


はじめに

　日本海軍は、第一次大戦の激しい航空戦に参加せ

ず、その戦いが終わった時には欧米列強に比べて軍事

航空が大きな遅れをとっていた。

　そこで、英国から教育団を招聘し、その教育によっ

て初めて「戦闘機」という機種を持つにいたった。そし

て国産戦闘機としては2番目の制式機である「三式艦

戦」が昭和7年（1932年）の上海事変で日本初の空戦を

経験し、また日本初の撃墜を記録した。

　昭和12年7月の日華事変では日本海軍は中国空軍

が集中する華中戦域の作戦を担当し、世界水準に追い

ついた「九六艦戦」を投入して、激しい航空戦で多くの

空戦経験者を輩出し、さらに敵地深く攻撃する「中攻」

を掩護することができる「零戦」が昭和15年夏に登場

してその威力を示した。

　昭和16年12月に太平洋戦争が始まると、「零戦」を

操る海軍戦闘機隊はハワイで、フィリピンやマレーの

進攻作戦で、向こうところ敵なしの活躍を見せた。

　しかし、無敵と思われた空母4隻は昭和17年6月の

ミッドウェイ海戦で一挙に失われ、以後開戦直後の圧

倒的な航空優勢は去った。さらに同年8月の米軍のガ

ダルカナル侵攻から日本海軍は基地航空部隊だけでな

く、空母部隊も時折これに投入し、激しい消耗戦を戦っ

たが、昭和18年2月初めには同島を撤退。次第に南

東方面の日本軍は陸上の戦闘で圧迫され、ついに精強

を誇ったラバウルも孤立してその存立を賭ける空戦も

昭和19年2月に事実上の終焉を迎えた。

　決戦部隊として期待された第1航空艦隊も、態勢が

整わないうちに米空母機動部隊の容赦ない空襲で撃破

されて充分に戦力を発揮できず、昭和19年6月の日

本空母部隊最後の決戦であるマリアナ沖海戦もあえな

く敗れた。

　次なる戦場フィリピンでは、神風特別攻撃隊に代表

される体当たり攻撃が開始され、それはやがて陸海軍

全体に広がっていった。海軍戦闘機隊はここでもひた

すら消耗して昭和20年初めの米軍のルソン島上陸で

フィリピンの航空戦は終結した。

　昭和20年2月の硫黄島侵攻、4月の沖縄戦では特攻

攻撃を軸に活路を見いだそうとしたが、一時の航空優

勢すら保てず、また前年11月から本格的に始まった

「B-29」の本土爆撃では、皮肉にも焼夷弾による夜間

低空都市空襲に戦術が切り替えられてから善戦したも

のの、重要な都市は焦土と化し、8月には原子爆弾を

投下され、ついに敗戦を迎えるにいたった。

　本書は、上記したような日本海軍戦闘機隊の戦いの

歴史の、全般にわたり重要と思われる部分についてを

部隊、個人の活躍を交えながら記述するものである。

あわせて初期の水上機による空戦や水上戦闘機、夜間

戦闘機の活躍についても述べた。

　昭和45年に秦郁彦氏を中心に刊行した「日本海軍戦

闘機隊」の後から、いろいろな方の優秀な著作が出て

おり、今回はそれを参考にさせていただいた。

　本書により日本海軍戦闘機隊の活躍を、その一部で

もお伝えすることができれば幸いである。

著者を代表して

伊沢保穂

凡例
※文中の用語はとくに断りのない限り日本海軍、あるいは海軍航空で慣用的に使われたものに準拠した。とくに難解なものに関してはそ
の都度、説明を付与してある。
※各部隊名は「台南航空隊」は「台南空」、「鹿屋航空隊」は「鹿屋空」、「第3航空隊」は「3空」などと略記した。ただし、常設航空隊の正式名称は「台
南海軍航空隊」と表記に「海軍」が入るのだが、本書では省略してある（特設航空隊には「海軍」の呼称は付かない）。
※時間表記は午前零時を0000、午前8時を0800、午後1時を1300などと海軍で使われていた表記を使用した。
※夜間戦闘の場合、例えば4月1日の夕方から翌2日の明け方にかけての夜は「4月1日/2日」などと表記している。
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昭和14年、中国大陸上空を飛翔する飛行第64戦隊の九七式戦闘機。分遣されて戦隊と
別行動を取っていた第1中隊、通称「丸田部隊」の機体で、操縦席脇の飛行第64戦隊マー
クの他に垂直尾翼へ○をデザインしたマークを記入して編隊や何番機かを示していた。

第1部  日本陸軍戦闘隊戦史
　第一次世界大戦後、フォール航空団を招聘して航空部隊の近代化
に成功した日本陸軍は戦闘隊を創設。それは次第に整備拡張され、
昭和12年の日華事変で初めて空中戦を体験する。
　第1部ではその誕生から昭和14年のノモンハン事件、昭和16年
から始まった太平洋戦争での活躍と終焉までを通史として整理する。
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草創期の陸軍戦闘隊
第1章

1-1.　陸軍戦闘隊の誕生まで

　日本の近代的航空史は明治42（1909）年に陸軍、海軍、東
京帝国大学が合同で「臨時軍用気球研究会」を設立した時に始
まり、それから10年が経った第一次世界大戦後、陸軍が航
空改革に着手した時に初めて戦闘機部隊ができる。
　内燃機関（エンジン）を付けた飛行機械による日本最初の公
式飛行は明治43年12月10日朝、東京代々木練兵場（今の代々
木公園）で徳川好敏陸軍工兵大尉の乗るモーリス・ファルマ
ン機により行なわれた。以後、日本における飛行機と搭乗員
の数は増え、また海軍と東大は陸軍と離れて独自の道を歩み
始める。
　大正3（1914）年に第一次世界大戦が起こると、日本は英
国、フランスとともに連合国の一員としてこれに参加、極東
における唯一の作戦行動といえる中国の青島にあったドイツ
租借地の攻略に、海軍の飛行機とともに陸軍の飛行機も参加
し、初めての実戦経験を得たが、ドイツ側にもタウベ機（ド
イツ語で「鳩」）が1機あるだけで、飛行機同士の大規模戦闘
には至らなかった。
　この大戦中の大正5年にロシアに共産政権ができ、これに
対するシベリア出兵が行なわれると日本陸軍の航空機は大正
6年から大正11（1922）年まで出動したが、ここでも偵察と
爆撃に終始し、共産軍の飛行機との空中戦は起きなかった。
　この間の大正4年12月には航空機専門の初めての部隊と
なる「航空大隊」が1個気球中隊と1個飛行機中隊で編成され
ており、大正6年12月に「航空第2大隊」ができると、この部
隊は「航空第1大隊」と改称された。さらに航空第3大隊、航

空第4大隊も編成された。
　第一次世界大戦後の大正7（1918）年12月、日本陸軍が航
空改革のためにフランスのフォール航空団を招聘すると、同
時に種々のフランスの機材も導入されて戦闘機（当初は駆逐
機と称した）も我が国で使用されることとなり、戦闘や偵察
など、任務に応じた機種が中隊毎に集められることとなった。
　フォール航空団から教育を受けた航空第1大隊はニュー
ポール24を装備する戦闘機専門部隊となり、大正9年5月に
は岐阜県各務ヶ原飛行場に移った。装備機もはじめはフラン
スからの輸入機だったが、まもなくニューポール24が「甲式
三型戦闘機」と、ニューポール29Cが「甲式四型戦闘機」と、
スパッド13が「丙式一型戦闘機」としてライセンス生産され
はじめた。
　大正10（1921）年4月、三重県明野に戦闘機訓練を目的と
する「所沢陸軍飛行学校分校」が設置され、大正13年5月に
はこれが独立して「明野陸軍飛行学校」となり、航空部も翌年
5月に独立した。
　この頃、世界的には経済不況により軍縮の傾向にあった
が、航空戦力は各国で増強され、日本陸軍でも大正7〜14
年の間に航空大隊は6個となり、戦闘機中隊も2個から5個
に増えた。大正11年には航空大隊は「飛行大隊」と改称され、
さらに大正14年の拡張計画ではそれまでの6個大隊（5個戦
闘機中隊と11個偵察機中隊）から、「飛行聯隊」と呼ばれる8
個聯隊（戦闘機11個、偵察機11個、軽爆2個軽爆、重爆2個
の各中隊）へと増強された。

▶︎大刀洗飛行場で飛
行訓練を前に整列し
た飛行第4連隊の隊
員たちと甲式四型戦
闘機。フォール航空
団の招聘によって日
本陸軍航空部隊は大
幅に近代化され、戦
闘分科が誕生するこ
ととなった。
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1-2.　国産戦闘機の開発

　昭和2（1927）年2月、日本陸軍は三菱、川崎、中島の飛行
機製造会社3社に、旧式になった甲式四型にかわる戦闘機を
作るように要請した。
　各社の試作機は三菱が「隼型戦闘機」、川崎が「KD-3試作戦
闘機」、中島が「NC機」という呼称で、いずれもパラソル型単
葉という機体構造となっており、昭和3年6月、所沢で飛行
審査が実施された。
　しかし、三菱機が急降下試験で空中分解（中尾純利操縦士
は落下傘降下して無事）したのを受けて審査は中断され、予
備機を用いるなど3社の機体の破壊試験が実施された結果、
いずれの機体も強度不足と判定されて不合格となった。
　このため、陸軍側はなかでも比較的良好であった中島「NC」
機の改造を推しすすめ、2度の改造を経て450馬力の空冷エ
ンジンを装備した機体を昭和6（1931）年10月に「九一式戦闘
機」として採用した。これが日本陸軍に最初に採用された国
産戦闘機である。
　本機は全備重量1,530kg、7.7㎜機関銃２挺を搭載して、
最大速度300km/h、実用上昇限度9,000m、上昇力は3,000m
まで4分という性能で、昭和6年後半から昭和9年9月まで
の間に350機が生産された。

　一方、川崎は再度自主的に、パラソル型をやめて複葉とし
た水冷エンジン機を試作し、昭和5年7月に第1号機を完成
させた。本機の最高速力は320km/hで、当時の英空軍の第
一線機ホーカー・フューリーＩの310km/hをしのぐものだっ
たが、さらに同年11月4日には日本機として初めて高度1万
mに到達、翌昭和6年1月27日には最高速度335km/hを記
録する。本機は同年9月に勃発した満州事変の影響もあって、
12月に「九二式戦闘機」として採用され、翌昭和7年1月から
385機が生産された。全備重量1,700kg、7.7㎜機関銃２門、
上昇力は高度5,000mまで8分であった。
　ただし、この九一戦、九二戦はともに国産とはいいながら
設計者は外国人で、全てが日本人の手による開発となるには
次の機体を待たねばならない。
　昭和9年9月の中島との戦闘機競争試作では、川崎は九二
戦に続く液冷で一葉半型式のキ -10を送り込み、最高速力
396km/h、高度5,000mまで5分、実用上昇限度1万1,300m
を記録。速度こそ中島機に劣ったが、上昇力と運動性能で優
り、「九五式戦闘機」として採用された。
　本機は昭和10年12月から昭和13年12月までに合計580
機が生産された。

◀フォール航空団が持
ち込んだ機体のうちい
くつかはライセンス生
産され、近代日本陸軍
航空の基幹となった。
写真はそのひとつ、
ニューポール24を国
産化した「甲式三型戦闘
機」。

大正10年10月制定機種呼称
甲式：ニューポール社
乙式：サムルソン社
丙式：スパッド社
丁式：ファルマン社
戊式：コードロン式
己式：アンリオ式

◀昭和6年に国産初の陸軍戦
闘機として採用された「九一
式戦闘機」。機体に愛國と書
かれているのは国民や企業、
団体などの献金によって収め
られた献納機であることを意
味する（写真の機体は［愛國3
（小布施）號］）。本機はのち
にノモンハン事件で飛行第1
戦隊の第中隊長として活躍す
る山田計介大尉の乗機として
使用された。
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闘機は飛行1万7,766回で11機、九一戦は飛行2万9,997回
で47機、九二戦は飛行1万5,886回で27機が失なわれている。
ただ、幸いにして人員の損耗は死者5名、負傷9名であった。
　昭和13（1938）年の終わりには飛行中隊数はさらに52個に
増加し、内地、朝鮮、台湾には34個中隊（うち戦闘機13個）、
満州には18個中隊（うち戦闘機6個）が配備された。
　この時の戦闘機の配備状況は次の通りである。

飛行第1聯隊：各務ヶ原／4個中隊
飛行第2聯隊：各務ヶ原／2個中隊
飛行第4聯隊：大刀洗／2個中隊
飛行第6聯隊：平壌／1個中隊
飛行第8聯隊：屏東／2個中隊
飛行第11聯隊：ハルピン／4個中隊
飛行第16聯隊：牡丹江／2個中隊

1-3.　陸軍航空部隊の拡張

　爆撃や偵察に出動したものの空中戦闘が起こらなかった満
州事変の終結後、日本陸軍が内地航空部隊の拡張を図ると、
全飛行中隊数は35個にまで増加し、8個飛行聯隊となった。
戦闘機隊はこのうち次の5個聯隊であった。

飛行第1聯隊：九一戦3個中隊
飛行第4聯隊：九二戦3個中隊
飛行第5聯隊：九一戦2個中隊
飛行第6聯隊：九二戦1個中隊
飛行第8聯隊：九二戦1個中隊

　以後も航空部隊の拡張は続き、昭和9（1934）年末には全中
隊数は39個となり、その内訳は戦闘機15個、偵察機12個、
重爆6個、軽爆6個中隊となっていた。
　この当時の事故率は高く、１財政年度において甲式四型戦

▲川崎航空機の自主開発でありながら好成績を収めて採用された「九二式
戦闘機」。日本人の設計による純国産の戦闘機といえ、これが性能向上型
の「九五式戦闘機」へと発展していく。

▼九二戦に続いて川崎航空機が開発した「九五式戦闘機」。陸軍戦闘隊の装
備機としては初めて本格的な航空戦に投入された機体となる。写真は飛行
第77戦隊の機体。

■陸軍航空部隊の拡充状況
航空大隊	 →	航空第1大隊（大正6年12月改称）	 →	 飛行第1大隊	 →	飛行第1聯隊（大正14年5月改称）：	第1大隊／偵察中隊2個
（大正4年12月新設）　	 	 	 			　　　　　　　　　　　　　　　　	 	 第2大隊／戦闘中隊2個
	 	 航空第２大隊（大正6年12月新設）	 →	 飛行第2大隊	 →	飛行第2聯隊（大正14年5月改称）：	偵察中隊1個、戦闘中隊1個
	 	 航空第３大隊（大正7年5月新設）	 →	 飛行第3大隊	 →	飛行第3聯隊（大正14年5月改称）：	偵察中隊1個、戦闘中隊2個
	 	 航空第４大隊（大正7年12月新設）	 →	 飛行第4大隊	 →	飛行第4聯隊（大正14年5月改称）：	第1大隊／偵察中隊2個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		 第2大隊／戦闘中隊2個
	 	 航空第５大隊（大正10年12月新設）	→	 飛行第5大隊	 →	飛行第5聯隊（大正14年5月改称）：	第1大隊／偵察中隊2個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		 第2大隊／戦闘中隊2個
	 	 航空第6大隊（大正9年12月新設）	 →	 飛行第6大隊	 →	飛行第6聯隊（大正14年5月改称）：	偵察中隊2個、戦闘中隊1個
	 	 	 （いずれも大正11年改称）		 飛行第7聯隊（大正14年5月新設）：	第1大隊／重爆中隊2個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		 第2大隊／軽爆中隊2個
	 	 	 	 	 	 飛行第8聯隊（大正14年5月新設）：	偵察中隊1個、戦闘中隊1個
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日華事変とノモンハン事件
第2章

2-1.　事変初期の情勢と戦闘の始まり

　昭和12（1937）年7月7日、中国北京郊外の蘆溝橋で日本
軍と中国軍が衝突した。当初数日間の戦闘はまばらだった
が、中国空軍が近年著しく増強されていた状況から7月15
日に日本陸軍は航空部隊を含む動員をかけ、「臨時航空兵団」
を創設した。日本側は中国空軍の規模を戦闘機212機、偵察
機251機、爆撃機257機、うち実戦に使用可能な兵力は戦闘
機45〜70機、偵察機60〜80機、爆撃機50〜60機で、こ
れが9個航空群と7個独立中隊を成していると推定していた。
　これに対抗するため、陸軍は内地と朝鮮から戦闘機5個、
偵察機6個、軽爆4個、重爆3個の各中隊の動員を発令。戦
闘機5個中隊は、立川の飛行第5聯隊から2個中隊編成の飛
行第2大隊（大隊長：近藤三郎少佐）、大刀洗の飛行第4聯隊
から2個中隊編成の飛行第8大隊（大隊長：佐々誠大佐）、朝
鮮平壌の飛行第6聯隊から独立飛行第9中隊（大隊長：秋田熊
雄大尉）と、いずれも九五戦装備の部隊であった。
　これらにさきがけて満州からは重爆2個中隊、偵察機2個
中隊と牡丹江の飛行第16聯隊の第1大隊（九五戦2個中隊）と
6個飛行中隊が動員され、7月12日には天津に前進していた。

　こうして24個飛行中隊が華北に進出、満州に13個中隊、
内地、朝鮮、台湾に15個中隊という布陣になり、このうち
戦闘機は華北に飛行第16聯隊第1大隊、飛行第2大隊、飛行
第8大隊と独飛第9中隊、満州に飛行第11聯隊（4個中隊）、
内地に飛行第１聯隊（3個中隊）、朝鮮に飛行第9聯隊の1個
大隊（2個中隊）、台湾に飛行第8聯隊（2個中隊）となった。
　7月24日、飛行第2、8大隊と独飛第9中隊は他の部隊と
ともに南満州の奉天に集中した。3日後、北京・天津地区の
掃蕩が命令されると、戦闘機隊は月末まで地上部隊を支援。
中国軍が撤退すると飛行第8大隊は28日に天津まで前進し、
九五戦の翼下に30kg爆弾2個を吊り下げて地上協力を続け
た。天津に前進していた飛行第2大隊は29日早朝に飛行場
で敵地上軍の急襲に遭ったが、部隊全部で防戦し、夜明けか
らは九五戦が離陸して中国軍を撃退した。
　8月初めに中国軍に援軍が到着し、西から北京地区をおび
やかすと満州に残っていた飛行集団は承徳に前進、張家口へ
の爆撃をはじめ、月末まで作戦を実施して満州に帰還した。

2-2.　陸軍戦闘隊、初めての空戦

　多くの部隊が満州に帰還したあとも戦闘、偵察、重爆各２
個中隊からなる臨時飛行団が華北に残って作戦を続け、こ
れに加わっていた飛行第16聯隊第1大隊は8月22日に張北
へ移動し、チャハル省の地上作戦協力や哨戒を実施していた
が、9月初めには九四式偵察機1機が中国空軍の基地のある
太原で失なわれた。
　9月19日、水谷勉大尉指揮の第2中隊は大同の西を飛行中
に中国機を見つけ、廣瀬吉雄中尉が九五戦4機を率いてこれ
に向かい6機のO-38と交戦、4機はそれぞれ1機ずつを撃墜
した。これが陸軍戦闘隊初の空戦で、その戦果に対し各方面
から祝電が届いた。2日後の21日、飛行第16聯隊の全力、
九五戦21機が飛行第12聯隊の九三式重爆撃機を掩護して太
原に向かい、敵機10機と交戦して9機を撃墜したが、隊長
の三輪寛少佐は地上砲火により戦死した。
　これ以後の戦闘はなく、10月初旬に部隊は海浪に復帰した。

▲飛行第16聯隊の三輪寛少佐。昭和12年9月21日、飛行第16聯隊
の全力を率いて、太原攻撃に向かう飛行第12聯隊の九三重爆を援護し
た三輪少佐は地上砲火に倒れた。
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2-4.　戦闘は華中に広がる

　昭和12年8月半ば、上海の日本権益を守っていた日本海
軍の陸戦隊と中国軍が衝突すると、大本営はここに援軍を送
ることに決定、陸軍では9月に台湾の航空部隊に動員をかけ
て、軽爆1個中隊、重爆1個中隊に加えて屏東の飛行第8聯

2大隊がコルセア1機を撃墜した。こののち飛行第8大隊は
華中戦線に移るため、立山武雄少佐の指揮で24機が太原か
ら北京、石家荘をへて12月26日に南京の大校場に移動した。
　飛行第2大隊は、九三重爆の航続距離が短いために、陸軍
の要請により華北に進出してきた木更津海軍航空隊の九六
式陸上攻撃機を掩護して11月末から12月にかけて洛陽を襲
い、また太原から地上攻撃を行なって味方地上軍を助けた。
　昭和13年1月22日に彰徳へ前進した飛行第2大隊は、飛
行第6大隊に新しく配備された九七式重爆撃機の試作機2機
の1月30日の洛陽攻撃に第1中隊の8機を掩護につけ、ソ連
空軍から派遣されたポリカルポフI-152と交戦、13機を撃墜
して、九七重爆も爆撃後に高速で離脱して無事帰還した。

2-3.　華北での空戦

　一方、これまで空戦がなかった華北では、9月18日に第2
大隊第2中隊長の佐藤主計大尉が地上攻撃中に対空砲火によ
り戦死した。10月1日、他の部隊とともに飛行第8大隊が太
原に進攻、敵飛行場を銃撃した際には、上空掩護の西川清中
尉と川田一伍長がカーチス・ホーク複葉戦闘機1機と遭遇、
協同でこれを撃墜し、大坪正義准尉は軽爆1機を撃墜した。
　10月6日には沢田貢中尉の率いる飛行第2大隊の九五戦3
機がカーチス・シュライク3機と交戦して1機を撃墜。さら
に10月25日には、第1中隊の4機が磁縣で2機のヴォート・
コルセア複葉機を邀撃して撃墜した。
　飛行第8大隊は10月15日に忻縣で2機、30日に忻口上空
で1機の敵戦闘機を撃墜、11月11日の洛陽攻撃では飛行第

隊から九五戦1個中隊からなる独立飛行第10中隊（中隊長：
安部勇雄大尉。満州に送られた同名の部隊とは違う部隊）を
編成し、9月18日に上海の王濱飛行場に進出、第3飛行団を
構成した。
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　同方面は海軍の空母飛行機隊や上海の公大飛行場に進出し
た基地航空隊の九六式艦上戦闘機が制空権を握っており、独
飛10中隊は地上協力のみで空戦の機会はほとんどなかった
が、10月25日夜、佐野清則曹長が上海上空で爆撃機を撃墜
し、日本陸海軍戦闘機隊を通じて初の夜間撃墜を記録したこ
とが特筆される。

　おりから始められていた海軍機による南京空襲に、九六艦
戦には劣るものの独飛10中隊の九五戦も参加し、12月3日
には安部大尉指揮で偵察機を掩護、大校場では地上攻撃で2
機を破壊し、迎撃してきた敵機8機を撃墜した。
　12月13日、中国の首都、南京は陥落したが、中国政府は
漢口に逃れて抗戦を続ける。

2-5.　徐州を巡る戦闘〜日華事変終結は失敗した〜

　昭和13（1938）年初め、日本第1軍と第2軍は別々に鉄道
に沿って南に進軍、中国軍主力は黄河と揚子江の間にあり、
中国空軍もその支援を行なっていた。
　3月8日、彰徳を出撃した飛行第2大隊は西安で空戦し、
第2中隊の九五戦8機がグラジェーター3機と2機のI-152を
撃墜。帰途、第1中隊は遭遇した4機のI-152全てを撃墜し
た。3月11日には新隊長の寺西多美弥少佐の率いる第2大隊
13機が西安で4機のI-152とグラジェーター1機を撃墜する。
　一方、華中では3月10日、飛行第8大隊が蚌埠で3機のツ
ポレフSB-2を邀撃して全機を撃墜。14日には西川中尉と秀
島政雄軍曹が蕪湖でSB-2を撃墜してロシア人乗員を捕虜とし
た。この日さらに部隊は1機ないし2機の撃墜を記録している。
　南京の陥落後、杭州に移動して哨戒飛行を行なっていた独
飛10中隊は3月16日、安部大尉、吉瀬桂曹長、粉川宗三軍
曹で5機のSB-2を蚌埠で邀撃し、その2機を撃墜した。
　3月末、独飛10中隊は南京に移動し、さらに安慶、九江と
移動しながら哨戒にあたっていた。4月30日、高月光大尉の
率いる九五戦5機は蚌埠で3機のSB-2 を邀撃、粉川軍曹が1
機を撃墜し、落下傘降下中の搭乗員1名を射殺した。吉瀬曹
長が2機目を撃墜し、高月大尉と粟生誠太郎准尉が協同で3
機目を撃墜している。
　北方では、3月25日に飛行第2大隊の九五戦16機が帰徳
でI-15と交戦、19機を撃墜したが、第1中隊のトップエース
の川原幸助中尉を失った。4月10日にも飛行第2大隊の九五
戦12機と、到着したばかりの九七式戦闘機3機が帰徳で約
30機の戦闘機と戦って24機撃墜を記録した。

　この2回の帰徳上空の空戦は、それまで上海や南京で海軍
戦闘機隊の後手に甘んじていた陸軍戦闘隊の名声と士気を大
いにあげ、さらに5月20日に飛行第2大隊の24機が蘭封に
進攻して12機を撃墜すると、3月には飛行第2大隊第1中隊
に、5月には飛行第2大隊に感状が授与された。
　飛行第8大隊も第1中隊長の杉浦勝次大尉率いる10機が毫
県飛行場を攻撃して、折から着陸中の敵十数機と交戦して撃
墜5機、炎上5機の戦果をあげた。
　揚子江の哨戒を実施していた独飛10中隊は6月26日に2
機のSB-2を追撃した際、南昌上空で約60機のI-16に鶴田静
三中尉以下4機が包囲された。35分にわたる苦闘で9機を撃
墜したものの、鶴田中尉と吉瀬曹長は戦死、佐野曹長は20
数発被弾して生還し、遠部喜久雄少尉だけが無傷で帰還した。
　この時期に展開された徐州会戦は日本軍の中国軍主力の殲
滅の意図とは遠く、中国軍は西方に逃れて作戦は頓挫したた
め、大本営は中国政府の新しい首都である漢口を占領して中
国での戦いを収拾しようと企画した。
　しかし、その前に戦闘が一段落すると中国で戦っていた陸
軍航空部隊の再編が実行された。動員されていた部隊はそれ
ぞれ固有の部隊として編成され、また飛行戦隊と飛行場大隊
（整備部隊）に分離独立した。
　これにより7月31日、飛行第8大隊は飛行第77戦隊と第
41飛行場大隊に分離独立した。その翌日、飛行第2大隊と独
飛9中隊（編成以来空戦はしていない）が合体して、飛行部隊
は飛行第64戦隊となった。独飛10中隊はそのままの形で以
後も作戦に参加していく。

◀昭和13年7月31日付けで飛行
第８大隊は飛行第77戦隊と第41
飛行場大隊に分離してそれぞれが独
立した戦術単位となった。写真は飛
行第77戦隊の九五式戦闘機で、戦
隊マークはアラビア数字の「77」を
図案化したもの。
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2-6.　中島九七式戦闘機の登場

　九五式戦闘機が採用されたばかりの昭和10（1935）年末、
日本陸軍は早くも次期戦闘機の開発を中島、三菱、川崎の3
社に命じた。これは単発、低翼単葉で最大速度450km/h、
上昇力は高度5,000mまで6分という性能を要求するもので
あったが、武装は相変わらず7.7㎜機関銃２挺のままだった。
　キ-27と名付けられた中島機は昭和11年10月に完成、試
飛行は10月15日に行なわれ、続いて三菱のキ-33や川崎の
キ-28も加わって昭和12年春にかけて審査がなされた。結果、
中島のキ-27がもっとも優れた性能を示したため、同年12月
に「九七式戦闘機（略称、九七戦）」として採用された。
　本機は空冷星形9気筒780馬力の中島ハ-1乙エンジンを搭

載する全金属製低翼単葉、固定脚機であり、高度3,500mで
最高速力460km/hを発揮、実用上昇限度は1万2,250mで、
上昇力は5,000mまでに5分22秒、巡航速度は434km/h、
増槽なしでの行動半径400km、2個の増槽をつけて480km
だった。　生産は群馬県太田にできた中島飛行機の新工場で
昭和11年12月から始められ、1940年後期までに2,007機
が完成した。その後も引き続き立川飛行機と満州飛行機が昭
和17年末までに計1,379機を生産した。
　九七戦の初空戦は前章で述べたように飛行第2大隊による
4月10日の帰徳空戦で、その運動性はのちのノモンハン事変
で存分に発揮されることとなる。

2-7.　漢口への戦いと中国奥地爆撃

　昭和13（1938）年7月、独飛10中隊は九五戦から九七戦に
機種改変、同時期に飛行第64戦隊第1中隊も九七戦に改変
し、第２中隊と第3中隊（元の独飛9中隊）は九五戦を使い続
け、漢口攻略戦時に第2中隊が改変し、彰徳に残っていた第
3中隊も11月から九七戦に置き換わりはじめ、昭和14年3
月に改変を終えた。飛行第77戦隊はしばらく九五戦のまま
で、昭和14年10月に満州へ移動する際に九七戦に改変した。
　漢口攻略戦が始まった際、飛行第64戦隊の2個中隊は二
套口に基地を置き、独飛10中隊と飛行第77戦隊は安慶にい
た。漢口での空戦は主に海軍の九六艦戦が行なっていたが、
陸軍の戦闘機も時おり空戦の機会があった。
　8月21日、村岡信一大尉指揮の飛行第77戦隊の九五戦6
機は漢口飛行場を銃撃したが、上空掩護の江藤豊喜中尉と川
田一軍曹はI-16やグラジェーター戦闘機と空戦となり、残り
の4機もこれに参加して合計8機を撃墜、江藤中尉は2機を
撃墜したのち揚子江に不時着水し、無事に救出された。
　10月6日には、飛行第77戦隊の岡本正治中尉率いる3機
が信陽で8機のSB-2を邀撃してその2機を撃墜した。

　10月半ばに中国政府は漢口から重慶に移り、ここを首都
と宣言する。漢口を巡る戦いで日本陸軍は事変終結の機会を
失い、また中国奥地への進攻もできず、漢口地区（武漢三鎮
と呼ばれた）を確保するに留まった。
　昭和13年7月1日、各務ヶ原で九七戦2個中隊の飛行第
59戦隊が編成され、東満州とソ連国境で起きた張鼓峰事件
に備えて満州東部の延吉に移動したが、事件が落着したので
9月8日に安慶へ移動し、廬山攻略戦に協力、10月末に二套
口に、11月3日には漢口に前進した。
　漢口陥落にともない陸海軍の航空部隊はここに進出、陸軍
の三菱九七式重爆撃機（キ-21）やイ式重爆撃機（イタリアの
フィアットBR-20を急きょ購入した）も進駐して新首都重慶
への攻撃準備を始めた。これらは昭和13年12月に1度重慶
を爆撃し、翌年2月にはソ連機供給の拠点であった蘭州へも
3回攻撃を行なった。
　漢口と重慶の距離は780km、蘭州まででも680kmあり、
落下増槽をつけても行動半径450kmの九七戦はもちろん、
海軍の九六艦戦でも到達できず、陸軍の重爆も海軍の陸攻

▶︎昭和12年12月に制式制定された中島
飛行機開発の「九七式戦闘機」。固定脚な
がらも日本陸軍戦闘隊が手にした初の近代
的戦闘機といえ、その運動性の高さはノモ
ンハン事件においてソ連空軍機を相手に存
分に発揮されることとなる。写真は飛行第
64戦隊第1中隊の機体で、多久和茂軍曹
の乗機。同中隊は昭和15年に戦隊を離れ
て華南で作戦をしており、その際に中隊長
の丸田大尉の名にちなんだ中隊マークを垂
直尾翼に記入した。
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も、戦闘機の掩護なしの単独進攻を余儀なくされた。
　漢口での飛行第59戦隊は、時折来襲するSB-2（実際はソ連
義勇軍のDB-3）を邀撃して1〜2機を撃墜した。
　昭和13年10月下旬、諸外国の援助の中心となっている広
東の攻略戦が行なわれ、飛行第64戦隊の2個中隊は11月9

日に台湾経由で天河飛行場に進出、ノモンハン事件に参加す
るまで駐留し、第3中隊は昭和14年3月に太原に移動して
華北の地上戦を支援した。4月29日には第3中隊は新装備の
九七戦7機で運城から南鄭に進攻、迎撃してきた20数機の
I-15と交戦して11機を撃墜し、外村中尉以下2機を失った。

2-8.　満州の陸軍戦闘隊

　話はさかのぼり、昭和6（1931）年9月、満州事変が始まる
と、陸軍の航空部隊もここで活動をはじめた。
　独飛10中隊（前項で述べた、昭和12年に編成された同名
の部隊とはまた別の部隊）は甲式四型戦闘機装備で活動して
いたが、この部隊と、昭和7年6月に内地からの3個中隊で
飛行第11大隊が満州で編成され、翌年2月の熱河作戦に参
加したが、空戦は経験しなかった。
　日本政府が国民へ満州への移住と開拓を奨励すると、ソ連
の脅威に対抗するため地上部隊とともに関東軍飛行隊（昭和
10年に関東軍飛行集団に名称変更）は次第に戦力を拡張、昭
和12年6月には5個中隊から3個大隊（9個中隊）となった。
　昭和9年11月、飛行第2大隊（昭和12年に編成された部隊
とは異なる）が、立川の飛行第5聯隊で編成され、2個中隊編

成で翌月に満州へ派遣された。昭和10年12月の軍拡で飛行
第2大隊は飛行第16聯隊（戦闘機2個中隊、軽爆2個中隊）に
編入され、東満州の牡丹江に移動、また飛行第11大隊は飛
行第11聯隊（戦闘機4個中隊）となった。
　昭和12年8月、関東軍飛行集団は第2飛行集団と改称、翌
年8月には満州の陸軍航空部隊も編成改正され、第2飛行集
団は4個飛行団7個戦隊、うち4個が次の戦闘機隊であった。
　飛行第33戦隊：杏樹／九五戦3個中隊
　飛行第59戦隊：中国派遣中／九七戦2個中隊
　飛行第11戦隊：ハルピン／九七戦4個中隊
　飛行第24戦隊：ハイラル／九七戦2個中隊
　朝鮮の第2飛行団は3個戦隊からなり、会寧の飛行第9戦
隊（九五戦2個中隊）も第2飛行集団の指揮下に入った。

2-9.　ノモンハン事件のはじまり

　昭和14（1939）年5月13日、ハイラルの第23師団は、前
日に700名の蒙古兵がノモンハン近郊を越境してきたとの報
告を受けた。師団長の小松原道太郎中将はこれを断固撃滅す
るべく、支隊をノモンハンに派遣した。
　この時、ハイラルの飛行第24戦隊はこの地域の哨戒を指
令されたが、戦隊長の松村黄次郎中佐は基地に留まると返答
した。これは戦隊が前年の9月に飛行第11戦隊から
基幹要員を受けて編成されたばかりで、まだ訓練中
だったからだ。
　その夜、関東軍司令官は飛行第24戦隊を偵察の飛
行第10戦隊とともに第23師団の指揮下におくと命
令、飛行第24戦隊は5月18日から1個中隊を交互に
カンジュル廟に前進させて国境地域を哨戒した。
　5月20日1810時頃、第１中隊の九七戦3機はR-Z
直協機が越境しているのを発見し、鈴木昇一中尉と辰
己曹長がこれを撃墜して、この事件における最初の戦
果とした。翌日には第2中隊が1機のR-Zを撃墜し、
22日には第1中隊の3機がI-15、I-16からなる編隊と
交戦し、可児才次大尉、木村曹長、辰己曹長がI-16各
1機を撃墜した。
　第23師団が攻勢をかける5月26日、戦隊はさらに
3機を撃墜したが、偵察機がタムスク基地に66機の
敵機の存在を報告した。これに対抗するために飛行第
11戦隊の第1中隊と第3中隊が採塩所に前進した。

　5月27日夕方、島田大尉率いる第1中隊の九七戦6機は高
度3,000mでI-16多数と交戦し、損失なしで9機を撃墜した。
その翌日、飛行第11戦隊の2個中隊は大空戦を展開して42
機を撃墜、1機が撃墜されたが、乗員は落下傘降下で生還した。
　6月1日空戦では1機のI-16の撃墜があり、地上では第23
師団の後退で戦闘は終結したと思われた。
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2-10.　激しい戦闘の再開

　ところが、ソ連側は空地ともに部隊を増強、6月17日から
攻撃を開始したため、19日、日本陸軍航空諸隊はノモンハ
ン近郊の前進飛行場群に進出するよう命令された。
　九七戦2個中隊からなる飛行第1戦隊は5月31日に動員命
令を受け、各務ヶ原からハルピン近郊の孫家へ6月2日に進
出し、第2飛行集団の第7飛行団の指揮下に入った。
　さらに6月24日、飛行第１戦隊の第1中隊はカンジュル廟
基地に前進し、飛行第24戦隊の指揮下に入った。
　6月22日午後、国境のカンジュルの南東に位置するアムク
ロを越境してきたソ連戦闘機を飛行第24戦隊第2中隊が邀
撃、約60機のソ連戦闘機と戦って18機を撃墜し、中隊長の
森本重信大尉を含む4名を失ない、さらに1機が不時着した
が、乗員はのちに帰還した。この戦闘に途中から加わった第
1中隊は2機を撃墜。その1時間後、警報により第1中隊が
離陸、10機あまりのI-15と同数のI-16と交戦すると、これ
に第2中隊も加わり、損失なしに25機を撃墜した。
　翌日は飛行第11戦隊第4中隊が撃墜１機を記録し、24日
朝には岩橋譲三大尉率いる同中隊が約60機の敵機を襲って、
損失なく12機を撃墜。その夕方、飛行第11戦隊第2中隊は
10機あまりのI-16と戦って1名を失い、3機を撃墜した。
　24日には飛行第11戦隊の第1、3中隊もハイラルに前進、
26日には飛行第1戦隊の大部が採塩所に進出し、第1中隊も
合同した。この日の夕方、飛行第1戦隊の本間中尉、垂井曹長、
新井伍長はソ連戦闘機6機を撃墜して部隊の初戦果とした。
　この時期、ノモンハンには3個戦隊計8個中隊の戦闘隊の
他、重爆6個、軽爆1個、偵察2個各中隊も進出しており、
ソ連の航空兵力を撃滅するべく、6月27日にタムスクや他
の蒙古の飛行場への攻撃が戦爆連合で実施された。重爆や軽
爆は戦闘機3個戦隊に掩護され、上空掩護に徹した飛行第24
戦隊は撃墜３機に留まり、飛行第1戦隊は損失なく撃墜45
機を、飛行第11戦隊は2名の戦死で撃墜50機を記録。戦術

的には大成功だったが、事件を拡げないために蒙古国内への
侵攻は不適当と中央は考え、6月29日に禁止された。
　その結果、陸軍戦闘隊の行動は蒙古・満州国境を流れるハ
ルハ河上空の作戦に制限された。哨戒は朝から晩まで終日行
なわれ、真夏の過酷な条件のなか、たとえ空戦がなくても比
較的少数の乗員は次第に消耗していった。
　一方、日本陸軍地上部隊は総攻撃でソ連軍を破ろうと7月
2日に70台の戦車を動員して歩兵とともにハルハ河左岸に設
置された強化点に攻撃をかけたが、敵戦車に遭遇して真夜中
までに進撃を止められ、戦車隊は甚大な損害を受けた。翌朝、
日本軍歩兵は河をわたり、絶えず対岸の高所から砲撃して日
本軍を悩ませている砲兵隊を目標に攻撃をかけたが、攻撃は
頓挫し、7月4日には右岸に撤退を余儀なくされた。
　7月の上旬、戦闘隊はたえず交戦し、飛行第1戦隊は3、4、5、
10日の空戦で損失なく80機撃墜を記録。飛行第11戦隊は6
月23日から7月11日にかけ撃墜205機、不確実撃墜6機を
あげ、10名が戦死、4名が負傷した。飛行第24戦隊は3、4、
8日の戦闘で不確実を含み43機の撃墜を記録した。
　多くの空軍がそうであるように日本陸軍航空部隊も戦果は
撃墜機数で表したが、損失は戦死者と負傷者の数で表され、
実際に失なわれた飛行機の数は記録されていない。ノモンハ
ンのステップ地形では撃墜されても不時着でき、落下傘降下
も含めて無事に帰還した例も多かった。
　たとえば7月4日、飛行第11戦隊第3中隊長の藤田隆大尉
は交戦中発火して落下傘降下し、顔に大やけどを負ったが、
部下の花田富雄曹長はその降下地点に着陸、大尉を胴体内に
収容して帰還、この手の救出劇の最初の例となった。
　また7月12日、飛行第1戦隊が空戦で11機を撃墜し、2
名が未帰還となった際には、戦隊長の加藤敏雄中佐が敵地に
大やけどを負いながらも落下傘降下、部下の松浦軍曹が傍ら
に着陸しての救出に成功している。

▶︎ノモンハン事件におけるソ連側の兵力
増強ぶりをみた陸軍中央は航空兵力の増
援を命じた。写真はそれによって動員さ
れた飛行第1戦隊の戦隊長搭乗機（ただ
し、出動前に各務原で撮影されたもの）
で、カウリング先端を黄、その後ろを赤
で塗装し、胴体や主翼に赤帯を書き込ん
でいる（方向舵は青で片仮名の「イ」を黒
で記入）。太いタイヤは整備の行き届い
ていない飛行場での運用を考慮した低圧
タイヤ。
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●ノモンハンに出動した飛行第1戦隊の九七式戦闘機の列線。

2-11.　戦闘による疲労とソ連の本格攻勢

　7月上旬に増強されたソ連空軍の活動は活発で、飛行第24
戦隊は7月21日に約20機を撃墜して2名が不時着したが、
それまでに出撃170回、うち20回の空戦で撃墜157機に達
した。23日からの3日間の戦いでは、稼働の九七戦22機で
さらに42機を撃墜して3名が戦死、2名の負傷者を出した。
　7月29日朝、アライ飛行場は約20機のI-16に奇襲され、飛
行第24戦隊は第2中隊の九七戦全機が使用不能となり、第2
波のI-16により九七戦5機が着陸寸前を襲われ、第1中隊の可
児大尉と鈴木中尉が撃墜されて戦死、関曹長が負傷した。
　飛行第１戦隊も確実に戦果を伸ばしたが、7月21日には第
2中隊長の山田計介大尉が敵地に落下傘降下して未帰還とな
り、その2日後には第1中隊長代理の小泉正三中尉が失われ、
24日には第2中隊長代理の伊東俊中尉も戦死、29日には新
戦隊長の原田文男少佐も初陣で未帰還となってしまった。
　こうしたなかの7月26日、華南の広東に駐留していた飛
行第64戦隊が満州への増援命令を受けて8月3日に同所を出
発、5,000kmの移動を終えて7日にハイラルに、15日には
ホシウへ前進し、17日より哨戒飛行を開始した。
　8月4日にホシウに移った飛行第24戦隊は、同日の戦闘
で撃墜7機を記録したが、戦隊長の松村黄次郎中佐が敵地に
不時着、燃えさかる戦隊長機のそばに着陸した西原五郎曹長
は、戦隊長を機体から引き出し、自機に収容して連れ帰った。
　こののち飛行第24戦隊はハイラルに移り、檮

ゆすはら

原秀見少佐
の指揮で戦力回復に入った。戦術家として令名ある少佐は最
近の戦闘を評価し、個人戦闘よりも編隊戦闘を強調、撃墜機
数は減少してもパイロットの損失を少なくするようにした。
　一方、飛行第11戦隊は7月23、24、25、29日の戦闘で
合計117機撃墜を記録、8月1、5、7、12日の空戦でさらに
87機の確実撃墜と11機の不確実撃墜を記録した。
　8月19日、のちの対独戦で有名となるジューコフ将軍の

指揮によりソ連軍の攻勢が始まった。これは蒙古側が自領と
主張する地域から日本軍を駆逐するためで、ハルハ河右岸に
あった日本軍は強烈に圧迫され、部隊によっては壊滅の憂き
目に遭うこととなる。
　この攻勢に協力するためソ連空軍は戦闘機376機、爆撃機
204機、偵察機43機を投入、対する日本陸軍第2飛行集団は
戦闘4個戦隊、重爆と軽爆各1個戦隊、混合2個戦隊（戦闘機
88機、爆撃機36機、偵察機21機）と圧倒的に不利となった。
　この頃、飛行第1戦隊は新戦隊長の吉田直少佐、戦隊付の
牧野靖雄少佐の下で約20機の兵力を持っており、20、21、
22の3日間で確実撃墜13機、不確実撃墜7機を記録し、
24、25日の両日で撃墜９機を、29日からの4日間の戦闘で
確実19機、不確実11機の撃墜を記録した。
　飛行第11戦隊の7月23日の実働は九七戦42機で、8月
21日には32機に減っていた。それでも8月21、25、27、
29、30、31日、9月1日と連続した戦闘で撃墜74機をあげ、
8月22日に第2中隊長の本村孝治大尉を、27日にノモンハ
ン事件のトップエース、第1中隊の篠原弘道准尉を失った。
　飛行第24戦隊は8月24日に九七戦19機で採塩所に、26
日には白銀東に前進し、25〜31日までの戦闘で16機を撃墜。
　新着の飛行第64戦隊は8月20日に6回出撃し、損失なく
1機のSB-2を含む16機を撃墜したが、ホシウ飛行場も銃撃
されて数機が破壊され、採塩所に移った。翌日も7機を撃墜
して3名を失い、さらにその後の2日間で4機を落とした。
　25日には戦隊長の横山八男少佐を含む3機を失ったが、
横山少佐は救出されたものの重傷のため部隊を離れることと
なった。同日、やはり撃墜された戦隊付の奥山清蔵大尉は
27日になって徒歩で部隊に帰り着き、部隊の指揮をとった。
　飛行第64戦隊は30、31日の両日で各7機、8機の撃墜を
記録した。
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2-13.　参加部隊のその後

　ノモンハン事件の終結後、飛行第1戦隊はハルピン近郊の
孫家に移動し、太平洋戦争開戦直前に東南アジアに移動する
までここに駐留した。
　飛行第11戦隊はハルピンに戻り、昭和14（1939）年10月
下旬に武昌に移り、翌年12月まで防空と地上協力に任じて
いたが、太平洋戦争開戦直前に南へ移動した。
　飛行第24戦隊は昭和16年末までハイラルに駐屯し、それ
以後は台湾に移動した。
　飛行第33戦隊は満州東部の杏樹に戻り、ようやく九七戦
に機種改変した。
　飛行第59戦隊は漢口に移動、昭和15年8月から12月には
広東に移動して華南の作戦に協力し、再び漢口に戻った。
　飛行第64戦隊は昭和14年10月に満州東部の東京城に移
動し、このうち第1中隊は翌年1月に広東に派遣されて防空
と地上協力を行ない、昭和16年3月には飛行第64戦隊の他
の2個中隊もここに進出した。

2-12.　ドイツのポーランド侵攻と事件の終結

　9月1日、ドイツがポーランドに侵攻すると、ソ連も東か
らこれに侵攻するため蒙古における活動が鈍ったが、この時
までにソ連はその目的を達していた。日本陸軍は強力な戦車
群と砲兵隊により壊滅的な打撃を受け、ソ連側が国境線とす
る線まで後退を余儀なくされていたのである。
　その結果、9月には航空戦も下火となりつつあったが、こ
の時さらに戦力増強がなされた。8月26日、九五戦31機か
らなる飛行第33戦隊のノモンハン派遣が命令されて平安鎮
に移動し、30日にはトボスに進出して白塩線の鉄道保護の
ため五叉溝から中隊毎に交互に哨戒した。
　この9月1日に戦闘隊は部隊再編を行ない、飛行第11戦隊
第4中隊は飛行第1戦隊第3中隊となり、飛行第24戦隊には
坂川敏雄大尉率いる第3中隊が新設された。これで飛行第11
戦隊の基準戦力は24機に減少したが、第12飛行団の3個戦
隊はいずれも3個中隊編成となった。
　同じく9月1日、飛行第64戦隊は約100機のソ連戦闘機と
渡り合って確実11機、不確実３機の撃墜を記録したが、第2
中隊長の安西秀一大尉ら3名を失った。その翌日には岡本宗
一中尉率いる飛行第33戦隊第2中隊の九五戦3機が約30機
のI-16と遭遇して4機を撃墜、部隊の初戦果とし、被弾した
齋藤庄蔵曹長は体当たりを試みてかわされ、不時着した。
　9月3日、川田武雄大尉が率いる第2中隊の九五戦7機が
高度5,000mで20〜30機の敵機に遭遇、川田大尉は上司か
ら戦闘を禁じられていたため突入を躊躇したが、原田少尉と
石川顕曹長が突進したため、結局全機が戦闘に加入。これに
新手の敵も加わり、悪戦苦闘の末に確実９機、不確実３機の

撃墜を報じて、原田少尉と平木曹長が未帰還、石川曹長は3
機撃墜ののち重傷を負って味方の戦線に不時着し、翌日に死
亡した。
　同日、第3中隊も13機を撃墜、5日には第１、第2中隊が
確実15機、不確実５機の撃墜戦果をあげた。これが飛行第
33戦隊の本事件での最後の空戦となった。
　9月中旬になると停戦の気配も漂いはじめていたが、日本
陸軍航空部隊はタムスク進攻を試み、9月15日に飛行第24
戦隊は9機のI-15と4機のI-16を撃墜、飛行第1戦隊は撃墜
４機を報じ、飛行第64戦隊は2機撃墜で1名を失ない、飛行
第11戦隊は第1中隊の島田健一大尉と吉山曹長を失った。
　到着したばかりの飛行第59戦隊はこの出撃が最初で最後
となり、第2中隊が奇襲を受けて5名を失ったが、生還した
パイロットは11機撃墜を報告した。
　この翌日の9月16日、停戦が締結されてノモンハン事件
は終了した。この時までの陸軍戦闘機隊の戦果と損失は次の
通りであった。

部隊名 戦果 損失
飛行第１戦隊 確実245機、不確実95機 16名
飛行第11戦隊 確実530機、不確実50機 19名
飛行第24戦隊 確実214機、不確実56機 12名
飛行第64戦隊 確実52機   8名
飛行第33戦隊 確実41機、不確実8機   3名
飛行第59戦隊 確実11機   5名
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