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愛沢：豊崎さんがお話する前に、まず富崎地区のな

かでも布良がどういう場所だったのかを歴史的

な視点、いわゆる地政学的もお話したいと思い

ます。平砂浦海岸の方から富崎地区を撮ったも

ので、布良の「大山」頂上には今、海上保安庁の

アンテナ群があります。「大山」」はよく使われる

名称ですが、地元では実際に何と呼んでいたの

でしょうか。 

豊崎：分かりません。 

愛沢：皆さんに聞いても、分からないようです。後

からちょっと関係してきますが、鳶巣（とびのす）

と呼んでいた場所があります。館山市立博物館

で「幕末の東京湾警備」という特別企画展をおこ

なった際に、安房地域に造られた幕末の台場の

絵図が展示されました。その中に布良の砲台跡

が示されていました。アメリカのペリーが来る

前、房総半島南部には異国船打ち払いのために、

布良だけではなく今の南房総市白浜町の長尾川

河口の川下や千倉町の忽戸（こっと）に砲台が設

置されます。これが大きく変っていくのはペリ

ー後であり、条約を結んで、砲台が整理されてい

きます。 

ところで 58歳になって日本に来たペリーが書

いた書物を読むとかなり日本通で、年齢的にも

伊能忠敬みたいな人です。シーボルトの本など

で日本に行きたくなったようです。この人はフ

ルトンがつくったアメリカで最初の蒸気船の船

長でもあり、なかなか優秀な人物であったよう

です。日本研究をしながら、政府に陳情をして、

日本への艦隊を認めさせたようです。この航海

では、しっかり記録を取って、その後にアメリカ

議会に報告書を提出しています。それが『ペリー

提督日本遠征記』という本になっています。日本

の幕末を考えるうえで、非常に重要な資料です

が、実はこの中に、安房地域の事が書いてあると

知っておいてください。 

館山市立博物館特別企画展での布良砲台の絵

図をみると、阿由戸の浜の東側の小高い二つの

山、右側が女神山で、左が鯨山と呼ばれ、この鯨

山に砲台が置かれ、頂上部が削られたようです。 

当時、布良砲台を担当していたのが忍藩や岡

山藩であったといわれます。絵図には砲台に大

筒三丁があったと記載されています。 

明治初期の神田吉右衛門が作成した布良村の

絵地図でも鯨山と女神山になっていますが、

元々鯨山はもっと高い山だったかもしれません。 

ここで勝義邦（海舟）が関係してきます。ペリ

ーが来てから幕府の政策が大きく変わり、条約
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に合わせ、日本の海防政策が問われてきます。ど

のような戦略を幕府がつくっていくかでは勝自

身がアメリカに行って学び、海防政策を実施し

ています。そのなかで館山藩主の稲葉正巳は、海

軍総裁という立場の老中であり、副総裁は勝義

邦、その後は榎本武揚も副総裁になっています。

稲葉はなかなかやり手の開明派老中であったと

いわれています。 

この地域では佐倉藩主の堀田正倫も結構、対

外的に開明的であったといわれます。たぶん稲

葉もそのような役割をしたかもしれませんが、

幕府軍としてはあまり動かなかったようです。

幕府の勝海舟は、話し合いをしていくスタンス

をとり、西郷隆盛と勝海舟との会談から江戸城

明け渡しとなっていきます。実はその前段では

攘夷問題では、長州藩が先鋭的となり、外国とト

ラブルを起こします。結局、幕府が賠償をするわ

けです。イギリス大使のパークスらが中心とな

って、幕府が賠償金を払えないのであれば、代償

として灯台建設の権利を与えよとなったのです。 

その結果、幕末にヴェルニィによってまず観

音崎灯台、次に白浜の野島崎灯台となったので

す。場所をどこにするかでは、勝海舟らが富士山

艦という幕府の軍艦に乗って、館山に来て灯台

を設置する場所の検分をします。 

勝海舟自身がそのように動いているので、明

治になって政府から海軍の歴史や陸軍の歴史を

まとめてほしいといわれ、資料集めをしながら

明治 23 年に書籍を発行しています。この本には

イギリス大使パークスらの要望で、勝海舟が灯

台の建設地を決める必要があったことや、結果

的には富士山艦という幕府の軍艦で房州の館山

に来て、布良に来たと書いてあります。なぜ布良

であったのか。ペリ

ーが来る前、布良は

砲台がつくられた

要衝で、条約によっ

て砲台を撤去した

わけです。布良砲台

は５、６年間しか存

在しなかったけれ

ど、その場所に灯台

を作ろうと考えた

のではないかと思

われます。 

結果的にはヴェルニィによって灯台は布良の

方でなくて、野島崎の方に建設されました。野島

崎の北側の山は、城山と呼ばれ、戦争中に陸軍の

レーダー基地が設置されました。かつては里見

氏の城跡がありそのそばの野島埼には重要な港

がありました。レーダー基地があったことでは、

昭和 20 年７月 18 日に米艦船からの艦砲射撃と

いう大変な出来事があり、白浜が戦略的に重要

だったということです。 

幕末で活躍した勝海舟や榎本武揚などの能力

ある人物には、明治になっても重要な役職を与

え、明治初期には国家的軍事的な安定をつくり

ながら、明治 20 年ぐらいからは徴兵令を改正し

て民衆に軍事制度を浸透させます。そんななか

で近代的な軍隊が形づくられ、皆さんもご存知

のように佐倉連隊といいますが、千葉では徴兵

されると佐倉連隊に入っていきます。 

その時期、布良には海軍望楼がつくられたの

が明治 22 年でした。東京湾口部の要衝として布

良は、重要な役割を持たされたのです。明治 13

年から帝都や横須賀軍港の防御として数多くの

砲台をもった東京湾要塞の建設が開始され、初 

期は浦賀水道を中心にした地域の住民にはさま

ざまな法律的な制約をもうけて、スパイ防止た

めに要塞地帯法をつくります。その際には東京

湾口部の布良が当然にも重要視されます。 
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明治 22 年に、布良海軍望楼が設置されたとい

いましたが、どんな目的をもたせようとしたか

をみると、東京湾要塞の中でも重要な場所とさ

れたのは当然、海上にある艦船の見張りでした

が、その他に天気予報のための測候所の役割や

艦船の遭難・水難関係への対応、さらには電信や

電報という軍事的にも重要な仕事を担っていま

した。 

この海軍望楼はどこにあったかは資料もなく

これまで不明でした。推測されたことは幕末に

砲台があった鯨山が見える場所に見張所があっ

たと思われます。他の砲台ではそのような見張

所があります。布良の阿由戸の浜の後の山には、

山頂ではない一段低い場所に、鳶巣（とびのす）と

いう地名がついた、海岸に飛び出ている場所が

あります。山の頂上部には、その後、戦時中に海

軍のレーダー基地が設置されます。しかし、阿由

戸の浜が良く見える飛び出た場所が鳶巣であっ

たのです。海岸から見ると今でも鳶が飛んでい

るので、その場所であったので鳶巣という地名

がついたのでしょうか。 

最近、やっとそれを証明する資料が見つかり、

海軍望楼の場所が「鳶巣」という地図が手に入り

ました。また、望楼の施設を何年かかけて工事を

していく資料も見つかりました。海軍で通信規

定ができると、そのために通信施設を設置する

とか、日本でも最新の望楼施設をつくっていく

のです。それらの資料では、すべて命令は海軍大

臣の西郷従道が直接指示しているのです。 

このように布良望楼の施設に対して直接大臣

が指示をする意味は何か。国家的にも重要な場

所であったことがわかり、海軍望楼があった地

域を含めて調べたところ、今度は、布良が軍事演

習の地であったという驚くべきことがわかった

のです。布良では日清・日露戦争などの戦場、つ

まり遼東半島などの望楼を攻撃するための軍事

的な仮想訓練がおこなわれていたのです。地域

の皆さんも布良という場所が日清・日露戦争の

軍事訓練がおこなわれていたとの認識はないと

思いますし、その伝承も聞いていません。資料に

は演習報告書があり、その中に布良望楼を攻撃

するために上陸したとあり、それがどこの浜に

上陸したかは記載がありません。 

実はもう一つ、布良のこと以外に館山湾での

軍事演習の資料が見つかりました。なかでも非

常に重要と思うのが、日清・日露戦争が勃発する

前、海軍の艦船訓練が館山湾内で実施されてい

たということです。明治期に外国の軍艦を主に

使用していた時も、後に国産の軍艦になってか

らもしばらくは外国人軍事顧問の指導にもと、

横須賀鎮守府に近い東京湾内で軍艦の様々な性

能試験や実習がおこなわれたようです。外国か

ら来た軍艦との共同訓練でも場所が館山湾であ

ったりしました。 

海軍が館山湾でどのような軍事訓練したかと

いう点で、このような資料や地図が見つかりま

した。軍艦から大房岬の断崖を的にして艦載砲

を撃つ訓練をしていることが分かりました。何

でこのような資料が出てきたかと、砲弾が的か

ら外れて大房岬の東側にある村落に落ちて、住

民が被害をうけたことになって、当時の郡長吉

田謹爾は、それでは困るということで海軍に嘆
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願書を出したからでした。軍事的なことは秘密

にしていましたので、住民たちは海上で射撃は

砲撃音が聞こえても公にすることはなかったと

いえます。当時、軍艦から大体２、３ｋｍの離れ

た大房岬の断崖の的に正確に当たるかどうかを、

何回も射撃訓練させたうえに、軍艦を動かしな

がら撃った訓練もしたようです。 

そのような軍事訓練を長年にわたって繰り返

して、艦載砲の射撃の腕を上げていったと思い

ます。結果的に日露戦争の日本海海戦ではバル

チック艦隊を壊滅させる契機になったともいえ

ます。普通、命中率はどうも低いようで、動いて

いる軍艦同士での戦いは非常に難しいといわれ

ます。砲弾を正確に当てる優秀な砲撃員を 10 年

くらいかけて育成する射撃訓練を館山湾でやっ

たと考えられます。それが大房岬の断崖が的で

あったとの伝承や、今も断崖に残っている穴の

痕跡は砲撃訓練の時のものとの話は、今回の資

料の発見によって射撃訓練が裏付けられました。 

もう一つですが、さきほど白浜に野島崎灯台

が設置された話をしましたが、布良には灯台が

建設されず、海軍望楼になりました。実は白浜に

は灯台とともにもう一つ帝国水難救済会の出先

機関が計画されていましたが、日露戦争の前の

年に布良の地に、帝国水難救済会布良救難所が

設置されました。 

この機関は、民間の顔をもった国策会社でも

あったので、実際に戦争が勃発した時には重要

な役割をもったようです。当時の東京朝日新聞

には、日露戦争の開戦の情報を布良救難所から

発信した電報の電文を記事にしています。 

海軍望楼からも当然、同じような内容で大本

営に報告されたと思いますが、この記事はとて

も貴重な内容で「南方から砲撃なり開戦ならん」

という電報は、救済会 50 年史にも記載があり、

開戦時にウラジオストク艦隊が布良沖まで、つ

まり東京湾口部までやってくるという危機的な

事態であったということです。この艦隊は英国

やドイツの輸送船を沈めた際の砲撃音を布良で

聞いたということです。当時、布良に仲間３名と

スケッチツアーにきていた青木繁も砲撃音を聞

いたはずです。ただ当時の青木繁は友人宛の手

紙には書いていません。 

ウラジオストク艦隊が東京湾口部まできたこ

とは布良の軍事的な役割はさらに高くなったと

思われます。このように日露戦争の開戦時に布

良からイギリスやドイツの汽船を沈めたウラジ

オストク艦隊の砲撃音が聞こえたという話や、

布良での軍事演習、さらには勝海舟が布良に来

たという話はまったく伝わっていません。勝海

舟のことでは、当時村長であった石井嘉右衛門

の家から富崎に勝海舟が来たことを示す手紙が

出てきています。前段が長くなりましたが、富

崎・布良という地域がもっていた地政学的な位

置づけによって、東京湾口部にあったことでの

重要な軍事的な一面を紹介しました。 

 

それでは富崎のこのような写真をみていただ

きますが、山が２つ、女神山と男神山、あるいは

鯨山だと思います。最近、男神山の布良鼻灯台が
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なくなりましたね。 

豊崎：素晴らしい光景です。灯台は 1954（昭和 29）

年に設置されました。港の岸壁は明治に建設さ

れています。平成になって岸壁はかさ上げされ

ていますが、昭和ではこのまま岸壁は出ていま

した。神田町の堤防はみえますか。 

山口栄彦（エッセイスト）：見えないね。これは、いつ

頃の写真ですか。 

愛沢：それを知りたいと思います。 

豊崎：ここは富崎測候所辺りで、これがオオガンダ

イといいます。 

愛沢：学校から撮影したかもしれない。 

豊崎：これは布良へ下がる道ですね、岸壁へと。 

愛沢：豊崎さんの家はどこになります。 

豊崎：家はここ。ここが漁業組合ですから。これは

郵便局かもしれません。局の角にあたる豊崎宅

（屋号「船吉」）は見えませんね。 

愛沢：建物の屋根の多くは茅葺ですが、富崎では大

火の後に瓦屋根になっていったと聞いています。 

豊崎：写真に見える瓦屋根は 1913 年、大正２年の

大風の布良では半数を焼いた大火でした。私の

家も焼失し、大火を免れたところは、水難救済会

の建物と富崎測候所の中間あたりの「神々のお

あす」という意味のオオガンダイとか、オオガン

ドリとの呼び名をもっている地域です。考古学

者の垂涎の地といいます。行政区では富崎村相

浜です。布良では 1975 年頃に新築が始まり、他

地区から人が入ってきて、葺屋根は消えていき

ました。 

愛沢：東京湾要塞検閲は、いつ頃から始まったので

すか。 

豊崎：1935 年に小学校入学時に大人や年長の方か

ら聞いていましたが、検閲が始まった時期はわ

かりません。 

愛沢：東京湾要塞では、スパイ防止としての防諜の

ため住民を監視下においた法律が作られ、その

法律的に規制されていた地域は東京湾要塞地帯

としました。その南端には布良があったのです。 

この東京湾要塞地帯には、さまざまな軍事施

設が置かれたのは重要なことでした。1941 年６

月に富崎・布良の北方５km ほどのところに館山

海軍砲術学校が開隊し、布良は館山砲術学校と

の関係でも極めて重要地域になっていきます。

布良に生まれた山口栄彦さんは砲術学校に関わ

って、子どものころの体験を 1991 年に『消えた

砲台～少年と砲術学校』を出版し、大きな功績を

残されました。私にとっては、1990 年代から館

山の戦跡などに関心をもった一つの契機となり

ました。山口さんからの呼びかけで現地フィー

ルドワークに参加し、戦跡にビックリしたこと

を思い出します。 

砲術学校では軍艦の砲術をだけではなく、陸

上戦闘の士官を養成する教育機関であり、平砂

浦演習場で陸戦の猛訓練がおこなわれました。

砲術訓練したコンクリート製の砲台跡が今も残

っています。戦艦大和にも装備されていた高角

砲の実地訓練がおこなわれました。 

戦争末期に館山に巡検にきた参謀総長が示し

た本土決戦の作戦では、布良にも陣地をつくり、

大井や根本には築城状況を検分するために来た

記録があります。布良の隣である根本へわざわ

ざ何のために来たのでしょうか。布良の陣地は、

平浦海岸を一望できる場所であり、カノン砲が

配備されたようです。 

沖縄作戦の教訓という命令書を見たとき、砲

術学校での訓練も同じですが、米軍の戦車に立

ち向かっていく「肉薄攻撃」が特攻になっていま

す。平砂浦海岸は当然、米軍が上陸する予想地点

になっており、本土決戦の陣地に近い場所であ

ったのです。富崎・布良の防空監視哨に青年学校

の 16 歳の豊崎栄吉さんは勤務していました。青

年であった豊崎さんが歩んでいたことと重ねな

がらお話を伺います。 

豊崎：今日は布良沖での駆潜艇沈没という話です。

監視哨の前面は、昭和 14 年竣工の布良港があり

ました。戦争の最中には、ここは岩礁になってい

ました。布良には珍しい一角をオオガンデンの

集落で、そこに道があり浜まで続いていました。

オオガンドウの浜は岩礁でしたから、大島や伊
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豆半島に向いた館山寄りの岩礁が長く続いてい

たわけです。これが布良港の入り江の口です。こ

の光景は築港前まで見え、集落も昭和 45 年頃か

ら、家屋の新築が目立つようになりました。 

 

昭和 50 年以後に完成した富崎漁港です。富崎

小学校と郵便局がここ。帝国水難会布良救難所、

この救難所は郵便局の敷地にありました。ここ

は非常に複雑なところで、梶取（かんどり）といい

ますが、梶取という場所は神戸村にあり、現在は

相浜に入っています。 

 まず富崎の監視哨はどこにあったかというこ

とです。元々、今日の話の発端となるのは、私が

勤務していた富崎監視哨は、富崎国民学校に隣

接し、海岸に布良港、村道海岸線が通じ、６ｍ丘

に監視哨、隣地は布良築港掘削土砂埋立地、昭和

17 年に当校第２運動場として使用を開始し、富

崎神戸青年学校手榴弾訓練場にも使用しました。 

監視哨勤務中の事件、駆潜艇沈没の話に移り

ます。残念ながらその事件が起こった日が特定

できないのです。監視哨勤務の様子がおぼろげ

ながら「あまり寒くないなぁ」という程度です。

その日は波が割と穏やかで、午前 10 時頃だった

と思いますが、そろそろ気紛れ定期便 B24 のお

出まし時間、洲崎の方から一隻の艇が普通速度

で進んできました。当時、私たちは軍艦の種類が

わからなかったので、後で「あれは駆潜艇だよ」

と、「駆逐艦だよ」との話になったのですが、駆

逐艦や戦艦などの軍艦は子どもながら教わって

いました。小さい船でしたので掃海艇、あるいは

魚雷艇や駆潜艇ではないかは後で聞いた話です。 

その船が洲崎の方から布良の方に徐々に近づ

いてきました。富崎小学校前の海岸線は、岩礁が

伊豆大島につながっているという古老の話があ

ります。ニサイの磯根は、布良港の入り口の右に

ウドリ島との愛称のある岩礁が連なり、潮の満

ち干で見え隠れします。磯根の左側は布良瀬に

通じ、右側の相浜区域から平砂浦前になります。 

今日は富崎地区の相浜に近い布良沖。ひとによ

っては平砂浦海岸の沖よりに、平砂浦の方まで

行きませんが、伊戸から布良を結んだ三角点の

場所、つまり相浜から一直線に沖へ出た三角点

の場所において、駆潜艇が沈んだ訳です。その沈

んでいく状態というのは、駆潜艇が徐々に進行

してきて、急速に大きく旋回したのです。そのう

ちに大音響とともに水柱が立ち、監視哨の吉田

正一郎哨長は爆雷訓練と報告。カッターの下ろ

しを見る。「えー、魚拾ってんじゃねぇかなぁ」

と見えたのです。これは私たち監視哨員の一般

的な見方でした。 

そのうち突如として、大島沖ではなく伊豆半

島方面からいつもの B24 が現れたのです。私た

ちは B24 を「ドンギョ」といって馬鹿にしてい

た飛行機でした。重そうに飛ぶ B24 がこの時は

非常に軽快で、駆潜艇の真ん前で爆弾を一発投

下したのです。駆潜艇の中央部に直撃、艫から垂

直に沈む、残る船首（みよし）が消えて見えなくな

り、B24 は一旋廻し、機銃掃射、そのまま退去し

ました。彼らは後々をみると、こういう小物の船

は一般に攻撃はしていません。その後にもう一

つ、布良を湧き立たせていく問題が出てきまし

た。 

愛沢：豊崎さんは、まず一番自分が体験された事の

中でも、印象深い出来事を話してくれました。16

歳の時に体験したことですか。 

豊崎：昭和 20 年、17 歳です。 

愛沢：かなり記憶が鮮明ですが、それはなぜであっ

たかを豊崎さん自身のことを紹介します。豊崎

さんは国民学校高等科から中島飛行機の武蔵野

青年学校に入学しています。このお話をお願い

します。 
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豊崎：昭和 18 年に高等科を卒業と同時に、親父も

兄貴も船大工だから、「もう船大工でなくてもい

いから、自分の好きな飛行機工場に行けや」とい

うことになりました。学校から公募があっての

で、中島飛行機を同級生３人でいきました。しか

し、途中で兄が戦死したので、急遽、布良へ帰る

ことになり、船大工の跡継ぎとなったのです。当

時、中島飛行機は大きな軍需工場であり、私とし

ては渋々、布良に帰ってきました。布良に戻る時

お力添えを頂いた方々は、富崎村役場をはじめ、

親戚、特に山口栄彦さんのお父さんでした。以来、

山口さんとは深いお付き合いをしています。 

愛沢：この中島飛行機武蔵製作所は非常に有名な

工場で、三菱製のゼロ戦の大部分は中島飛行機

で大量生産されたといいます。日本最大のメー

カーであったなかで武蔵工場はトップの工場で

した。こういう製造ラインにいたのですか。 

豊崎：教育期間が３か月間であったので、まだ教育 

が終わらないうちに帰郷しました。 

愛沢：しかし、豊崎さんが結果的に中島飛行機の青

年学校において航空機の勉強をしたことが大事

でした。布良に帰ってからの監視哨に役立った

でしょうね。 

豊崎：そうですね。 

愛沢：他の地域では民防空監視哨が、このような写

真やイラストで紹介されています。富崎青年学

校の若者たちが富崎民防空監視哨に勤務したこ

と、その一人であった豊崎さんの体験をお話し

ください。 

豊崎：昭和 19 年６月に富崎民防空監視哨に入りま

したが、その時は富崎青年学校の２年次で 16 歳

でした。在郷軍人か第二国民兵が哨長で、組織は

３ヶ班 18 名、年次の高い順に副哨長、各班に配

属、１日交代で午前８時から翌日８時でした。班

内は２名で１組となり、３組体制での立哨は２

名、監視隊本部への通信連絡は１名、非番３名が

炊事を交代でおこないました。当直は、昼夜問わ

ず勤務しました。 

哨長１名や副哨長３名は全て軍に関係し、順

次招集されていきました。そこで青年学校の上

級生が副哨長となり、そのもとで年次ごとに哨

員が配置されました。当時、青年学校に入ると、

１年次、２年次、３年次といい、年次の高い仲間

や徴兵検査前の仲間が順次、副哨長になったの

ですが、徴兵とか志願によって段々と減ってい

きました。それでは困るので神戸の青年学校の

協力を得て、富崎・神戸の両村青年学校生徒で構

成されていました。後になって他の監視哨では

女性の哨員がいたと聞きました。 

ただ、館山監視隊本部は監視業務ではなく、各

監視哨からの情報を東部軍司令部へ伝達します。 

本部では監視隊長と副隊長 3 人のもとで、高等

女学校卒業の女性が勤務していました。厳しい

生活の中でしたが、女性隊員が富崎の哨員と結

ばれたこともあり、暗い時代のなかで女性隊員

からの伝達という電話で声を聞くことは嬉しか

ったのではないでしょうか。        

愛沢：富崎防空監視哨にあった建物を豊崎さんの

証言からイラストにしたものです。全国的にこ

のような建物と井戸の聴音壕が作られています。 
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豊崎：西岬の監視哨跡に行きましたが、当時の哨

員であった岡崎さんの証言ではこのようなもの

がなかったといいます。 

愛沢：飛行機の爆音を井戸のような壕の中で聴い

て、飛行機の侵入や機種、機数を確認する監視作

業をおこなったのですが、その辺の話をお願い

します。 

豊崎：はい。円形の直径は 2.5ｍ、地上 0.6ｍを頂

点に、地下には２ｍの円形井戸、周囲底は綺麗な

レンガ積の造り、屋根は板かトタン張りでした。

これを聴音壕と呼んでいました。当時は科学兵

器だったのでしょう。使用法は壕内に２人か４

人限度で入り、直立不動の姿勢、足を半歩開き、

頭を垂れ、右手を挙げ親指で微かな音をとらえ、

小指で飛行機を当てるのです。これには法則が

あって円周を6400分の１に分割したものを１密

位（ミリイ）とし、6400 密位という細かく方位

を示すことを身に着けたのです。 

愛沢：豊崎さんは中島飛行機で学んでいたので、飛

行機には詳しいわけです。布良に飛んできた飛

行機の出来事は、さまざまに体験していますが、

布良沖での駆潜艇撃沈事件は、昭和 20 年の何月

頃かがまだ特定できていません。駆潜艇の話で

は、米軍機は爆撃機の B24 ですが、布良は軍事

的に重要な場所で、近くに砲術学校もあり、航空

母艦から多くの艦載機が来たと思います。 

昭和 20年７月 21日付の軍極秘の戦闘詳報（防

衛研究所戦史資料室）には、例えば B24 が房総

南部に飛んで来たことが記載してあります。 

このような資料が豊崎さんの見聞と符合させ

たいものです。豊崎さんも監視哨の勤務の時と

非番の時があり、駆潜艇の出来事も非番の時で

あったということで特定できていないのです。

７月６日付の戦闘詳報で字が小さいので拡大し

ました。そこには「布良沖に海上旋回中の敵、大

型機２機。小型機３機発見」「敵 B29」と記載し

ていても、どうも高高度を飛ぶ B29 爆撃機とは

考えられません。もし、これが本当でしたら凄い

ことで、どうも B24 を B29 とタイプ打ちがミス

した可能性があります。この戦闘詳報は、駆潜艇

と書かれています。 

豊崎：船から B29 爆撃機１機を射撃している。こ

れは明らかに間違えです。 

愛沢：戦闘詳報に記載されていても、豊崎さんの記

憶では、布良沖で B29 を船から射撃で攻撃した

事実がないとなると、かなりいい加減な戦闘詳

報となり、タイプミスかと思います。要するに、

これは被害があったとか、戦果があったとかは、

記載されていないのです。ですから最後に使用

した弾薬の数が 217 発と書かれていますので、

とても細かいですね。戦争末期、弾薬が不足して

いたので、何発撃ったかを報告させられたので

しょう。 

別の戦闘詳報の中には、当時の艦船がどう動

いたかの記録だけではなく、見張所の動きも記

載してあり、これには布良見張所と書かれてい

ます。布良には監視哨以外に見張所という、かつ

ての海軍望楼のような施設があったと考えられ

ます。豊崎さんたちがいたのは民間防空監視哨

であり、海軍には横須賀防備所管轄の見張所が

あったのです。防備所から駆潜艇が攻撃された

資料が出るかもしれません。実際に布良の皆さ

んが見ていた出来事ですから。 

豊崎：私は、駆潜艇の所属のことでは、対潜学校に

固執しています。術科学校といえば砲術学校や

航海学校がありますが、航海しながら機雷や水

雷という術科を学ぶ対潜学校に注目しています。

思い出したのは、５月の横浜大空襲の時と駆潜

艇の出来事がつながっているような記憶があり

ます。 

私は防空監視哨の哨員の目、つまりある程度

は軍事訓練を受けている 17歳の哨員の目から見

た駆潜艇の出来事でした。 

愛沢：では B24 からの一発の爆弾によって撃沈さ

れた駆潜艇の、その後の出来事からのお話を聞

きましょう、これからが重要なところです。 

豊崎：爆弾一発によって垂直になって瞬時に駆潜

艇が沈むと、その時、吉田哨長が「おい、豊崎よ」

「早ょ行けよ」と、私は布良港に派遣命令を受け

たわけです。監視哨から行くと、私の家の下にあ

る布良港には漁師が集まって来て、布良港でも

大浦といい、住所は富崎村神田町字大浦です。こ

こに布良港の写真があります。 
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愛沢：この浜であった話をしていただけますか。 

豊崎：吉田哨長からの派遣命令で浜にいきました。

その時に、どんな船でどのような救助をおこな

っていたかですが、船名は「大浦丸」。戦後 70 年

たった現在も、孫が引き継いで操業しています。

当時、大浦丸は布良に残っている一番大きい船

で、動力は焼玉エンジンでした。持ち船船頭の親

戚の島田新太郎さん、機械士、乗子３人だったと

思います。 

船に乗る者を最小にして救助に向かい、その

船が戻ったところを見計って、私は出て行った

わけです。焼玉エンジンの船に、ようやく数人を

乗せて戻って来ました。私の見る限り救助には

２回行っています。砂浜でも波打ち際はセメン

トでしたので、中間の砂場に重傷者や生存者を

集めたのです。もうその時、一般の人が周囲から

集まって、私の弟などもいました。憲兵が来て、

警戒線をつくってはいなかったですね。 

星野さんという警防団長が一人で怒鳴りなが

ら指示し、生存していても重傷者や軽症者がい

て、そのなかに濡れてぐったりしている者がい

ました。そこで布良の女の力が発揮されました。

海女の一群れが上半身裸になり、濡れた男たち

を抱いたのです。私は初めて見る光景にとても

不思議な思いで、「あぁ、昔から布良では時化で

漁師たちが死んでいくが、こんな風にして温め

て助けようとしたのかなぁ」と、子ども心にとて

も驚いたものでした。 

重傷者の収容では海軍のトラックで来ました

が、その時に館山砲術学校が閉校になっていた

ので、海軍のトラックがどことから来たかはわ

かりません。警防団長が「艇長は誰か」といった

ら、先任の下士官が寒さに震えながら直立し、

「いや、艇長でなくて、艇指揮です。少佐と艇は

一緒でした」と語っていたことを聞いています。

この出来事を見ていた人は、これまで 10 数人の

方々から聞き取りをしています。なかには小学

校１年から６年までの子どもたちもいました。 

現在、生存している方々は多様な年齢層です

が、まず皆さんから聞いていきたいと思います。

私は当時の仕事柄、監視哨長の命令で、その状況

の報告が命じられました。当時のことですから、

立派な戦死でしたとかは言いません。ただ、状況

として「すげぇんですよ、こういうふうに、ああ

いうふうに」と、いうこと現況だけ報告しました。 

この出来事はしばらくどこからも聞こえてき

ませんでした。この頃になって、掘り起こすとい

うことはなくて、「こういうことがあったなぁ。

こんなことは再びやりたくねぇなぁ」との思い

があって、こうした証言の機会をつくっていた

だき、とても喜んでおります。 

愛沢：駆潜艇に乗っていた方々は何人ぐらい救助

され、負傷者を運んで来たわけで、また海女さん

たちがぐったりした者たちをひと肌で温めたり

したので、被害状況はわかりますか。そのなかで、

大人が負傷者を救助している姿を、多くの子ど

もたちが見ていたわけですよね。 

豊崎：見ている。 

愛沢：負傷者はどんな姿だったのですか。 

豊崎：家の隣に住んでいる方は、当時小学校１年で

すが、「おぉ、すげったの」だけですよ。「すげっ

たの」というのは、負傷者から出ていた腸を入れ

たのを見たという方がいましたので。私は腸を

入れている様子は見ていません。 

愛沢：一応、このタイプの駆潜艇だとすると、32 名

ぐらい乗っていた可能性あります。この船は小

さめで木造船ですけども。 

豊崎：駆潜艇が木造船でも構いませんが、爆雷を投

下する場合は、速度が 16 ノット以上でなければ

不可能だということを当時聞いていました。爆

雷を投下しても 16 ノット以下あると、逃げても

自らの船体に歪みが生じるということです。こ

れは木船でしょうね。木船であると駆潜艇とし

て建造されたものではなく、漁船などを改造し

たのは特設の駆潜艇でしょう。 

愛沢：このタイプの駆潜艇であると、乗組員は 60

人とか、80 人となっていますが、布良の港に運

ばれた人たちも結構多かったのですか。 

豊崎：いや。何十人とはいなかったと思います。た

だ、予備学生じゃないですが、学生が帽子を被っ

て、裸で上がって来たのは見ています。でも何十

人っていうことはなかったように思います。 

質問：沈んだ船は木造船とか鉄の船かとかがわか

りますか。 

豊崎：私は木造船ではなくて、鉄船であったと思っ

ています。軍艦のような格好をしていました。 
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質問：とすると布良沖に、今もその船が沈んでいる

ということですか。 

豊崎：ええ、布良港からウドリ島から向かって右の

方ですね。今も沈んでいるでしょうね。 

愛沢：今、豊崎さんからは今年の２月に戦争を語る

会で証言はまだ概要でしたが、今日は布良にお

いて調査が深まり、一歩踏み込んで話していた

だきました。１人や２人が亡くなったという出

来事ではなく、駆潜艇の撃沈ということで、多く

の方が亡くなったということです。一般的に地

域の人びとが語り継いでいくことで、その後に

慰霊碑などが出来たりします。でも布良ではそ

うならなかったのは、どうしてでしょう。 

豊崎：一瞬にして沈没ということになれば、多くの

乗組員は船とともに全滅したかもしれません。

飛行機からの爆弾であった場合、その時の乗組

員は上甲板にいるから助かるとか、青木さんの

経験から聞かせて下さい。 

青木：部屋の中におったらダメだろうし、助かって

も海に投げ出されたら、沈没の際に海流が渦巻

き、それに巻き込まれたら助からないですね。 

豊崎：船が小さいですし。 

愛沢：どの辺に沈んだかの大体の位置はわかりま

すか。今でも沈んでいる可能性は高いですね。 

質問：ところで「駆潜艇」とはどんな船ですか。 

愛沢：駆潜の「潜」は潜水艦を、「駆」は駆除する

わけで潜水艦を見つけ出す探索装置を装備して、

沈めるために攻撃のために爆雷を使用する特殊

船です。船尾からドラム缶のような爆雷を転が

して次々に爆発させていく攻撃方法をとった船

舶です。写真の駆潜艇は爆雷を 18 個搭載してい

たタイプです。 

質問：速力が 16 ノット以上じゃないと逃げ切れな

いのに、11 ノットであれば、船自身が爆雷の直

撃を受けるのではないですか。 

豊崎：初期の場合は船尾にドラム缶のような爆雷

でしたが、そのうちに射出機というもので、爆雷

を海上に向けて打ち出す機械ができた以降は、

おもに射出機を使っていたといわれます。 

質問：乗務員は何人ぐらいだったのですか。 

豊崎：これは分かりません。 

愛沢：この質問では、布良沖で撃沈された駆潜艇が

どのくらいの人が乗っていて亡くなったか、ま

た何人ぐらい助けられたかということにも関わ

ります。戦争末期になると駆潜艇が足りなくな

ってきたので、多くは木造船になっています。昭

和 20 年の段階では、急造の船を 100 隻 200 隻

と造ったといいますし、本土決戦に備えて小さ

な漁船まで駆潜艇に改造していたようです。船

自身が投げ込んだ爆雷で、自身の船がやられて

しまうようなことも起きたようです。 

 

豊崎：駆潜艇の親分のようなものが駆逐艦ですが、

駆逐艦は砲を持った軍艦です。駆潜艇は機雷対

策の掃海艇みたいもので、船が造り易いうえに

安価であったという利点がありました。 

質問：駆潜艇の港っていうのはどこにあったので

すか。 

愛沢：魚雷艇基地が館山にあったように、大きな港

をもっていたところだと思います 

質問：布良にありましたか。 

愛沢：布良には駆潜艇などを持っていた横須賀防

備隊の見張所があった場所ですが、港ではなか

ったようです。 

豊崎：駆潜艇にも鎮守府とかの所属部隊があるは

ずで、それ以外では対潜学校であれば、学生たち

の実習授業のために駆潜艇を持っていたかかも

しれません。 

質問：その駆潜艇には守備範囲があったのでしょ

うか。また、撃沈した駆潜艇の場所は富崎の監視

哨と、どのくらい離れていたのでしょうか。 

豊崎：今の警察のような守備範囲や管轄は分かり

ません。また、富崎民防空監視哨は、現在の富崎

小学校の近くにあって、第２運動場のそばが監

視哨で、防空のため敵の飛行機を早期に見つけ

ることが任務です。かつて測候所の下からは岩

礁があって、地元ではニシタとか、ニサイ浜と呼

んでいますが、そこから沈没した海上とは、相浜

からみれば大島からは南西で、布良からはやや

北西に近く、平砂浦海岸に近づいていない海上

であったと思います。 

愛沢：この地図ではどの位置でしょうか。 

豊崎：船に乗っている人は見えなかったので、布良

から３、４ｋｍ離れた海上であったかもしれま

せん。 

豊崎：ちょっと青木さんに聞きたいのですが、青木

さんは布良の海を随分潜ったと思いますが、あ

ちらの方で潜水したのですか。 

青木：潜っていないよ。 

豊崎：巴川の沖合は行っていない。平砂浦海岸の区

域は違っていたのですね。 
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青木：そうなると濡れてぐったりしていた乗組員

を温めた海女さんたちは、平砂浦海岸の方に行

って潜ったかどうかは、海女さんたちに聞いた

ことがないね。 

豊崎：その後にあの港で亡霊が出るとか、そういう

話も一切聞かないし、忘れ去られていますね。 

愛沢：山口栄彦先生、この駆潜艇の出来事は豊崎さ

んから聞いていたわけですね。かなりの方々が

見て知っていたにも関わらず、この話はどう伝

わっていったのでしょうか。 

山口：布良の漁師たちが釣りに出て、機銃掃射をさ

れたという話は聞いていましたが、今の話は知

らなかったですね。いろいろな出来事が多く、時

間が経つうちに重なっていったかもしれないね。

安房中学校に行って、学校から各地に勤労動員

されていたので、地元のことは全然、聞いていま

せん。 

愛沢：海女さんが救助された兵士たちを温めたと

いう話は、豊崎さんから聞いていたということ

ですね。皆さん、富崎の方々がこの出来事をあま

り伝えて来なかったのはどうしてでしょうか。 

青木：富崎の人の多くは知らなかったですよ。布良

にいた人は知っていたかもしれないが、布良の

自分たちも潜水学校などに行っていたし、外に

出て行った人は多いと思うよ。 

山口：でも小学校の子どもたちは知っているでし

ょう。 

愛沢：だから、青木保存会の嶋田博信会長も小学６

年生のときに見ていたと証言をもらいました。

見た方はいても、結局、こちらから聞かないと証

言はとれないということです。 

豊崎：そう。今まで誰も話しをしなかったので、こ

ちらから話して初めて答えてもらっています。 

山口：聞いた話ですけど、小学校では警戒警報があ

ると全部帰宅させられたようです。だから、港で

見ていたというのは、一旦家に帰ってから、見に

行ったとも考えられます。まあ、高等科の子ども

のなかには学校から直接、港に行って見たとい

う人もいました。 

豊崎：学校から見たというのは、ちょうど監視哨か

ら 80ｍくらいのところであり、この話をして初

めて高等科の子どもが見ていたということがわ

かったのです。布良郵便局にいた事務員に話を

聞くと、「あの兵隊をこうして、男を女が抱いて

いたのか」と不思議がっています。この事務員と

は私の姉と妻の姉であり、当時郵便局に勤めて

いて、港に騒ぎがあったので見に出たといいま

す。その時、浜には大勢の人が集っていたが、憲

兵隊はいないし兵士らもいなかったといいます。

ただ、警防団長が大きい声を出していることは

皆が耳にし、誰でも自由に駆潜艇の乗組員たち

に近づくことができました。 

帝国水難救済会は現在、郵便局の駐車場にな

っていて、敷地は神田吉右衛門分家の神田辰太

郎の所有地でした。ここは結構、隆起して崖にな

っていますね。 

質問：ここは岩礁だったのですか。 

豊崎：ええ。この港は昭和 14 年頃につくりました

が、さらに岩礁を壊して、昭和 50 年代に現在の

港の姿になったということです。だから、私が産

まれる頃から港づくりがはじまり、だんだんと

港が広がっていったわけです。 

愛沢：これがバス通りという町の本通りでした。 

豊崎：私はこの岸壁の高さを測りました。この道の

端と岸壁。岸壁が 2 段になっています。 

愛沢：岸壁が出来ていくわけですね。 

豊崎：これらの写真はもう岸壁が出来ています。船

大工「船吉」に２階の建物が出来たのは大正 14

年で、棟札が残っています。向区にはまだ港がな

く、関東大震災の復興のために、千葉県とか国が

復興資金を出してくれたわけです。富崎の布良

漁業組合の金を含めて、当時のお金２万で港を

修復しました。布良崎神社の石碑にこの出来事

が刻まれています。 

昭和２、３年頃に岸壁ができ、竣工式がおこな

われました。なお、私の家は２階建てになってい

ますが、１階は仕事場で、この仕事場の前では酒

などを売っていました。震災後、大正 14 年に２

階建になっています。関東大震災前の写真であ

ることは今、特定出来たことです。 

茅葺の屋根も、昭和 50 年頃を境に徐々に減っ

ていきました。この余談になりますが、昭和 20

年８月に爆弾１発が、船溜まりに落ちました。こ

こにはしっかりした堤防があり、砂場に爆弾が

落ち、大きな穴となったのですが、砂場であり大

きな被害にならなかったということです。 
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愛沢：豊崎さんの非番の日であり、被害なしという

ことです。７月 18 日は白浜の野島崎灯台への艦

砲射撃の時でした。この艦砲射撃は、布良もかな

りの音だったのですか。 

豊崎：いや、静かでしたよ。ただ、布良の反対側の

風に乗って砲火が飛んでいましたので、布良の

人たちは騒ぐということはなかった。ただ、内々

で外に出ろとか、そんな声はありました。 

【本土決戦の布良陣地と陣地から平砂浦海岸】 

愛沢：このなかに竹やり訓練指導とあります。「本

土決戦」に向けての訓練だと思いますが。その話

を最後にお願いします。 

豊崎：誰しも 42 歳ぐらいになると第２国民兵とい

って兵役から離れるのですが、「本土決戦」体制

のために再度、男性たちを集めて訓練したので

す。それも 17 歳の私が、銃剣術や竹やり訓練を

指導するのです。地域にはもう若い兵士がいな

いので、女、老人、子ども以外は、すべて「本土

決戦」のために兵士にさせていく体制を敷いて

いきます。この訓練は八幡海岸でやりました。補

充兵とか兵役から離れた高い年齢層の男性がか

なり集まりました。 

愛沢：これは国民義勇戦闘隊と呼ばれていたこと

はご存知でしょうか。 

豊崎：このような組織がつくられていきますが、私

の方ではわかりませんでした。聞くところによ

りますと、私の白浜町の職場では、兵役を終えた

七浦村、千倉町在住の年配者は、空襲警報になる

と防衛隊員となり、それぞれ地元に戻って行き

ました。 

質問：防空監視哨が直接、機銃掃射で狙われたとい

うことはありましたか。 

豊崎：空から見ると丸見えなので、あそこに何があ

るということで攻撃されました。 

質問：狙われてどのように避難をしたのですか。 

豊崎：私は非番でした。監視哨が銃撃される様子を、

当日勤務のＭさんから聞いたが、逃げ遅れ、哨近

くの畑の肥溜め（人糞、当時貴重な肥料）に飛び

込むが、量が少なくて助かりました。その匂いの

臭かったことか、後々まで語り草でした。一方、

哨の右斜め下 100m 測候所下ニサイ鼻、岩石砕

石作業所、ダイナマイトで破砕した石をさらに

小さく砕き、道路敷石に加工、勤労奉仕中の国民

学校生徒が測候所を狙ったとみられる銃撃にあ

いましたが、全員無地でした。相手は生物ならだ

れでもよかった、証言者も現存しています。 

愛沢：監視哨は大型の双眼鏡が命なのに、その双眼

鏡が取り上げられた話を最後にお願いします。 

豊崎：３月 10 日から 10 日以内だと思いますが、

監視隊本部から双眼鏡を返納しろという命令が

きます。返納すると監視の任務にならないので

大変になります。皆は血相を変えて、必死の思い

を示すために血で嘆願書を書いたのです。布良

で大型の双眼鏡を使わせてくれと。返納を拒否

する運動をやったのです。しかし、訴えは届かず、

結局、４名で東京の司令部まで双眼鏡を担いで

返納しました。だから布良には普通の双眼鏡の

他はなくなりました。 

愛沢：戦争中の出来事として、血を使って嘆願を書

くとは凄い話ですね。 

豊崎：血によって書いた嘆願行為であったので、監

視哨長は皆に髪と爪を残させました。 

愛沢：本土決戦のなかで布良沖における駆潜艇撃

沈という出来事は、富崎の人びとにどんな思い

を残してきたか、今日になって豊崎さんの証言

でわかってきました。 

私たち市民が調査研究していくことは大変で

すが、地域の皆さんの思いを掘り起こしながら、

地道に調べていきたいものです。豊崎さん、あり

がとうございました。 


