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平成２２年度講演会資料

平成２２年１１月２１日

八千代市立郷土博物館

主任学芸員 佐藤 誠

映像で見る～習志野原の変遷～
『坂の上の雲』秋山好古と薬園台のかかわり

〔秋山好古の生い立ち〕

小説『坂の上の雲』を原作とした NHK ドラマで、熱い注目を集めている秋山好古。

12 月５日より第 2 部が放映される予定だが、秋山好古と習志野原、そして薬園台の関

わりが、以外と深いことは知られていない。まず始めに、「日本騎兵の父」と称された

秋山好古から見ていきたい。

江戸時代末期の安政６年（1859）、愛媛の松山藩士秋山久敬、妻・貞の三男として生
あんせい ひさたか さだ

まれる。武士の子であったので幼名を信三郎と言った。

秋山家は裕福な家ではなく、弟の真之が生まれたときは寺に預けようという話が持ち
さねゆき

上がった。その時１０歳であった好古は「ウチが勉強してお豆腐ほどのお金をこしらえ

てあげるぞな。」と言って真之を寺に出すことを思い留まらせたと言う。そのような中

で明治の世を迎え、武士としての生活の基盤を失った多くの藩士の子弟は、学問をする

ことで新たな生活を得ることを目標とした。好古も「風呂焚き」の仕事をしながら、わ

ずかな日銭を貯めては、本を買って勉学する日々であった。

ある時、無償で学校へ行けるという情報が好古の耳に入る。明治政府も全国に欧米の

制度を真似た学校を作るために、多くの教師を必要としていたことから、教師になるた

めの官立学校の情報であった。好古はこの話に飛び付き、まずは、臨時の教師になるべ

く１７歳で検定を受けて合格し五等助教として小学校に勤務する。そしてその傍ら大
じよきよう

阪師範学校を受験。２歳ほど就学年齢に満たなかったが、第３期生として合格する。好

古が頭脳明晰であっただけでなく、政府側も、たくさんの優秀な教師を迅速に育成する

必要があったのだろう。明治９年（1876）、１８歳で卒業し三等訓導として愛知県師範
くんどう

学校附属小学校に勤務して教員としての人生を本格的にスタートさせた。給料は好古が

普通に生活するのに十分な額であったという。

しかし翌年、同郷の士からの強い勧めを受けて、突然教員を辞し陸軍士官学校第 3 期

生として入学。軍人としての道に方向転換する。好古は、どのような思いで軍人の道を

志したのであろうか。

好古のその後の主な軍歴等については、別表として掲載したので、ご参照頂きたい。

軍人を退役した後の好古は、郷里松山の私学、北予中学校の校長として請われた。天
ほく よ

下の陸軍大将が田舎中学の校長など引き受けるはずもないと周囲は考えていた。

しかし好古は、「人間、引退後は恩給で楽して暮らすことばかり考えがちだが、私は
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自分でお役に立てることがあるならば喜んで何でもする。」と言い、校長職をすぐに引

き受けたと言う。時に大正１３年、好古６６歳の時であった。

当時の北予中学の評判は芳しくなかったが、校長となった好古は、夏の暑い盛りでも

常に背広姿で威儀を正し、馬に乗って通勤していた。遅刻・早退は勿論、退職まで欠勤

することもなかったという。その姿を見た教員も生徒も、己の姿を顧みて大いに反省し、

学校の雰囲気は格段に良くなったと言われている。校長時代の好古は、周囲に請われて

も一度も軍服を着ることはなかった。しかし生徒からは、よく日露戦争の話を聴かせて

くれとせがまれたという。

奇しくも好古の職業人生は教師で始まり、結局教師で終わったことになる。恐らく好

古の心の中には、教師の道を途中で辞した、後悔のようなものが長い間あったのではな

いだろうか。その心残りを、人生の最後に全うしたことになる。

昭和５年、７１歳で校長を辞した好古は家族のいる東京へ上京した。ほどなくして糖

尿病が悪化して陸軍軍医学校に入院し、片足の切断手術を受けた。たが、その後容体は

さらに悪化し、１１月４日、７２歳の天寿を全うした。、激動の幕末、明治、大正、昭

和を生き抜いた好古は「最後の古武士」と言われた。

好古の死後、その功により国から勲一等旭日桐花大綬章が贈られた。
きよくじつ と う か だいじゆしよう

〔日本の騎兵を育成した習志野原〕

１ 下野牧（小金牧）の頃（古代から江戸時代）
しものまき こがねまき

「一望千里」と言われた習志野原の台地は、古代より軍馬の育成に使われた

牧（まき）であった。平安時代に書かれた『延喜式』によると、下 総 国 には高津
えんぎしき しもうさのくに たかつ

馬牧・大結馬牧・木嶋馬牧・長洲馬牧などの放牧場があったと言われる。江戸
おおゆい こしま なかす

時代にも軍馬の育成が行われ、習志野原は幕府の下野牧（小金牧）の一部とな

った。牧の囲いである野馬土手の一部が現在も残されている。牧では将軍の鹿

狩りがしばしば行われ、明治以降も宮内省の御猟場として使われた。

２ 大和田の原と呼ばれた頃 （江戸後期～明治初め）

明治６年（1873）、陸軍練兵場となった大和田の原において、明治天皇がご覧

になる中、近衛兵の大演習が行われた。随員には、陸軍大将の西郷隆盛もいた。

この時の指揮官、篠 原國幹少将の見事な指揮に感心された天皇は、「篠原に習
しのはらくにもと

うように」と仰せになったという。このことから“習う篠原”→ ナラシノハラ

になったという説がある。明治天皇はその後も何度か演習をご覧になるため行幸

され、大和田宿（八千代市）の大澤小十郎邸に宿泊・休息されたことがある。現

在、その場所には記念碑が建てられている。

３ 陸軍練兵場としての発展（明治時代前半）
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明治の初め頃には、習志野原には演習を行う兵が寝泊まりする茅葺きの仮兵舎

が７カ所整備され、成田街道沿いの薬園台（現在の習志野自衛隊）に演習場事務

所と習志野御猟場事務所が作られた。海外の列強諸国との緊張感が高まっていた

当時、習志野原にて度々大演習が行われた。

４ 騎兵旅団の誕生と活躍（明治時代後半）

明治２７年（1894）の日清戦争以後、練兵場の整備が更に進められ、仮兵舎で

ある実籾廠舎（みもみしょうしゃ）、軍馬の飼い葉を管理する糧秣廠（りょうま

つしょう）が作られた。明治３２年（1899）には、騎兵連隊が初めて置かれ、明

治３４年（1901）には大久保（習志野市）に騎兵第一旅団(第十三・十四連隊)・

第二旅団（第十五・十六連隊）、陸軍衛戌（えいじゅ）病院が置かれるに至った。

このことにより習志野原の中心地は、薬園台（船橋市）から大久保に移行した。

明治３６年（1903）から３９年（1906）まで第一旅団長を務めた秋山好古少将

が成田街道沿いの借家に住したのは、この時期であった。明治３７年（1904）に

は秋山少将が育てた騎兵が日露戦争で大活躍し、ロシア軍の最強の騎兵であった

コサック兵と互角以上に戦い、日本の騎兵の優秀さを広く世界に知らしめた。こ

れ以降、秋山少将は「日本騎兵の父」と呼ばれるようになった。

秋山少将と一緒に日露戦争に従軍した習志野原近隣村出身の兵士の墓や、各村

から送り出された軍馬の慰霊碑が今も残されている。当時の軍馬は、サラブレッ

トのような馬ではなく、ポニーをひとまわり大きくしたような国産の馬が中心で

あった。そのため、ロシアの騎兵からは、「日本人は馬のような野獣に乗ってい

る。」と揶揄されたという。馬の体格で差はついたものの、好古は軍の上層部に、

機関銃や野砲の装備を騎兵部隊に入れることを上申し、いち早く騎兵の火器を強

化したことも、勝利の一因であると言われている。

旅順攻略では乃木希典率いる陸軍に甚大な被害を出したが、日本海海戦では

東郷平八郎率いる連合艦隊が大勝利を収め、日本を勝利に導いた。

その後、降伏したロシア兵捕虜約７万２千名のうち、約１万５千名を習志野

原に収容するため明治３８年（1905）に高津廠舎が増設された。このような施

設が、全国に２９カ所もあった。また、ロシア兵捕虜の治療に当たる東京予備

病院習志野分院も廠舎の近くに置かれた。

秋山少将の古里、松山（愛媛）にも多くの捕虜が収容されていた。ここでは、

道後温泉に外泊できたり、将校は、家族を呼び寄せることもできたという。日

露戦争は「歴史上最後の紳士的格闘」と称されていることからもわかるように、

日露両国の捕虜の処遇も賞賛に値するものであった。自国を守るために己を捧

げて戦った将兵に敬意を表すという、武士道にも通じる考え方である。政府の

訓令には「捕虜は決して罪人ではない。母国の名誉のために戦った勇敢な兵士

が、戦いに敗れて兜を脱いだのである。」としている。国際的な捕虜の処遇につ
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いては、ハーグ条項が締結されていたが、習志野や松山の収容所の例に見るよ

うに、日本の収容所には、パン工房、遊戯場、教会、学校などが作られ、世界

にその手本を示したといえる。

その後、捕虜たちは一年足らずでロシアに帰ることになった。この時、照憲

皇后陛下は、赤十字精神の視点から義肢を９５名分、義眼を１８名分、ロシア

将兵に恩賜として贈られた。ロシア側より「我ら露国軍人は、博愛仁慈なる皇

后陛下より、義眼義肢の無上の御下賜品に辱し、赤心以て感謝の意を表彰す。

皇后陛下が我ら一兵卒にまで大御心を悩まし給うこと、感泣の至りに堪えず。

我らは皇恩厚きを奉戴し、終生忘れざらんことを誓う。」と述べている。

船橋市習志野にある陸軍墓地（現：習志野霊園）には、日露戦争で戦死した主

に騎兵第十四連隊の戦死者を分骨した墓がある。これは留守隊長であった豊辺中

佐が祭祀したものである。また、収容中に亡くなったロシア兵捕虜と第１次世界

大戦で収容されたドイツ兵捕虜の慰霊碑があり、現在も関係者により手厚く供養

されている。また昭和３年に建てられた騎兵学校校厩軍属慰霊碑も残されている。

５ 日露戦争後の演習施設の増設（明治時代末）

日露戦争後、戦略演習を行う目的で習志野原に新たにロシアの旅順港要塞を模

し、六分の一の大きさで再現したという「永久堡塁（ほうるい）」と、その土を

盛って丘にしたという「二百三高地」が作られた。また、明治４１年（1908）に

は、大久保にほど近い津田沼に鉄道大隊（大正 7 年に鉄道第二連隊）が置かれ、

習志野原の中に多くの演習線が引かれるようになった。演習線は、軽便鉄道の線

路幅から国鉄の線路幅（狭軌）まで線路が引かれ、津田沼から大久保の騎兵連隊

の東を抜け、三山から演習場を横切り、高津新田（八千代台南）から四街道方面

に向けて伸びていた。習志野市にあるマラソン道路は、戦後、この鉄道の跡を道

路にしたものである。また現在、松戸まで伸びている新京成線は、同じく鉄道連

隊の演習線を利用して開業した路線であり、京成津田沼から前原にかけて急なカ

ーブが連続するルートも、演習のために故意に作られた。

現在、花見川には、高津から四街道に伸びる演習線のために架けられたレンガ

造りの橋脚の一部が残されており、終点となる千葉経済大学構内や千葉公園には、

現在も鉄道連隊の建造物等が保存されている。

６ 第一次世界大戦と習志野原（大正）

大正３年（1914）に第一次世界大戦が始まり、日英同盟を理由に日本も参戦し

た。青島（チンタオ）でドイツ海軍と戦い、これを破り多くの敵将兵が捕らえら

れた。捕虜のうち約千人が習志野原に入り、高津廠舎に収容された。約４年４ヶ

月に及ぶ長い収容所生活であったが、日露戦争時の時もそうであったように、ド

イツに留学歴のあった西郷寅太郎大佐（隆盛の長男）が捕虜を人道的に扱い、帰
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国の際にドイツ側より大変感謝されたという。ドイツ将兵は、西郷大佐の理解と

協力の下、収容所内に地ビール工房を作り、ソーセージの作り方を日本人に伝え、

オーケストラを編成して、コンサートを開いた。サッカー大会や稲毛の浜への遠

足、クリスマスパーティーなど、様々な行事を開き、長期にわたる日本での生活

を少しでも快適にしようと努めた。これら習志野でのエピソードは、松平健主演

の映画「バルトの楽園」でも紹介されている。また、当時見学に来た小学生に贈

ったとされるボトルシップは、現在も習志野市教育委員会に保存・展示されてい

る。

７ 騎兵学校の移設と発展（大正～昭和）

大正５年（1916）、東京上目黒にあった陸軍騎兵実施学校が、薬園台に移設さ

れた。移設当初は、まだ騎兵実施学校と呼ばれていたが、後に陸軍騎兵学校と改

称された。薬園台に移設された経緯としては、地元からの強い陳情があったこと

が知られている。騎兵旅団が大久保に設置されて以降、かつて習志野練兵場の中

心地として栄えていた薬園台は大きな打撃を受けていた。地元から軍属として多

くの人が雇用され、また商人達も兵の食料や物資の調達を請け負い、町に大きな

利益をもたらしていた。その存在が無くなり、薬園台は深刻な影響を受けていた

ようである。そのため、再度、軍の恩恵を受けるために区長らが中心になって請

願書等を提出するなど活動した結果、騎兵学校を誘致できたのであった。

かつて大久保の騎兵旅団長であった秋山好古少将は、騎兵学校が乗馬学校と呼

ばれ東京にあった時代の第二代校長であった。明治２９年（1898）、騎兵中佐の

時である。騎兵学校は将校（指揮官）を指導・教育する機関であったが、多くの

優れた騎兵将校を輩出した。特に有名な人物は、昭和７年（1932）のロサンゼル

スオリンピックの馬術競技で、日本人初の金メダルを獲得したバロン西こと西竹

一（にしたけいち）中尉が挙げられよう。（昭和 20 年、硫黄島で戦死）

また、騎兵は陸軍の中でもエリート的存在であり、現在もお元気な三笠宮崇仁

（みかさのみやたかひと）親王殿下をはじめとして、日本オリンピック委員会委

員長を務められた竹田宮恒徳王（たけだのみやつねよしおう）殿下、閑院宮春仁

王（かんいんのみやはるひとおう）殿下、賀陽宮恒憲王（かやのみやつねのりお

う）殿下といった皇族将校も騎兵との関わりが深かった。それぞれ騎兵旅団長や

連隊長、中隊長として活躍され、また騎兵学校で将校学生として学ばれたり、教

官として指導に当たられた方もあった。

８ 騎兵旅団の終焉～騎兵部隊の機械化～（昭和初期～１６年）

昭和６年（1931）、中国の指導者、張作霖（ちょうさくりん）の乗った列車が爆

破され、満州事変が起こると、中国国内の緊張感が一気に高まった。これを受け

て昭和７年（1932）には、騎兵第一旅団が満州へ移転した。第一旅団の空き兵舎
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には、第十六連隊が入り、さらに陸軍習志野学校が新設された。習志野学校とは

新兵器の開発研究と訓練を行った施設である。昭和９年（1934）になると 第十

四連隊跡に戦車第二連隊が入った。また新たに昭和１０年（1935）に、騎兵の戦

力を大砲により増強した騎砲兵第二連隊が置かれた。

第一次世界大戦以降、騎兵による戦いはもはや時代に合わなくなり、変わって

戦車や装甲車がその主役となっていった。満州に派遣された第一旅団にも装甲車

隊等が生まれ、昭和１７年（1942）には戦車３師団の編成に伴い、連隊を解隊し

たことにより騎兵第一旅団は消滅した。

習志野原に残留していた騎兵第二旅団も、昭和１６年（1941）には機械化歩兵

に改編する準備が進められ、一切の軍馬は内地や満州の部隊に転出し、各種自動

車が増加装備として支給された。同じ頃、騎兵学校でも華やかだった馬術教育は

数年前から姿を消し、戦車等の機甲関係の教育へと移行した。従ってこのころか

ら習志野原には殆ど馬影を見ることは無くなった。昭和１６年（1941）騎兵第二

旅団は廃止され、連隊の主力を以て騎兵第七十三連隊が編成された。騎兵の名を

冠していたが、事実上の機械化部隊であった。この部隊は１２月２４日に習志野

を発ち、満州へ移転。およそ４５年間続いた習志野原の騎兵の歴史の幕が、つい

に閉じられることとなった。

９ 終わりに

船橋市薬園台と習志野市大久保、そして演習場東部の大部分を占めた八千代市高津

新田は、習志野原の歴史で結ばれたエリアです。習志野原は近現代史の中で軍郷とし

ての歴史が長く、特に騎兵に関する部隊のおかれた場所として、日本の近現代騎兵史

を語る上で、重要な地域と言えます。

しかし、明治以降の練兵場としての歴史よりも、先の大戦での印象がどうしても先

に来てしまい、軍郷としての史実を明るみにすることが積極的に行われてこなかった

事実がありました。歴史には、正・負の二面がありますが、両者の史実を正しく知っ

てこそ、客観的に歴史を見つめることができると考えます。

これら軍郷としての習志野原の歴史を未来に正しく伝え、伝え残せる史跡や資料を

調査・研究・保存し、広く市民の皆さんに伝えるための展示会や講演会などの努力を

していくことが、今こそ重要なのではないでしょうか。郷土の歴史はそこに住む我々

が知ってこそ、意義のあることですし、郷土に対する愛着や理解といったものが生ま

れる基本であると考えています。

特に、習志野自衛隊内（旧騎兵学校）に残る、明治期の騎兵学校の建築物である御

馬見所や厩舎はここ最近傷みが進み、保存・修復の対応を急がなくてはならない状況

になっています。しかしその対応は、自衛隊だけでは手が回らないのが現状であり、

この建築史的にも重要な軍郷の最後の生き証人である建造物を、我々市民の手で守っ

ていかなくてはならないと考えます。そして、それらを活かした平和教育への取り組

みへと、今後、発展させる必要があるのです。

戦後６５年の今だからこそ、当時を語れる人がいる間に多くの情報を集める必要
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があります。現在の平和が、先人の努力と尊い犠牲の上に成り立っていることを深

く認識し、私たちの子孫にその想いを伝えなくてはならないと痛切に感じます。

〔秋山好古の主な軍歴等〕

年 年齢 主 な 軍 歴 等

明治10 19 陸軍士官学校入学（第3期） 習志野原にて野営演習（5週間）

12 21 下志津にて射的演習 陸軍士官学校騎兵科卒業 任陸軍少尉

14 23 習志野原にて野営演習（3月29日～4月16日）

16 25 任騎兵中尉 陸軍大学校入学（第１期）

19 28 任騎兵大尉 弟・真之 海軍兵学校へ

20 29 騎兵研究のため、フランスのサンシール陸軍士官学校へ留学

23 32 フランス軍猟騎兵十四連隊勤務 父・久敬 松山にて死去

25 34
陸軍士官学校・陸軍幼年学校馬術教官となる 任陸軍少佐

母・貞を東京へ呼び寄せる

26 35 下宿先の士族の娘、多美と結婚

27 36 日清戦争に支隊長として従軍 中国大陸各地で転戦 任陸軍中佐

29 38 東京・目黒の乗馬学校校長となる（のち騎兵実施学校）

30 39 任陸軍大佐 従五位に叙される

32 41 兼 獣医学校校長となる

33 42 北清事変 従軍

34 43 フランスよりレジオン・ド・ヌール勲章が贈られる

35 44 任陸軍少将 叙正五位

36 45 騎兵第一旅団長となる 薬園台（現：船橋市）に家族と共に転居

37 46 騎兵第一旅団長として日露戦争従軍

38 47 ６月９日 薬園台にて母・貞死去 ポーツマス条約調印 休戦

39 48 騎兵の最高職位 騎兵監となる 東京世田谷に転居

40 49 ハーグ第2回万国平和会議に出席

42 51 任陸軍中将

大正2 55 第十三師団長となる

4 57 近衛師団長となる

5 58
任陸軍大将 叙従三位 朝鮮駐剳軍司令官となる

騎兵学校、東京上目黒から薬園台（現：船橋市）に移転

6 59 軍事参議官となる

7 60 弟・真之死去

8 61 馬政委員会委員長となる 特別大演習西軍司令官

12 65 予備役となる

※太字部分は、千葉県に関係する部分


