


あいさつ

　「広島平和記念資料館資料調査研究会」は、広島平和記念資料館の展示の充
実に資するため、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。以来、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、資料の展示や保存等に活かされています。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、昭和 20
年代の平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程について報告されています。
久保田会員は、原爆記録映画の製作に携わった相原秀二の資料（広島平和記念
資料館／広島大学原爆放射線医科学研究所所蔵）の性質についてアーカイブズ
学の観点から論じられています。高妻会員は、リニューアルオープンした広島
平和記念資料館本館の展示環境についてモニタリングに基づいて考察されてい
ます。拙稿では、原爆線量評価に関わって、60Co の実測データと DS86 および
DS02 原爆線量に基づく計算値との比較を行っています。竹﨑会員は、DS02
第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」を地図学的観点から検証し、より正確
な爆心地座標を提案されています。
　また本号は、平成 30 年度に設置された「特別会員制度」の研究成果として、
2 本の報告を掲載しています。広島平和記念資料館の学芸員を経て現在は長崎
で研究されている四條会員は、長崎の原爆被害における基礎知識を最新の学問
的成果を踏まえてわかりやすく提供されています。長年被爆者の社会学的調査
を積み重ねてこられた根本会員は、在米原爆被爆者の運動の経過について概略
的にまとめられています。
　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 2 年（2020年）8 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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はじめに

　昭和 24 年（1949 年）に広島平和記念公園設計コンペが実施され、丹下健三グルー
プ（以下丹下健三とだけ表現する場合がある）の設計案が入選し、その案をもと
に平和記念公園（通称は平和公園）が建設され、実現していくのであるが、その
過程で「平和記念式典」（最近では正式には「広島市原爆死没者慰霊式並びに平
和祈念式」）と呼ばれる式典が平和記念公園で定着していった。
　実は被爆翌年（1946 年）の 8 月には、基町の護国神社前（後に「市民広場」
という名称定着）といわれる場所で、後述するように町内会の連合組織主催で「平
和復興広島市民大会」とか「広島平和復興祭」としての式典が開催されたが、そ
れが発展して後の平和記念式典に繋がると解釈される。もちろん民間の集まりか
ら公的な催しへ転換したのであるから、そこには連続的ではない制度の決定的な
変更が介入し、何らかの新たな制度整備が備わったといえる。しかし、その過程
は必ずしも予定されていたものでは無く、当時の様々な条件が関わりながら変更
され、次第に定着していったと考えられる。本報告ではその過程を読み解き、ど
のような条件やどのような力が働いて定着していったのかを明らかにすることと
する。とりわけその式典の場所は度々移動しており、現在となってはその移動理
由も必ずしも明らかでないので、よってその動きを追跡しつつ、当時の地形・歴
史や都市計画（当時は復興計画）・都市政策、建築家の設計思想、市民の対応等々、
様々な条件を絡ませながら読み解く作業が必要となるであろう。なお、年代表記
は長期にわたる史実の記述は本来西暦によるべきであろうが、ここでは戦後直後
の数年間を対象とすることから、時代感覚を伝えやすいということで、元号表記

平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程に関する研究

石丸　紀興（いしまる　のりおき）

㈱広島諸事・地域再生研究所

19�40　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
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とさせていただく。また以下原則として敬称略（引用の場合原文のまま）とする。
　また用語として当初「平和復興祭」とか「平和祭」とか表現されていたものが、
最終的には「平和記念式典」という範疇で捉えることができると考えることがで
きる。

1．研究目的と方法、既往研究

　広島の被爆直後から多くの著作が蓄積されており、とりわけ中国新聞社編著
『ヒロシマの記録』『増補ヒロシマの記録』が通年的な情報が提供されている。さ
らに広島の史実に基づいた様々な動きは多くの著作によって記述されており、と
りわけ、広島市では、『広島新史』シリーズにおいては多方面からのアプローチ
がなされ、主として広島戦後史がまとめられており、更に最近では『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』において新たな
編年記録と事項解説・解釈の蓄積がなされ、多くの記述が納められてきており、
参考情報となるといえよう。
　しかし、こうした中で、何故そのようなことになったのか、そのようなことに
なった真相は何か、といった歴史の脈絡は、必ずしも明らかになっているとはい
えない場合がある。それらを全て明らかにする必要は無いであろうが、ある現
象、ある出来事、ある突然の変更・方針転換といったことについては、可能であ
ればその変遷の理由を知りたいという市民的な意識も無視できないのではなかろ
うか。
　例えば数年前から始まった「2 代目の平和の鐘」*1 を突く活動グループにおい
ては、昭和 24 年という時期に当時の基町の市民広場にその鐘が設置されたので
あるが、なぜそこでそれを突こうとしたのであるか、という素朴な疑問が提起さ
れている。こういった平和記念式典の前身に当たるいくつかの催しがそれぞれの
場所で挙行され、それが次第に定着していくのであるが、その過程は必ずしも十
分に説明されてきたとはいえないので、それを少しでも読み解き、全体での流れ
をより理解しようというのである。すなわち、現在のような平和記念式典の定着
後から言えば当然すぎる結末といえるが、当時はあちこちに移動し続けた式典は、
当初確定的な方針で運営されていたのでなく、その場所での実施の理由は明らか
にされてはおらず、後付的にそのようになった理由を想定することになるのであ
り、このことが都市形成史の一過程として位置づけられるであろう。
　研究方法としては、当時の史実を記載した史料・記録・歴史物を参考文献とし
て利用するとともに、地元紙である中国新聞から多くの情報提供を得ることとす
る。その手段として被爆 50 年を記念して編集された中国新聞社編著『年表ヒロ
シマ～核時代 50 年の記録～』、さらにはその原典たる新聞記事そのもののマイク
ロフィルムにも必要に応じて立ち返って参照することとした。原資料は収集によ
るが、そこから読み解く作業は、関連条件を抽出しつつ、解釈することとなる。
その妥当性は今後試されるであろうが、先駆的な試みとして提起する意味はあろ
う。既往研究としては先の疑問、研究目的との関連でいえば、史実を説明したも
のはあるが、その経緯やそこに至る理由を丁寧に説明したものはほとんど見当た
らないが、宇吹暁著『平和記念式典の歩み』（財団法人広島平和文化センター、
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平成 4 年）は、平和記念式典の形式とそこで読みあげられた平和宣言への叙述が
なされており、状況証拠として参考になる。その上で、今回の新しい切り口での
平和記念式典の場所移動の経緯とその理由ということで、歴史的流れが解明でき
るどうかが問われることとなる。

2．被爆直後の平和祭開催と基町地区・中島地区の状況

1）昭和 21年の場合
　被爆後 1 年を迎え、広島は依然として混乱状態にあったが、それでもなにがし
かのことをやり遂げたいという市民の意欲が表出した。その予告は既に「昭和
21 年 4 月、広島市町会連盟は、原爆 1 周年を記念して平和復興祭を開くことを
計画し、広島市にその旨申し入れた（佐伯武範「被爆翌年の平和復興祭のいきさ
つ」）」*2 ことから始まったとされる。同年 6 月 1 日に広島市町会連盟（任都栗司
理事長）が、発足して本格的に始動した（昭和 21 年 6 月 4 日付中国新聞）。すな
わち行政主導で動き始めたものではなく、「広島市は、こうした市民の声に呼応
して、7 月初め、8 月 6 日を中心に平和復興祭を開催することを計画した」*3 と
される。
　そして 7 月 2 日付中国新聞によれば、「6 月 28 日に、広島県商工経済会（商経
会）と本通商店街が共同で 8 月 5～7 日の 3 日間、世界平和記念祭を計画」と報じ、
当初は世界平和記念祭という表現で、プログラムも作成されたのであった。同年
7 月 6 日付中国新聞では、広島市が 8 月 6 日を中心とする復興祭計画を発表した。
しかし、広島市の直営というのでなく、8 月 5 日に復興広島市民大会を、6 日に
慈仙寺鼻で仏式、神式、キリスト教
の順で追弔会を、7 日には子供デー、
町会、青年各連盟主催での企画を、6、
7 日には山車及び素人演芸大会を行
うこと、などを決定したのである。
　これが開催されようとした場所

図 1　�被爆後の基町旧軍用地内の旧護国神社前
の状況（中央部は鳥居のある参道）

表 1　平和復興祭に関連した項目とその内容

項目 項目の内容・説明
会の名称 広島平和復興祭（平和復興市民大会）
日時 昭和 21 年 8 月 5 日（関連行事は 3～7 日）
発端・経過 昭和 21 年 4 月広島市町会連盟が原爆 1 周

年を記念して平和復興祭を開くことを計画
主催団体 広島市町会連盟
式典時間 午前 7 時半から
場所 旧護国神社前の広場
挨拶、メッ
セージ

任都栗司町会連盟理事長開会挨拶、木原七
郎市長、市議会議長メッセージ、小坂商工
経済会理事長閉会の辞

主な来賓と
来賓挨拶

復興顧問ハービー・サテン少佐、楠瀬常猪
知事、水野呉市長、糸川中国新聞編集局長、
戦災孤児

主な内容 宣言、決議、戦災礼拝堂参拝（慈仙寺鼻）、
世界人類恒久平和の人柱と化した十万市民
のキーワード

参加人数 市民・各町内会関係者約 7000 人、
付 帯 行 事、
会の雰囲気
等

復興医術展覧会、華道展、郷土楽人音楽会、
児童作品展覧会、戦災供養盆踊大会、中島
慈仙寺鼻の礼拝堂で神式、仏式。キリスト
教、神道教派の順に追悼式

主な出典 増補ヒロシマの記録等、参考文献 1）、2）、
4）、7）、8）、11）

平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程に関する研究
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は旧護国神社前ということであり、そこは、旧軍用地の基町にあって、被災し
たものの改修されて使用されていた広島県商工経済会（後に広島商工会議所）
の建物の、東側に位置する参道を、二つの鳥居を抜けて到達できる場所であっ
た。被爆後間もない昭和 20 年 10 月上旬の写真をみれば、図 1 のように旧護国
神社前は、旧軍用地として荒漠たる地域であった。広大な旧軍用地の一画は、
残存建物もなくガレキ処理や整地をすれば一定の広さが確保できる場所であっ
た。昭和 21 年 8 月段階では、復興後の土地利用計画が正式に決定していなかっ
たのであるが、戦後の早い時期からここは特別の場所、すなわち後に中央公園
として都市計画決定されるように、民間の所有権が及ばない公園的利用が可能
な場所として復興審議会において基本的な方針が検討され、策定されたのであ 
る *4。
　このような状況のもとに、昭和 21 年 8 月 5 日に、広島市基町の旧護国神社跡
で図 2 のように「平和復興広島市民大会」が開催された。そしてこの復興祭は「市
民ら 7000 人参加し、木原広島市長が『市民と一心一体となって世界平和のシン
ボル平和都市広島の建設に邁進しよう』と挨拶。大会宣言『過去の一切を清算し
相寄り相計り破壊しつくされたる市民生活の速やかなる平和的再建と地方自治の
民主化を企画し燃え上がる全市民の復興意欲を結集し市民大会を開催す』」*5 と
後日報じられた。他にも「平和復興祭挙行される。7 日まで」*6、「平和祭幕開け。
平和復興市民大会開く」*7 という見出しでの記述があるように、「復興祭」ある
いは「平和復興祭」あるいは「復興市民大会」という表現があるように、必ずし
も統一されないままの実施であったことがわかる。主な関連項目を整理すれば表
1 の通りとなる。
　このように市民大会として開催されたものであるが、木原七郎の挨拶があり、

「世界平和のシンボル平和都市広島の建設」という重要なキーワードが早くも提
起されていたことに留意する必要があろう。ここでは平和宣言ではなく市長挨拶
があり、続いて大会宣言がなされたことが確認できる。木原七郎市長、広島復興
顧問ハービー・サテン少佐らの挨拶のあと、「原子沙漠郷土の復興に全力を捧げ、
適切なる対策を速かに樹立し、これが実現に邁進せん」と決議したことも特筆で
きる。
　平和祭の状況はその他『ヒロシマの記録 被爆 30 年写真集』等でも把握できる
が、旧護国神社前で開かれた大会の場所には「平和復興市民大会」と書かれた横
断幕や、「世界平和は広島から」「郷土復興は我等の手で」などと書かれたプラカー
ド、各町内会がそれを掲げて市内を掲げて行列したのぼり等も把握される。写真
で見る限り、即席で舞台がつくられ、被爆後 1 年として多くの参加者が熱気ある
集まりであり、舞台には外国人を含めた来賓が着席している姿が確認できる。

図 2　�平和復興祭、平和復興市民大
会に集まった市民
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　こうして昭和 21 年に平和復興祭、市民大会が開催された場所が「護国神社跡
広場」あるいは「旧護国神社前」であり、開催主体は「広島市町会連盟」であり、
翌年、昭和 22 年を「第 1 回平和祭」として捉えているように、21 年の式典を広
島市の直接的正式行事として捉えていないことになる。

2）昭和 22 年の場合
　このようにして始まった被爆 1 周年であったが、翌年 2 周年を迎え、本格的な
動きが始まる。この間昭和 21 年末までに復興計画としての道路計画、公園緑地
計画が正式決定され、いよいよ戦災復興事業としての土地区画整理事業が着手さ
れる *8。被爆から 2 年後の昭和 22 年には、6 月段階で「原爆投下 2 周年を記念
して 8 月 5、6、7 日に『平和祭』構想が発表される。駐留軍の後援も計画。市と
商工会議で広島平和祭協会を結成し主催を決める」*9 とあり、広島市の主体的関
与の方向が示されたのである。
　さらに 6 月 19 日には「8 月 6 日を中心とした『平和祭』の在り方をめぐって
広島市、広島商工会議所、広島市観光協会が論議。『市民大会、追悼会などを廃
止し、原子砂漠を平和の息吹で覆う』と意見」*10、そして 6 月 20 日には「『広島
平和祭協会』が商工会議所で発足」したのである *11。そして 7 月段階で「広島
平和祭協会が 8 月 6 日の平和祭の大綱を決める。式典は爆心地の慈仙寺鼻の供養
塔前で挙行。午前 8 時 15 分、広島市長の平和の鐘、全市一斉サイレン、平和の
祈りに続き、平和メッセージを発表、平和のハトを放ち平和賛歌を歌う」と報じ
られ、結果的に平和式典の現行のスタイルが確定したことになる *12。
　ここで 2 年目は、市民大会ではなく、「平和祭」と表現し、場所は護国神社前
ではなく慈仙寺鼻とした。このことに関連した政策として、7 月 22 日広島平和
祭協会が「平和の歌」「広場名」の入選者を発表し、広場の名称が中島慈仙寺
鼻を「平和広場」とし、旧護国神社前を「市民広場」とすることとしたのであ 
る *13。これらは図 3 に示すような位置関係にあり、基町地区から中島地区にか

図 3　市民広場・平和広場付近の状況　
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けての一部地域で、原爆ドームの近
くであり、元安川と相生通りを挟ん
だ相互に近接した場所であった。
　なぜこの時、前年の基町の市民広
場から中島公園の慈仙寺鼻へと移転
したのか、その理由は見当たらない。
公園の計画は決定されたばかりであ
り、まだ公園としての建設はされて
いなかった。土地区画整理事業を進
めるにしても先ず清掃が必要であ
り、整地して測量し、区画整理設計
に基づいた一つ一つの画地の決定、
道路境界の画定が必要であり、何よ
りも元地主との換地（仮換地）計画
に対する交渉と一定の合意が必要で
あった。実は慈仙寺鼻を含めてこの
地域一帯は、中島公園の区域であり、
平和公園、平和記念公園の構想はま
だ後になって確定するものである。
ところが、昭和 22 年 8 月 6 日の式
典開催前のこの段階で、「平和広場」
と名称づけられたのであり、ある意
味では平和公園への方向付けを確定
したともいえるである。
　この平和広場に、その施設的整備
として昭和 22 年 8 月初旬段階で「平
和塔」（高さ約 10 メートル）と「野
外音楽堂」の建設が始まり、突貫工
事で平和祭直前に除幕式が取り行わ
れたとされる *14（図 4）。この平和
塔と野外音楽堂の建物の図面は残っ
ていないが、その建設位置について
当時の測量図の中に平和広場として
確認できるので図 5 に引用しておこ
う。この図によっても明らかなよう
に、ここ慈仙寺鼻附近は原爆ドーム
の対岸で終戦直前に埋め立てられて、戦時は防空壕も掘られたりしたが、民家は
建てられていなかったので、被爆後も瓦礫がほとんどなく、戦後いち早く広場的
な使用が可能な場所であった。ここで最初の平和記念式典の原型である平和祭が
開催された。平和塔には、平和の鐘（初代の平和の鐘）が吊され、式典時に重要
な役割をはたした。この野外音楽堂も平和祭の舞台の役割を果たし、ここで、平
和宣言が読まれ、マッカ―サー元帥からのメッセージも託された。この広島の教

表 2　第 1回平和祭に関連した項目とその内容

項目 項目の内容・説明
日時 昭和 22 年 8 月 6 日（5～7 日）
会の名称 第 1 回（広島）平和祭
発端 「夢を語る会」の NHK 広島放送局長や観

光協会常任理事、広島商工会議所会頭ら
の意向、浜井市長に助言

主催団体 広島平和祭協会
開 催 日 と
時間

式典当日は 8 時開始、8 時 15 分浜井市長
平和の鐘点打、9 時までの 1 時間

場所 平和広場（中島慈仙寺鼻の広場）
挨拶、メッ
セージ

野田平和祭協会事務局長開会挨拶、浜井信
三市長の平和宣言、マッカーサー元帥、ロ
バートソン中将、片山首相からのメッセー
ジロバートソン中将、ピーター・ダン軍曹、
スティーブン・ケレン軍曹

主な来賓 マッカーサーの代読、ロバートソン中将
の代読、片山総理の代読、松岡衆議院議
長代読、松平参議院議長代読、森戸文部
大臣、楠瀬広島県知事

主な内容 平和式典と慰霊祭、平和塔序幕、平和式典は
黙祷、平和の歌演奏、平和宣言、平和の鐘、
メッセージ、祝電披露、放鳩、平和記念植樹、
平和の歌合唱、閉会の辞

参加人数 約 2500 人、1 万人説あり
付帯行事、
会 の 雰 囲
気等

慰霊祭は広島戦災死者供養会主催で中島
の供養塔で実施、平和音楽祭、平和美術展
覧会、平和特別配給、市内を練り歩く仮装
行列や山車、シャギリ拠出（このお祭り騒
ぎに対しては批判噴出）

主な出典 参考文献 1）、2）、3）、6）

図 4　建設中の平和塔
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訓という趣旨のメッセージに対する評価
は、本稿のテーマではないので省略する
が、主催者や来賓の挨拶の存在は、平和
祭の性格を決定づけるような舞台上の来
賓と参加者の対面するスタイル、すなわ
ち対抗軸構成としてしばらく継承される
こととなった。それは平和祭に慰霊とい
う役割が十分ではなかったことと無縁で
はなかろう。
　この中島地区は前年の昭和 21 年 11 月
段階で中島公園として都市計画決定され
ていた *15。その整備は困難を極めたが、

「平和広場」として出発したことからは、
中島公園の一部で早い段階から公園用地
として担保されていたことがわかる。そ
してこの「平和広場」という呼称が先ん
じて、平和公園というイメージ形成の役
割を果たしたと解釈できる。
　ところで、昭和22年における平和祭は、
死没者を弔ったり、慰霊するという雰囲気のものではなく、みこしやシャギリ、
山車、仮装行列などまるでカーニバルのような様相を呈し、いわばお祭り騒ぎ状
態で、市民からも、参列者からも批判を浴びることとなった *16。平和記念式典
というモデルとしては反面教師的な役割を果たしたことになる。
　要するに、第 1 回の平和祭は一定の式典のスタイル確立に寄与したが、またそ
の基本的な姿勢において式典の目的にそぐわない行動がみられ、反省事項として
記憶されることとなったのである。

3）昭和 23 年の場合
　さらに翌年の第 2 回平和祭がこの平和広場で開催された（図 6）。この頃から

「ノーモア・ヒロシマズ（あるいはノーモアヒロシマ）」の運動が高まり、広島を
世界平和運動のメッカたらしめるという動きと重なり、平和祭も世界情勢と連動
するような側面を現出し始めたの
である。昭和 23 年 6 月の広島平和
祭協会の総会において、「広島平和
協会」と改名することが決定され、
平和祭行事を「従来の放任的なも
のから今年は企画を統一したい」
*17 という浜井市長の要望もあって
世界平和運動への方向性を強めた
のである。様々な検討がなされ、8
月 6 日の平和式典は平和広場の平
和塔前で午前 8 時から実施された。 図 6　第 2回平和祭

図 5　平和広場付近の詳細

相生橋（T 字橋）

広島商工会議所

元安橋

後に原爆ドーム
の名前定着

市民広場（平和塔
と野外音楽堂）
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ほぼこの段階で平和宣言、平和の鐘、
平和の歌合唱、放鳩、というスタイ
ルが確立していくといえよう。会場
としてはやはり高い舞台が必要であ
り、鐘をつる装置が必携であり、合
唱団との連携もまた不可欠というこ
とになる。

4）昭和 24 年の場合
　そして、昭和 24 年の第 3 回平和
祭において特別の事態が出現した。
このことが今回のテーマに密接にか
かわる事態である。すなわち、平和
祭が当初の市民広場から昭和 22 年
平和広場に移動してそのまま定着し
たのかといえば、そうではなく、昭
和 24 年突然、予想外の動きをみせ
たのである。この間新たな事態とい
えば、昭和 24 年 5 月初旬、国会の
衆参両議院で「広島平和記念都市
建設法」を通過させ、7 月の住民投
票を経てほぼ確実に施行・成立の日
程となっていた。この法の制定に連
動して、あるいは制定を機に、平和
祭の場所が動いたのであろうか。広
島平和協会は会則を変更して「恒久
平和の念願と人類文化の向上」とい
う目的を明示し、恒久平和を重要な
キーワードとしたが *18、会場が平和広場から市民広場に変更されたことは説明
がつかない。そこは、被爆 1 周年に復興市民大会が開催された場所であったが、
突然その場所に復帰したことは謎と
して残る（図 7）。
　ここに本稿の主たる研究目的であ
る場所移動の動機あるいは理由付が
問われることとなり、いくつかの方
向からの推測を試みることになる。
　実はこの時、平和祭の準備段階で
は平和広場での開催が予定されてい
たが *19（図 8）、緑井の広島銅金鋳
造会が昭和 24 年 8 月 4 日鉄骨の鐘
桜を完成させ、5 日には鋳造された
平和の鐘が設置されたのであるが、

表 3　第 2回平和祭に関連した項目とその内容

項目 項目の内容・説明
会の名称 第 2 回（広島）平和祭
開催日 昭和 23 年 8 月 6 日
式典時間 午前 8 時から 9 時半まで
発端 前年の反省的継続
主催団体 広島平和協会
場所 平和広場（中島慈仙寺鼻の広場）
挨拶、メッ
セージ

寺田平和協会副会長開会の辞、浜井信三市
長平和宣言、マッカーサー元帥からのメッ
セージ、ロバートソン中将メッセージ、芦
田総理を代読、松岡衆議院議長を代読、森
戸文部大臣、楠瀬広島県知事、寺田副会長
閉会の辞

主な内容 平和の鐘の点打、平和宣言（浜井信三市長）、
放鳩、平和の歌合唱

参加人数 不明、この式典に呼応して 26 か国で第 1
回世界平和デーの諸行事開催、式典終了後
約 1000 人が「ノーモアヒロシマズ」掲げ
市内行進

付 帯 行 事、
会の雰囲気
等

平和記念植樹、平和記念樹苗伝達、平和祭
であるが前年からのイメージ継承と大幅
変更。会場脇に掲げられた「NO MORE 
HIROSHIMA’ S」の看板が象徴的役割。一
方でロバートソン中将の日本の戦争責任を
追及するメッセージが物議を醸す

主な出典 参考文献 1）、2）、3）、6）他

図 7　市民広場に復帰して開催された第 3回平和祭

図 8　昭和 24年度事業計画における平和祭式典場所
　　　（「平和広場」と明示）
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その設置場所として市民広場が選択されたのである。この平和の鐘はまさに平和
祭の開催に合わせるように市民広場に持ち込まれ、吊され、設置されたことにな
る。これは現在も鐘としての点打できる状態で現場に残っている（図 9）。
　このころまでに市民広場近くでは、児童文化会館が資金難を超えて建設され、
ようやく竣工していた。すなわち児童文化会館前広場であり、中央公民館前広場
という空間構成になったのである。
　また 8 月 6 日には「広島平和記念都市建設法」が公布されたのであり、また平
和記念公園を対象として実施されたコンペの入選案と入選者が発表されたことが
注目される *20。ここで丹下健三案が 1 等入選という新たな事態が出現することと
なった。このことがその後の平和記念式典の場所移動に重大な影響を及ぼすこと
になるが、昭和 24 年段階では、まだそこまでの影響力は現れてはいなかった。
いずれしても、この段階での市民広場での平和祭開催に疑問が残る。

5）昭和 25 年、26 年、そして 27年の場合
　そして昭和 25 年ということになるが、直前まで既定路線で平和祭開催で動い
ていたものが突然大転換という歴史の現実に遭遇する。すなわち、順調に準備が
進んでいるかに見えた市民広場で開催される予定の第 4 回平和祭が 8 月 2 日、突
然中止決定となったのである。中国地方民事部、国家警察広島県本部、広島市警
察本部との交渉結果であった。この間事情は本題から外れるので詳細に触れない
が、昭和 25 年 5 月朝鮮戦争が勃発し、国内国外とも不穏な社会情勢となり、実
質的に GHQ からの集会中止命令が発せられたのである *21。
　昭和 26 年の第 5 回平和祭については、中止命令はなく開催できるはずであっ
たが、昭和 26 年 5 月に平和広場の平和塔、野外音楽堂が老朽化して危険となり、
除却作業が行われ *22、平和広場付近は、平和公園の整備で、集会は困難な状況

表 4　昭和 24年における状況

項目 項目の内容・説明
会の名称 第 3 回（広島）平和祭
開催日 昭和 24 年 8 月 6 日
式典時間 午前 8 時から 9 時半まで
発端 前年の継続であるが平和都市法制定という新

たな事態を迎えての対応
主催団体 広島平和協会
場所 市民広場（児童文化会館前広場）
挨 拶、 メ ッ
セージ

伊藤平和協会副会長開会の辞、浜井信三市長
平和宣言、ロバートソン中将代読、マッカー
サー元帥からのメッセージ、ウオーカー中将
代読、幣原衆議院議長を代読、松平参議院議
長を代読、吉田総理を代読、森沢常任理事寺
田副会長閉会の辞

主な内容 平和の鐘の点打、平和宣言（浜井信三市長）、
放鳩、ヒロシマ平和都市の歌合唱

参加人数 米英人80人、県選出国会議員ら来賓100余人、
市民約 3000 人、この式典に呼応して 26 か国
で第 1 回世界平和デーの諸行事開催

付帯行事、会
の雰囲気等

平和記念植樹、平和記念樹苗伝達、平和記念
公園・記念館設計当選者発表

主な出典 参考文献 1）、2）、3）、6）他

図 9　現在も残る平和の鐘
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になっていた。結局この時の平和祭
の開催場所は原爆供養塔附近が選ば
れ独特のスタイルと雰囲気のもとで
実施された。すなわち、それまでの
平和祭の終焉であり、しかし新たな
出発というものでもなく、全く異例
の開催形式となった。
　極めて特異な昭和 26 年の記念式
典は、原爆供養塔前で実施したとい
うこともあるが、宗教色を強め、し
かも各宗派入り乱れて独特のやり方
で慰霊供養するという特異なもので
*23、この年限りで終わるのであるが、
なぜこのようなやり方になったかは
本題から外れるので追及しないが、
疑念が残るところである。ここで、
注目される大転換は、それまで平和
祭という呼称での式典を廃し、広島平和協会主催の慰霊式あるいは慰霊祭という
方向が打ち出されたことである。ようやく「平和祭」と呼ぶには相応しくない式
典であることに気づいたことになる。
　そして、昭和 27 年は極めて明快に新たな式次第となり、これが以後基本的に
踏襲されるようになる。すなわち、平和記念公園に空間的に収斂させる力を持っ
た原爆死没者慰霊碑（公式名：広島平和都市記念碑）が完成し（図10）、空間だ
けでなく式次第をも秩序付けるような働きをするのである。すなわち、極めて強

表 6　昭和 26年における状況

項目 項目の内容・説明
会の名称 慰霊式・平和記念式典
開催日 昭和 26 年 8 月 6 日
式典時間 午前 7 時 30 分から 10 時まで
発端 前年からの継続、昭和 26 月 7 月、原爆 6

周年の平和記念式典開催の方針決定。平和
祭でなく慰霊祭

主催団体 広島平和協会、実質的に広島市
場所 戦災供養塔前広場
挨拶、メッ
セージ

吉田平和協会事務局長開会の辞、挨拶（浜
井市長）、吉田首相、林衆議院議長、佐藤
参議院議長、大原広島県知事、閉会の辞

主な内容 修祓（教派神道）、献花（キリスト教）、読
経回向（仏教）、玉串奉献（教派神道）、賛
美歌、献花（浜井平和協会会長）、線香（藤
田供養会長）、玉串拝礼（遺族代表）、黙祷

（サイレン）、平和の歌
参加人数 不明、米軍兵士多数
付 帯 行 事、
会の雰囲気
等

慰霊ということで今までにない方法、雰囲
気

主な出典 参考文献 1）、2）、3、6）他

表 5　昭和 25年における状況

項目 項目の内容・説明
会の名称 第 4 回（広島）平和祭（実質中止）
開催日 昭和 25 年 8 月 6 日予定
式典時間 午前 8 時から 9 時半まで（夏時間

9 時 15 分に祈りとされた（予定））
発端 前年からの継続、昭和 25 年 6 月

初め広島市は第 4 回平和祭の計画
案を作成。

主催団体 広島平和協会（予定）
場所 市民広場（児童文化会館前広場）

予定
挨拶、メッ
セージ

予定として平和宣言（浜井信三市
長不在のため奥田助役予定）、長
崎市長からのメッセージ、進駐軍
からのメッセージ予定

主な内容 平和の鐘の点打、平和宣言、放鳩
等予定

参加人数 実施されなかったので人数なし
付 帯 行 事、
会の雰囲気
等

楠の平和記念植樹、平和記念音楽
会、平和子供会、長崎市との交歓
会予定

主な出典 参考文献 1）、2）、3）、6）他

表 7　昭和 27年における平和記念式典の整理

項目 項目の内容・説明
会の名称 原爆死没者慰霊式・平和記念式典
開催日 昭和 27 年 8 月 6 日
式典時間 午前 8 時から 9 時まで
発端 対日講和条約調印、平和記念公園の整備が

進行、原爆死没者慰霊完成、
主催団体 広島平和協会、実質的に広島市
場所 原爆死没者慰霊碑（正式名称は広島平和都

市記念碑）前広場
挨拶、メッ
セージ

坂田助役開会の辞、永田市会議長式辞、平
和宣言（浜井市長）、吉田首相代読、岩本
衆議院議長代読、佐藤参議院副議長、パッ
トン代将、大原広島県知事代読、山中県会
副議長、閉会の辞

主な内容 慰霊碑除幕、過去帳奉納、線香、平和の鐘、
黙祷、平和宣言、放鳩、平和の歌合唱

参加人数 不明、岩国基地駐留機が空からの参加
付 帯 行 事、
会の雰囲気
等

慰霊碑に過去帳（原爆死没者名簿）奉納（以
後この形式が定着）

主な出典 参考文献 1）、2）、3）、6）他
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い方向性を有する軸のもとに多くの参列者
が集まり、かつそれぞれが自然に慰霊と平
和志向の中に投げ込まれることとなった。
式典が主催者と参列者が向き合って対峙す
るのでなく、ほぼ全員が北方向を指向し、
かつその視線は抜けてしまうのであった。
これは、いわば対軸方式から、一軸方式へ
の転換であった。そして一軸方式も、遠景
まで視野に入れるならば、何かに受け止め
られるということ、すなわちその軸線の先
に原爆ドームが存在するというと構図となったのである。
　昭和 27 年以後平和記念式典が定着するのは、丹下の設定した平和記念公園の
構造的な枠組みが機能したためである（図 11）。原爆ドームの保存が決定される
のはかなり後になるのであるが、丹下の提案した構造は最初からドームの解体を
許さないというような力があった。昭和 27 年における原爆死没者慰霊碑の完成
も、式典における場所定着の構造決定に強い力を添えたといえよう。その他にも、
大小の装置が次第に整っていくのである。併せて式典の形式も整っていき、大規
模化、厳粛化、国際化という要素も整っていったといえよう。

3．記念式典移動の理由

　以上、平和祭、平和記念式典の移動を年毎に見てきたが、なぜ平和記念式典の
場所を、市民広場から平和広場へと、あるいは平和広場から市民広場へと、さら
には平和記念公園へと、年によって移動したのであろうか。特に、第 1 回の護国
神社前から第 2 回の平和広場への移動、そして第 2 回、第 3 回の平和広場から第
4 回の市民広場への移動、第 5 回は朝鮮戦争の勃発によって中止命令により開催
されなかったが、予定としてはやはり市民広場での開催であり、慰霊碑の完成に
あわせた昭和 27 年における平和記念公園への復帰・定着まで、移動を続けたの
であり、その理由が問われる。そこで可能な限り移動に関わる条件や理由となり
うる時代の変化を読み込んでいきたい。またなぜこのような移動が繰り返された
か。そしてどのような空間装置が用意されたのであろうか。
　なぜ当初の昭和 21 年、護国神社前の広場で実施されたかということについて

図 11　�丹下健三が提案した平和記念公園の基本
的構造図

図 10　完成した原爆死没者慰霊碑

平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程に関する研究
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は、これは本文で既述しているところであり、当時ここが最も集会しやすい適地
であったということであろう。旧軍用地であった基町は、戦後は国有地となり、
まだ厳格な管理がなされていなかった。さらに基町は中央公園への動きが確実化
されていて、半ば公的な集会用地とすることに違和感がなかったといえよう。
　それなのになぜ 22 年、23 年において市民広場から平和広場へ移動したのであ
ろうか。考えられる経緯の理解、理由付けを考えてみると、表 8 のようになろう。
とはいえ、決定的なことは不明である。考えられるのは、中島公園として決定さ
れていた慈仙寺鼻の河岸に、被爆による瓦礫も少なく、戦後も民家が建てられな
い埋め立て地があり、そのあたり一帯が将来的に公園になりそうだということで、
広場が確保されたのかもしれない。あるいは町内会連盟の催しではなく、市が強
く関わった公的な式典であることを強く訴えるという、イメージチェンジ戦略で
あったのかもしれない。将来この件に関して理由づけた書類が出てくれば別であ
るが、真相は不明である。
　ついで、昭和 22 年、23 年の場所から 24 年における平和広場から市民広場へ
の移動の経緯、理由である（表 9）。この移動は唐突であり、最も難解であるが、
環境の変化理由として平和の鐘の鋳造設置があり、市民広場周辺での青少年文化
会館や中央公民館といった施設整備があり、広場としても環境整備が進んだこと
が挙げられる。将来的にはここに市民球場が建設されるのであるが、この時点で
はまだ構想さえなかったのであるから、昭和 24 年 5 月に広島平和記念都市建設
法が国会通過し、成立が確実視されていたので、なにか変化を求めたのかもしれ
ない。平和の鐘の鋳造はその一環でもあろうが、この鐘が実質的に機能したのは
1 年（予定を含めれば 2 年）であるから、将来的な展望の元での移動ではなかった。
一時的な措置であり、その意味ではむしろ平和広場側に大規模な集会を不可能と
する条件が生じていたのかもしれない。たとえば、平和記念公園整備に当たって
短期的に平和祭を市民広場に移動させて時間を稼ぐというものである。
　よって、完全な形で全ての移動理由を解くことはできないが、戦後の復興過程

表 8　昭和 21年護国神社前からの移動理由

昭 和 21 年
からの移動

経緯の理解、理由付け内容

当初の取り
付き

取りあえず場所を確保して集
会を実施することにあった

移動の直接
的な理由

何らかの制度的不具合、ある
いは政策的な転換の必要性

移動元（市
民広場）の
場所条件

旧護国神社前広場として新た
な整備用地として検討され始
めたことによる

移動先（平
和広場）の
場所条件

公園計画で中島公園として確
保され、今後計画的対応がで
きる場所で、かつ慈仙寺鼻付
近の埋立地であるので立退き
物件もなく、直ちに利用可能
な土地であったこと

平和祭の意
味の変化

町会連合の企画から平和祭協
会の企画として新たな取り組
み示す必要があった。平和広
場としてのイメージ利用。

表 9　�昭和 22 年 23 年の平和広場から 24 年の市民広場への
移動理由

昭和 22、23
年からの移
動

24 年移動の経緯の理解、理由付け内容

平和広場と
いう場所

爆心地に近く何らかの平和施設としてのメッ
セージを有していたはず

移動の直接
的な理由

何らかの制度的不具合、あるいは政策的な転
換の必要性

移動元（市
民広場）の
場所条件

中島公園で何らかの施策の必要性が浮上し
て（例えば区画整理の元地としての諸元の確
定）、とりあえずの平和広場付近の整地の実
施（かさ上げ等）、平和塔、野外音楽堂の取
り壊しが必要になった

移動先（平
和広場）の
場所条件

中央公園として一定の整備が進み、かつ、平
和都市法制定に絡み、新たな都市空間整備の
試み

平和祭の意
味の変化

平和祭、平和記念式典として平和都市法成立
にあわせて、何らかの新たな取り組みの必要
性に対応しようとした（明らかに平和都市法
への感謝の気持ちを表わそうとした形跡はみ
られる）
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での、都市形成と施設整備における断面として、今後も問いかけ、同時にその意
味を問い直す課題として記憶に留めておきたい。

4．まとめに代えて

　平和祭、平和記念式典の時代的推移は、式典形式や名称の確定の過程であり、
とりわけ場所の移動は最終的に平和記念式典の確立への過程であった。ただし当
初からの予定調和的過程ではなく、予測しえない過程でありながら、その時点で
の最適な選択をしながらの進行であったといえよう。
　それぞれの場所が選ばれた理由はなにか、最終的に平和記念公園の慰霊碑前広
場で確定したのはなぜか、可能な限り解明したいが、最も理解できないのが昭和
24 年におけるそれまでの平和広場開催から市民広場への移動理由であり、全く
唐突と思われるように基町の市民広場に戻り（移動）して実施されたのである。
この年、広島平和都市建設法が国会を通過し、住民投票が実施され、8 月 6 日に
公布施行されるというときに、実施された平和記念式典であり、特別の式典であっ
たことは確かであるが、なぜ平和広場から移動して市民広場で実施しなければな
らなかったのか、この謎を解かねばならない。恐らく平和記念公園整備に当たっ
て短期的に平和祭を市民広場に移動させて時間を稼ぐということであったと思わ
れる。
　もう一つこの段階における新た事態として、もともとは中島公園であった地区
を対象とした平和記念公園コンペが実施されて入選案が決定されたのであるが、
この地区が平和記念公園として整備されるであろうという期待感はどのように満
ちていったのであろうか。昭和 26 年 5 月における平和広場に存在していた平和
塔が老朽化し美観上も問題となり、除去されたことも平和広場消滅の象徴的な出
来事であった。
　最終的に昭和 27 年の平和公園へ場所移動については、市民広場にはない象徴
性という要素、特に慰霊空間の存在、広島の世界化という傾向などさまざまな要
因が関わったことが認識できる。より記念式典の空間が整うのは昭和 27 年であ
るが、その最も大きな契機が原爆死没者慰霊碑の整備であり、これが平和記念公
園での最も枢要な空間として、さらに平和記念式典として定着する。平和記念公
園に対しての評価は様々あろうが、その中にあって、丹下健三の平和記念公園の
建築設計、造園設計、都市設計の果たした役割の決定的な力が認められ、平和祭
から発した平和記念式典・広場集会機能への要請に応えたものとして捉えておき
たい。そして式典の場所の定着は、式典の問題が全て解決したのではなく、一方
で平和記念式典の意味と意義を問い続けなければならないだろう。

補注
*1  昭和 22 年、23 年の平和広場での第 1 回、第 2 回平和祭において使用された

｢ 平和の鐘 ｣ は建設業者から借りたもので、昭和 24 年の市民広場での第 3 回
平和祭において銅合金鋳造会から寄贈された 2 代目の鐘が使用されることと
なった。それを平和祭に復活させようということで、関係者・市民グループ
が集まり平成 27 年より活動を続けている（平成 27 年 6 月 22 日付中国新聞「66

平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程に関する研究
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年ぶり平和の鐘響け／広島中央公園に 2 代目現存」、同年 7 月 23 日付中国新
聞「平和の鐘 8・6 に響け」、8 月 6 日付朝日新聞「鎮魂の鐘再び／核も戦争
もない世界に／今日の原爆の日」のように報じられた。しかし式典の場所移
動に関しては今まで説明されていないのである。なお、「響け！平和の鐘 実
行委員会」のホームページは http://hiroshima-peacebell.org/（最終閲覧日令
和 2 年 3 月 1 日）。

*2   参考文献 7）「平和記念式典の歩み」p.7、原典は佐伯武範著「被爆翌年の平
和復興祭のいきさつ」。

*3 前掲 *2 参考文献 7）p.7
*4  参考文献 14）昭和 21 年 6 月 10 日開催の第 14 回復興審議会（p.61）におい

て長島復興局長が「グランドを東練兵場に昭和 21 年 6 月 10 日開催予定して
いるが私は西練兵場がよいと思う。日本はスポーツによって再建を図ること
が大切である、こうした見地からに西練兵場一円は市にまかせて貰いたいと
云うことを関係者当局に要望している」といい、第 18 回復興審議会（p.71）
においては議題として「西練兵場周囲には一宅地位は造り他はグランド公園
等に利用したい」とされ、強い反対もなく審議終了している。

*5   参考文献 8）pp.35-36
*6   参考文献 4）p.25
*7   参考文献 11）p.58
*8   参考文献 3）p.48 によれば、昭和 21 年 9 月と 10 月の都市計画広島地方委員

会で都市計画街路と、都市計画公園および土地区画整理事業が決定され、そ
れぞれ翌月に戦災復興院告示され、広島復興都市計画として策定されたので
ある。

*9   参考文献 8）p.43、原典は昭和 22 年 6 月 12 日付中国新聞、「原爆三十年」。
*10   参考文献 8）p.43、原典は同年 6 月 21 日付中国新聞。
*11   参考文献 8）p.43、原典は同年 6 月 22 日付中国新聞。
*12   参考文献 8）p.44、原典は同年 7 月 11 日付中国新聞。
*13   参考文献 8）p.44、同年 7 月 22 日付で、広島平和祭協会が平和の歌、広場名

を決定したとあり、原典は同年 7 月 24 日付中国新聞。
*14   参考文献 11）p.66 によれば昭和 22 年 8 月 1 日の写真の基で「平和塔も突貫

工事として平和の鐘を据え付ける平和塔が予算二十万円でつくられ、八月六
日、平和式典の前に除幕式が行われた。」と記述している。

*15  前掲 *8 のようにこの公園緑地計画の中で大公園として中島公園（10.72ha）
を決定していた。

*16   参考文献 11）p．66 によれば、祭りが終わると市民から「何のためのお祭り
騒ぎ」「厳粛な祭典はひとつもなかった」という苦情が協会に殺到。同協会
も同月十五日には弁明を出さざるをえなくなったと報告している。

*17    参考文献 7）p.14、原典は昭和 23 年 6 月 9 日付中国新聞。広島平和祭協会か
ら広島平和協会への改名も世界平和運動へ主力を注ぐためと説明されてた。
しかしこの時の平和祭にオーストラリアのロバートソン中将が招かれてい
て、そのスピーチが、広島への原爆投下が戦争を遂行した日本への懲罰であ
るとか主張して、全く式典の意義を台無しにしてしまうなど、式典全体への
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配慮はいき届いたものではなかった。
*18   参考文献 8）p.69、6 月 6 日によれば「広島平和協会が第 1 回役員会で第 3

回平和祭の行事を決定するとともに協会の会則を変更し第 1 条（目的）に「『恒
久平和の念願と人類文化の向上』明示」とされた。

*19  広島市公文書館所蔵「広島平和協会一件」（昭和 24 年分）。
*20  昭和 24 年 8 月 7 日付中国新聞で「四萬坪に文化の粋、広島平和公園・当選

作決る」として「広島平和公園懸賞募集の一等当選」を発表している。
*21  参考文献 7）p.22、「8 月 2 日午後 4 時から開かれた広島平和協会常任委員会は、

突然 4 日後に迫っていた平和祭の中止を決定した。」とある。
*22   参考文献 7）p.23、「1951 年（昭和 26 年）5 月 10 日、第 1 回と第 2 回平和祭

の式典会場となった平和広場の平和塔の除去作業が始まった。直接の理由は、
『都市美観上と同地が記念公園となるため』（中国新聞 1951 年 5 月 12 日）と
報道された。

*23     参考文献 11）p.96、「六周年の祈り」「米空軍兵士が参列」として建設中の平
和公園の中にある供養塔附近で平和祭が実施されたことが写真付きで記述さ
れている。

参考文献
1） 広島市編：広島新史資料編Ⅱ／復興編（広島市発行、昭和 57 年）
2） 広島市編：広島新史都市文化編（広島市発行、昭和 58 年）
3） 広島都市生活研究会編：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、昭和 60 年）
4） 広島市編：広島新史年表編（広島市発行、昭和 61 年）
5） 広島県編：広島県戦災史（第一法規出版、昭和 63 年）
6） 広島市公文書館編修研究会編：図説広島市史（広島市公文書館発行、平成元年）
7）  宇吹暁著：平和記念式典の歩み（平和文化センター発行、平成 4 年）
8） 中国新聞社編：年表ヒロシマ／核時代50年の記録（中国新聞社発行、平成7年）
9） 被爆 50 年記念史編修研究会編・著：被爆 50 周年図説戦後広島市史／街と暮

らしの 50 年（広島市総務局公文書館発行、平成 8 年）
10） 浜井信三著：原爆市長／ヒロシマとともに二十年（朝日新聞社、平成 9 年）
11） 中国新聞社編：増補ヒロシマの記録／被爆 35 年写真集（中国新聞社発行、

平成 12 年）
12） 宇吹暁著：ヒロシマ戦後史（岩波書店、平成 26 年）
13） 被爆 70 年史編修研究会編：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（広島市発行、平成 30 年）
14） 広島市編著：広島新史資料編Ⅱ／復興編（広島市、昭和 57 年）

図の出典
図 1 林重男撮影、広島平和記念資料館提供
図 2 中国新聞社提供
図 3 国土地理院提供（参考文献 3 p.55 図 2-15 と同じ）
図 4 中国新聞社提供

平和祭・平和記念式典の場所移動と定着過程に関する研究
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図 5  広島市都市整備局区画整理課提供の図面を加工（参考文献 3 p.53 図 2-4
と同じ）

図 6 中国新聞社提供
図 7 広島市勢要覧 昭和 24 年版、p.7 から引用掲載
図 8 広島市公文書館所蔵
図 9 筆者撮影
図 10 中国新聞社提供
図 11  丹下事務所提供、吹き出し部分は筆者による加工
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1．はじめに

　本稿では、日本映画社（以下、日映）に所属し、準備段階から奔走しながら
1945 年 9 月以降にスタッフの一人として被爆地（広島・長崎）に入って撮影
を実施し、原爆記録映画「広島・長崎における原子爆弾の影響（Effects of the 
atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki）」（以下、「エフェクト」）の製作に携わっ
た相原秀二氏（あいはら  しゅうじ、本名は秀次、本稿では一部を除き秀二で統
一する、1910-2008）の資料に関連するいくつかの事項について述べる。
　筆者は現在、広島平和記念資料館が所蔵する相原秀二氏の資料（相原秀二資料）
と筆者の所属先である広島大学原爆放射線医科学研究所（以下、原医研）が所蔵
する「エフェクト」のフィルム資料について研究している。本稿はこの継続中の
研究について、その一部をまとめたものである。具体的には、

（1）原爆被災に関する映像について現在確認できる状況の整理
（2）相原秀二氏の履歴と相原資料との関連
（3）相原秀二資料の資料構造概要
に焦点を当てて述べる。

久保田明子（くぼた　あきこ）

広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部　助教

19�70　東京都生まれ�
95　�立正大学大学院文学研究科修士課程修了�

文教大学附属高等学校地理歴史科講師（～2015年3月）�
横浜国立大学経済学部飯島渉研究室（～2004年3月）

20�04　青山学院大学文学部飯島渉研究室（～2015年6月）�
06　国文学研究資料館リサーチアシスタント（～2014年3月）
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策と原子核物理学の黎明』京都大学出版会、2018年3月、315～334頁所収

主な論文
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2．原爆被災の映像フィルムの状況

2-1．「エフェクト」以前の映像資料
　以下の表 1 は、エフェクトが撮影される以前に、広島において原爆被災の状況
を日本人が撮影したとされる映像について確認したものであり、被爆直後から時
系列に並べたものである。本表は、2009 年に中国新聞に掲載された、西本雅実
記者によって書かれた記事を基盤にしている。

注 1　加納竜一、水野肇（1965）によれば、日映の東京本社からカメラマンが同行した、とある 1。
出典：西本雅美（2009）2、加納竜一・水野肇（1965）

　現在残る原爆被災を捉えた写真も大変に貴重なものであるが、写真に比べて機
器類も大掛かりで専門性や技術も更に問われ、保存等も難しい映像は、そのため
に扱える人数も少なくなるため、残りにくい状況となる。そのため、希少価値も
高まり、また社会も、まだどこかに埋もれている映像があるのではないか、と関
心を持ちやすく、注目されやすい。
　また、この大変な惨状の当日に撮影した、現存は確認できないとは言え 1960
年代までは残っていたと伝えられている唯一の映像が、ジャーナリストや映画会
社の人間ではなく、映像撮影を趣味としていた広島の一市民の手によるものであ
る、ということは、非常に興味深いところである。彼は報道としてでも記録映画
としてでもなく、自身の生きるその街の、見たこともない状況を眼前にして撮影
したのであろう。
　報道としての映像の最初は 1945 年 8 月 8 日以降の同盟通信大阪支社のカメラ
マンものとされる。現存の確認ができないが、敗戦以前であったため、これを見
た軍部はこの映像を大変重要な機密事項としたであろう。加納竜一、水野肇の著
書によれば、日映大阪支社のカメラマンである柏田氏が 8 月 11 日に広島に入り
撮影を試みたが、広島の司令部からは「広島は要塞地帯でもあり、また今回の爆

1　 加納竜一・水野肇（1965）p.31.
2　上記は以下を参照して作成した：「中国新聞　ヒロシマ平和メディアセンター」掲載（2020
年 2 月 14 日確認）http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=940

表 1　「エフェクト」撮影以前の原爆映像の状況（1945 年 8月 6日～同年 9月 5日、広島）

撮影時期 撮影者など 現状
1945 年
8 月 6 日

河崎源次郎氏（広島市民（缶詰製造会社経営）、
自身も被爆者）の 8 ミリカメラによる撮影

現存確認できず：広島逓信病院院長の蜂谷道彦
氏の勧めもあり、1963 年 1 月に広島平和記念
資料館に寄贈した可能性が高いが、現存しない。

1945 年
8 月 8 日

以降

土屋斉氏の証言：同盟通信大阪支社のカメラマ
ンが広島入りし、撮影→同年 8 月 11 日に送ら
れたフィルムが東京に到着し、陸軍参謀本部で
試写→その後、米軍に接収された、とされる

現存確認できず：アメリカ国立公文書館には収
蔵されていないことが確認されている

1945 年
9 月 3 日、
同 5 日

日映製作の「日本ニュース第 257 号」（1945 年
9 月 22 日公開）の撮影が行われたと考えられ
る
→ 9 月 3 日の根拠：同日に実施された昭和天皇
が派遣した永積寅彦侍従の視察場面がある注 1

→ 9 月 5 日の根拠：未編集フィルムの映像の最
終カットに「撮影 9 月 5 日」の手書き文字があ
る

「日本ニュース第 257 号」は現在 NHK が所蔵
する

未編集フィルムの複製が中国放送にあるとされ
ている
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弾は相当強力な爆弾であり、その様子をニュース映画に収められては、アメリカ
はより以上の爆弾を落とす可能性が強いから、軍の報道員であっても絶対写させ
ないと強く撮影を拒否されました」とある 3。「軍の報道員であっても絶対写させ
ないと強く撮影を拒否されました」という部分は、上記の同盟通信大阪支社のカ
メラマンの話と差異があるが、そういう撮影拒否の態度は戦争がまだ終わってい
ないこの時期には当然ありうることであり、且つ映像が敗戦後に米軍に接収され
るのもまた理解できる。米国側としては、初めて人類に向けて使ってみた新型兵
器の「効果」を確認することは、既に当時ある程度の予想がついていたであろう、
その後の核を巡る世界状況（冷戦）で主導権を取るためにも重要であった。可能
な限りの資料をアメリカは求め、多くの被爆関連の資料を接収したが、映像はそ
のわかりやすさにおいても特に重視されたであろう。そういう点でも、原爆被災
の映像は日本には更に残りづらい状況であったと考える。

2-2．原爆記録映画「エフェクト」
　1945 年 9 月 20 日ごろから撮影を開始した「エフェクト」は、日本人の撮影し
た早い時期の原爆被災映像の情報のなかで、現存の有無を考慮せずに考えた場合、
撮影順が 4 番目である可能性が高い。もっとも、現在多くの人が入手しやすく、
目にする機会も多い日本人撮影による原爆被災の映像という条件であれば、「唯
一」となる。「エフェクト」は、媒体（DVD）を購入することも可能である。広
島平和記念資料館の展示でも、映像の一部が採用されている。
　現在の私たちにとってこの「エフェクト」は、そういう点では、原爆被災の実
相を検討するときの重要な分析の対象であり、1 つの象徴となっている。テレビ
番組などの映像を流す媒体では資料映像としても活用され、映像そのものが既に

「原爆被災の実相」を示す資料（史料）となっている 4。私たちは、ストーリーや
エピソードの流れのある 1 つの「映画作品」というよりも、映っている風景、人
びと、科学的な分析を示す図表やナレーションに目や耳を留めやすい。また一方
で、「映画作品」としての検討（映画史研究（「エフェクト」という作品について
の研究））もされている 5。
　しかしながら、現在そういう位置づけで注目され、今後さらに重要視されるだ
ろうこの映像作品が、どのように製作され、どのような経緯で現在に至るのかと
いう、「エフェクト」についての歴史的な検証や調査は、現在のところ十分とは
言えない。それは、そういった調査研究を可能にする資料が活用されやすい状況
にない、ということとも関連するであろう。その点、相原秀二資料は数々の資料
の中でも整備が進められて活用しやすい貴重な資料ではあるが、今後は更に総合
的な視点を持ちながら、詳細な調査研究が望まれる。それが進めば、上記のよう
な「エフェクト」を史料として捉えるとき、あるいは映画研究の対象と考えると
きにも新たな視座をもたらすかもしれない。「エフェクト」のなかに映っている
ものを見てなぜその場面を写したのか、どうして映画にこの場面をこのタイミン

3　加納竜一・水野肇（1965）p.31.
4　例えば、後述する大矢（2012）など。
5　例えば、阿部・マーク・ノーネス（1999）など。
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グで入れたのか、というようなことを考えるとき、その「エフェクト」がどのよ
うな経緯で製作されたのかを知っているかどうかは、その検討の選択肢の幅が増
えることにもなり、結果、より深く研究ができることとなると考える。例えば、
8 月 6 日当日の河崎氏の撮影した映像がもし見つかったとき、それと「エフェクト」
とには一体どういった違いが見えてくるであろうか。

3．相原秀二の履歴と資料との関係

3-1．原爆以前の相原秀二
　資料の生成者である相原秀二（1909-2008）の履歴は、1981 年 7 月に飯島宗一
との共編で刊行された『写真集　原爆をみつめる：1945 年　広島・長崎』の著
者紹介の記述（恐らく本人も確認している記述であろう）が、原爆記録映画との
かかわりの部分がわかりやすい。以下に引用する。

　1909 年愛媛県松山市に生まれる。1939 年十字屋文化映画部入社。戦時企
業統合で日本映画社企画部に移籍。日映の原爆記録映画では加納竜一らとと
もに製作を担当。理研仁科研究室ほかとの準備打ち合わせに奔走し、広島、
長崎の現地撮影では物理班の演出を担当、また医学班などとの連絡調整にあ
たる。長崎の第 2 撮影では統括責任を果たした。以後現在にいたる 36 年間、
個人として原爆災害の調査研究に没頭し膨大な資料を収集。ライフ誌の原爆
特集号（1952 年）、仁科記念財団編『原子爆弾：広島・長崎の写真と記録』
の編集執筆にも関与した 6。

　十字屋とは 1874 年に原胤昭（はら　たねあき、1853-1942、クリスチャン、実
業家）が東京・銀座に開いた書店であるが 7、十字屋楽器店として撮影機、映写
機フィルムの販売を開始したことを契機に、1921 年、十字屋映画部が設立した。
そして 1938 年に文化映画部と改称し、1941 年に日本映画社に統合されるまで存
続したという 8。
　この時期の十字屋文化映画部には、「科学映画の父」、「科学映画の鬼」、吉岡
有文氏によれば「教材映画の鬼」とも言われる太田仁吉（おおたにきち、1893-
1954）がいた 9。太田仁吉、科学映画、教材映画、文化映画については、映画史や
科学史での研究を詳細に参照し検討すべきであるためここでは議論しないが、相
原がこの文化映画部に所属した時期は、太田仁吉らによる科学映画が盛んに製作
され、「科学映画とは何か」、「文化映画とは」というような議論も活発に行われ
た時期であった。そのことは当時文化映画部に所属していた相原に大きな影響を
与えたと考えられる。例えば相原は、当該時期に相原秀二名義で『文化映画』、『教
材映画』、『キネマ旬報』などに記事を掲載しているが、いずれもこういった影響

6　飯島宗一・相原秀二（1981）所収
7　原胤昭については、村上（2001）などの研究がある。
8　以上、十字屋文化映画部についての記述は吉岡（2017）p.98、による。
9　吉岡（2017）p.111。
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下のなかでの執筆であろう（表 2 参照）。そしてこれらの経験は、原爆記録映画
の製作時に重要であったと考える。日映として、あるいは相原個人としても、原
爆被災という未曽有の出来事を経験した地に入って記録映画を撮影するとき、多
くの議論をしたはずである 10。その際には、上記のような十字屋文化映画部時代
から日映時代までの相原の、あるいは日映のスタッフの科学映画製作の経験、例
えば取材の仕方、事前の調査や必要な学術的研究の調査の仕方、撮影などのノウ
ハウが多く活かされたはずである。現在、研究対象としている広島平和記念資料
館所蔵の相原資料は、「エフェクト」の撮影に関する資料でそのほとんどが占め
られているが、こういった日映や相原の原爆以前の経験・状況があったことを踏
まえて資料を考えることは、アーカイブズ学的検討（資料整理の在り方、考えら
れる資料活用の検討）としても合理的で有効であろう。そしてそれは、原爆被災
の実相を研究や映画史（科学映画製作史）の研究の可能性も広げると考える。

　十字屋文化映画部が 1941 年に統合された日本映画社（日映）は、もとは日本
ニュース映画社と言い、1940 年 4 月に設立された。戦争遂行のこの時期、同社は、
朝日・大毎東日・読売・同盟通信の 4 つの新聞通信社のニュース映画を統合した
という。その後、1941 年に日映に改組され、東宝や松竹などの文化映画製作組
織を吸収合併したが、その一つに十字屋文化映画部があった 11。この展開は日本
の映画史、あるいはマスコミ史を検討するうえで重要なところだが、本稿での注
目点は、

（1） 日映が企業統合の母体であったということから、同社が日本政府（関係省庁）
とのつながりを持っていた（戦後もある程度はその関係を保持していた）と
考えられる

（2） 相原が籍を置きはじめた 1941 年の日映には、「科学映画」、「教材映画」、そ
して「ニュース映画」を製作する専門家が集結していた

10　例えば、加納竜一・水野肇（1965）など参照。
11　以上は、「日映アーカイブ」の沿革のウェブページ http://www.nichieiarchive.com/
history.html を参照した（2020 年 2 月14日確認）。

表 2　相原秀二作成記事（原爆以前、1938-1942 年）

著者 記事タイトル 掲載雑誌 刊行年
相原秀二 興行情勢　今年上半期の検討と反省 『キネマ旬報』322 1938 年
相原秀二 フランスの文化映画 『文化映画』1（6） 1938 年
相原秀二 昭和十三年の感想 『キネマ旬報』338 1939 年
相原秀二 ニュース映画の分布について（3） 『キネマ旬報』344 1939 年
相原秀二 ニュース映画の分布について（4） 『キネマ旬報』345 1939 年
相原秀二 陸奥の旅 『教材映画』（62） 1940 年
相原秀二 製作報告「食用蛙」 『文化映画』1（11） 1941 年
相原秀二 文化映画の上映形態 『文化映画』1（2） 1941 年
相原秀二 シナリオ　珪藻土地帯 『文化映画』1（8） 1941 年
相原秀二 昭和十六年回顧　製作企画の省察 『文化映画』2（1） 1942 年

注：国立国会図書館 NDL ONLINE https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/ にて検索して確認し（2020 年 2 月 14 日）作成。
＊ 表 2 および 3 について：国会図書館で検索できる情報が全てではなく、相原が書いた記事はほかにもあるが、

本稿では傾向をつかむという意味で作成した。
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の 2 点である。
　（1）に関しては、それが 1941 年当時の日映の望む形であったかはともかく、
戦後、原爆の被災地で撮影を行う際にはある程度の効能があったと考える。日映
が撮影に挑んだ時期はアメリカ主導の占領が始まっており、制約や規制等非常に
難しい問題があったはずである。また、先に挙げた通り、戦争終結前には軍事機
密という点で広島の司令部が日本の報道機関に被災状況の撮影を禁止したという
話もあった。こういった、原爆を投下し占領を実施するアメリカとしては大変警
戒する事例に一企業（一映画会社）が太刀打ちできるとは考えにくい。しかし、
日映は、数々の難題に立ち向かいつつ、いくつかのトラブルに見舞われながらも、
撮影を実施できた。この撮影が「可能」であったことは、アメリカともある程度
の交渉ができたであろう日本政府や関係省庁、あるいは有力な機関とのチャネル
を持っていたことを想像させる。具体的には、文部省（当時）、その管轄下にあっ
た学術研究会議（当時）、あるいは理化学研究所（仁科芳雄）があるだろう。
　（2）は、前項の議論と多少重複するが、「エフェクト」の映像製作のレベル（品質）
は低くなかったということを示すと考える。一方で、8 月 6 日当日に撮影した河
崎氏のような撮り方ではなかったことも示す。これは河崎氏の映像が劣っている
ということではなく、「エフェクト」は、学術研究会議と連携して、映画会社として、
ある意図をもって製作されたものだ、という違いである。本稿では本件は紙幅の
関係もありその点は論じない。しかし、相原秀二資料の内容が「エフェクト」を
撮影するときの経験やメモ書きなどの文書、写真などが核となっていることを考
えると、この視点は、日映の撮影班が、あるいは相原が、どのような目的意識を
もって撮影したのか（例えば、相原をはじめとする当時の日映が被爆地をどう撮
影していくか、どういう「映画」を撮ろうとしたのか、どういう考えや議論があっ
たのか）、を検証する点で重要と考える。

3-2．原爆以後の相原秀二
　表 3 は、国立国会図書館の検索システムで調べた結果をもとに作成した、原爆
後に書かれた相原執筆記事や編纂でかかわった書籍のリストである。
　まず、自身の名前の表記が本名の「秀次」に変わっている。戦後最初のものと
確認できたのは、1952 年の『改造』33（17）に掲載された、三木茂との共著の

表 3　相原秀二作成記事（原爆以降、1952-1983 年）

著者 記事タイトル／編集等で関連した書籍 掲載雑誌／出版者 刊行年
相原秀次、三木茂 アイモの戦慄：カメラマンの見た広島、長崎 『改造』33（17） 1952 年
相原秀次 人生閑話：被爆 28 年目の視座 『望星』13（12） 1972 年
仁科記念財団編纂注 2 『原子爆弾：広島・長崎の写真と記録』 光風社書店 1973 年
相原秀次 寄稿：戦後史の原点として“戦略爆撃調査”を考

える：30 年目の回想と提起
『マスコミ市民』（84） 1974 年

飯島宗一、相原秀次 『写真集　原爆をみつめる：1945 年広島・長崎』 岩波書店 1981 年
相原秀次 上田家の古文書（追記）（天草陶石と高浜焼に関

する上田家の古文書（資料紹介））
『古美術』58 号 1981 年

臼井秀雄、相原秀次 『原爆前後』（上）（下） 朝日新聞社 1983 年
注 1： 国立国会図書館 NDL ONLINE https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/ にて検索して確認し（2020 年 2 月 14 日）

作成。
注 2： 1973 年刊行の『原子爆弾：広島・長崎の写真と記録』については、書誌情報では相原の名前は上がって

こないが、刊行の際には相原が多大な協力をしたことで知られているので、記載した。
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ものである。三木は、原爆の学術調査の際は土木建築班を担当した日映の社員で
ある。これが「1952 年」であることは、占領終了（1952 年 4 月 28 日に日本は主
権回復する）と関連するであろう。実際、この号の『改造』は、「この原爆禍：
再び世界の良識に訴える」という特集の増刊号であった。目次には、玉木英彦、
杉本朝男、武谷三男、早川幸男といった物理学者や原爆文学の大田洋子などの名
前が並ぶ。「ABCC の内幕」と題する文章もある。今までプレス・コード等の規
制もあって自由に語る／論じることができなかったことが噴出するような号であ
る。そこに、原爆学術調査に参加した物理学者や被爆した文学者たちとともに、
被爆地と調査を行った学者やそこに生きる人々を撮影した日映関係者が名前を連
ねる資格は十分にある。そして、そのポジションに相原がいた。
　1970 年代前半にも記事がいくつか見られるが、これは「被爆 30 年」の 1975
年を迎える、というタイミングであるとともに、「エフェクト」について大きな
動きがあった後の時期でもあった。アメリカに接収されたまま日本で見ることが
できず「幻の映画」と言われた「エフェクト」は、1967 年 11 月 9 日に、アメリ
カ政府より日本の文部省へ返還された 12。その後、「エフェクト」は公開されるが、
その際、文部省が映像の一部を削除して上映し、問題化した。相原がこの映画の
返還や公開の問題に関心が無い訳がない。彼は「エフェクト」をノーカットで公
開することを求める運動にも参加していたとも言われる 13。
　1974 年の『マスコミ市民』に掲載された文章が、戦略爆撃調査、つまりはア
メリカの戦略爆撃調査団に関する記事であることも興味深い。戦略爆撃調査団は、
アメリカ側の原爆被災の調査を行う組織であり、「エフェクト」の製作にも大き
く関与した 14。また、この時期から 1980 年代までの相原は『原子爆弾：広島・長
崎の写真と記録』、『写真集　原爆をみつめる：1945 年広島・長崎』、『原爆前後』

（上）（下）など、原爆関連の書籍の編纂や刊行への協力も行っている。このよう
に、相原は戦後も長く原爆に強くこだわり、発信を続けたことがわかる。そして
相原秀二資料は、このような活動の証左ともなるものと考える。つまり、同資料は、
単なる「エフェクト」の製作資料（映画撮影資料）ではない、ということである。
　また 1 点、1981 年の古美術に関する記事は、目を引く。しかしこれもまた、
日映を退社したあと中央公論美術出版に勤務した経歴も考えれば、そのような方
面にも関心があったと想像することはおかしいことではないであろう。彼はまた
大佛次郎との交流もあった 15。このような、美術や文芸方面への相原の関連を示
す資料は、ごく少数であるが、やはり相原秀二資料のなかにあり、相原の戦後の
人生が決して原爆一色ではなかったことを証明している。

12　例えば「幻の原爆映画　22 年ぶりに帰国」朝日新聞（東京、朝刊）1967 年 11 月 10 日付に「九
日夕、文部省に里帰りした」とある。
13　落葉（2007）p.97.
14　落葉（2007）によれば（pp.101-102.）、相原秀二資料に「米国戦略爆撃調査団の映画製
作について関係課への通達文書（1946 年 5 月 24 日付）」がある。これは相原ら 4 名の日本
人が戦略爆撃調査団の映画制作のために雇用されていることが記されているとのこと。
15　相原氏の日映退社後の就職や大佛次郎との交流に関しては、広島平和記念資料館所蔵の
相原秀二資料による。
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4．相原秀二資料の資料構造概要

4-1．相原秀二資料の寄贈の経緯：広島のものは広島へ、長崎のものは長崎へ
　相原秀二資料は、現在、広島平和記念資料館と長崎原爆資料館の 2 か所で所蔵
されている。以下の表 4 は、それぞれについての寄贈、内容（物量）、資料活用（展
示）の状況を示している。

　上記のことから、以下のことがわかる。
（1） 相原秀二資料は、本人の取捨選択を経たものが寄贈されて残っている。
（2） 相原秀二資料は、広島と長崎において、時間をあまり置かずに、資料の整理

を行い、展示を実施している
（3） 相原秀二資料を検討、活用するときは、広島と長崎の両方の分に留意する必

要がある

　（1）について：個人の資料が残される場合、没後にご遺族などから取捨選択な
くまとめて寄贈されることが多いが、相原秀二資料は本人が自身で「平和」の博
物館（平和博物館）に寄贈している。そのため、相原秀二の個人的な資料や「原
爆」の関連が薄いものについては意図的に排除し、寄贈先に相応しいものを選ん
で寄贈した可能性がある。その点では、相原秀二資料だけを見て相原秀二の人物
像を形成することは難しいところがある。また、相原秀二の評価によって寄贈資
料は選別されている。つまり、相原秀二が不要だと判断したものは寄贈資料に含
まれていない可能性がある。
　（2）について：広島と長崎において、寄贈を受けた後にすぐに資料整理が行わ
れ、社会発信として展示を実施したことは、相原秀二資料を社会に広く知っても
らい、活用してもらうことを促すこととなったはずである。
　（3）について：広島に関連するものは広島に、長崎に関連するものは長崎に、
ということで 2 つに分けられたと考える。これは、両資料館が展示などで活用す
る場合は合理的な側面もあるが、完全に分けきれない資料もあるはずであり、例
えば広島分のなかには、長崎に関連する資料も含まれている。そのため、相原秀

表 4　相原秀二資料の寄贈状況

最初の寄贈：1999 年に相原氏本人から埼玉県平和資料館へ寄贈
その後の状況 広島分：広島平和記念資料館 長崎分：長崎原爆資料館

寄贈 2004 年度に始まった被爆資料等の全国収集
事業の一環として、将来的な保存・活用の点
から広島平和記念資料館に寄贈される

2007 年 10 月に長崎原爆資料館に寄贈される

内容
（物量）

・段ボール箱 3 箱、バインダー241冊、封筒 72 袋
　その他、書籍や資料の束などがあった
・整理作業の結果、以下の点数を確認：
　 文書類 2,683 点、写真類 8,279 点、書籍

211 冊

全 122 冊
長崎原爆の写真、長崎医科大学・三菱長崎造
船所・城山国民学校などの被害記録、長崎学
徒動員の記録、被爆者の証言など

資料活用
（展示）

企画展「廃墟にフィルムを回す：原爆被災記
録映画の軌跡」
広島平和記念資料館
2009 年 2 月 25 日～7 月 15 日

企画展「原爆を記録する：相原秀二資料展」
長崎原爆資料館
2010 年 6 月 15 日～7 月 31 日、9 月 3 日～9
月 30 日、12 月 20 日～翌 2 月 28 日開催

出典：落葉（2007）、大矢（2012）などを参照して作成
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二資料を活用した研究を実施する際は、その主題にもよるが、可能な限り両方に
留意する必要が出てくる。これはマイナスな側面という訳ではないが、ユーザー
側にとっては調査研究の手数が少し複雑になる。それはまた、資料を活用した調
査研究がなかなか広がらない要因にもなりうるであろう 16。
　もし活用の発展を促進しようとするならば、例えば、博物館において相原秀二
資料の展示を適度に行う（様々な資料を公開する／複数回実施する）、目録を作
成して公開する、保存の観点と活用の発展という目的の資料のデジタル化、とい
う方法もあるであろう。しかしながら一方で、この“平和博物館”の主たるミッ
ションとは必ずしも言えない手間のかかるこういった業務をそれぞれの資料館に
強く求めてよいものかは躊躇するところでもある 17。

4-2．相原秀二資料の資料構造概要：広島分と長崎分のそれぞれの特徴
　落葉（2007）によれば、広島分は文書、写真、書籍に大別され 18、中には、例えば、
特徴的な資料の一つとして 6 冊からなる『原爆記録映画誌（相原日誌、以下、相
原日誌と記す）』がある 19。この相原日誌は、1945 年当時の資料ではなく、後年、
相原氏が当時を思い起こして時系列順に書き起こした日誌である。そして、この
日誌を執筆するために見直された文書類も日誌に挟み込まれたり、あるいは別置
で所蔵されている。つまりは、この日誌は、相原氏にとって原爆関連の自身の調
査の集大成的位置付けであったと言えよう。そのため、資料全体を読み込むにあ
たってはインデックスのような役割も期待できる。そして当然、ここには長崎の
原爆に関する記述も含まれる 20。
　また、落葉（2007）では、上記の相原日誌以外にも、同資料内の特徴的なもの
として、
・撮影記録報告用紙
・映画製作の原案
・映画解説原稿
・米国戦略爆撃調査団の映画製作について関係課への通達文書（既述、注 13）
などを挙げている 21。これらは、広島と長崎とに分けることができない、「エフェ
クト」製作に関連する基本的な資料と言えよう。

16　長崎総合科学大学の大矢正人氏は、相原秀二資料の長崎分と広島分の両方を調査し、長
崎の原爆の残留放射線の問題に関する研究を報告している（大矢（2012））。
17　デジタル化について。筆者は広島平和記念資料館資料調査研究会で採択していただいて
いる研究課題「原爆記録映画の基礎研究：広島平和記念資料館所蔵相原秀二資料と広島大
学原爆放射線医科学研究所所蔵映像資料について」で、3 年間、相原秀二資料のデジタル化
を少しずつ進めている。デジタル化対象の資料については、同館の担当である落葉裕信学
芸員とともに相談の上選んでいる。但し、全体のデジタル化については程遠く、またこの
デジタル化資料の活用については今後の検討課題である。
18　落葉（2007）p.98.
19　落葉（2007）pp.99-100.
20　大矢（2012）では、同研究の際に、広島平和記念資料館所蔵分では、分類番号 AH01-
0007～AH03-3844 中の長崎関連部分を調査した、とある（p.21.）。また参考文献として特に

「原爆記録映画誌 1～5」を挙げている（p.71.）。
21　落葉（2007）pp.101-102.
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　以上のことから、広島平和記念資料館には、広島分とともに「エフェクト」製
作にかかわる根本的な資料が含まれていることは明らかだ。これは広島平和記念
資料館所蔵分の重要な特徴であろう。つまり、長崎の原爆被災に関する「エフェ
クト」の調査研究をするときは、広島平和記念資料館所蔵分にもあたる必要があ
る、ということであり、こういった情報は資料を活用したいユーザーには周知し
たほうが良いと考える。
　また、広島分と長崎分を分けたのは誰がどのように実施したのか、ご本人の確
認があったのかは現在ではわからないが、広島分の中に長崎分があるのであれば、
やはり長崎分のなかに広島分が入っている可能性はあるであろう。その点では、
上記同様、広島の原爆被災に関する「エフェクト」の調査研究をするときは、長
崎原爆資料館所蔵分もまた留意したほうがよいということである。
　一方、長崎分では、大矢（2012）によれば、長崎原爆の写真、長崎医科大学・
三菱長崎造船所・城山国民学校などの被害記録、長崎学徒動員の記録、被爆者の
証言などがあり 22、相原秀二資料の今後の課題として、「相原資料には人的・社会
的被害に関する資料も多数含まれている。記録映像にはない家庭・地域社会の崩
壊による人びとの生活破壊の実態を、被爆者の証言、工場・学校などの被害状況、
学徒動員の被災状況の資料を基に明らかにし、原爆被害の実相を「社会的記憶」
とするために役立てることも重要な課題である」と指摘している 23。
　こういった「人的・社会的被害に関する資料」は、広島の資料（広島平和記念
資料館所蔵分）のなかにもあるが、先に述べた略歴に「長崎の第 2 撮影では統括
責任を果たした」とあることからも、これらは、長崎原爆資料館にある長崎分の
資料のなかで特徴的な位置付けとなっている可能性は高い。また、長崎医科大学・
三菱長崎造船所・城山国民学校といった、長崎の原爆被災を考える際に重要な、
ある特定の地点（組織）の被害に関するまとまった資料があるというのも、広島
分の資料とは少し違う様相と言えるかもしれない。

5．おわりに

　本稿での要点を以下にまとめる。
（1） 「エフェクト」は、現在もっとも多くの人々に見られる（見られる機会が多い）、

日本人が撮影した唯一の原爆被災の記録映像資料である。そのため、その映
像の成立過程や歴史的経緯を分析することは必要であり、その調査研究に相
原資料は必須である。

（2） 相原秀二が「科学映画」「文化映画」「ニュース映画」の製作会社であった十
字屋文化映画部、日映の社員であった履歴は、「エフェクト」製作に十分に
生かされたと考える。そしてそれは、相原秀二資料の特徴の要素となってい
る。

（3） アメリカに接収された「エフェクト」が日本に返還され、公開についての問
題が起きる 1960 年代後半や「被爆 30 年」を迎える 1970 年代など、相原氏

22　大矢（2012）p.21.
23　大矢（2012）p.71.
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は原爆投下後（「エフェクト」撮影後）も長く原爆および「エフェクト」に
強い関心を持ち続けた。相原秀二資料には、その時期のものも含まれている。
また、芸術・文芸に関連する資料もある。そのため、本資料は単に「エフェ
クト」製作のみに特化した資料ではないと言える。

（4） 相原秀二資料は現在、広島平和記念資料館と長崎原爆資料館の 2 か所で収蔵
されている。但し、それぞれに完全に分けられてはおらず、両者は互いの地
域の資料をもっている。また、「エフェクト」製作の基本資料は、広島に多
く所蔵されている。

　以上から、相原秀二資料については、例えば、
（1） 現在多くの人々に知られている原爆被災の早い時期の映像資料としての意義

や象徴的存在としての検討
（2） 映画史研究（「エフェクト」を作品として捉えての研究（作品論）／映画製

作史／「科学映画」としての検討など）への活用
（3） 原爆学術調査（科学研究／科学史研究）という側面だけでなく、人的・社会

的被害に関する研究への活用
といった面に留意して、アーカイブズ学的な整備や検討をするべきであると考え
る。
　そして、広島と長崎に物的には分かれてはいるが、両方を合わせて、資料を総
合的に捉える必要があると考える。

　今後の課題としては、もし可能であれば長崎原爆資料館所蔵の資料の調査をさ
せていただき、広島平和記念資料館所蔵分との関連を分析したい。
　また、相原秀二だけでなく、他の日映関係者も含めて、執筆記事や活動につい
て調査するとともに、「エフェクト」の完成後からの歴史的経緯について調査研
究し、最終的には原医研所蔵のフィルム（これは、アメリカから返還されたフィ
ルムの原本である可能性が高い）との関連を明らかにしたい。
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1．はじめに

　平和記念資料館は、被爆資料の展示を通して被爆の実相を伝え、核兵器の廃絶
と世界恒久平和の実現に寄与することを目的に 1955 年 8 月に開館された。2006
年には戦後の建築物としては初めて国の重要文化財に指定されている。
　1994 年には大幅な展示の拡充が図られたものの、展示に関していくつかの問
題点もあった。開館後 51 年が経過し、老朽化などに対応した建物の整備、被爆
体験を次世代に分かりやすく伝えるための展示の更新、被爆体験証言活動などの
充実を図るべく、2007 年に広島平和記念資料館更新計画が策定された。

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副所長兼埋蔵文化財センター長

19�62　宮崎県生まれ�
85　京都大学農学部林産工学科卒業�
87　京都大学大学院農学研究科修士課程修了�
91　京都大学大学院博士後期課程単位認定退学�
91　京都芸術短期大学専任講師�
93　京都造形芸術大学専任講師�
95　奈良国立文化財研究所（現　奈良文化財研究所）研究員

20�10　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�
20　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）

リニューアルオープンした本館の展示環境

図1　使用したデータの観測ポイント（☆印）
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　国の重要文化財であることから、建造物としての保存を図るとともに、本来の
平和記念資料館が担っている責務を果たすための活用を図るためには、コンク
リートの中性化の進行を抑える補修工事と耐震性の向上を図る補強工事が必要と
された。
　改修前の資料館本館には東側と西側に設けられている外に通じる階段があり、
展示室への外気の影響が懸念されていた。今回の改修により、同部分は遮蔽され
た構造となっており、外気の影響がかなりの程度改善されているものと考えられ
る。今回の改修を機に、展示環境を把握し、モニタリング体制を構築することは、
今後の展示環境の整備と改善に必要不可欠であると考えられる。本研究では、リ
ニューアル後の資料館の展示環境を概観するため、手始めに入館者数と炭酸ガス
濃度の関係、展示室内への外気の影響、ならびに展示ケース内の環境について調
査をおこなった。
　資料館の学芸課では、資料館内において多くの環境データを観測し、収集する
データロガを設置している。今回、着目した観測ポイントを図 1 に示す（☆印）。
なお、外気の気温と湿度については広島地方気象台発表のデータを比較のために
使用した。

図 2　展示室内と展示ケース内の炭酸ガス濃度（上）と入館者数（下）
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2．入館者数と炭酸ガス濃度

　図 2 上は展示室内および展示ケース内の炭酸ガス濃度、図 2 下は入館者数を示
したものである。5 月に入館者数が日に 18000 人に達した時期の炭酸ガス濃度は
3000ppm を超えている。これに対し、8 月の日に 14000 人を超える入館者があっ
た時には炭酸ガス濃度は高々1300ppm 程度であった。また、11 月下旬には、炭
酸ガス濃度が 3500ppm に達している時期があった。概して入館者数が多くなる
と炭酸ガス濃度は高くなる傾向にある。いっぽうで、夏場において入館者数が多
いのにもかかわらず、炭酸ガス濃度が高くならないことは夏場の空調システムや
換気システムが炭酸ガス濃度を低減させるプラスの効果を有していることが考え
られる。空調システムと換気システムの運用法についても検討をしていくことが
重要であろう。
　展示ケース内の炭酸ガス濃度は年間を通して 500ppm 程度である。ケースの密
閉性が高く、入館者数の急激な増加による展示室内の炭酸ガス増加の影響を受け
ていないということができる。

3．資料館展示室への外環境の影響

　東館 1 階には資料館の出入口があり、東館は外気の影響を大きく受けているこ
とがわかっている。資料館本館の展示室は、東側のわたり廊下で東館とつながっ
ていることから、このわたり廊下部分でどの程度外気の影響を受けているかを知
ることは重要である。図 3 は広島地方気象台発表の 2019 年 3 月 26 日から 2020
年 2 月 25 日までの気温と湿度の変化をプロットしたものである。この期間の夏
季の最高気温は 35 ℃、冬季の最低気温は 0 ℃であった。特徴としては、7 月下
旬から 8 月上旬にかけて気温が 35 ℃に達する酷暑であったものの、その後、8
月下旬には日照が少なくなり、いったん、気温の低下が生じていることである。
また、冬季に気温があまり低下しない暖冬となったことも特徴的である。
　わたり廊下の温湿度データロガの記録は 8 月以降しかないが、夏季の最高気温

図 3　広島地方気象台発表の外気の温湿度データ

リニューアルオープンした本館の展示環境
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が 33 ℃で外気に対して 2 ℃程度低く、冬季の最低気温は 8 ℃と外気よりもかな
り高かった。また、冬季の気温の日較差は外気よりも大きくなる傾向を示した（図
4）。湿度は外気よりも低くなる傾向にあり、東館で受けている外気の影響はほと
んどないものと考えられる。
　図 5 は、資料館本館の展示室の南側の窓と展示室の間に内壁を設けることによ
り作られた空間の気温と湿度の変化を示したものである。南側空間は夏季に日中
の気温が急激に上昇し、48 ℃に達している日もある。これは資料館の南側への
日射の影響である。相対湿度は南側空間の気温の上昇とともに低下し、気温の低
下とともに上昇しており、絶対湿度の大きな変化は認められないことから、外気
の侵入などが生じていることはないということができる。
　図 6 は、展示室内で露出展示がおこなわれているエリアの気温と湿度の変化を
示したものである。南側空間の気温の日変化がきわめて大きいのに対し、展示室
内の気温の変化はあまり大きくない。このことは、建物への日射の影響による展
示室内部の気温の上昇はほとんど生じていないということを示しているものであ
り、南側空間が日射の影響を緩和する空間としてきわめて有効に作用しているこ

図 4　わたり廊下の温湿度の変化

図 5　南側空間の温湿度の変化
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とを示すものである。

図 7　広島地方気象台のデータから算出した外気の絶対湿度

図 6　露出展示エリアの気温と湿度の変化

図 8　展示室内の絶対湿度

リニューアルオープンした本館の展示環境
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　これに対し、展示室内の相対湿度は日較差が大きい。図 7 上は広島地方気象台
のデータから算出した外気の絶対湿度、図 8 は展示室内のデータから算出した絶
対湿度である。展示室内の絶対湿度の変化は外気と概ね同じ挙動を示している。
夏季に展示室内の炭酸ガス濃度の上昇が抑制されていることが換気システムによ
るものと仮定するならば、外気からの水蒸気の移動も生じている可能性が考えら
れる。炭酸ガス濃度だけではなく、絶対湿度の観点からも空調システムおよび換
気システムについて検討をしていく必要があろう。
　最後に、展示ケース内の温湿度の変化を図 9 に示す。展示ケース内は安定した
状態にあり、展示ケースの外からの影響をほとんど受けていないことが明らかで
ある。

4．まとめ

　リニューアルオープンした資料館本館の展示環境を概観するため、手始めに入
館者数と炭酸ガス濃度の関係、展示室内への外気の影響、ならびに展示ケース内
の環境について調査をおこなった。
　概ね、入館者数が増加すると炭酸ガス濃度が高くなる傾向にあるが、夏季には
入館者数の増加にかかわらず 500ppm と安定した状況にある。資料館本館の南側
に設置されている空間は断熱層として展示室の温度を安定にする効果があること
が明らかとなった。展示室内の気温は安定しているものの、相対湿度の日較差は
大きい。また、絶対湿度の変化も外気の絶対湿度の変化と同じ挙動を示してお
り、外気の侵入が考えられる。展示ケース内は安定した状態にあることも明らか
となった。
　リニューアルにより資料館本館の展示室内への外気の影響はかなり改善されて
いるということができる。しかし、いっぽうで炭酸ガス濃度の挙動を含め、絶対
湿度の変化についても明らかとするためには、空調システムおよび換気システム
についてその仕様と運用法を検討する必要がある。

図 9　展示ケース内の温湿度変化
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要旨

　広島、長崎に投下された原爆からは初期放射線として中性子およびガンマ線が
放出された。被爆者のあびた中性子線量およびガンマ線量はこれまで T65D（1965
年暫定線量）、DS86（1986 年原爆線量評価システム）、DS02（2002 年原爆線量
評価システム）と呼ばれる放射線量（原爆線量）が使われてきた。原爆線量は原
爆の爆発点から地上の各地点までの距離の関数として表される。これまでの一連
の報告では原爆線量の中で中性子線量が正確かどうかについて地上に残っている
残留放射能の測定値と比較することにより評価することを目的とする。本会研究
報告第 14 号では爆心から 500 m 以内の被爆岩石中に残っている誘導放射能ユー
ロピウム－152（152Eu）の被爆岩石中の深度分布について報告した。本会研究報
告第 15 号では爆心から 2 km 以内の被爆鉱物資料に残っている 152Eu の強度分布
と DS86、DS02 原爆線量に基づく計算値との比較について報告した。本研究報
告では被爆鉄材中の残留放射能 60Co の実測データと DS86 および DS02 原爆線
量に基づく計算値との比較を行う。

1．はじめに

　広島、長崎に投下された原爆からは核爆発とともに中性子とガンマ線が放出さ
れた。中性子は大気中を通過して地上に届き、そこに居た人や地上の物質を放射
化した。人の受けた中性子線量を見積もるには地上にあった物質中に生成された
残留放射能の強度を爆心からの距離の関数として表し、計算結果と比較する必要

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 3）
－被爆鉄材中の 60Co 強度分布－

静間　　清（しずま　きよし）

広島大学　客員教授

19�49　島根県生まれ�
72　広島大学理学部卒�
77　広島大学大学院理学研究科単位取得退学�
79　広島大学工学部助手�
92　広島大学工学部助教授�
97　広島大学教授

20�05　広島大学大学院工学研究科教授�
13　広島大学定年退職、広島大学特任教授�
18　現職

「原爆放射線の人体影響　1992」放射線被曝者医療国際協力推進協議会編
（1992年　文光堂）（共著）
「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）
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がある。残留放射能には中性子が鉄材にあたって核反応を起こして生成される
60Co（半減期 5.27 年）がある。60Co は半減期が比較的短いが 1990 年頃までは化
学分離を行なえば爆心から約 1.6 ㎞付近まで測定することが可能であった。この
他に中性子が鉱物資料にあたったときに、岩石、瓦などに微量元素として含まれ
ているユーロピウムとの核反応により生成される 152Eu（半減期 13.5 年）がある。
ユーロピウムの中性子吸収断面積は 5800 b（b：バーンは断面積の単位）で大きい。
152Eu の生成過程については本研究報告第 14 号で報告した。本研究報告において
は 60Co の測定結果について報告する。また、被爆鉄材資料は原爆ドームを除き、
6 つの被爆建造物について建物が取り壊される前に採取した（原爆ドームについ
ては被爆の実相を伝える建物として保存されている）。これらの被爆建造物が被
爆線量評価に果たした役割についても述べる。

2．被爆資料の収集

2．1　鉱物資料（岩石、瓦）中の 60Co
　鉱物資料には様々な微量元素
が含まれている。表 1 に遠藤ら 1）

により行われた広島市内 11 カ
所の表土から集められた土壌の
放射化分析の結果を示す（表 1
では K および Ti については分
析されていない）。土壌の放射
化分析はこれまで地上の放射化
をもとに人の被爆線量を見積も
るために橋爪ら 2）、および Kerr
ら 3）により行われた。Kerr ら 3）

のそれらの結果も表 1 に示す。
これより、土壌中の主要元素は
Al、K、Na、Fe、Ti、Mn、Rb
などが含有率にして 100 ppm 以
上含まれている。従って、花崗
岩や瓦などの被爆資料では 60Co
も残留放射能として生成されて
いる。

2．2　60Co 測定の先行研究
　これまでに行われた原爆線量
の研究は筆者が本会研究会報
告第 14 号に報告したように、
T65D および DS86 は主として
米国側はオークリッジ国立研究
所、ロスアラモス国立研究所と

表 1　�遠藤ら�1）による広島市内 11 カ所で集められた土壌の放
射化分析の平均値と Kerr ら 3）�による広島の表土の成分

元素 原子番号
広島市内 11 カ所

の平均濃度 1）

（ppm）

原爆
ドーム 3）a

濃度
広島城 3）b

（ppm）

Na 11 19300 ± 20% 16000 12400
Al 13 63300 ± 14% 71000 64900
K 19 31100 31100
Sc 21 5.12 ± 12% 5 5
Ti 22 1520 1520
V 23 21.4 ± 26% 22.3 25.3
Cr 24 20 ± 65% 20.5 27.3
Mn 25 517 ± 13% 467 587
Fe 26 17100 ± 16% 17700 20600
Co 27 4.13 ± 23% 3.7 3.8
Rb 37 137 ± 12% 230 225
Sr 38 45 ± 38% 70 70
Zr 40 105 ± 40% 41 35
Nb 41 2 ± 60% 7 5
Sb 51 1.87 ± 11% 1.4 0.8
Cs 55 4.4 ± 14% 5 5
La 57 27.4 ± 23% 23 21
Ce 58 88 ± 24% 40 36
Sm 62 3.7 ± 27% 3.4 3
Eu 63 0.81 ± 15% 0.9 0.9
Gd 64 2.23 ± 44%
Yb 70
Lu 71 0.133 ± 33%
Hf 72 4.17 ± 19% 4 4
Ta 73 0.8 0.8
Th 90 14.3 ± 30% 13.3 9.9
U 92 0.85 ± 18% 2.8 2.6

a  原爆ドームの約 200 m 西
b  広島城の約 1 ㎞ 北
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日本側は放射線医学研究所（放医研）、放射線影響研究所（放影研）および広島
大学原爆放射線医学研究所（原医研）が中心となって進められてきた。残留放射
能として鉄材の中に 60Co が生成されていることは早くから知られていた。広島
原爆の残留放射能として 60Co の
測定は東京大学の斎藤 4）により、
爆心地域への早期入市者の被爆線
量を推定するために行われた。図
1 に 60Co に関する先行研究の結
果を示す。図 1 において計算値 
Mendelsohn（1987）とあるのは
DS86 による計算値と同等である。
60Co の調査研究については DS02 
Vol.2 5）に詳しく述べられている。
斎藤による最初の 60Co の測定は原
爆ドームの雨樋についてのもので
544.8 ± 38 dps/gCo、557.4 ± 8.7 
dps/gCo（3.96 ± 0.28 Bq/mgCo、
4.05 ± 0.06 Bq/mgCo に相当）で
与えられた。斎藤の測定値は最初
の研究結果として意義のあるもの
であったが、図 1 からわかるよう
に、その後の測定値と比べれば大
きくずれた値であった。
　放医研の橋爪ら 6, 7）の測定は広
島の 4 資料、長崎の 2 資料につい
て建物表面にあった被爆資料では
なくてコンクリート中の 6～10 ㎝
の深さから採取された鉄筋につい
て行われた。これは人の被爆線量
を評価するためには熱中性子では
なく、速中性子がよいと考えら
れたためである。このためコン
クリートの表面から深さ約 8 ㎝に
あった鉄筋が適していると考えら
れた。広島の 4 資料と長崎の 2 資
料の実測値は図 2 に示されたよう
に放医研およびオークリッジの計
算値（T65D）とよく一致していた。
この結果から T65D 線量は正しい
とされた。しかしながら、1986 年
に新たな原爆線量評価システム
DS86 が示されて、中性子線量は

Kerr

Kerr

図 1　1990 年までの 60Co の測定データ

図 2　�橋爪ら 6,�7）の広島のコンクリートの表面から 6～10
㎝の鉄筋 4サンプルと長崎の同様の 2サンプルの測
定結果。オークリッジ（ORNL）の計算および放医研
（NIRS）の計算結果はよく一致していた（1975 年）。
その後、1985 年の原爆線量 DS86 では中性子線量は
約 1/10 に減少した。
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広島で約 1/10 に減ることになった。
　橋爪ら 8）は他にも建物の屋上の鉄リング（コンクリートの約 8 ㎝の深さではな
く建物表面にあった鉄）も採取していたのでのちにそれらも測定し、図 1 に示し
たような DS86 の計算値とほぼ一致する結果を得た（本川小学校：373 m、4.38 
Bq/mgCo、袋町小学校　441m、3.30 Bq/mgCo、キリンビヤホール　650 m、0.982 
Bq/mgCo、広島市役所　997 m、0.115 Bq/mgCo、なお放射能値（Bq）は被爆直
後に補正された値である）。
　DS86 では新たに 152Eu が残留放射能として加えられることになり、金沢大学
のグループにより鉱物資料の収集と測定が行われた。鉱物資料には 152Eu だけで
なく 60Co も生成されている。図 1 に示したように中西ら 9）は島病院の瓦につい
て 12.50 ± 0.99 Bq/mgCo、元安橋花崗岩について 12.8 ± 5.1 Bq/mgCo を得た。
　原医研の星、加藤は 10）は図 1 に示したように地上距離 322 m の住友銀行屋上

（地上距離 262m）の鉄リングについて 6.0 ± 1.3 Bq/mg、地上距離 344 m の富国
生命ビル屋上の鉄リングについて 5.7 ± 0.6 Bq/mgCo、6.7 ± 0.6 Bq/mgCo、5.9
± 0.6 Bq/mgCo、6.8 ± 0.6 Bq/mgCo を得た。また、相生橋の鉄板 A：2.9 ± 0.3 
Bq/mg、鉄板 B：1.8 ± 0.2 Bq/mg を得た。相生橋のデータについては一部が遮
蔽されていたのでその後の評価には使われなかった。
　日本分析センターの木村ら 11）およびオークリッジの Kerr ら 12）は 1985 年に解
体された中国電力ビルの手すりと 1983 年に解体された横川橋の東側アーチ部分
から切り取られた被爆鉄資料を分析した。中国電力の手すりを図 3 に、横川橋の
切り出された鉄板を図 4 に示す。図 4 の A、B の鉄板は木村らが測定し、C、D
の鉄板は Kerr らに送られて測定が行われた。また、架け替え前の横川橋の写真

図 3　中国電力ビルの煙突の台 11） 図 4　横川橋のアーチ部分から採取された鋼鉄試料 11）

図 5　�1983 年に架け替えられた横川橋
（広島市公文書館提供）
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を図 5 に示す。横川橋の鉄材は写真からわかるように巨大な構造物であった。分
析にあたってはいずれの研究所も化学分離・濃縮が行われた。Kerr らが 60Co の
測定に使用した装置は「月の石」の分析が行われた装置であった。中国電力の試
料について木村らは 0.44 ± 0.063Bq/mgCo、Kerr らは 0.423 ± 0.025 Bq/mgCo
を得た。
　また横川橋試料について木村らは 3A：0.00515 ± 0.00080 Bq/mgCo、3B：
0.00353 ± 0.00100 Bq/mgCo、Kerr らは 4D：0.00560 ± 0.00050 Bq/mgCo、4C
について 0.00257 ± 0.00025 Bq/mgCo を得た。

2．3　1990 年以降の被爆鉄材の収集
　1990 年以降に我々が行った被爆鉄材の収集場所を図 6 に示す。被爆建造物の
名称は被爆時の名称を表す。これらの被爆鉄材は広島県産業奨励館を除いて建物
の取り壊しの前に収集された。

（1）広島県産業奨励館からの被爆鉄材の収集
　現在の原爆ドーム（旧広島県産業奨励館）の竣工、被爆時、現在までの経緯に
ついては『ヒロシマの被爆建造物は語る』13）に詳しく述べられている。この文
献 13 を基に旧広島県産業奨励館の歴史についてについて以下に紹介する。
　この建物は 1914 年 4 月 5 日に広島県物産陳列館として完成した。設計者はヤ
ン・レツル（当時のオーストリア）であった。建物の名称も 1921 年に商品陳列
所、1933 年からは産業奨励館と改称された。ところが戦争の進展はこの建物に
も暗い影を落とすことになり 1944 年 3 月 31 日、館業務は廃止された。1945 年 8
月 6 日の原爆投下によって建物内にいた人はすべて即死した。その後、1953 年
には県から広島市に管理が移管されたがこの廃墟はいつの頃か原爆ドームと呼ば

図 6　�1990 年以降の被爆鉄材の
収集場所。被爆建物の名称
は被爆当時を表す。これら
の資料は建物の取り壊しの
際に収集された。広島陸軍
糧秣支廠倉庫の鉄板はコン
トロール資料として収集さ
れた。
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れるようになった。1960 年代に入ると原爆ドームも風化が進み、その保存をめ
ぐって「記念物として残す」という考えと「危険物であり、被爆の惨事を思い出
したくないので取り壊す」という意見が対立した。しかし、国の内外や市民の保
存要請を受け、また、全国募金によって 1967 年に第 1 回保存工事が行われた（文
献 13、pp.26-31）。
　原爆ドームの第 2 回補存工事が 1989～1990 年に行われた。このときドームの
頂上部のアーチ状の鉄骨を支える腐食
した鉄製の台座の部分が交換された。
この台座はさびていても貴重な被爆資
料であったので、1989 年 2 月 24 日に
この台座部分をもらい受けた。このた
めに当時の広島大学長（田中隆荘）か
ら当時の広島市長（荒木武）に被爆資
料採取のための依頼状を送り、広島市
長から許可証を受けた。台座（鉄板）
の写真を図 7 に示し、図 8～10 に採取
場所、鉄板の分割の位置を示す。また、

図 8　原爆ドームのスケッチ。図 7に示した台座は BB’ にあった 14）。 図 9　台座の位置

図 7　�原爆ドームの保存工事のために取り替えられた
アーチ部分の台座

図 10　�取り替えられた台座のス
ケッチと A、B、C に分
割された鉄板 14）
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広島大学長から広島市長宛ての依頼状と広島市長から広島大学長への許可証を図
11 に示す。

（2）光道国民学校
　光道国民学校について建物の竣工、被爆時、取り壊しまでの歴史を文献 13 を
参考にしながら以下に紹介する。また、屋上の手すり用のパイプを採取したので
その位置を示す。
　1871 年に猫屋町の明教寺に真言宗徒による無名講が発足した。この法話会が
教化組織として拡張してゆく。1877 年には私塾を開設し、79 年に大無量寿経の
一節「光闡道教（こうせんどうきょう）」から闡教社と名付けられた。私塾は猫
屋町の万福寺あとに校舎を建設し、名称を残り 2 文字からとって光道館と名付け
られた。1923 年に光道小学校と改称した。この木造校舎は火災により焼失した
ため翌年、鉄筋コンクリート 3 階建ての校舎が建設された。原爆投下当時、学校
は憲兵隊が使用していた。児童の大半は学童疎開しており、1・2 年生の一部だ
けが明教寺で勉強していた。原爆は付近一帯を焦土と化したが鉄筋コンクリート
の校舎だけは形態をよく保った。「廃墟の中に崩れることなく残った校舎は疎開
先からもどった児童を元気づけた」とされる（（『中国新聞』1987 年 1 月 16 日付
から重引）。戦後、同校は廃校となり、青果市場が入ったり、診療所が入ったり
していたが 1987 年に建物は解体され、跡地に 14 階建てのマンションが建てられ
た（文献 13、pp.156-157）。
　図 12（a）に光道国民学校の被爆当時の写真と、図 12（b）に被爆鉄材として
採取した屋上の手すりの位置を示す。図 13 に建物のスケッチ（資料採取時に作
成したもの）と手すりパイプの写真を示す。

図 11　�広島大学学長（田中隆荘）から広島市長（荒木武）へ宛てた原爆ドームから被爆資料採取の依頼状（左）
および広島市長から広島大学長への資料採取許可証（右）
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（3）キリンビヤホール
　旧キリンビヤホールの竣工から、被爆時、取り壊し時までの建物の歴史を文献
13 を基に以下に紹介する。また、被爆鉄材として煙突に取り付けられたはしご
を採取したのでその位置を示す。
　1938 年 5 月にキリンビヤホールは本通りと金座街の結節点の場所に竣工した。
キリンビヤホールはドイツを参考にして女性や家族連れレストランにもなってい
た。8 月 6 日は定休日で建物内には誰もいなかった。原爆によって大きな連続窓

（a）光道国民学校 （b）

図 13　�（a）光道国民学校のスケッ
チと資料入手位置、（b）
手すりパイプの写真

図 15　東側から見た建物と煙突のはしご図 14　1991 年頃のキリンビヤホール

図 12　�（a）光道国民学校（米国戦略爆撃調査団撮影、米国国立公文書館所蔵）（b）屋上から北の方向を見た
写真（ハーバート・F・オースチン撮影、ブレット・M・オースチン提供）と被爆鉄材資料の採取位置

（a）

（b）
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はすべて吹き飛ばされた。約 1 時間後に東側から類焼し、地下を除き全焼した。
1946 年 12 月 26 日、キリンビヤホールは営業を再開し、広島の復興とともに市
民の憩いの場となった。1974 年キリンビヤホールを含む周辺地区が第 1 種市街
地再開発事業として都市計画地区となった。このため 1991 年 12 月から解体がは
じまり、広島パルコとなった（文献 13、p.85）。
　図 14 は 1991 頃の解体前のキリンビヤホールを示す。図 15 に東側屋上の煙突
に取り付けたはしごの上部について被爆鉄材を採取した。図 16 に建物のスケッ
チを示し、図 17 に切り取られた煙突の先端部と鉄はしごを示す。

（4）広島市役所
　旧広島市役所の竣工時から被爆時、取り壊し時までの歴史を文献 13 を基に以
下に紹介する。また、庁舎の屋上にあった避雷針を採取したのでその位置を示す。
　1882 年に旧広島藩の米蔵跡（中島新町）に建てられた庁舎で役所の業務が行
われるようになった。1889 年に市制町村制により広島市が誕生した。市庁舎の
移転改築が必要とされたが庁舎の建設が始まるのは 1926 年 8 月からであった。
1928 年に地下 1 階、地上 4 階建てで竣工した。ヨーロッパ近代建築様式をとり
入れたオランダ・アムステルダムの装飾を施したとされている。被爆時に庁舎内
には 50～60 人がいたと推測されているが、約 30 人がその年のうちに死亡した。
1970 年代に入り、築後 50 数年を経過し、新庁舎の建設が計画された。1985 年に
新庁舎が完成し 11 月に旧庁舎の地上部分は撤去された。被爆時に配給課の倉庫
となっていた玄関付近の地下室部分が改装されて旧庁舎資料展示室として保存さ
れている（文献 13、p.136）。
　1985 年に我々は調査のために現地を訪れた。地上部分の花崗岩等は爆央を直
接望んでいないので採取は行わなかった。屋上には被爆した避雷針があったの
で 60Co を測定するための被爆鉄材資料として採取した。なお、避雷針の中には
銅線が入っていた。この頃はまだ、被爆銅試料には 63Ni（半減期 100.2 年）が生
成されていて速中性子の評価に使えることは知られていなかったが、のちに 63Ni
の測定のための最適な試料となった。図 18 に市役所屋上の様子と避雷針を示す。
図 19 に採取した避雷針の先端部分の鉄パイプを示す。図 20 は旧市役所のスケッ

図 16　キリンビヤホールのスケッチ 図 17　切り取られた煙突の先端部
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チであり、避雷針の位置を示す。

（5）広島赤十字病院
　旧広島赤十字病院の竣工、被爆、取り壊しに関する建物の歴史を文献 13 を基
に以下に紹介する。また、屋上のはしご、避雷針台を被爆鉄材として採取したの
でその位置を示す。
　戦時に敵味方の区別なく傷病兵の看護を行う赤十字社は 1864 年のジュネーブ
条約によって成立した。日本では 1877 年に博愛社が創立され、広島では 1886 年
に広島博愛社が設立され、広島博愛病院が開設された。1888 年に日本のジュネー
ブ条約加盟に伴い、日本赤十字社広島支部と改称された。地元広島では平時に
一般診療を行う病院として 1939 年 5 月 1 日に日本赤十字社広島支部病院として
開設された。1943 年に広島赤十字病院と改称され傷病兵の救護にあたった。原
爆により窓ガラスは吹き飛び、窓ガラスもねじ曲がり、間仕切りなども大破し
たが、本館、1・2 号館は消化活動により類焼を食い止めた。病院には被爆直後
から多くの被爆者が救護を求めて集まってきた。また、献身的な救護活動を支
える拠点となった。戦後は 1956 年に原爆病院が併設された。1989 年保存運動が
起こったが 1993 年 4 月に結局、解体された。窓枠部分とガラスの食い込んだ壁

図 18　旧市役所屋上の避雷針 図 19　避雷針の先端部分

図 20　�旧広島市役所のスケッチと
避雷針の位置
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面は敷地の前庭に保存されている（文献
13、pp.142 -144）。
　図 21 に建物の取り壊しの様子を示す。
図 22 に避雷針の取り付け台を示す。図
23 に建物全体のスケッチと避雷針台およ
びはしごの位置を示す。

（6）広島市信用組合本部
　旧広島市信用金庫横川支店の建物の名
称は銀行の組織変えに伴い何度も変更さ
れた。この建物の歴史を文献 13 を基に以
下に紹介する。また、屋上の煙突に取り
付けられたはしごを被爆鉄材として採取
したのでその位置を示す。
　この建物は 1938 年、三篠信用組合本部
として建てられた。古典様式を取り入れ
た重厚な安定感のある銀行建築で玄関の両サイドには軒下まで立ち上がるイオニ
ア式の円柱が並んでいた。内部も玄関のイメージが連続し、営業室は 2 階までの
吹き抜けで回廊が取り囲んでいた。1945 年 5 月に 9 つの信用組合が合併し広島
市信用組合が発足した。三篠信用組合本部は広島市信用組合の本部となった。原
爆により窓ガラスが飛び散るなどしたものの火災から免れ、構造的な被害は生じ
なかった。焼失した 8 月 6 日の夕方、多くの被害者が店内に避難し、翌 7 日早朝
には賀茂海軍衛生学校の救援隊約 70 人が到着し救護所が設置された。8 月 11 日、
広島市信用組合は本店を含め残った 4 店舗で業務を再開した。その後、広島市信
用組合は 1948 年 4 月広島信用組合と改称し営業範囲を広島市以外にも拡大する。
1951 年 10 月には信用金庫法に基づき広島信用金庫と改称し、引き続き本店とな
るが、1966 年新本店の開店に伴い旧本店は広島信用金庫横川支店となる。1990
年 8 月に横川支店の建物は建て替えに伴い取り壊された。旧店舗玄関の 2 本の
イオニア式の柱は間を縮めて新店舗のホールに保存・展示されている（文献 13、
p.227）。

図 21　旧日赤病院の取り壊しの様子（1993 年） 図 22　旧日赤病院の避雷針台

図 23　�旧広島赤十字病院のスケッチ。避雷針とは
しごの位置を示す。
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　図 24 に 1990 年の建物取り壊し前の外観を示す。図 25 に切り取られた煙突の
上部を示す。我々は煙突の上部に取り付けられた鉄製はしごを切り取った。建物
のスケッチと煙突の位置を図 26 に示す。

（7）広島陸軍糧秣支廠倉庫
　この建物からの鉄材はコントロール資料（他の被爆鉄材と同様の被爆鉄材であ
るが、爆心から離れているために被爆の影響はほとんどないような資料）として
用いた。鉄材の採取は放影研の藤田正一郎らにより 1998 年頃行われた。この建
物は現在保存問題が議論されている広島陸軍被服支廠とも関連のあった建物であ
るのでこれまでの経緯については興味深い。この建物の竣工、被爆時、その後の
経緯について文献 13 を基に以下に紹介する。また、建物の窓にはめられていた
鉄板を被爆鉄材として採取した。
　広島陸軍糧秣支廠は戦時において必要となる糧秣物資を継続的に管理・輸送す
るため、レンガ造りの倉庫を 1910 年 3 月に建設した。この建物は軍用鉄道とし
て敷設された宇品線終点のプラットホームに接して建てられた。この建物は爆心
地から 4.6 キロメートル離れていることもあって原爆による建物被害は一部の損
壊やガラスの破損程度だった。このため倉庫としての機能は維持された。1950
年 4 月には日本通運に払い下げられ、同広島海運支店の穀物倉庫となった（文献

図 24　�旧広島市信用金庫横川支店（1990 年）�
赤丸の部分にはしごがあった。 図 25　煙突の上部とはしご

図 26　建物のスケッチと煙突の位置

46



13、p.203）。
この建物は 1997 年に広島南道路（現在の広島高速 3 号線）の予定ルートに入っ
たため、取り壊されることになった。このため被爆建造物としての歴史を後世に
伝えるため壁の一部がモニュメントとして保存された。図 27 に 1985 年 4 月当時
の建物の写真と現在のモニュメントの様子を示す。

3．測定と結果

3．1　鉱物資料中のコバルト 60
　瓦、花崗岩などの鉱
物資料もコバルトを 30 
ppm～100 ppm（ppm
は mg/g を表す）コバル
トを含むので、爆心近
くで収集された鉱物資
料のγ線測定から 60Co
を測定し、60Co/Co（Bq/
mgCo）を決定すること
ができる。昨年の研究報告第 15 号で 152Eu の測定について報告したが、それら
の測定では 60Co も同時に検出された。表 2 に示したように 6 種の鉱物試料につ
いて 60Co/Co（Bq/mgCo）を決定することができた 16）。

3．2　被爆鉄材の化学処理とコバルトの濃縮
　一般に鉄材には不純物としてコバルト、銅、ニッケルがそれぞれ、0.26 mg/g、
0.26 mg/g、0.27 mg/g 程度含まれている。このため、爆心の近くの被爆鉄材から

表 2　鉱物試料中の 60Co/Co（Bq/mg）15）

場所 材料 コバルト含有量
（ppm）

爆心からの距離
（m）

60Co/Co
（Bq/mg）

①島病院 瓦 37 ± 1 0 ± 18 12.6 ± 1.3
②広島郵便局 瓦 27 ± 1 55 ± 29 10.9 ± 1.4
③西向寺 瓦 22 ± 1 94 ± 29 11.2 ± 2.0
④日本生命 花崗岩 110 ± 1 163 ± 25 7.7 ± 0.5
⑤戦勝記念碑 花崗岩 47 ± 1 213 ± 29 6.5 ± 0.5
⑥安田生命 タイル 25 ± 1 253 ± 23 7.4 ± 1.0

図 27　現在、現地に保存されている壁のモニュメントと碑文
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は化学分離なしで直接測定しても 60Co を検出することが可能である。図 28 は原
爆ドームの鉄材 14）を化学分離せずに直接測定したγ線スペクトルである。この
図には 60Co からのγ線が検出されている。
　しかしながら爆心から 1.5 ㎞付近まで被爆鉄材から 60Co を測定するには化学
分離を行い、コバルトを濃縮することが必要である。このため図 29 に示すよう
な手順で鉄を溶解し、陰イオン交換樹脂を用いてニッケル、コバルト、鉄を分離
し、コバルトを含む溶出液のみを取り出して濃縮した。濃縮された試料のコバル
ト含有率は川崎テクノリサーチ㈱に分析を依頼した。
　化学分離・濃縮した試料のコバルト含有量を表 3 に示す。化学分離しない場合
約 250 ppm（=0.25 mg/g）の Co 含有率 4）であったものが化学分離によって 10 
mg～70 mg/g となり、約 40～280 倍に濃縮することができた。濃縮試料の測定

表 3　�化学分離・濃縮した鉄材中のコバルト含有量（mg/g）と原爆直後に半減期
補正した 60Co 比放射能（Bq/mgCo）16）

被爆試料 爆心からの距離
（m）

Co 含有糧
（mg/g）

60Co 比放射能
（Bq/mg）

a 広島県産業奨励館鉄材 163 9.9 ± 0.5 9.96 ± 0.55
b キリンビヤホールはしご 670 18.9 ± 0.9 0.36 ± 0.02
c 光道国民学校てすり 722 37.2 ± 1.9 0.30 ± 0.03
d 広島市役所避雷針 1014 70.0 ± 3.5 0.11 ± 0.01
e 広島赤十字病院パイプ 1481 41.2 ± 2.1 0.015 ± 0.004
f 広島赤十字病院はしご 1484 37.0 ± 1.9 0.034 ± 0.010
g 広島信用組合本部はしご 1703 64.6 ± 3.2 0.021 ± 0.003
h 広島陸軍糧秣支廠倉庫 4571 1.5 ± 0.1 ND

図 28　原爆ドームの鉄板を化学分離せずに直接測定したγ線スペクトル

図 29　化学分離の手順
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結果についても表 3 15）に示す。
　コバルト濃縮試料はポリプロピレン試験管に詰めた。試験管の直径は 13 ㎟で
高さは 7.5 ㎝であった。濃縮試料の高さは 14 mm から 30 mm であり、重量は 0.93 
～1.21 g であった。
　濃縮試料の測定は低バックグラウンド井戸型 Ge 検出器により行った。測定時
間は 1 試料あたり 105～106 s であった。図 30 に化学分離により濃縮された原爆

図 30　�化学分離した鉄材のγ線スペクト
ル 16）。それぞれ広島県産業奨励
館の鉄材、キリンビヤホールはし
ご、光道国民学校パイプの測定ス
ペクトルを示す。

図 31　�化学分離した鉄材のγ線スペクト
ル 16）。広島市役所避雷針、広島
赤十字病院はしご、広島信用組合
本部はしご、および広島陸軍糧秣
支廠倉庫の鉄板。糧秣支廠倉庫の
鉄板はコントロール資料であり、
60Co は検出されていない。
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ドームの鉄板、キリンビヤホール、光道国民学校手すり試料のγ線スペクトルを
示す。また、図 31 に爆心から 1 ㎞ 以遠の市役所避雷針、日赤病院屋上のはしご、
広島信用組合本部の屋上のはしご、および、広島陸軍糧秣支廠倉庫の鉄板のγ線
スペクトルを示す。糧秣支廠倉庫の試料を除いてすべての鉄試料から 60Co のγ
線ピークが観測された。

4．考察

4．1　爆心から 400m以内の実測値とDS86 計算値との比較
　60Co/Co の実測値と計算値（DS86 および DS02 に基づく計算値）との比較を
爆心から 400m 以内について図 32 に示す（文献 5、p.488 より引用）。この図に
おいて、鉄試料は静間らの原爆ドームの鉄板（図 9 の S4）、木村・浜田の原爆ドー
ムの鉄板（図 9 の S16）、斎藤の原爆ドームの雨樋、星・加藤の鉄材のみであ
り、それ以外は鉱物試料中の 60Co である。木村・浜田は葉佐井からドームの鉄
板の提供を受け、60Co/Co を測定した。その結果、16A：529 ± 40 dpm/mgCo、
16B：561 ± 38 dom/mgCo、16C：524 ± 74 dpm/mgCo を得た。これらは 1 min 
= 60 sec で割ることにより Bq/gCo の単位に換算すると 8.80 ± 0.60 Bq/mgCo、
9.35 ± 0.63 Bq/mgCo、8.7 ± 1.2 Bq/mgCo となる。これらの値も図 32 に含まれ
ている。図 32 において①～⑥は表 2 に示した鉱物試料から得られた 60Co/Co で
ある。

4．2　爆心から 400～1600�mにおける 60Co/Co
　爆心から 400 m 以遠についての 60Co/Co の実測値と計算値の比較を図 32 に示
す（文献 5、p.488 より引用）。静間の調整した試料は、152Eu の濃縮試料の場合
と同様に 60Co についても金沢大学の低バックグラウンド測定施設（尾小屋）の
Ge 検出器で相互比較のために金沢大の小村に送られた。ただし、相互比較は

図 32　�爆心から 400m以内での実測値と計算値の比較．①～⑥は表 3の鉱物試料
中の 60Co/Co、（文献 5、和訳 p.488）
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152Eu が主たる目的であったので 60Co についてはいくつかの代表的試料のみで
あった。それらは原爆ドームの鉄板の濃縮試料、日赤病院屋上はしご、手すり広
島大動物飼育棟の手すり、清風寮鉄パイプであった。60Co の半減期は 5.2 年であ
り、152Eu の 13.5 年に比べて短い。金沢に送られた試料の測定は 2001 年頃であり、
我々が行った広島の鉄材測定に比べて約 5 年あとであったので残留放射能の強度
は約 1/2 に減衰していた。このため広島の測定に比べて精度は劣っていた。
　図 32 をみると爆心から 400 m 以内の近距離では DS86 計算値は実測値より約
50 % 大きい。このような違いは 152Eu の測定結果でも見られた。このため、爆
心付近では DS86 の計算は過剰見積になっているとして、爆発高度を 580m から
600m に引き上げられ、爆発威力は 15 kt から 16 kt に変更された。そのの結果、
図32のDS02の計算のようになり、60Coの測定値をよく再現できることとなった。
図 33 の a～e までは表 3 に与えた我々の測定結果を示す。爆心から 800 m 以内
では DS02 の計算結果とよい一致が見られる。それ以遠では我々の実測データが
やや高い傾向にある。しかしながら木村、Kerr らの測定値は計算値とよく一致
している。
　計算値と実測値のずれについては日米線量評価委員会でも議論になった。この
ようなずれは 152Eu でも見られたが、152Eu の場合は相互比較の測定値が DS02 の
計算と一致することで決着した。しかしながら、60Co の場合は尾小屋測定施設
での測定でも誤差が大きく、はっきりとどちらが正しいか示すことができなかっ
た。結局、152Eu の結果も含めて爆心から 1000 m 以遠では測定誤差が大きくな
るので実験的に決まらないということで了解された。
　図 33 をみると 1000 m 付近の市役所のデータですでに DS02 の計算値とのず
れが見られる。遠方でのずれはなんらかの原因でバックグラウンドに問題のあっ
た可能性がある。環境中性子による 60Co の飽和生成値は 0.78 × 10-3 Bq/mgCo 
17）であるのでほとんど寄与しない。Kerr ら、木村らの横川橋のデータについて
は横川橋自体が巨大建造物であることからその周辺の中性子場が乱されたために
測定値が低くなった可能性が考えられる。これに対して市役所の避雷針や、日赤

図 33　�爆心から 1600�mまでの実測値と計算値の比較。記号 a～gは表 3の被爆建
物に対応する。（文献 5、和訳�ページ 487）
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病院の屋上のはしごなどについては小型の被爆試料であったので周りの中性子場
を乱さなかったと考えられる。

5．結論

　原爆ドーム（爆心から 161 m）から広島信用金庫横川支店（爆心から 1703 m）
までの 7 つの被爆建造物から採取した鉄材について 60Co の測定を行なった結果
についてまとめた。
　爆心から約 400 m までは DS86 に基づく計算では計算の方が髙かった。この
ため DS02 の計算では爆発高度を 580 m から 600 m に変更し、爆発威力を 15 kT
から 16 kt に変更された。この結果、DS02 に基づく計算では 60Co の実測値と良
い一致が得られらた。
　爆心から 1,000 m 以遠では計算値より 60Co の実測値の方が髙くなる傾向がみ
られたが、1,000 m 以遠では実測値の誤差も大きくなった。従って、日米線量評
価委員会では爆心から 1,000 m の範囲で DS02 実測値と一致することが確かめら
れ、それ以遠では計算値を使うこととされた。
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はじめに

　広島原爆の最も正確な爆心地座標とされている座標値は、1969 年に発表さ
れた原爆傷害調査委員会（ABCC）発行の業績報告書にある TR 番号 3-69 の
Hubbell, H.H. Jones, T.D. and Cheka, J.S.：「原子爆弾の炸裂点　2. 入手した全
物理学的資料の再評価および提案数値」に示されているとされている。その座標
値は、公益財団法人放射線影響研究所（以下、放影研）発行『広島および長崎に
おける原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』（以下、

『DS02』）の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」（以下、第 5 章）では「米国
陸軍地図」と表記される米国陸軍地図局（ARMY MAP SERVICE）発行の「Japan 
City Plans 1:12,500 HIROSHIMA L902・138449」（1946）に使用される、「ONE 
THOUSAND YARD POLYCONIC GRID」における座標値で示されている。そ
の実際に提案されている座標値は、「744.298kyards、1261.707kyards」である。
　一方、第 5 章の「緒言」（p.270～）の p.271 の第 3 段落には、「一つの地図上
で示された試料の爆心地からの距離は当該地図を使ってのみ決定することができ
るという前提に基づいて、米国陸軍地図上で決定された原爆の爆心地を新都市計
画地図上にも位置付けるということが重要なことであった」と明記されている。
　ところで、そもそも第 5 章が研究対象になったのは、竹崎嘉彦（2000）で爆心
地座標を正確に表示することができなかったことがきっかけとなっている。そこ
で、すでに竹崎嘉彦（2000）で問題にして、その後も取り上げていた爆心地座標
に関して、まず言及しておく必要があろう。2000 年当時、爆心地座標は、広島
平和記念資料館（1999）に求めた。そこには、「現在最も信頼性が高いとされて

（撮影：中国新聞）
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いるのが、東経 132 度 27 分 29 秒、北緯 34 度 23 分 29 秒、高度 580 メートル、
現在の大手町一丁目 5-24、島外科南側大手町第 3 駐車場の敷地内上空である。」
と記されていた。この記述は、広島市・長崎市 原爆災害誌編集委員会（1979）
を参考にしている。さらに、その根拠となっているのは、上述する Hubbell ら

（1969）による推定値である。ところが、広島平和記念資料館（1999）に爆心地
座標として示された場所は、「島外科南側大手町第 3 駐車場の敷地内」ではなく、
東に約 80m 外れた現在の広島県民文化センター（大手町一丁目 5-3）付近であっ
たのは、竹崎嘉彦（2000）ですでに指摘したとおりである。また、「米国陸軍地
図」の「ONE THOUSAND YARD POLYCONIC GRID」の座標値で示してあっ
たのを間違っていたとはいえ、広島市・長崎市 原爆災害誌編集委員会（1979）で、
どのようにして経緯度座標に換算したのか、その換算方法、経緯度座標としての
表記に関して記載されているのにはまだ巡り会うに至っていない。また、筆者自
身も Hubbell ら（1969）の爆心地座標の確認を試みたが、現在のどこになるのか
結局正確な位置に変換することは、当時はできなかった。
　そして、第 5 章の「謝辞」（p.329）に、筆者が「本調査に係わる地図学の専門
的問題に関して有益な考察および提案を」したとする記述がある。ところが、実
際には「考察および提案」が十分反映されたものとは言えなかった。また、第 5
章で最重要だと思われるテーマに、「米国陸軍地図上で決定された原爆の爆心地
を新都市計画地図上にも位置付けるということ」がある。しかし、本報告におけ
るいくつかの視点から述べているように、第 5 章で位置付けられた爆心地が、適
切な位置なのか疑問を抱く要素があるのがわかってきた。よって、十分な分析
と検証の必要性から、本報告を記すことに至ったのである。そこで、本報告で
は、前半は第 5 章について懸念が抱かれる事項のひとつひとつを分析し検証して
問題を指摘していく。そして、後半は筆者が提案する検証作業の方法を明記し、
最終的に Hubbell ら（1969）が提案する爆心地の座標値を、現行の日本の地図に
採用される投影座標系 *1 に基づく座標値に、適切に変換して提案する。ただし、
Hubbell ら（1969）が提案する爆心地の座標値に対しては、本報告でも第 5 章と
同様異論を挟むものではない。

Ⅰ．地図と航空写真の仕様に関する情報の不足

ⅰ．第 5 章における地理空間情報に対する不十分な取扱い
　第 5 章は、そのタイトルを「地図と航空写真の整合と照合」としているにもか
かわらず、これらの地理空間情報に関して、「米国陸軍地図」や「新都市計画地
図」や「航空写真」との程度の記載に過ぎず、仕様などの情報の詳細がほとんど
記されていない。これでは、どんな地図や航空写真を利用したのか、実物の特定

*1　 投影座標系は、3 次元である地球を 2 次元の平面に投影し、XY 座標で表現する座標系で
ある。2 次元に投影するための方法を地図投影法と呼び、用いる投影法や設定する原点
などの違いによって、さまざまな投影座標系が存在する。投影座標系における座標は、
原点からの XY 軸方向への距離で決まる。投影座標系では地球の形状なども考慮して投
影を行うため、地理座標系の定義も含まれる（ESRI ジャパン Web サイト参照）。
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が難しいばかりでなくどんな地図や航空写真なのかさえ知る術が無いということ
である。しかも、特定するヒントになる注記や付記に記される僅かな情報でもあ
る、発行年次、版番（地図番号）などが正確に表記されていない。また、発行機
関の名称など、参考文献に記載されている表記と第 5 章で記載されている表記が
異なっているという状況である。これでは、成果品である紙地図にしろ航空写真
にしろ、それら地理空間情報についてある程度の知識を持っていないと、一度読
んだぐらいでは何に関する情報提供なのかすら明確に把握できそうにない。
　したがって、仕様など詳細な地理空間情報を表記することなしに第 5 章が執筆
されることに対して大いに疑念を持つことになった。Ⅰ章では、そのうち疑念を
持つに至ることになる顕著な事例について、それぞれ言及していく。なお、本報
告で使用する「航空写真」という用語は、一般的に使われている用語であり、専
門用語として表記するのであれば、「空中写真」という用語が望ましいと言える。
しかし、第 5 章で「航空写真」との表記でもあり、本報告でもこの表記を採用し
ている。ちなみに、国土地理院では地図作成の目的を持って航空機等に搭載した

図 1-2-1

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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航空カメラによって撮影している地表の
写真を「空中写真」と統一して呼んでい
る。また、日本写真測量学会では、学術
用語の統一ということから、「空中から
撮影したもの全てを総称して空中写真と
いう」としている。なお、本報告では、
特に断らない限り広島地域の「地図」や

「航空写真」についてのみ言及し、長崎
に関する「地図」や「航空写真」ついて
は、特に引用している箇所以外では取り
上げていない。

ⅱ．航空写真の仕様に関する情報の不足
　第 5 章で取り上げられる航空写真は、
単写真なのか、もしくは単写真を基にし
て作成したオルソ（モザイク）幾何補正
*2 済み写真なのか、それとも、それ以外
の写真なのか写真の種類に関して明記さ
れていない。せいぜい仕様に関して触れ
ていると言えるほどの記載としては、「原
爆投下直前と直後に撮影された航空写
真」、「2 枚の原爆投下前の航空写真」、「古
い航空写真」、「戦時中の航空写真」、「戦
時下の航空写真」、「爆弾投下前の航空写真」、「原爆投下前の航空写真」といった
情緒的な表記の説明に過ぎず、しかも、具体的な撮影日すら明記されてはいない
と言うのが現状である。
　第 2 次世界大戦時に、米軍が偵察用に撮影したと思われる航空写真の仕様の
詳細を知ろうとする場合、航空写真の現物には写真番号は記されている場合は
あるが、それ以外の仕様に関する情報は大抵写真そのものには明示されない。
第 5 章において対象とされるであろう、空中写真測量 *3 にも対応できる航空写

*2　 航空カメラで撮影された航空写真は、レンズの中心に光束が集まる中心投影なので、レ
ンズの中心から対象物までの距離の違いにより、写真上の像に位置ズレが生じる。写真
に写る対象物が地面から高いほど、また写真の中心から周縁部に向かうほど、この位置
ズレは大きくなる。上空から撮影した航空写真では、土地の起伏（高低差）による位置
ズレが生じるとともに、高層ビルなどの高い建物や周縁部のとがった山の像は、写真の
中心から外側へ傾いているように写る。オルソ画像とは、写真上の像の位置ズレをなく
し航空写真を地図と同じく、真上から見たような傾きのない、正しい大きさと位置に表
示される画像に正射変換したものである。オルソ画像は、写された像の形状が正しく、
位置も正しく配置されているため、GIS などにおいて、画像上で位置、面積及び距離な
どを正確に計測することが可能で、地図データなどと重ね合わせて利用することができ
るようになる（国土地理院 Web サイト参照）。

*3　 主として航空機などを用いて、地上を撮影した航空写真（画像データ）を利用して、地
図を製作する作業のこと。

図 1-2-2
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真の仕様を知るためには、米国国立公文書館所蔵で、U.S.AIRFORCE が作成す
る「MAPPING CHARTING & RECONNAISSANCE STANDARD PLOTTING 
FORM」（以下、「FORM」；図 1-2-1）があり、標定図 *4 の替わりとして利用でき
る。ただし、「FORM」には標定図に記されている以上の情報が示されている。

「ORGN.& SORTIE」（ミッション番号等）、「FOCAL LENGTH」（焦点距離）、
「ALTITUDE（S）」（撮影高度）、「SCALE（APPROX）」（縮尺；約）、「DATE
（D.M.Y）」（撮影年月日）、「REMARKS」（画面サイズ）、「QUALITY」（品質）、
「CLOUD COVER」（雲量）などの項目が記されている。さらに、「SECRET」、
「CONFIDENTIAL」、「UNCLASSIFIED」といった「機密」や「機密解除」といっ
た取り扱いに関する事項も記されている。「FORM」に示される航空写真の一例
として、1945 年 7 月 25 日に撮影されたものを図 1-2-2 に示す。
　結局、第 5 章で取り上げる「航空写真」については、「FORM」に記されてい
るような情報の記載は一切無いと言って良い。図示される実物の航空写真は、図
12（p.303）として 1 枚あるだけで、しかも一部分だけが図として示されている
に過ぎない。さらに、写真に対する説明の記述は上述するようにいくつかあるも
のの、航空写真についての仕様の情報どころか、何枚、何種類あるのかに関して
も具体的な内容となる記述としては何も無い。つまり、第 5 章の執筆者は、「航
空写真」と表記する以上の情報の把握どころか、「航空写真」については中心投
影である趣旨の言及箇所がありはするものの、実際の理解そのものについてもそ
の程度に過ぎなかったのであろうと推測するしかない。何しろ仕様に関しては、
このたった 1 枚の図から判断するしかないのだから、これでは、全くわからない
といった状況と何ら変わりない。すなわち、十分な検証が行われた航空写真と判
断できる記述は第 5 章においては無いと言える。

ⅲ．「垂直航空写真」である意味に関する認識不足
　「米国陸軍地図」の左上の図名のすぐ下に記される注記に、「Compiled（編集さ
れた）」情報資料である地理空間情報の一つとして「Vertical Aerial Photography（垂
直航空写真）」が明記されている。「航空写真」が、空中写真測量に対応可能であ
ることを明示するために、「Aerial Photograph」で留まる表記では無く、あえて

「Vertical Aerial Photography」と明記され、高精度の写真であることを意味する
表記がなされていると言える。なにしろ、「垂直航空写真」であるかどうかは、
大変重要な要素になる。「垂直航空写真」であれば、空中写真測量に適応してい
る精度が、この時代とはいえある程度は保証されていることになる。
　ところが、第 5 章では、結局のところ「航空写真」と明記しているに過ぎない。
そもそも第 5 章に示される唯一の航空写真である図 12（p.303）から、おそらく

「Vertical Aerial Photography」である可能性はあると推測されるにしても、単写
真なのか、あるいはオルソ幾何補正済み（モザイク）写真なのか、どちらである
かまでは判断できない。図 12 以外には、どちらであるか判断できるほどの実物

*4　 航空写真の撮影地域を示す「整理番号」、撮影地域内の飛行コースとその「コース番号」、
そして「写真番号」が示され、さらに、写真の中心である主点の位置と撮影範囲が描か
れた地図のこと。

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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の航空写真の明示も、航空写真の仕様の情報の内容の記述も無いので、どちらか
までは全く判断できない。しかも、図 12 を見る限り「航空写真」の状態も決し
て良いとは言えない。ただし、第 5 章の執筆者は、単写真とオルソ（モザイク）
写真との違いを認識していない可能性もあることを考慮する必要がある。
　また、第 5 章に取り上げられる航空写真は、United States Strategic Bombing 
Survey（合衆国戦略爆撃調査団）（1946）が発行する『The Effects of the Atomic 
Bombs on Hiroshima and Nagasaki（広島・長崎への原子爆弾の効果）』や、
ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY（AFIP；米軍病理学研究所）
からの返還資料に掲載されている、資料としての航空写真である可能性も否定で
きない。これらの掲載写真は、オリジナルの「垂直航空写真」でなく、加工され
ていたり、そもそも垂直写真でなかったりするかも知れない。これらの報告等の
資料であるオリジナルに加筆された航空写真が、放影研の保管資料としてあるも
のが使用されているのであれば、オリジナルの「垂直航空写真」に比べ精度は落
ちてしまう。結局、「航空写真」に関する十分な情報は無いことになる。

ⅳ．「米国陸軍地図」の注記に関する不徹底な取扱い
　「米国陸軍地図」について取り上げる。最初に「米国陸軍地図」が表記されるのは、

「緒言」（p.270～）の 2 行目からの「当該目的のために放影研で使用されてきた
地図は 1945 年に作られた米国陸軍地図である（第 1 章を参照）」においてである。

「緒言」においてはそれだけの記述だけで、「米国陸軍地図」がいったいどのよう
な地図なのか、具体的な記述は一切記されていない。
　それでは、発行年から検証していくことにする。オリジナルの英語版では、「at 
RERF for these purposes are the U.S. Army maps that date from circa 1945（see 
Chapter 1）」と表記されている。なぜか、「およそ」、「頃」の意味である「circa」
の文字があり、日本語版と違って、オリジナルでは、発行年が幅を持った表現に
なってしまっている。「米国陸軍地図」の注記を確認すれば判明することを、な
ぜ「circa」を記す必要があったのであろう。また、先に、第 5 章では「1945 年
に作られた」と記されているが、その参照される第 1 章「爆発パラメーター」（p.48
～）で、p.50 の「爆心地」のセクション最初の段落の最終箇所には、「現在放影
研で使用している米国陸軍地図の版番は、広島が 138,499（1946 年 6 月）、長崎
が 138,353（1945 年 8 月）であり、両地図ともグリッドの単位は 1,000 ヤード（914m）
である」と記されている。第 1 章と第 5 章では、記されている発行年が食い違っ
ている。そこで、両章の「米国陸軍地図」の典拠となっている、Hubbell ら（1969）
の「地図，座標，算定方法」（p.4～）のセクションで、p.5 冒頭の「地図および
地図座標」に「広島：原爆時の両市について現在入手されている最も正確な地図
は，米国陸軍測量部の AMS-L902 地図である．その広島版は，1946 年 9 月づけ
のもので，地図番号は第 138,449 号である」とあり、年次が明記されていて、明
らかに 1946 年製であることがわかる。確かに、第 1 章の「爆心地」（p.50～）の
セクション最初の段落の最終箇所に、「現在放影研で使用している米国陸軍地図
の版番は、広島が 138,499（1946 年 6 月）」とあり、発行年は 1946 年と同じなの
だが、今度は、発行月に相違がある。先述する Hubbell ら（1969）の「地図，座標，
算定方法」（p.4～）のセクションで、p.5 冒頭の「地図および地図座標」に、「そ
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の広島版は，1946 年 9 月づけのもので」とあり、9 月発行とする記述が見られる。
結局、第 1 章に記されているも発行年月の表記が間違っていることになる。
　次に、「米国陸軍地図」の版番（地図番号）について検証する。ちなみに、『DS02』、
Hubbell ら（1969）ともに、オリジナルの英語版では、「版番（地図番号）」は「plate 
numbers」である。さて、『DS02』第 1 章（p.48～）では、p.50 の「爆心地」の
セクション最初の段落 7 行目に「現在放影研で使用している米国陸軍地図の版番
は、広島が 138,499（1946 年 6 月）」との表記がある。一方、Hubbell ら（1969）
の「地図，座標，算定方法」（p.4～）のセクションで、p.5 冒頭の「地図および
地図座標」に「広島：原爆時の両市について現在入手されている最も正確な地図
は，米国陸軍測量部の AMS-L902 地図である．その広島版は，1946 年 9 月づけ
のもので，地図番号は第 138,449 号である」と記されている。同じ「米国陸軍地
図」のはずなのに、『DS02』と Hubbell ら（1969）では、「版番（地図番号）」が
異なっている。そこで、本図そのものを確認すると、右下の図郭外に「ARMY 
MAP SERVICE. U.S.ARMY.WASHINGTON D.C.138449」との表記がある。本
図の「版番（地図番号）」は、Hubbell ら（1969）で記される番号とは同じである。
したがって、第 1 章での表記が間違っていることになる。なお、第 1 章にはある

「版番（地図番号）」の表記は第 5 章には無い。
　「米国陸軍地図」を図 1-4-1 に示す。

ⅴ．第 5 章の記述から「米国陸軍地図」の全容を知るには不十分な手がかり
　「米国陸軍地図」の仕様の詳細については、ⅳ節に記される程度の記述にしか

図 1-4-1

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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過ぎない。わずかに、第 5 章の図 11（p.303）で本図の一部が示されるだけなの
で、第 5 章からだけでは、「米国陸軍地図」の全容を知ることは到底不可能であ
る。ところで筆者は、2002～2004 年に広島大学原爆放射線医科学研究所放射線
システム医学研究部門放射線分子疫学研究分野の助手として在任中に、研究室で
保有されていた本図を見る機会があった。さらに、スキャンしてラスター画像に
したデータを現在も所有している。だから、仕様に関する情報の詳細を知ること
が可能なのである。また、本図を見たことがあるからこそ、同図と判断できるの
であって、本図の全容を知ることができた。そうで無ければ、特定することはか
なり難しいのではないかと思われる。結局、「米国陸軍地図」の仕様については、
Hubbell ら（1969）や第 5 章で取り上げられるのに相応しいかどうかについて判
断できない程度にしか記していないとも言えよう。
　なお、アメリカのテキサス大学図書館で蒐集している地図コレクションの中に、

「Japan City Plans 1:12,500」シリーズが、同図書館の Web サイトで紹介されて
いる。本図も、以下の URL にリンクが設置してあり閲覧も可能である。この画
像と同一の地図だと判断できれば、「米国陸軍地図」の仕様を知ることができる。
　http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/japan_city_plans/txu-oclc-6558024.jpg 

（最終アクセス：2020 年 6 月30 日）

ⅵ．「新都市計画地図」の発行元の誤認
　「新都市計画地図」が、第 5 章でどのように扱われているかについて述べるこ
とにする。「新都市計画地図」は、「緒言」（p.270～）の 3 行目に、第 5 章で最初
に記した箇所として、「その後、より新しく（広島は 1979 年、長崎は 1981 年）、
縮尺の大きい（米国陸軍地図が 1:12,500 であるのに対して 1:2,500）日本の都市
計画地図も多少使用されるようになった」と、「米国陸軍地図」についての記述
のすぐ後に記されている。しかし、1979 年が、測量年か発行年かも明記するこ
とも無く、縮尺が明示されるだけで、それ以外には地図に関する情報の詳細は一
切記されていない。地図を特定できる名称さえも表記されない。「米国陸軍地図」
よりも、仕様に関する詳細な情報がさらに少ない。
　1979 年当時発行されていた大縮尺の地図は、国土地理院発行の「国土基本図」
か、広島市が作成して、当時の財団法人広島市開発公社（現在は一般財団法人広
島市都市整備公社）で取り扱っていた「広島市平面図」のいずれかである。その
どちらかが、第 5 章での「新都市計画地図」に当たるのであろう。ところが、第
1 章「爆発パラメータ」（p.48～）の「爆心地」（p.50～）のセクションの p.51 最
後の段落で、「日本政府は、25 年ほど前に広島と長崎の徹底した再測量を行い、
米国陸軍地図（1:12,500）よりもかなり縮尺が大きく（1:2,500）、はるかに詳細
な新しい地図を発行した。これら「新都市計画地図」は、広島のものが 1979 年に、
長崎のものが 1981 年に発行された」と述べられている。
　さて、「日本政府」発行と言うことであれば、「国土交通省（当時は建設省）国
土地理院」の「国土基本図」を指すであろうと推測できる。ところが、「国土基本図」
は、縮尺が 1:5,000 で測量年次が 1969 年なのでこれには該当しない。また、「広
島市平面図」の該当地域を広島市都市整備局が編集する「広島市平面図（地形図
2500）図割図」から検討すると、第 5 章の図 11、図 12（p.303）の範囲を含むのは、
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「O08」の可能性があることがわかる。また、第 5 章をあらためて確認すると、「陸
軍地図を日本の新都市計画地図にジオリファレンス *5 する」（p.297～）の「結果」
にある表 9「地図画像ラスターに対するジオリファレンス値」の欄外の注意書き
に、図幅番号と思われる「Tile O-8」の文字が見える。ちなみに、「国土基本図」
の図幅番号は、「Ⅲ -PE-96」であり、この点からみても「国土基本図」でないこ
とがわかる。したがって、第 5 章で言うところの「新都市計画地図」は、広島市
作成の「広島市平面図」であろうと推定した。
　そこで、元々の刊行機関である広島市都市整備局都市計画課都市計画係に照会
したところ、以前に発行された「広島市平面図」は、広島市公文書館の所蔵資料
にあることが判明した。広島市公文書館デジタルアーカイブ・システムで検索す
ると、「広島市平面図　O-8　昭和 54 年」が確認できた。さらに、広島市公文書
館所蔵の第一原図の写しを入手すると、左上の図郭外に「昭和 54 年 12 月測量」と、
また、左下の図郭外下に「撮影　昭和 54 年 5 月　測図　昭和 54 年 12 月」と表
記されており、本図が 1979 年測量版であることが判明した。しかも、「広島市平
面図（旧市内地区）No.O-8」と図幅番号が示してあった。また、図郭の右上隅
に記される平面直角座標系の座標値の表示と、図 7（p.291）の図郭の角に記さ
れる XY 座標値を照合したり、図 11、図 12（p.303）の地図内容を見比べても同

*5　位置情報（空間参照情報）を持っていないデータを追加すると、位置情報を持っていな
いために正しい場所にデータが重ならない。ジオリファレンスとは、その位置情報を持っ
ていない画像データを正しい場所に位置あわせをする幾何補正処理のこと。変換モデルを
用いて、画像座標から地図座標へ変換する（ESRI ジャパン Web サイト参照）。

図 1-6-1

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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一の地図の一部のようである。したがって、「新都市計画地図」は、広島市刊行
の「広島市平面図（旧市内地区）No.O-8」であると判断した。その「No.O-8」
を図 1-6-1 に示す。ただし、第 5 章では図として紹介されている地図は「広島市
平面図　O-8」だけであるが、使用された「新都市計画地図」は、「広島市平面
図　O-8」だけとは限らないと思われる。
　また、第 5 章の表 6「全逆地図投影方程式に対する線形アフィン変換の誤差」

（p.289）と表 7「実際に得られた近似誤差：新都市計画地図タイルのジオリファ
レンス」（p.291）から、第 5 章で利用された「新都市計画地図」が 2 図葉あると
判断できる。そして、「新都市計画地図」は、表 6 に記される地図の図郭の 4 隅
の数値である平面直角座標系（Plane rectangular coordinates）の座標値から「広
島市平面図（旧市内地区）」の「No.O-9」と、また同様に表 7 に記される地図の
図郭の 4 隅の座標値から「No.O-8」の 2 図葉が利用されていると判断できる。
　結局、「日本政府」の発行する地図ではなかったことになる。なお、日本政府
発行と記した根拠は不明である。また、p.297 の表 9 の欄外の附記を確認する
と、「aTile O-8（Each Hiroshima tile is 2.5 km × 1.75 km.）bTile 51-88-2（Each 
Nagasaki tile is 2 km × 1.5 km.）」との表記があり、「Hiroshima」の「New city 
plan map」と「Nagasaki」の「New city plan map」を見比べると、図幅番号の
表示方法や地図のサイズが全く違っている。間近い作成時期において同一機関が
作製したのであれば、それぞれの地図の仕様は通常統一されたものになっている
はずである。この点からも、「Hiroshima」の「New city plan map」と「Nagasaki」
の「New city plan map」は同一作成機関ではないと判断ができる。しかも、上
述するように、「日本政府」発行と確認できる要素も無く、「日本政府」発行と断
定するのは納得のいくものとは言えない。第 5 章は、タイトルに見える地図や航
空写真について取り扱っている報告なのであるのだから、地図に限らず航空写真
について、タイトルに相応しい、もっと行き届いた丁寧な記載に腐心する必要が
あったと指摘したい。

ⅶ．不十分な表記のため仕様が不明で特定不能な「地図」
　「測地系 *6、地理座標および地図座標系」（274 ページ～）のセクションの p.275
最後の段落で、「地理情報システム（GIS）*7 を用いて初期比較をするために、以
下に詳細に示す国土地理院の式を用いて日本の広島の地図を東京測地系の地理座
標（経度および緯度）でジオリファレンスした」と述べられている。
　また、「日本の新都市計画地図のジオリファレンス」（p.292～）のセクション
の p.293 の第 3 段落で、「新都市計画地図のタイルの基準点を追加的に得るため
に考えられるもう一つの方法は、米国陸軍地図を 1979 年と 1981 年の新都市計画
地図にジオリファレンスしたのと同じ方法で、最新の GlS を使った地図に 1979
年と 1981 年の新都市計画地図をジオリファレンスすることであろう。これには、

*6　測地基準系と同義語で、地球上の位置を経度・緯度で表わすための基準のこと。
*7　地理情報システム（GIS：Geographic Information System）は、地理的位置を手がかりに、
位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、
高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である（国土地理院 Web サイト参照）。
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次セクションで詳細に述べる米国陸軍地図の整合の「不動と思われる目標」に用
いられたのと同じ基準に従って注意深く「基準点」を選択することが必要になる。
現調査における地図タイルの四つの角における十字線印の配置における小さな誤
差を考慮した時（特に最新の利用可能な地図に 1979 年と 1981 年の地図をジオリ
ファレンスする過程に生じるその他の誤差について考慮した場合）、このような
方法で真の改善が見られるのかどうかは明確ではない。」と述べられている。
　まず、「日本の広島の地図」だけでは、紙地図なのか、紙地図をスキャンした
ラスター地図画像なのか、それとも、国土地理院発行の一連の「数値地図」や「基
盤地図情報」（第 5 章発表時は未刊行）のようなデジタル地図なのか、皆目見当
が付かないので、地図を特定することができない。しかも、ここでのみ顕れる表
記の地図であるため、どのような地図なのかの推測すらも難しい。ジオリファレ
ンスを施した旨の記述があるので、少なくともデジタル地図ではないと判断でき
る。これでは仕様が全くわからない。しかも、「東京測地系の地理座標（経度お
よび緯度）でジオリファレンスした」では、所詮最低限にもほど遠い内容にしか
過ぎず、ジオリファレンスが果たして適当に処理が為されたかどうかが判断でき
る根拠が示されていないし、適切な作業が行われたかどうかの検証をすることも
できない。もっともらしい表現かも知れないが、何も内容があると言えるもので
はない。それにしても、「新都市計画地図」では無く、殊更に「日本の広島の地図」
と表記する意味がどこにあるのか。オリジナルの英語版でも「the Japanese city 
map for Hiroshima」と記されているに過ぎず、地図が特定できる表記にはなっ
ていない。
　さらに、「最新の GlS を使った地図」は、デジタルデータとしてどのように整
備されたかどうか明確に判断するには、表現が不十分である。しかも仕様が全く
不明では、「日本の広島の地図」同様特定することはできない。　
　結局、「日本の広島の地図」にしろ、「最新の GlS を使った地図」にしろ、こ
うした表記は、科学的な表現と言えるものでは無く、情緒的としか言えない表現
になっていて、結局、どのような地図かわからないままである。したがって、ど
の程度重用したいのか疑問を抱いてしまう表現にしか過ぎないのである。

Ⅱ．「幾何補正」に関する不十分な理解

ⅰ．「ジオリファレンス」の適切な実践における必要な要素
　第 5 章では、「ジオリファレンス」とは次のように理解されている。「ジオリファ
レンス」（p.272～）のセクション冒頭で、「ジオリファレンスとは、地理的情報
の項目について十進法表記の経緯度のように座標一式を明細に列挙することであ
る。当該調査で主に関心のあるスキャンした地図または航空写真から成る画像ラ
スターの場合、ジオリファレンスの工程では画像のすべての要素（画素）に座標
一式を割り当てる小さな数値ファイルが作成される。ジオリファレンスおよび関
連するアフィン変換については、十分な考察が Verbyla と Chang の報告（1997）
の 158 ページ以降でされている。ジオリファレンスされた地図画像ファイル用に
ArcGIS が作成した「世界ファイル」によるアフィン変換の考察とその文書が、
ESRI Online Support Center（Roberts 2000）においてインターネット上で利用

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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可能である」としている。さらに、p.273 の中段あたりから、「ジオリファレン
スは、画像ラスター上の個々の基準点を、それらにとって正しいと思われる座標
に位置する対応マーカーと連結するためにGISのグラフィカルユーザーインター
フェースを使用する手順を踏んで行われる。ソフトウェアが、画像ラスターの基
準点とそれらに対応するマーカーとの間の距離の二乗の総和を最小限にする係数
A から F までを決定する。つまり、そのような三つの基準点は唯一の解を限定す
るのに十分であり、追加の基準点は、1）特定の係数値一式を用いるアフィン変
換により画像ラスター上の基準点のピクセルアドレスに割り当てた座標、と　2）
これらの基準点を明細に示し、対応する基準点が連結されたマーカーを配置する
ために使用された定義された座標（「本調査で用いられた GIS を使用する方法の
概要」と題するセクションでのさらなる検討を参照）との間の距離の二乗和の最
小二乗法タイプの最小化により最適化される過剰決定方程式群を与える」と述べ
られている。
　さて、「ジオリファレンス」は、文章的には、「何の座標も持たないラスター地
図画像に座標情報を付与し、地図情報として利用できるようにすること」にしか
過ぎないようなプロセスとも言える。ところが、「米国陸軍地図」のような中縮
尺 *8 の地図に対するジオリファレンス作業は、地図製作のプロセスに関する複雑
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、しかも
適切に行う必要がある。その複雑な前提や条件というのが、地図表現においては、

「取捨選択」*9 や「総描」*10、「転位」*11 といった編集作業や、「真幅道路」*12 である
か「記号道路」*13 であるのかといった図式に関する地図化のプロセスのことであ
る。中縮尺の地図は、それらのプロセスに則って製作されているのである。つま
り、「地理的特徴」あるいは「基準点」と表記される、いわゆる地物に対して「対
応マーカー」（通常 GIS で使われる用語としては、GCP）を求めさえすれば済む
ような単純な作業では必ずしもない。なお、上述する地図表現に関する脚註は、
平成 21 年図式以前の「1/25,000 地形図」に対するものである。
　また、「米国陸軍地図」の注記を見ると「Compiled」と明記されているように、
日本の陸軍参謀本部陸地測量部（Japanese Imperial Land Survey）の刊行する

「1/25,000 地形図」の編集図であるのがわかる。また、凡例（LEGEND）を見る
と、道路は、4 種類に分類された記号道路であるのがわかる。さらに、編集元と
なる基図の「1/25,000 地形図」自身も、現行の「1：25,000 地形図」とは違って、

*8　通常、1/10,000～1/100,000 の縮尺の地図を指して慣例的に呼んでいる。これより大きい
ものを大縮尺（1/500～1/5,000）、小さいものを小縮尺（1/200,000～1/5,000,000）と呼ぶ。
*9　全ての対象物をすべて忠実に描くことはできないので、一定の決まりに基づいて描く対
象物を取捨選択して描いている場合がある。
*10　道路や鉄道等が混み合っている場合、真位置に描くことが不可能であるため、建物をま
とめて描いたり、省いて街区のみにしたりする。または、複数車線を持つ道路を単線表示
にしたりといったように、一定の決まりに基づいて、対象物をまとめて表現することを指す。
*11　道路や鉄道などは、一定の太さを持っている地図記号で描くため、真位置に描くと重
なってしまう。したがって、重ならないように一定の決まりに基づき、位置を移動させて
描くことを指す。
*12　道路幅 25m 以上の道路で、地図上での道路幅は、1mm 以上で 0.1mm 単位で縮尺化する。
*13　道幅が 25m 未満の道路で、道路幅によって一定の幅に記号化して表示する。
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実測図では無く編集図である（測量・地図百年史編集委員会　1970）。なお、地
形図そのものには「測図」との表記があるが、国土地理院に問い合わせた結果、（測
量・地図百年史編集委員会　1970）にある記述通り、編集図との理解が正しいと
の回答を貰っている。
　しかも「米国陸軍地図」は、縮尺が 1/12,500 とはいうものの「1/25,000 地形図」
の伸図となるため、「米国陸軍地図」としての精度は、編集元の 1/25,000 の縮尺
にとらわれている可能性もあることになる。つまり、上述する地図製作・調製の
過程を承知の上でジオリファレンスが為されたかどうかの問題が顕著になってし
まう。つまり、「米国陸軍地図」は、単純に 12,500 倍しさえすれば、現実の現況
が把握できるとは言えないことを、明確に理解している必要があると言える。と
ころが、第 5 章の執筆者が、上述する「編集」や「図式」に関して正確に理解し
ていると言えるほどの根拠となるような記述は第 5 章には見えない。適切なジオ
リファレンスを行ったとするような作業プロセスに関するにしか過ぎない記載に
こだわっていて、本来の地図製作・調製の過程に対する対応について第 5 章独特
のプロセスにおいての認知があると判断されるような内容の記述が乏しく、果た
して適切なジオリファレンスが行われたのかどうかの判断が非常に難しくなって
いる。
　また第 5 章では、ジオリファレンスの内容に関する記述はいくつもあるのであ
るが、どのジオリファレンスであろうと、そのプロセスの説明は大概不十分であ
る。しかも、ジオリファレンスするのであれば、できれば、投影座標系を定義す
る方が、元々の紙地図の形状を保持できるので望ましいと思われる。結局、たっ
たこれだけの文なのに、明瞭な説明がなされていない指摘がこれだけいくつもで
きてしまう。第 5 章が不十分と言える実例の一つである。座標系が正確に理解で
きていない。もっとも、それ以前に、地図の座標表示は経緯度になっているが、
定義される座標系が、地理座標系 *14 なのか、投影座標系なのか、明言されてい
ないと言うのが実情である。

ⅱ．航空写真に適した幾何補正
　航空写真が単写真であるということは、空中写真測量にも対応する垂直航空写
真の可能性があるということを意味する。第 5 章で使用されたのが単写真であれ
ば、適切な幾何補正であるオルソ幾何補正を行いさえすれば、地理空間情報とし
て使用が可能なオルソ幾何補正済み写真画像になる。さらに、広い範囲で利用で
きるオルソ幾何補正済みモザイク画像も作成可能である。
　ところが、第 5 章で取り扱われる航空写真は、写真の仕様に関する情報が一切
無い上に、航空写真をジオリファレンスしたと言う記述があるだけで、どのよう
な処理を行ったかの具体的な記述も無い。それだけの存在に過ぎない様な記述で
ある。上述する単写真であれば、その空中写真測量に対応することは明白である。
結局、どの様な航空写真なのか明記されていないので、施されたジオリファレン
スが適切で意味あるものかどうなのかも判断することができない。
　そもそも、単写真を幾何補正するのであればジオリファレンスでは不十分であ

*14　経緯度による　地球上の位置の表現のこと。
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り、正射変換画像が作成できるオルソ幾何補正が適切である。したがって、第 5
章でジオリファレンスされたとされる航空写真では、結局、適切で十分な幾何補
正が為されていないと言うことである。

ⅲ．正確な座標情報が付与できる適切な投影座標系の定義方法
　「測地系、地理座標および地図座標系」（p.274～）のセクションの p.274 の最
下段の段落で、「米国陸軍地図の基となった測地系については良くわかっていな
い。歴史的背景は、少なくとも使用された楕円体に関しては、米国陸軍地図が作
成された時に米国で大変広く用いられていた測地系である 1927 年の北米測地系

（NAD 1927）の基礎である 1866 年から続く Clarke の楕円体に基づいている可能
性があることを示唆している。どの測地系を使用したのかについて調査が進めら
れているが、本報告書作成時においてまだその結果は得られていない。しかし「測
地学的問題」セクションで述べるように、米国陸軍地図の測地系と新都市計画地
図の測地系との測地学的関係のみに基づいて地図の整合を行うことはできないの
で、この点に関しては考慮の余地があり未だ解決していない問題である。米国陸
軍地図は、1,000 ヤード平方のグリッド系（平面直角座標）を持ち、米国陸軍地
図の作成者が定義しているように地図グリッド座標から経緯度への換算には、グ
リッド線に加えて経緯度の各分毎に地図上に印が示されていることが必然的に含
まれている。しかし、変換の正確な方程式は当該調査のためには使用できない」
と述べられている。
　つまり、第 5 章では、「米国陸軍地図の基となった測地系については良くわかっ
ていない。（略）どの測地系を使用したのかについて調査が進められているが、
本報告書作成時においてまだその結果は得られていない」としているので、「米
国陸軍地図」の投影座標系は定義されていない。一方本報告では、その投影座標
系を定義するに足る情報の詳細を記載する文献として、Snyder，John Parr（1987）
を例示することができる。しかも、本書には爆心地の座標値を示すのに使われて
いる「ONE THOUSAND YARD POLYCONIC GRID（World Polyconic Grid）」（以
下 WPG）についての記載もある。本書には、投影パラメータ *15 を設定するのに
足る情報が記載されている。本書は、1987 年に発行されたものであるのだから、
第 5 章の執筆者も知る機会が十分あったはずである。結局、参考文献の収集作業
が疎かであったと言うことに過ぎないだけである。
　「米国陸軍地図」を GIS で利用するのであるならば、その地図に使用される地
図投影法と投影座標系における投影パラメータを設定した上で、紙地図である「米
国陸軍地図」をスキャンしたラスター地図画像に幾何補正を行うことよって、元々
持っていた紙地図本来の投影座標系を定義できる。そうした設定を定義した上で
ジオリファレンスすることによって、ようやく最も正確な座標情報が付与できる

*15　各地図投影には、GIS ユーザが定義しなければならない一連のパラメータがある。これ
らのパラメータは原点を指定し、対象地域に対する投影をカスタマイズする。角度パラメー
タには地理座標系の単位を、線形パラメータには投影座標系の単位を使用する。線形パラ
メータの False easting は、X 座標の原点に適用される線形の値で、False northing は、Y 座
標の原点に適用される線形の値である。角度パラメータの Central meridian は、X 座標の
原点を、Latitude of origin は、Y 座標の原点を定義する（ESRI ジャパン Web サイト参照）。
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ものだと筆者は考えている。ところが、第 5 章では上述するような正確な座標値
を導き出せると判断されるプロセスでの幾何補正が行われている訳では無い。地
物を GCP として求めてジオリファレンスを行っているに過ぎない。しかも、「米
国陸軍地図」の「基準点」の位置は、投影座標系が定義できていないので、目
視によって位置を決めているに過ぎない。本報告では、Hubbell ら（1969）に示
される「基準点」の座標値に基づいて表示できる。目視による判断で置かれた位
置に誤差が含まれても仕方ない。一方、座標値で示される座標の位置には誤差な
ど含まれることは無い。「地図投影と平面直角座標の使用に関連した本質的誤差」

（p.277～）のセクションの p.278 の最終段落で、「新都市計画地図の平面直角座
標系に内在する誤差は、当該座標系を利用するには結果として避けられない。こ
れは典型的な地図の作業では問題とはならないが、ここでは高い精度で距離を特
定したいので幾分興味のある問題である。より正確な距離を地理座標から理論的
に計算することは可能であるが、その計算は極めて難しい」とまで言い切ってい
るのに、「この作業過程には技術と判断力が必要である」としていて、目視で決
定した位置では、「高い精度で」「特定」できているとするとは言い難い。本報告
において実際に行った投影座標系を定義するジオリファレンスの作業についての
詳細は、Ⅵ章で詳述する。

Ⅲ．専門用語についての不十分な理解

ⅰ．投影座標系の混同
　絶対間違えてはいけない地図の要素が、第 5 章では混同されている。通常、日
本の中縮尺以上の地図には、日本における投影座標系の標準とも言える 2 種類の
投影座標系がある。それは、平面直角座標系と UTM 座標系である。そして、地
図の縮尺によってそのいずれかの投影座標系が定義されることになる。
　「地図投影と平面直角座標の使用に関連した本質的誤差」（p.277～）のセクショ
ンの第 2 段落で、「日本の新都市計画地図は、ユニバーサル横メルカトル図法と
同様に、経度が 6 度の幅の帯を網羅する Gauss-Krueger 投影体系に基づいている」
との記述がある。また、同じセクションの p.278 の第 2 段落でも、「日本の測地
系の Gauss-Krueger 法は横軸円筒図法であるので、縮尺度は経度と共に変化する。
割線タイプが用いられており、縮尺因子（接線における縮尺に対する特定の地点
における縮尺の比）は、接線の内側の経線上ではわずかに 1 より小さく、東西方
向か等しい中心子午線に平行である線の外側では 1 よりもわずかに大きい。経度
6 度毎の各帯の境界線で縮尺因子と 1 の差が 10,000 分の 1 未満に収まるべきであ
るという基準にそって経度 6 度毎の帯は設けられている。縮尺因子がちょうど 1
である 2 本の正接線は、問題とする領域の平面直角座標の原点の緯度上で、中央
子午線の東西 90km のところにある。新都市計画地図の平面直角座標系に内在す
る実際の誤差は、国土地理院のホームページにある正確な地図投影の方程式を用
いることにより評価することが可能である（上述の「測地系、地理座標および地
図座標系」のセクション参照）。対応する地理座標における単位角当たりの投影
地図上の距離の一次導関数は、単純な差分近似法を用いることにより、新都市計
画地図のタイルの三つの角における経度 1 度当たりのメートルおよび緯度 1 度当
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たりのメートルで評価された。その結果を表 2 に示す。線量推定で関心のある地
域で測定される最長距離において、これらの不正確さを約 2m 未満の誤差と解釈
する」と述べられている。　
　ところが、「新都市計画地図」は平面直角座標系で定義される地図である。第
5 章の別のセクションで、「新都市計画地図」は「平面直角座標系」とする記述
がありながら、上述する引用では、平面直角座標系では無く UTM 座標系が定
義されているとする内容の記述になっている。「経度が 6 度の幅の帯を網羅する」
や「経度 6 度毎の各帯の境界線で縮尺因子と 1 の差が 10,000 分の 1 未満に収ま
るべきであるという基準にそって経度 6 度毎の帯は設けられている」と表記され
ている箇所がそれである。この記述の内容は UTM 座標系に関するものであり、
明らかに混同しているのがわかる。そもそも、「日本の新都市計画地図は、ユニバー
サル横メルカトル図法と同様に、経度が 6 度の幅の帯を網羅する Gauss-Krueger
投影体系に基づいている」とする一文では、完全に混同しているのがわかる。
　さらに、投影座標系に関連する記述も適切では無く、二つの投影座標系が混
在した記述内容になっている箇所もある。「縮尺因子がちょうど 1 である 2 本の
正接線は、問題とする領域の平面直角座標の原点の緯度上で、中央子午線の東
西 90km のところにある」と述べられている箇所がそれである。ここは、UTM
座標系と平面直角座標系という 2 つの全く違う投影座標系に関する記述が、混在
して述べられている。たしかに、「ユニバーサル横メルカトル図法」と「平面直
角座標系」は同じ「Gauss-Krueger」図法ではあるし、また、平面直角座標系は、
投影・図法の分類から言えば、UTM 図法と同じ「横軸正角割円筒図法」である
とはいっても、投影座標系としては全くの別物である。

ⅱ．専門用語である「scale factor」に対する誤訳
　「地図投影と平面直角座標の使用に関連した本質的的誤差」（p.277～）のセク
ションの p.278 の第 2 段落で、「日本の測地系の Gauss-Krueger 法は横軸円筒図
法であるので、縮尺度は経度と共に変化する。割線タイプが用いられており、縮
尺因子（接線における縮尺に対する特定の地点における縮尺の比）は、接線の内
側の経線上ではわずかに 1 より小さく、東西方向か等しい中心子午線に平行であ
る線の外側では 1 よりもわずかに大きい」に記されている「縮尺因子」の翻訳に
関する問題である。オリジナルの英語版にある専門用語である「scale factor」の
翻訳が「縮尺因子」となっている。
　ところが、この「scale factor」は、そもそも専門用語として「縮尺係数」と翻
訳されるべきである。「縮尺係数」と記されるのであれば、何を意味するのかわ
かるものが、「縮尺因子」と記されると、「（接線における縮尺に対する特定の地
点における縮尺の比）」と附記されてあっても、これでは不十分で、何を意味す
るのか明確とは言い難い。つまり、「縮尺因子」では専門用語としては完全な誤
訳である。専門用語については、専門用語の辞典を使ってでも対応する日本語の
専門用語を調べるべきである。

ⅲ．多円錐図法に対する誤解
　「地図投影と平面直角座標の使用に関連した本質的誤差」（p.277～）の前節と
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同様、最初の段落のその最後の一文で、「円錐図法の場合、投影面は、図 4 に示
すように単一タイプの場合は 1 本の緯線（等緯線）に、割線タイプの場合は 2 本
の緯線に沿って地球の表面に正接して（接して）いる」と述べられている。
　これらは、それぞれ「円錐図法（正接）」と「円錐図法（正割）」について解説
した内容である。ところが、第 5 章で取り上げられている問題の「米国陸軍地図」
は「多円錐図法」なので、この「円錐図法」の解説の内容とはどちらとも異なる
地図投影法である。「現代測量学」出版委員会編（1991）に寄れば、「円錐図法と
は正軸円錐図法を指し、地球と円錐が接しまたは交わるところの緯線の長さが地
球上と等しく投影されるので、これを標準緯線（基準緯線）として接円錐図法を
1 標準緯線円錐図法、割円錐図法を 2 標準緯線円錐図法と言っている。（略）円
錐図法の名称には、接円錐、割円錐の別と正距、正角、正積などの性質とを組み
合わせた呼び方と、考案者等の名前を冠して呼ぶ場合がある」と説明がある。
　一方、「多円錐図法は地図に表示する緯線毎に円錐を接するものとして投影を
行う方法である。これに対して前述した円錐図法を単円錐図法ということがある。
多円錐図法では地図上の緯線はそれぞれが中央経線上に中心を持つ円群で、中央
経線以外の線は曲線となる」。さらに、政春尋志（2011）でも、多円錐図法と円
錐図法は、別々の節でとりあげてあり、別種のものであることがわかる。しかも、
著者本人より、多円錐図法は、円錐図法と関連はあるにしても、円錐図法の分類
には入っていないとの助言もある。結局、書く必要のない無意味な内容について
触れている箇所にしか過ぎなかった。

ⅳ．専門用語として不適切な「準拠座標系（frame）」
　第 5 章では、「準拠座標系（frame）」という用語が、専門用語のように既に「緒言」

（p.270～）の p.271 第 4 段落から顕れ、「原爆投下直前と直後に撮影された航空
写真は、現在の調査にとって大変重要な補助的役割を果たしている。最も大切な
ことは、GIS が使用可能な地図や航空写真をすべて共通の準拠座標系で考慮する
ことが可能であり、それにより空間的な関係を決めるため様々に重ね合わせるこ
とができるということである（Verbyla および Chang 1997）」と述べられている。

「準拠座標系」は、「frame」とオリジナルの英語版では表記される用語を翻訳し
たものである。ところが、第 5 章を通して、「準拠座標系」という用語は、「地理
座標系（Geographic coordinate system）」の意味で使用されていたり、あるいは「投
影座標系（Projected coordinate system）」の意味で使用されるなど、どちらにも
取れるような使い方がされている。説明の形容句が付かないときは、どちらなの
か判断しようとしても全く判断できない。つまり、この「準拠座標系」という用
語では、「地理座標系」なのか「投影座標系」なのか、どちらを意図して使われ
ている用語なのか判断できないままである。
　ところで、この二つの専門用語には注目すべき関係がある。確かに、「地理座
標系」と「投影座標系」は別物であるが、「投影座標系では、地理座標系の定義
も含まれる」と言う関係があることである。ところが、この関係が正確に理解さ
れているとは言えない記述が散見される。地理情報システム（GIS）で地図を表
示するなら、「地理座標系」なり「投影座標系」なりを定義する必要がある。定
義をしないままでは地図表示はできない。
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　結局、明瞭に異なった専門用語があるのにかかわらず、この専門用語と言えな
い「準拠座標系」をあえて使用しているようである。これでは、「地理座標系」
なり「投影座標系」なりを適切に使い分けて使用すべきところを、違いを理解す
ること無く曖昧な用語にしか過ぎない「準拠座標系」一つを使って表現しようと
していると判断する以外に無い。第 5 章は、地図や航空写真といった地理空間情
報について取り上げた内容について記されているのだから、専門用語については
正確にかつ適切に取り扱うべきである。

ⅴ． 移転している三角点の「中電ビル」とその表示される基準とする測地系の違い
　「測地系、地理座標および地図座標系」（p.274～）のセクションの p.275 の下
から 2 つ目の段落で、「さらに、中国電力の建物の屋上にある地理測量ベンチマー
クの経緯度は、広島の新都市計画地図上の地図座標から計算され、国土地理院の
ホームページに記載されているものと一致しており、その差は 2m 未満である」
と述べられている。
　まず、使用される用語が、ここでも不正確な用語が使用されている。それは、「地
理測量ベンチマーク」である。オリジナルの英語版では「a geographical survey 
benchmark」と表記されている。ところが、「benchmark」は、「水準点」*16 と訳
されるべき基準点の一つである。つまり、「中国電力の建物の屋上にある」のは、「水
準点」と訳される「ベンチマーク（Benchmark）」では無く、正確には「三角点 *17

（Triangulation point）」である。「水準点」と「三角点」では、地図記号からして
違い、そして、基準点として要求されている性質が全く違っているのである。
　また、「中国電力の建物の屋上にある」点名「中電ビル」である三角点は、「新
都市計画地図」が測量された 1979 年当時に設置されていた位置から、同じ点名
の「中電ビル」ではあるものの 1985 年には移転している。つまり、「新都市計画
地図」に表示される三角点の位置と、第 5 章執筆時に設置されている「中国電力
の建物の屋上にある」三角点の位置とは異なっている。この点から、まず経緯度
座標値が「一致」することはあり得るはずがないのである。表 3-5-1 は、1955 年
5 月に設置後、「新都市計画地図」が測量された 1979 年の直前である 1967 年 11
月 21 日に調製された「三角点成果表」*18 である。また、「国土地理院のホームペー
ジに記載されているもの」は現行の三角点の成果が表示してあるだけで、移転前
の位置は表示していない。表 3-5-2 は、第 5 章執筆当時に直近の 1985 年 1 月 16
日に移転して同年 4 月 9 日に調製された「三角点成果表」である。それぞれ、表
示される経緯度も XY 座標も違うのが読み取れる。どうして「一致」したのか見
当がつかない。さらに、この「中電ビル」という三角点は、現在では「中電ビル」
の屋上から「市役所」の本庁舎ビルの屋上に移されている。その履歴は、「市役所」

*16　正確な高さを求める測量をおこなうために、国土地理院が作った高さの基準となる点の
こと（国土地理院 Web サイト参照）。
*17　正確な位置を求める測量をおこなうために、国土地理院が作った位置の基準となる点の
こと（国土地理院 Web サイト参照）。
*18　国土地理院が設置する三角点の基準点コード、等級、三角点名、設置されている場所の
緯度・経度・標高・XY 座標値、座標系、縮尺係数等が記されている。
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の「点の記」*19（表 3-5-3）に記されている。
　しかも、第 5 章における「新都市計画地図」に関する GIS の作業は、旧日本
測地系（東京測地系）に基づいて処理されている。ところが、第 5 章が執筆され
ている当時の日本の測地系は、2002 年から世界測地系（日本測地系 2000）に移
行しており、国土地理院の Web サイト上で表示される経緯度の座標値も、世界
測地系に基づく経緯度で表示されている。したがって、移転しているかどうか以
前に、表示される座標値の数値の問題としても、「広島の新都市計画地図上の地

*19　三角点の戸籍又は、案内図といったものである。見知らぬ場所の三角点で測量をする際
に、測量者は必ず入手して利用する。内容は、点名、所在地、土地の所有者、測量年月日、
三角点までの道順、交通、案内図などで構成されている（国土地理院 Web サイト参照）。

表 3-5-1

表 3-5-3表 3-5-2
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図座標から計算され」た旧日本測地系の経緯度座標値が、2002 年 4 月以降に閲
覧したのであれば、「国土地理院のホームページに記載されているものと一致」
する訳はない。
　ただし、上述する第 5 章のこの段落の一つ前の段落で、「新都市計画地図は、
全国的な日本の測量システムに則り 1,000 m の平面直角グリッドに基づいてい
る。長崎の新都市計画地図には各タイルの経度では水平方向の端に、また緯度で
は垂直方向の端に別の印があるが、これらの地図では経緯度について十字線タイ
プの印はない。日本国土地理院のホームページに記載されている方程式に基づく、
地図グリッド座標を経緯度に換算する式は利用可能である。 2001 年までこれら
の方程式は、1842（ママ）年に決定された Bessel の楕円体を使用する東京測地
系に基づいていた。Bessel の楕円体のパラメータを表 1 に示す。この変換に必要
な方程式は、日本測量協会の『世界測地系と座標変換』（飛田 2002/ 日本語）に
掲載されている。これらの方程式はスプレッドシートにコード化され、日本国土
地理院のホームページ上で利用可能な計算プログラム（2002 年）と一致してい
るかを検証するために照合された」と記されている。その「日本国土地理院のホー
ムページ上で利用可能な計算プログラム」を利用して変換した座標値と比較する
ことはできるが、「国土地理院のホームページに記載されている」そのものの数
値とは違っている。
　それでも、同じ座標値だと言うのであれば、「新都市計画地図」に施したジオ
リファレンスの処理作業に問題があり、適切な処理が為されていない可能性が出
てくる。さらに、「一致して」いるとする三角点が、2m 未満とはいえ、なぜ差
があるのかも大きな疑問である。2m 未満の差があっても「一致して」いると言
える根拠は一体何なのか疑問が残る。

Ⅳ．「地理情報システム（GIS）」の活用における不十分な要素

ⅰ．用語として意味不明な「地図座標系（Map Coordinate Systems）」
　「測地系、地理座標および地図座標系」（p.274～）のセクションのタイトルに「地
図座標系」と言う用語がある。ところが、「地図座標系」と言う用語は、このセクショ
ンのタイトルで採用されるだけで、他には、タイトルの引用として 2 度顕れる
に過ぎず、用語としての説明は一切無い。しかも、「地図座標系」と言う用語は、
専門用語には無いので何を意味しているのか全くわからない。もちろんオリジナ
ルの英語版でも「Map Coordinate Systems」とあり「地図座標系」と訳すし
かなく、この英語も専門用語に無いのは同様である。このセクションのタイトル
に見える他の専門用語である、「測地系、地理座標」と並んで記されることから、

「投影座標系（projected coordinate systems）」を意図しているのではないかと
推測されるに留まるだけで、確証は無い。
　したがって、タイトルに「測地系、地理座標および地図座標系」と記されては
いるものの、各用語は並列されるような用語では無く、しかも、あえて並列する
意図すらよくわからない。
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ⅱ．不確定な「地理座標」の意味　
　「地理座標」とは、本来「経度・緯度」を意味する用語である。ただし第 5 章では、

「経度・緯度」を意味していない場合もあり、「経度・緯度」の意味で使われてい
る場合が多いと言う表現に留まらざるを得ないのが現状である。
　まず、何より先に指摘している、「地図作成と GIS の根本的概念」（p.272～）
のセクションでの「地理座標」については、「地球表面の特定モデルに対する経
線や緯線のような」としており、厳密に読むと「経度・緯度」の意味としては使
われていない。なお、この使い方は、前の段落で指摘した通り、「地理座標」の
理解が適切とは言い難い。したがって第 5 章では、あくまでも多いとしか言え
ないことに注意を必要とする。ところが、p.272 の最下行に、「X と Y は平面直
角座標または地理座標（例：当該調査においては経度と緯度）であり」とか、「測
地系、地理座標および地図座標系」（p.274～）のセクションの最初の段落で、「ど
の地図にも地球表面の全体的または平均的な形および面積に関する仮定条件（す
なわち、山に関連する高度差異を平均するなど）を定義する測地系と経緯度のよ
うな地理座標で座標系を十分に定義するその他の明細事項（測量の角度単位、本
初子午線）がある」とあるように、元々経緯度座標を意味する地理座標に対して、

「経緯度」と断っている。
　また、p.275 の最後の段落に、「地理情報システム（GIS）を用いて初期比較
をするために、以下に詳細に示す国土地理院の式を用いて日本の広島の地図を東
京測地系の地理座標（経度および緯度）でジオリファレンスした」と地理座標を

「経度・緯度」とするような箇所も存在するのである。すなわち、「地理座標」の
意味する内容が、当該報告を通して必ずしも一貫しておらず、意味の確定してい
る用語として捉えられているとは言い難い。何より、「地理座標（経度および緯度）」
と表記するぐらいなら、始めから「経度および緯度」と表記した方がよほど安定
した用語の使い方になるであろう。
　ちなみに、オリジナルの英語版を見ると「地理座標」は、「Geographical 
Coordinates」の日本語訳となっているのだが、「地理座標」は何度も指
摘する通り、通常、「経度・緯度」を意味する。なるほど「Geographica l 
Coordinates」を直訳すれば「地理座標」にはなるものの、たとえ、オリジナル
の英語版で使用される「Geographical Coordinates」は、専門用語としては存
在しない。ただし、「地理座標系（Geographic coordinate system）」であれば、
専門用語は存在する。それは、3 次元である地球上の位置を緯度と経度で表現す
る座標系を意味する。もっとも、先に何度も触れたが、「地理座標」が「経度お
よび緯度」では無く「投影座標系」の座標値を意味する箇所がありはするので、
要注意である。ひとつの用語の用法が揺れていて、用語として、どう判断してい
いのか明確とは言えない。

ⅲ．地図に表示されることと地球における事実
　「本調査で用いられた GIS を使用する方法の概要」（p.288）のセクションの p.288
の最終段落で、「広島および長崎の近似的緯度において「角度空間」（経度と緯度）
で表示された地図の縦横比は、平面直角座標系で表示された地図のものとは幾分
異なってはいるが、かなめの準拠座標系として地理座標を使う作業の方が、これ
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まで行われてきた作業にとっては都合が良かった。経度は近似的に距離を緯度の
距離の cos（緯度）倍、すなわち約 cos（33°）=　0.87 倍と表すだけなので（図 5）、
角度空間で見た場合、平面直角座標で正方形であるものは、垂直方向の長さの方
が水平方向よりも短くなる。これはメートル当たりの角度が経度よりも緯度の方
が少ないからである。地理座標でスキャン地図画像ラスターをジオリファレンス
するために一次アフィン変換を使用することによって地図の「非歪曲化」をする
ことは標準的な手法である（Verbyla および Chang 1997）。」と述べられている。
　まず、「かなめの準拠座標系として地理座標を使う作業の方が、これまで行わ
れてきた作業にとっては都合が良かった」とある箇所では、「地理座標系」にしろ、

「投影座標系」にしろ、経緯度である地理座標は必ず使うことになるので、あえ
て地理座標が選択肢になるような場面にはならない。「都合が良」いかどうか以
前の問題である。結局、何が都合が良いのか明確に記されていないままである。
本段落の冒頭で、「「角度空間」（経度と緯度）で表示された地図」とあることや、
本セクションの後で示される地図を見ると、「地理座標系」だけを定義して、経
度緯度の格子が正方形になるようにしたかったのだろうと言うぐらいの推測しか
できない。所詮、経度緯度の縦横比を 1：1 にしたかっただけであろう。結局「平
面直角座標系」を定義すると、経度緯度の縦横比が 1：1 にならないのが、第 5
章の執筆者にとって把握に不便があったのであろう。そもそも「米国陸軍地図」
と「新都市計画地図」は同じ「平面直角座標系」が定義されている訳ではない。
しかも第 5 章では、「米国陸軍地図」の投影座標系は定義できていないので、そ
もそも「変換」のしようがない。
　また、「かなめの準拠座標系として地理座標を使う作業」と記されているのは、
この表現では、地理座標系を定義して行った作業なのか、投影座標系まで定義し
た作業なのか判断できない。Ⅲ章ⅳ節で記すように、「準拠座標系」なる用語は、
何も説明したものになっていないからである。本来、地図を対象とした作業は、
どうしても「地理座標」、すなわち経度・緯度を用いた作業になってしまう。「準
拠座標系」では、結局何を定義したことになっているのか、そして、どのような
作業だったのか、まるで判断できない。
　そして、上述する理解でしかないために、第 5 章の図 11（p.303）が地理座標
系を定義しかすることができなかったことになる。地理座標系の座標では 3 次
元における角度で表されるため、その座標を平面上で表現した場合、距離・面積・
角度のいずれも正確にはならない。つまり、面積や角度などが正確に表現される
ことはない。だから、経度緯度で表現される図 11 における四角形は、見た目は
正方形になっても、実際は、距離が正しく表示されていないのだから、厳密には
正方形ではないことになる。地理座標系で定義される地図の表示は、こうした条
件の下での描画であることを理解した上で見る必要がある。投影座標系の要素で
ある平面直角座標系を定義することで、この程度の範囲では、距離、面積を正し
く描画できるのを、あえて地理座標系を定義するだけの根拠は、第 5 章で記され
ることは一切無かった。
　しかも、「平面直角座標系に内在する実際の誤差」を指摘するものの、地理座
標系を定義しただけの地図の表示に見られる不正確な事項については言及してい
ない。それどころか、「かなめの準拠座標系として地理座標を使う作業の方が、
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これまで行われてきた作業にとっては都合が良かった」とした不十分な理解を示
している。結局、地理座標系で表示した地図の「見かけ」上の長さを問題にして
いるに過ぎない。地理座標系に基づく表示であろうと、投影座標系に基づく表示
であろうと、「見かけ」上の地図同士が違っているだけで、本来の地球における
角度も距離も、どちらの座標系で表示しようと変わるものではないという事実が
置き去りにされている。

ⅳ．「地図変換（Map Transformations）」の意味するもの
　「米国陸軍地図上の位置に関する誤差」（p.311～）のセクションの p.314 の最
終段落で引用されるセクションのタイトルとして表記される「米国陸軍地図から
日本の新都市計画地図への地図変換」に初めてあらわれ、また、「米国陸軍地図
から日本の新都市計画地図への地図変換」（p.317～）のセクションのタイトルに

「地図変換（Map Transformations）」という表記される用語があらわれる。
　まず、この「地図変換」についてであるが、残念ながら何を意味している用語
なのか皆目わからない。何しろ、このような専門用語は無い。地図をどのように
どうしたら変換できるのか、地図の何を変換しようとしているのか、第 5 章を通
じても、具体的な変換方法を説明した箇所は存在しない。筆者の知る限り、地図
を構成する何かの要素についての変換は可能であるにしても、地図自体、地図そ
のものの変換ができる方法があるとは到底考えられない。あえて第 5 章で「地図
変換」について、GIS を利用した具体的な方法が記されているかと期待したが、
結局、第 5 章では何の具体的な言及も無いままであった。
　ここでは、「地図変換」の実際の表記のすべてを引用しないが、「変換」という
用語が、ジオリファレンスの際の「一次アフィン変換」の「変換」であったり、
何らかの方法で処理される「座標」の ｢ 変換 ｣ と覚しき記述が見えるものの、何
カ所かで「地図変換」という表記が見られるに留まっている。「地図変換」とい
う表記が見られる箇所に置いて、その表記される箇所での記述について、その箇
所における他の記述部分についての明瞭な理解を難しくしている状況になってし
まっていることになっている。

ⅴ．行われていない平面直角座標の変換
　「米国陸軍地図から日本の新都市計画地図への地図変換」（p.317～）のセクショ
ン冒頭に、「ここで取られた方法では、米国陸軍地図の平面直角座標から新都市
計画地図の平面直角座標への変換誤差は主に、米国陸軍地図画像ラスター内のピ
クセルアドレスから経緯度の地理座標への変換誤差であると想定する。この方法
で米国陸軍地図上の地理的特徴の相互配置における誤差がすべて捉えられる。米
国陸軍地図の平面直角座標を地図画像ラスター内のピクセルアドレスに関連付け
る際には、グリッド線が画像ラスターのピクセル空間において完全に直線のデカ
ルト座標系を形作らない程度の小さな誤差がさらにあり、これは米国陸軍地図上
の位置の指定が、そのピクセルアドレスからではなく、地図上に描かれたグリッ
ドを用いてその平面直角座標を測ることから始まる場合に当てはまる。この誤差
は、以下の解析から除外するには十分なほど小さく、米国陸軍地図グリッド座標
に係わる変換にのみ関連する。（米国陸軍地図のイメージ上で GIS ポインターに
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よって正確に位置が決定される地点はどれにも、米国陸軍地図グリッド座標を用
いることなく新都市計画地図上で経度、緯度および座標を計算するために決定し、
使用可能なピクセルアドレスがある。）」と述べられている。この記述内容では、
何を指摘しているのか理解するのはなかなか難しい。
　まず、「米国陸軍地図の平面直角座標から新都市計画地図の平面直角座標への
変換誤差」との記述があるものの厳密な意味での「座標」の「変換」そのものは
行えていない。Ⅱ章ⅲ節で指摘している通り、第 5 章では、「米国陸軍地図の基
となった測地系については良くわかっていない。（略）どの測地系を使用したの
かについて調査が進められているが、本報告書作成時においてまだその結果は得
られていない」としているのだから、｢ 平面直角座標系 ｣ が定義できていないので、

「座標」にかかわらず「変換」など行えるはずがないのである。また、「米国陸軍
地図上の位置の指定が、そのピクセルアドレスからではなく、地図上に描かれた
グリッドを用いてその平面直角座標を測ることから始まる場合に当てはまる」と
の記述があるが、実際には、先述の通り「米国陸軍地図の基となった測地系につ
いては良くわかっていない」のである。それなのに、どうして「平面直角座標を
測ること」ができるのかはなはだ疑問である。
　「米国陸軍地図」の「平面直角座標」を定義できていない。それにもかかわらず、
本節で指摘する段落では、第 5 章の執筆者が「米国陸軍地図」の「平面直角座標」
の仕様の詳細を承知していて、その上で「座標」を「変換」できているような書
きぶりであるとしか言えないのが現状である。

Ⅴ．第 5 章における爆心地座標の取扱い

ⅰ．二つの爆心地
　旧日本測地系（東京測地系）における経緯度の座標値から平面直角座標系の
XY 座標値に換算されている箇所で、第 5 章で示される XY 座標値は、経緯度の
座標値が正確に換算された数値を示していない。まず、p.305 の「広島」のセクショ
ンで、経緯度の座標値である「経度 132.457273 度、緯度 34.391361 度」が示される。
そして、平面直角座標系の XY 座標値である「26.721km、-178.395km」が続いて
示される。この XY 座標値は、第 5 章の「結論」（p.327～）の p.329 の 3 つめの
段落にも明記される。ところが、先の経緯度の座標値の換算結果である XY 座標
値は、正しくは「26718.0385m、-178394.1383m」である。また、XY 座標値であ
る「26.721km、-178.395km」を経緯度で示すとすれば、その換算結果は、「経度
132.457305 度、緯度 34.391353 度」である。どちらから換算しても、同じ位置に
ならない。この 2 点間は、3.084317m 離れている。しかも、「地図の整合に関す
る元々の調査の主眼点は、過去に定義された爆心地の位置に対応する日本の新都
市計画地図上の爆心地位置を決定することである（p.305 の中段）」と明記して
いる。二つの爆心地を図 5-1-1 に示す。なお、図 5-1-1 は、1945 年 7 月 25 日撮
影のオルソモザイク幾何補正済み画像と「新都市計画地図」（広島市平面図 O-8）
を重ね合わせて示している。
　なお、上記オルソモザイク幾何補正済み画像の仕様を以下に記す。
作成者：荒滝和律氏（アジア航測株式会社）と本報告筆者
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概 略作成手法：① 1945 年 7 月 25 日に米軍が撮影した航空写真を解像度 10 ㎛で
デジタルスキャンし画像データを得た。②航空写真指標が読み取れなかったた
め目視判読による画像加工処理にて画角範囲を切り出しピクセルサイズを合わ
せることで航空写真四隅（指標）とした。③ソフトコピー図化機に対象写真を
取り込み、パスポイント、タイポイントを取得し相互標定を行った。④基準点
は当時と地形経年変化が少ないと思われる橋や学校・工場敷地などを選定し、
広島市発行広島市平面図（1/2,500）からの日本測地系第 3 系の座標読み取り
を行った。⑤読み取りを行った座標値を元に③のソフトコピー図化機を用い基
準点を取得し絶対標定を行った。

　さらに、数値地図 50 ｍメッシュ標高を元にデジタルオルソ画像を出力した。
　単写真の諸元は、焦点距離：24inch、撮影高度：28,000feet、写真縮尺：
1/14,000 である
見 積もられる精度：航空写真の縮尺が 1/14,000 であること、プリント後の写真

図 5-1-1

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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資料でのスキャニングであったことなど考慮し、現行の写真地図作成作業規定
などを準用すると、概ね地図情報レベル 5000 から 10000 の精度を見込み作業
を行った。これらに該当する水平位置の精度は標準偏差で 5.0m～10.0m 以内
が期待できた。

地 上画素寸法と縮尺：デジタル画像上の地上画素寸法は計算上 0.14m 程度とな
るが画質等を考慮するとこの結果より劣ると考えられる。また、精度面からも
レベル 5000 から 10000 程度と考える。

　これでは、たった 1 点であるはずの爆心地座標を決定したことになるとは到底
言えるものではない。爆心地がなぜ 2 カ所になってしまったのか、その原因は第
5章を読む限りではよくわからない。そもそも、GISソフトのツールを利用すれば、
対象のポイント座標の経緯度座標であろうと XY 座標であろうと、また両方であ
ろうとテーブルに表示することができる。換算の必要などない。換算も間違って
いるばかりか、地図の設定も不十分と言わざるを得ない状況では、到底正しい座
標値を導き出すことはできるはずがない。結局、「整合と照合」とタイトルにあ
るのに、それらの座標値が正確に換算できたかどうかの指標になる数値の扱いが、
とても杜撰であると言うことになる。

Ⅵ．本報告における「米国陸軍地図」のジオリファレンスに伴い行った作業

ⅰ．第 5 章において「米国陸軍地図」に施したジオリファレンスの限界
　「陸軍地図を日本の新都市計画地図にジオリファレンスする」（p.297～）のセ
クションの冒頭で、「上述のように、決定された基準点に対して陸軍地図の画像
をジオリファレンスした。陸軍地図上の対象となる地理的特徴の輪郭が日本の新
都市計画地図にある輪郭の大きさ、形および方角についてほとんどまったくと
いって良いほど同一ではないということを考えると、この作業過程には技術と判
断力が必要である。両方の地図上で近辺にあるその他の地理的特徴と関連させて
地理的特徴を照合することにより、当てはめが良いものであるということをさら
に確認することが可能である。これに関しては航空写真が極めて貴重であり、上
述したように全く同じ基準点に対してジオリファレンスされている」と述べられ
ている。
　この段落で象徴的なのが、「陸軍地図上の対象となる地理的特徴の輪郭が日本
の新都市計画地図にある輪郭の大きさ、形および方角についてほとんど全くと
いって良いほど同一ではないということを考えると、この作業過程には技術と判
断力が必要である。両方の地図上で近辺にあるその他の地理的特徴と関連させて
地理的特徴を照合することにより、当てはめが良いものであるということをさら
に確認することが可能である」とする箇所である。
　本報告では、まず誤差を生み出す原因となる要素となる「技術と判断力が必要」
とされる状況を削減どころか取り除きたかった。すなわち、Hubbell ら（1969）
で示される「基準点」の座標値をそのまま生かす方法をとるために、元々「米国
陸軍地図」の基準である投影座標系を定義することにしたのである。したがって
本報告では、「陸軍地図上の対象となる地理的特徴の輪郭が日本の新都市計画地
図にある輪郭の大きさ、形および方角についてほとんど全くといって良いほど同
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一ではないということ」や、上記の次の段落で指摘する「米国陸軍地図」の「間
違い」や「不正確」な点について、全く問題にしていない。
　それゆえに、「両方の地図上で近辺にあるその他の地理的特徴と関連させて地
理的特徴を照合することにより、当てはめが良いものであるということをさらに
確認すること」も不要である。
　なお、本節で指摘した第 5 章で行われたジオリファレンスの限界を解消すべく、
本報告において実施したジオリファレンスを一つずつ以下に詳述する。

ⅱ． 「米国陸軍地図」の投影座標系と本報告における「米国陸軍地図」のジオリファ
レンス
　「米国陸軍地図」の投影法は、「米国陸軍地図」の注記に「POLYCONIC 
PROJECTION」と明記されており「多円錐図法」であることがわかる。ま
た、爆心地の座標値を示すのに使われている WPG についての仕様の詳細は、
Snyder，John Parr（1987）に記載されているのは既に述べた通りである。それ
により、「米国陸軍地図」の投影パラメータは、Ⅱ章ⅲ節で記した通りに想定
した設定で定義した。しかも、こ
の投影パラメータの設定の内、「測
地基準系」は「旧日本測地系（東
京測地系）」に、「回転楕円体」は

「Clarke1866」にそれぞれ設定して
ある。第 5 章では「どの測地系を使
用したのかについて調査が進められ
ているが、本報告書作成時において
まだその結果は得られていない。」
としている。対して本報告において

表 6-2-1

図 6-2-1
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は、投影座標系に回転楕円体には「Clarke1866」を使っているとしても、測地基
準系としては、当時の米軍が日本国内の地図を作るときに NAD1927 に準拠でき
るわけがない。したがって「米国陸軍地図」発行当時は、GPS のような衛星測
位システムなどは無いので、測地基準系のうち現実の日本国内の地点の経緯度に
ついては、当時の地図製作技術・測量技術から考えても、当時の陸軍参謀本部陸
地測量部あるいは内務省地理調査所が使用していた旧日本測地系（東京測地系）
を使用する以外に選択肢はなかったはずである。
　爆心地座標は、既出の通り、「米国陸軍地図」に展開する WPG の座標値に基
づいて現されている。その「米国陸軍地図」が紙地図として作図されている状況
を、正確にデジタル地図として再現することは、その投影パラメータに基づく投
影座標系が定義されるようにジオリファレンスすることが望ましい。多円錐図法
で WPG による設定を想定したのが表 6-2-1 に示される投影パラメータの数値、
仕様である。なお、本報告における「米国陸軍地図」のジオリファレンスの過程は、
以下に記す通りである。まず、「米国陸軍地図」のラスター地図画像を、表 6-2-1
に示す投影パラメータにある数値に設定した「多円錐図法」が定義してある画面
に表示する。それから、GCP を「WPG」の格子網の交差点をリンク先にするた
めに、交差点の XY 座標値を入力する。その GCP のリンク先は、まず、ラスター
地図画像の各角の近くに一つずつ割り振る。さらに、内部に複数存在するように
満遍なく行き渡るように配分する。結局、GCP は 19 点求めた。そして、幾何補
正には多項式変換を行った。それは、ラスター 地図画像をシフト、サイズ変更、
回転させたりするアフィン多項式変換と、さらに曲げたりカーブさせたりする 3
次多項式変換をそれぞれ行い、RMS 誤差 *20 とラスター地図画像の WPG の格子
網と格子線がどれほど一致するか、その重なり具合を比較して決定した。特に 3
次多項式変換では、残差の大きいとみられる 2 点をリンクから除いて RMS 誤差
をより小さくするようにした変換も行ってみた。3 次多項式変換の方が、RMS
誤差の平均値の大半は小数点以下に収まった。17 点のリンクのものは、19 点の
ものと比較して格子線の一致具合が大差無かったので、最終的には、より満遍
なく行き渡るように配分される 19 点のリンクを求めた 3 次多項式変換の幾何補
正を行ったものを採用した。ラスター地図画像に対して配分した GCP を表示し
た状態を図 6-2-1 に示す。また、そのリンクの RMS 誤差を示したテーブルを表
6-2-2 に示す。格子線の一致の程度が高かったことは、元々の紙地図の作図され
た状態がより正確に再現されていることを示している。
　そして、ここで定義した投影座標系が適切であったと判断した根拠は、この投
影座標系に基づいた WPG の XY 座標による格子線と経緯度線との重なり具合、
一致の程度に拠る。ラスター地図画像の WPG の XY 座標による格子線と経緯度

*20　ラスターデータセットをジオリファレンスするには、ジオリファレンスしたラスターや
ベクターフィーチャクラスなど、目的の地図の座標系に存在する既存の空間データ（ター
ゲットデータ）を使用して、GCP と位置合わせを行う。その際、一般公式を引き出して
GCP に適用すると、誤差、つまり残差誤差の量が返される。誤差とは、始点が終了した場
所と実際に指定された位置（終点位置）との差を意味する。合計誤差を求めるには、すべ
ての残差の合計である二乗平均平方根を利用して、RMS 誤差を計算する。この値は、さま
ざまな GCP（リンク）間の変換の一貫性を表す（ESRI ジャパン Web サイト参照）。
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線との重なり具合を確認すると、XY 座標による格子線と、経緯度線網と地図上
に一定間隔で描画される十字印の両者に同時に一致する。しかも、経緯線の十字
印の重なり具合は、「距離単位」の「単位当たりの長さ」を一般的なヤードの換
算値である「0.9144」ではなく、測量系で使用される「US Survey yard」の換算
値である「0.9144018288036576」にすることで、より高い一致率となった。この
一致具合が、ここで採用した投影法と投影パラメータが適切であったと判断する
根拠である。発生させた格子線と WPG の格子線と、経緯度線網と地図上に一定
間隔で描画される十字印の両者が一致している状態を示したのが図6-2-2である。
　したがって、DS02 の第 1 章「爆発パラメーター」（p.48～）で、p.50 の「爆

表 6-2-2

図 6-2-3図 6-2-2
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心地」のセクション最初の段落の最終箇所には、「現在放影研で使用している米
国陸軍地図の版番は、広島が 138,499（1946 年 6 月）、長崎が 138,353（1945 年 8
月）であり、両地図ともグリッドの単位は 1,000 ヤード（914m）である」と記
されているが、換算値としては、これも適切とは言えない。また、「Hubbell の
調査」（p.282～）の p.286 の 7 行目で、「地図原点の X および Y のオフセットの
みに関する 18 地点の最小二乗最適化に基づき Hubbell が提案した変換は以下の
通りである。（式）略　（3）　M は 0.9144m/yd の単位換算、T は 0.0250164 ラジ
アンの回転、G および H は地図原点のオフセットについて Hubbell により当て
はめられた係数（それぞれ 3.069 km と -4.201 km）。Hubbell が使用した方法に
より、ほぼ同じ変換が定義された。」と述べられているが、「0.9144m/yd」では「ほ
ぼ」と表記するしかないほどの精度で適切と言えない「単位換算」値となる。
　そして、上述する手順で「米国陸軍地図」をジオリファレンスしたラスター地
図画像に、爆心地と 23 の「基準点」を表示したものをエクスポートした。その
それぞれのポイントデータは、WPG の座標値で位置を確定しているので、前節
で言う「ほぼ」と言う曖昧な形容句は不要で、目視以上に正確な位置精度を有し
ていると言える。このエクスポートしたラスター地図画像が、図 6-2-3 である。

ⅲ．「米国陸軍地図」の WPG の XY 座標と経緯度座標から判断できる地図精度
　ⅱ節で指摘するとおり「米国陸軍地図」に定義される測地基準系は、「旧日本
測地系（東京測地系）」であるので、爆心地の WPG の座標値を変換した経緯度
座標値は、GIS ソフトのツールを利用することにより導いた旧日本測地系で表し
た爆心地座標の座標値そのもの
である。その実際の経緯度座標値
は、経度 132.45721486 度、緯度
34.39075471 度となる。ところが、
その経緯度座標を旧日本測地系の
平面直角座標系第Ⅲ系の地図に
そのまま読み込ませると図 6-3-1
に示される位置である「爆心地

（WPG）」となり、第 5 章で決定
された爆心地の位置と比較すると
約 65m ほど南の位置になる。
　一方、「測地系、地理座標およ
び地図座標系」（p.274～）のセク
ション最初の段落の前半部分で、

「どの地図にも地球表面の全体的
または平均的な形および面積に関
する仮定条件（すなわち、山に関
連する高度差異を平均するなど）
を定義する測地系と経緯度のよう
な地理座標で座標系を十分に定義
するその他の明細事項（測量の角 図 6-3-1
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度単位、本初子午線）がある」と述べられている。また同じセクションの p.275
最後の段落に、「地理情報システム（GIS）を用いて初期比較をするために、以
下に詳細に示す国土地理院の式を用いて日本の広島の地図を東京測地系の地理座
標（経度および緯度）でジオリファレンスした。その後、米国陸軍地図を経緯度
の印を用いてジオリファレンスした（すなわち、これらの経緯度を東京測地系用
に規定したかのように扱った）。両方の地図で特徴点として記されている基準点
に関しては、図 3 に示すようにおおよそ南北方向に約 65～70m ほどの一定かつ
系統的な移動を含むように見える可変的不一致があった。この不一致の系統的部
分は、主にこれら二つの地図を作成する際に使用された測地系に関する測地学的
仮定の間の差によるものであるらしい。」と、結論づけている。
　結局、「おおよそ南北方向に約 65～70m ほどの一定かつ系統的な移動を含むよ
うに見える可変的不一致」となるのは、「測地系に関する測地学的仮定の間の差
によるもので」は無く、上述するとおり、爆心地の位置がおよそ 65m ほど南に
ズレるという現象が起きていることからも、むしろ、「米国陸軍地図」の位置精
度が十分では無くて、戦後に作成された日本国内の地図とは地物（地理的特徴）
の位置がズレているということではないかと判断される。つまり、爆心地周辺
の地物の地図に記載されている位置が正しくないということである。もともと

「米国陸軍地図」は、偵察用に撮影された航空写真や米軍が入手していた日本の
1930 年頃の発行の 1/2.5 万地形図などを元に作られたものなので、測量の誤差が
普通に地図を作成するときよりも大きいものである可能性が高いと思われる。

ⅳ．本報告において「米国陸軍地図」に施したジオリファレンス
　「米国陸軍地図」は広島地域を描いた地図であるが、当時の日本の地図で採用
されている投影座標系が定義された地図ではない。「米国陸軍地図」に定義され
る測地系については、ⅱ節で記したとおり、旧日本測地系（東京測地系）である。
しかし、ⅲ節で指摘するように、「米国陸軍地図」の位置精度が十分でなく位置
が不正確であるとすると、結局戦後の都市計画図との位置ズレを解消するには両
者に共通に描かれている地物（地理的特徴）の位置を手がかりにジオレファレン
スするしかないことになりそうである。爆心地の位置は「米国陸軍地図」に基づ
いて導出されたものだとすると、その座標の精度は「米国陸軍地図」の地物の位
置精度に準拠しているから、座標値を頼りにはできず、第 5 章で実施した都市計
画図上で爆心地の位置を再計測するのが正攻法になりそうである。
　したがって本報告でも、第 5 章と同様に地物を GCP に求めるジオリファレン
スを行うことにした。ただし、その地物を「米国陸軍地図」に表示される三角点
にする方法と第 5 章と同じように 23 の「基準点」にする方法の二つの方法で行っ
た。三角点を GCP にしてみたのは、ジオリファレンスの過程にある正しい場所
に位置あわせをする際の地図座標を、経緯度座標そのものの座標値にするためで
ある。第 5 章で必要としていた「技術と判断力」を不要とし、誰が行っても同じ
結果が出るジオリファレンスの手順であろうと判断した。ただし、ジオリファレ
ンスを施すラスター地図画像は、ⅱ節の最後でエクスポートした爆心地と 23 の

「基準点」を表示している。Ⅶ章で言及する爆心地等の座標値を求めるための手
がかりを表示させておくためである。　
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　まず、第 5 章の表 3（p.283）と表 5（p.284）にある「Summit el.237.4m NW 
of Yamatecho」と「Summit el.261.1m W of Hesaka-mura」は、現行の「高峠」、

「茶磨山」の 2 つの三角点であることが、それぞれの「点の記」から確認された。
そして、「米国陸軍地図」発行当時の座標値を 1922 年調製の「基準点成果表」*21

や、現在の座標値を国土地理院の Web サイトにある「基準点成果等閲覧サービス」
でそれぞれ確認し、同一の場所にある三角点であることを確認した。さらに、「米
国陸軍地図」を確認することで、6 カ所の三角点が見つけられた。この 6 カ所の
三角点を「基準点成果等閲覧サービス」で確認して、1 カ所は廃点になっている
ようで、5 カ所の三角点があることがわかった。「点の記」を確認して、1 カ所が
現行で、4 カ所は移転している三角点であった。国土地理院に照会をすることで、
以下の 6 点の三角点が GCP にできると判断した。そして、現行の「柚木谷」と
移転している 4 カ所の「大手」、「尾長」、「江波」、「長森」と廃点になっている「仁
保島」の 1930 年当時の旧成果である「基準点成果表」の謄本 *22 を交付申請して、
合計 6 カ所の三角点の経緯度座標値を入手した。そして、先述する現行の 2 カ所
の三角点を加えた 8 カ所の三角点は、図 6-4-1 に示すように配置されている。
　上述する 8 カ所の三角点を GCP にして、「米国陸軍地図」を旧日本測地系の
平面直角座標系第Ⅲ系に定義した。その「米国陸軍地図」と 45％透過した 1945

*21　国土地理院が設置する電子基準点、三角点、水準点等といった各基準点の基準点コード、
基準点の種別、基準点名、設置されている場所の緯度・経度・標高・XY 座標値、座標系、
縮尺係数等が記されている。
*22　国土地理院では、測量法第 27 条 3 項（測量成果の公表）及び測量法第 28 条（測量成果
の公開）の規定に基づいて、旧版地図の謄抄本交付を行っていて、旧版地図のコピーが入
手できる（国土地理院 Web サイト参照）。

図 6-4-1
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年 7 月 25 日撮影のオルソモザイク幾何補正済みモザイク画像を重ね合わせて示
した画像を図 6-4-2 に示す。ただし、「基盤地図情報」は、旧日本測地系に変換し、
さらに旧平面直角座標系に変換している。以下、「基盤地図情報」の処理は同じ
である。
　一方、23 の「基準点」を GCP にしてジオリファレンスは、リンクさせる空間
参照情報は、1945 年 7 月 25 日のオルソ幾何補正済みモザイク画像を採用してい
る。第 5 章で採用された「新都市計画地図」にはしなかった。しかも、ジオリファ
レンスを施すラスター地図画像は、三角点を GCP にしてジオリファレンスした
ときと同じように、爆心地と 23 の「基準点」を表示している。なるべく「技術
と判断力」を必要とせずに済むようにしたかったからである。そして、23 の「基
準点」を GCP にして、「米国陸軍地図」を旧日本測地系の平面直角座標系第Ⅲ
系に定義した。その「米国陸軍地図」と 45％透過した 1945 年 7 月 25 日撮影の
オルソモザイク幾何補正済みモザイク画像を重ね合わせて示した画像を図 6-4-3
に示す。
　図 6-4-2 と図 6-4-3 を比較すると、重ね合わせの一致具合は、23 の「基準点」
を GCP とした図 6-4-3 の方が良好と言える。したがって、「米国陸軍地図」のジ
オリファレンスの結果としては、23 の「基準点」を GCP とした方を採用するこ
とにする。

ⅴ．「米国陸軍地図」に対する本報告における評価
　本報告におけるジオリファレンスの結果を評価するために図 6-5-1 を示す。「米
国陸軍地図」と 45％透過した 1945 年 7 月 25 日撮影のオルソモザイク幾何補正
済みモザイク画像を重ね合わせて示したもの（図 6-4-3）に、河岸部分の参考の
為に国土地理院発行の「基盤地図情報」の「水涯線」を重ね合わせている。

図 6-4-3図 6-4-2
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　重なり具合は、地図中央南部の吉島地区から南西部の舟入地区にかけての三角
州西側と、中島町、堺町辺りの三角州西部の川岸に明瞭な不一致が確認できる。
それ以外は、ほぼ一致しているとして問題が無いと言える程度に良好な一致具合
である。特に、広島城址の堀や東部方面の三角州の一致具合は大変良好である。
また、地物に注目すると太い 1 本の線で表示される道路の不一致が所々に確認で
きる。2 本の線で表示される道路の一致具合は比較的良好である。ただし、広電
の路面電車の路線は、橋部分と一部の広い道路で大きく一致しない箇所が各所に
確認できる。
　ただし、一番重要な爆心地付近は、第 5 章の「陸軍地図を日本の新都市計画地
図にジオリファレンスする」（p.297～）のセクションの p.301 の 2 行目にもある
ように「一つの注目すべき例外は、爆心地に非常に近い島病院の西側に沿って走
る元安橋の東端近くの交差点から北北東に走る細い道路である。この道路は米国
陸軍地図上で約 13m 西側に寄っており、これは航空写真で確認されている。」と

図 6-5-1
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の指摘の通り（図 6-5-2）であり、爆心
地特定に脆弱な要素を残している。図
6-5-2 は、「米国陸軍地図」と国土地理院
発行の「基盤地図情報」の「道路縁」を
重ね合わせている。

Ⅶ．本報告で提案する爆心地

ⅰ．本報告における爆心地を導く過程
　Ⅵ章ⅱ節で記す手順で、「米国陸軍地
図」を多円錐図法の WPG でジオリファ
レンスしたラスター地図画像に爆心地
と 23 の「基準点」を表示してラスター
地図画像としてエクスポートした。そし
て、Ⅵ章ⅳ節で記す手順で 23 の「基準
点」を GCP にして、そのエクスポート
した「米国陸軍地図」のラスター地図画
像に旧日本測地系の平面直角座標系第Ⅲ
系を定義した。爆心地は、地図を読んで目視によって位置を特定するのではなく、
WPG の座標値に基づく爆心地と 23 の「基準点」が示されたラスター地図画像
のままで、旧日本測地系の平面直角座標系第Ⅲ系に表示されていることになる。
その示された爆心地（赤○）の位置にあらためて爆心地のポイントデータを設定
することで、爆心地の座標値を出力するようにする。

ⅱ．爆心地の提案
　ⅰ節で記す手順で求めた本報告で提案する爆心地は、図 7-2-1 に示すように赤
色の◎印である。一方、オレンジ色と黄色の十字印は、第 5 章で記される爆心地
の位置である。2 カ所あるのは、「新地図の爆心地位置への影響」（p.304～）の「広
島」（p.305～）の 6～7 行目に記される「東京測地系と Bessel の楕円に基づく座
標系」の経緯度座標で示される座標値（経度 132.457273 度、緯度 34.391361 度）
に基づく位置と、その 8 行目「日本の新都市計画地図の地図グリッド系のキロメー
タ座標」と「結論」（p.327～）の p.329 の 3 番目の段落、2 行目に記される平面
直角座標系第Ⅲ系の XY 座標値で示される座標値（26.721，-178.395）km に基づ
く位置を示している。さらに、緑の十字印は図 11 で「以前の推定位置」とする
爆心地（Hubbell）の位置である。なお、図 7-2-1 は、第 5 章の図 11（p.303）と
図 12（p.303）と比較しやすいように「米国陸軍地図」と「新都市計画地図」（広
島市平面図 O-8）を重ね合わせて示している。
　本報告で提案する赤色の◎印で示される爆心地座標は、第 5 章の座標値と直接
比較できるように、まず、旧日本測地系（東京測地系）に基づく座標値を記す。
経緯度座標は、東経 132.45731637 度、北緯 34.3913504 度である。また、平面直
角座標系第Ⅲ系の XY 座標値で示すと、X=26722.0292m、Y=-178395.3025m であ
る。さらに、現行の測地系である日本測地系 2011 の座標値を記す。経緯度座標は、

図 6-5-2
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東経 132.454797056 度、北緯 34.394593542 度である。また、平面直角座標系第Ⅲ
系の XY 座標値で示すと、X=26492.5414m、Y=-178055.1220m になる。ちなみに、
本報告で提案する爆心地は、第 5 章の「結論」で示される（XY 座標で記される）
爆心地の 1.0725 ｍ東に位置している。
　そして、図 7-2-2 は爆心地が現在のどこになるのか明瞭にするために、最近の
地図情報として国土地理院発行「地理院地図」の「電子国土基本図（オルソ画
像）；空中写真・衛星画像　2004 年～（簡易空中写真）」（図 7-2-2 のおける表示
地域では 2011 年 1～2 月撮影）と「数値地図 2500（空間データ基盤）」の「町名」
と「数値地図 10000」の「行政」と「基盤地図情報」の「道路縁」と「建築物の
外周縁」と「水涯線」を重ね合わせて示している。ただし、「地理院地図」、「数
値地図 2500（空間データ基盤）」は、旧日本測地系に変換し、さらに旧平面直角
座標系に変換している。

図 7-2-1
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Ⅷ．オルソ幾何補正済みモザイク画像の地理空間情報としての可能性

ⅰ．オルソ幾何補正済みモザイク画像活用の実際
　現状は、1945 年の原爆投下当時の正確な地理空間情報を知るには、精度の低
い「米国陸軍地図」しかない。第 5 章でも、「米国陸軍地図には種々の地理的特
徴の表示に幾分か不正確なところがある」、「この差は、爆心地近くの主要な地理
的特徴の幾つかが米国陸軍地図上で約 10～12m 間違って配置されたことによる
ものと思われる」、「米国陸軍地図と航空写真の相互比較は、米国陸軍地図上のこ
れらの地理的特徴の位置がわずかに誤って配置されていることを示唆する」、「も
う一つの重要な問題は、縮尺全般とは関係ないが、影が測定された米国陸軍地図
上における特定の地理的特徴の重大な誤配置が、結果として当該地図の中で爆心
地を配置する際に誤差を生じさせたのかもしれないということであった」、「米国
陸軍地図上の真の位置に対する陸軍地図上に表示された当該地域の位置の誤差で
ある」などといった指摘を実際に見ることができるほどである。
　さらに、最も正確に示される地理空間情報は、第 5 章において「放影研におけ
る地図調査において素晴らしいテンプレートを新たに提供した」とされる「新都
市計画地図」では決してあり得る訳では無く、当時米軍によって撮影された空中
写真であることは、もう異論を唱える余地はないと言って良いであろう。その空
中写真を精度良く処理されたオルソ幾何補正済みモザイク画像が、今後最も高精
度な地理空間情報になり得ると断言できる。したがって、その活用は必然となる
であろう。第 5 章での記述内容は、従来の手動作業にとらわれすぎていて、表面
的に GIS を取り入れたに過ぎないと言える程度の取組に読めてしまうのである。
　なお、実際にオルソ幾何補正済みモザイク画像を活用した取組は、既に竹崎嘉
彦ら（2004）に、その萌芽を観ることができる。

図 7-2-2

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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ⅱ．オルソ幾何補正済みモザイク画像活用に対する期待
　本報告で、新しい爆心地座標の提案をしたが、従前の爆心地に関する研究は精
度の低い ｢ 米国陸軍地図 ｣ に基づいているのが現状であり、｢ 米国陸軍地図 ｣ に
基づく爆心地座標の再計測は限界である。また、｢ 新都市計画地図 ｣ のジオリファ
レンスによる結果からも、高精度の爆心地座標を期待するのは限界と言える。「原
爆投下直前と直後に撮影された航空写真は、現在の調査にとって大変重要な補助
的役割を果たしている」との記述があるが、「補助的役割」と言う程度の認識で
は十分とは言い難い。
　「ジオリファレンス」（p.272～）のセクションの p.274 の 7 行目で、「一つには、
米国陸軍地図上の爆心地の位置は、地図上の様々な地理的特徴からの複雑な三角
測量を用いて決定された。これは未変換の地図上で行われた。もし米国陸軍地図
上でより高い次元の変換が行われると、変換はアフィンではなくなり、三角測量
のジオメトリーが爆心地の変換位置に保存されるということが必ずしも正しいこ
とではなくなってしまう。この重要な点については以下の「爆心地の位置に関連
する幾何学的考慮点」と題する項でさらに検討する。現時点でこのようなより高
い次元での変換により得られる変換版の米国陸軍地図上で爆心地の位置をまた決
定し直すということは（すなわち、1969 年の Hubbell ら、および 1976 年の Kerr
と Solomon によりまとめられた調査を再評価することは）、かなりの作業量を伴
うために、現実的ではない。さらに、元々の作業において地理的目標点として使
用された多くの地理的特徴が 1979 年までになくなってしまっており、そのため
により高い次元で変換した米国陸軍地図上におけるそれらの位置を直接新しい地
図に対して照合することができないという事実から、このような試みはうまくい
かないであろう。」と述べられている。
　ところが、オルソ幾何補正済みモザイク画像を使うのであれば、この状況は、「現
実的では無」く「試みはうまくいかない」ことでも無く、十分克服される課題な
のである。したがって、｢ 米国陸軍地図 ｣ よりも高精度のオルソ幾何補正済みモ
ザイク画像と言う被爆当時の地理空間情報が入手可能な段階では、新しい研究で
置き換え、より高精度の爆心地座標を求めることを検討すべきである。

おわりに

　『DS02』の第 5 章では、本来 1 カ所であるはずの爆心地の座標値が 2 カ所示さ
れている。元々、爆心地の座標の表示方式が違っているだけにしか過ぎないは
ずなのが、それぞれの表示方式で示す座標値は同じ位置を示していない。爆心地
の座標値を、第 5 章の中ほどで一旦経緯度座標で示し、さらに平面直角座標系の
XY 座標値の換算値も示すものの、僅かの数値の違いとはいえ、違った位置の座
標値を示している。これでは、二つの爆心地があることになってしまう。第 5 章
は、地図を扱った報告でもある。そうでありながら、こう言った換算値を取り扱
うときに、数値を間違えてしまうことは、本来あり得るはずがないことである。
　第 5 章で行われたジオリファレンスの結果は、まさに「爆心地周辺における
地図オーバーレイの二つの大変重要なイメージを示している」（p.306 の 2 行目）
のだが、そのラスター画像を重ね合わせた結果の地図である第 5 章の図 11（p.303）
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を見る限り、懸念される要素がいくつもあったのは、本報告に記述されている通
りである。
　第 5 章の筆頭執筆者は、生物統計学が専門なので数学に造詣が深いようである。
それ故か、第 5 章の様式として、数式、数表、グラフが多用される。ところが、
対象となる要素を検討するならば数表やグラフにしてみるよりも、地図にその実
際を図示する方が課題や問題がすぐに明らかになると言える場合が多々ある。座
標値の換算値の違いにしても、地図に表示しさえすればすぐ露見したような問題
である。しかも、その数少ない地図の提示さえも、縮尺、方位等が無いなど地図
としては不備なものに過ぎない。もっとも、投影座標系を定義した地図ではない
ので、縮尺表示は必ずしも適当ではない。この点からも、地図に対する理解が不
十分であることと言えよう。ちなみに、第 5 章の他の 4 人の執筆者にも地図の研
究者はいない。
　第 5 章の「結論」に提案される広島原爆の爆心地の位置とその座標値は、世界
基準とも言えるべきものであるはずである。ところが、本来 1 カ所であるべきは
ずの爆心地の座標値を提案したものにはなっていない。旧日本測地系の経緯度と
平面直角座標系 XY 座標の 2 種類の座標値が与えられているが、そのいずれもが
相互に食い違うという、報告書として非常に重要な点で全く信頼の置けないとん
でもない記述がされていることになる。これでは、世界基準と言えるほどの評価
に値するものとするのには、到底納得できるものではない。一方本報告では、Ⅶ
章において、位置の違いがわずかながらとはいえ 1 点の爆心地座標をあらためて
提案することができた。爆心地の位置とその座標値についての問題を、資料調査
研究会の会員が指摘することができるのは、十分意義あることであろう。さらに、
現行の日本の地図に採用される投影座標系の座標による爆心地座標の座標値が提
案できることは、ますます重要になるであろう。
　Hubbell ら（1969）によって提案された爆心地座標の座標値の表示に使われる
WPG に基づく 1946 年発行の ｢ 米国陸軍地図 ｣ よりも、現在の高精度の被爆当
時の地理空間情報が入手可能な段階になっているので、新しい研究で置き換える
ことに拠って三角測量の再評価を行い、より高精度の爆心地座標を求める状況に
あると考えるべきである。

追記
　2003 年の『DS02』発表の後、2017 年に「DS02R1：原爆被爆者の入力データと
2002 年線量推定方式（DS02）の実装の改善およびそれによる線量推定値の変更」と
題する論文が、Health Physics 誌に掲載された。
　その「調査の目的」では、「被爆者の線量推定の基となる被爆位置を示す地図上
の座標に、長い年月の間に複数の誤りが発生し、これを修正する必要があることは、
2010 年頃から放影研疫学部の研究員や職員の目に明らかとなってきた」としている。
まず、「被爆位置を示す地図上の座標」としているが、地図上の位置が間違っていた
のか、「被爆位置」を表す座標に間違いがあったのか、はたまた、その位置を示す座
標を反映した地図の補正に間違いがあったのかどうなのかが読み取りにくい。ただ
し、いずれにしても、その間違いの有無以前に、第 5 章では、そこまでの被爆距離
を推定するための起点であるべき爆心地座標に問題があるのを、本報告で指摘して

『広島および長崎における原子爆弾放射線被曝線量の再評価 線量評価システム 2002 DS02』の第 5 章「地図と航空写真の整合と照合」に記載される内容について地図学的観点から懸念が抱かれる事項の分析と検証
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いるのは、既に詳述したとおりである。さらに、「正確な測地系を使用」するのは地
図作業において必要最低限であり、第 5 章で使用された「測地系」も、以前日本で
使用されていた「旧日本測地系」であったようであるが、その「測地系」の利用に
間違いがあったわけではない。万が一「正確」でなかったとすれば、第 5 章はなん
ら評価されるものではなくなってしまうことになる。しかも、以前の「測地系」か
ら「新しい測地系」に使用するのを替えるだけでは、位置精度そのものが変わるこ
とはあり得ない。もっとも、「新しい測地系」が使用される頃には高精度な地図が作
製されるといった要因はあるだろう。一方、新旧の地図を比較する時に、新しい地
図の方が精度がより高くなっているということがあるのは確かであるものの、それ
は、新しい測量技術によるものであり、測地系の違いによるわけでは無い。
　また、「調査の方法」として、「両市の原爆投下前の航空写真を幾何学的に補正
するために特別な技術を使用してモザイク写真を作成した。モザイク写真は、元の
地図に記されていた目印となる建物や自然の目標物の位置を空間的に高い忠実度で
示す写真地図として機能する」としている。高精度な「正射投影モザイク画像」（後
述）を活用することこそが、「空間的に高い忠実度で示す写真地図として機能」する
ことが期待されるのは、本報告の最終章で指摘したとおりである。また、「これら「正
射投影モザイク画像」を地理情報システム（GIS）ソフトウェアと共に使い、1）遮
蔽歴記録のある被爆者の近隣図の位置を確認し、2）被爆者の座標が元々特定された
戦時中の米国陸軍地図に「ゴムシートが変形するような」数学的な変換を実施して、
それらを正射投影モザイク画像に重ね合わせた」としている。ここには、重大な齟
齬が生じている。1）と 2）の過程、とくに 2）の過程に問題が無いとしても、第 5
章でも使われた「米軍陸軍地図」の「変換を実施」したとするなら、第 5 章で決定
した「爆心地座標」が移動した可能性がある。それにもかかわらず、要旨による
限りでは、重要な問題である爆心地座標について、なんら言及されていない。本
報告で第 5 章と違う爆心地を提案しているのは、本報告でも違った変換が実施さ
れた上での結果なのだから、『DS02R1』おいても同様に、違った位置になるの
は自明であろう。
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　本報告は、広島平和記念資料館において長崎の原爆被害を語る際の基礎知識を
整理し、分かりやすく示すことを目的としている。展示案内の際の背景知識・補
足情報を、広島と長崎の状況を比較しつつ、最新の学問的成果を踏まえて提供す
る。

1　投下場所と地形がもたらした被害の違い

　『広島・長崎の原爆災害』は、原爆投下時の長崎市の所在人口を、軍人・軍属
や朝鮮半島出身の徴用工を含め、27 万人前後と推計している 1。同書は、広島市
における被爆時の所在人口を 35 万人前後と推計しており 2、この推計に基づけば、
長崎市における被爆人口は、広島市と比較して 8 万人少ない。長崎市は、中島川
と浦上川という 2 つの川が流れ込む長崎湾を囲んで形成された都市である。市街
地は、標高 200m 程度の丘陵により、中島川流域と浦上川流域に分かれ、商業の
中心地は中島川流域にあった。県庁や市役所などの官公庁もこの地域に集中して
いる 3。一方、浦上川流域は並行して南北に走る 2 つの丘陵に挟まれ、一部に農村
風景を残しながらも、工場も建設され、多くの家々が建ち並ぶ新興住宅地だっ
た 4。原子爆弾は、この浦上川流域のほぼ中央の上空約 500m で爆発した（図 1）。

1　広島市／長崎市原爆災害誌編集委員会，1979，『広島・長崎の原爆災害』，岩波書店：267.
2　同前：266．
3　同前：30．
4　四條知恵，2015，『浦上の原爆の語り―永井隆からローマ教皇へ』未來社：34・38．

長崎の原爆被害における基礎知識

四條　知恵（しじょう　ちえ）

長崎大学多文化社会学部客員研究員

広島平和記念資料館学芸員として勤務。九州大学大学院比較社会文化学府博士課程修了。博士（比較社会
文化）。日本学術振興会特別研究員（PD）を得て、現所属。著書に『浦上の原爆の語り―永井隆からロー
マ教皇へ』（2015）、論文に『原爆投下後における浦上の復興と地域社会の変容―互助組織「講内」の活
動に着目して』（2019）などがある。
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原爆投下から一カ月後の米軍による長崎市の空撮（写真 1）を見ると、写真中央
を太く流れる浦上川流域では、一帯が焼失し、建物の姿を見ることはできないが、
右下から長崎湾にそそぐ中島川流域では、山陰に守られ、比較的多くの家々が残っ
ていることがわかる。地形の影響で比較的軽微な被害だった市街地に比べ、原爆
投下の中心地となった浦上川流域の被害は甚大だった 5。

5　同前：34．

図 1　長崎原爆の物理的被害
出典：『長崎原子爆弾の医学的影響』（長崎大学原爆後障害医療研究所 1995：2）
提供：長崎大学原爆後障害医療研究所
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2　原爆被害をめぐる公式数値

①　原子爆弾の種類
　広島市に投下された原子爆弾には、核分裂物質としてウラン 235 が使用されて
いたが、長崎市に投下された原子爆弾には、プルトニウム 239 が使用されていた。
長崎市に投下されたプルトニウム爆弾は、球形のプルトニウムの中心に中性子発
生源を置いて、その周りを反射材で覆い、さらにそれをぐるりと囲んで爆薬をし
かけ、爆薬を爆発させて中心部に圧縮し、臨界量になるように作られ（爆縮式）、
ずんぐりとした丸い形をしていたため、「ファットマン」（Fat Man）と呼ばれた。
爆発のエネルギーは、TNT 火薬に換算すると、約 2 万 1 千トン分の破壊力に相
当する 6。広島型の場合は TNT 火薬約 1 万 6 千トン分だった。つまり、破壊力か
ら見ると、長崎型の方が、広島型の約 1.3 倍強力だった。

6　広島平和記念資料館，1999，『図録 広島平和記念資料館 ヒロシマを世界に』：27．

写真 1　1945 年 9 月 7 日長崎市空撮
米国立公文書館所蔵空中写真
提供：（一財）日本地図センター
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②　原爆死者数
　原爆による死者数は広島同様明確ではなく、複数の推計値があるが、長崎原爆
資料館は 1950 年の長崎市原爆資料保存委員会調査を採用し、急性障害が一応お
さまった 1945 年 12 月末までに、73,884 人が亡くなったとしている 7。広島平和記
念資料館は、1976 年の国連事務総長への要請時の推計値を採用し、急性障害が
一応おさまった 1945 年 12 月末までに約 14 万人（誤差± 1 万人）が死亡したと
しているが、同じ推計によれば、長崎の死者数は約 7 万人（誤差± 1 万人）であ
る 8。破壊力から見れば、長崎市に投下された原爆の方が約 1．3 倍強力だったが、
もともとの被爆時の所在人口の差に加え、原爆投下地点が当初目標とされていた
市街地の中心部 9 を外れたこと、さらに、1 で述べた地形の影響により、死者数
は広島の約半分と少なくなっている。

③　原爆炸裂時刻
　長崎市は 11 時 2 分を採用し、長崎原爆資料館の展示の導入部分には、「1945.8.9 
11:02 am」という文字を背景に、被爆した柱時計が、「時計の針は爆発の時刻 11
時 2 分を示している」という説明とともに展示されている。しかしながら、十分
な科学的根拠はなく、長崎市に投下された原爆の炸裂時刻についても、広島の場
合と同様に諸説がある。現在広く知られている「8 月 9 日 11 時 2 分」より早い
可能性も指摘されている 10。

3　長崎市の平和公園の特徴

　長崎市の平和公園（図 2）は面積 18.5 ヘクタールの広大な範囲からなり、公園
全体には陸上競技場や市民総合プールなども含まれるが、5 つに分けられたゾー
ンのうち一般的に「平和公園」という言葉でイメージされるのは、平和祈念像の
ある祈念像地区「願いのゾーン」と原子爆弾落下中心地碑 11 のある中心地地区「祈
りのゾーン」だろう。祈念像地区は、毎年平和祈念像前で平和祈念式典が行われ、
多くの観光客が訪れる場所でもある。平和祈念像は、長崎の平和の象徴として広
く知られているが、長崎市民の間には、平和祈念像に向かって祈ることに躊躇す
るという意見も根強くある。平和祈念像に否定的な意見の一例としては、「“石の
像は食えぬし、腹の足しにならぬ”／さもしいと いって下さいますな／原爆後
十年 をぎりぎりに生きる／被災者 の偽わらぬ心境です」12 という被爆者、福田須

7　長崎平和推進協会，2000，『長崎原爆資料館 原爆資料館見学・被爆地めぐり「平和学習」
　の手引書』：13．
8　ヒロシマ・ナガサキ，1976，『核兵器の廃絶と完全軍縮のために―国連事務総長への要請』．
9　『長崎原爆戦災誌』の検証では、米軍の野戦命令による指定照準点は、長崎の市街地区、
　旧市内の中心部である中島川下流の賑橋付近だった（長崎原爆資料館，2006，「野戦命令
　による指定照準点」『長崎原爆戦災誌 総説編改訂版』第 1 巻，長崎市：162．）。
10　中条一雄，2001，『原爆は本当に 8 時 15 分に落ちたのか』三五館および「長崎原爆投下
　 11 時 2 分より早かった？」「長崎原爆投下 揺らぐ『11 時 2 分』」『中国新聞』（1）・（3），
　 2000 年 8 月 8 日．
11　長崎市民の中には、「原爆投下中心地碑」と呼ぶべき、という意見もある。
12　福田須磨子，1955 年 8 月 11 日，「ひとりごと」『朝日新聞』（西部本社・夕刊）
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磨子の詩があげられる。一方、中心地地区は祈念像地区に比べ観光客の姿は少な
いが、爆心地を示す原子爆弾落下中心地碑があり、2019 年 11 月に訪れたローマ
教皇フランシスコを含め、近年、各国の要人が平和公園を訪れた際は、こちらで
献花が行われている。原爆ドームを望む原爆死没者慰霊碑（広島平和都市記念碑）
が、慰霊と平和祈念の中心となっている広島市の平和記念公園と比べ、長崎市の
平和公園内の慰霊と平和祈念の対象の不安定さを指摘する研究者 13 もいる。

4　長崎の原爆被害とカトリック

①　「浦上」とカトリック教徒の被害
　1 で述べたように、比較的軽微な被害であった市街地に比べ、原爆投下中心地
となった浦上川流域の被害は大きかった。長崎市の北部にあたる爆心地近くは、
多くのカトリック教徒が住んでいたことでも知られている。長崎のカトリック教
会は、迫害の中で信仰を守り続けてきた歴史を持つとともに、数々の聖職者、修
道者を輩出し、当時、日本のカトリック教区の中で最大の信者を擁していた。そ
の要にあるのが「浦上」14 である。「原爆は浦上のキリシタンの上で炸裂した」15 と
言われる。カトリック浦上小教区の信者約 12000 人のうち、実に 8500 人が死亡

13　末廣眞由美，2008，「長崎平和公園―慰霊と平和祈念のはざまで」『死生学 4 死と死後
　 をめぐるイメージと文化』東京大学出版会：199-232．
14　2020 年現在、浦上という地名は、特定の行政区画を指すものではなく通称である。
15　高橋眞司，1986，「長崎原爆の思想化をめぐって―永井隆から秋月辰一郎へ」『社会思
　 想史研究』第 10 号：38．

図 2　平和公園（出典：長崎市ホームページ「平和公園」）
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した 16。「怒りの広島、祈りの長崎」という言葉があるが、長崎の原爆被害は、し
ばしば「祈り」というキリスト教的なイメージと結びつけて語られ、そのなかで
浦上は、カトリック信仰と原爆被害を象徴する場所と捉えられてきた。ただし、
前述の推計値を用いて長崎市の死者数を約 7 万人とすれば、カトリック教徒の 8
倍以上の非カトリック教徒の死者がいたことになり、キリスト教的なイメージと
原爆被害を結び付けて語ることは、原爆被害を浦上に閉じ込めることにつながる
という批判もある 17。

②　永井隆という存在
　永井隆は、長崎の「原爆、平和に関する有名人」である。カトリック教徒であり、
医師でもあった永井隆は、1951 年に病没するまでの間に旺盛な執筆活動を行い、
ベストセラーとなった『長崎の鐘』18（1949）を始めとする多数の著作を世に出し
た。現在、彼が被爆後に住んでいた如己堂と長崎市永井隆記念館は、長崎市の観
光スポットの一つになっており、長崎原爆資料館の展示にも「永井隆博士」コー
ナーがある。しかしながら、彼の著作に見られるカトリック信仰に基づいた独特
な思想（燔

はん

祭
さい

説：原爆死を神への犠牲と捉える考え方）については、カトリック
界から擁護の声がある一方で、原爆投下責任の追及を阻害した、あるいは長崎の
平和運動の停滞をもたらしたなどと、批判も重ねられてきた。

③　永井隆が与えた影響
　永井隆への批判は、永井隆の燔祭説を中心とした思想が長崎全体の原爆被害の
語り方に大きな影響を与えたということを前提としているが、近年の研究では、
永井隆の燔祭説が長崎全体に与えた影響は、永井隆が最も脚光を浴びた占領期に
おいても局所的だったということが指摘されている 19。燔祭説は長崎のカトリッ
ク教徒に大きな影響を与えたが、「原爆、平和に関する有名人」としての永井隆
の影響とカトリック信仰に基づいた燔祭説の影響は、分けて考える必要がある。

④　ローマ教皇ヨハネ・パウロ二世の来訪が与えた影響
　2019 年 11 月にローマ教皇フランシスコが来日したのは記憶に新しい。歴史を
繙けば、カトリック教会の最高指導者であるローマ教皇が初めて日本を訪れたの
は、1981 年だった。「空飛ぶ聖座」とも呼ばれた当時の教皇ヨハネ・パウロ二世は、
同年 2 月 23 日～26 日にかけて訪日し、4 日間の日程でやはり東京に続き、広島、
長崎を訪問している。この時、訪日プログラムの中で最も注目を集めたのは、広
島市の平和記念公園で行われた「平和アピール」だった。ヨハネ・パウロ二世は、

「戦争は人間のしわざです」という印象的な言葉を用い、「過去をふり返ることは
将来に対する責任を担うことです」と戦争の悲惨さと核の脅威を訴えた 20。長崎

16　カトリック長崎大司教区，1977，『旅する教会―長崎邦人司教区創設 50 年史』：32．
17　四條知恵，2015，『浦上の原爆の語り―永井隆からローマ教皇へ』未來社：188．
18　永井隆，1949，『長崎の鐘』日比谷出版社．
19　四條知恵，2015，『浦上の原爆の語り―永井隆からローマ教皇へ』：96-98．
20　カトリック中央協議会，1981, カトリック中央協議会ホームページ「教皇ヨハネ・パウロ二世
　 広島『平和アピール』」
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では、複数のカトリック関係地を訪れ、このうちの恵の丘長崎原爆ホームで出さ
れた「長崎の原爆被爆者へのメッセージ」の中では、「皆さんは絶えまなく語り
かける生きた平和アピールである」と、被爆者に向けて語りかけている 21。ヨハ
ネ・パウロ二世の言葉は、それまで積極的に被爆体験を語ることのなかった長崎
のカトリック教徒たちに原爆被害を語ることを促し、カトリック教会が組織とし
て反核・平和に取り組むきっかけとなった。教皇ヨハネ・パウロ二世の来訪は、
カトリック界にとどまらない大きなインパクトを持っていたが、とりわけ、長崎
のカトリック教徒に大きな影響を与えたといえる。

⑤　ローマ教皇フランシスコの来訪が与えた影響
　2019 年 11 月 23 日から 26 日にかけて、ローマ教皇は再び日本を訪れた。教皇
フランシスコは、東京、そして、被爆地長崎と広島市を訪れ、長崎の平和公園で

「核兵器についてのメッセージ」を発信し、広島市の平和記念公園でもスピーチ
を行った。今回の教皇フランシスコの来訪が 38 年前の教皇ヨハネ・パウロ二世
の来訪と異なる点は、まず、冷戦体制が維持されていた前回と比べ、世界の核を
めぐる状況が質的に異なってきている中で、核兵器禁止条約が採択され、発効に
向けた動きが進んでいるということである。バチカンは最初に同条約を批准した
国の一つであり、教皇はしばしば核問題に対し、踏み込んだ発言をしてきた。次
に、被爆者の平均年齢が 82 歳を超え、教皇も「生きた証し」と語る被爆者の数
自体が減っていることである。前回と今回の教皇の被爆地でのメッセージを比較
すると、今回の教皇のメッセージの特徴は、核兵器に絞った具体性と、若い世代
を含む全ての人の参加を求める呼びかけにある。教皇のメッセージは被爆地長崎
で、カトリック教会を始めマスコミ、行政、市民の期待を反映したものと受け止
められた 22。2019 年 12 月 12 日、日本カトリック司教協議会は、内閣総理大臣に
核兵器禁止条約の署名および批准を要請した 23。長崎のカトリック教会を含む日
本のカトリック教会は、教皇の来訪を受けて、さらに具体的に動き出そうとして
いる。

⑥　焼き場に立つ少年
　長崎原爆資料館の順路の最後には、米軍の従軍カメラマンだったジョー・オダ
ネル氏が撮影した「焼き場に立つ少年」の写真が飾られている。亡くなった幼子
を背負った「焼き場に立つ少年」は、強く心を打つ写真である。教皇フランシス
コは、2017 年末に「戦争がもたらすもの」という言葉を添えて、「焼き場に立つ
少年」の写真入りカードを配布した。それ以来、マスコミはこの写真に関心を寄

21　カトリック中央協議会，1981，カトリック中央協議会ホームページ「長崎の原爆被爆者
　 へのメッセージ」 
22　四條知恵，2020，「長崎のカトリック教会における教皇フランシスコ来訪の影響」『レク
 　ナ ポリシーペーパー 教皇フランシスコ：被爆地からの発信』長崎大学核兵器廃絶研究
 　センター（RECNA）:13 -18．
23　カトリック中央協議会，2019，カトリック中央協議会ホームページ「核兵器禁止条約へ
　 の署名および批准を要請いたします。」なお、2018 年 3 月 15 日にも同司教協議会社会司
 　教委員会が同様の要請を行っている。
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せ、田上富久長崎市長も教皇謁見の際に同写真を添えた親書を手渡し、日本のカ
トリック教会も写真に教皇のメッセージを添えたカードを信徒に向けて配布する
などしてきた。長崎の平和公園での「核兵器についてのメッセージ」の際も、会
場にこの写真が飾られた。一枚の写真は、教皇フランシスコが取り上げたことで、
長崎の原爆被害の象徴として注目を集めた。しかし、原爆投下後の長崎を写した
とされる同写真の撮影時期、場所は特定されておらず、原爆被害を撮影したもの
かどうかは、明らかではない 24。

⑦　広島のカトリック教徒の原爆被害
　原爆とキリスト教と言えば、長崎が思い浮かぶ。確かに、長崎市の爆心地近く
には、カトリック教徒が多く住む地域があった。これは、同じ原爆被害を受けた
広島にはない特徴である。しかし、広島にも、相対的に数は少ないものの、甚大
な被害を受けたカトリック教会があり、カトリック教徒たちがいた。戦時中の広
島は、国際的な修道会イエズス会の日本における拠点でもあった。被爆当時の信
者数は、長崎と比較して少なかったにもかかわらず、教会組織としての被爆体験
記集の出版は、広島の方が多い。
　1944 年当時、幟町教会に 256 名、楠木町の煉獄援助修道会と託児所に 48 名、
近郊のイエズス会長束修練院にも若干の信徒がいたとされる 25。また、朝鮮半島
から強制連行されて広島に来た人々のうち多くがカトリック信徒であったといわ
れる 26 が、朝鮮半島出身者の原爆被害は、ごく一部を除き、被爆状況はもちろん、
人数も定かではない。被爆したイエズス会員の全容も不明だが、2019 年 11 月の
中国新聞社および筆者などの共同調査により、外国人神父・修道士 16 人の被爆
が判明した 27。
　1954 年に原爆死者の追悼を目的の一つとして幟町教会に建立された世界平和
記念聖堂は、2006 年、広島平和記念資料館とともに第二次世界大戦後の建築物
として初の国の重要文化財に指定された。被爆者の中には、複数の外国人神父が
含まれており、そのうち数人は、第 28 代イエズス会総長となったペドロ・アル
ペを始めとして、のちに日本のみならず、世界のカトリック教会の要人となって
いる。彼らは国際的な語学力とネットワークを生かし、占領期にいち早く、被爆
体験を世界に伝えた。昨年 11 月に来日した教皇フランシスコは、教皇として初
のイエズス会出身者でもある。

　長崎の街というと、何をイメージするだろうか。「長崎の鐘」「キリシタン」「お
くんち」…。第二次世界大戦で原爆が投下された二つの都市、広島と長崎には、
原爆被害を受けたという共通点以上に、多くの違いがある。
　原爆被害に関する資料の面から見ると、県・市・大学ともに文書館・公文書館

24　吉岡栄二郎，2013，『ジョー・オダネル撮影「焼き場に立つ少年」調査報告「焼き場に
　 立つ少年」は何処へ』長崎新聞社．
25　カトリック正義と平和広島協議会，1991，『戦争は人間のしわざです』：261．
26　同前、261.
27　西本雅実，2019 年 11 月 12 日，「イエズス会 16 人被爆 ドイツ人神父ら 広島の惨禍 発信」
 　「外国人神父たちの『8・6』」『中国新聞』（1）・（16）．
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がある広島と比べ、長崎にはそれに類する施設が一つもなく、特に文書資料の収
集・保存という面では立ち遅れが目立つ28。しかし、被爆者運動のあゆみを見ると、
1950 年代半ばに結成された被爆者団体、長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）は、
広島と異なり、原水爆禁止運動の混乱期にも分裂することなく、活動を続けてき
た 29。また、1960 年代後半に結成された「長崎の証言の会」は、思想や党派の違
いを越えて戦争と原爆の残虐性と非人道性を告発・証言することを目的として、
50 周年を迎えた今も、長崎独自の草の根の市民運動を展開している。若者たち
の平和活動においても、ここ 20 年で、「高校生平和大使」や「高校生一万人署名
活動」、「ナガサキ・ユース代表団」などの様々な取り組みが展開してきた。本稿
で取り上げたのは、長崎の原爆被害における基礎知識のごく一部にすぎないが、
広島と異なる様相を持つ長崎の原爆被害を理解する一助となれば、幸いである。
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日本とアメリカのはざまで　―在米原爆被爆者の運動史の解明に向けて

1．はじめに

　広島や長崎で原爆を受けた被爆者は、日本国籍保持者に限られるわけではなく、
日本に居住しているわけでもない。朝鮮半島には、戦時中に何らかの理由で広島
や長崎にいて原爆に遭った人びとがいる。またアメリカやブラジルにも、日本で
原爆に被爆した人びとがいる。こうしたいわゆる在外原爆被爆者たちは、戦時中
に日本にいた背景やその後に各々の国に渡った（戻った）経緯は異なるものの、
それぞれに被爆者団体をつくり、活動してきた。本稿では、アメリカに住む原爆
被爆者たちに焦点を当て、彼らの運動の概略について述べることにしたい。
　「在米原爆被爆者」（あるいは「在米被爆者」）は、アメリカに住む原爆被爆者
を指す呼称である。しかし、彼らは一つのカテゴリーで括るのが難しいほど、多
様な背景を持つ。まず、在米被爆者は、日本で生まれた者とアメリカで生まれ
た者に大きく分けられる 1。もちろん、どちらも戦時中は日本におり、広島あるい
は長崎で原爆を体験したことには変わりがない2。日本で生まれた被爆者の場合に
は、戦後にアメリカに渡り、中にはアメリカで帰化する者もいる。こうした人び
とが渡米した理由は様々である。一部は、日系アメリカ人や米軍人などのアメリ
カ国籍を持つ者と結婚し、アメリカに渡った。仕事を求めて渡った者もいるし、

1　アメリカに住む被爆者の中にはコリアンの被爆者もいる。彼らの中には、日本で生まれ
ている者もいるが、朝鮮半島で生まれた者もいると推察される。
2　ただし、アメリカで生まれた者にとっては、ある意味では自分たちの祖国に「攻撃」さ
れたともいえる。そうした点においては、大きな違いがあるともいえよう。

根本　雅也（ねもと　まさや）
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その配偶者もいる。また、留学のためにアメリカに来た者もいる。他方、アメリ
カで生まれた被爆者というのは、日本人移民の子ども（二世）や孫（三世）とし
て生まれた日系アメリカ人である。彼らは何らかの理由 3 により太平洋戦争が始
まる以前に日本に行き、原爆に遭い、戦後にアメリカに〈戻る〉こととなった。
　アメリカは日本と戦争し原爆を投下した国である。そうした国において、かつ
ての〈敵国〉で原爆を体験した人びとは、どのような戦後を送ってきたのだろう
か。そして、彼らは誰に何を求めてきたのだろうか。こうした関心が本稿の根底
にある。

2．在米被爆者に関する研究・資料

　アメリカに住む原爆被爆者たちについては、数は少ないながらも一定の研究や
記録が存在する。
　アメリカの被爆者についての先駆的な研究であり、現在に至るまで貴重な資料
となっているのは、袖井林二郎による著作（袖井 ［1978］1995）だろう。もとも
とは 1978 年に出版されたものであるが、被爆 50 年にあたる 1995 年に増補版と
して再度刊行された。復刊にあたっては、1978 年から 1995 年の間に在米被爆者
たちの（特に運動の）動向をかなり加筆し、収録している。だが、残念なことに、
用いられている資料の名前や所在がわからないため、袖井の研究を再検討したり
発展させることは難しい。
　袖井の著作が出されたのち、渡米して取材をしたのが、作家・上坂冬子であっ
た。ノンフィクションとして、取材したことをもとに在米被爆者の抱える問題や
彼らの個人史を叙述している（上坂 1989）。
　その後、在米被爆者に関するまとまった研究や作品は、しばらく途絶える。し
かし、近年、在米被爆者の存在は再び注目され、相次いで取り上げられていく。
中尾賀要子と池埜聡（中尾・池埜 2009）は、ロサンゼルスを中心として在米被
爆者の高齢化について実態調査を行い、2013 年には在米被爆者へのインタビュー
調査を通じて彼らのあり方に迫っている（池埜・中尾 2013）。また、2009 年に
は NHK が俳優・渡辺謙をキャスティングして、在米被爆者たちのところを訪れ、
話を聞くというドキュメンタリーが制作された。同時期、竹田信平は、友人とと
もに自らが在米被爆者たちを訪ねるという映画『ヒロシマ ナガサキ ダウンロー
ド』（2010）を制作し、その後、ミシガン州立大学の歴史学者・和氣直子ととも
に『海を超えたヒロシマ・ナガサキ』（竹田・和氣 2014）を発表している。さら
に、2019 年にはジャーナリスト・松前陽子が『在米被爆者』を刊行し、在野の
研究者であるグロリア・モンテブルーノ・サラーはロサンゼルス近郊在住の被爆
者について調査研究を始めている（モンテブルーノ 2020）。これらの作品の多く
は、アメリカに住む原爆被爆者の個人に着目し、彼らがどのように原爆に遭い、
なぜアメリカに来たのか、そしてアメリカでいかに生きてきたのかといったこと

3　アメリカで生まれた日系アメリカ人等が日本に行った理由もまた様々である。たとえば、
日本で教育を受けるため（受けさせるため）に渡日した場合もあれば、家族全体がアメリ
カから引き上げる場合もある。
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を描いてきた。
　他方で、在米被爆者たちの運動史についてはまだ十分に解明されているとは言
い難い。その点から、貴重な資料となるのは、長らく在米原爆被爆者協会の会長
を務めた倉本寛司による手記（倉本 1999）や同協会によって発行されたニュー
スレターであろう。また、在米原爆被爆者協会が 1990 年代に分裂した後に、南
カリフォルニアとハワイの被爆者たちを中心に新たに結成された米国広島・長崎
原爆被爆者協会（ASA）が編集に関わり、在米被爆者の検診事業に長らく関わっ
てきた広島の医師・伊藤千賀子が記した著作（米国広島・長崎原爆被爆者協会編 
1996）は、在米被爆者の活動などについて年表を作成するなど、その歴史を示す
資料となっている。ASA の著作には、地元紙中国新聞などによる在米被爆者に
関する報道の年表の掲載されており、その点でも、歴史を辿る材料を提供してい
る。

3．アメリカにおける在米被爆者の運動（史）――その理解のための素描

　在米被爆者たちの運動は、当初、アメリカにおいて展開された。ここでは、そ
の運動を理解する基礎として、在米被爆者の組織化、日本の医師の招聘と健康診
断、被爆者に対する援護を求める立法運動、アメリカの核被害者との連携などに
ついて大まかに記述することにしたい。

（1）在米被爆者の組織化
　アメリカに渡った（戻った）被爆者たちが、日本人移民や日系アメリカ人の多
いカリフォルニア州において自らの組織化をしたのは 1960 年代半ばであった。
1965 年 8 月 5 日、地元紙に下田要らは広告を載せ、ロサンゼルス近隣に住んで
いる（と思われる）被爆者たちに広く呼びかけた（松前 2019）。このときはほと
んど被爆者が集まらなかったものの、その後、ロサンゼルスを中心としたカリ
フォルニア南部に居住する被爆者たちが集まり、「広島・長崎被爆者の会」（もし
くは「ロサンゼルス広島・長崎原爆被爆者の会」）4 が結成された。同会は、1971
年 10 月にロサンゼルス郡検死局長トーマス・ノグチらの支援のもと「在米被爆
者協会」（Committee of Atomic Bomb Survivors in the United States of America, 
CABS）となった。他方、カリフォルニア北部でも、1974 年にサンフランシスコ
に被爆者たちが集まり、北加被爆者協会という組織が生まれている。1976 年に
は、南北カリフォルニアの被爆者協会が合同し、組織が一本化された。協会設立
15 周年にあたる 1986 年には、協会名を「米国原爆被爆者協会」に変更し、寄付
金が所得免除となる連邦政府公認非営利団体となった 5。なお、1980 年には日系
アメリカ人の多いハワイで支部が発足し、1981 年からハワイでも検診事業が実
施されるようになった。

4　この名称については ASA による本（米国広島・長崎原爆被爆者協会編 1996）を参照した。
5　ここでの記述は倉本寛司が作成した年表（被爆者援護法研究会・韓国の原爆被害者を救
援する市民の会編 1998）をもとに記している。

109

日本とアメリカのはざまで　―在米原爆被爆者の運動史の解明に向けて



（2）日本の医師の招聘と健康診断
　アメリカの被爆者たちが求めた一つは、日本の医師をアメリカに派遣してもら
うことだった。日本では、1957 年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律（原
爆医療法）が施行され、この法制度のもとで、被爆者手帳の交付を受けた者（法
的な「被爆者」となる）は医療給付の対象となった。また、1968 年には、原子
爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律（原爆特別措置法）が成立し、「被爆者」
に対する諸種の手当が（条件付きで）定められた。アメリカに住む原爆被爆者は、
日本にいる被爆者たちと同様に、原爆の放射線による疾病や体調不良、そしてそ
れらに対する不安を覚えていた。しかし、アメリカの医師は（当然のことではあ
るが）原爆被爆者の健康状態等について知識が乏しく、またともすれば保険適用
外となるという恐れもあったため 6、被爆者たちは原爆に遭ったことや特有の悩み
を相談できなかった。さらにいえば、在米被爆者の中には、英語でのやりとりに
不安を覚える者も少なからずおり、言語的な壁も存在する。そのため、彼らは広
島や長崎の被爆者に対する診療経験が豊富な医師たちに日本語で診てもらうこと
を希望したのである。1977 年には初めての健診が実現し、その後も二年に一度
行われ、現在まで続けられている。なお、表は第 1 回から第 10 回までの健康診
断についてまとめたものであるが、徐々に受診者数が増加していったことがわか
る。

（3）立法運動の展開
　在米被爆者たちが求めたもう一つは、アメリカに住む被爆者たちに対する公的
な医療給付・援助の実現である。言い換えれば、日本の原爆医療法に似たものを
アメリカで作るということであろう。これはカリフォルニア州議会、そして連邦

6　袖井（［1978］1995）や上坂（1989）の中に記述がある。また筆者もアメリカの被爆者へ
の聞きとりにおいて、「自分が被爆者だとわかると、保険金が高くなる」あるいは「保険に
入れなくなる」といったことを聞いた。ただし、拒否されたり、保険金高くなったりする
ということが実際にどれほどあり、どのような理由でそうなったのかなどについては詳細
を把握できなかった。この点は、今後より詳しく調査する必要があろう。

表　在北米被爆者の健康診断実施に関する年表

回 年月 場所 受診者数
第 1 回 1977 年 3 月 LA、SF、サクラメント、サンノゼ 106
第 2 回 1979 年 5 月 LA、SF、シアトル 162
第 3 回 1981 年 5 月 SF、LA、シアトル、ホノルル 203
第 4 回 1983 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、ホノルル 305
第 5 回 1985 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、バンクーバー、マウイ、ホノルル 339
第 6 回 1987 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、マウイ、ホノルル 379
第 7 回 1989 年 6 月 SF、LA、シアトル、マウイ、ホノルル 406
第 8 回 1991 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、マウイ、ホノルル 532
第 9 回 1993 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、マウイ、ホノルル 549
第 10 回 1995 年 6-7 月 SF、LA、シアトル、マウイ、ホノルル 463

『はざまに生きて五十年―在米被爆者のあゆみ』（米国広島・長崎原爆被爆者協会編 1996：174-
175）に掲載されている年表を筆者が簡略化した。
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議会において法律の制定という立法運動につながっていく 7。
　在米被爆者たちは、当初、カリフォルニア州にて原爆被爆者たちに医療を給付
する法案の制定を目指した。1974 年 5 月にカリフォルニア州議会上院にて公聴
会が行われ、被爆者 5 名が証言を行っている。しかし、これは翌年の財務委員会
で否決されてしまう。袖井林二郎の記述（袖井 ［1978］1995）をもとに考えるな
らば、否決された最も大きな理由は、原爆被爆者に医療等の給付を行うという案
件が、一つの州の議会ではなく、連邦議会の管轄となるということであった。ま
た、公聴会では、協議する議員の中に「彼らは敵だった」という発言がなされた
という。つまり、戦争の敵国であった人びとの被害については、社会保障の対象
にはならないということであろう。袖井の著作のタイトルにもなったこのフレー
ズは、在米被爆者たちに強烈な印象を残し、その後の運動にも確実に影響を与え
たように思われる 8。
　1978 年には連邦議会下院の第一回公聴会が開かれ、13 名が証言をしている。
しかし、こちらも第二回の公聴会で否決されてしまうこととなった。袖井（［1978］
1995）は二つの理由を示唆している。一つは、アメリカ政府が戦時におけるアメ
リカ軍の「合法的な戦闘行為から生じた損害」について一切の責任を免れるとし
ているということである（袖井 ［1978］1995：350-351）。このことは、連邦議会
の公聴会でも、また在米被爆者協会会長・倉本寛司に国務省日本課から送られて
きた返信の中にもみられたという。もう一つは、袖井が関係者から聞いた話とし
て、国防総省が書面で反対したことがあった（袖井 ［1978］1995：353）。法案は
その後も自動的に提出されたものの、公聴会等が開かれることはなく、採択され
ることはなかったのである。

（4）アメリカの核被害者との連携
　1980 年代に入ると、在米被爆者たちは自分たちへの医療給付の制度化を求め
て、これまでとは異なるアプローチをするようになる。それはアメリカ国内で盛
り上がっていた反核平和運動やそれを背景に注目されたアメリカの核被害者たち
との連携である 9。
　1970 年代後半から 1980 年代にかけて、冷戦の緊張、西欧への核兵器の配備を
背景に、アメリカでは核兵器による戦争の危険性が叫ばれ、反核平和運動が高揚
していた（Wittner 2009）。こうした動きを背景にして、在米被爆者たちは反核
平和運動や核被害者との連携を模索している。特に、1984 年には、カリフォル
ニア大学バークレー校の研究所で放射線に被ばくした経験を持つドロシー・レガ

7　本節の記述は袖井（［1978］1995）に基づいている。
8　米国原爆被爆者協会の会長を長く務めた倉本寛司は、たびたびこの発言について触れて
おり（倉本 1999; 被爆者援護法研究会・韓国の原爆被害者を救援する市民の会 1998）、そ
の影響を感じさせる。
9　本節は、全米放射線被害者会議の報告書（Radiation Survivors Congress 1984）を主に参
照している。また、その内容については、筆者が実施した、サンフランシスコ・ベイ・エ
リアでの聞きとり調査（2013 年〜 2017 年）によって補っている。
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レッタ（Dorothy Legarreta）10 が中心となって、Radiation Survivors Congress（全
米放射線被害者会議）が開催された。これは、アメリカの核実験の被害者や退役
軍人、核実験施設の労働者、ダウン・ウィンダー、国立研究所の労働者、ウラン
採掘の従事者などとともに、在米原爆被爆者が行った会議であり、150 人が参加
したという。この中で、アメリカの核被害者に対する医療援護等の法案作成が目
指されたものの、レガレッタの死に伴い、継続されずに終わってしまう。
　核被害者との連携は、在米原爆被爆者たちが「アメリカの核被害者」の一員と
して自らを位置づけ、アメリカ政府による自分たちへの援護を獲得しようとした
試みであったと考えられる。

（5）日系アメリカ人コミュニティとの複雑な関係
　在米被爆者と日系アメリカ人たちのコミュニティの関係は複雑である。一方で
は、在米被爆者たちの運動に対して、日系アメリカ人コミュニティは支援してき
た（袖井 ［1978］1995）。立法運動の推進に尽力したロスアンゼルス郡検視局長
を務めたトーマス・ノグチや、法案の提案にも関わったノーマン・ミネタといっ
た有力者からの支援は、確実に被爆者団体のアメリカでの運動を支え、発展させ
たといえるだろう。また、戦時中のアメリカ政府による日系アメリカ人に対する
強制収容などの諸政策に対して謝罪と賠償を求めていた日系アメリカ人の団体
JACL（Japanese American Citizens League）は、1976 年の全国会議で在米被爆
者協会の支援を可決した。さらに、サンフランシスコでは、1980 年代前半に被
爆者友の会（Friends of Hibakusha）ができ、若い日系アメリカ人たちが被爆者
の健診や活動に協力してきた。
　しかし、他方では、在米原爆被爆者に対する日系アメリカ人コミュニティの関
心が高かったとは必ずしも言いきれないように思われる。筆者はある在米被爆者
の男性から次のようなエピソードを聞いたことがある。この男性のところに、あ
る日系アメリカ人男性がやってきて、アメリカ政府に対する自分たちの運動を支
援ほしいと頼んだ。この被爆者は、彼らの運動を支援する代わりに、在米被爆者
の運動を支援してほしいと述べたところ、それとこれとは話が違うといって断ら
れたという。

4．日本における在米被爆者の運動（史）―その理解のための素描

　1980 年代の終わり頃から、米国原爆被爆者協会はアメリカよりも日本で運動
を展開するようになる。彼らは、日本政府に対して、日本にいる被爆者たちと同
様の措置を自分たちにも適用するよう求めたのである。
　在米被爆者たちが日本政府に対する陳情などを強化していったのは、いくつか
の背景があった。一つは、被爆者たちを支援してきたアメリカの有力な政治家で

10　ドロシー・レガレッタについては、『サンフランシスコ・クロニクル（SF Chronicle）』（1984
年 10 月 13 日）や『西日本新聞』（1984 年 8 月 5 日）を参照した。なお、彼女は 1988 年 11
月に自動車事故で亡くなっている（Friends of Hibakusha 1988）。また、彼女については袖
井（［1978］1995）でも言及されている。
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あるノーマン・ミネタが日本政府に訴えた方が可能性があるのではないかと助
言したことがある（袖井 ［1978］1995）。アメリカでの法案制定が日の目を見ず、
また先行きも見通せない中で、日本政府に対して働きかけたほうが良いと判断し、
それを在米被爆者たちに助言として伝えたのかもしれない。
　この点と関連して、二つめに、日本において、海外に住む被爆者たちへの制度
適用が拡大されつつあったことがある（袖井 ［1978］1995）。韓国人原爆被爆者
である孫振斗は、1951 年に韓国に強制送還された。その後、孫は密入国と強制
送還を繰り返していたが、佐賀県で捕らえられ、刑事訴追を受け、収監された。
その際、被爆者健康手帳の交付を申請したものの、日本に居住していないことを
理由に却下されたため、裁判を起こした 11。1978 年に出た最高裁判決は、原爆医
療法や特別措置法が社会保障法という性格を持ちつつ、国家補償的な配慮が含ま
れるとして、国内に居住地がない被爆者に対しても原爆医療法は適用しうるとし
た。つまり、この判決は、日本国籍を所持せず、また国内に居住地を持たなくて
も、原爆に被爆したことが認められれば被爆者手帳が取得できることを支持した
のである。しかし、この裁判が行われている中で、日本政府・厚生省は、海外に
居住する被爆者たちが一度日本の国外に出ると被爆者としての権利が失権すると
いう方針を出すようになった。それでも、日本国内にいる限りにおいては、日本
の被爆者同様の医療給付や手当を受けることができることから、国外に住む被爆
者たちにも救援の手が一定程度差し伸べられる状態であったといえよう。こうし
た状況の中で、在米被爆者が日本に視線を向けるようになったように思われる。
　三つめに、在米被爆者たち自身もアメリカでの運動に対して諦めを感じ、日本
政府に対する期待を持つようになっていたことが挙げられる。1981 年には、被
爆者協会の調査の中間集計発表で、「どこに援助を求めるべきか」という設問に
対して、アメリカが 42％、日本は 32% となっていた 12 のに対し、約 250 名から
回答を得た 1989 年の調査では、日本に援助を求めると回答したものが 6 割を超
えていた（米国原爆被爆者協会 1989）。こうした「要望」を背景に、米国原爆被
爆者協会は日本政府に対する運動を展開するようになったと考えられる。
　1990 年代半ばになると、米国原爆被爆者協会は、韓国人原爆被害者、在ブラ
ジル原爆被害者とともに運動を行うようになる。1996 年には、アメリカ、韓国、
ブラジル、そして日本の被爆者（日本原水爆被害者団体協議会）が初めての共
同行動を行い、1997 年には「在外被爆者にも被爆者援護法の適用を求める集い」
が開かれた 13。日本国外に居住することあるいは国籍が日本ではないことを念頭
にした「在外被爆者」というカテゴリーの中に自らを位置づけ、裁判を通じて、
自分たちにも日本の被爆者と同様の制度的措置を実施するように求めたのであ
る。
　在外被爆者たちは、日本を訪れて被爆者手帳を取得し、手当を受給できたとし

11　孫振斗の裁判については田村和之の編著（2016）を参照した。
12　米国広島・長崎原爆被爆者協会が編纂した年表資料を参照した（米国広島・長崎原爆被
爆者協会編 1996：76）。
13　この集いをもとに作成された冊子が『在外被爆者にも被爆者援護法の適用を』（被爆者
援護法研究会・韓国の原爆被害者を救援する市民の会編 1998）である。
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ても、ひとたび日本国外に出るとその資格を失ってしまう。このことに焦点を当
てた裁判が在韓被爆者の郭貴勲を原告として起こされる 14。この裁判では、第一
審、第二審ともに原告の訴えを認め、日本政府が控訴を取りやめるということで、
原告の勝訴が確定した。その結果、在外被爆者たちは日本国外にいても手当を受
給できるようになった。一方で、医療費については医療制度が異なることから、
日本の被爆者にはない上限金額が設定されるなどしたため、在外被爆者たちは、
あくまでも日本と同じ法律 15 の適用を求め、改善を働きかけてきた。
　なお、日本政府に対する運動を始める過程で、米国原爆被爆者協会は分裂を経
験している。1992 年、主として運動の方針をめぐる方向性の違いから、サンフ
ランシスコを中心とする北カリフォルニアの被爆者たちの米国原爆被爆者協会か
ら、ロサンゼルスを中心とする南カリフォルニア、そしてハワイの被爆者たちが
脱退し、米国広島・長崎原爆被爆者協会（ASA）を設立したのである。

6．まとめ

　ここまで在米原爆被爆者たちの運動を概観してきた。大まかにいえば、在米被
爆者たちは、自分たちの健康への不安やそれに対する制度的な仕組みがアメリカ
にはないことから、①原爆被爆者の健康状態に精通し、日本語で相談できる医師
の派遣、②医療などの諸種の援助を求めてきた。①については、1977 年から 2
年に一度の検診事業が実施され、日本人医師が派遣され、被爆者たちの相談に応
じてきた。②については、アメリカの公的な援助を受けることは結果的にできな
かったものの、日本政府に対して、原爆被爆者に対する法制度の適用を求め、成
果を上げることができた。
　アメリカの原爆被爆者たちの運動は、その成果から考えるならば、「成功」であっ
たといえるかもしれない。だが、そこに至るまでには長い年月を要しており、そ
の途中で運動方針の変更、そして分裂も起きた。その「成果」を手にすることも
なく、命を落とした者もいる。そのため、在米被爆者たちの運動を一言で「成功」
として括るわけにはいかないだろう。また、運動が被爆者たちに一体なにをもた
らしたのかといった運動の過程や諸影響については、さらなる解明と分析が求め
られる。
　最後に、在米原爆被爆者の運動史はなにを提示するのかについて若干の考察を
加えておきたい。在米被爆者の運動はアメリカにおいて公的な成果を出すことは
できず、日本政府にその矛先を変えた。アメリカでの公聴会では「あなたたちは
敵だった」といわれ、国務省からの手紙では戦時における「合法的な戦闘行為」
の犠牲に対して補償が否定されている。つまり、アメリカ政府にとって、あくま
でも原爆の災禍は日本とアメリカの戦争で起きた日本側の被害であり、そこへの
補償は認められないということであろう（正確には、在米被爆者が求めていたの

14　この裁判については田村の編著（2016）を参照した。なお、米国原爆被爆者協会の倉本
寛司も大阪地方裁判所で意見陳述を行っている。
15　1994 年に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律が制定された。この法律は、原爆医
療法・原爆特別措置法という、いわゆる原爆二法を一本化したものである。
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は「補償」ではなく、社会保障ではあったが）。また、1980 年代に米国原爆被爆
者協会は「アメリカの核被害者」というカテゴリーに自らを位置づけようと試み
ながらも、その後、日本政府に働きかけた。これらのことは、原爆投下が「戦争
を終わらせるための必要な犠牲」としてしばしば語られるアメリカにおいて、戦
争の被害として原爆の災禍を訴えることの難しさをあらためて示しているように
思われる。

＊なお、本研究は次の助成を受けて実施した調査研究によるものである。
広島平和記念資料館資料調査研究会（2018 年度、2019 年度）、日本学術振興会特
別研究員（PD）・特別研究員奨励費（17J05691）、科研費・若手研究（26780270）、
公益財団法人トヨタ財団・2012 年研究助成プログラム（D12-R-0761）、日本学術
振興会特別研究員（DC2）・特別研究員奨励費（09J05681）
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広島平和記念資料館資料調査研究会規約

　（名称）
第 1 条	 	　本会は、広島平和記念資料館資料調査研究会（以下「研究会」という。）

と称する。

　（事務局）
第 2 条	 	　研究会の事務局は、広島平和記念資料館学芸課内に置く。

　（目的）
第 3 条	 	　研究会は、広島平和記念資料館の常設展示、企画展示の充実に資するため、

原爆、平和等に関わる各分野において資料の調査・収集、学芸的考証・分析
及び学問的研究を行うものとする。

　（事業）
第 4 条	 	　研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）展示に関する調査研究
（2）収蔵資料に関する調査研究
（3）原爆・核問題等に関する調査研究
（4）被爆前後の広島の都市、市民生活に関わる調査研究
（5）調査研究に伴う資料の収集
（6）総会の開催及び研究成果の公開
（7）他研究団体、機関との連携
（8）その他本会の目的を達成するための必要な事項

　（会員）
第 5 条	 	　研究会の会員は別表に掲げる者とする。
	 2	 	　研究会の目的に賛同する者は、総会の承認を得て、会員になることができ

る。
	 3	 	　研究会を退会しようとする会員は、その旨を研究会に申し出るものとする。

　（役員）
第 6 条	 	　研究会に次の役員を置く。

（1）会長　　1 人
（2）副会長　1 人
（3）監事　　2 人

	 2	 	　役員は、総会において選任する。

　（役員の職務）
第 7 条	 	　会長は、研究会を代表し、その業務を総括する。
	 2	 	　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代行する。
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	 3	 	　監事は、会計及び会務の執行の状況を監査する。

　（役員の任期）
第 8 条	 	　役員の任期は 2 年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前

任者の残任期間とする。
	 2	 	　役員は、再任されることができる。

　（会議）
第 9 条	 	　研究会は、会員をもって構成する総会において、次の事項を議決する。

（1）事業計画及び収支予算の決定
（2）事業報告及び収支決算の承認
（3）その他研究会の運営に関する重要な事項

　（会長の専決処分）
第 10 条	 	　総会の権限に属する事項で、総会を開催する暇がない時は、会長において

専決処分することができる。
	 2	　前項の規定により専決処分したときは、会長は、次の総会においてこれを
　　　　報告しなければならない。

　（会議の招集及び議長）
第 11 条	 	　総会は、会長が招集する。
	 2	　総会の議長は、会長が務めるものとする。

　（定足数）
第 12 条	 	　総会は、会員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

　（会計年度）
第 13 条	 	　研究会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

　（委任）
第 14 条	 	　この規約の変更及び施行について必要な事項は、総会の議決を経て別に定

める。

　　　附　則
　この規約は、平成 10 年 8 月 18 日から施行する。
　この規約は、平成 25 年 3 月 25 日から施行する。
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広島平和記念資料館資料調査研究会　会員名簿（令和 2 年度）

1　会員
氏　名	 専門・対象分野 現職

浅
あさ

田
だ
　尚

なお
紀
き 画像情報学 奈良県立大学　学長

石
いしまる

丸　紀
のりおき

興
建築学（建築計画、都市計
画・形成史等） ㈱広島諸事・地域再生研究所　代表

神
かみ

谷
や
　研

けん
二
じ 医学（放射線生物学） 広島大学　副学長

久
く ぼ た
保田明

あき
子
こ アーカイブズ学研究 広島大学原爆放射線医科学研究所　助教

高
こうづま

妻　洋
ようせい

成 保存科学（有機質材料） 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所
副所長　兼　埋蔵文化財センター長

佐
さ ど
渡　紀

のり
子
こ 国際政治（国際安全保障） 広島修道大学国際コミュニティ学部　教授

四
しじょう

條　知
ち え
恵 歴史学 長崎大学多文化社会学部	客員研究員

静
しず

間
ま
　　清

きよし
　放射線物理学 広島大学大学院工学研究院　客員教授

高
たかはし

橋　博
ひろ

子
こ アメリカ史（核兵器関連資

料調査） 奈良大学文学部　教授

竹
たけさき

𥔎　嘉
よしひこ

彦 地理（地図・航空写真） 中国書店

直
なお

野
の
　章

あき
子
こ 社会学 京都大学人文科学研究所　教授

根
ね
本
もと

　雅
まさ

也
や 社会学 松山大学人文学部　准教授

舟
ふなはし

橋　喜
よし

惠
え 社会思想史 広島大学　名誉教授

松
まつ

田
だ
　　弘

ひろし
　近現代美術史 東広島市立美術館　館長

水
みずもと

本　和
かず

実
み 国際関係論（核軍縮、安全

保障等） 広島市立大学大学院平和学研究科　教授

吉
よし

田
だ
　幸

ゆきひろ
弘

プロダクトデザイン、空間
デザイン 広島市立大学芸術学部　教授

横
よこやま

山　昭
あきまさ

正
文化（文学、音楽、美術、
演劇等） 広島女学院大学　名誉教授

2　特別会員
シュモーに

学ぶ会
フロイド・シュモーによる

「ヒロシマの家」計画の調査

（令和 2 年 4 月 1 日現在　会員 17 名　特別会員 1 団体）
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