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８．海外からの支
し

援
えん

――「広島の家」計画
　
　被

ひ

爆
ば く

後の広島に対しては、海外からも多くの支援の手が差し伸
の

べられた。
　その中の一つが、米国シアトルに住むフロイド・シュモー氏たちが行った「広島の家」計画であった。
　この計画は、原爆によって家を失った人々のために家を建

け ん せ つ

設するもので、1949 年（昭和 24 年）から 1953 年（昭和 28 年）
までの活動の中で、15 棟

と う

21 戸の建物が建設された。ここでは、広島市内江波皿山ふもとでの建設を紹
しょうかい

介する。

広 島 平 和 記 念 資 料 館
附属展示施設シュモーハウス

　米国のフロイド・シュモー氏は、1945 年（昭
和 20 年）8 月に広島・長崎に原爆が投下され
ると心を痛め、家を失った人々のために皆で

住宅を建設する計画を立てた。この計画は「広
島の家」と名付けられ、1949 年（昭和 24 年）
から 1953 年（昭和 28 年）までの間に、皆実町、
江波皿山ふもと、江波町、牛田町の広島市内
各地に合計 15 棟 21 戸の建物が建設された。
また、長崎にも同
様に住宅や集会所
が建設された。
　これらのうち、
唯一現在でも建物
が残っているのが
江波皿山ふもとに
集会所として建て
られたものである。
　この建物は、広
島南道路の整備に
伴い、2012 年（平
成 24 年）、北西に
約 40 メートル曳

家移転して保存され、被爆後の広島に寄せられ
た海外からの支援を伝える展示施設「シュモー
ハウス」となり、同年 11 月に開館した。　
　開館後、多くの関係者から関係資料が寄贈
され、2019 年（平成 31 年）2 月には常設展
示のうち「広島の家」に関する部分のリニュー
アルが行われた。

フロイド・シュモー氏［1895-2001］
ブルックス・アンドリュース寄贈

1949 年（昭和 24 年）8 月～ 9 月　皆実町の建設現場で

8-1. 建設現場に掲げられたスローガン
1951 年（昭和 26 年）　富子・シュモー寄贈　シュモーに学ぶ会寄託　2017 年（平成 29 年）収集

江波皿山の建設現場に掲げられていたスローガン。「広島ワークキャンプ
プロジェクト／１．お互いを理解しあい／２．家を建てることによって／
３．平和が訪れますように」とある。

8-2.「WORK CAMP」の文字を書き入れる
1951 年（昭和 26 年）ジーン・ウォーキンショー提供　2019 年（令和元年）収集

江波皿山の建設現場で階段を作った際に書き込まれた「WORK CAMP」
の文字。

8-3. ともに家を建てた仲間たち
1951 年（昭和 26 年）　ジーン・ウォーキンショー提供　2019 年（令和元年）高解像度版収集

米国から建設にやってきたジーン・ストロングさんと東京の北川正博さ
ん。北川さんは広島に到着してジーンさんが駅まで迎えに来た際に戦争が
終わったと実感し、感慨した。

8-4. 江波皿山から見下ろした「シュモー住宅」
1952 年（昭和 27 年）頃　富子・シュモー寄贈　シュモーに学ぶ会寄託　2017 年（平成 29 年）収集

完成した住宅を皿山から見下ろす。現在ではこれらの建物のうちの１棟が
保存され、資料館の附属展示施設「シュモーハウス」となっている。

皆実町の建設現場
1949 年（昭和 24 年）8 月～ 9 月

北澤純子寄贈
シュモーに学ぶ会寄託 広島平和記念資料館附属展示施設シュモーハウス
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写真資料の「新発見」まで
　
　各国の資料所蔵機関には、膨大な数の写真
が保管されている。媒体は紙焼き写真、ネガ
フィルム、ポジフィルムなどさまざまである。
それらをカメラでの接写、またはスキャナで
読み取るなどの方法で収集していく。
　広島の原爆被害に関する写真は数多く所蔵
されているが、これまで知られているものと
同じ写真である場合も多く、未発見の写真で
あると判断するには既知の情報との照合作業
が必要となる。

　各所蔵機関とも多様な組織・個人から資料
を受け入れていることもあり、それぞれの資
料の性質や、残された情報の多寡は一様では
ない。今回調査を行った各機関でも専門職員
が整理作業にあたっているが、必ずしも１枚
ごとの撮影場所、撮影年月日、撮影者などの
情報が判明しているとは限らない。

　情報が残されていなければ、写真に写る内
容からどのような写真であるかを判断する必
要がある。この場合、これまで知られている
写真や文献などから撮影場所や時期を絞り込
んでいく。
　あるいは、紙焼き写真の裏面などに写真の
説明が書き込まれている場合でも、その情報
が正確でない場合もある。写真の性質を理解
するためには、写っている内容や書き込みの
内容など、既知のものとあわせ全ての情報を
総合的に検討する必要がある。時間を要する
が重要な作業である。

　まもなく被爆から 75 年。１枚の写真が、1
つの資料群が、それのみで歴史像を覆すよう
な「新発見」は容易には現れない。しかし、
これらの写真の持つ意味を１枚ずつ正確に位
置付けることで、薄紙を剥ぐように、原爆に
よる被害のあり様をより理解するための一助
となっていく。

会見を行う原爆投下関係者たちを撮影した写真とその裏面
1945 年（昭和 20）8 月 7 日　米軍撮影　米議会図書館所蔵

裏面に 1945 年 8 月 5 日にグアムで行われたブリーフィン
グであると書かれているが、同日にこのブリーフィングが
あった形跡は文献上見当たらない。他方、原爆投下後の 8
月 7 日に行われた記者会見時の酷似した写真があるため、
撮影日を同日頃と推定している。

長崎の被害を撮影した写真資料
　
　各資料所蔵機関には、広島の他にも以下のように長崎の原爆被害を撮影した写真も数多く含まれている。

近年の海外資料収集の概要
　
　広島平和記念資料館では、古くは、1974 年

（昭和 49 年）に長崎市と共同で渡米調査を行っ
て以来、特に米国国立公文書館が所蔵する写
真資料を中心に調査を行ってきた。
　近年では、2009 年度（平成 21 年度）から
2012 年度（平成 24 年度）にかけては、デー
タを取り寄せる形で米国戦略爆撃調査団が撮
影した写真などを収集した。

　　
　　

　
2013 年（平成 25 年）には資料館職員を現地
に派遣し、米国国立公文書館での資料調査を
行い、写真資料を収集した。
　2016 年（平成 28 年）以降は米国では国
立公文書館以外の資料所蔵機関にも手を広げ、
合計 13 の機関での資料収集を行った。関係す
る個人にも聞き取りを行い、資料を入手した
例もある。
　2017 年（平成 29 年）にはニュージーランド、
2019 年（令和元年）には英国の機関でも調査・
収集を行った。
　海外の各機関での調査にあたっては、各機

関がインターネット上で公開している所蔵資
料の目録情報を参照、あるいは E-mail 等での
問合せも行い、実際に訪問する必要があるか
絞り込んでいく。
　所蔵する資料は、官公庁・軍が作成して機
関に移管された公文書や、軍人が個人的に撮
影した写真や手記などが寄贈したものなど、
多様な性質を持ったものがある。
　収集した写真資料は、整理・検証のうえ、
権利上可能なものは当館がインターネット上
に開設する「平和データベース」で公開して
いる。

調査を行う資料が入った保存箱
2019 年（令和元年）10 月　米陸軍遺産教育センター

米国立空軍博物館での調査　2016 年（平成 28 年）12 月

平和データベース
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/database

低空から撮影された
被爆後の長崎市街地
――南を望む
1945 年（昭和 20 年）9 月頃
トーマス・ポロック氏寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵

三菱製鋼所付近
1945 年（昭和 20 年）
9 月 17 日～ 19 日
フレデリック・マーヴィル氏撮影
エミリー・マーヴィル氏寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵

低空から撮影された被爆後の長崎市街地――爆心地を南から望む
1946 年（昭和 21 年）1 月　ウィリアム・ジョーンズ氏撮影・寄贈
米国立空軍博物館所蔵




