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南房総の歴史･文化財･戦争遣跡
NPO法人安房文化遺産ﾌｫｰﾗﾑ愛沢伸雄

●南房総｡安房の地域的な特性とは

●日本の歴史から南房総｡安房をみる

南房総は気候に恵まれた半島で、海や山など豊かな

古代から近現代の日本列島の歴史に関わる重要な事
例を南房総の地から見いだすことができます。たとえ
ば、館山市沼にある大寺山の舟葬墓は5世紀頃に海の
豪族たちが船を墓として葬送したものだが、それまで
埴輪だけで推定されていた墓が実際にあったという証
明となり、軍事的な拠点に生きた海の支配者の姿を知

自然環境を育んできたことから、花・食・里山・黒潮
など、第一次産業に関わる風土イメージのみで語られ

てきました。しかし、歴史的文化的な視点からみると、
房総半島は日本列島のほぼ中心部にあって、関東を背
後にもつ太平洋に突き出た半島として、太平洋世界
（黒潮）の豊かな海洋文化を育み、人びととの交流をす
すめてきた地域でした。そして関東での政権所在地で
あった鎌倉・江戸・東京から見ると、東京（江戸）湾

る画期的な発見となりました。また、6世紀頃の壱岐

から出土したと同じ鳳鳳の冠頭大刀をもつ豪族が埋葬
されていた翁作古墳や、景行天皇の伝承とともに忌部
一族の移住から高家神社に関わる「高橋氏文』などの

の入口に位置する半島先端地域の南房総は、古代より
戦略的な要衝の地と見なされていました。

解釈を通じて、大和朝廷の東国支配のなかで、どんな
役割を担って南房総・安房が拠点化されていたかを知
ることができます。さらに、11世紀の房総半島の武士
団の出現に関わる平忠常の乱や源平両家の関係、ある

この南房総の人びとの暮らしや生き方から地域の特
性を考えてみましょう。まず台風や一時的な豪雨があ
る海洋 性気候のもとで、人びとは植生的な特性を活か
した農業形態を生みだし、なかでも花き栽培などに工

いは安房に丸御厨を

夫をこらした花作り農業をおこなってきました。また
古代から自力で海に潜って魚介類を採取したり、肥料

もつ源頼朝が南房
総・安房の武士の力
を借りて再起を図

や食として海藻を採集する磯根漁業、あるいは鯨やマ
グロなどと格闘し獲物を得る「突きん棒」漁など、地

り、鎌倉幕府の誕生

域に根ざした海洋文化をつくってきました。そして忘
れてならないのは、環太平洋造山帯に位置した世界的

につながっていった

経緯から、この地域

な地震多発地帯のなかで、元禄地震や関東大震災など

のもつ歴史的な役割
は決して小さいもの
でなく軍事的にも海
上交易でも最重要拠
点であったことを示

の大災害で破壊されても乗り越えてきた人びとの暮ら
しや生き方があったということです。

このような人びとの姿とともに、古代より中央政権
や地域支配者は、太平洋に突き出た半島部が同時に東
京（江戸）湾口部という地政的な位置に着目し、海上
交易や軍事戦略の要衝にしたという歴史的な特'性があ
ります。南房総・安房に強い関心をもち、その重要性
を認識した中央政権や地域支配者たちは、交易に関わ
る施設や軍事施設だけでなく、交易や漁業に関わる神
社仏閣などを通じての地域支配のために数多く設置し

しています。

源頼朝上陸の碑（鋸南町）

ところで、北条家紋の入った瓦が出土した全国初の

萱野遺跡やそのことと関連する鎌倉諸寺、北条氏の荘
園、その後所領を受け継いでいった足利氏や関東管領
上杉氏の動きがあり、そのなかで登場してきたのが房
総里見氏でした。15世紀中頃、鎌倉公方足利氏の側近

ていきました。

これまで中央政権や地域支配者の意図的な政策によ
って、文化財や史料が残されてこなかったとか、ある
いは戦乱や地震・津波の大災害によって、多くの文化
財や古文鍔が失われたということがあります。歴史的
な出来事の痕跡が少なく、その事実も埋もれたままに

として現れた里見義実は、関東管領上杉氏が支配して

いた房総太平洋沿岸や東京（江戸）湾口部の海上交易
を奪うために、その拠点のひとつであった南房総白浜
に入部しました。この頃、関東ではすでに応仁の乱の
前段にあたって、鎌倉公方足利氏側と関東管領上杉氏

なっているなかで、数少ない古文書を再考したり、考
古的な発掘や民俗学的な調査研究などによって、少し

が東西両派に分かれて享徳の乱という戦国期の幕開き
となる大争乱を始めています。実は江戸時代の人びと
には、この頃起こった関東の大争乱のイメージが残っ

ずつ解明されてきています。

ていたので、曲亭馬琴は『南総里見八犬伝』のなかで、
ノ
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里見氏稲村城跡（館山市）

稲村城跡ふかん図

その時代を舞台背景にしていったのではないかとの研
究もあります。

●南房総･安房から｢平和の文化｣の発信

安房国は鎌倉に近く、上杉氏との戦いの最前線であ
り、その拠点には稲村城や滝川城がつくられ、その後、
南房総・安房から北上して房総半島全域の支配に乗り
出していく戦国大名里見氏があったのです。そこに立
ちはだかったのが、対岸三浦半島や伊豆半島で力をつ
けていった後北条氏でした。海上交易など東京（江戸）
湾の制海権をめぐる里見と後北条の水軍などの戦いが、
40年近く繰り広げられました。一時里見氏と後北条氏
は和平策のなかで力を温存し、とくに後北条氏は上杉

幕末からアジア太平洋戦争までの近現代では、歴史
的な出来事の痕跡が数多くあります。なかでも東京
(江戸）湾口部にあったことで、対.外政策上の軍事戦略
では、東京湾要塞砲台群の施設をはじめ、さまざまな

戦争遺跡があります。20世紀前半期は「戦争の世紀」
といわれるが、この南房総はアジア太平洋戦争の軍事
拠点をもつ東京湾要塞地帯として、館山海軍航空隊や
館山海軍砲術学校、そして洲ノ埼海軍航空隊などが設
縦され、戦争末期にはこの地の住民たちも含めて、帝
都防衛のかけ声のもと本土決戦体制が敷かれました。
陸海軍のさまざまな特攻基地など、アメリカ軍の上陸
を想定した7万人近い部隊を配置したなかで敗戦をむ
かえ、1945年9月2円に戦艦ミズーリ号で降伏文書が
調印されると、翌日にはアメリカ占領軍が上陸し、館
山は本土で唯一直接軍政が敷かれました。
戦後、軍都館山の人びとの戦争による傷跡は深く、
市民たちは平和を求めていました。日本が国連へ加盟
したのは1956年ですが、すでに1951年のユネスコ総会
で日本は60番目のユネスコ加盟国として認められまし
た。その背景には、1947年世界で最初に民間ユネスコ
運動を始めた仙台ユネスコ協力会の結成があり、その
活動が国際的に評価されたからといわれます。翌年に
は全国でも数番目、千葉県内では初めての館山ユネス
コ協力会が設立され、地域から「平和の文化」をつく
る運動が始まりました。そのなかで1951年、館山ユネ
スコ保育園を創設し、後に「ユネスコ」名を冠するこ
とは法律で禁止されたこともあり、世界でただ一つ

謙信などとの戦いを通じて関東支配を広げていったも
のの、駿後は秀吉の支配に屈しました。一方、里見氏
は秀吉や家康との関係のなかで源氏の流れをもつ外様
大名として上手く立ち回ったが、17世紀初頭、軍事的
戦略的拠点を支配し、強力な水軍をもった外様大名里
見氏には、家康からさまざまな口実をつけられ改易さ
れていったのです。こうして南房総は江戸幕府という
中央政権の関係者が直接支配する地域となっていきま
した。
ｌ●４▲

｢ユネスコ」がついた保育園が今もユネスコ精神で運営
されています。
｢元順号」日中友好の碑（千倉町）館山城（館山市）
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問題などが深刻化しています。さまざまな課題が地球

ユネスコ精神を平和学習に

的規模となり、世界の人びとが協働していかなければ、
一国だけでは解決できない時代となっています。国家
間に戦争がない状態が平和であるとの認識から、地球
的規模の問題が解決されていくことなしには、結局、
真の平和はないという認識が共有されるようになりま
した。貧困・飢餓や環境の悪化、人権侵害・抑圧など、
人間が人間らしく生きることを妨げている社会構造を

〜平和･交流･共生の地から平和を考える〜
ユネスコは、第二次世界大戦の反省を踏まえ、国際
理解教育の名で世界平和のための教育を立ち上げまし

た。その基礎になったのがユネスコ憲章で、その前文
にはこのように記載されています。「戦争は人の心の中
で生まれるものだから、人の心の中に平和の砦を築か

多角的に分析することで、さまざまな紛争や戦争の原

なければならない」

因を探ることができます。同時に争いの火種は除去で

国連は1986年を「国際平和年」にするとともに、ユ
ネスコは国際平和会議を開催して、人間こそが平和を

きるし、課題の解決への展望があることを示してきま

した。その希望を子どもたちに伝えていく役割が平和

つくっていく主人公ととらえ、人間に対する限りない

学習にあります。

信頼と希望を宣言しました。89年、「人の心の中の平和
に関する国際会議」において、初めて「平和の文化」
という概念が使用され、あらためてユネスコ憲章精神

一人ひとりの日々の暮らしや生き方に、地球的規模
の課題を解決していく核心があり、「平和の文化」を築
いていく基盤があります。「わたしの平和宣言」にある
平和や人権を尊重する考え方や行動は、人間としてあ
たりまえのことであり、地域に生きてきた先人たちも
願ってきたことであります。自分が生きる地域に「平
和の文化」の痕跡を見いだし、その歴史的な素材を活
用した平和学習のあり方を探ってみましょう。
これまでの平和学習では、戦争の悲惨さを教えるた
めに教材に工夫を加えたり、戦時中の遺品収集や戦争
体験の伝承を取り上げてきました。それらのことは、
戦争体験の継承を通して戦争の悲惨さを学び、平和の
大切さを発信する人を育てていくうえで、大きな役割

が見直されました。95年のユネスコ総会では「平和、

人権、民主主義のための教育宣言」を採択し、97年国
連総会決議によって、2000年を「平和の文化・国際年」
と定め、翌01年から10年間を「世界の子どもたちのた
めの平和と非暴力の10年」と決議しました。

「平和の文化」理念は、平和へのアプローチを人間
中心において、「平和の砦」を築いた人間に平和の創造
を期待しています。そして、生命の尊厳や人権尊重を

基盤にした「平和の砦」を自らの心に築いた人間同士
が連帯し合うことを求めています。国連総会が「平和

を果たしてきました。ただ「戦後60年」が過ぎ、戦争

の文化に関する宣言」を採択した際に、ユネスコでは

体験の継承という点で地域に住む体験者から「生きた

世界に向けて「平和の文化」を築いていくとは、一人
ひとりにどんなことを願っているかを「わたしの平和

証言」を聞く機会がなくなり、これまでの学習のあり
方を検討する時期になってきました。

宣言」で示しました。
旬

垂f

①わたしはすべてのいのちを尊敬します、

②わたしは暴力を拒否します／使いません／許し
ません／なくします、

③わたしはみんなと分かち合います、
④わたしはわかるまで耳を傾けます
⑤わたしは地球環境を守ります、
⑥わたしは連帯を再発見します／再構築します。

人権や民主主義を世界平和のキーワードとするユネ
スコ憲章の理念が生きた「平和の文化」社会の実現、
つまり一人ひとりの心に「わたしの平和宣言」を築い

大司高子作眼
目材紀一鰯炉匡

崖

ていくための平和学習にどう活かされていけばよいの

斑

でしょうか。

21世紀に入っても、世界を見ると貧困・飢餓をはじ
め、経済的格差の増大や地球環境の悪化、そして人口
ﾛ 画 ＝
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館山発祥の合唱組曲「ウミホタル」
'を歌う館山市民

、一
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南房総･安房で平和学習
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戦場にはならなかったが、首都東京を守る東京湾要塞が置かれた館山市に
は、奇跡的に破壊を免れた保存状態のよい戦争遺跡が集積している。歴史の
証人である身近な戦跡を学習の素材に、平和について学習することができる。
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1．街角の戦跡で平和学習
2平和の文化を学習

園街角の戦跡で平和学習
自都東京防衛のため、東京湾要塞地帯の
拠点となる海軍航空基地､海軍砲術学校など
さまざまな軍事施設が館山に置かれた。戦
後､施設は破壊され、その遺跡は地域開発の

ため崩壊が進んだが､約50ケ所(内、A級遺
跡18ヶ所)の保存の良い戦争遺跡が残った。
長野県松代の大本営跡の地下壕に匹敵する全長1.6キロの赤山地下壕、

零戦を隠した掩体壕くえんたいごう）、砲台や弾薬庫跡、本土決戦に備
えた陣地跡など、我が国有数の近代遺跡群と言われる。民家の裏、畑の
一角、海水浴場の隣など街角に残された戦跡である。
コース：赤山地下壌一(徒歩)一掩体壕一アメリカ占領米軍上陸地
（所要時間：約3時間）

■平和の文化を学習．
「南房総の歴史・文化財・戦争遺跡」
(P17）に、考え方が示されている。「｢平和
の文化」をめぐる南房総・安房での痕跡」
(P52）の事例と併せて、ご参照ください。
コース：城山公園一安房博物館一大厳院一
赤山地下壕一掩体壕
（所要時間：1日人数：要相談）
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め、半世紀をかけて建設された
のが東京湾要塞である。南房総
では、洲崎第一砲台や第二砲台
と弾薬支庫、大房岬砲台などの
戦跡があり、東京湾要塞地帯に
住む人びとは、さまざまな規制

海軍航空隊、館山海軍砲術学校など、15年にわたった戦争を物語っ
ている戦争遺跡が数多く残っている。「本土決戦」ではアメリカ軍上
陸が想定され、「一億総玉砕」のかけ声のなかで終戦を迎えた。
1945年9月2日の戦艦ミズーリでの降伏宣言調印式の翌日、館山
に上陸したアメリカ占領軍は、4日間「直接軍政」を敷いた。戦後日
本のスタートになった地として、地域から「平和の文化」を考える

のもとに置かれた。戦争末期に
は「本土決戦」のかけ声のもと、
沖縄戦の次は南房総での戦いを
｢第2の沖縄戦」と想定し、ロケ

東京湾要塞砲台の編成と射界

ット特攻機｢桜花｣や水上特攻艇

素材は多い。

｢震洋」・特攻潜｢海竜｣｢絞龍｣な
ど、さまざまな特攻兵器の部隊

南房総の戦争遺跡群
南房総．安房はアジア太平洋戦争15年間の動きをたどることがで
きる、全国でも極めて貴重な戦争遺跡（以下、戦跡とする）が集中
している地域である。1930年に開隊した館山海軍航空隊は、関東

が配置された。住民たちには「花作り禁止令」のなかで食糧増産を

強要し、火薬になる海草の採取をはじめ、子どもたちの「ウミホタ
ル」採集など、本土決戦の陣地建設や国民義勇兵として、「−億総玉
砕」のスローガンを強いていく体制がつくられていった。いまも残
っている地域の素材から戦争の傷跡を知ることができる。

大震災後に浅瀬となった館山湾のー角に、3年がかりで埋め立てて建
設された海上航空基地であり、当時「陸の空母」と呼ばれていた。
ここでは実戦部隊でも艦上攻撃機のパイロット養成訓練や、航空機
の開発を担っていたといわれ、なかでも館山とサイパン間の約
2,220kmを無着陸で飛行した九六式中型陸上攻撃機（｢中攻｣）の開
発に成功し、その実戦部隊は後に中国の無差別攻撃「渡洋爆撃」へ
の出撃する部隊の先駆けとなった。また空母を中心とする機動部隊
構想のなかで、八ワイ真珠湾攻撃を想定した猛訓練がおこなわれた

4日間の『直接軍政』〜戦後の原点
1945年9月3日AMg程O
米占領軍館山に上陸

といわれる。

館山市は「4日間」本土で唯一「直接軍政」が敷かれ、戦後日本のス

さまざまに残る戦跡のなかでも、航空戦略に関わる極秘の地下壕
として建設されたと思われる「赤山地下壕」（館山市指定文化財）で
は、戦争を推進させていった痕跡を見ることができる｡いまも航空
隊司令室の奉安殿や自力発電所・通信室・医療施設などが壕内に残

タート地点となった。

終戦を迎え、東京湾上の戦艦ミズーリ号で降伏文書が調印された
翌日、アメリカ陸軍第8軍3,500名が館山海軍航空基地に上陸し、

っている。

また、1941年の対米英戦直前にアメリカ海兵隊を模し陸上戦闘
の専門家養成学校として開校したのが、館山海軍砲術学校であった。
厳しい訓練で「鬼の館砲」と呼んだ将兵たちは、海軍初の落下傘部
隊をはじめ、太平洋の島々の激戦場に送り込まれていったが、さま
ざまな戦跡を通じて、戦争によって地域がどのように変わっていく
かを知ることができる。

日清．日露戦争以降、軍事戦略拠点には要塞が置かれ、なかでも

●受入団体一NPO法人安房文化遺産ﾌｫｰ弘

の後、文化団体や公民館と協働して学習会やフィールドワークを積

地域で見過ごされてきた戦争遺跡や里見氏の文化財などに光をあて、
地域教材を活用した授業実践を契機に市民による保存運動が生まれ、そ

み重ねて、平成16年、「平和・交流・共生」を理念に、平和研修や
総合学習を支援するガイド事業などを行うNPOが設立された。

1泊2日のモデル日程（平和学習コース）

私たちがご案内します

園平和学習コース

1日目午前：座学・事前学習「どんな地域か」（1時間）
午後：館山の戦争遺跡めぐり（3時間）
2日目午前：無人島の自然体験（2〜8時間）
回平和の文化学習コース

1日目午前：座学・事前学習「どんな地域か」・安房博物館
（館山市立博物館)・城山公園（昼食）

愛沢伸雄さん

午後：アジア太平洋戦争と赤山地下壕・「本土決戦」と
戦闘機用掩体壕・アメリカ占領軍上陸地と戦後日
本まとめ学習
2日目午前：無人島の自然体験

池田恵美子さん

■コメント

函コメント

いまある文化財を活用して地域から「平

逆さ地図の視点で館山から日本を再発見

和・交流・共生」の理念を学んでいただ

平和文化を学ぶことはワクヮクします。
一緒に学びましょう

けることを願っています。

NPO法人安房文化遺産ﾌｫｰﾗﾑ〒294‑0036干葉県館山市館山95小高記念館TEL&FAXO470‑22‑8271
Eﾒｰﾙawabunka@awa,orjp公式ｻｲﾄhttp://bunka‑isanawajp／Blog安房国再発見http://ameblojp/awabunkal

5

学習・体験プラン把軍和学習体験︶

帝都や要地横須賀を防衛するた

1BBO（明治13）年、東京湾に侵入する敵艦船の航行を阻止する
ために、当時最高の建設．軍事技術によって要塞建設が開始され、
1932（昭和7）年東京湾要塞が完成している。南房総・安房は、
アジア太平洋戦争の軍事戦略拠点として、館山海軍航空隊や洲ノ埼

凹哩平田

戦争遺跡を教材にした平和学習を

平和学習コラム

南房総の戦争遺跡

『平和の文化』をめぐる
南房総・安房での痕跡
NPO法人安房文化遣産ﾌｫｰﾗﾑ愛沢伸雄
逆さ地図でみると房総半島は太平洋に突き出ている。その先端で

災害や戦乱を乗り越え「平和の文化」が生きる地域をつくってきた。

ある南房総・安房の地は、古代より海路の拠点であり、海洋民らが
交流・共生し、異なる文化や価値観を互いに認め合い、「平和の文化」

南房総・安房の地にある「平和・交流・共生」の姿を平和学習の教
材にしたい。

を生み出してきた地域であった。
そのような事例のひとつとして、館山市大綱の浄土宗大巌院には、

零浬

インドの鷲字、中国の蒙字、和風漢字、朝鮮（韓国）のハングルの4
つの国の言葉で「南無阿弥陀仏」と刻まれた江戸時代の石塔がある。
｢平和の文化」を象徴のような石塔が、なぜ館山に存在するのかを考
えてみたい。

ところで太平洋からのプレートで押し上げられる房総半島は、い
まも地窪多発地帯であり、この地の人びとは大きな災害に苦しんで

きた。元禄大地震や関東大震災の痕跡を通じて、どのように困難な
状況を乗り越えてきたかを知ることができる。
古代から近現代まで、様々な支配権力の戦略拠点であり、なかで

.
:
A
2'

も近現代では日清・日露戦争からアジア太平洋戦争にかけて、軍事
戦略上最も重要な役割を担っていた地域である。数多く残っている
戦争遺跡を通じて「平和の文化」の姿がどのように変わっていった

三

隈 蜜

かを学ぶことができる。

逆さ地図

この地図は富山県が作成した地図(の一部)を転戦したものである。(平S総使題76号）

先人たちは地域コミュニティの力を大切にしながら知恵を絞って、

事例2

事例1
大巌院の「四面石塔」と平和の願い

太平洋を渡ったアワビ漁師(器械潜水夫)たち
と戦争

館山市大網の大巌院には、1624（元和10）年建立の平和を願う石
塔がある。秀吉が朝鮮半島で引き起こした壬辰倭乱（文禄の役）に関わ
る供養塔と思われる｡̲建立当時、家康は秀吉によって混乱した東アジア
世界との外交を回復させるために、技致してきた朝鮮人の返還事業や朝

南房総・安房では、古代からアワビを朝廷に献上していたという記録
が残っており、アワビ漁は重要な産業で、この地において脈々と継承さ
れ、「あま（海女・海士)」と呼ばれる人びとが今日まで活躍してきた。
明治期、器械式潜水漁の先駆者である小谷源之助・仲治郎兄弟らのア

鮮国との外交団（通信使）を通じて修復を図っていた。

その時期に大きな役割を果たしたのが、石塔に刻まれている雄書霊巌上
人（のち京都知恩院中興の祖）であった。戦国期の戦乱や秀吉の朝鮮侵
略に苦しんでいた民衆、とくに海に働く人びとや技致されてきた朝鮮人
たちへの布教活動を通じて、世界平和の認識をもったと推測される雄誉

和の文化」の視点で交

は、寄進者山村茂兵夫妻らの平和の思いや願いを八ングル刻字にされて

流・共生するなかで、ア

いる。

ワビ缶詰などをアメリカ
食文化に浸透させ、ビジ
ネスにも成功した。排日
運動が起こり、渡米が困
難になっていく時代にお
いても、南房総・安房の

ブヒ面

門門不同へ方面套畠・裁美羽果蝶孟画

寄辿氷向学一淵茂岳竃零噂鳥冨李苛信子烏進捗

︽動く誉刻電到倒ぞ逐

千鴎元和十耳三月ろ︒房州雪ｒ魚芥蚕碓応摺正準躯型一軒
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南無阿揃陀伴

排識式

南翁飼論帥暁

▲

カのモントレーに渡って

アワビ漁を始めた。「平

素面

南面

皿

ワビ漁師たちは、アメリ

アワビダイパーだけは、

渡米が許された。しかし

戦争が始まると、日系人
たちは強制収容所に隔離
され、その際には、写真
や手紙などは廃棄や焼却
され、アメリカ側にほと
んど残されていないとい
われる。

＜大濯院石塔碑文＞
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