
広島平和記念資料館資料調査研究会

研究報告

第15号
令和元年（2019 年）9月

広島平和記念資料館資料調査研究会



あいさつ

　昭和20年（1945年）8月6日午前8時15分、人類史上初めて原子爆弾が広島に

投下されました。街は一瞬にして廃虚と化し、多くの人々の生命が奪われまし

た。かろうじて生き残った人も心と体に大きな痛手を受け、被爆から70余年

となる今でも多くの被爆者が苦しんでいます。にもかかわらず、現在、地球上

には大量の核兵器が存在し、人類は存亡の危機に瀕しています。核兵器の廃絶

と世界恒久平和の実現へ向けて、広島平和記念資料館には被爆の実相を広く世

界へ伝える責務があり、その役割はますます高まっています。 

　「広島平和記念資料館資料調査研究会」は、歴史、物理、国際関係、平和教

育、情報など各方面の専門家を集めて、平成10年（1998年）8月に発足しました。

資料館と共に、資料の保存や展示、それらの基礎となる事項についての学術調

査研究を積み重ねてきました。その成果は、常設展示の更新や企画展の開催に

反映されています。本書は、この調査研究活動成果の一部を研究報告という形

で発表するものです。 

　本号には会員5人による研究報告を掲載しています。石丸会員は旧軍港市転

換法の適用都市における都市行政の展開と課題について解説されています。北

川会員は子どもの目から見た昭和10 ～ 20年代の広島について北川会員ご自身

の個人史的にまとめられています。高妻会員は平和記念資料館の展示環境に関

わって温湿度の計測結果と資料の元素分析結果について報告されています。拙

稿では原爆線量評価において爆心からの距離と残留放射能152Euの強度分布に

ついて解説しています。竹崎会員は広島原爆の被害状況を視覚化した事例とし

ての写真地図の調整について報告されています。 

　最後に、当研究会の活動に協力いただいている方々に厚くお礼を申し上げ、

これからも、広島平和記念資料館を学術面から支援する研究者の組織として関

係各方面と連携・協力を図りながら、学術的考証、分析、研究、調査などの活

動に努めてまいりたいと思います。 

　　令和元年（2019年）　9 月

　　　　　　　　　広島平和記念資料館資料調査研究会　　会長　静間　清
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特別法「旧軍港市転換法」適用都市における都市政策の展開と課題

石丸　紀興（いしまる　のりおき）

広島諸事・地域再生研究所

1940　旧満州（現　中華人民共和国東北地方）生まれ
  64　東京大学工学部卒業
  66　東京大学大学院修士課程修了
  66　広島大学工学部助手
  88　広島大学工学部助教授
  96　広島大学工学部教授
2003　広島国際大学社会環境科学部教授
2011　現職

主な著書に共著『広島新史　都市文化編』(広島市編集発行 1983年)、共著『広島被爆40 年史　都市の復興』
（広島市企画調整局文化担当発行 1985年）、『世界平和記念聖堂―広島にみる村野藤吾の建築』（相模書房 
1988年）、共著『広島市被爆50周年 未来への記録 ヒロシマの被爆建造物は語る』(広島平和記念資料館発
行 1996年）、共著『近代日本の建築活動の地域性―広島の近代建築とその設計者たち』（溪水社 2008年）、
共著『ひろしま復興・平和構築研究事業報告書　広島の復興体験を生かすために－廃墟からの再生－』(国
際平和構築拠点ひろしま構想推進連携事業実行委員会編・発行 2014年）、共著『広島市被爆70年史　あの
日まで　そして、あの日から　1945年8月6日』（被爆70年史編修研究会編・広島市発行 2018年）ほか

はじめに

特別法とは戦後の新憲法に規定された憲法 95 条に基づいて、特定の自治体だ
けに適用できる法律を制定できる制度であり、1949 年制定の ｢広島平和記念都
市建設法」( 平和都市法と略称する ) と「長崎国際文化都市建設法」が最初の事
例となっている。そして翌年 6 月、「旧軍港市転換法」（軍転法と省略される）が
制定されたが、これは、横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市の 4 市（旧軍港市と
総称することあり）に適用されるという、ユニークな特別法であった。すなわち
この 4 市が旧軍港市ということであり、軍転法が適用される都市ということにな
る。1950 年 6 月といえば、朝鮮戦争勃発前後の混乱期であり、よくもこのよう
な時にこのような法制定が可能であったものだ、という疑問も当然起きるであろ
うし、この法の果たした役割も独特のものがあり、この法への評価のあり方にも
行き着くであろう。

特別法が制定された都市において、その特別法が果たしてきた役割と効果はど
のようなものであったろうか。例えば、横須賀市において、どのようにこの法を
捉え、運用してきたのであろうか、そして現在、この法の意味をどのように認識
し、必要な態勢を維持しているのであろうか。それは呉市に対しても同様な疑問
が湧く。併せて、横須賀市と呉市において、この法に関連した事項を比較してみ
れば、どのようなことがいえるであろうか。さらに佐世保市や舞鶴市はどうであ
ろうか、これらの都市のデータ・情報を集めて比較検討すべきであろう。

そしてこのような検討は、広島市における特別法と、4 市における軍転法の位
置づけと比較してそれぞれどうであったろうか、同様に軍転法は 4 市にとっての
評価、さらには現在においてそれぞれ法の精神に従っているだろうか、という疑
問にも繋がっていく。軍転法と平和都市法の効果や評価を全面的に比較すること
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が、今回の主要テーマではないが、広島における平和都市法制定 70 周年、さら
には被爆 100 周年を迎える中で、都市政策のあり方を広く検討することへの有効
な参考事例と位置付けられる。

本稿は、特別法絡みで具体的な対象都市、旧軍港市の実態を考察しつつ、か
つ、特別法そのものの意義とか欠陥とかいう面において、広島や長崎にも関連し
たテーマにも可能な限り追究していくものである。

第１章　特別法「旧軍港市転換法」の成立過程

第 1節　特別法の仕組みと全体把握
特別法とはいうまでもなく戦後の新憲法に新たに導入された憲法第 95 条に基

づいて立法されたものであり、地方自治制度の枠組みの中に位置付けられた「一
の地方公共団体のみに適用される特別法」という形で規定された法である。その
特徴としては法制定が国会 ( 両院 ) 通過とともに、住民投票での過半数同意が義
務づけられていることである。

戦後、特別法として、1949 年、広島・長崎で先陣を切って制定され、次いで
1950 年「旧軍港市転換法」が 4 市、横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市におい
て適用される法として同年 6 月に公布・施行された。この年、7 法 7 都市が追随し、
8 法 11 都市が特別法の適用都市となった。更に、1951 年には 4 法 4 都市が続き、
特別法全体として 1949 年以降 14 法 17 都市に及ぶこととなった。本稿において
は旧軍港市転換法を対象とするが、広島、長崎への言及も必要となるであろう。

第 2節　軍転法制定の発想と成立過程
軍転法の成立の経緯については、明らかに広島の平和記念都市建設法の制定過

程が大きな影響を与えていると思われるが、福原忠男、中野哲夫著「旧軍港市転
換法」や細川竹雄著「軍転法の生れる迄」によれば、必ずしもそのような筋書き
ではない。すなわち、「旧軍港市転換法」での説明として「この法律は、軍港が
あることによりもっとも軍事的色彩が濃厚であるとされていた横須賀、呉、佐世
保、舞鶴の四市を転換して、あらたに平和産業港湾都市として甦生せしめ、平和
日本実現の理想の達成に寄與することを目的とするとともに、かつて軍事的目的
のためにのみ使用されていた旧軍用財産等を、世界人類の福祉のために奉仕しよ
うとする平和産業に役立たしめ、ひいては日本経済の復興に貢献せしめようする
ものであって ( 以下略 )」とあり、独自の発想で制定されたとしている。「軍転法
の生まれる迄」の中で、門屋議員が「過般 ( 本年 4 月：加注筆者 1949 年のこと )
旧軍港四市長の連名で、四市所在の旧軍用財産の処理に当り特別措置方の請願が
あって幸い国会で採択されたが、此の程度では未だ弱いのでこれを強化するには、
どうしても特別法を制定することが必要であると思う。」と述べたとされ、独自
の立法の理由づけがなされている。すなわちこれによれば、広島の特別法制定前
の 1949 年 4 月段階でその考え方がすでに提起されたとされていたとされる。

とはいえ、特別法という考え方そのものが、当時それほど普遍化していたわけ
ではなく、広島の特別法でさえ当初はそのような発想ではなく、復興国営請願運
動の中から 1949 年 2 月段階で突然特別法制定が提起されたとされるのが定説で
あり、旧軍港市側で 1949 年段階では国への国有財産払い下げの陳情はなされて
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いたとしても、直ちに特別法立法化への動きが始まったとは考えにくい。詳細は
確かめる必要があるが、もし軍転法制定への動きが 1949 年 4 月から始まってい
たとするとなら、特別法制定という発想の史料提示が条件となろう。

一方、旧軍港市では 1949 年 11、12 月段階では法成立の可能性がなく、ＧＨＱ
国会担当課長ジャスティン・ウイリアムズからの承認がなかなか得られなかった
とされている。1950 年初の頃はＧＨＱの態度が硬化して、承認が難航していたが、
ＧＨＱ国会担当課長がウイリアムズからグイダに交代し、常任委員会と促進委員
会の粘り強い交渉もあって、漸く法案の上程となり、国会通過となった。広島の
平和都市法と異なるのは、軍転法では参議院が先行して議決したこと、満場一致
ではなく一部に反対勢力が見られたこと、などである。すなわち、軍転法制定に
は、与野党を通じての圧倒的な支持は欠いていたことになる。

軍転法は、1950 年 4 月 11 日国会で可決後、6 月 4 日に住民投票が実施された。
横須賀市では投票総数 101,678、賛成 88,644 で 90.87％、反対 8,901 で 9.13％であっ
た。呉市では投票総数 87,993、賛成 81,355 で 95.85％、反対 3,523 で 4.15％であった。
佐世保市では投票総数 83,350、賛成 76,678 で 97.31％、反対 2,117 で 2.69％であっ
た。舞鶴市では投票総数 35,068、賛成 28,481 で 84.56％、反対 5,200 で 15.44％であっ
た。特に舞鶴市における反対の割合が大きいことが目立つ。横須賀市においても
反対率の高さが目立つ。

都市によって賛成率にかなりの差が生じたのは、それぞれの都市の状況に違い
が出てきた結果であった。様々な理由があると思われるが、特に横須賀市では軍
転法反対のビラも撒かれた。その趣旨は、「この法が旧軍施設の払下げを餌に都
市計画法等のめんどう臭い法律を市民の住宅、商店、工場、耕地を強制的に取り
上げたり、道路網を縦横に張りまわしたり、その他軍事的に必要な土地を手に入
れる事をもくろんでいる。( 中略 ) 市民の生活は此の法律によって破壊され、横
須賀の軍事基地化は促進されてゆく。旧軍港市転換法は横須賀の軍事基地化には
役立っても断じて平和を保証するものではない。(以下略)」などというものであっ
た。また、ＧＨＱの対応として横須賀市では、この法案は漠然としすぎるといっ
た理由での反対があったが、米海軍横須賀基地司令官デッカーを説得して、逆に

（表）　特別法として制定された法律の法律名、適用対象都市、公布日
法律名 適用対象都市 公布日

広島平和記念都市建設法 広島市 1949年8月6日
長崎国際文化都市建設法 長崎市 1949年8月9日
旧軍港市転換法 横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市 1950年6月28日
別府国際観光温泉文化都市建設法 別府市 1950年7月18日
伊東国際観光温泉文化都市建設法 伊東市 1950年7月25日
熱海国際観光温泉文化都市建設法 熱海市 1950年8月1日
横浜国際港建設法 横浜市 1950年10月21日
奈良国際文化観光都市建設法 奈良市 1950年10月21日
神戸国際港建設法 神戸市 1950年10月21日
京都国際文化観光都市建設法 京都市 1950年10月22日
松江国際文化観光都市建設法 松江市 1951年3月1日
芦屋国際文化住宅都市建設法 芦屋市 1951年3月3日
松山国際観光温泉文化都市建設法 松山市 1951年4月1日
軽井沢国際親善文化観光都市建設法 軽井沢町 1951年8月15日
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強い支持を得てＧＨＱからの同意を獲得したとされる。

第 3節　軍転法の内容
軍転法の内容について詳細に説明しないが、広島の平和都市法との差を認識

するために最小限の言及が必要であろう。平和都市法は全 7 条という極めて簡
潔な法であり、軍転法も全 8 条と決して長文ではない。軍転法の目的は、「平和
日本実現の理想達成に寄与すること」を掲げ、この法によって旧軍港市を「平
和産業港湾都市に転換」するとしている。こうして軍転法と「平和」とは緊密
に関連づけられているのである。しかし、軍転法の英訳が、“Former Naval City 
Conversion Act” となっており、conversion とはいえ “from”“to” のない転換となっ
ていることの問題が指摘できる。平和産業というキーワードは明確な形で表現し
ているわけではない。

第 1 条を受けて第 2 条の「計画及び事業」を定めていて、この段階では都市計
画法あるいは特別都市計画法との関連を述べている。戦災都市ではない横須賀市
と舞鶴市には特別都市計画法の適用はなく、戦災都市の呉市と佐世保市には特別
都市計画法が適用されていたが、必ずしも現実の都市計画決定とは連動していな
いことは、別途言及するが、要するに 4 市が共通して戦災復興という課題を抱え
ていたわけではないので、都市計画決定という枠組を強く関連づける必要はなく、
都市政策的に対応したということである。

法を説明する当時の解説書においてもその曖昧さが指摘されていたことがわか
る。すなわち、「この法律がその制定の趣旨において多分に宣伝的なものであり
精神的なものであるところから来ているのであって、平和産業港湾都市としての
雄大な構想と精緻な規模とは、ひとえにこの法が施行されてから以後の 4 市の市
民を主導力として、関係地方公共団体の諸機関の援助協力により漸次明確になさ
れることが期待されるのである。」と、事業手法を都市計画法以外にも預けてい
るといえる。

第 3 条は事業の援助を国及び地方公共団体の関係諸機関に要請しているが、「転
換計画が一般の都市計画事業を包括した極めて広汎なものである故」とその範囲
を厳格に規定することなく曖昧なままにしている。ところが、この法の真骨頂は、
第 4 条以降に法運用のために極めて具体的な規定を置いていることである。

第 1 条の目的、第 2 条の計画及び事業、第 3 条の事業の援助といったところは、
通常の法体系と変わりはないが、極めて特異な条項は、第 4 条の「特別の措置そ
の１」、第 5 条の「特別の措置その２」、第 6 条の「旧軍港市国有財産処理審議会」と、
国有財産の処理あるいは譲与、その転用という内容が細かく規定されていること
である。「旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、
譲渡価格、延納期限その他の重要事項について、大蔵大臣の諮問に応じてこれを
調査審議するため」に審議会を置くことが規定されているが、この審議会規定が、
この法の効果を現実化することに役立ったのである。例えば審議会は委員 20 人、
委員構成などもこと細かく規定し、法律らしからぬ体裁を整えているが、このこ
とが結果的には法運用を進める上で極めて有効であったと指摘できよう。

第 7 条の国（この段階では建設大臣及び大蔵大臣）への報告義務、第 8 条の「市
長及び住民の責務」は、基本的には平和都市法と同様の規定となっている。
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第 4節　成立後の制度整備
旧軍港市の場合、1950 年 6 月 28 日、「旧軍港市転換法」の公布施行を受けて、

7 月 1 日「旧軍港市転換連絡事務局」を設置し、計画と事業の促進及び調整に関
し相互間並びに関係諸機関との連絡に当たることになった。1950 年 11 月 24 日
には 「旧軍港市転換促進議員連盟」が、適正な運営を推進するためとして、衆参
両議員有志により結成された。さらに横須賀、呉、佐世保、舞鶴の旧軍港四市が
相互連携して、平和産業港湾都市への転換を図るために 1954 年 4 月 12 日「旧軍
港市振興協議会」が設置された。輪番で当番市を決定し、ほぼ毎年のように振興
協議会を開催した。この協議会が実質的に機能し、大きな役割を果たしたのであ
る。なお後に議員連盟は解散し、連絡事務局も解消され、旧軍港市転換法の実施
と旧軍港市振興方策の推進を図るために旧軍港市審議会が設置され、旧軍港市転
換促進議員連盟の全員が顧問に就任している。10 月 10 日には「旧軍港市国有財
産処理審議会規則」を決定し、第 1 回審議会を開催している。こういった軍転法
運用による各都市へどのような効果があったかについては先行研究があり、多く
の情報、データが整理・位置付けられている。

審議会の開催は、1977 年までに 67 回にのぼり、1978 年 5 月には「審議会の設
置に関する法律公布施行（法律第 55 号）」により旧軍港市転換法第 6 条が改正さ
れ、「旧軍港市国有財産処理審議会」が大蔵本省の付属機関から旧軍港市関係財
務局の付属機関に変更される。そして1978年9月より新審議会第１回が開催され、

「旧軍港市国有財産処理審議会規則、旧軍港市転換法に基づく国有財産の処理標
準、旧軍港市国有財産処理審議会に諮問する事業の範囲について決定」される。
1980 年 9 月には「旧軍港市転換法施行 30 周年記念式典挙行」、1990 年 9 月には

「旧軍港市転換法施行 40 周年記念式典挙行」、2000 年 7 月には「旧軍港市転換法
施行 50 周年記念式典挙行」､ 2010 年 5 月には「旧軍港市転換法施行 60 周年記念
式典挙行」と、10 年毎に記念式典が挙行されてきたのである。特に 60 周年には

「旧軍港市転換法施行／ 60 周年のあゆみ」を発行しており、この中で無償譲与さ
れた国有財産の総面積が、横須賀市 1505.3㏊、呉市 815.9㏊、佐世保市 772.8㏊、
舞鶴市 1731.1㏊と総括的に記述されている。

2015 年 10 月 27 日佐世保で開催された協議会においては、横須賀市長、呉市長、
佐世保市長、舞鶴市長が出席している。ここで「平成 27 年度旧軍港市振興協議
会正副会長会議」が開催され、旧軍港 4 市による国への要望事項と、日本遺産認
定に向け、4 市で連携して取り組むことも決定した。国に対する要望としては以
下の 5 項目、

（1）旧軍港市転換事業の用に供する旧軍用財産及び米軍返還財産が旧軍港市転換
法の趣旨に則り処理されることについて

（2）基地周辺対策の充実について
（3）基地交付金の対象資産の拡大について
（4）米国原子力潜水艦の寄港に関する事前通報非公表措置の解除について
（5）地元経済に寄与する施策の推進について
4 市連携した取組みの推進については以下の 2 項目、

（1）旧軍港四市の連携による近代化遺産の活用及び日本遺産認定に向けた取組み
（2）旧軍港四市ホームページの作成・公開

を、決定したのであった。
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日本遺産とは、文化庁所管の事業で、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国
の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定し、
ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に
活用する取組みを国が支援するというもので、2015 年度には全国で 18 件が認定
されている。旧軍港市 4 市は、早くも連携して日本遺産の認定を受けようと対応
し､ 2016 年度で達成したのである。

このように旧軍港市 4 市は、軍転法成立後も連携してこの法を有効に利用しよ
うと、また積極的に新たな課題に対して取り組もうとしてきたことがわかる。

第２章　軍転法の効果

第 1節　4市の概観
4 市の戦後、特に戦災の状況について言及しよう。呉市と佐世保市は著しい戦

災被害を蒙った都市であり、横須賀市、舞鶴市では軽微な爆撃を除いて基本的に
戦災を受けていなくて、戦後、戦災被害からの復興事業は必要なかった。このこ
とは広島市・長崎市と基本的に異なる基盤条件といえる。

細川竹雄によれば、軍転法 5 条の摘用による公共用として無償譲与を受けた国
有財産は、1954 年時点での件数、評価額は、横須賀 24 件 24 億 5041 万円であり、
呉 37 件 9 億 7826 万円、佐世保 40 件 9 億 5904 万円、舞鶴 13 件 8 億 7671 万円と
いうデータを挙げており、特に横須賀市の圧倒的な財産評価の大きさが目を引く。
4 市とも国から大きな財産供与を受けたことが分かる。すなわち、当時の軍転法
の無償譲与制度を有効に利用して、効果を上げたのである。

より長期間の効果を見るために、「旧軍港市転換法施行 60 年のあゆみ」を参照
してみよう。これによれば、4 市の国有財産の転用状況表を掲載し、グラフ化も
している。これによれば、転用済みの土地面積は、舞鶴市で 1731.1㏊、横須賀
市で 1505.3ha と極めて大規模面積にのぼっており、呉市でも 815.9㏊、佐世保市
では 772.8㏊であり、決して小規模ではなく、都市によって大きな差があること
も指摘できる。この値は出典により、あるいは時期の差により、多少異なるが、

旧軍港市所在国有財産転用状況（概数）
[単位　　上段：　千㎥　　下段（　）　：％　]

区分

市別

転用済のもの（土　地） 今後処理を要するもの（土地）

合計
公共施設 民間施設

所管換
小　計 提供施設 未転用

施設 小　計
防衛施設 農地

その他

横須賀市
6,244 3,757 2,813 2,239 15,053 3,372 167 3,839 18,892

(33.0%) (19.9%) (14.9%) (11.9%) (79.7%) (17.8%) (2.5%) (20.3%) (100.0%)

呉　　市
2,667 3,250 775 1,467 8,159 237 1,131 1,368 9,527

(28.0%) (34.1%) (8.1%) (15.4%) (85.6%) (2.5%) (11.9%) (14.4%) (100.0%)

佐世保市
2,219 910 2,789 1,810 7,728 3,788 1,309 5,097 12,825

(17.3%) (7.1%) (21.8%) (14.1%) (60.3%) (29.5%) (10.2%) (39.7%) (100.0%)

舞 鶴 市
2,389 10,179 2,212 2,531 17,311 0 3,135 3,135 20,446

(11.7%) (49.8%) (10.8%) (12.4%) (84.7%) (0.0%) (15.3%) (15.3%) (100.0%)

計
13,519 18,096 8,589 8,047 48,251 7,397 6,042 13,439 61,690
(21.9%) (29.3%) (13.9%) (13.0%) (78.2%) (12.0%) (9.8%) (21.8%) (100.0%)

（注）　「未転用施設」には、貸付中のものを含む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2009年3月末現在）
（旧軍港市振興協議会編集・発行「旧軍港市転換法施行60年の歩み」2010より）
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大まかな傾向は変わりがない。いずれにしても、軍転法の主要な目的がこの国有
財産払い下げ・譲与・転用にあり、実質的に効果あったことが明らかであろう。

第 2節　横須賀市について
横須賀市では旧軍用財産転用状況について様々なデータを整理して公開してい

る。横須賀市における旧軍用財産の転用状況を総括したデータがあるので引用し
ておこう。これによれば、土地総面積は 1889.929ha とされるが、その内 17.8％
の 337.096ha が米軍関係施設として利用されており、283.530ha が自衛隊関係施
設として利用され、30.5％の 576.408ha が市、県、国などの公共施設として利用
され、19.9％の 376.587ha が民間関係施設として利用されていると報告されてい
る。即ち、軍関係施設の比重が大きなものがあるが、横須賀市関係に 21.2％の
400.245ha もの土地が転用されている。「横須賀市と基地」では、「旧軍用財産の
うち未だ米軍基地は 17.8％を占め、自衛隊施設は市内各所に散在し、都市の有機
的発展を阻害している現状を見るとき、法の精神を再認識し、本市の『都市基本
構想』に基づき、今後もできる限り米軍基地の返還を求め、また自衛隊施設の集
約統合を求めつつ、本市将来の発展のために、限られた旧軍用未利用財産を早期
に転用していく所存である。」と総括している。

横須賀市における転用は、江戸幕府による横須賀製鉄所や旧日本海軍の創設期
のものを含めて対象となった。そういった意味で横須賀海軍の中枢施設になり、
周辺に多くの関連施設が整備されていった。旧海軍港務部、旧海軍工廠だったと
ころは、現在では「ヴェルニー公園」となり、資料館や展示の場所としても利用
されている。「旧海軍軍需部一課地帯」は「くりはま花の国」となり、「旧海軍横
須賀防空砲台」は「猿島公園」の中に保存され、「旧海軍下士官兵集会所」跡は「横
須賀芸術劇場」となり、「旧海軍武山航空基地」は「長井海の手公園」となるなど、
横須賀の旧軍港のイメージを高めることに使用されている。

このことは、横須賀市がツアー・見学ルートとして設定・利用されているこ
とにも繋がっている。例えば、① YOKOSUKA 軍港めぐりクルージング、②
米海軍横須賀基地内・入場見学＆海上自衛隊艦艇観覧クルーズ、③社会見学
YOKOSUKA 軍港めぐりと記念艦「みかさ」見学、などのツアー見学が実施さ
れている。首都圏に近いこともあって参加する人も多い。　

第 3節　呉市について
呉市は、その起源も、その発展も海軍を抜きには語れない都市であるが、同時

に戦時末期における戦災も激烈を極めたので、戦災都市としての戦後もまた極め
て特異である。そして軍港市としては、呉鎮守府を中心として広大な軍用施設だ
けでなく、海軍工廠を構え、呉中央部だけでなく広地区にも大規模軍用施設が立
地していた。

復興計画において「呉市復興委員会などの会合などを通じて海軍なきあとの未
来像を、人口 50 万名の平和的な港湾工業都市と規定した呉市は、それにみあっ
た都市計画案を策定するとともに (50 万名規模の都市計画案は県の同意がえられ
ず 35 万名規模に縮小 )、旧海軍工廠の平和産業への転換と呉港の開放へむけた運
動を展開した。」とあり、戦後の早い時期から軍港市からの転換がキーワードと
して掲げられていた。そして、「広島・長崎には同情的ではあっても、旧軍港市



8

にたいしては『軍閥の遺児なりとして白眼視する向きも多かった』といわれる世
論を説得して、旧海軍施設を平和産業に転換することを目的とした特別法の立法
化に成功した。」と、当時の状況を説明している。こうして朝鮮戦争に伴う特需
もあって、1951 年には旧海軍施設跡に企業進出が相次ぎ、旧呉海軍工廠跡や広
の航空廠跡ともに幸先良い転換実績を上げたといえよう。もちろんその後、必ず
しも戦後復興が順調に進展したとはいえないが、旧軍港施設の転用が戦後復興に、
産業振興に著しく寄与したことは間違いない。

こうして実績として 1957 年時点での「旧軍用施設の利用状況」や「旧軍港市
転換法による払下げ実績」が提示され、旧軍用施設の土地、250 万坪（約 825ha）
の内、米軍が使用中のもの 39.6 万坪、旧軍転法により無償譲与されたもの 43.45
万坪、工場として使用中 44.0 万坪、その他の目的に使用中のもの 42.62 万坪、未
利用のもの 80.27 万坪というデータが示されている。

この 44 万坪の中には、日亜製鋼 ( 株 ) 呉工場、東洋パルプ ( 株 ) 呉工場、尼崎
製鉄 ( 株 ) 呉製鋼所、Ｎ . Ｂ . Ｃ呉造船部といった大口利用があり、これら企業は
後の呉経済をリードしていくことになる。ちなみに 1940 年 11 月における呉海軍
工廠での工員数 38035 人に対して、1958 年における旧軍施設から譲与された工
場での従業者数は 12768 人にのぼっていたことが示され、いかに旧軍施設の譲与
が、即ち軍転法が呉の戦後経済に大きな役割を果たしたかを示している。さらに、
未利用返還地区計画があり、1957 年時点で土地 37.91 万坪、建物 7.17 万坪があっ
て、具体化が進められることとなった。広大新開は後に私立大学等が立地し、教
育施設としての役割を担った。

広地区については、旧第一航空廠跡には、呉の誘致第一号企業である東洋パ
ルプ株式会社呉工場（1952 年 1 月 1 日操業開始、現・王子製紙株式会社呉工場）
が進出したとされ、さらに中国工業株式会社や川南工業（株）等も進出して操業
を開始した。

国有財産 952.6ha の転用状況として、1970 年では公共施設が 20.1％の 194.0ha、
民間施設が 30.7％の 296.5ha、未転用施設が 22.7％の 215.6ha、防衛施設が 6.7％
の 62.1ha などとなっている。その後未転用施設面積は減少し、公共施設、民間
施設がともに増加している。譲与財産とされる 159ha についてみると、上水道施
設が 81.0％と著しく大きく、小中学校などの教育施設が 7.1％と続いている。上
水道として本庄水源地、戸坂水源地、宮原浄水場、新宮下水処理場など、軍港と
して都市形成されたことを生かして、その遺産を継承するという大きなメリット
を享受したと言えよう。

1980 年、旧軍港市転換法施行 30 周年を迎えて記念誌を編集しているが、この
中で「あの混乱期の中で、呉市再生の活路を与えてくれたのが『旧軍港市転換法』
の成立であると言えましょう。」といい、「同法は、まさに呉市にとって起死回生
の立法というべきでありまして、今、改めて当時の先輩諸賢の先見の明と、その
政治功績に対し、深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。」と挨拶し
ている。

呉に関連したツアーガイドは、呉探訪ループバスでＪＲ呉駅を起点とし、映画
「海猿」ロケ地二百階段、大和ミュージアム、海上自衛隊地方総監部前、潜水隊
前潜水艦、日新製鋼呉事務所、正岡子規句碑、入船山公園、酒造メーカー等、14
箇所を巡るものである。ルート 1 周約 14 キロメートル、午前 9 時から午後５時
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まで、１日 15 便、約１時間、大人 150 円、子ども 80 円と設定されている。また、
不定期の海上ルートもみられる。また最近ではアニメ作品「この世界の片隅に」
に関連したガイドも成立している。これらは、多くの旧海軍遺産を訪ねていくも
ので、必ずしも軍転法の趣旨である平和産業への転換という視点とは言えない。

第 4節　佐世保市について
佐世保市では独自に編集している「平成 28 年度版　基地読本　佐世保市」に

おいて、「旧軍港市転換法のあゆみ」をまとめており、その主な関連する内容と
して　基地の歩み（米軍、自衛隊関係）、基地の現況（米軍、自衛隊）、基地の現
況（防衛省）等であり、各種資料として特に「第 9 章　国有財産転活用」にお
いて、旧軍港市転換法による財産取得状況が詳細に記述されている。そこで旧
軍港市転換法による取得財産を具体的な名称、土地・建物・工作物・立木等別、
面積、評価額、譲与契約年月日等を掲載している。産業基盤施設として 19 件
7.070151㏊、教育文化施設として 33 件 23.738437㏊、生活環境施設として 83 件
147.0585406㏊というデータである。ちなみに、長崎県が佐世保市域で取得した
施設は 13 件、11.293398㏊で、一時使用の国有財産・無償貸付は 11 件、0.661988㏊、
国有財産を転用した民間施設 55 件は 93.229065㏊、米軍からの返還施設は 16 件
246.429933㏊、合計 230 件 529.4815126㏊であり、件数、規模とも極めて大きな
値を示している。

旧軍施設の転用状況は、例えば、潜水艦基地を競輪場に、海軍工務所を市営桟
橋に、旧軍施設用地を中央卸売市場に、佐世保海軍工廠を立神岸壁に、というよ
うに旧軍用地が公共施設に転換利用されている。その他、11 校の小学校用地（運
動場だけの場合を含む）、7 校の中学校用地（運動場、プール用地を含む）、市立
図書館、市民会館、市立高校、市立商業高校、10 の公園用地、８㏊の中央公園
の用地等も軍用地からの転用である。佐世保市内にある長崎県施設の高校用地、
公営住宅用地、県立ろう学校用地、民間では佐世保重工用地の一部も、軍からの
転用地であり、ハウステンボス敷地も、もとは軍が接収した用地であった。

佐世保市当局担当者の言によれば、「佐世保市の公共施設用地の多くが軍用地
の転用、払い下げ用地である」とのことであり、逆に言えばかつて軍用地が市街
地で大きな面積、比重を占めていたということである。佐世保市では未利用等国
有財産が 2017 年 3 月末現在で合計 5359.9㏊あり、在日米軍提供施設が最も多く、
場所により利用困難という場合もあるが、今後転用の可能性を検討するというこ
とである。

第 5節　舞鶴市の場合
舞鶴市は戦後、長期にわたって海外からの引揚者や復員兵の引き揚げを担った

港として有名であるが、実際には引揚者の多くは佐世保港に帰還したといわれ、
舞鶴は期間的に相当長期にわたって閉鎖されずに役割を果たしていたということ
である。すなわち、日本海側の軍港としての機能がそのまま戦後も持続されたと
いうことであろう。

そしてすでに触れたように、舞鶴において極めて大規模な軍用地が払い下げら
れたことがわかっている。市の広報でも、「舞鶴市では、『赤れんがパーク』 や『舞
鶴市引揚記念公園』など、市内の主要な観光施設の多くが旧軍用財産を活用した
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ものとなっており、 旧軍用財産が舞鶴の街づくりに大きく貢献しています。」と
表明し、位置付けている。戦後 70 年以上が経過したが、旧軍用財産のうち、170
件以上が舞鶴市に譲与等されているといい、それらは市町村や民間企業に有効に
活用されているのである。とりわけ舞鶴市に譲与された旧軍用財産は、歴史的な
建物として、観光資源としても大きな役割を果たしている。それらは、例えば自
衛隊の護衛艦の後方に見える工場群 （旧舞鶴海軍工廠、現ジャパンマリンユナイ
テッド㈱）や舞鶴観光の人気スポットである赤れんがパーク等である。

さらに、舞鶴市ではまだ利活用されていない旧軍用財産があるとされ、それら
がこれからの舞鶴のまちづくりにとって極めて大きな課題であるとして、現在取
得の検討が続いている。例えば、巨大な地下壕である「東山特設防空指揮所」、
映画のロケ地となった火薬庫跡やその周辺遺構である「旧海軍第三火薬廠跡」、
舞鶴湾に浮かぶ上陸禁止の無人島である「戸島・蛇島」といったところが新たな
観光資源としての可能性が検討されている。もし、有効な利用がなされるとすれ
ば、将来的に国から市へ譲与ということが追求されることになろう。いずれにし
ても、いままで相当大規模な多くの旧軍用財産が市に譲与されてきたことになり、
今後も機会ある毎に譲与のシステムを活用していこうとしているといえる。

第３章　まとめ―特に広島の平和都市法絡みでの展開

以上の旧軍港市の通観において、都市によって軍転法への取り組みの差も明ら
かとなった。横須賀市は転用財産の情報を更新しつつ、用途別のデータ整理や分
布図の作成など、軍転法の効果がわかりやすい形としている。呉市では軍用財産
の歴史的な変遷に関する記述は整っているが、全体を総括するための情報・資料
が不足している。佐世保市では現在にもつながる基地政策の一環として軍用財産
をとらえており、軍用財産を市民生活に生かそうという姿勢がみられる。舞鶴市
においては、軍用財産を土地というだけでなく、上物の建築と一体的に利用する
政策がみられ、さらにストックとしての大規模な軍用財産があり、今後の課題と
もなっている。

以上を踏まえて、果たして旧軍用財産の譲与はどのような意味を持つのであろ
うか。

最近における国有財産行政の実態と課題について言及しておこう。これについ
ては財務省理財局国有財産業務課長橋本徹著「国有財産行政の現状と将来に向け
た課題～地域における国有財産の有効活用について～」（2016 年 2 月 5 日）があり、
国有財産行政の総括的なまとめと、最近の大きな動き、有効活用事例、軍転法関
連の国有財産処理への言及をしている。ここで注目されるのは、国有地の管理処
分方針の変遷がまとめられ、昭和 20 年代は、「民生の安定と経済復興に寄与する
ため、大量の国有地を積極的に活用」したとされ、昭和 30 年代は「財産の実態
把握や台帳の整備改善など内容管理体制の整備に重点」と表現されており、明ら
かに時代的な国有地管理行政の変遷、特に 20 年代の大量払い下げ方針から管理
体制への変化について述べられている。そして現行の国有財産管理方針は、規制
一方で払いさげを認めないというのでなく、譲与が極めて説得力ある形で進めら
れるならば、国はその協議に乗るとしている。

一方、国民的価値観でいえば、特定の都市に大規模に国有財産が譲渡されてし
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まうことは、必ずしも歓迎すべきことではない。ましてや民間企業への譲渡とな
れば、不公平感や国の資産減ということにもなる。すなわち、一方的な国有財産
の譲渡は、国家的損失という現象を招きかねないのである。そこには、譲渡され
る国有財産が国民にとって、そして市民にとって有効に利用されているかどうか
が、価値基準にならなければならないということになる。

そもそも、旧軍港市の軍転法は平和産業の育成という目標が掲げられ、広島の
平和都市法は平和記念都市の建設ということが目的であったはずである。そのこ
とを無視して、闇雲に国有財産が譲渡されているとすれば、極端にいえば違法行
為ということになり、許されないことである。

現実は、どれだけ平和産業に転換したかという視点は強くなく、各都市で実施さ
れているツアーガイドにしても、ともすれば、海軍遺産の回顧あるいは誇示、ある
いは観光振興に傾斜している。果たして、旧軍用地を教育施設、公園緑地、医療施設、
文化施設に転用して使用することが平和産業への転換というのであろうか。

今更この観点は厳しく問われなければならないであろう。
また、都市によっては軍転法への恩恵を忘れているように思われるのも、大き

な問題であろう。もはや軍転法は役に立たないという決めつけなのか、役に立た
ないという判断だけで良いのかという問いである。佐世保市では今もって軍転法
への恩恵を強く感じて都市政策を進めており、今もってさらなる取り組みを誘発
していることに繋がっている。

特別法によって国有財産譲与への道を開いたのは広島・長崎の特別法が先んじ
てのことであった。ところが現実的な効果は、広島では比較的小規模なレベルで、
合計 34ha 程度であった。

広島平和記念都市建設法に基づく譲与財産
法律名 名称 所在地 土地（㎥）

教育施設

白島小学校 白島町 12,787.80
江波中学校 江波町 23,295.47
二葉中学校 二葉の里 23,140.49

似島小中学校 似島町 30,346.38
宇品東小学校 宇品町 19,834.77
吉島小学校 吉島町 10,219.60

基町高等学校 基町 26,624.28
幟町中学校 幟町 639.47

小　計 146,888.26

水道施設

広島市水道 牛田町 83,890.90
広島市水道 牛田町 2,032.06
広島市水道 牛田町 8,317.68
広島市水道 牛田町 72,143.47
広島市水道 牛田町 1,976.82
広島市水道 牛田町外9町、牛田町 2,792.46

小　計 171,153.39

厚生施設
京口門児童公園 幟町 1,120.49

金輪島墓地火葬場 宇品町 392.95
小計 1,513.44

保健衛生施設
市民病院 基町 17,196.00

東清掃事務所 東雲町 8,778.91
小　計 25,974.91

合　計 345,530.00
（広島市編「戦災復興事業誌」広島市、1995より作成）
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詳細にいえば基町の旧軍用地も様々な用途に転用されたが、広島市が保有する
土地面積は小規模のままであり、平和都市法による国有地譲与の対象として効果
が少なかった。今後の都市政策にもよるが基町地区の国有地と中央公園のあり方
が課題といえるであろう。

軍転法研究からいえることは、旧軍港市や広島や長崎を含めて平和都市とはな
にか、どのような機能を有するべきか、そのありかたの研究が必要であること、
すなわち平和都市政策の研究が必要であるということである。すなわち、平和都
市政策の多様性の研究であり、平和施策の比較検討、平和都市教育のあり方も含
めた研究の必要性である。それは思想的、理念的な側面のみならず、平和都市と
しての空間、施設、イベント、行事のあり方といった極めて身近な、生活的な、
あるいはハードな側面に及ぶものである。

今後、軍転法はどのように扱われるのか確定していると言えない。特に憲法改
正絡みでは先行きが不透明である。これに対しては広島の平和都市法についても
いえるが、都市政策研究による裏付けや特別法の役割・評価といった研究蓄積や
情報収集が欠かせない。平和記念都市を如何に実現するかということが、法制定
70 周年を迎え、被爆 100 周年ということになれば、更なる都市政策研究の課題
となるであろう。

参考文献：
石丸紀興著：憲法第 95 条特別法規定の適用状況と削除問題に関する研究 ( 日本
建築学会中国支部研究報告集第 29 巻、2006.3）pp.565-568
石丸紀興著：憲法第 95 条特別法規定の適用事例と新たな摘要類型に関する研究

（日本建築学会大会学術講演梗概集 ( 関東 )、2005.9）pp.219-220
建設省編：戦災復興誌第壱巻計画事業編（都市計画協会、1959）
細川竹雄著：「軍転法」の生れる迄（旧軍港市転換連絡事務局、1954）
福原忠男、中野哲夫著：旧軍港市転換法（旧軍港市転換促進委員会事務局、
1950）
今村洋一著：旧軍用地と戦後復興 ( 中央公論美術出版、2017)
今村洋一著：横須賀・呉・佐世保・舞鶴における旧軍用地の転用について（日本
都市計画学会都市計画論文集 No.43-3、2008）pp.193-198
旧軍港市振興協議会編：旧軍港市転換法 60 年の歩み／旧軍転法転換法施行 60 周
年記念（旧軍港市振興協議会事務局編集発行、2010）
横須賀市編：新横須賀市史／資料編／近現代Ⅰ（横須賀市発行、2006）
横須賀市編：新横須賀市史／別編／軍事（横須賀市発行、2012）
横須賀地方総監部編集：横須賀と海軍（横須賀地方総監部総務課発行、2011 年
再版）
横須賀地方総監部編集：横須賀軍港沿革史（横須賀地方総監部総務課発行、
1952）
田中左右宜著：横須賀地理沿革小誌（東京湾要塞司令部御認可発行、1913）
横須賀市編：横須賀市史／市制施行八〇周年記念／別巻／年表（横須賀市発行、
1988）
上山和雄編著：軍港都市史研究Ⅳ／横須賀編（清文堂出版、2017）
横須賀実測全図
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最新横須賀地図
横須賀市編：横須賀市と基地―基地対策のあゆみと国有財産の転用（横須賀市発
行、2000）
旧軍港市振興協議会事務局編：旧軍港市転換法施行 60 年のあゆみ（旧軍港市振
興協議会事務局発行、2010）
横須賀市編集：新横須賀市史／通史編／近現代（横須賀市発行、2014）
横須賀市編：占領下の横須賀／連合国軍の上陸とその時代（横須賀市発行、
2005）
建設省編：戦災復興誌第七巻都市編Ⅳ・呉市（都市計画協会、1959）
中国新聞呉支社：呉空襲記（中国新聞社、1975）
呉市史編纂委員会編：呉市史第六巻（呉市役所発行、1988）
呉市史編さん室：呉市制１００周年記念版呉の歩み（呉市役所、2002）
河内英道編：軍港都市史研究Ⅲ呉市編（清文堂）
佐世保市史史編さん委員会編：佐世保市政 70 年史上巻（佐世保市、1975）
佐世保市：平成 29 年度版基地読本佐世保市（佐世保市発行、2017）
北澤満編：軍港都市史研究Ⅴ佐世保市編（清文堂）
坂根嘉弘編：軍港都市史研究Ⅰ舞鶴市編（清文堂）
舞鶴市編：舞鶴市歴史文化基本構想（舞鶴市市民文化課胸部文化振興課、2019）
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こどもの目から見た昭和10～20年代の広島

北川　建次（きたがわ　けんじ）

広島大学　名誉教授

1935年（昭和10年）１月　　広島市生れ
1963年（昭和38年）３月　　広島大学大学院博士課程修了
1965年（昭和40年）4月　　広島大学助手（教育学部）
1970年（昭和45年）6月　　広島大学助教授（教育学部）
1978年（昭和53年）6月　　日本都市学会賞受賞
1979年（昭和54年）３月　　広島大学教授（教育学部）
1993年（平成5年）4月　　広島大学附属東雲中学校校長
～1996年（平成8年）３月
1998年（平成10年）３月　　広島大学名誉教授
1998年（平成10年）4月　　広島国際学院大学教授
　　　　　　　　　　　　地域共同教育研究センター長
1998年（平成10年）　　　　広島ユネスコ協会会長
～2015年（平成27年）
2006年（平成18年）～　　　被爆体験証言者（広島市）

主な著書
広島県編『広島県史　地誌編』(広島県、1977、共著)
中国新聞社編『広島県大百科事典』(中国新聞社、1982、編著)
広島市編『広島新史　地理編』(広島市、1983、共著)

『広島県風土記』(旺文社、1986、共著)

はじめに

広島市の人文地理学的研究を一つの柱として研究・教育生活を送り、平成 18
年（2006 年）からは広島平和文化センターの被爆体験証言者としても活動して
きた北川建次会員は、昭和 10 年（1935 年）に広島市内の繁華な地域で生まれ、
ごく一時期を除き長年広島市内で生活してきた。その個人史が、戦前から戦後に
かけての広島の市民生活や文化、風俗を知る手がかりとなることから、このたび
事務局は北川会員に聞き取りを行った。対象とした期間は、北川会員のこども時
代に相当する、戦前・戦中から敗戦を経て講和に至る約 15 年間である。聞き取
りは平成 30 年（2018 年）7 月から 11 月にかけて複数回行い、インタビュー形式
の報告として再構成した。

（研究会事務局）
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１　生年および生家、家族等

　－まずお生まれ等についてお話しください。

昭和 10 年（1935 年）1 月 10 日、広島市内の下流川町の家で生まれました。5
人兄弟の 4 番目です。父母と一緒に父方の祖父母も同居していました。

北川家は、正確な年代は不明ですが代々、米穀商をしていました。昭和 10 年
（1935 年）10 月 1 日現在の『職業別電話番号簿』（電話通信社発行）にも、「米雑穀」
の範疇に「下流川」の「北川政次郎」の名前が出ています。政次郎（まさじろう）
は祖父です。北川家は八丁堀が都心になる前 1 からこの辺りで店を営んでいた他、
御用商人として宇品の陸軍に米を納めたり、広島駅の近くにも店を開いていたよ
うです。この二つの店は大正の米騒動のときに襲撃を受けたと聞きました。ただ、
戦時下の統制の厳しいことに嫌気がさしたのでしょうか、祖父も父も、昭和 15 年

（1940 年）か 16 年（1941 年）ごろに米穀商をやめてしまったようです。それでも
貸家を持っていたので、その収入でやっていけたようです。なお祖父は昭和 17 年

（1942 年）7 月に亡くなりました。
店は家も兼ねており、大きな家でした。ですが、簡素な造りで、ガスは通って

おらず、カメラやレコードも持っていませんでした。ラジオはありました。市を
代表する盛り場「新天地」の東入口のすぐ南側の土地に家が建っており、家の北
側と西側が壁一枚を隔てて「新天地」に接していましたので、家の中にいてもそ
の賑わいが聞こえました。祖父は大正 10 年（1921 年）の「新天地」開場時には
経営に加わりませんでしたが、昭和 2 年（1927 年）に「東新天地」が開場した
際は経営に加わりました。新天地の踊り子と思われる女性が、家の陰でこっそり
と逃げる相談をしていたのが聞こえてきたこともあります。（資料１参照）

兄弟では、兄が自転車を持っていた他、先生になろうと広島女子専門学校に通っ
ていた 10 歳年上の姉が家でオルガンの練習をしていました。買うお金はなかっ
たと思いますので、誰かから借りていたのだと思います。わたしもたまに弾かせ
てもらいました。

1 近世以来の繁華街は中島地区で、近代に入り八丁堀新天地といった東の地区が発展して
いった。『新修広島市史　第 4 巻　文化風俗編』（広島市役所編集・発行、1958 年）の「第
七章　市民生活の進展」「第二節　盛り場の変遷」や多賀谷麻美・杉本俊多「近代広島にお
ける盛り場「新天地」地区の都市空間形成・変容に関する研究」（『日本建築学会計画系論文集』
第 620 号、2007 年 10 月）等を参照。
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資料１　北川会員が生まれる少し前の、昭和 5年 (1930 年 ) の新天地・東新天地の個別図。
　　　　点線で囲んだ部分が北川会員の生家があった場所。（広島県立文書館所蔵）
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２　幼少時代の遊び

　－幼いときはどのような暮らしだったのですか？例えば遊びなどは？

私立の富士見幼稚園に通った後、昭和 16 年（1941 年）に竹屋国民学校に入学
しました。ちょうど小学校から国民学校に名前が変わった年でした。「竹屋」の
名前が示す通り、竹屋町は竹藪が多くありました。

ふだんは兄や姉にくっついて近所で遊ぶことが多かったです。パッチン（メンコ）
や輪回し、独楽、缶蹴り、野球、サッカーなどをしました。パッチンの表紙の絵
は相撲取りや陸軍大将などいろいろありました。輪回しとは、自転車の車輪を竹
の棒で押して、転がす遊びです。街の中には公園はまだなく、また小さい身には
学校の校庭は遠かったため、近くのお寺の境内が格好の遊び場でした。般舟寺（は
んしゅうじ）や常林寺（じょうりんじ）などです 2。地域の集まりも寺で開催され
ていました。ラジオ体操も常林寺に集まりました。

広島には球団はなかったですがプロ野球も人気があり、観戦もしました。戦争
が激しくなる前は自分たちでも野球をしていましたが、そのうちゴムボールが手
に入らなくなり、次第にできなくなりました。

お寺の境内で遊ぶことは、こどもが宗教を知ることにもつながっていたと思い
ます。どのお寺の講堂にも天井に地獄や極楽の絵が描かれており、原爆の光景を
示す言葉としてしばしば使用される「地獄絵図」は、こどものときから目にする
ものであった訳です。

寺の入り口で、紙芝居をよくやっていました。いつも 15 時から 17 時ごろにお
じさんがやって来ました。紙芝居屋同士の縄張りでもあるのか、いつも同じ一人
の中年男性がやって来ていました。こどもは 30 ～ 40 人くらいが集まります。10
～ 15 分の演目を 1 日に 3 回くらい上演しました。この紙芝居でこどもを集め、
駄菓子を売って稼いでいました。演目は「のらくろ」等の有名なものや、「呪い
の古井戸」といったお化けの話もありました。紙芝居は、太平洋戦争が始まって
からは軍国色の強い演目に変わってしまいましたが、それでも昭和 20 年（1945 年）
まではありました。

比治山は周辺のこどもたちの遊び場でした。ただ、崖から落ちてよくこどもが
死んでいました。

東新天地に「天使館」というこども向け番組を流す映画館があり、わたしも見
に行っていました。映画の封切は、東京の次に京城で、その後に広島で封切られ
るなど、東から順番に回ってくるという訳ではなかったようです。映画館と言え
ば、昭和 16 年（1941 年）、常林寺の南側の竹藪を開いて、トキワ映画館という
映画館ができました。当時珍しい水洗便所だったのを覚えています。水洗便所は
福屋百貨店や主だった官庁にしかなかった時期です。でも、よく故障していまし
た。

2 般舟寺は新天地にあり、現在は西区楠木町に移転。常林寺は三川町にあり、現在は西区三
滝町に移転。なお北川家の菩提寺は超専寺（ちょうせんじ）で、寺町にあった。
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３　学校の様子

　－学校の様子はいかがでしたか？

先ほど少しふれましたように、私立の富士見幼稚園に通っていました。この幼
稚園では、山陽中学校や進徳高等女学校で開催される運動会に賛助出演し、歌や
踊りを披露した記憶があります。パン売りが幼稚園までパンを売りに来ていまし
た。広島市内では小学校区を中心に氏神があり、氏子圏が形成されていました。
竹屋小学校区は比治山神社（黄幡（おうばん）さんとも言われた）と鶴羽根神社
でした。学校からよく参詣したのですが、何の際に参詣したのかはあまりよく覚
えていません。学校からの山登りはいつも比治山でしたし、花見も比治山でした。

幼稚園卒業後は昭和 16 年（1941 年）4 月に竹屋国民学校に入学しました。昭
和 20 年（1945 年）に縁故疎開で安芸府中町（当時）の国民学校に通うことにな
りましたが、田舎の生活に馴染むことができず、実家に戻ってふたたび竹屋国民
学校に通いました。

わたしの年齢では修学旅行はありませんでしたが、宮島に旅行に行った記憶が
あります。

広島は戦前から、いわゆる「支店経済」の街で、官庁の出先機関も多く、その
関係者家族の出入りがよくありました。その転勤の時期に合わせてこどもの転出
入があり、東京からの転入もたびたびありました。広島市内の国民学校でも学校
ごとに雰囲気が違い、学校の違うこども同士が街中で出会うと大声で悪口を言い
合い、よくケンカをしていました。いま思うと仲良くすればよいのにと思うので
すが、当時はそういった雰囲気でした。

服装は家でも学校でも洋服で、着物を着る機会はあまりありませんでした。元々
はランドセルでしたが、戦争の進展に伴って物資が無くなり、ランドセルはしな
くなりました。また元々は靴でしたが、そのうち下駄履きになり、最後は裸足に
なりました。

1、2 年生の時は 40 人学級でしたが、60 人学級になり、それが 6 クラスありま
して、360 人が同期生ということになります。

4　広島の川

　－広島といえば川の街ですが、川に関して何かご記憶はありますか？

川と言えば、学校ごとに水泳用の区画の割り当てがありました。京橋川の牛田
や縮景園の付近は川の曲がりが急で、流れが速くなっており、よく人が引き込ま
れて、大人もこどもも溺れて死んでいました。まさに川に人を引きずり込む猿猴
の伝説と同じです 3。比治山下の「千切（せんぎり）」という場所では船がよく難
破していました。

このようなこともあるため、川の監視には地域の者が駆り出されていました。

3 猿猴とは、広島での河童の呼称。中国新聞社編『広島県大百科事典』（中国新聞社、1982 年）
の「えんこう川のえんこう」の項等を参照。
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台風の時期は京橋や猿猴橋に流木が引っ掛かり大変でした。大雨の時、市内は
よく浸水し、下流川町の家も水に浸かりました。

川の水はきれいで、川遊びでしじみ取りをしたりエビを取ったりしました。牡
蠣は戦前から広島の名物で、よく食べました。汽水域ということもあり、川魚も
海魚も食べました。魚の種類は他地域に比べても多かったと思います。

5　寺社と祭り

　－広島のお祭りはどんな雰囲気だったのでしょうか？

広島市内のお祭りは、「とうかさん」
「胡子大祭（えべっさん）」「住吉祭（す
みよしさん）」が三大祭りと言われて
います。

とうかさんは三川町の圓隆寺（日
蓮宗）の祭りで、旧暦時代は 5 月 4、
5 日の二日間、新暦になってから 6
月 8、9、10 日の三日間、開催され
ます。三川町は、わたしがこども
の頃は、それほどお店も多くなく、
弁護士や医者などがよく住んでい
る場所でした。とうかさんのときだけ夜店が並んで賑わったものです。金魚すく
い、花火、綿菓子、飴玉などが並び、強烈なアセチレンランプの匂いと光が印象
的でした。

えべっさんは胡町にある商売の神様、胡子神社の祭りで、旧暦10月18、19、20日、
新暦では 11 月 17、18、19、20 日に開催されます。多くの露店の他に、要所要所
に巨大な酒樽が賽銭箱として置かれており、祖父や父母、兄、姉などに抱きかか
えられて中を覗き込んだ記憶があります。

住吉さんは旧暦 6 月 14、15 日、新暦では 7 月に開催されるお祭りで、海や船
の神社らしく御座船が出ました。ちょうどわたしがこどもだった昭和 10 年代に
広島の臨海部の開発が進み、吉島、舟入、江波、観音町等が発展し、人口も増え
ました。これを背景に、住吉さんの神社は大いに賑わっていました。

この他に、大きなお祭りとして、西練兵場で秋に開催された「招魂祭」があり

4 中国新聞社編『広島城四百年』（第一法規出版、1990 年）には「広島最大の祭り」（p.235）
と記され、市民が被爆前の広島を描いた「わがなつかしの広島」シリーズにも招魂祭の催
し物の賑わいを題材としたものがいくつもある。昭和戦前期の文献にも、『偕行社記事』第
747 号（偕行社、1936 年 12 月）には昭和 9 年（1936 年）10 月 22、23 日に挙行された広島
招魂祭概況が第五師団司令部によって紹介され、神式・仏式両式の招魂祭の他、併せて催
された各種イベントや出店で市民が賑わう様子が描かれている。また西亀正夫「軍都とし
ての広島」（『地理学』第 4 巻第 7 号、古今書店、1936 年 12 月）も当日の沿線利用者を示し、
人出の多さを描いている。
　なお、村上重良『慰霊と招魂』（岩波新書、1974 年）によると、日中戦争が拡大中の昭和
13 年（1938 年）頃から靖国神社の祭典の様相が一変し、サーカスやオートバイの曲乗り等
の見世物が一掃され、厳かな祭典が演出されるようになったと言う（p.177）。

資料 2　昭和 8年（1933 年）の「とうかさん」
（上西薫 作　広島平和記念資料館所蔵）
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ました 4。本来は戦死した兵士を
慰霊する祭りですが、出店や出し
物がたくさんあり、大きな祭りに
なっていました。台湾産の大きな
サトウキビが売られていて、買っ
てもらいました。ふだん売られて
いるサトウキビに比べてずいぶん
大きいものでした。台湾産バナナ
の叩き売りもありました。当時は
気にしていませんでしたが、植民
地である台湾とのつながりがこん
なところにもあったのだと思います。

なお、北川家の地域の氏神は比治山神社と鶴羽根神社、白神社の三つで、初詣
には必ず行ったものです。ただ、お祭りと違い初詣にお店はあまりありませんで
した。また、お盆の灯籠は今よりよく飾っていました。

6　戦争と関わる思い出

－時期的に日中戦争・太平洋戦争の時代とこども時代が重なっておられます。戦争
に関わる事柄で覚えていらっしゃることはありますか？

陸軍は、宇品から出征する兵士たちに対し、広島に集まってから出港するまで
一時的に民家に分宿することとしていました。下流川町の北川家は大きな家だっ
たので宿に割り当てられ、出征兵士の宿泊が何度もありました。昭和 18 年（1943
年）から 20 年（1945 年）ごろが多く、最大で一度に 20 人くらいの出征兵士が
泊まっていました。大抵は 1 泊か 2 泊ほどでした。宿泊する出征兵士の年齢も最
初は 20 代でしたが、年を追うにつれて 20 代前半から後半へ、さらに 30 代で召
集された人も増えてきました。食料費等の経費は支給されていたようですが十分
ではなく、父母は苦労していたようです。兵士たちも、生きて帰れないのを分かっ
ていたのか、安酒に酔って荒れることもありました。

防空壕は家の中と、近所の常林寺にありました。隣組で防空訓練をしていまし
たが、これも場所は常林寺でした。安芸郡府中町と三篠の親戚宅に物資疎開をし
ていましたが、三篠の物資は原爆が原因の火事で燃えてしまい、また親戚が持っ
て行ってしまう場合もありました。

学校では、国民学校 4 年生だった昭和 19 年（1944 年）、基町にあった陸軍病
院に慰問に行きました。陸軍記念日や海軍記念日、明治天皇が大本営を広島に進
めた日などの記念日には、広島城や大本営址に参拝に行きました。呉にも軍艦を
見に行きました。呉は海軍の街で、電車通りに街灯や街路樹が整備され、広島よ
り洒落ていた記憶があります。呉は戦前の都市の理想に近かったのだと思います。
昭和 12 年（1937 年）、「南京陥落」が伝えられた際には、学校ではなく地域から、
比治山の旧御便殿前広場まで提灯行列に参加させられました。
「紀元二千六百年」の祝賀行事は、「皇紀 2600 年」に当たる昭和 15 年（1940 年）

資料 3　昭和 9年（1934 年）ごろの西練兵場の招魂祭
（上西薫 作　広島平和記念資料館所蔵）
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の開催で、わたしは 5 歳の幼稚園児でしたが記憶にあります。市内の福屋百貨店、
中国新聞、富国生命ビルの三つの建物に「皇紀二千六百年祝典」と書かれた巨大
な垂れ幕がぶら下げられ、市内至る所で祝典歌「紀元二千六百年」が流されてい
ました 5。広島護国神社の前を通るとき路面電車は一旦停止し、車掌が「只今護
国神社前でございます。皆様で遙拝願います」と叫んで、乗客は神社に向かって
遙拝をさせられました。軍国主義が勢力を得た時代でした。戦時中に広島電鉄の
新しい車輌が走ったのですが、物資の少ない時代に新しい車輌が製造されたとい
う驚きがあり記憶に残っています 6。車体は暗い色で、町全体が防空を意識した
時代に合わせたものであったと思います。

７　記憶に残る風景

　－その他、戦前でとくに記憶に残っていることはどんなことがありますか？

昭和 15 年（1940 年）か 16 年（1941 年）ごろまで安田銀行に勤めていたおじ
さん（父の弟）がいるのですが、戦中の昭和 18 年（1943 年）に、わたしたち兄
弟とおじさんの娘さんとを神戸、大阪、京都、奈良に連れて行ってくれました。
このおじさんも新天地に住んでいたのですが、わたしの家と違い、家にガスも通
り、レコードもカメラも持っている人でした。国鉄で京阪神に行き、京阪神内の
移動は関西の私鉄の電車でした。本場の宝塚歌劇も見に行きましたが、広島新天
地の宝塚に比べて舞台装置や規模が格段に大きく、とても記憶に残っています。
大阪もすべてが大規模で、御堂筋や地下鉄をとてもすごいと思った記憶がありま
す。奈良では橿原神宮にも行きました。

広島市内の様子としては、豆腐の行商がよく来ていたことを覚えています。他
に、鍋や釜の修理をする鋳掛や、こうもり傘の修繕をする人も来ていました。大
きな声をあげて、やって来たことをアピールしていました。街中では馬車や人力
車がまだ使われていました。とくに戦時、ガソリンが無くなりはじめて再び増え
ていきました。人力車のたまり場は広島駅前や新天地、己斐、横川など、人の集
まる場所でした。一方、農村では牛車がまだ使われていました。

また、中島地区は市内有数の繁華街だと言われていますが、わたしが生まれて
以降の時期は、こども心に中島付近はちょっと寂れた感じでした。

5 広島市退職公務員連盟編集発行『ひろしまの歩みとともに―まこも会創立二十年記念誌』
（1972 年）収録の元市職員の座談会でも、西練兵場や市庁舎前での奉祝行事が言及されてい
る（p.365-366）。
6 昭和 17 年（1942 年）に 600 形の車両 3 両、650 形の車両 5 両が新造された。（広島電鉄社
史編纂委員会編『広島電鉄開業 100 年・創立 70 年史』広島電鉄株式会社、2012 年、p.97）
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8　被爆とその後

－昭和 20 年（1945 年）8 月 6 日は竹屋国民学校におられて被爆されています。北
川さんの被爆体験は平和記念資料館収録の被爆者証言ビデオや体験記で見ていただ
けます 7。ここでは少し落ち着いてからのご様子をお聞かせください。

わたし自身は竹屋国民学校で被爆しましたが、奇跡的にひどい怪我もせずに済
みました。比治山から段原の方へ逃げて行き、東雲町のおじさんのところへ行き
ました。下流川町の家は崩れてしまいました。しばらく家族はばらばらに過ごし、
昭和 20 年（1945 年）秋ごろに宇品に落ち着きました。母や新天地のおじさんは
原爆で死亡しました。もともと海岸通りにあった宇品の家は貸家として貸してい
たんですが、自分たちで住むことになりました。昭和 30 年（1955 年）、新たに
庚午に家を建てたので、宇品の家を引き払い、家族でそちらに住むことになりま
した。わたしは昭和 28 年（1953 年）に広島大学に入学しましたが、そのときは
宇品から通っていました。この宇品の家は 2 階建てで、家の中にお風呂がありま
した。

少しさかのぼりまして、被爆後しばらくして敗戦となりましたが、当初わたし
は親戚を頼り祇園の西原小学校に一時的に通っておりました。西原小学校は、い
わゆる田舎であり、広島市内からの転校生である自分はよくいじめられました。
そんな雰囲気ですから、聞かれても「自分は被爆しなかった」と言って被爆を隠
して過ごしました。その後、宇品小学校に転校しました。宇品小学校には被爆者、
被災者、引揚者やそのこどもがたくさん通っていました。ここではわたしもいじ
められませんでした。学校の裏の火葬場では、まだ死体を焼いていました。宇品
小学校では一番多いときは 1 クラス 90 人のときがありました。

中学からは私立の修道中学に進学し、高校もそのまま修道でした。なお中学三
年の時の修学旅行は別府でした。

宇品は、原爆に被爆し壊滅した広島市にあって、そこしか残っていないという
意味でも、賑やかな場所でした。海岸通りにはモダンな建物も多く、ガス灯もあ
りました。なお、この宇品時代に、旧軍関係でしょうか公的な施設で何か書類を
延々と燃やしていたことを記憶しています。

９　占領時代の記憶

－占領時代のことで何かとくに覚えていらっしゃることはありますか？占領軍兵士
や朝鮮戦争のこととか。

占領中、アメリカ兵やイギリス連邦兵を見かけることもありました。大男だな
あ、というのが正直な感想でした。彼らは服装が違うので、かんたんに見分ける

7 北川建次「京橋川を泳いで渡るとぼろぼろのシダレヤナギが立っていた」（杉原梨江子『被
爆樹巡礼』実業之日本社、2015 年）や広島平和文化センター編『ヒバクシャからの手紙　
被爆体験記集』第 2 巻（厚生労働省・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、2013 年）収録
の体験記を参照。
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ことができました。イギリス連邦でもオーストラリア兵とニュージーランド兵も
全然違いました。

朝鮮戦争のときは広島でも空襲警報がありました。1 回だけだったかもしれま
せん。戦争の様子はニュース映画で見て知っていました。鉄道輸送が逼迫してい
る様子は窺えましたが、その理由は教えてもらえませんでした。宇品で何か目立っ
たことがあったようには記憶していません。

サンフランシスコ講和条約が発効したときも、とくに世間が変わった印象はあ
りませんでした。

なお、広島市募集の原爆体験記やその他の手記については、募集についての案
内が回ってきた記憶はありません。

10　戦後の娯楽

－戦後社会は戦前と違う面がいろいろあったと思いますが、こども時代の記憶とし
て、戦後の娯楽はどのようなものでしたか？

戦後は宇品の方でも紙芝居がありました。また、貸本屋がけっこうな数ありま
した。小学校高学年になったら貸本屋で本を借りました。1 日 5 銭くらいだった
でしょうか。

楽々園や福屋屋上以外にも市内に遊園地があり、本通りにも 2、3 か所はあっ
たのではないでしょうか。

昭和 27 年（1952 年）か 28 年（1953 年）ごろには八丁堀から流川のあたりに
映画館や喫茶店が出来ており、ダンスパーティも開かれていました。ただ、こど
もが新天地に入るのは好ましくないとされ、教員と警官で組織する教護連盟が取
り締まりました。なお教護連盟は戦前からありました。

11　寺社の被災と復興

－北川会員は、平成 26 年度に広島市内の神社の戦後復興過程について調査されて
います。「5　寺社とお祭り」の項でご記憶を語っていただきましたが、こども時
代の個人的な記憶を補足する意味で、その調査の成果を少しご披露いただけます
か？ 8

平成 26 年度（2014 年度）の当研究会に関わる調査研究として、胡子神社、と
うかさん（圓隆寺）、住吉神社、比治山神社、鶴羽根神社、白神社について関係
者への聞き取り等を行って、被災状況と原爆被害からの復興について調査しまし
た。胡子神社、とうかさん、住吉神社は三大祭りの寺社として、比治山神社、鶴
羽根神社、白神社は竹屋学区の氏神であり、地域とのつながりの強い神社として、

8 調査に際しては次の方々にお世話になりました。お礼申し上げます。胡子神社総代会副代
表・畑純爾氏、とうかさん圓隆寺副住職・中谷康韻氏、住吉神社住職・森脇宗彦氏、比治
山神社宮司・大巳和晴氏、鶴羽根神社宮司・石井計次氏、白神社宮司・宗像紀道氏。（本文
紹介順。肩書は調査当時のもの。）
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そしてその地域に住んでいた私自身ともつながりが深いという意味で選択しまし
た。

この六つの寺社の全体的な原爆被害の特徴は次のようなものです。まず爆心地
に近い神社・寺院ほど被害が甚大で、とくに白神社は爆心地から 500m 以内にあ
り、熱線、爆風による被害はすさまじく、瓦や花崗岩の表面がひどい熱線で熔けて、
別の鉱物に変わったり、巨大な石塔が爆風で浮き上り、間に瓦礫が挟まっていた
りしました。爆心地から 2km の地点で被害が変化するのですが、神社と寺院の
被害には大きな差があります。それは二葉ノ里の神社、寺院群を調査して判った
ことですが、神社は檜皮葺が多いので、数万度乃至 3000 ～ 4000℃の熱線で発火し、
火災が発生して焼失したものが多くあります。饒津神社、東照宮、尾長天満宮な
どです。けれど寺院は瓦葺きが多いので、熱線に耐え抜いて火災に至っていない
例が多くあります。建物は爆風で中破乃至大破しているが、焼けていないのです。
明星院の仁王門、（赤穂）義士堂、国前寺、聖光寺などはその例で、とくに興味
深い例は東照宮で、周囲の瓦葺き築地塀や塔門は焼け残っているが、肝心の本殿
は、檜皮葺のため焼失してしまっていました。このように爆心地から 2km の地
点で、神社と寺院の被害状況に大きな差が生じているのが興味深いです。

－では次に三大祭りの寺社の被害と復興についてお願いします。

まず胡子神社につきまして、同社は爆心地から 1km 内にあり、建物は全壊全
焼しました。被爆当時、胡町一帯は建物疎開によって家屋は立退きとなっており、
郊外に移住した人が多くいました。そのため、本通や流川町に比べて原爆死を免
れた人が多く、戦後すぐに焼け跡へ戻り、バラック建ての店を開いた人が多かっ
たのです。こうした人々の支えもあって、昭和 20 年（1945 年）11 月には、社殿
がバラックで再建され、商売繁盛の神として、民家もまばらな都心の焼け跡に、
いち早く神社も復興したのです。昭和 24 年（1949 年）には拝殿も新築され、社
務所も作られて、神社としての体裁も整えられました。氏子も、本通の西側は中
島本町や流川町等に比べて、生き残った人の店が多いのがわかります。

昭和 27 年（1952 年）には 350 年祭が行われ、娯楽の少なかった戦後の混乱期
ということもあり、市内はもとより近隣近在からも多くの人々が訪れ、市電も外
側、屋根まで人があふれ、御幸橋のカーブでは人が押されて、硝子窓が壊れる状
態でした。

その後の経過を簡単にまとめますと、昭和 32 年（1957 年）には中央通に進出
した天満屋の新築に伴い胡子神社の補償問題が解決し、さらに昭和 37 年（1962
年）、天満屋の増築に伴い胡子神社が東へ移動することとなりました。さらに昭
和 47 年（1972 年）の再開発により、胡子神社はビルの中に鎮座することになり
ました。広島市内の神社では最も立体的な、都市再開発型の神社です。なお昭和
20 年代は専任の宮司がいましたが、いまは広瀬神社の宮司が兼任されていると
のことです。その意味で地域の人々の支えにより神社が維持されていると言えま
す。

次にとうかさん（圓隆寺）につきまして。圓隆寺は原爆により本堂をはじめす
べてが倒壊、炎上する被害を受けました。当時の住職は比治山の陸軍墓地で半身
やけどを負いながらも、昭和 26 年（1951 年）まで寺の復興に当たりました。住
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職の息子は出征中でしたが昭和 20 年（1945 年）、復員し、父とともに寺の復興
に当たりました。住職は廿日市の出身であったので、廿日市の方から色々な物資
を調達して復興に当たったとのことです。昭和 21 年（1946 年）には本堂をバラッ
ク建てで再建させ、物資が乏しい中でありながらも祭りを再開させました。当時、
圓隆寺の周りは人家も少なく、檀家も少ない中で、また他の寺社同様、区画整理
により敷地面積が大きく縮小されてしまったとのことで、寺の復興は大変であっ
たとのことです。

とうかさんについてもその後の経過を簡単に述べると、昭和 39 年（1964 年）
に本殿を改築し、灯火堂なども新設、昭和 40 年代には本堂、庫裡、灯火堂が鉄
筋コンクリートで建立されました。中央通が市南部への幹線道路となったことは
圓隆寺にとって好都合でした。ご存知のように、とうかさんは広島の夏の祭りと
してすっかり定着しています。

最後に住吉神社につきまして。戦時中の住吉神社は、質素倹約の時勢もあり、
昭和 17 年（1942 年）の夏祭りから神賑行事は休止され、最低限の祭事しか行わ
れませんでした。住吉神社は爆心地から 1.3km であったため社殿、社務所など
すべてが倒壊、焼失しました。川べりの松は被爆松として移植残存しており、他
に狛犬、注連縄、常夜灯、戦勝記念碑等も残存しています。被爆当日は境内に多
くの罹災者が集まり、臨時救護所が設置されました。川べりにあったため、暁部
隊や呉の海軍等の船によって多数の負傷者が似島や宇品に送られました。

神社を支える地域社会である水主町、鷹野橋、舟入本町一帯は原爆で焦土と化
し、戦後は県庁も水主町から基町に移転し、氏子や神社を支える地域の人々は居
なくなり、戦後の復興は困難を極めることになります。それでも昭和 21 年（1946
年）7 月 11 日、12 日には夏祭りが復活し、俵もみ、神輿の御神事、住吉踊り、
演劇会等を行っています。昭和 23 年（1948 年）7 月には神殿、社務所をバラッ
クで再建し、夏の例祭も行われました。その後、管弦祭も復活しました。

その後の経過を簡単に追うと次のとおりです。昭和 37 年（1962 年）に神殿、
社務所を新築し、境内もしだいに整備されてきました。昭和 30 年代になると吉島、
舟入、江波、観音地区は、三菱の江波造船所、観音の機械工場、それに関連する
中小の工場が立地し、社宅や住宅が増え、鷹野橋、水主町、舟入本町、観音本町
の商店街も賑やかとなり、住吉神社の祭りを支える地域社会や商店街の人々の協
力も増大し、祭りも盛んとなりました。平成 8 年（1996 年）には新社殿を作り
ました。管弦祭も行われていますが、商店街での少子化・高齢化等により地域か
らの後援が従来ほどではなくなっている状況です。

三施設とも、早くも被爆当年から翌年にかけて施設を再建させている点が注目
されます。昭和 20 年代は復興した寺社のお祭りが賑やかであったことを、私自
身も記憶しております。

－次に、北川家の氏神社でもある三社についてお願いします。

比治山神社（黄幡さん）は竹屋・段原地区の氏神です。被爆時は爆心地から 1.7km
の地点にあり、本殿、社務所も焼失、大きな被害を受けましたが、同社境内で第
二総軍司令部の主催により陸海軍部隊、残存官公署の代表らが集まり、善後策を
協議しました。神社関係では、宮司の親族に多くの死者・死傷者が出て大変だっ
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たそうです。
昭和 21 年（1946 年）、大野町の親戚の力を借りて木材その他を比治山神社ま

で運び、バラックの本殿と社務所を再建しました。昭和 23 年（1948 年）頃より
神前結婚式が多く行われるようになって、バラックの本殿と社務所を会場に結
婚式場を始めました。昭和 29 年（1954 年）、氏子の援助もあり、社殿を建設し、
縁結びの神様としても有名になりました。このほか七五三の祭りにも力を入れ、
この祭りでも多くの人が携わるようになりました。昭和 52 年（1977 年）には本
殿を銅版に葺き替え、玉垣も改修し、平成 18 年（2006 年）には社務所や結婚式
場を整備しました。けれど、現在は神前結婚もホテルでも行われるようになり、
神社での結婚式はやや少なくなっているそうです。

鶴羽根神社は爆心地から 2.3km 付近にあり、社殿は全壊しましたが焼失は免
れており、石鳥居や太鼓橋、手水鉢、唐獅子、石灯籠は被爆建造物として残って
います。昭和 20 年（1945 年）秋にはバラックで社殿を再建しました。氏子の範
囲は広島市東部一帯で、広島駅前から市中心部にわたり、今回調査した神社の中
ではもっとも広い地域であり、商店街も多く、神社の再建には好都合であったと
思われれます。神社の位置は駅裏にあり、交通の便は悪いですが、氏子圏が広く、
商店も多くあります。この地域には国鉄関係や逓信・電通関係の役所も多く、そ
うした人々の結婚式や会合の場となり、昭和 20 年代に結婚式場や宴会場を整備
しました。今でも彼らの利用があるとのことです。近年では平成 26 年（2014 年）
に新しい会場を作りました。

最後に白神社ですが、同社は爆心地から 500m 以内にあり、市内ではもっとも
爆心地に近い神社です。明治 6 年（1874 年）に広島の郷社となって以来、市内
有数の神社として栄えてきましたが、原爆により拝殿、社務所などすべて全壊全
焼しました。電車通りに沿いに立地しており、国泰寺の大楠や日銀広島支店と並
び白神社も無残な姿をさらしていました。

被爆後は昭和 20 年（1945 年）秋、宮司が海田の方から荷車で木材を運び、バ
ラックの拝殿兼社務所を作って住んでいましたが、この年の秋の祭りは開催でき
ませんでした。爆心地に近く、人が住んでいなかったからです。翌昭和 21 年（1946
年）秋には仮拝殿で祭りを開催することができましたが、やはり氏子はほとんど
居ない状況でした。昭和 30 年（1955 年）頃、拝殿と社務所を少し整備し、昭和
62 年（1987 年）には拝殿を新築・拡大しました。

地域の氏神三社につきましても、被爆の年あるいは翌年にはバラックで再建し
ています。占領中の神道政策下にあっても、地域の人々と寺社との結びつきは強
く、素早い再建が可能となったということでしょうか。

おわりに

－多岐にわたるお話し、ありがとうございました。その後、北川会員は広島大学教
育学部に入学・卒業し、昭和 32 年（1957 年）に静岡へと転出されましたが、翌
33 年（1958 年）には広島大学大学院に入学され、以降は広島で研究や教育、社会
活動に従事されました。戦後の広島市内の地域の移り変わりについては、北川他著

『広島新史　地理編』（広島市、1983 年、とくに「第Ⅴ章　行政区の地誌」）や北川
他著『戦後広島の都市診断』（ミネルヴァ書房、1991 年）として研究成果を発表さ
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れています。最後に何かございますか？

原爆被爆を挟む大きな変動期を広島に生きた者として、記憶に残っている個人
的なことがらが、広島市の歴史を思い描く際、何がしかの手がかりを読者のみな
さんに提供することができれば嬉しく思います。

また、関連して、市内のいくつかの寺社の被災と復興について、調査した内容
を部分的ながら紹介することもできました。今後、若い世代の人たちが、広島の
歴史をより深く研究し、発表されることを期待します。

（以上）



29

広島平和記念資料館の展示環境

高妻　洋成（こうづま　ようせい）

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター長
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2007　奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室長
2017　現職

主な著書
文化財のための保存科学入門、角川書店、2002年（分担執筆）
遺物の保存と調査、クバプロ、2003年（分担執筆）
主な論文
木質文化財の保存と修復の化学の展望（総説）、木材学会誌、第61巻、238－242（2015）
木簡など木製遺物の保存環境、木簡研究、37号、225－237（2015）
テラヘルツイメージングを用いた壁画・屏風の非破壊調査、応用物理、第23号、159-166（2013）（共著）
木製遺物を包含する埋没環境の調査－青谷上寺地遺跡の土壌と地下水－、考古学と自然科学、第61号、27
－41（2010）（共著）

１．はじめに

資料館等における資料の劣化の要因には、温度、湿度、光、空気汚染、生物、振動・
衝撃、災害（火災・地震・水害）、および盗難・破壊があげられる。これらのうち、
温度、湿度、光および空気汚染は気象および入館者から大きく影響を受けるもの
である。

広島平和記念資料館の本館は 2017 年から改修工事が始まっており、2019 年に
リニューアルオープンする予定になっている。改修工事以後の展示環境を維持管
理する上で、改修工事以前の環境データは重要な比較データとなる。

いっぽう、改修工事の間、展示は東館において行われているが、この間の東館
の展示環境も維持管理する必要があり、2017 年度から 2018 年度の 2 年間にわた
り温湿度の計測をおこなった。

また、展示資料に及ぼす温湿度の影響を検討するためには、展示資料の材質を
基礎データとして把握しておく必要がある。2018 年度において東館で展示され
ている展示資料の内、代表的なものの材質分析の一環として蛍光Ｘ線元素分析を
行った。

ここでは、2016 年度に行った改修工事前の本館の計測記録と 2017 年度から
2018 年度にかけて行った東館の計測記録、ならびに東館 1 階展示資料の蛍光Ｘ
線元素分析の結果を報告する。
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２．本館の温度、湿度および二酸化炭素濃度

2015 年度に引き続き、同じ測定箇所（図１）で温度、湿度ならびに二酸化炭
素濃度を継続的に測定、記録した。なお、測定箇所⑤と⑫においては、機器等の
不調からデータを取得することができなかった。

黒い雨の痕跡が残る壁が展示されている展示ケース内の電球が設置されている
部分①と電源が設置されている部分②の 2016 年 5 月 3 日から 10 月 21 日までの
温度の変化を図２と図３にそれぞれ示す。

今回の測定では、2015 年度において記録できなかった 5 月から 8 月までのデー
タが記録されている。基本的には 2015 年度の測定で明らかとなったように、両
者の日変化における最低温度は同じように変化しており、ケース外の温度変化の
影響を受けていること、電球を点灯することで急激に電球が設置してある部分の
温度が上昇することがわかる。5 月から 8 月の温度変化をみると、5 月から 8 月

図 1　本館の温度、湿度、二酸化炭素濃度測定場所

図 2　展示ケース内の電球部の温度
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にかけて温度が徐々に上昇していることがわかる。このことからも外気の温度の
影響を受けることが明らかである。データ回収をおこない、データロガの再設置
をおこなった 7 月 28 日以降の電球部の温度上昇幅はそれ以前よりも若干小さく
なっている。これは、データロガの設置位置が変わったことにより、電球から受
ける熱の影響が変わったことによるものと思われる。電球が設置してある部分の
空間においては、温度分布にムラがあるものと思われる。

図４から６に展示室内において吊り下げて測定した温湿度③、展示室内におけ
る温湿度⑥および展示ケース内の温湿度⑪を示す。

展示室内の異なる場所すなわち③および⑥の温湿度変化はほぼ同じ動きをして
いる。2015 年度には、夏から冬にかけての展示室内の温湿度の変化を測定したが、
2016 年度においては 5 月から夏にかけてのデータも測定されている。展示室内
の温湿度の季節的な変動の特徴として、春と秋において温度変動があまり大きく
ないのに対し、湿度がある程度の期間をもって大きく変動していることがわかる。
2016 年度の同時期の広島市の温湿度変化と降水量（広島地方気象台、図 7）と比

図 3　展示ケース内の電源部の温度

図 4　吊り下げて測定した温湿度
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較すると、展示室内の湿度変化は外気の湿度変化と関連性が高く、展示室内の温
湿度環境が外気の侵入を受けて変動しているものと考えられる。これは、2015
年度にも推定されたことであるが、2016 年度、5 月から夏場にかけてのデータが
蓄積されたことにより、その推定がより補強されたということができる。

図 7　広島市の温湿度と降水量

図 6　展示ケース内の温湿度

図 5　展示室内の温湿度
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３．東館の温度、湿度および二酸化炭素濃度

東館の 18 カ所において温湿度データロガないしは温度データロガを設置し、
継続的に温度と相対湿度の記録をおこなった（図 8）。１階衣服展示ハイケース
内の温湿度計測には T&D 社の RTR-503 を用いた。それ以外の場所の温湿度計
測記録および温度のみの計測記録には、それぞれ KN ラボラトリーズ社のハイグ
ロクロンおよびサーモクロンを用いた。以下に調査結果を示す。

図 9 は東館 1 階南側出入り口に近いエスカレータ下の温湿度の記録である。温
度は概ね安定していることがわかる。湿度は外気の影響を受け、変動している。
東館において外気の流入が最も起こりやすい場所であり、この部分の温湿度をモ
ニタリングすることは重要である。

図 8　広島平和記念資料館東館の温湿度測定箇所

図 9　1階導入展示入口・エスカレータ下
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図 10 は東館 3 階導入展示入口に近いエスカレータ上の温湿度の記録である。
日変動において最低温度はエスカレータ下とあまり変わらないのに対し、最高温
度が若干高くなり、その結果、変動幅が大きくなっている。これは、屋根への日
射によって暖められた天井からの輻射熱の影響が考えられる。湿度の変動の動き
もエスカレータ下とほぼ同じであり、エスカレータ上で温度の日変動幅が大きく
なっている分だけ相対湿度の日変動幅も大きくなる傾向が認められる。

図 10　3階導入展示入口・エスカレータ上

図 11　3階導入展示・壁面展示写真と南側窓の間

図 11 は３階導入展示の壁面展示写真と南側窓の間の温湿度の記録である。南
側窓は日射が直接あたる部分であり、39℃に達する日も認められ、それにともな
い相対湿度の変動もきわめて大きい。南壁であるが最高温度は 8 月ではなく 9 月
に観測されている。これは、太陽高度が 8 月よりも 9 月の方が低くなり、垂直面
に対しては 9 月の方がより日射量が大きくなることによると考えられる。エスカ
レータ上の温湿度（図 10）はこの壁面展示と南側窓の間の空間の温湿度（図 11）
に比べ、その変動がはるかに小さく、この空間の緩衝効果がきわめて大きいこと
を示唆するものということができる。
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図 12 は３階西側壁の内側と外側の温度の記録である。西側壁の内側（④）と
外側（⑤）の温度を比較すると、外側の変動が大きくかつ最高温度が高くなって
いることがわかる。これは図 13 の南側の壁の内側と外側の温度と同様である。
南壁の外側の温度と西壁の外側の温度を比較すると、南側においては 9 月に最高
温度を記録しているのに対し、西側は 7 月に最高温度を記録している。これにつ
いては、太陽高度や建物による遮蔽などを検討する必要がある。

図 12　3階西側壁の内側と外側の温度

図 13　南壁の外側の温度と西壁の外側の温度下
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図 15 は２階展示ケース内の温湿度の記録である。温度の変化はこれまでの展
示室内の温度変化と同様であるが、相対湿度の変動は小さい。これは、ケース内
への外気の流入が生じていないことを示している。しかしながら、密閉空間内で
温度が上昇すると、飽和水蒸気量が増大することから、仮にケース内の水分の絶
対量が変化しないならば、相対湿度は低下しなければならない。図 15 には、温
度と相対湿度から計算した容積絶対湿度 (g/㎥ ) をプロットした。容積絶対湿度は
温度ともに変動している、すなわち、温度上昇によりケース内の水分量が増え、
逆に温度低下とともに水分量が減少していることが明らかである。これは、ケー
ス内に貼られているクロスの温度変化にともなう吸放湿によるものと考えられる。

図 14　3階展示室内

図 15　2階展示ケース内

図 14 は３階展示室内の温湿度の記録である。温度、湿度ともに３階導入展示
入口・エスカレータ上とほぼ同様である。展示室内ではあるが、１階からの吹き
抜けの影響もあり、外気の流入が生じていると考えられる。
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１階衣服展示ケース内（図 16）においても同様の現象が生じている。１階衣
服展示ケースはハイケースとなっており、ケースの容量に対するクロスの面積比
は２階展示ケースよりも小さいが、展示されている衣服及び衣服展示用の造作が
有機質であり、これらの吸放湿も寄与していると考えられる。ケース内の環境に
ついて、相対湿度の変化がないということで安定しているとみなされることが多
いが、温度変化が生じているにもかかわらず相対湿度が一定である場合には、展
示品を含めた有機質材料の吸放湿による「調湿」が生じていることに留意しなけ
ればならない。

図 17 は１階三輪車展示ケース内の温湿度の記録である。三輪車展示ケース内
の温湿度変化についても、図 15 や図 16 と同様に容積絶対湿度をプロットした。
容積絶対湿度の日変動は温度の日変動に対応していることから、概ね、クロスの
吸放湿の影響があるということができる。しかしながら、測定開始後に除湿剤に
よる水分除去により相対湿度および容積絶対湿度ともに減少するものの、6 月 14
日以降は両者とも増加に転じている。吸湿材の吸湿能の低下も懸念されるため、
今後も温湿度の推移を注意深く観察する必要がある。特に、展示されている三輪
車には数種の鉄さびがあり、腐食の進行が生じていないかどうかを常に観察して
おく必要がある。

図 16　１階衣服展示ケース内

図 17　１階三輪車展示ケース内
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図 18 は１階展示室の二酸化炭素濃度の記録である。大気中における通常の
二酸化炭素濃度は 250 ～ 350 ppm であり、換気が十分に行われている室内の二
酸化炭素濃度は 250 ～ 1000 ppm である。1 階展示室の二酸化炭素濃度は 1000 
ppm を越えており、換気が不十分であることを示している。換気を安易に行う
ことは外気の影響を展示室内に与えることにもなりかねないため、換気の方法に
ついては慎重に検討しなければならない。

図 19 は 5 月 6 日の入館者数と二酸化炭素濃度の変化を見たものである。入館
者数の増減とともに二酸化炭素濃度が変化していることが明らかである。閉館後、
二酸化炭素濃度は開館直前の濃度までには急には下がらず、翌日の開館時間まで
徐々に低下していくことが読み取れる。

図 18　1階展示室の二酸化炭素濃度

図 19　入館者数と二酸化炭素濃度の変化



39

広島平和記念資料館の展示環境

4．東館展示資料の蛍光Ｘ線元素分析（XRF）

東館において展示されている資料の材質を携帯型の蛍光 X 線元素分析装置を
用いて分析を行った。ここでは、釣り灯籠、熔けた花瓶、手提金庫および置時計
の分析結果を示す。

釣り灯籠からは鉄が強く検出されたことから（図 20）、この釣り灯籠は鉄製で
あることが明らかである。

熔けた花瓶からは銅と亜鉛が強く検出されたことから（図 21）、真鍮製である
と推定される。

図 20　釣り灯籠のXRF

図 21　熔けた花瓶のXRF
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図 23　手提金庫プレートのXRF

手提金庫は金庫本体にプレートが打たれている。金庫本体からは鉄のみが検出
されたことから（図 22）、金庫本体は鉄製であるということができる。

プレートからは銅と亜鉛が強く検出されており（図 23）、真鍮製であると推定
できる。

図 22　手提金庫本体のXRF
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図 24　置時計金属部分のXRF

図 25　置時計ガラス部分のXRF

置時計は金属製の時計部分とガラスと思われる部分がある。金属製の部分から
は銅と亜鉛が強く検出されたことから（図 24）、真鍮と考えられる。

また、ガラスと思われる部分からは亜鉛とセレンが検出されている（図 25）。
ガラスの着色成分と考えられるが、今後の精査を必要とする。
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5．まとめ

改修工事前の本館の温湿度環境について調査をおこなった。前年度より継続し
て温湿度の計測を行ったことで、ほぼ年間を通した季節のデータがある程度蓄積
されたことから、改修工事前の本館の温湿度環境に対する外気の影響、展示室内
の変動パターンなどに関する知見が補強されたということができる。

いっぽう、本館のリニューアルオープンまで常設展示が行われている東館の温
湿度環境については、東館全体において、温度は比較的安定しているのに対し、
相対湿度は外気の影響を受けて変動していること、外壁（ガラス面も含む）と展
示空間の間に空気層を設けることにより、温度変化を大きく緩和していること、
外気の影響は資料館入り口付近のみならず、１階展示室でも大きいが、1 階展示
ケース内にはその影響はほとんど及んでいないこと、ケース内の温度はケース外
の温度の変化とほぼ同じ変化を示すが、相対湿度は一定値を保つ傾向にあること
が明らかとなった。温度変化があるにもかかわらず、ケース内において相対湿度
が一定値を保つ傾向にあることは、ケース内の容積絶対湿度が温度により増減す
ることを示すものである。おそらく、クロスなどの有機質材料による吸放湿が原
因と考えられる。三輪車展示ケースには除湿剤が設置されており、リニューアル
直後には徐々に除湿効果が認められる。しかしながら、2 か月後にはケース内の
絶対水分量が増大に転じている恐れがある。今後も、温湿度の変化に注意すると
ともに、三輪車の腐食が進行していないかどうかについても監視していくことが
重要である。

入館者数が増えると資料館内（１階展示室）の二酸化炭素濃度は高くなること
が明らかとなった。二酸化炭素濃度は最大でも概ね 2500ppm 以下であり、ただ
ちに健康に被害を及ぼすものではないが、今後、換気などについても検討する必
要があろう。

展示してある資料には鉄製、真鍮製のものがある。今後、結露の危険性の検討
も必要である。特に鉄と銅が接触した状態にある場合、結露することで電気的な
腐食が進行する危険性があるため、展示ケース内での環境計測と状態観察が必要
となる。展示ケース内の環境と展示資料および展示ケース内装材の材料による吸
脱湿挙動については今後の大きな研究課題である。

謝辞
本研究を遂行するにあたり、広島平和記念資料館の学芸課の皆さんに、環境デー

タの収集等、全面的な協力をいただきました。ここに深く感謝申し上げます。
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「原爆放射線の人体影響　改訂第２版」放射線被曝者医療国際協力推進協議会編
（2012年　文光堂）（共著）

１．はじめに

広島、長崎に投下された原爆からは初期放射線と呼ばれる中性子およびガンマ
線が放出された。これらの初期放射線と中性子が地上の物質を放射化して生成さ
れた残留放射能および核分裂で生成された核分裂片からの放射線は被爆者に放射
線被爆を与えた。被爆生存者に対する放射線の人体影響については放射線影響研
究所（RERF）において長期にわたり継続的調査が行われている 1）。これらの被
爆生存者の受けた放射線量はこれまで T65D（1965 年暫定線量）2）、DS86（1986
年被爆線量推定システム）3）が使われ、現在は DS02（2002 年被爆線量推定シス
テム）4）に改定されてきた。これらの線量システムの正確さはアメリカ側の原爆
モデルから計算された中性子およびガンマ線量と広島、長崎に残る残留放射能を
比較することにより評価されてきた。平成 29 年度は広島の爆心から 500 m 以内
の被爆岩石中の深度分布について報告 5）した。平成 30 年度（本研究報告）では
爆心から 2 km 以内の残留放射能 152Eu の強度分布について実測データの収集の
経緯を示す。また、DS86、DS02 に基づく計算値との比較を示し、DS02 被爆線
量推定システムの成立の経緯について述べる。なお、残留放射能の実測データは
長崎についても収集され、計算値と比較されたが本研究報告では広島の場合につ
いてのみ報告する。

２．被爆資料の収集

２．１　原爆残留放射能
原爆残留放射能には核分裂で生じた核分裂片、原爆材料（広島ではウラン、長
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図１　爆心から 1000 m 以内で収集された被爆岩石資料

崎ではプルトニウム）の残りが地上に降下した成分、および原爆から放出された
中性子が地上の物質を放射化して生じる誘導放射能の成分が存在する。誘導放
射能については本研究会研究報告第 14 号の筆者の研究報告 5）を参照されたい。
DS86 以前の原爆線量研究では誘導放射能は速中性子誘導放射能 32S（n,p）32P（半
減期 14 日）と熱中性子誘導放射能 59Co（n, γ）60Co が主な残留放射能であった。
昭和 51 年（1976 年）に金沢大学の小村和久氏が中性子誘導放射能 151Eu(n, γ）
152Eu（半減期 13 年）を発見して以降 6）、原爆中性子線量を評価する残留放射能
として被爆鉄材中の 60Co の他に被爆岩石資料中に生成された 152Eu が使われるよ
うになって原爆線量評価に使用される被爆資料の数が増大した（本研究報告では
収集された被爆資料が形状をそのまま留めている場合は「資料」とし、その一部
が切り出されて測定のために粉末化されたり、化学処理により濃縮されたものは

「試料」とよぶ）。60Co や 152Eu はガンマ線を放出するので低バックグラウンドゲ
ルマニウム検出器で測定される。この他に加速器質量分析法（AMS）で 36Cl や
63Ni が測定される。

２．２　広島に残る被爆建造物からの資料の収集
我々の残留放射能の測定は、まず、被爆岩石中の 152Eu 深度分布の測定から開

始した。このため、昭和 59 年（1984 年）から平成 2 年（1990 年）にかけて元安
橋橋柱、護国神社北面の鳥居、白神社岩礁、芸備銀行列柱の柱頭から岩石コアを
採取した。これらの被爆資料中の 152Eu 深度分布の測定を終えた後、昭和 59 年
から平成 5 年（1993 年）にかけて広島市内の爆心から 2 ㎞以内で 152Eu の強度分
布を測定するために被爆資料を収集した。

広島の被爆資料は花崗岩、コンクリート、屋根瓦などで、被爆時の場所がはっ
きりわかることと、遮蔽されていなくて直接被爆していることを条件とした。被
爆資料の収集は広島大学原爆放射能医学研究所（原医研）の星正治氏ら 7）によ
り昭和 57 年（1982 年）頃より行われていたので我々は原医研と共同で被爆資料
の収集を進めることとなった。岩石資料の採取にあたっては表面の約 10 cm ×
10 cm、表面から深さ約 2 cm を使用した。広島市内の爆心から 1 km 以内で採
取された岩石資料の採取場所 8）を図１に示す。
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

２．３　原爆の初期調査で集められた被爆岩石資料
昭和 20 年（1945 年）8 月 6 日に広島に原爆が投下されたあと、日本の陸軍お

よび海軍は原爆であることを確かめるために 8 月 8 日から 10 日にかけて理研 9）、
京大 10）、阪大グループ 11） の調査団を広島に派遣し、空間放射線量および土壌中
の放射能の測定を行った。理研グループは 9 日に採取されたサンプルを東京に空
輸し、銅線から放射能を検出した 12）。その後、9 月初めにはアメリカ軍のマンハッ
タン工兵管区調査団（MED）、戦略爆撃調査団（USSBS）、米国海軍医学研究所
調査団（NMRI）が派遣され、広島と長崎の調査を行った。これらの調査活動の
詳細は当調査研究会研究報告第 10 号（平成 26 年）に今中哲二氏 13）により報告
されている。

日本学術会議の「原子爆弾災害調査特別研究委員会」が昭和 20 年（1945 年）
9 月 14 日に発足し、原子爆弾の災害を総合的に調査研究するために次の 9 分科
会から構成された。（1）物理学化学地学科会、（2）生物学科会、（3）機械金属学
科会、（4）電力通信科会、（5）土木建築学科会、（6）医学科会、（7）農学水産学
科会、（8）林学科会、（9）獣医学畜産学科会。また、この委員会の調査活動と
並行して日本映画社は記録映画班を組織し、映画製作にあたった 14）。記録映画
班は 9 月 25 日から撮影を始め、10 月 29 日に広島と長崎の 1 次撮影を完了した。
しかし 10 月 19 日に GHQ 総司令部の意向として撮影禁止が伝えられた。そして、
12 月 17 日に原子爆弾に関する一切のフィルムを GHQ 総司令部に提出すること
が命じられた。その後、原爆記録映画はアメリカ戦略爆撃調査団から日本映画社
に委嘱され完成することとなった。完成作品、ネガその他の資料は残らず GHQ
に接収された。

原子爆弾災害調査特別研究委員会は昭和 20 年 11 月 30 日に第 1 回報告会、昭
和 21 年 2 月 28 日に第 2 回報告会を開催した。集められた資料は膨大であったが、
1951 年（昭和 26 年）8 月 1 日に、医学科編（会長都築正男）と理工学科編（会
長仁科芳雄）から構成された『原子爆弾災害調査報告書 総括編』15）が発行され
た。その後、1953 年（昭和 28 年）5 月 5 日に『原子爆弾災害調査報告集 第一分
冊』16）（理工学編、生物学編、医学編 全 768 ページ）、『原子爆弾災害調査報告集 
第二分冊』17）（第一分冊の医学編つづき）（全 873 ページ）が発行されている（以
下、これら報告書を「原災報」と略す）。第 2 回目の報告会（昭和 21 年 2 月 28 日）
から第一分冊、第二分冊の発行（昭和 28 年 5 月 5 日）までに時間がかかったの
は報告書が英訳されて GHQ に提出され、検閲を受けたことによる 18）。

地学班の報告 19）は原災報第一分冊理工学編にのべられている。それによると
班員は渡辺武男氏（東京帝国大学）、山崎正男氏（東京帝国大学）、小島丈児氏（広
島文理科大学）、長岡省吾氏（広島文理科大学）、平山健氏（地質調査所）であっ
た。この調査の目的は原爆の熱線による岩石表面の地質学的、岩石学的観察によ
る剥離現象、溶融現象の範囲および爆心の位置を推定することであった。広島の
現地調査は昭和 20 年（1945 年）10 月 11 ～ 13 日に行われ、引き続き長崎にお
いて 10 月 15 ～ 19 日に調査が行われた。さらに、昭和 23 年（1948 年）5 月 7 日
に渡辺氏、山崎氏により広島の、また 5 月 13 日に長崎の追加調査が行われた。種々
の被災物の調査においては被災状況の詳細な観察記録がとられ、代表的資料につ
いては資料が採取され、さらに薄片を製作して顕微鏡観察が行われた。また、報
告書の内容は英文 20）で発表されている。東京大学に送られた被爆資料と渡辺氏
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のフィールドノートについては田賀井篤平氏により「石の記憶―ヒロシマ・ナガ
サキ」21）に詳細に報告されている。

原爆災害後、広島文理科大学と前身諸校の構成員により自然科学の分野、およ
び、人文科学の分野において、被災調査・研究および復興への努力の取組が「原
爆と広島大学　生死の火　学術編」22）（以下「原爆と広島大学」と記す）に綴ら
れている。広島文理科大学地学科岩石学教室の長岡省吾氏と小島丈児氏は上記、
地学班の学術調査委員会の調査に引き続き現地調査を継続して行った。「原爆と
広島大学」の中の小島丈児氏の地学分野に関する報告 23）によれば当時、広島文
理科大学の学生であった秀敬（ヒデ ケイ）氏が現地調査と資料収集に大きく貢
献したことが記されている。

２．３．１　広島大学理学部に保存されていた被爆岩石資料の経緯
昭和 20 年に被爆資料の岩石学的研究のために収集された岩石資料が 42 年後の

昭和 62 年に原爆放射線の線量評価の研究において有用な資料としての役割を果
たすことになった。昭和 62 年（1987 年）12 月 18 日に岩石標本が理学部岩石学
教室の倉庫から木箱で 14 箱、別の部屋に 3 箱の合計 17 箱が保管されているのを
葉佐井博巳氏（広島大学工学部）と筆者で確認した。これらの岩石標本は小島丈
児氏が集められたものだとの情報をもとに、葉佐井氏が小島氏に連絡をとると、
終戦当時、小島氏は助教授で実際には学生であった秀敬氏が集められたことがわ
かった。また、秀氏はその時のフィールドノートと地図も保存されていた。12
月 25 日に秀氏と原氏（昭和 62 年当時の理学部岩石学教室の教授）の立会いのも
とに全標本を確認し、当時、東千田町にあった理学部から東広島市に移転してい
た工学部に運んだ。

その後の秀氏からの情報によると工学部に移した 17 箱の他にもう１箱、秀氏
が総合科学部で保管されていた被爆資料があった。秀氏から筆者にいただいたこ
の木箱の内容物についての説明を以下に示す（原文のまま）。

（1）鉄平石　2 個　　安山岩質　矩形板状の建築石材　爆心地の病院入口の門塀
の上の平面水平に載せて固定されていた。

　　・45102718  清（セイ）病院の西の門の上部に載せてあった鉄平石

図２　広島大学理学部岩石学教室に保管されていた
被爆資料。昭和62年（1987年 )12月 葉佐井氏（右）、
岩谷氏（左）と筆者（中央）。
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

　　　（45：年、10：月、27：日、18：その日の番号）
　　・45110414 爆心（白いタイル 2 枚）
　　・48060414　元安橋の次に爆心部の略地図を描いています。

（2）瓦
　サンプルに朱墨で記入したサンプル番号と野帳の番号を照合していただけ
れば採取地点が判明すると思う。私の野帳の記録は今見ると甚だお粗末で不
備、不十分、誤字も不鮮明な点もありますが、記憶のおぼろげになった今と
なっては頼りになります。

これらの被爆資料は原爆の後の昭和 20 年 10 月～ 12 月に採取されており、多
くは爆心地周辺で集められた。現在では爆心地周辺で被爆資料を集めることは困
難であるので以下に述べるように原爆中性子線量評価に重要な役割を果たした。
また、これらの被爆資料は 1960 年代の核実験フォールアウトによる汚染を受け
ていないので広島原爆の黒い雨調査においても広島市内のフォールアウトの量を
推定するために貴重な資料となった 24）。これらの被爆資料は原爆線量評価の研
究に役立てた後、2012 年（平成 24 年 3 月）に広島大学総合博物館に寄託された。
被爆資料の全容については同館の研究報告 25）を参照されたい。

２．３．２　岩石資料の採取日と採取場所
被爆岩石資料の採取場所を特定するために、秀氏のフィールドノートを参考に

しながら被爆資料の試料番号、採取場所、採取日時、試料材料のリストを作成した。
フィールドノートの詳細については文献 25 に示した。秀氏の現地調査は昭和 20
年 10 月から 12 月にかけて合計７回の調査が行われている。全７回の調査経路と
調査場所について要約する。

第１回調査　日時：昭和 20 年 10 月 27 日
広島駅から山口町（現、銀山町）、福屋、忠霊塔、護国神社までの経路で調査

が行われた。調査地点には 01, 02, ・・・17 の番号が付けられている。この調査
では基町地区にあった忠霊塔（日清日露戦捷記念碑）や護国神社の狛犬や玉砂利
が調査されている。調査地点は 17 ヶ所であった。
第 2 回調査　日時：昭和 20 年 11 月４日

福屋（北側の別館）から出発し、爆心付近の紙屋町の中心部が調査されている。
フィールドノートにも紙屋町付近の建物の位置が詳細に書かれている。調査地点
は 15 ヶ所であった。
第 3 回調査　日時：昭和 20 年 11 月 5 日

前日（11 月４日）に引き続き、横川駅から出発し、駅前の三篠信用組合から
電車通りに沿って南下し、横川橋、寺町、本川国民学校、相生橋までの調査が行
われた。調査地点は 13 ヶ所であった。
第４回調査　日時：昭和 20 年 11 月 9 日

広島駅から出発し、北西側の栄橋、営林署を通って、紙屋町に入り、護国神社
から元安橋に至る。その後、日本銀行広島支店から電車通りに沿って南下し、市
役所、広島糧工に至り、竹屋橋、広島地方裁判所までの調査が行われた。調査地
点は 14 ヶ所であった。
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第 5 回調査　日時：昭和 20 年 11 月 13 日
福島町から出発し、天満橋、芸備銀行本川支店、相生橋までの調査が行われた。

フィールドノートの記録もあまり多くなく、調査地点は５ヶ所であった。
第６回調査　日時：昭和 20 年 12 月 2 日

横川新橋（現、新横川橋　電車軌道側）から出発し、川沿いに北東に進み、三
篠橋を通る。そこから南下して旧陸軍病院、広島城内にあった大本営跡、その横
にあった野砲第五連隊に至った。その後、相生橋を通って左官町までの調査が行
われた。
第７回調査　日時：昭和 20 年 12 月 3 日

前日（12 月 2 日）に引き続き第７回調査が行われた。革屋町の安田銀行から
出発し、宇品線の電車通りに沿って鷹野橋に至る。そこから明治橋に向い、川沿
いに北上して万代橋を通り、現平和公園内の西福院に至り、西に進んで新大橋ま
での調査が行われた。万代橋はアスファルトが敷かれていたため、熱線による欄
干の影が残っていた。その観測も行われた。観測地点は８ヶ所であった。

秀氏のフィールドノートにはその後、1948 年（昭和 23 年）6 月 13 日に東京大
学の渡辺氏、山崎氏、広島大学の小島氏とともに仕上げの整理 survey を行った
ことが記されている。この時の調査では　01：木内法華寺、本逕寺　02：国泰寺
の墓、03,04：（記述無し）、05：浅野の墓所、06：安田銀行、07：住友銀行、08：
護国神社燈籠、09：護国神社、10：相生橋、11: 十日市停留場、12：堺町三丁目、
13：堺町一丁目８番地、14：元安橋、15: 西福院　を調査されている。

岩石資料には秀氏の資料番号（HK45102708 など）のほかに小島氏の番号
（GK・・）、その他（ABH・・）などがあった。この ABH** の資料番号は東京
大学の渡辺氏の収集された資料 21）に見られる。このため岩石資料には何人かの
収集資料が混在している。全資料をビニール袋に入れ、新しい番号を付け直し、
秀氏のノートと対応させて採取日時、場所を確認した。

秀氏のフィールドノートには現地調査を一人で行われたのか、他の地学班の人
と一緒に行われたのか記録されていない。しかしながら、地学班の渡辺氏らの調
査が 10 月 11 ～ 13 日に行われているのに対して、秀氏のフィールドノートによ
れば 10 月 27 日から 1 か月以上かけて行われている。従って、秀氏の被爆資料の
収集は地学班の調査のあと単独でおこなわれたものと考えられる。　

場所が確認できた資料の総数は 40 ～ 50 個であった。いくつかの資料では同一
標本の破片が別の箱に入っていた。秀氏のノートには岩石の表面を観察した記述
のみで、サンプリングは行われなかった場所が多くあった。17 箱の木箱につい
て場所の確認できた被爆資料のリストを表１に示す。資料の一部についての写真
を図３～８に示す。
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

原爆残留放射能の測定のためには被爆時の位置と、爆央から遮蔽物がなく直接
被爆していることが必要である。被爆資料の採取場所の確認のため爆心地付近の
復元地図 26）（日本放送出版協会 , 1969）や被爆前の市内地図 27）（広島市，1974）
を参照した。爆心地付近の地図から島病院、広島郵便局、清病院、西蓮寺、西向
寺の位置を確認できた。被爆資料が直接被爆したか遮蔽されていたかは不明で
あったが測定値が DS86 に基づく 152Eu 強度推定値より低くずれる場合は遮蔽さ
れていたものとし、データを除外することとした。場所のわかる 44 サンプルを
原爆残留放射能の測定に使用した。

表１　広島大学理学部岩石学教室に保管されていた被爆資料のうち、場所の確認できた資料
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図4　爆心付近の資料（その２）

図３　爆心付近の資料
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

図6　爆心の北側（その２）

図5　爆心の北側（その１）



52

初期調査で集められたこれらの 44 資料を含めて、広島の爆心から約 2 km 以
内において 70 サンプルの被爆試料を収集した。この他に、対照試料として爆心
から 2.9 km にあった広島商業高校の岩石サンプルを使用した。これらの試料は
花崗岩、コンクリート、屋根瓦などで、被爆時の場所がはっきりわかることと、
遮蔽されていなくて直接被爆していることを条件とした。この他に、広島市内の
被爆岩石試料の採取場所を図９に示す。

図8　総合科学部に保管されていた被爆資料

図７　爆心の西側
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

３．残留放射能測定のための試料処理と測定結果

広島の場合、昭和 60 年（1985 年）頃において爆心から約 500 m 以内のサンプ
ルは化学処理なしで直接 152Eu を検出することが可能であった。岩石を 100 メッ
シュ（149 μ m）以下に粉末化したのち、約 30 ｇをプラスチック容器に詰めて
同軸型ゲルマニウム検出器で測定した。爆心からの距離と 152Eu 比放射能（安定
Eu あたりの放射能，152Eu/Eu）の関係を図 10 に示す。実線は DS86 の基となる
中性子線束を使った Loewe et al.28）による計算値である。図 10 からわかるよう
に爆心付近で実測データが計算値より低いことがわかる。図 10 のデータは 1987
年に星ら 29）により 32P, 60Co、他の研究者の 152Eu データと比較して報告された。

図９　 広島市内の爆心から 2 ㎞以内で収集された被爆岩石資料の採取場所。右下の爆心近くの
図は主に広島大学理学部岩石学教室に保管されていた被爆資料の位置を示す。
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その後、近距離試料を含めて 500 m 以遠のサンプルについて化学処理を行い、
Eu 濃縮試料を作成した。化学処理の方法は Nakanishi et al.30）の方法を簡略化し
た方法で行った。化学分離の方法を図 11 に示す。化学処理の過程では岩石に含
まれるウラン系列、トリウム系列核種も一緒に濃縮されるので BaSO4 による共
沈法でこれらを除いた。最終的に得られた数グラムの濃縮試料をポリプロピレン
試験管に詰めて井戸型 ゲルマニウム 検出器の測定用試料とした。使用した原試
料重量は近距離で 100 g から遠距離では 500 g 程度であった。通常、岩石試料に
含まれる Eu 含有量は 1 ppm 程度であるのに対して、化学処理により 10-20 ppm
に濃縮できた。

図 10　 爆心から 500 m 以内の被爆資料についての爆心からの距離と 152Eu 放射能強度。化学処
理なしの直接測定
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

濃縮試料は宇宙線逆同時計数装置付き井戸型 Ge 検出器により 152Eu の測定を
行った。岩石学教室の被爆資料および被爆建造物などの 70 サンプルについての
測定データは Shizuma et al.31）により 1993 年に発表された。結果を図 12 に示す。
新しく得られた実測データは DS02 および DS86 の計算値と比較するとともに、
Nakanishi et al.30）の実測値と比較して示されている。岩石学教室の資料から得ら
れたデータは現在では被爆資料を集めることが不可能な爆心付近から 500 m まで
の多くの残留放射能データを示すことができた。その結果、中西、静間の実測値
とよく一致した。破線で示した DS86 による計算値 3）と比較すると爆心から 300 
m 以内では DS86 計算値より実測値が低く、1000 m 以遠では実測値の方が高い
傾向がみられた。

図 11　被爆岩石資料のEuの化学分離
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4．考察 

4．１　ガンマ線計測の検出限界
自然界には主として宇宙線起源の中性子が存在している。これらの中性子に

より被爆試料内に生成された 152Eu が生成されている可能性がある。実際に数グ
ラムの Eu や Co（被爆試料ではなく購入された試薬）を Ge 検出器で測定すると 
152Eu 32）および 60Co 33）が測定できることを確認した 33、34）。しかしながら、原爆
被爆試料から化学処理により調整した濃縮試料に含まれる Eu は数マイクログラ
ム、Co は数ミリグラムであるので、原爆中性子により生成された放射化量に比
べて無視できる程度（＜ 10-3）であるといえる。

図 12 においては爆心からの地上距離で 1488 m までの結果を示したが、実際に
は誘導放射能が微弱になると検出限界が問題となる。広島および長崎のサンプルに
ついて実測された計数率と検出限界 33）を表 2 に示す。ここで、 検出限界は n*=2.33
σb（σb はガンマ線ピーク領域のバックグラウンド計数率）として計算した。表２に
おいて n0 は測定した計数率で、n*（d.m.c=detectable minimum counting rate）は

図 12　 広島の爆心から 1400 m 以内の被爆岩石資料の 152Eu 測定結果。実線は DS02、破線は
DS86 による計算値を示す。
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

検出限界に相当する計数率を示す。n0/n*<1 では検出限界以下であることを示す。
広島の地上距離約 1200 m 以遠では検出限界以下となる。

4．２　広島大測定と尾小屋測定の相互比較
昭和 61 年（1986 年）に原爆放射線量評価システム DS86 が制定された後、国

際的な放射線防護基準は DS86 に基づく原爆被爆者データに依存してきた。その
後、広島大学原医研、広島大学工学部を中心とするグループにより広島に残る残
留放射能を測定して原爆のモデル計算をもとに作成された DS86 の中性子、ガン
マ線量を検証する研究が進められた。実測データが徐々に蓄積されると日米の研
究者が集まってワークショップが開かれて測定結果の検討が行われた。平成 5 年

（1993 年）に Shizuma et al.31）により 70 サンプルについての残留放射能 152Eu の
実測値が示され、DS86 に基づく計算値との系統的な違いが指摘された。この問
題は日米の研究者においても協議され、日米実務者研究会議を開催して検討され
ることとなった。日米実務者会議の流れと DS86 に代わる DS02 の成立の背景に
ついては平成 16 年（2004 年）7 月に開催された京都大学原子炉実験所専門研究
会において葉佐井博巳氏の報告 35）があるのでその報告に沿って述べる。

第 1 回日米実務者研究会議は平成 13 年（2001 年）6 月 11 － 14 日に広島で開
催された。この会議では、ロスアラモス国立研究所（LANL）で新たに計算され
た放射線量計算方式を 1 年以内に完成させるよう努力すること、測定値と計算
値のずれを解決する上で、広島大サンプル（測定済み）を金沢大の尾小屋地下
実験室で比較測定を行うことなどが決められた。尾小屋地下実験室 36）は水深換
算 270 m の旧尾小屋鉱山のトンネル内にあり、宇宙線ミューオン強度は地表の
1/200、中性子強度は 1/300 で国内の他の低バックグラウンドゲルマニウム検出
器に比べておよそ 1/100、広島大の宇宙線逆同時装置付きゲルマニウム検出器よ
りも 1/10 低い遮蔽性能を有していた。このため、以下の広島大サンプル（測定
済み）の中から広島の 17 試料と長崎の 7 試料が小村氏に送られて尾小屋で測定
された。これらのサンプルを表３に示す。広島大データについては検出下限を考
慮すると興禅寺、石見屋町、旧付属小は検出下限以下である。

表２　152Eu の検出限界



58

尾小屋での再測定結果は平成 13 年 (2001 年 )11 月に小村氏から公表された。ガ
ンマ線スペクトルの例を図 13（白神社サンプル、爆央からの距離 752 ｍ）と図 14（円
隆寺サンプル、爆央からの距離 1080 m）に示す（データの比較検討は今中氏に
よる 37））。それによると表 3 に示すように近距離の 4 サンプルからは 152Eu が検出
されたが、旧県庁以遠のサンプルについては 152Eu のピークは検出されなかった。
その理由として広島大データは 1992 年までに測定されたのに対して尾小屋デー
タは 2001 年の測定であるので 9 年経過している。このため 152Eu の強度は約 1/2
に減衰しているので微弱なピークの検出は困難であったものと思われる。また、
152Eu の 344 keV ピークの付近に天然放射性元素として 227Th 342.5 keV および
223Ra 342.9 keV があり、化学分離でこれらの元素が除かれていない場合、152Eu
の 344 keV ピークと加算され、152Eu の強度が高めに見積もられた可能性がある
ことが分かった。

表３　広島大測定済サンプルの尾小屋地下実験室での測定結果（文献 37）
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

図 13　 白神社（爆央からの距離 752 ｍ）サンプルを広島大で測定した場合と尾小屋地下実
験室で測定した場合のガンマ線スペクトルの比較（文献 36）。上のスペクトルは広
島大の測定を示し、下のスペクトルは尾小屋の測定を示す。

図 14　 圓隆寺（爆央からの距離 1080 ｍ）サンプルを広島大で測定した場合と尾小屋地下
実験室で測定した場合のガンマ線スペクトルの比較（文献 37 ）。
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尾小屋測定が、広大測定に比べて測定室バックグラウンドが 1/10 というメリッ
トを十分だせなかったのはサンプル自身の自然放射能バックグラウンドがあるこ
とと、バックグラウンドスペクトルに現れる自然放射能の成分に広島大と尾小屋
では違いがあることによると考えられる。結局、広島大データは尾小屋データと
基本的に矛盾がないと了解された 37）。

4．３　広島サンプルの再処理による 152Eu および 36Cl 測定の相互比較
第 3 回日米実務者研究会議は平成 13 年（2001 年）11 月に広島で開催された。

小村氏による尾小屋での広島大サンプルの再測定の結果が報告され、広島大の以
前の測定結果と矛盾しないことが報告された。このとき、小村氏からもっと多量
の試料（～㎏程度）を使って濃縮試料を調整し、爆心から 1 ㎞以遠の遠方の 152Eu
を測定することが提案された。これらの試料は 152Eu の測定だけでなく、Ruehm

（ドイツ）、Straume（米国）、長島氏（筑波大）により 36Cl の AMS 測定の相互比
較も実施することとなった。このため広島の爆心から 1.4 ㎞以内の 13 試料と 3 ㎞
以遠の 4 試料が集められた。各試料は表層 5 ㎝を切りとり、全量で約 1 ㎏が用意
された。岩石試料の Eu の化学濃縮は日本分析センターで行われた。その大部分
を尾小屋での 152Eu の測定に使用し、残りを 36Cl の AMS 測定用に各機関に用いら
れた。尾小屋では 2002 年 1 月末から 152Eu の測定が開始された。相互比較測定の
結果については小村氏 36）、星氏 38、39）により報告された。15 サンプルと測定結果
を表４に示す 36）。また、ガンマ線スペクトルを図 15 に示す。

表4　相互比較用の試料と 152Eu/Eu の測定結果（文献 36）
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広島原爆線量評価に果した被爆建造物および被爆資料の役割（その２）－爆心からの距離と残留放射能 152Eu の強度分布－

ガンマ線スペクトルを見ると 227Th 342.5 keV、223Ra 342.9 keV が遠方試料で見
られる。152Eu 344.3 keV のピークは興禅寺サンプル（爆心から 1163 ｍ）でも明
確には検出されていない。吉川旅館サンプル（爆心から 1411 ｍ）では 344 keV
のピークは検出限界程度と思われる。専蔵坊サンプル ( 爆心から 8791 m) はコ
ントロールサンプル（原爆の中性子が届かない距離の試料）であり、152Eu は検
出されない。尾小屋での 152Eu の新しい測定結果とこれまでの測定結果、および
DS86、DS02 による計算値との比較を図 16 に示す（文献 39）。 尾小屋での測定
結果は吉川旅館（地上距離 1411 ｍ）まで DS02 による計算値とほぼ一致してい
ることがわかる。Nakanishi et al. 30）, および Shizuma et al.31）の測定データと小
村氏の測定データの違いについては以下の原因が考えられる。小村氏の測定は中
西、静間の測定から約 10 年経過しているので測定条件が異なること。小村氏の
測定結果がそれまでの測定値より低くなった可能性の一つとして多量のサンプル

（約 1 kg）を必要とするために試料表面から 5 cm の深さまで切り取って使用し
たので深さ分布のために 152Eu 強度が低くなったことが考えられる。また、尾小
屋での測定については検出下限が示されていない。図 15 を見る限りでは興禅寺
サンプル（地上距離 1163 ｍ）では 152Eu 344.3 keV のピークは明確に確認されて
いない。従って、検出下限は爆心から約 1200 m 付近で約 0.15 Bq/mgEu と考え
られる。尾小屋の測定結果は平成 14 年（2002 年）4 月 3、4 日の第 5 回日米実務
者研究会議で報告された。

図 15　 尾小屋極低バッググラウンド実験室の井戸型 Ge 検出器で測定した広島の花崗岩試
料の 152Eu ガンマ線スペクトル（文献 36）。344 keV 付近の枠は筆者が追加した。
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4．4　DS02 の承認の経緯
尾小屋での 152Eu の新しい測定データが出始めた頃の平成 14 年（2002 年）3

月 1 日にサンディエゴで第 4 回日米実務者研究会議が開かれた。この会議で米国
側から広島原爆について爆発高度を 20 m 引き上げ、出力は 15 kt に据置いた新し
い線量方式 DS02 をまとめたいとの提案が行われた。爆発高度を引き上げること
により、爆心から 1200 m 以内の残留放射能の測定データは計算結果と一致する
ことになった。それ以上遠方の測定データについては測定誤差が大きく計算結果

（DS02）の妥当性を判断できないとされた。
第 5 回日米実務者研究会議は 2002 年 4 月 3 ～ 4 日に広島（放影研）で開かれた。

この会議には米国側から米国エネルギー省（DOE）および日本側から厚生労働省
の担当官各 1 名がオブザーバーで参加した。会議では小村氏から 152Eu、 長島氏
と Ruehm 氏から AMS による 36Cl に関する相互比較測定の中間報告があった。3
者の測定データは相互によく一致し、DS02 による計算結果とも地上距離 1200 m
まで一致した。そして 9 月に予定する次回の WG 会議で DS02 の報告書作成につ
いて相談することになった。日本側は平成 14 年（2002 年）8 月 19 日に 9 月会議
にむけての方針を検討し、広島の 60Co についての問題は残るものの DS02 は全体
として妥当であろうということとなった。

図 16　 小村氏による広島の 152Eu の尾小屋地下実験室での測定（OUL）とそれまでの
Nakanishi et al. 30）および Shizuma et al. 31）の測定の比較。およびDS86、DS02 に
基づく計算値との比較（文献 39）。
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第 6 回日米実務者研究会議が平成 14 年（2002 年）9 月 11 ～ 12 日に広島の放
影研で開かれ、日本側 15 名、米国側 6 名、ドイツから 2 名が参加した。相互比較
の最終結果は米国の Straume 氏の 36Cl 測定も含めて地上 1200 m まで DS02 計算
結果と基本的に一致することが報告された。そして、日米実務者研究会議として
新線量評価方式 DS02 に合意し、上級諮問委員会へ報告することとなった。その後、
DS02 報告書をまとめる過程で、平成 14 年（2002 年）の暮れに米国側から、広島
原爆の出力を 16 kt に修正するとの連絡があった。建物等の遮蔽効果を細かく考
慮したモデルで誘導放射能を計算し測定値と比較した結果、16 kt とした方がよい
という理由であった。原爆出力については DS86 策定時においてもそれまでの各
種の測定方法において 12 － 18kt42）が報告されているので容認できる範囲の変更
であった。結局、LANL の原爆ソーススペクトルは爆発高度を 580 m から 600 m
とし、原爆出力は 15 kt から 16 kt に変更された。図 17 に広島の 152Eu の実測デー
タと DS86、DS02 に基づく計算値との最終的な比較を示す 22）。

日米実務者研究会議が策定した DS02 の妥当性を検討するため、米国 DOE と
日本の厚生労働省は日米合同上級委員会（JSRG）を設置した。JSRGのメンバーは、
米国側４名（W. K. Sinclair、H. L. Beck、R.E. Faw、N.E. Hertel）と日本側４名（森亘、
濱田達二、丹羽太貫，葉佐井博巳）の計 8 名であった。平成 15 年（2003 年）1
月 21 ～ 23 日、JSRG は米国 Pasadena のカリフォルニア工科大学でヒアリング
を開き、日米実務者研究会議から DS02 策定作業について個々の課題の担当者か
ら説明をうけた。２回目の JSRG 会議は、平成 15 年（2003 年）3 月 14 ～ 15 日
に東京で開かれた。米国側の Young から改めて総括的な説明を受けた後、JSRG
は、RERF で実施されている被爆生存者追跡調査で用いる新たな線量推定方式と
して DS02 を承認した。

図 17　 広島の 152Eu の実測値と DS86、DS02 に基づく計算値との最終的な比較。地上距離
1200mまで実測値とDS02 に基づく計算値は一致するものとされた（文献 22）。
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日本側 WG は、平成 15 年（2003 年）5 月までに DS02 報告書に関するすべて
の分担原稿を米国側に送り、同年秋には放影研から報告書が発表される予定で
あった。しかしながら、その後米国側 WG 内で、長崎ガンマ線データに関する
細かい議論の再検討が行われるなどといった事情により、出版は遅れたが平成
17 年（2005 年）に放影研から Vol.141）、 Vol.242）として公表された。また、和訳も
平成 18 年（2006 年）に出版された。DS86 が策定されたとき放射線被曝者医療
国際推進協議会から出版された「原爆放射線の人体影響 1992」43）は新しく策定
された DS02 をもとに「原爆放射線の人体影響」第 2 版 44）として出版された。

5．結論

DS86 と DS02 の比較
爆心から 300 m 以内の近距離の実測値と計算値の不一致は爆発高度を 580 ｍか

ら 600 ｍに引き上げ、また爆発出力を 15 kt から 16 kt に変更することで一致した。
遠距離は地上距離 1200 ｍまで実測値は計算値を実証できたことで合意した。それ
以上遠方については計算値を使用して線量を評価することになる。結果としてガン
マ線量が 8 ‐ 10 % 増加し、中性子線量が約 10 % 増加したが全吸収線量は DS86
と DS02 では本質的に変更はなかった。

被爆資料の果たした役割
被爆建造物の取り壊し前に採取された資料は場所がはっきりしており、正確な

被ばく線量の評価に役立った。初期調査で集められた被ばく岩石資料は爆心付近
の現在では入手できない資料が多くあり、原爆線量の評価に有益であった。

表5　DS86 と DS02 の主な相違点（文献 35）
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広島原爆における被害状況を視覚化した事例としての写真地図の調製
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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。

ⅡGIS 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



86

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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広島原爆における被害状況を視覚化した事例としての写真地図の調製

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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葉佐井博巳氏のご逝去を悼む

広島平和記念資料館資料調査研究会

会長　静間　清

　葉佐井先生は平成 31 年 1月 26 日に心不全のために 87 歳でご逝去されま

した。被爆者の一人として、広島に生まれた科学者の一人として活動されてき

た先生に対し、一言、追悼の言葉を述べさせていただきます。

　先生は昭和 6年 4月 21 日に広島県に生まれ、同 31年 3月に広島大学工学

部を御卒業後、工学部専攻科を中退ののち、工学部講師等を経て、昭和 58年

教授に就任されました。そして平成 7年 3月に広島大学を定年退職されたの

ちは、広島電気大学（現広島国際学院大学）教授、学長を務められました。

　先生は原爆が投下された時広島一中の 2年生で、8月 6日の朝は廿日市の

軍需工場に学徒動員され直接被爆をまぬがれました。翌日、自宅のあった白島

にもどるために惨状の残る市内に入られたそうです。

　自らが原爆被爆者であることから広島・長崎の原爆放射線の研究とその研究

グループの育成に尽力されました。広島、長崎の残留放射能の実測データの収

集を行い、かつ国内、国外の研究者に被爆資料を積極的に提供されました。近

年広島市内にあった被爆建造物が次々ととりこわされていく中で、被爆建造物

が歴史的文化的遺産としての価値を持つのみでなく原爆放射線による被爆の痕

跡を留めていることの重要性を指摘し、積極的に保存と利用に取り組まれまし

た。日米の研究チームが平成 15年にまとめた原爆線量システム DS02 では日

米共同研究者会議と上級委員会の日本側代表を引き受けられました。被爆建造

物の保存と資料の収集ならびに原爆放射線の基礎データの収集に関する研究成

果の業績に対し、平成 9年中国新聞社より中国文化賞を受賞されました。

　先生は原爆・平和にかかわる分野において資料の調査・収集を行うために広

島平和記念資料館資料調査研究会の発足を提案されました。この研究会は平

成 10年に発足し、御自身は発足時から平成 21年まで会長を務められました。

また、先生は自らの被爆体験を語る被爆体験証言者として中高生に話をされる

他に被爆者の手記データを電子データとして復元する活動にも取り組まれまし

た。先生は平成 19年広島市の「核兵器攻撃被害想定」専門部会長として報告

書をまとめられました。広島市は核兵器廃絶を訴えているのに防護というのは

核を認めたことになる、というのが口癖でひとたび核兵器が使われたら対処の

仕様はないのだと訴えられていました。

　先生は人の考えをよく聞き、的確に判断し、はっきりとご自分のご意見を述

べる方でした。後進の我々はまだまだ、先生のご指導をいただきたいところで

したが残念でなりません。心よりご冥福をお祈りいたします。
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