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Ⅰ はじめに

従来、地図を作製することで地理学の研究・成果の一端を表現していた時代か
ら、最近では、地理情報システム（Geographical Information System；GIS）を
利用して地理学の研究・成果を示す機会がもはや珍しくなくなっている。すなわ
ち、従来、地図利用の応用として、現実世界の現象を空間的に捉える考え方であ
る空間的思考が行われていたのに対して、GIS が空間的思考支援ツールとして用
いられているということである。

さらに GIS の分野においても、1990 年当初に「GIS が地図学に取って替わる」
という指摘がされつつも、「記述的道具」であるが、分析的モデル化の能力を組
み入れることが望まれていた（Aangeebrug 著，小長谷一之訳　1998）。また、
その程度のツールにしか過ぎなかった時代を経て、GIS は、デジタルデータの収
集・解析・視覚化（地図表示）を行い、表示された地図から現象を把握する、空
間的なモデルの作製が可能になっている。そのことで、各種の意志決定に応用す
る、という流れの作業を合理的に実現できるシステムとしてだけ捉えるのでなく、
GIS そのものが、システムやツールを越えコンピュータを使用し、空間という切
り口で、地球上の現象の情報を収集・格納・解析・視覚化を行う一連のプロセス
の体系として、新しいひとつの学問分野と捉えられると理解されてから既に久し
い。また GIS は、GIS の技術的要素としての視覚化機能によって、多変数の地図、
カルトグラム、3 次元図法、アニメーションなどといった多様な地図表現を現実
にする可能性を十二分に有している（Rase 著，小宮正実訳　1996）。実際に、地
図や地図に由来する情報生産物は、伝統的な紙の生産物とは全く異なった形式に
なるものも少なくない。

以上のことに対して、コンピュータ・ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェ
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ア環境は、個人レベルでの実行・対応が充分可能になってきていると考えられる。
特に、デジタル地図データが存在しない対象であっても、デジタル地図データを
作成して、先述のコンピュータ環境下において、GIS での利用が可能となるので
あれば、「一連のプロセス」すべてでの取り組みも可能になる。さらに、その対
象が新しい視点からの取り組みに対しても対応可能にさせることができると考え
られている。

さて、本報告は、1945 年 8 月 6 日の広島への原子爆弾投下がもたらした被害
に焦点を当て、GIS によって被害状況を視覚化した事例として調製した写真地図
を提示するものである。本報告の作業に当たっては、GIS ソフトウェアの使用を
前提としている。被害状況に関する数種類の属性データとベクトル地図データ
の作製に関しては、米国 Esri 社製 GIS ソフトウェア ArcView GIS を使用してい
る。また、被爆当時のオルソ幾何補正済みモザイク画像の調製に関しては、米
国 Leica Geosystems 社製 GIS ソフトウェア ERDAS IMAGINE を使用している。
そして、先述した空間データであるベクトル地図データとオルソ幾何補正済みモ
ザイク画像と、それに属性データを統合し、被爆当時の被害状況を視覚化した
写真地図の調製に関しては米国 Esri 社製 ArcGIS を使用している。対象区域は、
被爆時の広島市中心市街地を範囲とする。

データ源は、画像データとしては被爆時に近い時期の情報を示した、紙地図や
被爆前後に米軍によって撮影された空中写真を検討した。その上で有用なものを
選んで空間データ化している。また原爆被害の状況に関する情報は、出版物等を
主たるデータ源とし収集、検討して、空間データと統合する属性データとする。
空間データと属性データの 2 つのデータを、原爆被害の状況を視覚化しうるデー
タとして GIS での利用を可能にし、GIS に取り入れることによって写真地図を調
製する。

Ⅱ GIS における画像データの利用

1）空間データのデータ源としての画像データ
GIS を利用する場合に必要不可欠なものが空間データである。空間データとは、

地球上における、現実の空間にある位置に関する情報であると一般的に認識され
ている。現在日本では、非公開の空間データももちろんあるが、国、地方公共団
体、国の外郭団体、民間によって整備されている。空間データは、空中写真や人
工衛星画像を情報源とする一次的なデータと、地図を情報源とする二次的なデー
タと大きく分けて 2 種類がある。

一次的なデータ収集は、まず、空中写真が挙げられる。今更、説明の必要もな
いと思われるが、飛行機に搭載した航空カメラを使って撮影された写真を空中写
真と言う。もっとも、空中写真測量用として撮影されたものであるから、当然、
高精度であることは言うまでもない。主として、国土地理院から入手するものが
なじみ深いが、林野庁などの他の政府機関も撮影している。そして、自治体、ま
たは、いわゆる航空測量会社である民間企業の撮影したものも購入可能である。
さらに、本報告で利用した米国国立公文書記録管理局（NARA）が所蔵してい
るものなどが一般財団法人日本地図センターで購入できる。媒体も従来の印画紙
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を使用したものから、最近のデジタル航空カメラによる撮影によるデジタルデー
タの提供がなされるようになっている。

また、1972 年に人工衛星 LandSat1 号が、アメリカ航空宇宙局（NASA）に
よって打ち上げられたことにより、リモートセンシングが一般に利用可能になっ
たことから始まった衛星写真がある。ただし、その利用は決して安価なものでは
なく、容易に使用できるものでは必ずしもなかった。しかしながら、2006 年に
陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）が、日本の国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構（JAXA）により打ち上げられたことで、高性能可視近赤外放射計に
よって撮影された画像をオルソ幾何補正したデータセットが、ALOS オルソ補
正画像プロダクト （ALOS-ORI）として日本域については利用可能になった。ち
なみに、オルソ幾何補正とは、画像上の幾何学的な歪みを補正し、真上から見た
ような傾きのない画像に変換するプロセスである。このオルソ幾何補正画像は、
様々な地理空間情報（空間データ）と重ね合わせることが可能となる。ちなみに、
観測期間は 2006 年～ 2011 年、雲量が 30％以下、そして解像度は約 10m という
条件で無償公開されている。もっとも現在では、LandSat も 8 号の時代になり、
30m 解像度の 8 バンド（観測波長帯）の複数のバンドの波長帯であるマルチス
ペクトル画像と 15m 解像度の単バンドの波長帯画像を撮影するセンサー、100m
解像度で熱画像を撮影するセンサーの 2 機を搭載しており、解像度も高くなって
いる。さらに、LandSat8 号 から送信された地球観測データは、アメリカ地質調
査所（USGS）が管理し、24 時間以内に無償でダウンロード提供してくれている。
さらに、日本では USGS との国際協力の下、独立行政法人産業技術総合研究所
の地質調査総合センターが、LandSat8 号の地球観測データを Web 上に即時公開
するシステムを構築し、2013 年から日本域を無償で提供している。LandSat1 号
当時と比較すると、ALOS-ORI 共々、随分使用しやすい環境になっていると言
えるであろう。

一方、地図をデータ源とする二次的なデータは、地図作製の際の情報源として
の性質や精度に課題を抱えた空間データがあることや、地図化過程における「解
釈」が介入することから生じる問題等が存在すると言われている。とはいえ、そ
の入手の経済性や容易性から、これまで GIS データ最大のデータ源として利用
されてきている。二次的データとして最近活用される代表的なものとして、現在
は国土地理院が中心となって整備を進めている「基盤地図情報」がある。「基盤
地図情報」は、2007 年に成立した「地理空間情報活用推進基本法」で規定され、
地方公共団体等との連携のもと、整備が始められた地理空間情報である。「基盤
地図情報」は、地理空間情報を整備しようとするすべての関係者が位置の基準と
して利用することにより、国内の地理空間情報が同じ位置の基準を持った情報と
して整備され、重ね合わせなどの高度利用を円滑に実施することが可能となる。
その結果、「基盤地図情報」は、都市計画区域（約 10 万平方 km）については、
縮尺レベル 2500（平面位置の誤差；2.5m 以内、高さの誤差；1.0m 以内）、それ
以外の地域を縮尺レベル 25000（平面位置の誤差；25m 以内、高さの誤差；5.0m
以内）で、その初期整備がおおむね完了している。「基盤地図情報」専用ダウン
ロードサイト（https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）より無償でダウンロー
ドできる。

ところが、こうしたデジタル形式データの直接利用が可能となったのは、1970
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年代以降の情報についてである。それ以前のデジタル化地理空間情報整備以前の
データについては、従前と同様に、あらたにデジタル化情報を自ら作成する必要
がある。空間データのデータ源は、対象とする時期に撮影された空中写真か、あ
るいは対象とする時期に刊行された紙地図に求めざるを得ない。デジタル化情報
整備以前の事項を扱う研究等において、これらのアナログ形式のデータ源に基づ
いてデジタル化することによって、初めて GIS の利用が可能になる。

そこで本章では、紙地図や空中写真といった、そのままでは単なる画像（情報）
にすぎないアナログデータを、スキャナやコンピュータ・ソフトウェアを利用す
ることで、デジタルデータ化する際の手法と問題点を指摘する。

2）スキャナ法による紙地図のデジタル化
アナログデータ源を、実際にデジタル化データとして取得する方法には以下の

3 つの代表的な方法がある。デジタイザというハードウェアを使う「座標計測法」、
地図を方眼に区切ってメッシュ区画毎に各区画の特性を判読して記録する「基準
区画法」、紙地図・空中写真といった図面を詳細に読みとるハードウェアである
スキャナを用いる「スキャナ法」の 3 方法である（財団法人日本地図センター　
1998）。

GIS ソフトウェアは、ベクトルデータとラスターデータとを同時に扱えるよう
になっている。本来、ラスターデータである地図画像データを、作業や表示の際
の背景としてだけに利用するのではなく、それを元にしてベクトル空間データの
作製も可能である。また、そうした GIS ソフトウェアを使用できる性能を有し
たハードウェアが、パソコンなどの形で経済的・技術的に容易に扱えるようになっ
てこそであり、そうした環境になって既に久しい。

こうしたソフトウェア、ハードウェア両面における環境の整備が、地図情報源
である紙地図や空中写真等のラスター画像を表示しているディスプレイ画面上
で、デジタイジングを行うオーバーレイデジタイジングを容易にしている。オー
バーレイデジタイジングは、ベクトルデータを作製する上で、高倍率での作業が
可能であること、設置スペースが小さくて済むことなどから、デジタイザを用い
ての作業に比べて、はるかに有効であるという認識が一般的である。

そこで、本報告におけるベクトル空間データの作製においても「スキャナ法」
の応用とも言える、オーバーレイデジタイジングによってデジタル化をしている。
オーバーレイデジタイジングには、まずデータのスキャナ入力が必要になること
は言うまでもない。スキャナ入力により画像データの作製を行っている。その際
のスキャナの設定は、表 2-2-1 のとおりである。

使用するスキャナ 高位置精度を有するスキャナ

作製ファイル形式 TIFF未圧縮画像

解像度 300dpi

モード グレースケール

シャープネス 高

表 2-2-1　スキャナの設定
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それぞれの設定の根拠は、以下のとおりである。
① オーバーレイデジタイジングによる空間データの作製を意図しているので、

位置精度のより高いハードウェアを選ぶ。
② 解像度そのものは 300dpi で充分であり、これ以上細かくしても得るところ

はないと言われている。ただしデータ源とする画像は、情報をより詳細に取
り込める状態になっていることが重要である。すなわち、紙地図であれば、
より大縮尺であることが望ましい。入力解像度を幾ら高解像度にしても、デー
タ源である画像にない情報を入力することは、当然不可能である。地図にな
い情報を取り込むことは、結局できないからである。

③ モードをグレースケールにしたのは、データ量を軽くするためである。そも
そもデータ作製が主とした目的であるので、カラーである必要はない。最初
のスキャナ入力をカラーで実行したとしても、幾何補正作業する際にはグ
レースケールに変換した方が、画像データ量が軽い分、作業が容易であるた
め、カラーでスキャナ入力しておくことの利点が少ないからである。しかし、
多色刷の地図の場合は、判別の視点から、カラーでなければ困難な場合は、
その限りではもちろんない。なお、よりデータ量を小さくするために、モノ
クロ 2 階調にするという方法もある。しかしながら、モノクロ 2 階調でスキャ
ナ入力したデータは、背景に使用するのであれば充分であろうが、空間デー
タの作製をする際には、画素の大きな場所も出てしまう場合もあり、必ずし
も適切とは言えない。

④ シャープネスの設定があるのであれば、「高」設定にしておくとデータを作
製する際には輪郭が明瞭になり、作業の上でたやすさが増すことになる。

以上のように設定したスキャナを用いた「スキャナ法」によって、紙地図をデー
タ源として空間データの取得を行っている。ただし、スキャナ入力したままでは
単なる画像データに過ぎず、地理的座標などを持った空間データにはならない。
さらに、これらを空間データにするために必要なのが幾何補正である。

3）画像データの幾何補正手法とその問題点
空中写真やリモートセンシングデータは、撮影カメラやセンサーの向きや地表

の起伏によって生じる歪みを持っているため、原則的に幾何補正が必要である。
また、紙地図にしろ、そのままでは、そもそも地理的な座標を持っている訳では
ない。スキャン入力したままでは地理的な座標を持っていないということは、空
間データとして GIS で利用する際に、その利用範囲・方法が制限されることになっ
てしまう。そこで、地理的な座標を持っていない画像データに対して、正しい地
理的な座標を既に持っているベクトルデータと位置合わせすることで、地理的な
座標を持たせるのである。その作業が幾何補正作業である。

幾何補正作業は、本来、複雑な前提や条件を考慮した上で行わなければならな
い、非常に面倒な作業である。しかしながら、その作業も、現在ではパソコンの
ソフトウェアのひとつである GIS ソフトウェアの幾何補正ツールを利用してで
きるようになっている。紙地図をデータ源としたラスター画像の幾何補正は、米
国 Esri 社製 ArcView GIS の Extension である Image Analysis を使用して行っ
ている。空中写真の幾何補正は、Leica Geosystems 社製 ERDAS IMAGINE を
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使用して行っている。その詳細は、それぞれ他の節や機会に譲るが、ここでは、
こうした幾何補正ツールが容易に使用できることから生じる問題、あるいは幾何
補正ツールの限界について言及しておく。

幾何補正ツールを使用する際の問題点や限界としては、次の 3 点がある。

① 幾何補正を行おうとするスキャナ入力した画像データは、そのデータ源であ
る紙地図や空中写真が、大縮尺であるほど望ましい。幾何補正ツールは、本
来、航空機や人工衛星などから撮影した地表面画像データを、GIS で利用で
きるようにすることを目的としたものである。したがって、小縮尺の紙地図
などをスキャナ入力して作製した画像データでは、幾何補正ツールを使用し
てまでも空間データ化するメリットがあるとまでは言い難い。

② スキャナ入力で作製された画像データの精度は、データ源が紙地図であれば
紙地図における縮尺精度が限界である。パソコンのディスプレイ画面に示さ
れる縮尺を幾ら大縮尺にしたところで、画面に示される縮尺に見合った精度
にはなる訳ではない。これは、データ源を紙地図に求めたときから存在する
精度の限界である。ただし、紙本来の現象である湿度による伸縮といった微
少な変化における精度の低下については、ここでは言及しない。

③ 地図製作での編集過程における地図表現である総描や転移、または、真幅道
路であるか記号道路であるのかといった図式や地図化の過程における仕様を
踏まえた上で、補正作業を行う必要がある。特に、データ源である紙地図の
縮尺が小さい場合にこそ、この問題が顕著に表われてくる。

以上、言うまでもなく幾何補正ツールは「万能」な訳ではない。幾何補正ツー
ルの問題点や限界を充分踏まえた上で、幾何補正作業を行う必要があることに注
意しておかねばならない。それらの対処等については、次章に詳しく述べる。

Ⅲ　GIS を使用したデータ設定

1）データの共有と統合
GIS は、GIS が利用される以前にはそもそも結びついていなかった非空間デー

タである属性データと、現実の空間にある位置に関する情報である空間データと
の統合を可能にしたとされている。さらに、同じ空間データモデルでありながら、
記述方法の違うラスターデータとベクトルデータの両者を利用可能にすることも
実現したと言われている（Shepherd，I．D．H．著　小長谷一之訳　1998）。

マルチメディアの分野においても、一覧性に優れているが一過性の感覚器官で
あるという特性を持つ視覚に対して、正確な記述を提供し効果的に情報を提示す
るために、画像データとともに抽象化された、数値・文字・記号などの異種デー
タを統合して扱えるシステムとして GIS を捉えている（大田友一　1999）。また、
デジタル化された空間データは地図作製を容易にし、時間短縮を可能とするだけ
でなく、他のデジタルデータとの関連付けによって他業務との効率化に繫がるこ
とから、空間データの相互運用が可能となってくる（国土空間データ基盤推進協
議会　1999）。さらに最近では、「基盤地図情報」と呼ばれる電子地図における位
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置の基準となる情報が、国土地理院より提供されている。
このように、GIS はあらゆる側面での「情報の共有と統合」を可能にするツー

ルであり、この「情報の共有と統合」が可能であることこそ、GIS が、「システム」
としてもっとも重要な要素であると言っても過言ではないだろう。さらに「情報
の共有と統合」が可能であるがゆえに、データを地図化し視覚化することが可能
になるのであって、その逆ではない。

本報告の目的は、原爆被害の視覚化による、写真地図の調製とそれの提示であ
る。そこで、本章では、まず属性データと統合化した空間データとしての画像デー
タについて述べる。作製すべきデータには、空間データと属性データがある。ま
ず空間データについては、本章次節で、属性データについては、さらにその次節
である第 3 節で、それぞれ言及する。

2）空間データの検討
検討を要した空間データのデータ源は、広島市（1984）に備わる地図のひとつ

である「新旧町丁図」と、そして 1945 年の原爆投下前後の数時期に米軍によっ
て撮影された空中写真である。結局、そのデータ源である紙地図と空中写真をデー
タ化している。そもそも、これらの採用したデータ源は紙地図と空中写真であり、
アナログ形式のデータとしてしか存在していなかった。各空間データのデータ源
の特徴と、それぞれを利用する際に検討した事項を以下に記す。
「新旧町丁図」を示したのが画像 3-2-1 である。本図は、1980 年の地図に被爆

当時の町丁名・町丁界等を明示した地図である。縮尺 1/12,000 であり、それな
りに大縮尺と言えるが、折り図であるために当然折り目があり、スキャナ入力し
た場合には、精度上の問題がありそうであることが思慮された。しかしながら、
実際にスキャナ入力し幾何補正作業を行ってみると、1/12,000 程度の縮尺であれ
ば、折り目のずれがほぼ無視できる程度に補正が可能であった。それで、本図を
空間データのデータ源のひとつとして採用することにした。もっとも、被爆当時
の広島市全体にわたる町丁に関する地図が、本図以外には見つけられなかったこ
とも、本図をデータ源として採用した理由として大きい。
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次に、被爆当時の基礎的地図情報としては、被爆後で、しかも被爆時にもっと
も近い時期に撮影された数時期の空中写真を対象として検討している。具体的
には、1945 年 8 月 7 日、8 日、11 日に撮影された空中写真がそうである。これ
らの空中写真は、NARA が所蔵しているものであり、入手するのもそこから直
接行っている。国土地理院でも、NARA において空中写真状況調査を行い、太
平洋戦争末期～ 1950 年代の間の空中写真を、同様に NARA より入手しており、
一般財団法人日本地図センターを通して購入できる。特に広島については、「原
爆投下前後の広島市中心部の空中写真」（http://www.gsi.go.jp/chugoku/use-old-
photo.htm）として国土地理院中国地方測量部のサイトより紹介されている。た
だし、本報告に採用した空中写真は、国土地理院が入手したものではなく、筆者
がNARAから独自ルートで既に入手していたものである。しかも、画像データは、
高位置精度である写真測量用スキャナでスキャンしたものであり、それらを基
に、オルソ幾何補正済みモザイク画像を調製している。この画像データで標定作
業もするので、一般のスキャナでは精度的に全く不充分で、高位置精度における
使用に耐えうるように、写真測量用スキャナをあえて使用している。そのモザイ
ク画像のうちで、もっとも大縮尺である 1945 年 8 月 8 日撮影の画像データを本
報告では採用した。もっとも、この空中写真は広島デルタの西部は撮影されてい
ない。しかしながら、写真地図の調製対象地域とした広島市中心市街地に限れば、
大半が撮影範囲に当たり、大縮尺であることを優先条件としたいので、8 月 8 日
撮影のモザイク画像を採用することにした（画像 3-2-2）。使用した空中写真の仕
様は、撮影年月日は 1945 年 8 月 8 日、ミッション番号等は「25PS 6PG 5M220 
Z3」、撮影カメラのレンズの焦点距離は 24inch（望遠レンズであり、平時では通

画像 3-2-1　新旧町丁図
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常使用されない焦点距離）、 撮影高度は 19,000feet（高高度の撮影であり、平時に
おける撮影高度ではない）、写真縮尺は 1：9,500、画面サイズは 9 × 18inch（通
常の画面サイズの 2 枚分）である。これらのオルソ幾何補正済みモザイク画像デー
タの調製過程については、2017 年度に「被爆前後の広島を撮影した米軍空撮写
真のモザイク化」と題して既に報告している。詳細は同報告書を参照されたい。

以上が、本報告で使用した空間データのデータ源となった紙地図と空中写真の
仕様の詳細である。

画像 3-2-2　1945 年 8 月 8 日撮影オルソ幾何補正済みモザイク画像
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3）属性データの検討
原爆被害の状況に関する情報は、表 3-3-1 に「出典」と示す出版物等である資

料を主たるデータ源として検討し、空間データと統合することを前提として属性
データ化している。本報告では、被害状況を表示するに当たっては、特に、建物
被害と人的被害とに注目してデータ化している。データ源としての基本的な採用
基準は、次の 3 点である。

① 被爆当時の広島市全体にわたるデータがあるもの。ただし、本報告で対象地
域としたのは、広島市中心市街地の使用に限っている。

② 被爆当時の町丁毎のデータがあるもの。あるいは、被害地域区分のデータが
あるもの。

③ 建造物などサンプルの位置が明確で、しかも、サンプル数が 100 カ所以上あ
るもの。

空間データの種類 属性データの項目 出典

被爆当時の町丁界
町丁名

広島原爆戦災誌人的被害（即死者 負傷者 無傷の者）
建物被害（全壊 半壊 小破 無事）　

地域区分
居住地域

原爆被害者動態調査事業報告書
死亡時期別死亡者数

被爆当時の水部 名称 旧版地形図
原爆の爆心地 位置 ヒロシマの被爆建造物は語る

被爆当時の鉄道路線 国鉄・広島電鉄 広島原爆戦災誌・旧版地形図
被爆建造物 被爆時の名称 ヒロシマの被爆建造物は語る

主要軍用施設 名称

ヒロシマの被爆建造物は語る 
広島新史 資料編Ⅲ 地図編Ⅲ 
第二次世界大戦時軍用施設配
置図

表 3-3　属性データのデータ源目

『広島原爆戦災誌』（広島市編 1971）からは、第 2 巻 第 2 編 各節 第 1 章「広島
市内各地区の被爆状況」に記されている、各町丁毎の「人的被害」、「建物被害」
をデータ源として採用し、属性データ化している。これは、「人的被害」、「建物被害」
の中心的なデータ源となっている。ちなみに、本誌の例言には以下のように記し
てある。『例言　一、（略）広島市全地域を 36 地区に分け、各地区毎に被爆直後
の状況を取りまとめて、終局的には広島市全体の惨禍が把握できるようにつとめ
た。なお、事項によっては、発行の年まで記述したものもある。一、本巻の記述は、
本誌編集に当たって、広島市が委嘱した地区委員 82 人が調査して提出した「広島
原爆戦災誌資料票（地区用）」を主体とし、被爆体験記・談話、その他関係文献によっ
て行った。ただし、陸軍諸部隊の所在地基町地区のみは、前期資料の記入者がな
く、軍人被爆者、あるいは被爆直後に乗り込んだ新聞記者・軍人軍属などの手記・
談話、その他関係文献によって記述した。なお、各地区の被爆直前の世帯・人口数、
及び炸裂瞬間の被害状況など一覧表については、地区により昭和 21 年 8 月 10 日、
広島市調査課が各町内会から提出を受けた調査票綴の原簿（広島市保管）を使用
した場合もある』
『広島に対する原子爆弾の効果』（合衆国戦略爆撃調査団物的損害調査部著
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　森祐二訳 1984 ～ 1989）は、1945 年 10 月における合衆国戦略爆撃調査団物
的損害調査部の調査結果の報告である『The Effects of the Atomic Bombs on 
Hiroshima and Nagasaki』の広島に関連する部分を、日本語に翻訳して出版した
ものである。全Ⅱ巻（1 ～ 4 分冊）に及ぶこの本誌は、物的被害を中心に調査さ
れたものである。135 地点での建造物個別の被害記録をデータ源として属性デー
タ化している。本報告では、対象地域としている広島市中心市街地の範囲につい
て使用している。
『ヒロシマの被爆建造物は語る』（被爆建造物調査研究会編 1996）は、1990 年

の被爆建造物保存に関する市議会決議に応えて「被爆建造物等に関する総合記録
書」として発行されたものである。建造物に限らず、橋梁・樹木・石碑・墓石等
に関する記録がある。建造物に関する 227 件の記録をデータ源として属性データ
化している。本報告では、対象地域としている広島市中心市街地の範囲について
使用している。

4）空間データの作製
「新旧町丁図」を、Ⅱ章に述べた手法で地図を画像データにして、それをベー

スにオーバーレイデジタイジングによって空間データを作製した。オーバーレイ
デジタイジングには特筆するような技術的困難さはなく、筆者が一人で行ってい
る。それぞれの空間データのデータ源は、表 3-4-1 に示すとおりである。また、
オルソ幾何補正済みモザイク画像データの調製に関する詳細は既に述べたとおり
である。

表 3-4　空間データのデータ源

空間データ 空中写真以外のデータ源 資料 備考

 被爆当時の町丁界 広島新史 資料編Ⅲ 地
図編Ⅳ 新旧町丁図

被爆当時の水部 空間データ基盤2500 旧版地形図
被爆当時の国鉄路
線・広島電鉄路線 空間データ基盤2500 旧版地形図

原爆の爆心地 ヒロシマの被爆建造
物は語る

被爆建造物 広島に対する原子爆弾の効果 
ヒロシマの被爆建造物は語る

写真から読み
とれる建造物
についてのみ
データ化した

主要軍用施設  

広島原爆戦災誌
広島に対する原子爆弾の効果
ヒロシマの被爆建造物は語る
広島新史 資料編Ⅲ 地図編Ⅲ 第
二次世界大戦時軍用施設配置図

写真から読み
とれる施設に
つ い て の み
データ化した

地域区分 原爆被爆者動態調査事業報告書

5）属性データの作製
繰り返しになるが、属性データは、位置データである空間データと統合される

非空間的なデータ（例えば建造物の名称や建築構造物等）であり、空間データと
して示されるデータ（例えば建造物の位置等）の属性を記述したものであること
を、ここで、改めて付記しておく。実際に取得してデータ化した属性データの項
目は、表 3-5-1 に示すとおりである。
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表 3-5　取得した属性データの項目

空間データの種類 属性データの項目 出典

被爆当時の町丁界
町丁名

広島原爆戦災誌人的被害（即死者 負傷者 無傷の者）
建物被害（全壊 半壊 小破 無事）　

地域区分
居住地域

原爆被害者動態調査事業報告書
死亡時期別死亡者数

被爆当時の水部 名称 旧版地形図
原爆の爆心地 位置 ヒロシマの被爆建造物は語る

被爆当時の鉄道路線 国鉄・広島電鉄 広島原爆戦災誌・旧版地形図
被爆建造物 被爆時の名称 ヒロシマの被爆建造物は語る

主要軍用施設 名称

ヒロシマの被爆建造物は語る 
広島新史 資料編Ⅲ 地図編Ⅲ 
第二次世界大戦時軍用施設配
置図

Ⅳ 原爆被害状況の視覚化

1）データの統合
前章で述べている要領で、空間データと属性データが、それぞれ整備されるこ

とによって、データの統合による視覚化が可能になる。原爆による被害につい
ての視覚化の事例として、建物被害状況と人的被害状況をそれぞれとりあげる。
次節より、米国 Esri 社製 ArcGIS を使用して視覚化を行ったそれぞれの実際を、
写真地図を提示してその上で解説を述べる。

2）建物被害状況
建物被害に関係する空間データ、属性データを使用して視覚化した写真地図の

例を以下に示す。

・図 4-2-1　町丁別の建物被害の割合
・図 4-2-2　町丁別の全壊した建物比率
・図 4-2-3　町丁別の半壊した建物比率
・図 4-2-4　町丁別の小破した建物比率
・図 4-2-5　町丁別の被害のなかった建物比率
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図 4-2-1　町丁別の建物被害の割合
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図 4-2-2　町丁別の全壊した建物比率
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図 4-2-3　町丁別の半壊した建物比率
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図 4-2-4　町丁別の小破した建物比率
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図 4-2-5　町丁別の被害のなかった建物比率
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被爆による建造物の被害については、爆心地から半径 500m までにあるすべて
の地域において、ほぼ全壊した建物比率 100% であり、同様に半径 2km 程度に
至るまでは全壊率 100% が顕著な範囲となっている（図 4-2-1）。

爆心地付近の地域においても、全壊した建物率が必ずしも 100% に達していな
いところがある。これは爆心地付近の地域において、「堅牢な鉄筋コンクリート
建物は、（半径）1km 以内の地区でも、部分的に焼失をまぬがれた」（広島市編
　1971）ことによって、全壊した建物率 100% とはならなかったのであろう。全
般的に見るならば、半径 2km までの地域において、高い全壊した建物率を示し
ているのがわかる。その一方で、半径 2km を越えるあたりから、全壊した建物
率が急激に下がってくる（図 4-2-2）。

半壊した建物比率を見ると、半径 2km までの地域においては、半壊した建物
がほとんど見られないことがわかる。これは、半径 2km 以内の全壊した建物率
の高さと符合する結果となっている（図 4-2-3）。

一方、建物被害が小さい範囲、すなわち小破した建物や被害のなかった建物の
比率が高い地域においては、半径 2.5km を越えてから見られるようになる。こ
れは 2km までの地域においては、ほぼ全壊しているからである（図 4-2-4、図
4-2-5）。

3）人的被害状況
広島における被爆当時の様子を記録した資料は、皆無に近い状況と言える。被

害が余りにも甚大で、その様子を客観的に記すべき組織であるべき行政機関やそ
の他の機関が、機能を成し得なかったという理由とともに、被爆前の様子を記録
した住民票や土地台帳などの記録が、原爆によって焼失してしまったことによる。
その事態は、人的被害を探る上で、大変大きな障害となっている。

こうした状況に拘わらず、行政機関、研究機関、マスメディアなどによって、
広島における被爆の実態を解明するために、多岐の学問分野にわたる数多くの調
査・研究がなされ、人的被害についても、その状況を明らかにする努力がなされ
てきているが、なお真実に迫るにはほど遠いのが現状である（広島市社会局原爆
被害対策部　1999）。

とはいえ、広島市全体にわたり町丁毎の人的被害を記したのは、広島市編（1971）
しかない。また広島市社会局原爆被害対策部（1999）も、明らかに確認できたも
のだけをデータとしている。そのため、被爆者に関する従来の推定値にはデータ
上の人数が達していないという問題がある。しかもこれは、広島市全体にわたる
町丁毎のデータではなく、爆心地からの距離を目安にして、幾つかの町丁を合わ
せた地域区分でのデータだけが記されている。したがって、被害状況を示す項目
数は多いのだが、町丁毎での視覚化には対応していない。

人的被害に関係する空間データ、属性データを使用して視覚化した写真地図の
例を以下に示す。

・図 4-3-1　町丁別の人的被害の割合
・図 4-3-2　町丁別の即死者率
・図 4-3-3　町丁別の負傷者率
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図 4-3-1　町丁別の人的被害の割合
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図 4-3-2　町丁別の即死者率
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図 4-3-3　町丁別の負傷者率
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図 4-3-4　町丁別の無傷の者率
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図 4-3-5　被害地域区分別における被爆死亡者に占める当日死亡率
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・図 4-3-4　町丁別の無傷の者率
・図 4-3-5　被害地域区分別における被爆死亡者に占める当日死亡率

即死者率 100% の地域は、爆心地から半径 500m を少し超える範囲の町丁では、
わずかに見られるのみである。それらの地域での即死者率が 100% であるのに対
して、特に爆心地付近においても、即死者が 100% に至っていない町丁が少なく
ない。爆心地付近では、即死者率が必ずしも 100% とならなかったのは、被爆時
に鉄筋コンクリート造りの建造物内などにいて、熱線や放射線さらには爆風から
陰になるような場所にいたことにより、即死には至らなかったものが、予想以上
に多くいたことによるものと推測される（図 4-3-1）。

即死者が高い比率を示しているのは、市街地北東部にある唯一の尾長町を除い
て、爆心地からほぼ半径 2km の範囲内にある地域に集中している。しかしながら、
これを見る限り、即死者率の傾向として、一般的に推測されがちな同心円状の広
がりを示しているとは言い難い（図 4-3-2）。即死となる原因は複雑な要因が絡み
合っていることがここから推測されるが、詳細な要因の関係を分析することにつ
いては本報告における本題ではないので、ここでは言及しない。

爆心地付近で、負傷者率、無傷の者率が低い率を示すのは、必ずしも、人的被
害が軽微であったのではなく、むしろ反対に爆心地付近での即死者率が高いこと
によるものと判断される（図 4-3-3、図 4-3-4）。

距離別被害「地域区分」から人的被害を見てみると、いわゆる「爆心地域」（爆
心からほぼ 0.5km の範囲に相当する地域）において、被爆した死亡者のうち、
原爆投下当日に死亡した者の比率が高い値を示しているのがわかる（図 4-3-5）。
当日の原爆被害の甚大さがよくわかる。

なお、属性データとして作製したデータは表 3-3-1 で表示しているデータ以外
にも、「被爆当時の町丁界」データの属性データとして、被爆者数、直接被爆者数、
1945 年死亡者数、世帯について（世帯数、世帯主 1945 年死亡の世帯数、世帯員数、
1945 年死亡者数、1 世帯当たり 1945 年死亡者数）を、また広島市社会局原爆被
害対策部（1999）から取得した「地域区分」データの属性データには、居住地域、
被爆状況、被爆者数、被爆死亡者数、1945 年死亡者数を取得している。

4）「被爆建造物」の GIS データ化
被爆後 70 年以上たった現在でも、広島市の街頭では、被爆の痕跡を目にする

ことができる。家屋・ビルなどの建造物、樹木、橋梁、その他の人工構造物など
に残されている。それら被爆建造物の保存や解体に関する問題が議論されて久し
い。1990 年には「被爆の実相を広く伝えるために、被爆建物に対する対応の仕
方については、慎重かつ充分な調査研究の上に立って、この歴史的財産を後世に
伝承すべきである」との市議会決議が行われた。この決議が行われた背景には、
当時被爆後 40 年以上が経過した中で、改修・改装も行いつつ使用されてきた被
爆建造物が、老朽化や利用目的の変更などにより、建て替えられるなどの大きな
変化が現れつつあった時期である。そのため、市民からも被爆建造物に関する保
存その他の措置を求める要望が出されていたのである（被爆建造物調査研究会編
　1996）。

本書を基に被爆建造物についてデータ化したものを、広島市中心市街地におい
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て写真地図にしたのが図 4-4 である。本図には、国鉄路線、広島電鉄路線も一部
表示している。これにより、被爆当時の道路拡幅に伴う路面電車線路の敷設変更
前の状況やルート変更前の路線が幾らか判別可能である。また、本図の表示範囲
ではないが、国鉄旧宇品線も、「国鉄」路線データの一部として取得している。

本報告では言及していないが、被爆時に壊滅した建造物を含めて属性データと
して作製した「被爆建造物」データは、被爆建造物調査研究会編（1996）から、
被爆時の名称を始め、消滅時の名称、現在の名称、所在地（現在と被爆当時の旧
町丁名で表示）、解体等の時期、構造を、そして、合衆国戦略爆撃調査団物的損
害調査部著　森祐二訳（1984 ～ 1989）から、建物番号、名称、使用業種、建物
に与えた損害、建物に与えた損害の原因、建物内部のものに与えた損害、建物内
部のものに与えた損害の原因、建物に対する構造的損害の割合、建物に対する表
面的損害の割合、建物内部のものに対する損害の割合、空中ゼロ地点（原爆の炸
裂点）からの距離、地上ゼロ地点（爆心地）からの距離、構造及び設計、建物の
階数、側面の窓や出入口の防火シャッター、ゼロ時（1945 年 8 月 6 日 8 時 15 分）
において空中ゼロ地点（原爆の炸裂点）にさらされた防護していない壁面の窓や
出入口を、それぞれ取得している。筆者は、全部で 200 棟程度についてデジタル
データとして取得しており、地図上に形状を表示できるようにしてある。

さらに、上述する名称、解体時期等の属性データは、空間データに統合するよ
うに、既に存在していない建造物についても、併せて示すことができるようにし
ている。これらの GIS データを利用して、「被爆建造物」の変化がどのようなも
のだったかについて、視覚化を可能にしている。例えば、上記の「被爆建造物」
に関する空間データ、属性データを活用して、竹崎嘉彦・ 祖田亮次（2001）に
おいて、被爆建造物の分布や損害原因、解体の経過などについて視覚化を試みて
いる。

1996 年世界遺産に登録された原爆ドームだけが「被爆建造物」として注目さ
れがちであるが、「特別な」場所に原爆ドームなどの「被爆建造物」があるので
はない。身近な街角にそこを構成する一部として、「被爆建造物」がごく「自然」
に、従前から当たり前のように建っているのである。だからこそ、「被爆建造物」
に対する一層の理解と保存における努力が必要になるだろう。

そのためにも、本報告で言及した属性データとして作製された「被爆建造物」
データは、その一助となるのではないかと期待されるものと考えている。特に、
単なる紙に表された絵としての地図ではなく、属性データと統合されたデジタル
化地図データとしての地図表示が可能なので、個別の建造物等についての詳細な
情報を地図上で閲覧することができる。すなわち、GIS としての機能が、有効に
かつ有意義に生かされていると言えるであろう。
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図 4-4　被爆建造物の分布
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5）「主要軍用施設」の GIS データ化
太平洋戦争時の「軍都廣島」において、軍用施設は、当時広島デルタのそこか

しこに点在していた。被爆建造物同様、被爆後 70 年以上たった現在でも、過去
の遺構でもある軍用施設といえども、広島市の街頭でその痕跡を日常的に目にす
ることが可能である。

地図表示ができそうな、ある程度の規模・面積を持ったものを抽出して、空間
データ化している。具体的なデータ源には、広島市編（1971）、広島市編（1984）、
合衆国戦略爆撃調査団物的損害調査部著　森祐二訳（1984 ～ 1989）、被爆建造物
調査研究会編（1996）を採用している。その視覚化の例として図 4-5 を以下に示
す。本図に使用した空中写真は、4 節までに使用した被爆後の 8 月 8 日撮影のも
のではなく、被爆前の 4 月 13 日に撮影されたもの（NARA 所蔵）を一般財団法
人日本地図センターから入手して、オルソ幾何補正済みモザイク画像に調製した
ものを使用している。補正前の空中写真の仕様は、撮影年月日は 1945 年 4 月 13
日、ミッション番号等は「3PR 2BC 5M141」、撮影カメラのレンズの焦点距離は
24inch、 撮影高度は 32,000feet、写真縮尺は 1：16,000、画面サイズは 9 × 18inch
である。

図 4-5 は、広島城とその周辺地域である基町を中心とした地域を表示している。
属性データとしてデータ化したのは、「名称」のみに留まった。基町は、1871 年
鎮西鎮台の第 1 分営が置かれたことを契機にして、次第に城郭の周りに、中国軍
管区司令部などを始め軍用施設が集結してきた。そして基町は、一大軍事拠点と
なった。1894 年 8 月に開戦した日清戦争時には、当時の大日本帝国の最高統帥
機関である大本営が置かれた時期がある。さらに、同年 10 月には第 7 回帝国議
会が召集され、西練兵場内に建設された廣島臨時仮議事堂で開会された。つまり、
廣島は大日本帝国の首都として機能した時期さえあると言える。基町は、日清戦
争を発端として、大日本帝国陸軍にとって重要な軍用施設を立地してきた地と言
える。それ以来、歴史的な評価は別にして、軍都廣島、基町は発展をしてきたと
いう背景を持っている。

基町の軍用施設の中でも、半地下式であった中国軍管区司令部防空作戦室では、
特に、被爆時には多くの軍人、軍属に混じって、学徒動員されていた比治山高等
女学校の女学生たちも働いていた。原爆によって壊滅状態となった広島市におい
て、辛うじて生き残ったこの軍事専用電話を使って、一女学生が被爆した広島の
第一報を電話で伝えている。これが、広島の原爆被災の第一報と言われている。
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図 4-5　主要軍用施設の配置
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Ⅴ　おわりに

本報告は、筆者がこれまでに公表してきた文書類、また蓄積してきた GIS デー
タを基にして再構成したものである。文章は、既出の論文、報告、レポート等を
基にして、執筆・作製並びに調製した当時から現在までに、進化あるいは変化し
ている現状に即して、改めて文章表現を検討し直し、その上で書き直したもので
ある。ただし、Ⅳ章に提示される写真地図は、本報告執筆を契機にして、すべて
新規に調製したものである。

被爆当時における GIS データは、ひとつは、以前に作製していた被爆当時の
空間データであるベクトル地図データ類を使用している。もうひとつは、こちら
も以前作成していた被爆当時の様子を表示させるための基データである属性デー
タ類を使用している。空間データでもある基図に相当するラスター画像データ
は、2017 年度、被爆前後に撮影した空中写真をオルソ幾何補正、並びにモザイ
ク加工して調製した画像データの中から選び出して使用している。このオルソモ
ザイク幾何補正済みモザイク画像のうち、被爆前の 1945 年 4 月 13 日撮影と被爆
後の 8 月 8 日撮影のモザイク画像を本報告では使用している。本報告では、画像
データの使用は、4 月 13 日撮影と 8 月 8 日撮影のものに留まったが、他に 1945
年 7 月 25 日、8 月 11 日にそれぞれ撮影された空中写真のオルソモザイク幾何補
正済みモザイク画像がある。さらに、1：60,000 になる小縮尺の画像ではあるが、
8 月 7 日撮影のモザイクする必要のない 1 枚ものもある。この 7 日に撮影された
空中写真は、たしかに小縮尺なのであるが、原爆投下翌日の広島デルタを撮影し
たものとして、正に被爆直後と言える、まだ煙が立ち上っているのが確認できる
ほどの生々しい画像が写っている。いずれのモザイク画像データも、地図データ
として使用可能である。すなわち、これらの画像データが単なる画像でなく、位
置座標を持った空間データであるからこそ、属性データと統合し GIS を活用し
た地図表示を可能にしている。

また、GIS の属性データとして利用することはできなかったデータ源もある。
しかしながら、すべてを視覚表現に盛り込むことができない限られたデータで
あっても、一旦それらを視覚化することで、従来とは異なる視点や疑問を提供し
うるという点は、GIS の重視されるべき重要な要素のひとつであると言えよう。

広島市では、被爆体験伝承者の養成などあらゆる機会で、被爆体験の継承・伝
承に取り組んでいる。しかしながら、現状は、被爆 70 年余りたった今でも、被
爆の惨状を語ることが、後世への被爆体験、原爆被害の伝承手段として主流を占
めたままだと言わざるを得ない。一方、被爆者の高齢化に伴い、被爆者の証言に
頼るのは限界が見え始めているというのが現状であると、残念ながら言わざるを
得ないであろう。また、被爆体験の語りそのものが固定化されつつあるという、
若い世代が共通して受ける印象も見逃してはいけないだろう。だからこそ、GIS
で作製したデジタル地図情報が、視覚に訴える効果に加えて、マルチメディアや
インターフェースの側面を充実させることによって、既にある被爆体験の継承方
法を、これまでとは違う形で伝えていくことの可能性を持っていると言えないだ
ろうか。その成果は、今後のマルチメディア化に対応するものでなければならな
い。また、本報告における成果の一端である GIS データとその視覚化が、原爆
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被害の状況に対する理解や風化が懸念される、現状の被爆体験継承の現場におい
て、科学的に裏付けられたデジタルデータ処理と、今までにない表現手段を用い
ることによって、原爆被害の現状に対して、客観的で直観的なしかも直截的な理
解を可能にする被爆の記録のひとつとして、より機能することを期待して止まな
い。
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