
ナム沖で撃沈され戦死、もう一人の叔父は中国で「特務機関」の軍属として働いた。斯
くの如く、わたしの一家は、農村の２・３男以下が軍人・軍属となった典型的な軍人一
家だった。⺟⽅はというと、祖⺟が1945年の千葉空襲で被弾し亡くなり、叔⺟たち（一
番下は10歳だった）はその空襲を逃げ惑ったと言う。

目次と写真解説に寄せて

というのみならず、陸軍習志野学校での毒ガス使用・防御を習得した1万人の将校・下
士官の一人であり、かつ朝鮮を直接的に支配した朝鮮軍の将校でもあった。叔父は1940
年「北支戦線」で戦死し、大叔父は南⽅からの物資輸送団を率い日本に向かう途上ベト

たのだが、この足かけ15年にわたる戦争を知ってはいるが実感のレベルでは捉えようも

 わたしの父は、「満州国」とソ連との国境紛争「張鼓嶺事件」（1938年）に参戦した

 かくいうわたしは、アジア太平洋戦争終結（日本の敗戦）後わずか２年半後に生まれ

渋谷秀雄写真集

『未来へ アジア太平洋戦争学習ノート - 1』

目次と写真解説

ことを願うものである。

行だ。被災し苦しんだ物が今わたしに語りかける、その消え入ろうとする声と光を受け

ない。しかし、この戦争は遠い先祖の時代のことではなく、わたしたちを生み育てた父

止めたい。

⺟たちの「おこなった」もしくは「こうむった」戦争である。

たち、敗戦後70年を経たいま、平和を謳いあげた憲法条項をも実質的に放棄していまや
海外に軍隊を派遣できる国へと「飛躍」してしまった日本の現在に、この声と光が届く

めた。それは20代のときに撮影してきたことの続きでもあり、⻑い断絶後の継続でもあ

 足かけ15年続いた戦争の始まりとなった奉天での鉄道爆破事件から53年＝30,317日が

 わたしは50歳をすぎてから、横浜と東京に遺されたこの戦争の遺跡と遺品を撮影し始

横浜から著者

った。遺物の形にこだわることなく、その物の発する歴史的意味合いに迫るための撮影
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188
189
190
191
192
193
194

3 195
196

4 197
5 198
6 199
7 200
8 201
9 202

吹き飛ばされた山王神社の鳥居

同医学部グビロが丘からの市街
爆風で傾いた医学部の門柱
⻑崎市街

陸軍には10の研究所が設置されたが、この第九は陸軍内部でも秘密にされた。そ

3-13 第九陸軍技術研究所（登⼾研究所） （川崎市生⽥ 明治大学生⽥キャンパス）
スパイ学校「中野学校」むけの特殊な道具・兵器・毒物の開発、細菌戦の研究、

の研究所の中でも偽造紙幣印刷所は高い塀によって秘密が保たれた。

研究所本部跡

巨大な「動物慰霊碑」 その大きさに実験動物だけとは思えないという説

弥心神社 知恵の神を祭る神社だが殉職者も合祀
「26号棟」 偽札保管用倉庫 2009年に解体
「36号棟」 細菌兵器の開発棟 2010年から資料館となった

断裁前の偽造法幣※

通称「弾薬倉庫」

電波兵器の開発、風船爆弾の開発、中国の偽造紙幣の大量印刷（中国で使用され
た）などの研究開発部門である。

もある

目次と写真解説

朝の通勤時の電鉄「宝町」停留所
永井隆博士の墓、坂本国際墓地

北村⻄望作「平和祈念像 平和公園内
ザベリオ（ザビエル）と使徒像 原爆公園＝爆心地
爆心地近く
「白山墓地」 爆心近くのキリシタン墓地
⻑崎⼯業学校跡（現在は⻑崎南山高校） ラテン語で「人間の尊厳」
浦上刑務支所運動場跡 平和公園内
被爆三世のザクロ樹 ⻑崎大学構内
⻑崎大学医学部の原爆遺構「ゲストハウス」は現在も使用されている 原
子野にひとつ佇んでいた

原爆遺跡を勉強する福岡県、佐賀県の小学生
電鉄内

9 202
10 203
11
12
13

14
15

1 14

東京空襲は120回にわたって行われたが、なかでも1945年3月10日の「大空襲」で

14-15 日立航空機立川変電所跡 （東京都東大和市）

16-17 東京空襲で焼けたイチョウ （東京都押上の飛木稲荷と浅草の浅草寺）

空襲と機銃掃射の跡を残す表側
1945年2〜4月の空襲で焼けただれた裏側

「731部隊」の石井四郎が開発した濾水機も伊那から大量に発見された※

新校舎建設中の明治大学
隣の中学校も研究所跡地だ

※ 明治大学平和教育登⼾研究所資料館蔵

断裁前の偽造法幣※

1945年に疎開した先の伊那から出てきたフラスコ※

戦闘機のエンジンを生産した。

は10万人余が死亡した。

雨・・・
原爆遺跡を勉強する福岡県、佐賀県の小学生



16
17

172 曽根製造所跡
173 18&19
174
175

20

176
177 21

178&179

22
23

「採炭救国」像 夕張市石炭博物館
北海道もまた石炭増産の時代だった。

石炭の大露頭 同博物館
北炭夕張の全盛期を物語る鹿鳴館（迎賓館）

180-183 新横浜、高円寺

撮影中多くの人と出会い話を聞いているが、お二人を紹介しよう。

曽根製造所南側の海
苅⽥港 2000年の⼯事で2千発の毒ガス弾を処理した
水巻町多賀山 北九州は石炭増産の時代でもあった

176-179 夕張

れた）。敗戦直後、証拠隠滅のため周辺海域に遺棄した。

飛木稲荷
浅草寺交番前

18-19 英連邦戦死者墓地 （横浜市保土ヶ谷）

占領地、とくに南⽅戦線の捕虜が過酷な移送船内で多数亡くなった。
移送船は「ビョーイン丸」「拷問丸」「地獄丸」と呼ばれ捕虜たちに恐れ
れられた

20-21 江戸東京博物館 （東京都墨⽥区）

風船爆弾1/5の模型 極めて精巧なものでジェット気流に乗り2〜3日でア
メリカ本土に到達し森林火災をおこしたり牧師一家が犠牲になったりした
細菌兵器の搭載も考えていたといわれる
ビデオには東京に投下される焼夷弾が映し出されている

22-23 東京大空襲・戦災資料センター （東京都江東区）

東京空襲で焼けた勤労報国隊の芝中学2年生の夏制服（村上邦彦氏提供）
嬰児の帽子 寿重さんの三女髙木快枝さんが逃げるときにかぶっていた

172-175 曽根製造所跡 （北九州市）

現在は陸上自衛隊曽根訓練場。「地図から消された島」広島県竹原市忠海の大久
野島で製造された毒ガスをここで砲弾、爆弾に充填した（主に中国戦線で使用さ

23

180

181
182

24
25

183

184
185 26&27
186 28
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玉砕を免れたが、アメリカの収容所に収監された

中国人らが掘った新花岡川

新横浜日産スタジアムで出会ったOさん 元硫⻩島兵士で腿を撃ち抜かれ

その時Oさんは17歳 家族は玉砕と思いこの写真を鴨居に飾っていた
高円寺の陸軍気象部跡地の公園で話したご近所の理髪師 小学生の時に縁

同公園

撮影中多くの人と出会い話を聞いているが、お二人を紹介しよう。

故疎開で新潟に行ったが向こうで空襲に遭った 「戦争は二度とやっては
いけない！」と

何度か訪れたが、今回小学生たちと一緒に歩いて初めて撮影できた。被爆当時の

浦上天主堂前
被爆により落下した同天主堂の鐘楼
「⻑崎の鐘」⾳符の壁 平和町

嬰児の帽子 寿重さんの三女髙木快枝さんが逃げるときにかぶっていた
快枝さんは空襲では一命をとりとめたが幼くして病気で亡くなった
（髙木寿重氏提供）

24-25 傷痍軍人東京療養所・外気舎 （東京都清瀬市）

5結核の兵士がこの小屋に二人ずつで療養した 合言葉は「出発点」
同散歩道

26-39 花岡事件 （秋⽥県大館市）

閣議決定に基づき1944年から中国人38,935人が強制連行され戦争遂行に必要とさ
れた135事業所で労働させられた。そのうちのひとつが花岡鉱山鹿島組で、河川
の付替え⼯事に986人が働かされた。1945年6月30日に重労働、粗末な食事、看守
の暴行に対し約800人が蜂起したが失敗し、419人が殺害された。

銅などを含む⿊鉱

184-203 長崎

写真が焼付けられた案内板があり、生々しく光景が浮かび上がった。



29
30

156
31 157
32 158
33 159
34 160
35 161
36 162
37 163
38 164
39 165

40&41

「ともこ」の親分の墓 危険な鉱山では親子よりも強い関係だった
花岡事件の発端となった「七ツ館鉱」落盤事故の「弔魂碑」 日本人11
と朝鮮人11人が生埋めとなり閉じ込められたため 新花岡川が掘られる

中国殉難烈士慰霊之碑裏側
新花岡川横の信正寺の大イチョウ
獅子ヶ森と大館駅

連行中国人が使役され京浜⼯業地帯の電力を期待されたが戦時中には完成

小坂鉄道花岡駅跡地
花岡市街

とになった

中国人が収容された中山寮が沈む滝野沢の廃液湖の堰堤
東隣の釈迦内鉱山跡
中国人500人が立て籠もった獅子ヶ森頂上

せず ⼾⽥とならぶ漕艇場だ

つかまって暴行を受けた共楽館跡地

上流の泰阜（やすおか）村
泰阜村対岸の山々

40-41 相模ダム （神奈川県相模湖）

156-165 天竜川平岡ダム、満島俘虜収容所

ダム下の発電所
ダム建設物資を運んだ飯⽥線旧線跡
諏訪湖のアオコまみれの流れから始まり、南アルプス、中央アルプスの豊
富な水を集めた天⻯川

平岡ダム 10万キロワット
同ダム裏側階段
中国人犠牲者182人の慰霊碑 ダム湖脇
俘虜犠牲者56人の名が刻まれた鎮魂碑 収容所のあった中学グラウンド
同グラウンド

166-171 井の頭公園

住みたい町ナンバー１吉祥寺のシンボルだが、戦争末期には棺桶用木材が不足し

強制連行された中国人（135事業所の一つ）、朝鮮人と満島俘虜収容所の連合軍系
捕虜を使し平岡ダム建設を急いだが、敗戦までには間に合わなかった。

166
42 167
43 168
44 169
45 170

171
46
47

3 12

せず ⼾⽥とならぶ漕艇場だ

日露両戦争への参戦、二・二六事件の鎮圧、ノモンハン事件への参戦、日中戦争

兵士が刻んだモッコクの木
厠の跡
弾薬庫の壁跡
「12階段」 向う側からこちらへ飛び降りる訓練用器具

1874年（明治７年）陸軍第二歩兵連隊が佐倉城址に駐屯し、以後⻄南の役、日清

を転戦し、レイテ島での戦いでは2,500名のうち2,400名の戦死者をだしたという
連隊まで、佐倉で編成された計12の連隊を総称して「佐倉連隊」と呼ぶ。

166-171 井の頭公園42-45 佐倉連隊兵営跡 （千葉県佐倉市）

松精油採取跡

池周辺の樹木
池の畔の雨中舞踏
松精油の採取跡
同跡
北村⻄望は公園内にアトリエ兼住居を持ち「平和祈念像」をつくったが、

池周囲の木が伐採され、その奥の松林では松精油、松根油が採集され飛行機の燃
料にしようとしたが、うまくいかなかった。

住みたい町ナンバー１吉祥寺のシンボルだが、戦争末期には棺桶用木材が不足し

戦争礼賛の作品も多数展示されている
46-47 かながわ平和祈念館 （神奈川県上大岡）

北京陸軍病院で亡くなった伍⻑の眼鏡
上海で戦死した陸軍伍⻑の小銭入れ

住みたい町ナンバー１吉祥寺のシンボルだが、戦争末期には棺桶用木材が不足し
池周囲の木が伐採され、その奥の松林では松精油、松根油が採集され飛行機の燃



144
145 48
146 49

50&51
147 52

53
54

148 55

原爆犠牲者慰霊碑 品川東海寺 2012年に葛飾に移設された

「ビルマ派遣独歩187大隊戦友会記念碑」 四谷の法蔵寺 こういう碑は
あり 日中戦争の激化と太平洋戦争への序曲ともなった

部隊員の高齢化に伴い昭和末から平成初めにかけて各所に建立されている

地下壕は蛍光灯使用 トイレは水洗式だった
耐弾式竪穴坑 地下への出入口は爆撃に耐えられるよう分厚く造られた
構内のチャペルも米国放送の傍受に使用された

人は自爆的なかたちで死亡した これを新聞各紙が「英雄」扱いして報道

言われるが 自爆を美化し「軍神」視する日本的ナショナリズムの高揚で

ままになくなっている。そんな中で、神社、お寺に遺されていることが多い。

撃命令」などはここから発令された。
のが「満州」での侵略の陽動的作戦（と わたしは理解していたが）とも

相州美術の社⻑が個人的に運営している戦争資料館である。
柳条湖事件直後に駆けつけた装甲車のブロンズ像
慶応大学生で学徒出陣し占守島からシベリアに抑留された陸軍大尉が飯
盒の中蓋で作ったスプーン

50-55 連合艦隊司令部跡・日吉台地下壕 （神奈川県日吉）

1944年、学徒出陣・勤労動員で学生が少なくなった慶応大学日吉の寄宿舎が、連
合艦隊司令部として使用されることとなり、同時に地下壕が突貫⼯事で建設され
海軍の中枢がここに集中した。「台湾沖航空戦」「レイテ海戦」「戦艦大和の出

48-49 相州美術・戦争資料館 （神奈川県厚木市）

第一校舎（現在の慶応高校）横の「大東亜共栄圏」を示すモニュメント

し 映画・流行歌（軍歌なども）・歌舞伎・浪曲・童謡まであらゆるジャ
ンルで美化し 多くの国⺠から弔慰⾦が寄せられた この上海事変そのも

出陣学徒500名の壮行会が陸上競技場で行われた（1943年） 慶応義塾
から3,000名の学生出陣し2,000名が戦死した

品川清光院 爆弾の破⽚が当たった江⼾期の粋な茶会碑
肉弾三勇士像墓（江下武二像のみ残る 「爆弾三勇士」とも言われた） 愛
宕⻘松寺  1932年2月 第一次上海事変で中国軍の鉄条網を破壊するため
に江下 北川 作江一等兵が破壊筒を抱いて突入し突撃路を開いたが、三

裏面に「昭和18年編成時931名、同21年復員時215名」と記されているイ
パール作戦の不条理さは別項を設けたい
中野氷川神社 国旗掲揚塔 反対側に大きく「国威宣揚」と刻されている148 55

149
150
151

56

57
58

152 59
153
154 60
155

61
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立川空襲の余りを投下し寺を燃やした焼夷弾 町⽥市・萬松寺

千葉大学付属病院のアールデコ様式の入口吹き抜け部 祖⺟が爆弾の破⽚

修羅場と化した一階廊下 当時3・4年生は学徒出陣 1年生は勤労動員で

⻑崎型原爆（プルトニウム型）を模した「パンプキン爆弾」は原爆投下訓練と爆
発にいたるデータ採取のための爆弾としてつくられ、原爆投下候補都市の周辺都

中野〜ハルビン3,000キロを結ぶ電話ケーブル 町⽥市相原

市に実質４９発投下された。その一発が1945年7月26日島⽥にも投下された。

に当たり都川対岸の同病院に担ぎ込まれたが死亡した

152-155　島田へのパンプキン爆弾投下

師範ともに千葉駅に近い

年生が主に手当てにあたった

同日 叔⺟が通っていた本町小学校も焼失した
同年の「七夕空襲」で焼失した「富士見校の跡」碑
「女子師範、同付属小学校・幼稚園跡」碑 刀根山光人作 富士見 女子

第一校舎（現在の慶応高校）横の「大東亜共栄圏」を示すモニュメント

56-61 千葉空襲 （千葉市）

千葉市に対する大きな空襲は1945年6月10日と同年7月7日（「七夕空襲」）にあ
り、両空襲による死傷者は1,595名に上る。

国鉄千葉機関区に建つ「礎」の碑 6月10日に襲われ職員と勤労学徒23
名が死亡した

普門院の慰霊碑 49人が亡くなった
普門院の門柱
大井川をはさんで手前が⾦谷 右奥が島⽥
同爆弾の破⽚ 島⽥市博物館

中野氷川神社 国旗掲揚塔 反対側に大きく「国威宣揚」と刻されている
中野氷川神社境内の機雷 日露戦争時のものか 古い型のようだ



129

62
63
64 130
65

131
66 132

133
67 134

68&69 135
136
137

日中国交回復10周年に贈られた中国のジャンボSLが（アスベストを除去

特攻艇「震洋」の掩体壕（掩体壕も大から小までいくつか残っている）
味ではあるが戦争遺跡を巡ってみよう。浜松、浜名湖は後日撮影する予定だ。

鉄道第一連隊 千葉公園内に残る「演習用橋脚」
同公園内のウィンチの一部礎石
同公園わきの演習用のトンネル
習志野にある「支那囲壁砲台」跡 中国の銃眼付⺠家を模した訓練用の模

62-69 軍都千葉的側面 （千葉市）

戦運用には至らなかった

さらに大きな第一格納庫があった
現在会社の倉庫として使われている旧「気球連隊第二格納庫」 左側には

旧「陸軍歩兵学校」跡地一部の保育園
B29を撃墜するために開発したロケット迎撃機「秋水」の燃料のガス抜き

新居浜 連合軍の上陸が想定され13基のトーチカが造られた

ではその一部を紹介する。なお、太平洋に突き出した房総半島には、戦争末期に

型 ここで訓練した兵士の多くは中国戦線に送られた 現在は⺠家

管とパイプライン 海軍は横浜の本郷台で別に開発していたがいずれも実

した結果でもあるということだが）潮風で劣化して前面みのモニュメント

水港・三保

計11回の空襲に襲われたが  火の中を逃げ惑った人々に紅蓮のテルファー

原谷の中島飛行機地下⼯場

現在の清水港
新居海兵団防空壕跡

中島飛行機⼯場跡地、鷲津駅浜名湖側

静岡県護国神社（静岡市）
清水港に残るテルファー（陸揚げ用の機器） 清水市も1945年7月7日など

千葉県でも首都東京の東部に隣接する地域には様々な軍事施設が存在した。ここ

「本土決戦」を主張した軍部によって連合軍を迎え撃つための各種の壕、トーチ
カ、人間魚雷基地、特攻隊桜花基地などが造られ現在もその一部が残っている。

と化した 中央公園内

航空機を中心とした軍需産業で栄えた浜松など⻄部と⽐べると、静岡県東部は地
130-143 静岡東部

138
139
140

70&72 141
142

71
73 143

74
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安置されている

は移築し個人宅

引佐町「日露戦役凱旋紀念門」 六所神社参道
が強く記憶されている

明治期には司馬遼太郎『坂の上の雲』で有名となった騎兵連隊があったが、柳条

た。やがて中国で大量の毒ガスが使用され、敗戦後は遺棄された。ここで1万人の
日露戦争戦死者224柱の木像 焼津北の常昌寺
サイパンで破壊された戦車 陸軍少年戦車学校跡地内「若獅子神社」に

同校跡地 富士宮市

差別しない」と追悼碑を建てた  近年はアメリカの遺族・関係者も訪れず
荒れている

東京の市街の変貌は著しく、戦争遺跡も、遺跡として遺すべきものもうやむやの

学校跡地だが財務省管轄で現在立入禁止 「731部隊」で使用された八面

湖事件後の1933年に毒ガス兵器の防御・使用の訓練のための学校として設立され

将校・下士官が教育され、わたしの父もそのうちの一人であった。

房そっくりの棟も発掘された

70-73 陸軍習志野学校跡地 （千葉県習志野市）

計11回の空襲に襲われたが  火の中を逃げ惑った人々に紅蓮のテルファー

旧陸軍静岡練兵場訓練講堂 本物の毒ガスを充満させ通り抜ける 現在

新居神宮寺 撃墜（1945年）されて死亡した10名の米兵を住職が「死者

現在の新宿区は、当時はまだ東京の郊外であり陸軍の演習場として使用されてい
たが、やがて様々な施設がつくられていく。

旧演習場敷地（現在は⻄⼾山公園野球場） 今では市街地となっている

隣接敷地の樹木
隣接する弾薬庫跡がそのまま子供の遊び場になっている

74-81 戸山ヶ原 （東京都新宿区）

144-151 続・東京の戦争遺跡
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81

82はりま相生事件を追う』に詳しい。

赤山地下壕横の掩体壕（飛行機用の防空壕）

ロ爆弾を搭載した特攻艇
波佐間近くの弾薬庫跡 現在は⺠家の倉庫
大房岬の探照灯エレベーター跡

あまり知られていない事件である。「38,935人の中国人が強制連行され、135事業

同造船所は労働者が住む市街は湾で離れているため、また戦争が深まるにつれて
所で労働させられ」たうちの一つ、相生市「播磨造船」には490人が配属された。

時は未完成

需要が飛躍的に伸びたため渡船をやめ1943年「皆勤橋」という浮橋をつくった
（2002年撤去）。中国人たは日の浦の谷⼾に住み一般の労働者から隔離されて作
業していたが、1945年8月15日に解放された。その直後、9月13日深夜皆勤橋上で
人の中国人労働者が惨殺された事件が、相生事件である。こちまさこ『1945年夏

118-129 相生事件 （兵庫県相生市）

同弾薬庫跡 東京湾要塞の一部でもある

波佐間の特攻艇「震洋」基地跡 ベニヤ製のモーターボートの先に250キ

旧「陸軍第一病院」（現在は国立国際医療研究センター病院）と旧「軍医
学校」を結ぶ地下道の痕跡
「（人体の）医学標本を埋めた」という証言を元に2011年2月から防疫研
究所跡地の発掘が開始された
人骨は見つからず同年6月30日に埋め戻された 1989年に隣接した軍医学
校跡地から100体以上の人骨が発掘された
同学校地下には1930年代にかの「731部隊」の石井四郎が「防疫研究所」
を設立し細菌研究を行っていた

スパイ・特殊⼯作員養成のための中野学校跡地 現在三つの大学の校舎と

旧射撃場（現在は早稲⽥大学理⼯学部）を囲む土塁
⼾山学校将校集会場 現在は教会と幼稚園になっている
百人町の「第六陸軍技術研究所」跡地 化学兵器とくに毒ガスの研究開発
心だった
「医療××」と書かれた車止め様の石 これも「陸軍軍医学校」の痕跡と
思われる

82-85 中野学校跡と豊多摩監獄跡 （東京都中野区）

82
118
119 83

84&85

120

121
122
123
124 86
125
126
127 87
128 88
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「華労」宿舎跡地 狭い谷⼾を朝鮮人労働者が発破をかけて拡げた
宿舎海側の「華労」職場跡地

相生駅⻄の山陽本線橋脚
皆勤橋があったところでペーロン練習中 小さな造船所が戦争とともに巨

現在の佐⽅川と⼯和橋 高松刑務所から3,000人余の受刑者が動員され

佐⽅川上流 亡くなった朝鮮人労働者を野焼きしたという場所近く
野焼き場所すぐ奥の山陽自動車道
造船報国隊くずれのヤクザが縄張りにしていた播磨劇場跡地

大造船会社に育っていく過程で⻑崎から多くの技術者・労働者がやってき
てペーロンも持込んだ

「造船報国隊」をつくり掛け声勇ましく⼯和橋を渡り松浦⼯場で就労した

寒川側⼯廠跡地 2002年圏央道建設⼯事でイペリットなど10本が見つか

相模海軍⼯廠跡の碑

毒ガスの研究開発・製造もまた陸軍と海軍は別個に行っていた。海軍は相模川の

積み上げられていた

はりま相生事件を追う』に詳しい。

⼯廠内に敷設された支線の跡

相生は切り立った崖の町だ
現在の藤⼾トンネル 中国人は町から隔絶された谷⼾で働かされていた

左岸寒川で製造、対岸の平塚で研究開発を行っていた。

労働者8人が負傷した 建設中の圏央道下には 掘り出した土がうず高く

職場の北側の日之浦神社 「華労」の宿舎だった

日に獄死） 中野重治 埴谷雄高 河上肇 ⼾⽥城聖

スパイ・特殊⼯作員養成のための中野学校跡地 現在三つの大学の校舎と
施設が完成している（写真は⼯事中）
豊多摩監獄跡地 現在「平和の森公園」
監獄の正門と塀の一部が残されている （表側と裏側から）著名な収監者
は 大杉栄 荒畑寒村 ⻲井勝一郎 小林多喜二 三木清（1945年9月26

86-91 相模海軍工廠跡と同化学実験部 （神奈川県寒川町と平塚市）
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106-111 横浜事件

れる等と連てこられ地下⼯場で働かされた

相模鉄道さがみ野駅前道路は 高座海軍⼯廠の滑走路跡だ ここでB29迎

ジア太平洋戦争の泥沼に突入していた軍国主義者たちは、この記念会を「共産党

つけて、「改造社」「中央公論」「朝日新聞」「岩波書店」「満鉄調査部」など
の60人を治安維持法違反容疑で逮捕し、拷問と自白の強要で４人が獄死した、未
曽有の言論・思想弾圧事件だった。戦後、無実を訴えていた元被告・家族らが

空襲をのがれるために滑走路北⽅に地下⼯場を建設した
1993年に元台湾少年⼯たちにより大和市ふれあいの森に建設された「台

相模陸軍造兵廠跡 現在は在日米軍相模総合補給廠 ベトナム戦争時には

された。
富山県泊の旅館「紋左」入口に置かれたねつ造の元になった記念写真
横浜刑務所の塀の一部が残っている（港南区港南・笹下）
現在の横浜刑務所
同正門前にある「赤誠隊及図南報国隊殉難者碑銘」 太平洋戦争直前に刑

1945年8月30日. マッカーサー連合国軍最高司令官が降立ったのがここ厚木基地。

束、22日に解散した。

1北側に実験部の塀が続く

厚木基地

平塚の海軍⼯廠と関連⼯場の跡地（現在は平塚市総合公園）
化学実験部跡地の一部の市立美術館

1986年から繰り返し再審申立をし、漸く2010年に実質無罪判決が横浜地裁でくだ

朝日町）の旅館「紋左」で行い1 枚の記念写真を撮影した。すでに日中戦争、ア

再建準備会・泊会議」とでっち上げ、この記念会前後の「事件」と無理やり結び先立つ8月15日、海軍厚木航空隊は徹底抗戦の意思を表明し反乱したが、20日に収

撃用の「雷電」を生産していた

亭」 台湾の少年（13〜16歳中心の8,419人）が⼯業学校の卒業資格が得ら

破壊された戦車・装甲車の修理⼯場だった 背後の丘陵がテストコースだ

92-97 厚木基地周辺 （神奈川県大和市綾瀬市）

務所看守・職員・受刑者がテニアン島などの飛行場建設に携わった際の殉

三鷹市の仙川公園に1989年に建てられた北村聖望の「平和祈念像」

1942年7月、政治学者・細川嘉六の著書出版記念会を友人たちと富山県泊（現在は
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った「戦車道」（町⽥市）

1945年3月10日の下町（人口密集地）を中心にした「東京大空襲」（死者10万人

四谷法雲寺の梵鐘は鐘楼とともに焼け落ちたまま境内におかれている
若葉町の焼失した大きな酒屋の塀
焼夷弾に削がれた神楽坂の善国寺の石⻁（阿形と吽形）

関係ないが 原爆投下のためにB29が飛び立った飛行場にまつわる

98-105 東京空襲

座間市立⻄中学校 1993年制作「午後のひととき」は、在日米軍・キャ

向島の秋葉神社の狛犬
両岸から被災者が殺到して大きな被害を出した言問橋
築地の聖路加病院（現在は学校） 焼失を免れ被災者の治療に尽くした 旧「館山海軍航空隊」（現在は海上自衛隊基地）背後の赤山地下壕 敗戦

横浜地裁 戦前の一時期は「陪審員制裁判所」 戦中の「横浜事件」、戦
後の「B、C級戦犯」（花岡事件も）裁判の舞台となったところ 2001年

ぶ焼夷弾を主とした空襲で、首都東京は焼き尽くされた。

難者の碑銘だが 受刑者は記入されず 敗戦後 戦争犯罪を問われるのを

くは1946年春といわれた連合軍の本土上陸に対抗した「本土決戦」用のにわか造

112-117  南房総 （千葉県館山市）

明治期から建設が始まった首都東京防衛のための「東京湾要塞」と1945年秋若し

りの基地・施設とが混在している。

現在の横浜拘置所（刑務所の横）

後を高層ビルにして復元した 復元前の法廷一室が桐蔭学園（横浜市⻘
葉区）に保存されている

プ座間（旧陸軍士官学校）の脇に建つ

上）や同年5月25日（から26日にかけて）の「山手大空襲」など総計120回におよ

破壊された戦車・装甲車の修理⼯場だった 背後の丘陵がテストコースだ 務所看守・職員・受刑者がテニアン島などの飛行場建設に携わった際の殉

怖れ破壊し埋めていたものを1964年掘り返し再建した 横浜事件とは直


