材の焼戻に伴ふ疲労性質の変化　其の１　昭和１５年７月２４日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2911 ＶＧ記録計の試作研究（第二回報告）　昭和１４年１１月１３日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2912
塩浴電解滲炭法による鋼材表面硬化に関する研究　其の１　昭和
１４年９月７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2913
佛国出張中の研究実験（１０）　潤滑油性状調査に関する研究（第
４報）　昭和１３年３月２９日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2914
（佛国出張中の研究実験）（７）　潤滑油性状調査に関する研究（第
１報）　昭和１３年１月２５日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2915
（佛国出張中の研究実験）（２）　潤滑油熱変性に関する研究（第２
報）　昭和１３年１月１９日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2916
（佛国出張中の研究実験）（５）　潤滑油熱変性に関する研究（第５
報）　昭和１３年１月１９日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2917
（佛国出張中の研究実験）（６）　潤滑油熱変性に関する研究（第６
報）　昭和１３年１月１９日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-2918 ブチラール樹脂に関する研究　昭和１９年６月２２日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2919
木材及加工木材の耐熱及耐寒性に関する研究　其の２　硬化合
板の強度に及ぼす高温及低温の影響　昭和１９年６月２３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2920
国産飛行機用木材の基礎的研究　其の１８　高知及秋田産スギ材
の研究　昭和１８年５月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-2921 工廠用周波数標準器及其の性能　昭和１６年１０月１６日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2922
発光信号受信適性検査法の研究　第１回報告　昭和１６年１０月２
１日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2923 仮稱零式超短波測波器試験成績　昭和１６年９月１９日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2924
捕音器の共心円配列法と其の指向性に関する研究　（第１回報
告）　昭和１６年８月２６日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2925 九二式特受信機安定化の研究　昭和１７年１０月１１日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2926
水中捕音器齋合試験水槽の試作竝に実験　昭和１７年１０月１２
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2927
電波探信儀用電位差計式測距方式に関する研究　　昭和１７年１
０月１３日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2928 探信用送受波器の研究（第１回報告）　昭和１７年８月１８日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2929 間隙受信と送信機の研究　昭和１６年１２月２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2930 推進器強度に関する研究　（第２回報告）　昭和１７年１月１２日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2931 工作術練習生專修別適性検査法の研究　昭和１６年１月１７日 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2932
アセトンの醗酵に関する研究報告　附録２　英海軍より得たる関係
書類　大正１２年３月

海軍火藥廠

⑥技術-研究資料-2933
多翼型及軸流型電動通風機比較試験　（第５回報告）　（完了）
昭和１７年９月１４日

海軍技術研究所
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⑥技術-研究資料-2934
多翼型及軸流型電動通風機比較試験　（第５回報告）　（完了）
昭和１７年９月１４日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2935
旋回性能及舵性能の系統的模型実験　（第７回報告）　昭和１７年
１月１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2936
旋回性能及舵性能の系統的模型実験　（第７回報告）　昭和１７年
１月１２日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2937
成層フエノールレジン板及フエノールレジン成型粉比較試験成績
報告　昭和１６年２月２７日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2938
波浪中に於ける船體應力の研究　（第２回報告）　昭和１６年２月１
５日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2939
第５号艦主機械吸鍔棒材料の切欠感度試験　昭和１６年２月２０
日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2940
技研電報　No. ５１６、５３２、５５９、６４３、６８５、６９０、７０２、７０
９、７３８　昭和５年５月１３日～昭和６年７月１４日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2941
技研雑報　No．２０１、２０２、２１６、２３１、２５１、２５７、２５８、２７
８、２７９、２８３、２８４、２８６、３２１　昭和１３年１月２２日～昭和１７
年５月２５日

海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2942 Ｊ２　Ｍ３　工程別廠内製作部品表　昭和２０年４月１日 不明（作業係第二管理班）

⑥技術-研究資料-2943 二式飛行艇機上作業操式草案 第８〇二海軍航空隊

⑥技術-研究資料-2944 昭和１８年度　空輸機明細表（還納之部控）綴 第７５５海軍航空隊整備科

⑥技術-研究資料-2945 配電盤用計器所要資材基準表（暫定）　２　昭和１７年１１月 海軍電気工業会計器部会

⑥技術-研究資料-2946 火工兵器之部　昭和１９年 海軍

⑥技術-研究資料-2947 バルサ材の吸水性並に変形性に就て 航空局航空試験場

⑥技術-研究資料-2948 高速プロペラ用断面の研究（其の１） 不明

⑥技術-研究資料-2949 佛國海軍造舩造機学校罐講義録 １９２６　ジャン・レビイ教授 不明

⑥技術-研究資料-2950 工場担当作業別部品表（兵装部品）　昭和２０年３月１４日 不明（飛作紫企）

⑥技術-研究資料-2951
工場担当作業別部品表（艤装部品）（発関係）　昭和２０年３月１４
日

不明（飛作紫企）

⑥技術-研究資料-2952
工場担当作業別部品表（構造部品）（尾翼関係）　昭和２０年３月１
５日

不明（飛作紫企）

⑥技術-研究資料-2953 工場担当作業別部品表（表紙欠落） 不明（飛作紫企）

⑥技術-研究資料-2954 射程に及ぼす気温の影響　昭和１１年９月 海軍技術研究所

⑥技術-研究資料-2955 空盒用燐青銅板製造作業標準　昭和１９年１２月３０日
技術院（工業品企画統一調査会
航空部会金属委員会決議）

⑥技術-研究資料-2956 目測照準器及び其の使用法　１９３８
不明（英国海軍省発刊書籍邦
訳）

⑥技術-研究資料-2957 無線受信機外筺金属化の研究　昭和７年１２月 呉海軍工廠電気部

⑥技術-研究資料-2958 駆逐艦朝潮電気兵装要目 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2959 朝潮型駆逐艦用電気兵器実用実験方案　昭和１１年９月１日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2960
朝潮型駆逐艦用電気兵器実用実験成績概要　第１回　昭和１１年
８月２３日

呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-研究資料-2961
朝潮型駆逐艦用電気兵器実用実験成績概要　第２回　昭和１１年
８月３０日

呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-研究資料-2962
朝潮型駆逐艦用電気兵器実用実験成績概要　第３回　昭和１１年
９月４日

呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-研究資料-2963
呉海軍工廠電気実験部　研究実験成績報告　No.７９、８５、８７、９
２、９４、１００、１０１、１０４、１０５、１１３、１１４、１１６、１１８、１２
６、１３３、１３６、１４０、１５０　昭和５年１１月～昭和９年１月１２日

呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-研究資料-2964 電実報　自第６７号至第７１号　昭和５年４月１５日～昭和５年７月 呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-研究資料-2965 百拾糎探照燈用金属反射鏡実験（第２回）　昭和１１年３月２日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2966 光電管に依る光度測定装置の試製実験　昭和１１年１月１２日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2967 高速度電動機に関する研究　其の３　昭和１０年９月１６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2968
呉海軍工廠造船部　研究実験成績報告　No.９３、９４、９６～１０
７、１０９～１１１、１１３、１１４、１１６　昭和９年２月～昭和９年１２月

呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-2969
多翼型通風機用電動機騒音調査実験（英国サーモタンク会社製）
（其の１）　昭和１５年１２月１３日

呉海軍工廠（電気実験部）
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⑥技術-研究資料-2970
或種交流発電機に起るべき最大突発短絡電流に對する安全熔解
器の遮断状況の検討　昭和１５年９月１３日

呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2971 ロヂﾕーム鍍金反射鏡の実験　昭和１５年９月１０日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2972 海軍用ゴム絶縁電線の実験（第一報）　昭和１５年７月３１日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2973 電機用刷子の研究（第６回）　昭和１５年４月２０日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2974 電機用刷子の研究（第７回）　昭和１５年４月２０日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2975 電機用刷子の研究（第８回）　昭和１５年７月９日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2976 電機用刷子の研究（第９回）　昭和１５年７月９日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2977 電気サイレン試験成績　昭和１５年４月９日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2978 安全熔解器の研究　昭和１５年４月６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2979
電動機用グリース研究実験　第１報　性状試験　昭和１５年１月２７
日

呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2980 各種絶縁電線過電流実験　昭和１５年１月１２日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2981 フェノールレジン成層品の試験（第２報）　昭和１４年９月６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2982 大型電球比較試験　別冊　昭和１４年３月 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2983 電機用刷子の研究（第５回）　昭和１３年１２月１７日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2984 携帯用回転計比較試験（其の２）　昭和１３年１１月１４日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2985 磁化せる小銃の精度試験成績　昭和６年７月 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-2986
過酸化バリウムの精製法と機銃曳跟弾用点火薬に関する研究
昭和１８年６月

呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2987
呉砲研報目録（其の７）（自第１００１号至第１１３０号）　昭和１６年
１０月

呉海軍工廠（砲熕部）

⑥技術-研究資料-2988 毘式１２粍機銃精度試験　別冊（附図並写真）　昭和６年５月 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-2989 携帯用回転計比較試験（其の１）　昭和１３年９月９日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2990 電気用刷子の研究（第１回）　昭和１３年６月１１日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2991 電気用刷子の研究（第２回）　昭和１３年６月１６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2992 電気用刷子の研究（第３回）　昭和１３年７月２６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2993 電気用刷子の研究（第４回）　昭和１３年８月２２日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2994 電気用刷子試験機の研究（第１回）　昭和１３年６月１０日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2995 延長目盛付交流電流計の試製実験　昭和１３年４月８日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2996 電動機騒音低減に関する実験（第２回）　昭和１２年１２月２２日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2997 直流電動機溝付整流子の実験　昭和１２年８月１６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2998 可熔解放器付電路接断器の試製実験　昭和１２年９月８日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-2999
艦船用三心ゴム絶縁被鉛装鎧電線の許容電流決定試験　昭和１
２年４月１日

呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-3000 抵抗線の高温度実験　昭和１２年２月６日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-3001 酸化銅整流器の実験　昭和１１年４月２４日 呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-3002 九〇式魚雷呉１３９号経歴簿　昭和８年１０月１２日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-3003
呉工廠電気実験部報告　第４８、５１、５２、５５、５７、５８、６１、６
３、６５号　昭和４年１月３０日～昭和５年３月１０日

呉海軍工廠（電気実験部）

⑥技術-研究資料-3004
心機能より觀たるビタミン欠乏の低圧環境耐久力に及ぼす影響に
関する実験研究　昭和１６年６月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3005 ２号爆弾の水中弾道に関する研究実験　昭和１９年３月２８日 海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-3006 低温緩衝油研究実験　昭和１８年１１月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3007 密閉式濾水器（２号）実験　昭和１６年５月３０日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3008 擴散筒式澱点温度計の実験　昭和１８年９月１６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3009
一米高速風洞の性能　（超音速用測定胴裝備の場合其の２）　昭
和１８年８月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3010 円柱抗力竝に圧力分布試験　昭和１８年８月２６日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3011 第２風洞天秤台振動調査　昭和１１年２月２１日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3012 垂直風洞に於る円板の実験　昭和１１年１月２１日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3013 吹返除の研究　昭和１１年１月２１日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3014 発條天秤に依る球の実験　昭和１１年１月１５日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3015 中型風洞密閉筒の研究　昭和１１年１月１４日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3016 第３風洞性能試験概報　昭和１０年１２月１３日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3017 垂直風洞電機関係諸試験　昭和１１年１月１９日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3018 ピトー管修正実験　昭和１０年９月２０日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3019 吹出し気流拡散の研究　昭和１０年８月２３日 海軍航空廠科学部

⑥技術-研究資料-3020 層流翼型に関する研究　（第３回）　昭和１８年１２月２９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3021
ＣＫ２０１５翼型高速風洞試験（層流翼型高速風洞試験　其の２）
昭和１８年１２月２９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3022 ＣＫ２０１５前縁改造試験　昭和１８年１２月２８日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3023
風洞水槽関係第９回研究会資料　水上に於ける方向安定性の研
究　２、操縦性、安定性、運動性に関する研究　（７）水上に於ける
安定性、操縦性、運動性

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3024
風洞水槽関係第９回研究会資料　４、プロペラの研究　（一）プロペ
ラ機体各部の干渉

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3025
風洞水槽関係第９回研究会資料　１、高速気流に関する研究
（一）衝撃波生因と機構

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3026
風洞水槽関係第９回研究会資料　１、高速気流に関する研究　高
速風洞風洞壁の影響に関する研究　其の２

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3027
風洞水槽関係第９回研究会資料　１、高速気流に関する研究　高
速風洞風洞壁の影響に関する研究　其の３

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3028
風洞水槽関係第８回研究会資料　（９）　其の他必要と認むる事項
Ａ

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3029
風洞水槽関係第８回研究会資料　（９）　其の他必要と認むる事項
Ｂ

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3030
海軍航空廠雑報　No.４８～５０、５３、５４、５６、５９、６０、６３、６５
～６７、７０号　昭和９年１月１０日～昭和９年７月２日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3031
海軍航空廠研究実験成績報告　No.７５０、７６１、７６２、７７４、７８
２、７８６、７８７、８１５、８５１号　昭和１１年１月１１日～昭和１１年５
月１日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3032 國産飛行機用木材の基礎的研究　其の１３　昭和１７年５月２１日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3033
風洞水槽関係第８回研究会資料　６、翼の研究　（２）高速度に適
する翼型

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3034 風洞水槽関係第８回研究会資料　６、翼の研究　（１）層流翼 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3035 化學分析用器具の容積測定　諸表　大正５年１２月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3036 佛國火藥研究竝製造所見學報告　大正５年６月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3037 日高造兵大佐講演　米英獨國工塲管理概況　昭和４年４月２６日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-3038 陸上火薬庫及火薬製造所火災に關する報告　大正４年８月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3039 温度及び濕度の火薬に及ぼす影響實驗報告　大正４年６月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3040 温度及び濕度の火薬に及ぼす影響實驗報告　大正４年５月 呉海軍工廠火藥試験所



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3041 海軍用火藥火工品貯蔵及取扱法　一般　大正４年６月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3042
内務省令　火薬爆薬取締施行細則　安定度試験方法講義抜粋
大正４年１月

呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3043 濕度及濕度計　大正３年８月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3044 呉海軍工廠火藥試験所作業説明書　大正３年５月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3045
海軍用小銃實包及小銃空包の自然發火に關する實驗報告　大正
３年２月

呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3046 遣英艦隊搭載火薬模擬試驗成績報告　大正２年８月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3047 無煙火藥安定度試驗に紫外線の應用　大正２年６月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3048 ?内弾道及之が應用　大正６年９月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3049 ?内弾道學教科書　自第２編　至第６編　大正５年１月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3050 ?内弾道緒論之一般（附属）曲線　大正５年１月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3051 「ブーランジェー」檢速儀　大正５年３月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3052 ?内弾道一般式　大正４年１月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3053 ?内諸項交感微分式　大正４年１月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3054 ?内諸項交感微分式　大正４年１月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3055 ?内弾道の基礎及基本式　再版　大正６年１０月 呉海軍工廠火藥試験所

⑥技術-研究資料-3056 協力工場一覧表　昭和１９年１１月１日 愛知航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3057 ＡＥ１Ｐ発動機　大略分解作業要領　昭和１８年１０月
愛知航空機株式會社熱田發動
機製作所

⑥技術-研究資料-3058
零式１號水上偵察機一型　愛知第３號機完成後改修項目一覧表
昭和１６年３月２６日

愛知時計電機株式會社機体部
設計課

⑥技術-研究資料-3059 Ｄ３Ａ１　一基分當材料所要量表　昭和１７年１月１７日 愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3060 安全硝子の研究　昭和７年４月４日 愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3061 Ｄ－４６型増力器取扱説明書　昭和２０年３月８日
愛知時計電機株式會社砲熕兵
器部

⑥技術-研究資料-3062
風洞水槽関係第７回研究會資料　翼の先細比と最小抵抗〔類別１
（イ）（其他）〕

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3063
風洞水槽関係第７回研究會資料　高速に於ける造波失速々度を
簡單に判別する方法

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3064
風洞水槽関係第７回研究會　週期的操縱法による効きの判定法
に就て（１）、（ロ）、

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3065
風洞水槽関係第７回研究會資料　浮舟ステップの龍骨部に於ける
有無が水上性能に及ぼす影響に就いて

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3066
風洞水槽関係第７回研究會資料　孔穿け抵抗板の實験（第１報）
（類別（２））

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3067 二式陸用高射装置解説書　昭和１８年４月７日 愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3068 安全帶審査試驗　昭和１６年１２月２０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3069 有機硝子眞空加工用製造曲線（其の６）　昭和１８年１月３０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3070 壓力分布を與えて翼型を求むる一方法　昭和１６年１２月１０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3071 試製晝間着陸燈五〇型研究實驗　昭和１８年９月６日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3072
三菱電機名古屋製作所製　ＥＤＹ４型多軸ボール盤　ＥＤＢ５型單
軸ボール盤　審査　昭和１８年１１月１０日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3073 國産飛行機用木材の基礎的研究　其の１４　昭和１７年９月１５日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3074 惠式二〇粍機銃弾薬包實驗　昭和１４年１月１０日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3075
發動機竝に冷却器の空氣抗力と冷却に關する研究　昭和１３年３
月１８日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3076
空氣力學的中心（Aerodynamic center）の位置の決定法　昭和１２
年１０月１３日

海軍航空廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3077 患者及負傷者の空中輸送に關する戦訓　昭和１７年１０月２８日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3078
面壓力及壓縮力を受ける正方形板の諸性質に關する實驗的研究
昭和１７年８月１４日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3079 Ｊｏｕｋｏｗｓｋｙ翼に對する高速風洞壁の影響　昭和１７年４月２８日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3080 放熱器推力試驗（第１回報告）　昭和１７年４月２０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3081 有機硝子眞空加工用製造曲線（其の３８）　昭和１８年１月３０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3082 有機硝子眞空加工用製造曲線（其の１０）　昭和１８年１月３０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3083 有機硝子眞空加工用製造曲線（其の７）　昭和１８年１月３０日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3084 銅及銅合金代用品一覧表（改刷案）（追加之部）　昭和１７年１月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3085 銅及銅合金代用品一覧表（改刷案）（銃器火砲（１））　昭和１６年 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3086 弾道實測値規正用射距離及經過時間の表　昭和１４年１０月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3087 射表綴　高種　昭和７年８月３０日 陸軍第一技術研究所第４科

⑥技術-研究資料-3088 改造４年式１５糎榴彈砲第４回機能試驗報告　昭和４年１月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3089 砲内彈道緒元表　其一（帶状藥及方形藥）　昭和１４年１月４日 陸軍技術本部第一部第４班

⑥技術-研究資料-3090 火砲緒元統計線圖　昭和１６年１月 陸軍技術本部第一部第３科

⑥技術-研究資料-3091
砲塔４５口径３０糎加農（旧鹿島后部）復坐機改修后の射撃機能
試驗報告　昭和４年８月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3092
７年式３０糎短榴彈砲による「ベトン」掩蔽部射撃試驗記事　附圖
大正１４年７月２９日～８月６日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3093
八八式７糎野戰高射砲　駐退復坐機　後坐變換機　分解結合要
領　昭和１４年８月

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3094 假　九〇式手動壓搾空氣喞筒取扱法附圖　昭和８年５月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3095 安式１２糎加農　伊型・呂型説明書　昭和１６年８月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3096 ４年式１５糎榴彈砲修正機能試驗報告　昭和４年１２月～５年１月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3097
７年式３０糎（短）榴彈砲高低照準機　永轉螺緊定装置機能試驗
報告　昭和３年９月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3098 ４年式１５糎榴彈砲修正抗堪試驗報告　昭和５年７月２８日 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3099
砲塔４５口径４０糎加農第２號（旧赤城壹番）据付完了後に於ける
作動試驗報告　昭和５年

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3100
昭和２年７月　５０口径７糎半速射加農砲口制退機試験報告　昭
和２年１０月３０日発刊

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3101
昭和３年８月　舊摂津後部砲塔　５０口徑３０糎加農　据付完了後
に於ける作動試驗報告

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3102 陣地高射砲取扱法草案　昭和２年３月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3103 九七式自動砲高射用具應急案説明書　昭和１８年２月１７日 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3104
列國航空機構造集　其の２　（一般航空文献の調査　第５回報告）
昭和１６年４月２３日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3105 試験年報綴  昭和4～8、11～15年 陸軍技術本部火砲班

⑥技術-研究資料-3106
機體固有振動數の統計的實驗式　（機體振動の研究　第43回報
告） 昭和17年7月27日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3107 兎毛フェルト試驗 昭和17年9月30日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3108
研究實驗成績報告 第604號 新航空用金属材料研究調査（第1回
報告）昭和10年7月20日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3109
研究實驗成績報告 第623號 計器油の常温及低温に於ける粘度
の測定

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3110
研究實驗成績報告 第628號 冷却水不凍劑及濃度計實檢 昭和10
年8月20日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3111
研究實驗成績報告 第633號 新航空用金属材料研究調査（第2回
報告） 昭和10年8月28日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3112
研究實驗成績報告 浅底水槽試驗法に關する研究 昭和17年2月5
日

海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-3113 九五式7馬力築頭仕様書 昭和18年 第3陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3114 兵器材質調査（かし、けやき、くるみ）　第10輯 昭和15年4月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3115
兵器材質調査（皮革、ゴム、錫）　　第2輯 （野戦弾薬 要塞弾薬）
昭和13年8月20日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3116
兵器材質調査（アルミニウム）　第5輯 （武器 弾薬） 昭和14年8月1
日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3117
兵器材質調査（皮革、ゴム、錫）　　第2輯 （野戦武器） 昭和13年8
月20日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3118 兵器材質調査（アルミニウム）　第5輯 （器材） 昭和14年8月1日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3119 構造物振動減衰性に関する試験記事（第1次） 昭和18年7月13日 第1陸軍航空技術研究所

⑥技術-研究資料-3120
彈藥防濕筒の密封防濕材料に関する研究（第1報） 昭和18年7月
21日

第8陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3121 耐水性「グリース」に關する研究報告 昭和19年10月24日 第8陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3122
兵器材質調査（皮革、ゴム、錫）　第2輯 （通信器材） 昭和13年8月
20日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3123 大東亜戦争　押収弾薬調査報告　其の１ 昭和17年11月 第1陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3124 昭和14年3月　押収彈藥調査報告 昭和14年5月調製 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3125 昭和14年4月　押収彈藥調査報告 昭和14年8月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3126
陸軍技術本部第一部管掌主要兵器審査現況説明事項集 昭和5
年6月4日

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3127 西部調査團　調査概況報告 昭和17年2月23日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3128 昭和16年8月　防空部隊兵器取扱法　現地指導實施報告 陸軍第一研究所

⑥技術-研究資料-3129
兵器材質調査（皮革、ゴム、錫）　　第２輯 （要塞武器） 昭和13年8
月20日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3130 砲塔45口徑40糎加農固定部据付及築城方案 昭和3年5月 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3131 自　昭和14年　至　昭和15年　　支那事變火砲修理班報告 陸軍技術本部第一部第三科

⑥技術-研究資料-3132 砲塔45口徑40糎加農（第3號）図面目録
陸軍技術本部第一部火砲班（詳
細不明）

⑥技術-研究資料-3133
積層木材の製造法及性能に關する研究　第7報　えぞまつ,台湾ひ
のき等普通薄層材の研究 昭和17年3月25日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3134 八八式7糎野戦高射砲腔内寫眞　No. 2 陸軍

⑥技術-研究資料-3135 八八式7糎野戦高射砲腔内寫眞　No. 3 陸軍

⑥技術-研究資料-3136 昭和13年　代用品に關する綴（材料関係） 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3137
特殊元素を含む特殊鋼改正（代用）材料一覽表 昭和15年10月25
日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3138
戰車、装甲自動車及自動車類金屬（銅及銅合金を除く）代用品一
覽表 昭和13年8月25日

陸軍省

⑥技術-研究資料-3139 銅及銅合金代用品一覽表第3次追加修正表 昭和16年8月18日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3140
特殊元素を含む特殊鋼改正（代用）材料一覽表第1次追加修正表
昭和16年8月18日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3141 銅及銅合金代用品一覧表 昭和13年5月27日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3142 銅及銅合金代用品一覽表 昭和14年3月27日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3143
海軍艦政本部送付　砲塔45口徑30糎加農第1號　試験成績表　其
1

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3144 有機硝子眞空加工用製造曲線（其の2） 昭和18年1月30日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3145
上級滑空機(光)地上振動試験 （機體振動の研究　第42回報告）
昭和17年7月11日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3146
昭和5年7月　試製九〇式野砲砲口制退機第2次機能試驗並火砲
各部抗堪機能試驗報告 昭和5年9月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3147 昭和5年7月　試製九〇式野砲砲口制退機第2次機能試驗要領 陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3148
昭和5年7月　九〇式野砲尖鋭弾及普通弾射表編纂試驗報告 昭
和5年8月

陸軍技術本部第一部
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⑥技術-研究資料-3149
昭和5年8月～10月　試製九〇式野砲實用試驗委託要領 昭和5年
6月26日

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3150
昭和5年7月　九〇野砲尖鋭彈及普通彈射表編纂試験要領 昭和5
年6月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3151
昭和6年9月～10月　試製九〇式野砲彈藥車乙實用試驗委託要
領 昭和6年8月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3152
昭和6年11月　九〇式野砲・改造三八式野砲・四一式山砲　射表
編纂試驗要領 昭和6年10月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3153
昭和6年6月～仝年7月　九〇式野砲用試製鋼性銑榴弾試驗報告
昭和6年8月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3154
兵器採用檢査に關する規定別冊第4編　火砲檢査法　其の3 昭和
2年6月1日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3155
兵器採用檢査に關する規定別冊第4編　火砲檢査法　其の1 昭和
5年9月20日

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3156 信管集 昭和14年4月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3157
昭和12年3月　砲塔45口径・40糎加農試驗要領報告綴（旧赤城4
番）組立機能及射撃試驗要領

陸軍技術本部第一部第三班

⑥技術-研究資料-3158 参考資料　最大射程及砲車重量 昭和16年2月 陸軍技術本部第一部第三科

⑥技術-研究資料-3159
八九式旋廻機關銃射撃表（八九式普通實包・九二式徹甲實包・九
二式焼夷實包） 昭和10年2月

陸軍技術本部第一部

⑥技術-研究資料-3160 分解式狭軌15糎榴彈砲 昭和17年8月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3161
試驗原簿 銃砲實射に關する記入並射表計算記事 明治42年10月
5日～明治44年1月29日

陸軍技術審査部第二部第四科

⑥技術-研究資料-3162 試製九一式10糎榴弾砲九七式豫備品車研究報告 昭和18年7月 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3163 20糎噴進弾試驗要報 昭和19年4月14日 第七陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3164 ＢＮ系合成ゴムの可塑性 昭和17年4月4日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3165
八八式七糎野戰亜高射砲（除照準具）取扱上の注意事項 昭和19
年8月

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3166
機體固有振動数計算法の研究　其の2　均一梁の曲げ捩り聯成振
動 昭和17年8月19日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3167 空轉プロペラの負推力に關する研究　昭和16年6月11日 海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3168
九三式水上中間練習機用試製木製浮舟実験（渡邊製） 昭和16年
4月1日

海軍航空技術敞

⑥技術-研究資料-3169 試製一式十糎自走砲無線機機能抗堪試驗要報 昭和17年11月 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3170 試製船艇用光線方向標示機修正試驗要報 昭和18年10月4日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3171 試製埋線機試作試驗記事 昭和19年6月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3172
電波警戒機（乙）用指揮通信装置設計試驗記事 昭和19年6月13
日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3173 配電線利用搬送電話機基礎試驗記事 昭和19年5月28日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3174 防空指揮用放声装置設計試驗記事 昭和19年5月1日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3175
移動式無線機の周波数安定に關する研究中間報告 昭和20年7月
9日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3176 特殊配電線搬送装置研究報告 昭和20年7月3日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3177 情報傅達表示器材乙研究報告 昭和20年6月9日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3178 自動印刷無線電信機研究報告 昭和20年5月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3179 超短波多重通信機（極超短波車載式）研究報告 昭和20年5月7日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3180 特殊有線放送機研究中間報告 昭和20年4月23日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3181 特殊指揮電話機研究報告 昭和20年4月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3182 特殊擴声機乙研究報告 昭和20年4月16日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3183 二重電信用「ブリッジ」研究報告 昭和19年10月12日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3184 特殊情報傅達装置研究中間報告 昭和20年4月15日 第五陸軍技術研究所
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⑥技術-研究資料-3185 数字印刷有線電信機研究報告 昭和20年4月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3186 無線電送機研究報告 昭和19年11月24日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3187 高速度通信機（固定式）研究報告 昭和19年9月18日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3188 受信手回発電機研究報告 昭和19年9月8日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3189 「ケーブル」中構成車研究報告 昭和19年8月25日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3190 軽多重電信機研究報告 昭和19年7月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3191 無線通信車丙研究報告 昭和19年7月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3192 候敵警戒機研究報告 昭和19年5月3日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3193 光線方向標示機研究報告 昭和19年4月20日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3194 無電池電話機研究報告 昭和19年4月4日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3195 超短波多重通信機修正試験報告 昭和20年5月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3196 試製高速度通信機（固定式）竣工試験報告 昭和19年9月25日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3197 試製自動印刷無線電信機竣工試験報告 昭和19年9月18日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3198 無線通信車乙改修試驗報告 昭和19年5月8日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3199 無線通信車改修試驗報告 昭和19年1月6日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3200 二線式電話中継器基礎試驗要報 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3201 九八式多重電話機仕様書 昭和15年5月8日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3202 特殊電話交換機乙改修仕様書 昭和20年5月27日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3203 特殊監督指令機竣工試驗記事 昭和20年1月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3204 超短波多重通信機修正試験報告 昭和20年5月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3205 特殊有線放送機試作試驗記事 昭和20年1月9日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3206 特殊指揮電話機試作試驗記事 昭和19年12月8日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3207 特殊指揮電話機設計試驗記事 昭和19年11月7日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3208 試製無線電送機竣工試驗記事 昭和19年9月17日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3209 防空指揮用放声装置（甲及乙）竣工試驗記事 昭和19年7月24日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3210
試製電信交換機竣工試驗記事 試製航空基地用指令電話装置試
作試験記事 昭和20年4月 昭和20年3月

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3211 徴傭船無線機設置工事計画 昭和17年5月12日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3212 低インピーダンス受話器機能試驗記事 昭和19年1月18日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3213 昭和18年7月起　無線通信機技術委員會綴 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3214 昭和19年 要書綴（電波警戒機関連） 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3215 試製自動印刷無線電信機竣工試驗要報 昭和19年5月4日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3216 受信機漏洩電波測定試驗要報 昭和18年12月17日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3217 九四式無線通信器材主要諸元表（第1回案） 昭和9年12月9日 陸軍

⑥技術-研究資料-3218
眞空管に關する参考綴（川西機械製作所製送信真空管試験記事
昭和17年5月8日 第5研究所）

第五研究所 詳細不明

⑥技術-研究資料-3219
兵器別代用材料一覽表　其の1 通信器材（無線の部） 昭和18年
～19年

第五研究所

⑥技術-研究資料-3220 兵器別代用材料一覧表　其の3 昭和18年～19年 第五研究所
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⑥技術-研究資料-3221 船艇無線機丙設計試驗要報 昭和19年9月17日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3222 無線通信車改修試驗要報 昭和18年8月28日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3223 夜間方向標示機考査報告書 昭和16年2月18日 陸軍科學研究所

⑥技術-研究資料-3224 造兵彙報　第21巻　第4號 昭和18年4月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3225 光線方向標示機説明書別冊 昭和18年7月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3226 九四式2号乙無線機　受信用発電装置仕様書 昭和19年4月13日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3227
南方作戦部隊兵器に關する意見蒐録　其6　通信器材 昭和18年7
月19日

陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3228 兵器採用檢査法　九四式6號無線機 昭和18年10月9日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3229 檢査用具規格　試製一式徹甲小1號彈底信管 信3 昭和17年7月 陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3230 檢査用具規格　試製一式徹甲中1號彈底信管 信1 昭和17年6月 陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3231 特ロ１號１型圖面目録 昭和20年3月5日 川崎航空機 設計課

⑥技術-研究資料-3232 「キ-五六」患者輸送裝置圖面目録 W 昭和16年12月
川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3233 「キ-五六」ラ式装備に依る改修図面目録（第２次） 昭和16年8月
川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3234
ロ式輸送機（国産機）ラ式装備一貫番號　図面目録 昭和16年11
月

川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3235 八八式偵察機圖面目録 昭和4年1月 株式會社川崎造船所陸軍

⑥技術-研究資料-3236 飛研 175 「キ－三六」操縦桿荷重試驗 昭和16年2月
川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3237
キ　六十六　大型爆彈誘出裝置機能試験並ニ荷重試験成績 昭和
17年8月

川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3238 キ一〇二改　電気器具部品一覧表　試作5台分 昭和20年6月 川崎航空機工業株式會社

⑥技術-研究資料-3239 「キ－一〇二」改　作業區分表　第2次 昭和20年5月
川崎航空機工業株式會社 試作
課企画掛

⑥技術-研究資料-3240 「キ－一〇二」改　作業區分表　第3次 昭和20年6月
川崎航空機工業株式會社 試作
課企画掛

⑥技術-研究資料-3241 ロ式輸送機（国産機）一貫番號　図面目録 昭和15年12月21日
川崎航空機工業株式會社 生産
技術課

⑥技術-研究資料-3242 キ-五六「ロ式」流用圖 假圖面目録 （第3囘訂正） 昭和16年9月
川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3243 「キ-四八」型機Ⅱ　図面目録（第3次）昭和17年6月
川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3244
「キ－一〇二」第１次主翼荷重試験報告（「キ－九六」を含む） 昭
和18年9月

川崎航空機工業株式會社 岐阜
工場

⑥技術-研究資料-3245 「キ－三十二」制式圖目録 昭和13年10月20日 川崎航空機工業株式會社

⑥技術-研究資料-3246 造兵彙報附録 陸軍基本規格材料の部 昭和18年5月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3247 船舶用方向探知機仕様書 昭和22年2月2日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3248
造兵規格／陸軍兵器廠刃具工具標準規格 昭和17年3月・6月・9
月

陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3249
實包用鐵藥莢及代用被甲に關する打合せ會の件 昭和17年6月17
日

陸軍兵器本部技術部

⑥技術-研究資料-3250 陸軍造兵規格／陸軍兵器廠ゲージ規格 昭和8年・16年～18年 陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3251 兵器代用品製産工場及生産能力等調査表 昭和16年1月 陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3252
自動印刷電信機用 整流器製作図 兵本調辨第一回製品 昭和16
年8月

陸軍兵器本部

⑥技術-研究資料-3253 二式十二糎迫撃砲射表編纂要領（二式榴弾） 昭和19年1月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3254
試製四十糎噴進砲射表（試製四十糎ろ彈）編纂要領 昭和19年11
月

陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3255 九四式軽迫撃砲射表編纂要領（二式榴彈） 昭和19年5月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3256 25ポンド速射砲射表 昭和18年6月 陸軍兵器行政本部
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⑥技術-研究資料-3257
二式十二糎迫撃砲射表（二式重榴彈）編纂要領 昭和19年7月12
日

陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3258 試製十二糎迫撃砲略射表（試製榴彈） 昭和17年3月31日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3259 試製四式重迫撃砲仮射表（試製四式榴彈） 昭和19年9月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3260 九九式小迫撃砲射表編纂要領（三式榴彈） 昭和19年6月8日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3261 試製81粍無反動砲射表編纂要領（試製穿甲榴弾） 昭和20年5月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3262 18ポンド速射砲射表 昭和18年6月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3263 25ポンド速射砲射表 (發煙彈) 昭和18年6月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3264 試製20糎ろ彈略射表編纂要領 昭和19年1月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3265 試製9糎ろ彈畧射表編纂要領 昭和19年8月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3266 試製24糎ろ彈畧射表編纂要領 昭和19年6月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3267
低射界用 九六式中迫撃砲略射表編纂要領 九六式榴彈 昭和18
年7月

陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3268 7糎ろ彈畧射表編纂要領 昭和19年11月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3269 九四式1号型特殊受信機取扱法 昭和15年10月20日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3270 九四式1号無線機取扱法別冊 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3271
砲塔45口徑30糎加農第2號（旧鹿島後部） 試験要領及同報告 大
正15年1月～昭和11年3月

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3272
海軍艦政本部送付　旧伊吹前部砲塔45口徑30糎加農第3號試験
成績 昭和2年4月～昭和3年8月

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3273
砲塔45口徑20糎加農第1、2號試験成績 昭和3年3月～昭和5年7
月

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3274
海軍艦政本部送付　旧摂津後部砲塔50口徑30糎加農第1號試験
成績 昭和3年5月～昭和3年7月

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3275 九四式3号丁無線機取扱法 昭和15年11月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3276 九四式6号無線機取扱法 昭和14年8月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3277
日立精機製齒車研磨盤審査 （昭和15年度試製航空用工作機械
プラット10吋単頭型） 昭和17年5月26日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3278
砲塔45口徑40糎加農第2號　試験成績 昭和5年5月6日～昭和6年
11月24日

陸軍技術本部第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3279
造兵規格/陸軍兵器廠刃具工具標準規格フライス 昭和16年～17
年

陸軍兵器行政本部（兵器本部）

⑥技術-研究資料-3280 造兵規格/陸軍兵器廠刃具工具標準規格バイト 昭和18年～19年 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3281 單座式高速度受信機（記録機附）仕様書 昭和14年7月7日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3282 11年式軽機関銃 昭和15年11月18日 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3283
兵器細目名稱表（九四式37粍砲・八九式重擲彈筒騎兵・九二式歩
兵砲用九七式駄馬具） 昭和16年10月

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3284 九四式37粍砲主要部品名稱圖表 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3285
衝撃内力に關する研究 （デュラルミン薄肉圓管の衝撃に依る挫屈
現象） 昭和16年9月11日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3286 兵器予備品材料表　器材　其の3（２） 昭和20年7月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3287 兵器豫備品材料表（仮）　其の3（１） 昭和20年7月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3288 陸軍制式兵器圖（基本圖） 大正15年～昭和15年 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3289 制式兵器圖　基本圖綴 大正15年～昭和11年 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3290 四五式15糎加農　表尺目盛表（3） 昭和10年7月 陸軍技術本部第一部第四班

⑥技術-研究資料-3291
兵器細目名稱表（九六式15糎榴彈砲彈薬車 九五式13瓲牽引車
（乙））

陸軍技術行政本部

⑥技術-研究資料-3292 再生羽布塗料實用實驗 昭和17年4月11日 海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-3293
九九式輕機関銃・九二式重機関銃　穹窖化試験計画 昭和20年4
月20日

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3294
九九式輕機関銃・九二式重機関銃　穹窖化試験要報 昭和20年5
月2日

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3295
ピストンリング試驗（第2回報告）（完了） 理研熊谷工場製ピストン
リング 昭和17年2月4日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3296
九九式8糎高射砲取扱指導に關する説明書（照準具關係を除く）
昭和19年8月

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3297
九二式10加薬室交換砲身抗堪命数　一式機動47粍砲命数　試驗
要報 昭和18年5月20日

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3298
試製四式40糎木製噴進砲 試製四式40糎噴進榴弾説明書 昭和19
年9月

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3299 車両無線機甲説明書（昭和17年度整備の分） 昭和17年12月10日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3300
車輌無線機丙（2號）説明書（昭和17年度整備の分） 昭和17年12
月10日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3301 九四式對空1號無線機説明書別冊 昭和18年2月1日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3302 試製四式40糎木製噴進砲　属品 昭和19年 陸軍技術研究所第二課

⑥技術-研究資料-3303 三八式10糎加農装載砲床試驗要報 昭和17年7月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3304
三八式野砲用鐵藥莢（鐵藥莢第4囘）低温試驗要報 昭和16年12
月

陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3305 試製一式7糎山砲修正機能抗堪試驗要報 昭和17年7月 陸軍技術本部

⑥技術-研究資料-3306 試製三八式10糎加農装載砲床竣工機能試驗要報 昭和18年3月 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3307
試製半固定傍受用全波受信機第1回試験要報 昭和18年12月31
日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3308
無線通信車改修試驗要報　無線通信車乙改修試驗要報 昭和19
年1月6日・昭和19年4月12日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3309 小輸送艇無線機装備試験要報 昭和20年1月9日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3310 固定式方向探知機空中線施設設計試験要報 昭和19年10月31日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3311
試製12糎要地高射砲（弾薬機能　射表編纂）試験要報 昭和18年4
月

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3312 試製基筒7糎高射砲眼鏡照準具機能試験要報 昭和19年4月11日 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3313
九二式重機関銃穹窖射撃　第1回～第13回 昭和20年4月22日～5
月19日

第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3314 九一式10榴精度第3囘試験要報 昭和18年2月 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3315 14年式10糎高射砲改修機能試験要報 昭和16年12月 陸軍技術本部第一研究所

⑥技術-研究資料-3316 學振34小委員會石綿委員會記事 昭和18年6月5日 第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3317
1～11号銃身（竹製鉛填実）、竹槍銃身竝に各種先込銃射撃状況
他

不明

⑥技術-研究資料-3318 九五式3馬力築頭仕様書 昭和18年 第三陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3319 化學的可溶片の研究 昭和18年7月10日 第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3320
科學動員協会主催　南方稀有元素展覧會見學記事 昭和18年6月
11日

第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3321
（１）活性炭法による石炭ガス中「ベンゾール」の囘収（２）パレンバ
ン製油所に於ける航空揮發油の製造

第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3322 「アルシフィルム」調査報告 昭和18年6月5日 第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3323 固形迷彩塗料實用試驗参加報告 昭和18年6月7日 第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3324 絶縁塗料と其處理方法 昭和18年6月10日 第八陸軍技術研究所第三科

⑥技術-研究資料-3325 の號研究報告　第1回（特殊電子管に関する計画） 昭和15年8月 不明

⑥技術-研究資料-3326
液體の分子配列竝に夫に關聯せる研究（第1回報告） 昭和17年1
月26日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3327 真空管部品材料專門委員會　綴 昭和19年 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3328
審査原簿（海軍型小型高圧検圧器研究及検圧器統制試験 等） 昭
和19年6月～11月

陸軍
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⑥技術-研究資料-3329 通信一般に関する参考 昭和19年 陸軍技術本部第五研究所

⑥技術-研究資料-3330
各種会議に関する書類（銃砲、弾薬、照準具、鍛造、資材、金属
等） 昭和18～19年

第一陸軍技術研究所第二科

⑥技術-研究資料-3331 造兵彙報　第20巻　第8號 昭和17年12月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3332 造兵彙報　第20巻　第6號 昭和17年10月15日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3333 造兵彙報　第22巻　第4號 昭和19年4月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3334 造兵彙報　第22巻　第3號 昭和19年3月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3335 獨國38型20粍車載機關砲構造及取扱説明書 昭和18年8月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3336 二式輕量20粍機關砲（ホ5）對空化の參考 昭和19年10月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3337 造兵彙報　第21巻　第5號 昭和18年5月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3338 造兵彙報　第21巻　第6號 昭和18年6月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3339 造兵彙報　第21巻　第7號 昭和18年7月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3340 造兵彙報　第21巻　總索引 昭和18年 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3341 兵器採用檢査法  其の2 昭和19年3月25日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3342 兵器採用檢査法　師團通信隊用副受信機 昭和19年1月10日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3343 兵器採用検査法 昭和19年3月 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3344 諸標識表（火砲）  昭和10年5月1日～昭和18年7月3日
陸軍兵器行政本部　陸軍技術
本部

⑥技術-研究資料-3345 造兵彙報　第21巻　第9號 昭和18年9月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3346 造兵彙報　第21巻　第10號 昭和18年10月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3347 造兵彙報　第21巻　第11號 昭和18年11月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3348 造兵彙報　第21巻　第12號 昭和18年12月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3349 造兵彙報　第22巻　第1號 昭和19年1月1日 陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3350
諸標識表 造兵規格/陸軍兵器廠刃具工具標準規格フライス等 昭
和17年～19年

陸軍兵器行政本部

⑥技術-研究資料-3351 諸標識表 検印及標識規定別冊 昭和8年～18年
陸軍技術本部～陸軍兵器行政
本部

⑥技術-研究資料-3352 十瓲転壓機説明書 陸軍

⑥技術-研究資料-3353 四式7糎高射砲に関する綴 昭和20年7月 第一陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3354 砲口制退機（其2） 昭和2年8月 火砲製造所

⑥技術-研究資料-3355
1. 「ホツチキス」37粍機関砲　2. 超硬度材料に對する硬度試驗に
就て 昭和6年11月

陸軍 第一部火砲班

⑥技術-研究資料-3356
發動機氣化器用コルク代用品製浮子の實用實驗 昭和16年9月6
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3357
低コバルト磁石鋼使用磁石發電機試製實験　（第1回報告）昭和15
年6月29日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3358 爆壓豫備試驗詳報 昭和14年8月 陸軍築城部本部

⑥技術-研究資料-3359
温井里陸軍演習場廠舎厩舎仮防寒上家新設其他工事設計書等
昭和17年

朝鮮軍経理部

⑥技術-研究資料-3360 「ボ」式40粍高射機関砲説明書 陸軍

⑥技術-研究資料-3361 舶用四式130馬力ジ－ゼル發動機取扱法（案） 陸軍

⑥技術-研究資料-3362
防彈硝子に關する研究 （第4報）（航空機用非金属特殊材料に關
する研究　第23回報告）昭和18年9月19日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3363 平壌各部隊火災絶無対策補修工事設計書等　昭和17年 朝鮮軍経理部

⑥技術-研究資料-3364
秋乙「チ」工事の内電気設備工事変更設計書（第1回）等　昭和17
年

朝鮮軍経理部
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⑥技術-研究資料-3365 北支各地忠魂碑建設工事設計要領書 昭和16年3月 北支那方面軍経理部

⑥技術-研究資料-3366 昭和20年度　五式40粍に関する書類綴 昭和19年～20年 陸軍兵器行政本部作業課

⑥技術-研究資料-3367 防空陣地試驗参加報告 昭和17年8月 陸軍築城部本部

⑥技術-研究資料-3368 要書綴 特殊指揮電話機 昭和18年8月 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3369 兵器別代用材料一覧表　通信器材（有線の部） 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3370 氣蓄罐假取扱法 大正15年12月8日 陸軍省

⑥技術-研究資料-3371 羅南第1號～第7號工事設計書等　昭和17年 朝鮮軍経理部

⑥技術-研究資料-3372 九三式野戰輕測遠機取扱法 昭和12年8月 陸軍省

⑥技術-研究資料-3373 八八式高射照準具取扱法規定の件達 昭和8年6月7日 陸軍省

⑥技術-研究資料-3374 第6號　克式35口徑15珊米加農射?表 陸軍

⑥技術-研究資料-3375 時分割電話機基礎試驗要報 昭和20年4月27日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3376 輕多重電話機ロ型仮作試驗要報 昭和19年12月31日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3377 2・9粍鉄線路傅送特性測定試驗要報 昭和19年7月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3378 配電線利用搬送電話機基礎試驗要報 昭和19年3月15日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3379
試製数字印刷有線電信機（ハ型）試作試験要報 昭和19年12月20
日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3380 特殊有線放送機試作試驗要報 昭和19年11月7日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3381 特殊指揮電話機試作試験記事 昭和19年12月8日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3382
試製野戦ケーブル（九二式小被覆線相当・大被覆線相当）設計試
驗要報 昭和19年1月6日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3383 特殊監督指令機竣工試験計画 昭和19年6月13日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3384
株式會社大隈鐵工所製LT型高速旋盤審査（昭和13年度試製航空
用工作機械） 昭和18年12月27日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3385 試製電信交換機試作試驗要報 昭和19年6月2日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3386 試製特殊情報傳達裝置設計試驗要報 昭和19年11月7日 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3387
試製フイルム乾燥器の研究 （寫眞處理法の研究實驗　第1回報
告）昭和16年8月12日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3388 高壓風洞模型支持?及フックの影響の研究 昭和13年6月17日 海軍

⑥技術-研究資料-3389 昭和19年度 昭和20年度 第5陸軍技術研究所研究計画綴 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3390 第5陸軍技術研究所 研究報告綴（第1科関係） 昭和19年 第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3391
第5陸軍技術研究所 試驗記事報告綴 昭和19年1月1日～12月30
日

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3392 陸軍通信學校 研究報告綴 昭和3年4月～8月 陸軍通信學校

⑥技術-研究資料-3393 海軍資材研究に關する書類 昭和18年11月4日 第三陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3394 低空中線の研究（報告綴） 昭和16年12月 陸軍技術本部　第五研究所

⑥技術-研究資料-3395 特殊空中線電動制御装置に関する野外試驗 （其の２、其の３） 多摩陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3396 高壓15キロ發電車説明書 昭和18年5月 第三陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3397
第5陸軍技術研究所 研究報告綴（無電池電話機等研究報告） 昭
和19年4月～昭和20年4月

第五陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3398
多摩陸軍技術研究所　技報集（極超電波特性第1囘試驗記事等）
昭和18年10月～昭和20年5月

多摩陸軍技術研究所

⑥技術-研究資料-3399
第5陸軍技術研究所 第1科関係試驗計画綴 昭和19年4月10日～
昭和20年7月3日

第五陸軍技術研究所第一科

⑥技術-研究資料-3400 第5陸軍技術研究所 試驗記事報告綴 昭和20年1月～3月 第五陸軍技術研究所
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⑥技術-研究史料-3401
第5陸軍技術研究所委託試驗要領綴（防空指揮用放声装置実用
試驗等）昭和19年4月～昭和20年5月

第五陸軍技術研究所第一科

⑥技術-研究史料-3402 海軍航空機銃関係 昭和16年以降 海軍第二海軍技術廠兵器部

⑥技術-研究史料-3403 工作法参考資料輯録
第十一海軍航空廠飛行機部工
作研究係

⑥技術-研究史料-3404
7粍7機銃普通弾薬包領収發射試験成績 昭和16年9月～昭和17
年9月

豊川海軍工廠

⑥技術-研究史料-3405 7粍7機銃徹甲弾薬包領収發射試験成績 昭和17年9月 豊川海軍工廠

⑥技術-研究史料-3406 7粍7機銃焼夷弾薬包領収發射試験成績 昭和17年3月、5月～9月 豊川海軍工廠

⑥技術-研究史料-3407 窒化鉛（丙法）製造作業要領 昭和19年3月 豊川海軍工廠

⑥技術-研究史料-3408 金星Ⅲ型發動機取扱説明書 昭和15年6月 北京飛行場器材係

⑥技術-研究史料-3409 修理兵器月報調書（2月分） 昭和20年3月10日 海軍第四十一航空廠大湊支廠

⑥技術-研究史料-3410
7粍7機銃徹甲弾薬包領収發射試験成績 昭和16年11月～昭和17
年9月

豊川海軍工廠

⑥技術-研究史料-3411 黑色系火導藥に關する研究(第1報) 昭和19年7月19日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3412 九二式無煙火薬(Ｃ4)加熱貯藏試驗成績 昭和19年9月12日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3413 分岐導波管の計算及設計理論 昭和20年4月15日 第二海軍技術廠

⑥技術-研究史料-3414 機銃火藥及彈藥包に關する研究報告（第9報） 昭和10年10月5日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3415
「エロージョンボンブ」に依る各種無煙火藥の摩耗量試驗に關する
研究（第2報） 昭和10年9月18日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3416 炸藥の貯藏試驗 第2報 昭和18年6月13日 第三海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3417
ニトロパラフインに關する研究 ニトロメタンに就て 昭和20年3月28
日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3418 起爆に關する研究（第2報）雷管の猛度測定 昭和19年8月18日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3419 火藥類の爆速に關する研究 昭和18年7月10日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3420
爆藥の裝填密度を考慮せる靜的爆發特徴數及衝動効果の計算
法 昭和17年4月11日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究史料-3421 黑色火藥用木炭製造實驗報告 昭和16年4月18日 海軍火薬本廠

⑥技術-研究史料-3422 遠心式硝化器に依る綿藥製造 昭和16年4月18日 海軍火薬本廠

⑥技術-研究史料-3423
消焔理論の研究 第8報 高速度活動寫眞に依る砲口焔生成機構
の研究（其の１） 昭和16年4月11日

海軍火薬本廠

⑥技術-研究史料-3424
無煙火藥の水分試驗法に關する研究（蒸溜法による水分試驗）
昭和10年9月20日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3425
不揮發性溶劑火藥の水分差竝に試料採取量に關する研究 昭和
10年9月20日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3426
「ニトロナフタリン」、過塩素酸「アンモン」混融爆藥の研究（第2報）
昭和10年9月2日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3427 機銃腔内彈丸壓入抵抗の測定 第1報 昭和9年8月15日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3428
密閉爆發試驗に依る試製各種無煙火藥の貯藏中に於ける彈道性
變化探究 昭和9年6月18日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3429 火藥の分解機構 第4報 昭和9年8月30日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3430
機銃火藥及彈藥包に關する研究報告 第8報（保式13粍機銃及ブ
ローニング式12粍機銃）昭和9年6月

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3431
グアニヂン、グアニル尿素及トリメチルアミンの過塩素酸附加化合
物に就て 昭和9年6月18日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3432
無煙火藥揮發分變化に關する研究　藥幹内揮發分及水分の經過
時間に對する分布状態變化 昭和9年6月

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3433 火藥瓦斯による銅柱測壓試驗 昭和9年6月25日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3434
密閉爆發試驗に依る火藥のη及αに關する研究 昭和12年12月
11日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3435
「エロージョンボンブ」に依る各種無煙火藥の摩耗量試驗に關する
研究（第3報） 昭和12年4月14日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3436
機銃火藥及彈藥包に關する研究報告 第12報 昭和12年2月13三
日

海軍火藥廠研究部



令和５年４月４日

⑥技術-研究史料-3437
ヘキソーゲン製造法の研究 連續硝化法、廃酸回収法の研究 昭
和11年8月22日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3438
機銃火藥及彈藥包に關する研究報告 第10報 保式13粍機銃に於
ける?内彈道實驗成績 昭和11年5月

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3439
機銃火藥及彈藥包に關する研究報告 第11報 銃腔内火藥燃焼壓
力の測定（7粍7機銃） 昭和11年7月

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3440
不揮發性無煙火藥に關する研究 （尿素置換體入不揮發性無煙火
藥） 昭和11年4月22日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3441
エロージョンボンブ内に於ける火藥の燃燒研究報告 昭和11年10
月27日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3442
無煙火藥の貯藏安定度規格改正案に就て〔附録〕（2年式及一三
式無煙火藥） 昭和10年11月

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3443 各種爆藥の爆發状態と其の生成物 昭和11年3月20日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3444
13粍機銃火藥の製造研究（温洗に關する研究） 昭和10年12月23
日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3445
不揮發性溶劑火藥に於ける組成差異及分析誤差の研究 昭和10
年11月16日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3446 異種綿藥を用うる不揮發性溶劑火藥の研究 昭和10年12月6日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3447 一三粍機銃用火藥の製造研究（經過報告） 昭和10年9月20日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3448 各種砲砲口温度及砲口瓦斯成分の計算 昭和11年2月7日 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3449
爆焔に關する研究 其の七 金屬塩類の消焔効力試驗 昭和11年2
月12日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3450
7粍7機銃用「ニトロセルローズ」火藥の製造研究 第1報 昭和10年
9月25日

海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究史料-3451 ＮＡＣＡ－２４１２高速風洞三分力風圧分布試験 昭和19年9月16日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3452 プロペラ回轉時の地面効果試験 昭和19年3月20日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3453 双發機なせるに関する研究（其の1） 昭和19年2月14日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3454 高圧風洞抗力試驗の信頼度に関する研究 昭和18年12月20日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3455
ファウラーフラップ性能に對するフラップ位置の影響（其の1） 昭和
18年12月10日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3456 動的模型水平尾翼荷重試験 昭和18年4月8日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3457 一般に元複素凾數論とその應用 昭和17年11月13日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3458 高速氣流に對する空気の濕度の影響　（其の1） 昭和17年9月7日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3459
プロペラの發動機覆に及ぼす影響に就て（第1回） 昭和17年10月
13日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3460 実験高速度空気力學 昭和17年8月15日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3461 ベンチュリー管試験 昭和17年6月30日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3462 層流限界層に及ぼす空気圧縮性の影響 昭和17年4月11日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3463 各風洞静壓孔検定 昭和11年4月24日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3464
捩り翼を用いてＬｐ、Ｎｐを求むる實驗 （1）(ロ）（６）旋囘腕による安
定微係數の測定

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究史料-3465
方向舵昇降舵自由の場合の安定性の低下飛行機安定性の風洞
試驗と實施飛行

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究史料-3466
操縦性（舵の効き及び舵の重さ）に關する整理せる理論 （一）（１）
安定性、操縦性の數量的表示竝に判定

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究史料-3467
プロペラ胴体干渉試驗（プッシャー型プロペラの研究） （１）（イ）
（５）プッシャー型飛行機の研究

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究史料-3468 バルサ材の吸水性並に変形性に就て 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3469 航空局航空試験所 ２米風洞性能試験報告 航空局航空試験所

⑥技術-研究史料-3470 楕円形噴流の拡りに就て 航空局航空試験所

⑥技術-研究史料-3471
一米高速風洞の性能 （亜音速用測定胴裝備の場合） 昭和18年6
月1日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3472
旋回腕整備試験（第1囘報告） （捻力計に関する研究） 昭和18年2
月15日

海軍航空技術廠
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⑥技術-研究史料-3473 第2風洞修理報告 昭和11年7月25日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3474 空気取入口試驗 昭和18年2月19日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3475 高速風洞給油装置試驗 昭和17年12月29日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3476
第4風洞整備試験（第1次）概報 （測定洞風速分布　擾乱測定　静
圧勾配　静圧孔係数検定） 昭和15年8月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3477 中型風洞蝶番天秤腕比及重錘検査 昭和12年8月14日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3478 ピアノ線の延び測定 昭和12年6月21日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3479
（第１５回の續き） 風洞實驗の精度に就て ((標準翼型（Ｒ．Ａ．Ｆ．１
５）試驗)) 昭和11年11月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究史料-3480 垂直風洞3元測定用天秤檢査 昭和11年8月10日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3481 高壓風洞用多頭ピトー管修正試驗　昭和11年8月1日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3482
電熱式ピトー管試作竝に實驗成績 （特殊計測器の試作研究）　昭
和13年7月2日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3483
音響式張線張力計の試作研究 （特殊計測器の試作研究） 昭和13
年12月24日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3484
飛行機の安定、操縦性の研究 先細主翼回轉實驗 (第2回報告）
(補助翼効果實驗）　昭和13年6月

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3485 通風路摩擦損失計算に就て 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3486 落下傘の研究（其の2）　昭和20年2月10日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3487 プロペラ断型高速試驗（第1報） 昭和19年10月17日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3488 Ｈ機風洞試験成績摘要（第２囘）（安定性能）　昭和19年10月13日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3489
Ｈ機風洞試験成績摘要 第１回 （「ナセル」失速防止對策） 昭和19
年10月12日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3490 翼型フーリェー解析法（第2囘） 昭和19年9月26日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3491
囘転計補正試験 （旋囘腕整備試験第２囘報告）　昭和19年9月20
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3492
アニリン系色素「青竹｣による流線觀察法の研究　昭和19年9月29
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3493
翼断型に対する髙速風洞試驗に於ける風洞壁の影響に関する實
驗（ＮＡＣＡ－００１５） 昭和19年9月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3494 飛行機のヨーイング運動に就いて　昭和14年9月1日
愛知時計電機株式会社機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3495
双浮舟型水上機　「イニシャルトリム」の大小が一般水上性能に及
ぼす一實驗　昭和14年9月

愛知時計電機株式会社

⑥技術-研究資料-3496 横辷りを伴ふ定常垂直旋回に就いて　昭和14年9月7日
愛知時計電機株式会社機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3497 自転の研究（第1報）
愛知時計電機株式会社機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3498 釣合小翼付下げ翼の研究（其の1）　昭和14年9月5日
愛知時計電機株式会社機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3499 飛行艇の翼端浮舟の大きさに就て　昭和14年10月 海軍航空技術敞科学部

⑥技術-研究資料-3500 高速プロペラ用断面の研究（其の1） 海軍航空技術敞科学部

⑥技術-研究資料-3501 爆弾第31回實驗 （13試25番通常爆彈調査報告）　昭和14年12月 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3502
滑走平板の水面衝撃に關する研究 （水面衝撃に關する研究　第2
回報告）　昭和19年3月11日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3503
高壓風洞吊方改造後の風洞壁修正法 （風洞の設計竝に其の性
能に關する研究）　昭和19年1月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3504
滑走板のジャンプに就て （離着水に關する研究）　昭和19年4月22
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3505 化學工學に就て 昭和13年1月20日 海軍航空廠發動機部

⑥技術-研究資料-3506 翼端板付翼型の性能概報　第1　昭和14年9月
株式会社 渡邊鐡工所 航空機
部 風洞

⑥技術-研究資料-3507
有機ガラス成型法の研究（第1報） （航空機用合成樹脂材料の研
究第4回報告）　昭和17年2月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3508
雷管並に起爆薬の低温感度に關する研究 （起爆薬の研究　第1
回報告）　昭和18年8月18日

海軍航空技術敞支廠
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⑥技術-研究資料-3509 風洞水槽関係第9回研究會資料　6　翼の研究（3）プロペラ用翼型
住友金属工業株式会社 プロペ
ラ製造所

⑥技術-研究資料-3510
風洞水槽関係第9回研究會資料　（11）其の他必要と認むる事項
風防に関する一研究 第1次報告

日立航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3511 確率事象の出現確率の推定法　昭和19年11月1日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3512
タブ付動翼が非定常運動を行ふ場合に受ける空氣力（附録）　昭
和18年5月3日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3513
旋回腕整備試験（第1回報告）（捻力計に関する研究） 昭和18年2
月15日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3514
着陸引き起し容易化に関する研究（飛行機の安定性操縦性運動
性に関する研究）　昭和17年12月

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3515 高速風洞給油裝置試驗　昭和17年12月29日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3516
一米高速風洞試運轉成績及常圧性能試験成績　昭和17年10月
21日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3517 第4風洞に於ける平板遷移点試験　昭和17年10月20日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3518 高速氣流に對する空氣の濕度の影響（其の1）　昭和17年9月7日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3519 誘導式高速風洞性能試験　昭和17年9月8日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3520 ロケット推進に関する二三の計算結果　昭和17年1月30日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3521 水平尾翼「フラッター」に關する實驗　7、（1）、（イ）　昭和15年10月 三菱重工業株式會社

⑥技術-研究資料-3522 變曲點を持たぬ翼斷面形及び胴体形状6　昭和15年11月 三菱重工業株式會社

⑥技術-研究資料-3523 各種下げ翼の比較　昭和13年12月
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-3524 胴体及び「リング」に関する風洞試驗　昭和13年12月
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-3525 蝶番「モーメント」測定用天秤に就て　昭和13年12月
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-3526 相似模型によるＢ機の「フラッター」の一實驗　昭和13年12月
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所技術部研究課

⑥技術-研究資料-3527
2　操縦性、安定性、運動性に關する研究 （7）双浮舟型水上機の
水上横安定に就て

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3528
浅底水槽による高速度飛行の研究（第２報） 最良断面形の研究
昭和14年9月

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3529 浅底水槽による高速度飛行の研究（第１報）　昭和14年9月 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3530 風洞用変流翼設計資料　昭和14年10月 中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3531 自由振動法による減衰係数の測定　昭和14年9月
三菱重工業株式會社名古屋航空機
製作所技術部研究課風洞試驗係

⑥技術-研究資料-3532
空廠雑報、空技廠雑報、空技雑報　昭和12年2月9日～昭和16年
12月1日

海軍航空廠、海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3533
引伸器九九式航空寫眞機15糎用取扱説明書（案）　昭和19年6月
1日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3534 発動機覆に関する研究　昭和14年9月
三菱重工業株式會社名古屋航
空機製作所技術部研究課風洞
試驗係

⑥技術-研究資料-3535 操縦性に關する一問題　昭和14年9月
三菱重工業株式會社 名古屋航
空機製作所
技術部設計課

⑥技術-研究資料-3536 方向安定に関する研究（垂直尾翼効率）　昭和14年9月
三菱重工業株式會社名古屋航空機
製作所技術部研究課風洞試驗係

⑥技術-研究資料-3537 水平面内旋回性能に關する一計算法　昭和14年8月
三菱重工業株式會社名古屋航空機
製作所技術部研究課風洞試驗係

⑥技術-研究資料-3538 方向安定豫備試驗　昭和14年1月
三菱重工業株式會社 名古屋航
空機製作所　技術部研究課

⑥技術-研究資料-3539
縦動安定実験に於ける速度計指度の遅れ及び減衰に關する一奇
與

横濱高等工業學校

⑥技術-研究資料-3540 縦動安定に及ぼすタブノガタの影響に關する一実験 横濱高等工業學校

⑥技術-研究資料-3541 某機手放縦安定実験に於ける昇降舵動きの一実測結果 横濱高等工業學校

⑥技術-研究資料-3542 抵抗板改修經過報告
中島飛行機株式會社太田製作
所

⑥技術-研究資料-3543 翼断面の新しい画法 （6）翼の研究 中島飛行機株式會社

⑥技術-研究資料-3544
4　プロペラに關する研究 可変比減速装置による爆撃機航續性能
の向上

中島飛行機株式會社
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⑥技術-研究資料-3545 高速機用ナセルの造波失速（浅底水槽実験）（第3報） 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3546
浅底水槽による高速度飛行の研究（第2報）最良断面形の研究
昭和14年9月

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3547 造波失速判定の一方法に就て 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3548 プロペラ後流の影響を加味したる風洞試驗　昭和14年9月 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3549 自轉に関する風洞試驗　昭和14年9月 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3550 浅底水槽による高速度飛行の研究（第1報）　昭和14年9月 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3551
ＬＢ翼（谷の層流翼）に関する浅底水槽實檢（浅底水槽實檢第5
報）

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3552 プロペラ後流の影響を加味したる風洞試驗（續報）　昭和15年4月 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3553
大型機の方向舵、昇降舵の蝶番モーメント及び流れ角に關する風
洞試驗

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3554 Ｎ６　電源接続筺 部品明細表 昭和18年1月23日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3555 「水上機及飛行艇の試験に就いて」 不明

⑥技術-研究資料-3556
クラ－ク Ｙ．Ｒ．Ａ．Ｆ．６ 突抜翼高速風洞三分力試験 　昭和19年1
月13日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3557 圧力中心前進に関する研究（其の1）昭和19年1月15日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3558 三角翼及菱形翼超音速試験（第1報）昭和19年1月11日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3559 層流翼型に関する研究（第４回）昭和18年12月31日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3560 Ｕ機飛行實驗覺書 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3561 浅底水槽実驗結果の２～３に就いて 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3562 フラップの揚力と蝶番モーメント 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3563 Ｕ機方向舵及び昇降舵の流れと蝶番モーメント風洞試驗 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3564 ２．操縦性、安定性、運動性に關する研究 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3565 揚降式翼端浮舟の蝶番モーメント 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3566 亂れの一研究 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3567
１．浅底水槽運用に關する２～３の點に就て（１）壓縮性の解析
（ハ）造波失速と揚抗力

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3568
浮舟脚が横揺モーメントに及ぼす影響 ２．操縦性、安定性、運動
性に關する研究

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3569 流線型浮舟に關する研究　第１囘報告 川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3570
ＬＢ翼（谷の層流翼）に關する風洞試驗 （１）（イ）（４）層流翼型の
研究　昭和15年4月

川西航空機株式會社

⑥技術-研究資料-3571
４．プロペラの研究（１）プロペラ機体各部の干渉　プロペラ胴体干
渉　昭和16年5月7日

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3572 尾翼風圧分布高速風洞試験 　昭和20年4月20日 第一海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3573 冷却空気力學 昭和20年1月29日 第一海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3574 球抗力高速風洞試験 　昭和20年2月17日 第一海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3575 對稱形物体に及ぼす高速風洞風洞壁の影響　昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3576 超高速機用胴体形状に關する研究　昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3577 高速氣流中に於ける二次元物体抗力試驗　昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3578 高速氣流中に於ける二次元物体抗力試驗（補遺）昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3579
特殊フラップを有する主翼性能 （大型及小型模型風洞試驗結果
の比較）昭和13年12月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3580
クランク式催振及フラッターに依る振動型の比較研究　昭和13年6
月

海軍航空廠科學部
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⑥技術-研究資料-3581 冷却器覆蓋の研究　昭和13年6月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3582 三種のプロペラのトルク測定法に就いて　昭和13年6月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3583 11．其の他必要と認むる事項 軸流送風翅の研究 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3584
11．其他必要と認むる事項 擾乱測定裝置の研究（第１回）（熱線
風速計）

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3585
10．風水関係実験法の研究　着水水槽試験に用ゆる模型射出装
置に就て

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3586 ９．特殊推進法の研究　排気「エネルギ－」の利用法 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3587
４．プロペラの研究（２）壓縮性のプロペラ性能に及ぼす影響　昭和
16年5月3日

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3588 操縦性（舵の効き及び舵の重さ）に關する整理せる理論 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3589 誤作防止と救品對策　昭和18年9月 海軍航空技術廠飛行機部

⑥技術-研究資料-3590 水面衝?試驗成績報告　昭和16年11月30日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3591 圧縮性流体の境界層に就て　昭和20年2月 第一海軍技術廠

⑥技術-研究資料-3592 冷却空気力學　昭和20年1月29日 第一海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3593 空気圧縮性に依るプロペラ性能の修正法　昭和19年11月29日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3594 空氣壓縮性の「プロペラ」性能に及ぼす影響　昭和14年10月 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3595 空氣壓縮性の「プロペラ」性能に及ぼす影響　昭和14年10月 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3596 プロペラ翅根断型高壓風洞試驗　昭和19年4月14日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3597
高々度用プロペラ設計資料 （プロペラの空氣力学的研究）　昭和
19年3月18日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3598
最大効率のプロペラに関する研究　プロペラ及二重反転プロペラ
に関する研究　昭和18年10月5日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3599 空氣壓縮性の「プロペラ」性能に及ぼす影響（付録）昭和14年10月 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3600 翼幅が「プロペラ」の性能に及ぼす影響　昭和14年10月 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3601 １．飛行艇の加速度を変へた離水試験成績　昭和14年10月11日 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3602
方向舵昇降舵自由の場合の安定性の低下 飛行機安定性の風洞
試驗と實施飛行

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3603
各級プロペラの効率に就いて ４．プロペラの研究　（２）圧縮性の
プロペラ性能に及ぼす影響

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3604 ４．プロペラの研究 プロペラ後方の流れに就いて
九州帝國大學工學部（航空工學
教室）

⑥技術-研究資料-3605 境界層吸込試驗　昭和13年1月 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3606 ５　冷却に關する研究 （２）冷却器裝備位置 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3607 （９）其の他必要と認むる事項 浅底水槽試驗に於ける水深の影響 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3608 ３　冷却に関する研究 １表面冷却　 ２強制冷却 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3609 １．小型双浮舟水上機の漂流時に於る風速と顛覆安定 海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3610
空氣壓縮性の影響を考慮せるプロペラ撰擇法 ４．プロペラの研究
（２）壓縮性のプロペラ性能に及ぼす影響

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3611
ピトー管の造波失速と風壓分布 １　高速機に関する研究　（１）壓
縮性の解析　（イ）造波失速と風壓分布

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3612
１　高速機に関する研究　（１）壓縮性の解析　（イ）造波失速と壓
力分布

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3613
翼型モーメントに対する空氣圧縮性の影響 １．高速機に対する研
究 （１）圧縮性の解析

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3614
２．操縦性、安定性、運動性に關する研究  某機手放縦安定実験
に於ける昇降舵動きの一実測結果

横濱高等工業學校

⑥技術-研究資料-3615
２．操縦性、安定性、運動性に關する研究 　縦動安定に及ぼすタ
ブのガタの影響に関する一実験

横濱高等工業學校

⑥技術-研究資料-3616
２．操縦性、安定性、運動性に關する研究 （４）飛行機試驗法の研
究

横濱高等工業學校
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⑥技術-研究資料-3617
２．操縦性、安定性、運動性に関する研究 （５）動的安定係數の測
定

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3618
２．操縦性、安定性、運動性に関する研究 （９）諸舵の効き及重さ
補助翼断型性能試驗

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3619
３．高揚力裝置の研究（１）スロット及フラップの研究 （ロ）スロッ
テッドフラップのスロットの形の研究

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3620 ６．翼の研究 （１）層流翼　層流翼型に對する一改良 海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3621 高圧風洞“乱れ”測定試驗　昭和19年2月10日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3622 ００１２迷彩塗料高壓風洞試驗　昭和19年2月1日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3623 翼型の遷移に関する研究　昭和18年7月16日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3624
高速風洞に於ける風洞壁の影響に関する研究（臨界比速の修正
法に関する一実驗）昭和18年6月23日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3625 ＫＧプラントの性能　昭和18年5月1日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3626
旋回腕整備試験（第１回報告）（捻力計に関する研究）　昭和18年2
月15日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3627 靜壓勾配による空氣力（翼の受ける空氣力）昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3628 Ｄｅｎｉｓ－Ｇｒｕｓｏｎ六分力自記天秤に就いて　昭和13年6月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3629 境界層吸込試驗　昭和13年1月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3630 高壓風洞に依る最大揚力と球實驗　昭和13年1月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3631 ＫＧプラントの性能　昭和18年5月1日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3632 支柱断型性能及風圧分布　昭和20年3月10日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3633
主翼の空力的形状（平面形、捩り、胴体との干渉）に関する研究の
近況  昭和19年5月27日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3634 高圧風洞吊方及測定部改造工事経過報告　昭和19年4月20日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3635 三式空六號無線電信機四型取扱説明書附録　昭和１８年１１月 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3636 スクラップ代用原料に関する研究　昭和１７年１０月９日 海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3637
空廠雑報第二八八號航空工學（電氣）参考書　昭和１３年１２月２
０日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3638
海水浸漬９８爆藥變質調査報告 （各種爆彈炸藥研究實驗　第１回
報告） 昭和１９年２月２５日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3639
各種金屬の火藥類に依る腐蝕に關する研究 （各種火工兵器代用
材の研究實驗　第１回報告） 昭和１８年８月１０日

海軍航空技術廠支廠

⑥技術-研究資料-3640
鈴木光學レンズ製作所製　工具顯微鏡ＭＴＡ－１型審査 （昭和１７
年度特註試製精密測定機器）（精密測定機器に關する研究　第２
回報告） 昭和１９年７月２６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3641 ヂエン系ゴムの分子分配に關する研究 昭和１８年７月１７日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3642
標準大氣竝に動壓の表（飛行機性能の研究　第３７回報告） 昭和
１７年５月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3643
飛行機の慣性能率を與ふる實驗式に就て （錐揉に關する研究
第２２回報告） 昭和１３年７月７日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3644 九〇式陸上機上作業練習機實驗 昭和１４年２月４日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3645 山王工業株式會社製密閉劑試驗 昭和１７年５月１９日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3646
接着劑に關する研究（第２報） （航空機用非金屬特殊材料に關す
る研究　第１５回報告） 昭和１７年５月１９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3647
鐵鋼中の微量アルミニウムの定量法の研究 （航空機用材料の檢
査法及試驗法の研究　第１２回報告） 昭和１７年５月１９日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3648
各種材料の高温に於ける匍匐限 第１報 （航空機用金屬材料の匍
匐性質に關する研究　第１回報告） 昭和１７年６月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3649
東北特殊鋼株式會社製　航空機用鋼材い３０１試驗 昭和１７年６
月６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3650 風洞資料 第３６７回 冷却鰭に就て 昭和１９年５月１５日 海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3651
風洞資料 第３６４回 物体の周りの壓縮性流体の流れのホドグラフ
解法（續）  昭和１９年３月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3652
風洞資料 第３６３回 ＮＡＣＡ００１５突抜翼高速風洞試験 （第３次）
昭和１９年４月１５日

海軍航空技術廠
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⑥技術-研究資料-3653
風洞資料 第３５８回 層流剥離に伴ふ遷移に関する研究 （第３報）
昭和１９年３月２６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3654
風洞資料 第３５６回 油放熱に関する基礎試験  昭和１９年４月２７
日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3655
風洞資料 第２７９回 空氣力による動翼の減衰係數並に振動數の
変化測定試験 （第２回報告） 昭和１８年１０月１５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3656
風洞資料 第５０回 第２風洞送風翅軸系修理経過報告 昭和１１年
９月１４日

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3657 軍艦迅鯨冷藏庫用冷却機械運轉日誌 昭和８年３月１４日 軍艦迅鯨

⑥技術-研究資料-3658
昭和１８年度木舩々底塗料比較試驗（前期第１回） 昭和１８年１２
月２０日

第百二海軍工作部

⑥技術-研究資料-3659 船底塗料試驗方法進歩の現状 昭和１５年３月 艦政本部第四部

⑥技術-研究資料-3660 昭和１８年度舩底塗料試驗成績 昭和１９年６月１日 第百一海軍工作部

⑥技術-研究資料-3661 二式一號射爆照準器一型 昭和１８年４月１日 日本光學工業株式會社

⑥技術-研究資料-3662
單座式高速度受信機（記録機附）高速度記録装置説明書 昭和１
６年

不明

⑥技術-研究資料-3663
昭和１８年度舩底塗料比較試驗（前期第１回） 昭和１８年１０月１５
日

第二海軍工作部

⑥技術-研究資料-3664
各國の國防醫學に關する１９３３年以降の趨勢　第５編　理学的戦
傷関係 昭和１２年９月５日

海軍軍醫學校

⑥技術-研究資料-3665
衝撃波に關する研究（On the Structure of  Shock Waves.） 昭和１
８年８月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3666
潤滑油の添加剤の研究（第１報） 高分子量ケトン類の添加剤とし
ての効力に就いて 昭和１９年８月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3667
遠心過給機に翼型ディフュザを装着した場合の性能實験(第２報：
導流翼數の影響） 昭和１９年３月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3668 航空發動機の性能推定法　（Ⅰ．高空性能） 昭和１９年１月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3669
航空發動機の高空燃料消費率の理論計算　第１報 昭和１８年８
月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3670 過給器附發動機の高空性能の理論計算 昭和１８年８月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3671
噪音に依る隱蔽作用の研究（第２報） （主として震音に依る隱蔽作
用） 昭和１９年９月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3672
潤滑油の添加劑の研究（第２報） （石鹸型添加劑の炭素沈積防止
作用） 昭和１９年９月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3673
耐蝕性マグネ合金（CZM）の研究（第３報）（第３編CZM鋳物の性
質) 昭和１９年８月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3674
高速度における翼型のまはりの速度分布について　II. 圓柱及び
圓弧翼 昭和１９年４月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3675 壓縮性流體中に於ける平板の境界層に就て 昭和１９年８月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3676 火薬の話 昭和１２年１０月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3677
機銃用空放彈薬包に關する研究 第１報　１３粍機銃空放弾薬包
に關する研究經過に就いて 昭和１６年４月１８日

海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-3678 １３Ｃr鋼耐酸試驗報告 昭和１６年３月１４日 海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-3679
「パルプ」の硝化に關する研究 木纎維の形態と硝化法の研究に
關する豫備實驗 昭和１６年３月７日

海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-3680 爆藥製造廃水の脱色に關する研究　第２報 昭和１５年１０月７日 海軍火薬本廠

⑥技術-研究資料-3681
機銃火藥及彈藥包に關する研究 第３報　毘式七・七粍機銃の?發
弾數と初速及?壓との關係 昭和６年８月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3682 「ヘキソーゲン」製造作業要領 昭和１０年６月 海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3683 炸薬紙筒改良に關する研究 昭和９年８月３０日 海軍火薬廠爆薬部

⑥技術-研究資料-3684 九九式小銃彈藥包用火藥の研究 昭和１９年７月 第二海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3685
銃腔内弾丸壓入抵抗の測定　第２報　十三粍檢壓銃 昭和１０年１
１月５日

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3686
木纎維を原料とする制式無煙火藥に關する綜合報告 昭和８年１１
月６日

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3687 各種炭酸鹽入り試製無煙火藥貯蔵試驗 昭和９年６月１８日 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3688
一三式火藥彈道性の貯藏初期に於ける變化探究試驗 昭和１４年
３月７日

海軍火薬廠研究部
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⑥技術-研究資料-3689 無煙火藥の７０℃加熱試驗成績報告 昭和１１年１１月２５日 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3690 爆藥炸填法の講義 昭和３年２月 不明

⑥技術-研究資料-3691
自爆防止彈研究經過調査概要 第９回海軍火藥廠技術會議總會
記事附録 昭和１０年８月２日

海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3692 爆藥乾燥作業中の水分測定法に就て 昭和１７年６月 第一海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3693 タービン翼・翼車及車室振動計測装置装備並計測標準　案 不明

⑥技術-研究資料-3694
金属塑性學（中原教授講義） 研究部雑報第１０００号 昭和１８年１
１月１５日

不明

⑥技術-研究資料-3695 硬化合板 昭和１９年１月 不明

⑥技術-研究資料-3696 普通合板 昭和１９年１月 不明

⑥技術-研究資料-3697 「ピトー」管による簡單な流量測定（三點法） 昭和１８年１２月 研究部図書課

⑥技術-研究資料-3698 現場に於て簡單に行ひ得る材質鑑別法 昭和１８年１１月
三菱重工業株式会社名古屋発
動機研究所研究部材料試験場

⑥技術-研究資料-3699 高速度に於ける翼表面の圧力分布を求める一方法 中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3700 須式二號号転輪羅針儀増幅器改造要領 別冊第１ 不明

⑥技術-研究資料-3701 カゼイン接着劑 不明

⑥技術-研究資料-3702 プロペラ翼の振動學的研究（其一） 昭和１８年８月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3703 衝撃波に關する研究 昭和１８年８月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3704 内壓叉は外壓を受ける薄肉圓筒の捩り挫屈 昭和１８年７月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3705
薄い有孔環状圓板が内壓と内周に沿ふ一様な剪断力とを受ける
場合の應力　　(内壓を受ける圓窓枠の強補に對する應用) 昭和１
８年７月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3706 遠心過給機翼車吸入口附近の流れ（模型實験) 昭和１８年７月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3707 直交異方性板の平面應力に就いて 昭和１８年７月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3708
發動機氣?内燃焼の分光學的研究 第２報 未燃燒混合氣に於ける
吸収スペクトル 昭和１８年７月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3709 Aｌ-Zn-Mg-Cu系合金の時期割性に就て 昭和１８年７月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3710
遠心過給機の斷熱温度効率､全斷熱効率及び翼車滑り係数の理
論値に就て 昭和１８年６月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3711
鍛錬用アルミニウム合金強化に關する二､三の研究 昭和１８年６
月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3712
噪音に依る隠蔽作用の研究（第一報）連續スペクトルを有する噪
音に依る隠蔽作用 昭和十八年四月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3713
運動量輸送の理論の環状斷面の管に沿うて流れる渦亂流に對す
る應用に就いて 昭和１５年５月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3714 旋回飛行の計算法と旋回性能の向上とについて 昭和１９年４月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3715 弁の躍りに就て 昭和１９年７月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3716 四成分系状態圖の解析 昭和１９年６月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3717 空盒用壓延板の彈性 昭和１９年５月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3718 縮む流體における二次元翼の理論 昭和１９年５月 東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3719
結晶粒發達阻止に及ぼす低温燒鈍の影響 結晶粒齋一化に関す
る考察 昭和１９年５月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3720
航空發動機の高度による出力變化の J.S.線圖による計算(過給機
無し) 昭和１６年２月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3721
渦動度輸送の理論の環状斷面の管に沿うて流れる渦亂流に對す
る應用に就いて 昭和１５年５月

東京帝國大學航空研究所

⑥技術-研究資料-3722 凹形斷面を有する柱體の捩り 昭和１８年１１月 日本航空学会

⑥技術-研究資料-3723
疲勞に關する研究（第２報） (SDH材の疲勞に關するＸ線的研究）
昭和１９年２月

中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3724
熔融金属の表面皮膜に關する研究 (電子廻折法に依る金属の研
究第２報) 昭和１８年９月

中央航空研究所



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3725
全壁結構の解法　（第１報） 補強材附き平板構造の一簡易解法
昭和１８年７月

中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3726 日本航空學會誌 第１０５號 昭和１９年１月 日本航空学会

⑥技術-研究資料-3727 日本航空學會誌 第９８號 昭和１８年６月 日本航空学会

⑥技術-研究資料-3728 日本航空學會誌 第９９號 昭和１８年７月 日本航空学会

⑥技術-研究資料-3729 海軍火藥廠研究部 研究年報（自 昭和１０年７月～至１２月） 海軍火藥廠研究部

⑥技術-研究資料-3730 ヘキシル塩類の感度及發火點試驗報告 昭和１７年１２月１０日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3731
無煙火藥の揮発分變化に關する研究（其の五）　文獻 昭和１７年
１０月５日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3732 爆藥の熱膨張に關する研究 昭和１９年１月６日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3733 混綿藥分離法の研究　（第２報） 昭和１６年７月３１日 第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3734 製図用具及製図方式等 不明

⑥技術-研究資料-3735 爆弾之部 不明

⑥技術-研究資料-3736 爆弾信管之部 不明

⑥技術-研究資料-3737 爆弾発火装置之部 不明

⑥技術-研究資料-3738
風洞資料　１米吹出風洞用モーメント天秤試作報告　昭和１８年１
１月２１日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3739
伴流内の圧力を測定して髙速氣流中の物体の抵抗を求むる方法
昭和１８年９月１４日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3740
吸出、押込に関する有利なる形状の実験的研究 （海軍學生実習）
昭和１８年９月２２日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3741
最大効率のプロペラに関する研究 （プロペラ及二重反轉プロペラ
に関する研究） 昭和１８年１０月５日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3742 渦動に関する研究抄録 昭和１８年９月３０日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3743 整流風洞用擾亂測定裝置に就て 昭和１８年８月２７日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3744 第三風洞試験精度に関する資料 昭和１８年１２月８日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3745
一様流中の物体が其の前方に及ぼす影響に就て 昭和１９年２月
２日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3746
フラップ付翼に生ずる衝?波に就て （其の２ 衝?波と振動） 昭和１９
年２月１２日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3747 ２４系翼型試験 昭和１８年８月３日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3748 風洞標準ピトー管修正試驗 （第２次） 昭和１５年１１月１５日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3749 誘導式高速風洞性能試験 昭和１７年９月８日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3750 第四風洞擾乱測定試験 昭和１７年８月１１日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3751 冷却鰭の試験 昭和１７年７月７日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3752
第四風洞整備試験（第３次）概報 ｛風向検定静圧孔係数検定｝ 昭
和１６年１２月２６日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3753 層流限界層に及ぼす空気圧縮性の影響 昭和１７年４月１１日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3754 第三風洞 風向 風圧 検定試験 昭和１６年６月１０日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3755 プロペラ風洞冷却器に就て 昭和１６年５月１７日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3756
切削劑に關する研究 （ライオン油脂試製エチルエステル系切削劑
實用實驗） 昭和１９年４月１７日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3757
Ｌｕｔｚの燃燒瓦斯用ヱンタルピー、ヱントロピー線圖の實用性に就
て （ロケツトに關する研究第１３回報告）昭和１８年１２月１８日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3758
粘性變化に及ぼす壓力竝に?度の影響調査 （潤滑に關する研究
第２３回報告） 昭和１８年７月５日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3759
動翼蝶番防氷覆實驗 （機體艤裝法に關する研究　第１４回報告）
昭和１７年６月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3760
皿鋲接手強度實驗 （飛行機構造強度の研究　第８５報） 昭和１７
年６月８日

海軍航空技術廠



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3761
ＥＳＤＣ板單鋲接手の一實驗 （飛行機構造強度の研究　第８４報）
昭和１７年５月２６日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3762
有機硝子の眞空加工法の研究 （機體工作法の研究　第１回報告）
昭和１７年５月２０日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3763
風洞水槽関係第９回研究會資料 ３．高揚力裝置の研究 （３）吹出
翼の抵抗減少測定 吹出実験翼　風洞試験結果 昭和１６年５月

中島飛行機株式會社

⑥技術-研究資料-3764
風洞水槽関係第９回研究會資料 ２．操縱安定運動性に関する研
究 （４）諸舵の効き及び重さ 補助翼及び昇降舵操舵時の従舵性
昭和１６年５月

中島飛行機株式會社

⑥技術-研究資料-3765
風洞水槽関係第９回研究會資料 ２．操縱安定運動性に関する研
究 （４）諸舵の効き及重さ 縱安定に及ぼす舵面バランス程度の影
響 昭和１６年５月

中島飛行機株式會社

⑥技術-研究資料-3766
風洞水槽関係第９回研究會資料 ６、翼の研究 （１）髙速度に適す
る翼型．翼型の最大揚力について

中島飛行機株式會社

⑥技術-研究資料-3767
第５回風洞水槽研究會資料 浮舟底面形状と水抵抗並に縱搖
「モーメント」 （第３回　浮舟Ｖ角度の影響） 昭和１３年１２月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3768
第５回風洞水槽研究會 Ｓｔｅｐの位置と水上滑走中の姿勢 昭和１４
年１月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3769 第５回風洞水槽研究會 浮舟設計上の一経驗 昭和１３年１２月 愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3770 第６回風洞水槽研究會講演資料 自轉の研究（第一報）
愛知時計電機株式會社 機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3771
第６回風洞水槽研究會資料  飛行機のヨーイング運動に就いて
昭和１４年９月１日

愛知時計電機株式會社 機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3772
第９回風洞水槽研究會 横滑偏揺安定の数値計算 （２） 操縦性、
安定性、運動性に關する研究 （チ）飛行試驗法の研究 昭和１６年
５月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3773
風洞水槽関係第９回研究會資料 双浮舟型水上機の水上旋回實
驗 ２、操縦性、安定性、運動性に關する研究 （７）水上に於ける安
定性、操縦性、運動性

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3774
風洞水槽関係第８回研究會資料 方向舵の効きに就いて （２）操縦
性、安定性、運動性に関する研究（リ）諸舵の効き及重さ 昭和１５
年１１月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3775
風洞水槽関係第８回研究會資料 水中舵の蝶番「モーメント」偏揺
「モーメント」に關する一實験 （２）操縦性、安定性、運動性に関す
る研究 （ヘ）水上に於ける安定性、操縦性、運動性

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3776
風洞水槽関係第８回研究會資料 艇体水上性能比較實験 （２）操
縦性、安定性、運動性に関する研究 （ヘ）水上に於ける安定性、
操縦性、運動性

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3777
風洞水槽関係第８回研究會資料 艇体に小片を附したる場合の方
向安定度に及ぼす影響に就いて （２）操縦性、安定性、運動性に
關する研究 （ル）安定性の研究 昭和１５年１１月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3778
風洞水槽関係第７回研究會資料 浮舟ステップの龍骨部に於ける
有無が水上性能に及ぼす影響に就いて （２）其他必要と認むる事
項

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3779
風洞水槽関係第７回研究會資料 孔穿け抵抗板の實験（第一報）
〔類別（２）〕

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3780
風洞水槽関係第７回研究會資料 抵抗板後流の渦スペクトル 「抵
抗板後流とそれに依る動翼の振動」の参考文献 昭和１５年３月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3781
第６回風洞水槽研究會資料 飛行機のヨーイング運動に就いて 昭
和１４年９月１日

愛知時計電機株式會社 機体部
研究課

⑥技術-研究資料-3782
第５回風洞水槽研究會 胴体腹部冷却器の研究（１） （抜粹） 昭和
１３年１２月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3783
第５回風洞水槽研究會 浮舟艇体の重心位置に関する一實験 昭
和１３年１２月

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3784
第５回風洞水槽研究會 Ｃzmax．の一實験（抜粋） 昭和１３年１２月
１５日

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3785
第５回風洞水槽研究會 抗力板の研究（抜粹） 昭和１３年１２月１９
日

愛知時計電機株式會社

⑥技術-研究資料-3786
風洞水槽研究會 最大揚力係数數とレイノルヅ數との関係に就い
て 昭和１３年１２月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3787 風洞資料 第２４６回 風房高速風洞試験 昭和１８年７月２５日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3788
風洞資料　髙速風洞便覧　　第２３４回　〔第一部〕　昭和１８年３月
１４日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3789
風洞資料　第１９５回　誘導式高速風洞性能試験　昭和１７年９月
８日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3790
風洞資料　第１７９回　層流限界層に及ぼす空氣圧縮性の影響
昭和１７年４月１１日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3791
風洞資料　第１６６回　プロペラ風洞冷却器に就て　昭和１６年５月
１７日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3792
技術分科研究會第一分科會（船体機体）講演予稿　風速分布一
様なる流線型の物体に就いて

海軍航空技術廠科学部

⑥技術-研究資料-3793
邦譯文献　Ｎｏ．９８　管内に於ける燃燒の傅播　昭和１８年１２月２
日

海軍 研究部圖書課



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3794 合板引張試驗　昭和１８年１２月１６日
海軍航空技術廠 飛行機部第一
科

⑥技術-研究資料-3795
風洞資料　第４２４回　Ｈ機風洞試験成績摘要　（第２回）　（安定
性能）　昭和１９年１０月１３日

海軍航空技術廠

⑥技術-研究資料-3796
風洞水槽研究會　高壓風洞に依る最大揚力と球實驗　昭和１３年
１月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3797
風洞水槽関係第９回研究會資料　９、特殊推進法の研究　排気
「エネルギ－」の利用法

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3798
風洞水槽関係第７回研究會資料　グラウンド・ルーピングに關する
模型實驗結果と地上滑走中の横安定條件の簡單式（豫報）

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3799
風洞水槽関係第７囘研究會資料　自轉試驗（第２報）　（１）（ロ）
（３）自轉の研究

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3800
第３囘風洞水槽研究會資料　浮舟底面形状と水抵抗並に縦搖
モーメント（第１囘）　昭和１３年２月

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3801
風洞水槽関係第８回研究會資料　２、操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（９）諸舵の効き及重さ

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3802
第５回風洞水槽研究會　浮舟幅と水抵抗との関係に就て　昭和１
４年１月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3803
第５回風洞水槽研究會資料　浮舟底面形状と水抵抗並に縦揺
「モーメント」　（第３回）　昭和１３年１２月

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3804
風洞水槽関係第８回研究會資料　着陸（水）運動に於ける引起し
速度、引起し高度、引起し時間の問題（第１報　計算の部）

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3805
風洞水槽関係第８囘研究會資料　２、操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（５）動的安定係數の測定　ＮｒＬｒ

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3806
風洞水槽関係第８囘研究會資料　１、高速機に關する研究　（１）
壓縮性の解析　（イ）造波失速と壓力分布

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3807
風洞水槽関係第８囘研究會資料　２、操縦性、安定性、運動性に
関する研究　（９）補助翼の効きの研究

海軍航空技術廠飛行機部

⑥技術-研究資料-3808
第5囘風洞水槽研究會資料 流水水槽の研究 （第1囘報告） 昭和
14年1月18日

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3809
第5回風洞水槽研究會資料 三浮舟式水上機に関する一實驗  改
訂

海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3810
第6回風洞水槽研究會 ＮＡＣＡ００１５翼型高速試驗 昭和14年10
月

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3811
第6回風洞水槽研究會 反轉二重プロペラの後流に関する研究 昭
和14年10月

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3812 滑空時、フラップ操作による機速の減少に就て 昭和13年6月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3813 高速氣流中に於ける二次元物体抗力試驗 （補遺） 昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3814 低翼單葉單座戰闘機實物風洞試驗 昭和13年1月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3815 單座低翼單葉機風防試驗（補遺） 昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3816 對稱形物体に及ぼす高速風洞風洞壁の影響 昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3817 冷却器覆蓋の研究 昭和13年6月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3818
高々度用プロペラ設計資料 （プロペラの空氣力学的研究） 昭和19
年3月18日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3819
Ｄ５Ｋ２０１５断型に対するプロペラ後流影響試験（其の1） 表面ピ
トー管及びカーボンブラックによる遷移試験 昭和19年2月19日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3820 全機模型の高壓風洞に於ける抗力試驗資料 昭和19年3月4日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3821
断型の曲率の性質（飜訳） 等角寫像によって生じた曲線の曲率半
径を求める方法 昭和19年2月11日

海軍航空廠
（I. Ginzel, Jahrbuch 1938 der
Deutschen Luftfahrtforschung）

⑥技術-研究資料-3822 スポイラー付主翼試験 昭和19年1月25日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3823 縮む流体に於ける二次元翼の理論 昭和19年1月31日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3824 冷却器空気取入口試験 昭和19年1月13日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3825 層流翼型に関する研究 （第4回） 昭和18年12月31日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3826 層流翼型に関する研究 （第3回） 昭和18年12月29日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3827 ＣＫ　２０１５　前縁　改造試驗 昭和18年12月28日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3828
四クロールエタン及沃化メチレンに就て （マノメーター用液体の研
究） 昭和18年12月27日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3829 層流剥離に伴う遷移に関する研究 （第2報） 昭和18年12月21日 海軍航空廠
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⑥技術-研究資料-3830 高圧風洞抗力試驗の信頼度に関する研究 昭和18年12月20日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3831
ファウラーフラップ性能に対するフラップ位置の影響 （其の1） 昭和
18年12月10日

海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3832 圓柱抗力竝に壓力分布試験 （其の2） 昭和18年12月10日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3833 層流翼型に関する研究 （第2回） 昭和18年12月22日 海軍航空廠

⑥技術-研究資料-3834 境界層吸込試驗 昭和13年1月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3835 自由動翼に關する研究 昭和13年12月 海軍航空廠科學部

⑥技術-研究資料-3836
縦静安定負なる飛行機に昇降舵操舵を加えたる場合の縦動安定
に就て （飛行機の安定性、操縦性並に運動性に関する研究） 昭
和20年3月30日

海軍航空技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3837
翼がその平面内に於て円運動を行う場合の揚力分布計算法に就
て （安定性、操縦性、並に運動性に関する研究） 昭和20年5月3日

第一海軍技術廠科學部

⑥技術-研究資料-3838 九二式7粍7旋回機銃垂直旋回中空中射撃成績（自機曳航） 横須賀海軍航空隊

⑥技術-研究資料-3839 昭和19年　充電用發電機3型竝列運轉取扱説明書 追濱海軍航空隊

⑥技術-研究資料-3840 昭和15年7月9日　2號内火機械重要ボルト締付角度調査試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3841 昭和15年6月7日　11號内火機械重要ボルト締付角度調査試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3842 昭和15年6月4日　2號内火機械ピストン内冷却油通路試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3843
昭和15年6月2日　第51號駆潜艇主機械ピストン耳軸及び同裏金故障調査
委

横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3844 昭和15年7月9日　内火機械ピストン胴環鉛銅帯装備法試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3845 昭和15年5月23日　2號内火機械機械接合棒變形試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3846
昭和15年5月14日　11號内火機械１１－１６５B１型結合部用接合棒變形試
験

横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3847 昭和15年4月22日　無氣噴油内火機械燃料油比較試験 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3848
昭和15年4月18日　第2小型駆潜艇内火機械過給氣用瓦斯タービン性能
試験

横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3849 昭和15年4月15日　22號内火機械燃料ポンプ噴油弁試験（第1回） 横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3850
昭和15年4月20日　11號内火機械燃料ポンプ吐出弁試験（第2回）（有孔戻
止弁式再啓開防止法）

横須賀海軍工廠　機関実験部

⑥技術-研究資料-3851 昭和17年5月6日　昭和十六年度後期船底塗料試験（其の1） 横須賀海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-3852 昭和19年12月15日　九二式魚雷改1横884號経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3853 昭和4年11月9日製造　4年式縦舵機横11009號経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3854 昭和9年1月29日製造　4年式縦舵機横5582號経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3855 大正14年2月25日製造　4年式縦舵機横6288號経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3856 大正11年3月10日製造　4年式縦舵機横5087號経歴簿 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3857 昭和15年7月30日　スパーワニス試験 横須賀海軍工廠　造船部

⑥技術-研究資料-3858 昭和16年5月12日　試製導爆線試験 横須賀海軍工廠　機雷実験部

⑥技術-研究資料-3859 昭和19年8月28日　伊５６潜　完成水上状態推算書 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3860 昭和19年8月28日　伊５６潜　水中完成重心公試成績表 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3861
昭和19年3月　各乾電池会社研究発表要旨摘録（其の2）（乾電池に関する
研究　第3報）

横須賀海軍工廠　電池実験部

⑥技術-研究資料-3862
昭和18年6月　蒸溜水及稀硫酸中有機物の過マンガン酸カリに依る定量
法（第1報）

横須賀海軍工廠　電池実験部

⑥技術-研究資料-3863
昭和18年5月　ガラス綿隔離板試製実験（第１報）無硼酸ガラス繊維の性
質

横須賀海軍工廠　電池実験部

⑥技術-研究資料-3864
昭和18年1月　極板防護材料の研究（第13報）　光電管を使用せるガラス
繊維隔離板の厚竝に交錯密度測定試験

横須賀海軍工廠　電池実験部

⑥技術-研究資料-3865 昭和15年7月　金星41型発動機　取扱参考書 横須賀海軍航空隊
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⑥技術-研究資料-3866 昭和19年8月発行　給氣冷却器の装備性能 東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3867 昭和14年10月　第6回風洞水槽関係研究会　風洞用変流翼設計資料 中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3868 横須賀海軍工廠雑報２ 横須賀海軍工廠

⑥技術-研究資料-3869 昭和17年5月　九九式20粍1号旋回機銃取扱参考書 横須賀海軍航空隊

⑥技術-研究資料-3870 高層気流及展望観測報告　第7～11号、第13～15号　大正14年1月 横須賀海軍航空隊気象観測所

⑥技術-研究資料-3871 中央航空研究所彙報　第１巻第４號　昭和１７年１２月 中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3872 中央航空研究所彙報　第２巻第４號　昭和１８年４月 中央航空研究所

⑥技術-研究資料-3873
東京帝国大学航空研究所報告　第303.304號　耐蝕性マグネ合金（CZM）
の研究（第2報）他　昭和19年8月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3874
東京帝国大学航空研究所報告　第282號　ジュラルミン系合金の弾性歪状
態に於ける成熟に就て　昭和19年1月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3875
東京帝国大学航空研究所報告　第281號　銅及銅・鉛合金に対する鉄の
熔解速度恒数　昭和19年1月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3876
東京帝国大学航空研究所報告　第280號　ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・ﾏﾝｶﾞﾝ系に関する2
～3の実験　昭和19年1月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3877
東京帝国大学航空研究所報告　第276號　油性試験機の研究（第1部）試
作振子式油性試験機とその2～3の試験結果　昭和18年12月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3878
東京帝国大学航空研究所報告　第274號　絶対粘度及び塑性度の測定法
に就て　昭和18年11月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3879
東京帝国大学航空研究所報告　第273號　正規高度に於ける発動機の燃
料消費率の理論計算　昭和18年9月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3880
東京帝国大学航空研究所報告　第272號　Mach-Zehnder干渉計による高
速気流の測定　昭和18年9月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3881
東京帝国大学航空研究所報告　第271號　翼振れ限界内外に於ける非定
常振動の問題について　昭和18年9月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3882
東京帝国大学航空研究所報告　第288號　超ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ系合金の高温成熟
に伴う硬度変化に及ぼす諸元素の影響　昭和19年3月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3883
東京帝国大学航空研究所報告　第287號　遠心過給機に翼型ﾃﾞｨﾌｭｻﾞを装
着した場合の性能実験（第2報：導流翼数の影響）　昭和19年3月

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3884
東京帝国大学航空研究所報告　第251號　圧縮性流体に於ける境界層に
就いて　昭和18年1月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3885 東京帝国大学航空研究所報告　第17巻　昭和16年8月～17年4月 東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3886 合板円筒の捩り挫屈　昭和１９年２月１１日 林 毅

⑥技術-研究資料-3887 精密迎角計の試作研究
武田晋一郎
石井謙治

⑥技術-研究資料-3888 書籍會員　整備資料 情報局第二部出版課

⑥技術-研究資料-3889 國際聯盟　著作權統一規定研究の爲の專門家委員會 國際聯盟

⑥技術-研究資料-3890
東京帝国大学航空研究所報告　第275號　高速度における翼型のまはり
の速度分布について　昭和18年11月発行

東京帝国大学航空研究所

⑥技術-研究資料-3891 「ミネラルゼリー」に関する研究　大正10年11月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3892 1925-1926年に於ける火薬界の進歩　昭和3年7月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3893 火薬用原料綿糸に対する漂白の利否に関する研究　昭和2年7月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3894 我国工業爆薬界近状調査報告　昭和3年3月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3895
海軍工事用爆薬として無煙廃火薬の使用並取扱法及注意事項　大正15
年1月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3896
海軍工事用爆薬として無煙廃火薬の使用並取扱法及注意事項　大正15
年1月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3897
火薬類取扱上の保安に関し昭和18年12月に火廠に於て実施せる講習の
講義記録　昭和19年4月

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3898
火薬類取扱上の保安に関し昭和18年12月に火廠に於て実施せる講習の
講義記録　昭和19年4月

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3899
爆薬威力に関する瞬間写真的研究（第2報　小量爆薬の爆発現象に就て）
昭和10年11月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3900
爆薬威力に関する瞬間写真的研究（第2報　小量爆薬の爆発現象に就て）
昭和10年11月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3901
爆薬威力に関する瞬間写真的研究（第2報　小量爆薬の爆発現象に就て）
昭和10年11月

海軍火薬廠研究部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3902 実験用「セルヰッヒランゲ」硝化器に依る綿薬硝化試験　昭和7年7月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3903
工業研究所の管理に就て
昭和3年8月（再版）

海軍火薬廠研究部長　山家信
次

⑥技術-研究資料-3904
繊維素に就て（其の３）精製「パルプ」の硝化に就て
昭和２年６月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3905 火薬製造法表解　昭和２年４月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3906 火薬製造法表解　昭和２年４月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3907
「ローレンツ」氏砲内弾道
昭和１３年８月２３日

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3908 諸報告類発刊目録 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3909
機銃腔内弾丸圧入抵抗の測定　第１報　７・７粍機銃
昭和９年４月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3910
爆薬としてMD廃薬利用研究
第２報　工業用爆薬として利用　昭和４年１２月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3911
「パームチツト」による用水浄化成績
大正１５年８月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3912
膠化剤の膠化度に関する研究（第１報）
昭和１９年９月１５日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3913
正「ヘプタン」より「トルオール」合成に関する研究（第１報）
昭和１９年５月１５日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3914
火導薬原料炭に関する研究
（第４報）高収炭率木炭製造法の研究　昭和１９年７月１７日

第二海軍火薬廠

⑥技術-研究資料-3915 B 火薬製造に使用せらるる建物の構造  昭和１２年３月２０日 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3916 「クランツ」氏砲内弾道解説 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3917 無煙火薬の貯蔵安定度規格改正案に就て　昭和10年8月 海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3918
爆薬威力に関する瞬間写真的研究（第１報　超高速度火花写真撮
影装置に就て）昭和１０年１１月

海軍火薬廠研究部

⑥技術-研究資料-3919 耐震型電球２２０Ｖ－２４Ｃ．Ｐ．衝撃試驗　昭和6年10月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3920 潜水艦用耐圧接続座筐の試製竝に実験　昭和6年7月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3921 電氣機械刷子用炭素比較試驗（第１囘）　昭和6年7月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3922 艦船主配電盤用計器比較試驗（其の２）　昭和6年5月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3923 電氣兵器用水防衞帶試驗　昭和6年3月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3924
測距平均裝置の計畫試製
（第１囘）　昭和7年2月

呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3925 電熱線試驗（赤羽冶金株式會社提出品）　昭和7年2月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3926 滑止ストリツプ裝着法に關する研究（第１囘）　昭和16年9月19日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3927
外板フエアリング用セメントアランビー試験（第１回）　昭和17年1月
28日

呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3928 防音実験函の特性に就て　昭和11年3月27日
呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3929
各種接斷器耐久試驗
其の１　昭和11年6月13日

呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3930 市販各種合成樹脂及可塑性材料一覽表　昭和11年12月5日
呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3931
直流電動機附属品の実験
其の２　自動遮断器の実験　昭和11年8月29日

呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3932 瞬時的測光装置の試作に関する報告　昭和12年10月4日
呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3933 電氣熔接部の衝撃試験（其２）　昭和7年2月 呉海軍工廠製鋼部

⑥技術-研究資料-3934 電機用炭素刷子の製造に就て　昭和14年11月20日
呉海軍工廠
（電氣實驗部）

⑥技術-研究資料-3935 各種キヤプタイヤゴム線の試驗（耐油性を主とす）　昭和7年4月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3936 電球比較試驗成績　昭和7年7月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3937 電機用磁鑄鋼の試驗　昭和5年12月 呉海軍工廠電氣實驗部



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3938 軽合金鋳込金属の撰定実験　昭和6年2月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3939 テレビジョンの實驗　昭和6年1月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3940 電球衝撃試験成績　昭和7年8月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3941 米国ウ社製耐震型電球試験成績　昭和7年9月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3942
切込整流子に關する實驗
（第１囘）　昭和7年9月

呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3943 ラテツクス塗料（接着剤）接着力試験　昭和17年7月4日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-3944 船底塗料増塗試験（第３回）　昭和18年7月7日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-3945 直流15Volt発声器の改良に就て　昭和5年3月10日 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3946 耐震型電球比較試驗　第１回　昭和5年4月15日 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3947 エナメル銅線の比較試驗　昭和5年5月25日 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3948 誘導電動機の速度調整實驗　昭和5年6月15日 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3949 「フエノール」樹脂絶縁物の比較試験　昭和5年7月 呉海軍工廠電氣實驗部

⑥技術-研究資料-3950 艦船用防水蓋実験　昭和17年3月10日 呉海軍工廠（造船実験部）

⑥技術-研究資料-3951 電氣熔接部の衝撃試験（其３）　昭和7年9月 呉海軍工廠製鋼部

⑥技術-研究資料-3952 水管露滴防止（被覆）試驗　昭和15年2月24日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3953 ポートランドセメント重量変化試験　昭和15年4月7日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3954 ポートランドセメント振動試験　昭和15年4月18日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3955 舷窓遮光蓋比較試験　昭和15年6月5日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3956 リノリウムパテ試験　昭和15年7月31日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3957
軽質油タンク構成材試験片及塗料試験（第3回）　昭和16年1月16
日

呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3958
蒸気飯釜試験（船体部用小型補貴類比較実験其の1）　昭和16年
1月21日

呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3959
空気乾燥絶縁用ワニス試験　艦船に於る電気兵器応急修理材料
昭和5年7月8日

呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3960 小型電路接断器の寿命　昭和5年8月1日 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3961 炭素刷子導線取付法に関する実験　昭和5年10月 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3962 耐震型電球比較試驗　第2回　昭和5年12月 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3963
14年度船底塗料試験（11月廿日浸漬）　第2回　第1期　昭和14年5
月29日

呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-3964 亜鉛鎔解片の實驗　昭和9年6月4日 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3965 安全鎔解器の實驗　昭和9年6月29日 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3966 M.K磁石鋼の試験　昭和9年7月18日 呉海軍工廠電気實驗部

⑥技術-研究資料-3967 瓦斯入電球比較試驗成績　昭和9年12月5日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3968 光電池式濃煙計實驗　昭和9年12月14日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3969 本邦電弧鎔接機一覧表　昭和10年12月12日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3970 炭素刷子に就て　第1部　昭和10年12月18日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3971 炭素刷子に就て　第2部　昭和11年1月27日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3972 炭素刷子に就て　第3部　昭和11年2月12日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3973 人造樹脂絶縁物試驗法　昭和10年3月20日 呉海軍工廠（電気實驗部）



令和５年４月４日

⑥技術-研究資料-3974 測定装置精度に関する實驗（其の1）　昭和10年3月8日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3975 単相交流通信器の理論　昭和10年9月17日 呉海軍工廠（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3976
測定装置精度に関する實驗　其の2　標準回転計の研究　昭和10
年8月10日

呉海軍工廠
（電気實驗部）

⑥技術-研究資料-3977 砲俯仰部の振動に就て　昭和16年4月
呉海軍工廠
（砲熕部）

⑥技術-研究資料-3978 戦利品試験研究（40粍機銃管制装置）　昭和18年9月29日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-3979 戦利品試験研究（40粍機銃管制装置）　別冊　昭和18年9月29日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-3980 ２．５番K型整動機の急振動並急反転實驗成績　昭和18年2月
呉海軍工廠
（砲熕部）

⑥技術-研究資料-3981 潜水艦用電線終端水防装置の實驗　昭和7年9月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3982 電線端子金物固着法實驗　昭和7年9月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3983 探照燈用電動直流発電機に関する實驗　昭和7年10月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3984 安全合硝子の實驗（第2報）　昭和9年6月23日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3985 電氣機械刷子用炭素比較試驗（第2回）　昭和9年2月6日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3986 安全熔解器用「フアイバー」内筒の實驗　昭和9年1月12日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3987 安全合硝子の實驗（第1報）　昭和9年4月16日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3988 「ノートフオン」の實驗　昭和8年12月24日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3989 揚錨機用電動装置に関する實驗　昭和8年10月10日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3990 四線式高聲電話器用炭素粉比較試驗　昭和8年9月27日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3991 各種炭棒の光力　昭和8年6月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3992 軽合金「シンダル」の試驗　昭和8年7月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3993 「ゴム」絶縁「エボナイト」電線試驗　昭和8年8月3日
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3994 「ブラツクマイカナイトペーパー」に関する實驗　昭和8年7月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3995 安全鎔解器用消弧フ井ルムの實驗　昭和8年6月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3996 二線式高聲電話器用炭素粉比較試驗　昭和8年6月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3997 水防絶縁用ゴム帯使用實驗　昭和8年1月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3998 安全鎔解器の實驗　昭和7年10月
呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-3999
絶縁「ワニス」試験（東京EC工業株式会社提出見本品）　昭和7年
11月

呉海軍工廠
電気實驗部

⑥技術-研究資料-4000 大型防水蓋「ゴムパツキング」試驗成績　昭和18年12月19日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4001 不燃紙試驗　昭和19年7月12日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4002
高雄20糎連装砲塔の工場内に於ける旋回試験報告　昭和5年12
月

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4003
昭和5年海軍大演習指定作業記録　軍艦那智妙高20糎砲塔揚薬
筐改造 他2件　昭和6年3月

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4004 20糎砲膅中拡大試驗に就て　昭和6年3月 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4005 20糎砲塔動力用35番整動喞筒機吐油量實驗報告　昭和6年1月 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4006
駆逐艦用方位盤照準装置各部遊隙量竝に歯輪伝導効率調査報
告　第2報　昭和6年1月

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4007 グリノール試驗（第2回）　昭和19年2月9日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4008 合成樹脂軸承（滑車）實驗報告　昭和18年2月 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-4009
合成調理機試驗（船体部用小型補機類比較実験其3）
昭和16年1月21日

呉海軍工廠
（造船實驗部）
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⑥技術-研究資料-4010
ハイドロケータ－試験（船体部用小型補機類比較実験其の2）　第
1回　昭和16年1月16日

呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4011 鋼板製弁試作試驗　昭和15年11月2日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4012 伝声管に関する研究實驗（第2回）　昭和15年7月30日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4013 圧縮ボール紙試驗 昭和15年6月2日
呉海軍工廠
（造船實驗部）

⑥技術-研究資料-4014 亜鉛鍍鋼板鉸鋲實驗 昭和14年10月21日
呉海軍工廠（造船部　造船實驗
部）

⑥技術-研究資料-4015 各種金属に依る醤油品質変化に関する實驗 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-4016 艦船居住区防熱装置比較試驗（第2回）　昭和8年11月 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-4017 高圧空気通風用給気口の研究(1)　昭和8年11月 呉海軍工廠造船部

⑥技術-研究資料-4018 九二式縦舵機改二経歴簿　呉1506號　昭和13年10月20日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-4019 特務艦摂津爆弾貫徹力實驗　昭和15年4月17日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-4020 九一式時限信管貯蔵試驗（其の9）　昭和15年3月11日 呉海軍工廠

⑥技術-研究資料-4021
働挺装置計画要領覚書及愛宕級20糎連装砲揚薬安全装置に就
て　昭和6年4月

呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-研究資料-4022 20糎砲架駐退環筒内防錆に就て　昭和7年1月 呉海軍工廠砲熕部

⑥技術-その他-1 南洋の鉱物資源と諸考察 工学博士　金子恭輔

⑥技術-その他-2 第１１回ポバール会記録　昭和１９．４．２３ 高分子化学協会ポバール会

⑥技術-その他-3 バクテリヤと食生活　昭和２２．６ 永石正考資料

⑥技術-その他-4 白鳩号事故調査報告　昭和９．１ 航空評議会

⑥技術-その他-5 栄整備要具部品明細表　昭和１９．８ -

⑥技術-その他-6 譽整備要具部品明細表　昭和１９．９ -

⑥技術-その他-7 雑要具Ｎｏ１部品明細表　昭和１９．１０ -

⑥技術-その他-8 機体要具部品明細表　昭和１９．１１ -

⑥技術-その他-9 雑要具Ｎｏ２部品明細表　昭和１９．１１ -

⑥技術-その他-10
浦監斯徳方面　行動中　防寒施設事項所見及実験報告　大正５．
１

-

⑥技術-その他-11 独式機雷 -

⑥技術-その他-12 扶桑電動機陸上試験摘要 -

⑥技術-その他-14 蒸留水検査方法説明書　昭和１０．９ 横須賀海軍工廠

⑥技術-その他-15 磁石発電機仮来歴表　昭和１９．３．５ -

⑥技術-その他-16 航空参考書綴 -

⑥技術-その他-17 海軍江南造船所　工作報告書 陳　紹寛

⑥技術-その他-18 計算図表学梗概　昭和６ 海軍技術研究所

⑥技術-その他-19 電気鎔接法 -

⑥技術-その他-20 有機化学 -

⑥技術-その他-21 陳列品説明書並図表類集　昭和４．５ 佐世保海軍艦船部

⑥技術-その他-22 南洋庁第２農場（仮称）爆弾庫設計図面 -

⑥技術-その他-23 下北砂鉄製錬に関する研究資料綴　自大正８年～至昭和３年 -

⑥技術-その他-24 工場図面等 （株）渡辺鉄工所
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⑥技術-その他-25 機械工場機械器具設備表 （株）渡辺鉄工所

⑥技術-その他-26 工事予定表 （株）渡辺鉄工所

⑥技術-その他-27
Ｒ．Ｇ．６下部筺に関し　Ｓｔｅｉｎｈｅｉｌ社Ｂｒａｕｓｓ氏と会談事項　昭和
１７．１１

-

⑥技術-その他-28 対独物資要求綴　昭和１７～１８年 海軍航空本部

⑥技術-その他-29 海軍電気技術史（第２部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-30 海軍電気技術史（第３部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-31 海軍電気技術史（第４部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-32 海軍電気技術史（第５部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-33 海軍電気技術史（第６部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-34 海軍電気技術史（第７部）技術資料第２６号　昭和４４．２．１０ 技術研究本部

⑥技術-その他-35 東肥１５年史　昭和２８．１０ 東北肥料（株）

⑥技術-その他-36 飛行場建設器材に関する米国特許集録　２掘鑿器材（図面の部） 大日本航空技術協会編纂

⑥技術-その他-37 飛行場建設器材に関する米国特許集録　３運土器材（図面の部） 大日本航空技術協会編纂

⑥技術-その他-38
飛行場建設器材に関する米国特許集録　３運土器材（明細書の
部）

大日本航空技術協会編纂

⑥技術-その他-39 飛行場建設器材に関する米国特許集録　４整地器材（図面の部） 大日本航空技術協会編纂

⑥技術-その他-40
飛行場建設器材に関する米国特許集録　４整地器材（明細書の
部）

大日本航空技術協会編纂

⑥技術-その他-41
研究機関組織調査委員会報告　付録　其の１　研究機関に関する
文献表　其の２　各国主要研究機関の組織体系

海軍技術研究所内　研究機関
組織　調査委員会

⑥技術-その他-42 有線通信用継電器及び回転スイッチ標準化関連技術資料 電気試験所第2部長岡田成敏

⑥技術-その他-43 研究実験成績報告　電実報第３３８号　電気用刷子の研究 呉海軍工廠電気実験部

⑥技術-その他-44 機関術敎科書(電気工学一)附図 不明

⑥技術-その他-45 教育用映画　第６篇　機上作業実技篇　弾着偏差　昭和１８年３月 （海軍航空本部）

⑥技術-その他-46 出版事業整備経過　昭和１９年６月３０日 情報局第二部出版課


