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●南房総の主な戦争遺跡 

幕末から台場が置かれ、 

明治期から東京湾要塞地帯とされ、 

昭和に入り、加害の一翼を担う訓練地から 

帝都東京を守る本土決戦体制にいたるまで 

重要な軍事施設が多く建設された。 

 

 

 

 

今なお、館山市に現存する戦争遺跡は 47 ヶ所 

あり、その大半がＡランク（近代史を理解するうえで 

欠くことができない遺跡）、Ｂランク（特に重要な遺跡） 

と評価され、全国的にも貴重な文化遺産群といえる。 

 1989（平成元）年より、平和学習のための調査 

研究と教育実践が始まり、戦跡保存を求める 

市民運動が広まった。 

      ➡ P.54 

 2001（平成 13）年に大房岬要塞群が 

富浦町（現南房総市）指定文化財となり、 

2004（平成 16）年に館山海軍航空隊 

赤山地下壕跡が館山市により整備・ 

公開され、翌年に市 

指定史跡となった。 

➡ P.46,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム 

では、10名以上の団体の事前予約で 

スタディツアーガイドを実施している。➡ P.46 

D-1 戦争遺跡は平和の語り部 
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●東京湾要塞とアジア太平洋戦争 

帝都防衛のために、東京湾岸の観音崎と富津

岬の砲台から始まり、1880（明治 13）年に起工、

1932（昭和７）年に完成したのが、第一等要塞と

して位置づけられた「東京湾要塞」である。 

第一次大戦後のワシントン海軍軍縮条約で

は、軍艦建造の中止や廃艦後の解体・撃沈だけ

でなく、「赤城」「加賀」の２隻を航空母艦に改装

していた。廃艦される予定だった約 40 基の砲塔

を移管利用することは、経済的であり要塞砲と 

しての威力増強にもなると考え、1922（大正 11）

年に陸海軍で合意された。東京湾要塞の洲崎 

第１砲台には「生駒」の 30 センチカノン砲が配備

されるなど、関東大震災の大打撃を経てなお、

1932（昭和７）年までの約 10年間をかけて各要塞

での大事業を完成させた。 

●館山海軍航空隊 

関東大震災で隆起して干潟になった館山湾を３年間埋め立てて、1930（昭和５）年、横須賀・

佐世保・霞ヶ浦・大村に次ぎ、全国で 5番目の館山海軍航空隊（以下「館空」）が開隊した。 

高性能な艦上戦闘機（艦戦）や艦上攻撃機（艦攻）の開発に伴い、実戦的な航空母艦（以下、

空母と略）のパイロット養成が急務となり、房総特有の西風を強く受け滑走路の短い館空は、 

通称「陸の空母」と呼ばれ、空母に似せたタッチアンドゴー（離着陸）訓練がなされた。 

1932（昭和７）年、航空本部技術部長であった山本五十六少将のもと、館空で双発中翼単葉

機タイプの陸上攻撃機の開発に成功した。1935（昭和 10）年最新鋭機・九六式中型陸上攻撃機

（通称「中攻」）が館空に６機が配備され、本格的な攻撃部隊として実用訓練に入った。 

翌年には悪天候にもかかわらず、

館山-サイパン間の約 2,200ｋｍを 

無着陸飛行に成功し、高性能な航空

技術を世界に示した。 

1937（昭和 12）年７月に日中戦争

が勃発し、８月には中攻部隊が館空

から木更津航空隊所属を経て、中国

重慶をはじめとする諸都市へ無差別

攻撃「渡洋爆撃」を行なった。 

館空で高度な操縦訓練を受けた

艦攻パイロットたちは、空母「加賀」な

どに乗り込み、1941（昭和 16）年 12

月８日のハワイ真珠湾攻撃に投入さ

れている。 ➡ p.50 

東京湾要塞砲台の 

編成と射界 

館山航空基地次期戦備施設計画位置図 （軍秘密）  

          防衛研究所図書館蔵を参考に作図         
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●館山海軍航空隊 赤山地下壕跡 （館山市指定史跡） 

現在の海上自衛隊館山航空基地の南側にある

標高 60ｍの「赤山」には、総延長２km 近い地下壕

が網の目状に掘られている。凝灰岩質砂岩の内部

には、今も美しい地層と丁寧に掘られた鮮やかな 

ツルハシ跡が残っている。 

資料はほとんどなく詳細は不明であるが、「日米

開戦前から掘っていた」という重要な証言があり、 

早い段階から近くの海岸埋立てに赤山の土砂が 

運ばれていたという。関東大震災直後の基地建設

に際して十分な地質調査をし、その後海軍の専門

工作部隊によって建設されたと考えられる。 

館空で行われていた軍極秘の航空機開発・  

実験に関わる長距離無線通信など機密性の高い

部隊が置かれ、基地の司令部・奉安殿・戦闘指揮

所・兵舎・病院・発電所・航空機部品格納庫・兵器

貯蔵庫・燃料貯蔵庫などの設備があったと考えられる。赤山の裏手には巨大な縦穴の燃料タン

ク基地があり、頂上部にも壕やコンクリート製の構造物がある。 

敗戦直後に上陸した米占領軍の報告書によると、「館山海軍航空隊には地下航空指令所が

あり、完全な信号や電源など様々な装備があった」と記載されている。  ➡ p.52,53 

赤山の前には、1926（大正 15)年開設の青山学院水泳部合宿所があったが、館空の開隊を

経て、1936（昭和 16）年９月に海軍の緊急命令により譲渡と退去が極秘裏に行われていたことが

判明した。これは落下傘部隊の訓練時期に重なり、赤山地下壕の建設との関係も推察される。 

2004（平成 16）年、平和学習の拠点として自治体により整備・一般公開され、翌年には館山市

指定史跡となった。ＮＰＯ法人安房文化 

遺産フォーラムでは、10名以上の団体に

つきスタディツアーガイド（有償・事前   

予約）を引き受けている。毎月第一日曜

日午前には、個人・小グループ向けのガ

イドサービス（無料）を行なっている。 

●戦闘機用 掩体
え ん た い

（壕） 

戦争末期に空襲から戦闘機を守るために、学生や住民、兵士たちによって作られた格納庫。

平地のかまぼこ型とは異なり、階段状の河岸段丘を利用しており、屋根部に土を盛り草を植えて

いるため、上空の敵機から見つかりにくい形状が特徴的である。 

作り方は、土マンジュウを盛った上に木材等の 

資材でおおって形を整え、その上にコンクリートを 

流し、固まった後に中の土を崩して取り除くという  

方法であった。赤山周辺だけでも 10 ヶ所余りあった

というが、現存するのはこの１ヶ所のみ。 

◆ＮＰＯスタディツアーガイド◆ 

◎対象 10 名以上の団体 

◎ガイド料（座学・ガイドブック付）@1,500 円/人 

     （赤山のみ）      @500 円/人 

◇赤山地下壕跡の入壕料（館山市）◇ 

【個人】 一般 200 円・小中高校生 100 円 

【団体(20 名以上)】 一般 150 円・小中高校生 50 円 
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●館山海軍砲術学校 
1941（昭和 16）年６月、主に艦船に配備された兵器の操作技術を学ぶ海上戦闘兵を養成  

する横須賀海軍砲術学校の分校として、館山海軍砲術学校（以下「館砲」が開隊した。太平洋  

諸島での上陸作戦の実戦訓練に適した砂丘として、房総最南端の平砂浦海岸が選ばれた。

「鬼の館砲」とよばれる厳しい猛特訓で、１万５千人いたといわれる訓練生たちは、高度な陸戦 

技術と技能を身につけて、北はアリューシャン列島から太平洋の南洋の島々まで出撃していっ

た。予備学生の訓練では陸戦・対空・化学兵器の３科に分かれて教育を受けた。陸戦科は平砂

浦演習場において、分隊や小・中・大隊の形態で攻撃や防御の訓練を日夜繰り返し体にたたき

込まれた。対空科では山頂の高角砲砲台を使用して、射撃指揮と砲員としての操作訓練をして

いた。化学兵器科は当時日本で細菌戦の訓練をしていた唯一の学校といわれ、薬学や菌学、

理工系の学生を中心に全国から極秘で集められた 150 余名による特殊部隊が作られていたと

いう。実際に細菌戦などの実地訓練を平砂浦海岸

で行なっていたので機密保持は徹底されていた。 

現在の跡地の一部は、館山市立房南学園とし

て利用されており、レンガ作りのボイラー室（烹炊

所）跡を見ることができる。 

●洲ノ埼海軍航空隊 

1943（昭和 18）年６月、全国唯一の兵器整備養成学校として洲ノ埼海軍航空隊（以下「洲ノ

空」）が、館空に隣接して開隊した。全国から理工系学生らが集められ、射爆・無線・写真・光学・

電探・雷爆など、航空機に関わる操縦以外の高度な専門分野を学んだ。戦闘機用の射撃場用

標的とされた壕が５基残っている。 

●大房
た い ぶ さ

岬要塞群 （南房総市指定文化財） 

南房総市富浦町の大房岬は、東京湾に突き出た標高 80ｍ

の台地状の岬である。幕末から重要な台場であり、1928（昭和

３）年に着工した東京湾要塞の砲台は４年かけて建設された。

巡洋艦「鞍馬」の副砲 45 口径 20 センチカノン砲２門入り砲塔砲台が 40ｍ間隔で２基（４門）が 

配備されていた。後方の雑木林には、分厚いコンクリートで作られた近弾薬庫が植樹でカモフラ

ージュされていた様子がわかる。戦後は 県立自然公園となり、砲台跡は花壇となっている。 

射撃の指示を出す鉄筋コンクリートの観測所や発電所跡とともに、約９キロにわたり東京湾上

を照らし出す直径２ｍの探照灯（サーチライト）を昇降させた照明座跡などが残る。海岸からそそ

り立つ断崖絶壁は、山岡部隊の秘密訓練基地であった。小さな入江は人間魚雷「回天 10型」の

特攻基地であり、海中に魚雷射堡のレール跡や、岩場に格納壕が残っている。 

●洲崎第一砲台跡・洲崎第二砲台跡 
 館山市加賀名の第一砲台は、巡洋艦「生駒」の主砲を転用した 30cm カノン砲２門入り砲塔砲

台を 1932（昭和 7）年竣工。標高 193mの房大山に観測所と呼ばれる指揮所が設けられた。 

 同市坂田の第二砲台は、長榴弾砲台４門を 1927（昭和２）年竣工したが、満州関東軍や銃砲

兵学校に搬出し 1943（昭和 18）年に砲台は廃棄。戦争末期に新たにカノン砲２門が配備された。 
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●128高地「戦闘指揮所」地下壕 
戦争末期の本土決戦にそなえ、敵上陸を阻止する

ための抵抗拠点として、洲ノ空の部隊によって地下壕

と砲台が設置された。「１２８高地」と作戦図に記載され

た山の中腹にある地下壕には、コンクリート製の「戦闘

指揮所」「作戦室」という額があり、そこから「昭和 19 年

12 月竣工」とわかる。さらに奥の壕には天井の約３ｍ

四方に彫られた龍のレリーフがのこっている。 

全国的にも貴重な戦争遺跡であるが、戦後は福祉

施設となっている敷地内のため、ＮＰＯ法人安房文化

遺産フォーラムのスタディツアーガイドを除き、一般 

公開されていない。 

●特攻機「桜花
お う か

」下滝田基地跡 

 本土決戦最後の切札として、海軍が全力を挙げて

開発したロケット特攻機「桜花」43 乙型。機体に 800kg 爆弾を搭載し、カタパルト式コンクリート 

滑走路から、火薬ロケット噴射でレール上を高速発射し、敵機に体当たりする。南房総市下滝田

の山中に建設中の秘密基地は、完成間近で敗戦となった。 

●特攻艇「震
し ん

洋
よ う

」波左間基地跡 

 １人乗り特攻艇「震洋」の基地は、1945（昭和 20）年３月下旬から 300 余名の兵士によって作ら

れた。波左間基地には、７月に 176 名の志願兵が配備されたが、「震洋」６隻が到着したのは  

８月 13 日である。出撃準備のなか敗戦を迎えた。戦後 72 年を経て、海底よりエンジン、スクリュ

ー、火薬缶が見つかったが、証拠隠滅のため海に「震洋」を沈めたという証言がある。 

●特殊潜航艇「海竜
かいりゅう

」「蛟竜
こうりゅう

」基地跡 

 中世より沿岸捕鯨基地であった安房郡鋸南町岩井袋は、小高い丘に囲まれた入江である。 

1945（昭和 20）年３月下旬から約 3,000 名の兵士が動員され、突貫工事で水上・水中の特攻  

基地が作られた。６月に約 1,700 名で編制された第 18 突撃隊は岩井袋を本部基地にして、  

排水量 19 トン２名乗りの特殊潜航艇を改良した特攻艇「海竜」や、排水量 60 トン５名乗りの特攻

艇「蛟竜」の舞台を配置した。基地施設は漁村の民家などを利用してカモフラージュし、格納壕

から港まで運搬用レールが敷かれていた。 

●人間魚雷「回天
か い て ん

」特攻基地跡 

南房総市富浦町の大房岬要塞群には、人間が航空魚雷にまたがって操縦し、敵艦に体当た

りする特攻兵器「回天 10 型」の基地があった。館山湾に敵艦が現れると、格納壕から台車に  

乗せたまま押し出し、発射するためのレールが水中まで敷かれていた。 

敗戦後の米占領軍引渡命令書には、鋸南町岩井袋の基地図面にも「回天」格納壕が記され

ているが、詳細は定かではない。 
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沖縄県と千葉県の比較 
 

 
 

 

 

 

1945 年の本土決戦の作戦配備計画 （安房地区） 
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●ハワイ真珠湾攻撃と館山湾 
1941（昭和 16）年 12 月８日（ハワイ時間 12 月７日）、ハワイのオアフ島真珠湾にあるアメリカ 

海軍の太平洋艦隊と基地に対して、日本海軍は航空機および潜航艇で奇襲攻撃をかけて勝利

をおさめ、日米開戦となった。1939（昭和 14）年に連合艦隊司令長官に就任する山本五十六は、

かなり早い時期から真珠湾攻撃を想定していたといわれる。 

館山湾を埋め立てて 1930（昭和５）年に開隊した館山海軍航空隊の艦攻パイロットたちは、 

太平洋側から侵入して、砂山を爆弾投下目標と定め、谷間を低空で館山湾内に向かう訓練を 

毎日していたという証言があった。 

館山湾内の航空基地と真珠湾内にあるフォード島は、南北１ｋｍ東西２ｋｍでほぼ同じ大きさ

で、房総半島南端とオアフ島の地形は似ており、海軍は基地建設の段階から、平砂浦にある 

砂山周辺の用地を買収している。下右図のルートのような訓練を続けたのは、真珠湾を想定し

10年にわたってパイロット養成をしたのではないかと、ＮＰＯフォーラムでは仮説を立てている。 

 
 

真珠湾攻撃の翌 1942（昭和 17）年、  

実写と特殊撮影が組み合わされた戦意高

揚映画『ハワイマレー沖海戦』（演出：山本

嘉次郎、撮影：円谷英二）が制作された。 

１枚の写真から軍艦の実寸を割り出し、 

館空でセットを組んで特殊撮影された本作

は、米軍が日本海軍の研究資料に使った

ともいわれる。館空で訓練を積んだパイロッ

トが、実戦で真珠湾攻撃に参加し、作品の

監修に関わったと推察される。 

 画家の藤田嗣治は、この映画製作に基づいて絵画『十二月八日の真珠湾』を描いている。 
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●海軍初の落下傘部隊 
 1940（昭和 15）年 11月、海軍大臣訓令「第 1001実験」により空挺  

部隊の研究が始まった。山辺雅男中尉と准士官以下 26 名が実験  

研究を重ねた。太平洋戦争開戦に備え、1941（昭和 16）年８月に 

降下技能者養成が発令され、９月下旬に横須賀鎮守府第一特別

陸戦隊（横一特）が編成。選抜された精鋭 1,500 名は、館空で高度

300ｍ上空から降下訓練を約２ヶ月行なった。11 月に部隊を 二分

して横須賀鎮守府第三特別陸戦隊（横三特）を編成し、訓練に協

力してきた館空の輸送機隊も実戦用部隊として第一航空隊に編入

され、第 1001 部隊と称した。12 月に台湾嘉儀航空隊で陸戦訓練

の後、翌年１月に横一特はセレベス島メナドへ、２月に横三特は 

ティモール島クーパンへの奇襲攻撃を行なっている。 

生還者はわずか 200 名だったといわれ、安房神社には「海軍落

下傘部隊慰霊碑」、海上自衛隊館山航空基地内には「海軍落下傘 

部隊発祥之地」の碑が、それぞれ建立されている。 

館砲に残る落下傘プールは、本隊の訓練には使われていない 

ことから、 山辺らによる指導者の実験研究で使用されたと思われる。 

◆秋山 巌  ＝落下傘兵から山頭火の版画家へ＝  1921（大正 10）～2014（平成 26） 

20 歳で海軍落下傘部隊に入隊し、横三特に所属。 

館山での訓練中、落下傘が開かずに墜落したり、館山

湾に着水して溺れたりと事故死した仲間もあり、無事に

降下できると 10 円が支給されたという。帰還し 1943  

（昭和 18）年３月、館山海軍砲術学校で陸戦訓練の後、

５月にはアッツ島の戦いに伴い精鋭 300 人の「白菊   

部隊」が編制されたが作戦中止となり、潜水艦コマンド

部隊に 改編され、チューク（トラック）・ラバウルを経て 

サイパンで終戦を迎

え、連合軍のオーストラ

リア兵の捕虜になったという。 

 

戦後は、太平洋美術学校で坂本

繁二郎に師事し、後に棟方志功の

門下生となり、棟方を見出した   

柳宗悦や河井寛次郎らの薫陶も 

得ている。種田山頭火やフクロウを

モチーフにした版画は、墨絵の印象

に近い作風が高く評価され、イギリス

大英博物館にも展示されている。 


