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はじめに

　被爆当時における広島市の町丁界について高精度な復元ができないか思案して
いたところ、大正末期から昭和初期にかけて発行された縮尺 1/2,500 の広島市平
面図が存在しているのがわかった。その平面図のマイラー原図を広島市市民局文
化スポーツ部文化振興課（以下、文化振興課）が所蔵しているらしいという情報
を入手し、文化振興課にマイラー原図の存在を照会すると、確かに所蔵している
ということであった。実際にマイラー原図の実物を確認することができ、それに
は町丁界の界線も明示されていることが判明した。
　この地図は 1/2,500 という大縮尺なので、期待通りの高精度な町丁界の復元が
できる可能性があった。なお、本平面図の作成から被爆当時までは、ほぼ 20 年
という時間が経つが、町丁界の大きな変更等は無いと判断した。そこで、被爆当
時の旧町丁界の界線の復元と旧町名の表示に取り組むことにした。あわせて、旧
水涯線についても復元を試みることにした。本報告は、その旧町丁界と旧水涯線
の復元作業の詳細について報告するものである。

Ⅰ．1/2,500 広島市平面図

　文化振興課の所蔵する広島市平面図のマイラー原図は、1932 年（昭和 7 年）
に広島市都市計画課によって作成された都市計画図の基図部分のみの図化を行っ
たものを復刻したものである。この平面図は、当時の市域の島嶼部を除いた広島
市の範囲が作成された。当時の都市計画課によって 1926 年（大正 15 年）から
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1928年（昭和3年）にかけて図化されたもので、全部で27面が存在する。図1-1に、
そのマイラー原図のすべてを示す。さらに、平面図の全体がわかるような一例と
して、「中島」図幅を図 1-2 に示す。図 1-3 は、平面図の詳細が分かるような一
例として図 1-2 の中心部を引き伸ばした図である。
　また、このマイラー原図は、広島市教育委員会文化課と広島市企画調整局文化
担当（27 面中、「中島」図幅と「京橋」図幅の 2面のみ広島市企画調整局文化担当）
によって、1992 年（平成 4年）から 1995 年（平成 7年）にかけて、その基図部
分を復刻したものである。復刻であることが明らかであるのがわかる表示部分と
して、マイラー原図左下の図郭外にその旨の表記がある（図 1-4）。
　さらに、マイラー原図に関してまとめられた表を文化振興課から入手した。そ
の表を基に、本報告に必要と思われる要素のみを抽出したものを表に示す。
　また、平面図の原図となった都市計画図の一例として、「中島」図幅を図 1-5
に示す。町丁界の界線が表示されているのがよくわかる。

Ⅱ．マイラー原図のジオリファレンス

　被爆当時の広島市の町丁界を復元する為に、図 1-1 に示すマイラー原図に対し
て、地理情報システム（以下、GIS）を活用して、ジオリファレンスを行った。位
置の基準とする地図情報には、以前筆者が調製した 1945 年（昭和 20 年）7月 25
日並びに 8月 11 日オルソモザイク幾何補正済み空中写真、並びに国土地理院発
行の数値地図、基盤地図情報、地理院地図といった地図データをあわせて利用し
ている。
　なお、全 27 面のマイラー原図のうち、「畑」、「山田（西側）」、「山田（東側）」
の 3図幅は、ジオリファレンスをするために位置合わせに利用する地図の内容表
示が無かったので、これら 3図幅はジオリファレンスを行っていない。残りの
24 図幅に対して、1図幅あたり 10 カ所程度のコントロールポイントを設定して
ジオリファレンスを行った。実際のコントロールポイントの配置状態については
「中島」図幅を一例にして図 2-1 に、ジオリファレンスした結果を図 2-2 に示す。

Ⅲ．被爆当時の広島市の旧町丁界の復元

　以下、旧町丁界の界線と旧町名の復元における一連の作業行程の詳細について
記す。旧町丁界の界線と旧町名である町丁界に関するデータは、以前、ジオリファ
レンスを行った広島市編（1984）を位置情報の参照にして作成した町丁界データを
基に、同様にGISを活用して新たに修正版旧町丁界データとして作成した。
　図 1-3 を見ると、町丁界が太めの一点鎖線で示されているのがわかる。ただし、
町名は原図となった都市計画図には示されているが、平面図であるマイラー原図
には表示されていない。しかも、都市計画図と広島市役所編（1962）や広島市役
所編（1971）に表示される町名を比較すると相違があった。また、マイラー原図
と広島市役所編（1962）の町丁界とを比較すると、広島市役所編（1962）にはあっ
て、マイラー原図には無い町がいくつも存在していた。一方、広島市役所編（1971）
に記される町名は、広島市役所編（1962）やあき書房（2014）に表示される町名
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と大部分が一致していた。
　広島市役所編（1971）と広島市編（1984）
に、それぞれ記される町名を比較してみ
た。広島市役所編（1971）の記述では、
住居表示の際にあらわれるとされる「住
居表示実施後の新町名」に紹介される項
目欄にある町名が、広島市編（1984）に
被爆当時の町名としてすでに表示されて
いるのが判明した。
　さて、「曙町」と舟入地区、庚午地区
の○丁目の表示について言及する。広島
市役所編（1971）には　広島市編（1984）
にはある「曙町○丁目」、「舟入南町○丁
目」や「庚午北町○丁目」が記されてい
ない。
　まず、「舟入南町○丁目」の表示につ
いてである。1940 年（昭和 15 年）に発
行された地図の復刻版であるあき書房
（2014）にしても、終戦翌年に発行された地図の復刻版であるあき書房（2013）
にしても、「舟入南町○丁目」の表示は無い。したがって、「舟入南町○丁目」は
無いものとして判断した。
　また、広島市役所編（1971）では、庚午地区については、「町名」の欄の表記が、
「庚午・庚午北町一円」と記されていて、町名としての「庚午北町」の存在を匂
わしている。しかし、あき書房（2014）にもあき書房（2013）にも、「庚午北町」
の表示は無いので、「庚午北町」は無いものとして判断した。
　さらに、「曙町○丁目」は、広島市編（1984）にはあるだけで、広島市役所編（1971）
に「曙町」の町名こそ記されるものの、広島市役所編（1962）やあき書房（2014）、
あき書房（2013）には、「曙町○丁目」どころか、「曙町」の町名表示すら無い。
結局、「曙町」の存在の明瞭な確認ができなかったので、「曙町」は、本報告の復
元図には表示していない。
　したがって、マイラー原図には無い町丁の界線については、ジオリファレンス
を行った広島市編（1984）の界線を参照することで本報告の復元図の界線の図化
を行っている。あわせて、広島市役所編（1962）に示される界線を読図し、1945
年（昭和 20 年）のオルソモザイク写真を参照して、本報告の復元図の界線の図
化を行っている。図 3-1 に、旧町丁界の界線の復元の成果を示す。また、図 3-2 に、
位置情報の参照にしたオルソモザイク空中写真の一例として 7月 25 日撮影の写
真を示す。
　なお、本報告の復元図における旧町名の表記については、広島市役所編（1971）
や広島市編（1984）に使用される当用漢字で表示するのではなく、被爆当時の
1945（昭和 20）年に使用されたはずの広島市役所編（1962）等に使用される旧
字体を使用して町名を表示している。
　ところで、文化振興課が所蔵する 1/2,500 広島市平面図のマイラー原図は、

畑
図 1-1-g

所蔵：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
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図 1-2
所蔵：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
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図 1-3
所蔵：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
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図 1-4

表
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図 1-5
所蔵：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
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図 2-1
所蔵：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
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図 2-2

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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図 3-1
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図 3-2

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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1/2,500 という大縮尺の地図のマイラー原図である。そして、本図に表示される
町丁界の界線と広島市役所編（1962）の界線とを比較してみることによって、表
示精度も確かに高精度のものであると判断できた。
　なお、縮尺が 1/2,500 なので、実測図であることを期待して国土地理院の知人
に依頼して原図を確認してもらったが、結局、実測図か編集図かの断定はできな
かった。

Ⅳ．被爆当時の広島市の旧水涯線の復元

　旧水涯線の復元における一連の作業行程の詳細について以下に記す。被爆当時の
1945 年（昭和 20 年）の旧水涯線は、1945 年（昭和 20 年）7月 25 日並びに 8月
11 日撮影のオルソモザイク空中写真を基本的に参照地図情報として旧水涯線の
図化を行った。
　ただし、広島湾沿岸部の海岸線は、1/2,500 広島市平面図作成当時の海岸線と
比較すると、干拓や埋立が行われているため大きく変化してしまっている。した
がって、沿岸部の旧水涯線の図化に対し、マイラー原図をジオリファレンスした
ものでは参照地図情報に適していない。さらに、島嶼部などについては、マイラー
原図にも 1945 年（昭和 20 年）のオルソモザイク写真にも表示されていない。そ
こで第Ⅲ章と同様に、国土地理院発行の数値地図、基盤地図情報、並びに地理院
地図の地図情報を参照して復元を行っている。図 4に旧水涯線の復元の成果を示
す。

Ⅴ．復元の成果と地図データの重ね合わせ

　被爆当時の広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元の成果を図 5-1 に示す。その上
で、今回作成した修正版旧町丁界データ（赤色の一点鎖線の界線と町名表示）と
被爆当時の旧水涯線（青色の実線）の地図データのうち、市街地中心部のものと
いくつかの地図情報とを重ね合わせてみた。
　被爆当時のオルソモザイク空中写真の重ね合わせとして、図 5-2 は、原爆投下
直前の 1945 年（昭和 20 年）7 月 25 日に撮影されたオルソモザイク空中写真と
重ね合わせて示している。一方、図 5-3 は原爆投下直後の 1945 年（昭和 20 年）
8月 11 日撮影オルソモザイク空中写真を重ね合わせて示している。
　また、現在との位置関係がどのような状況になるのか明瞭にするために、現在
の地図情報と重ね合わせてみた。図 5-4 は、最近の地図情報として国土地理院発
行「地理院地図」の「淡色地図」を重ね合わせて示している。図 5-5 は、同じく「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）」（なお、図 5-5 での表示地域では、2011 年 1～2 月撮影）に加えて、
「数値地図 2500（空間データ基盤）」の「行政区域」（白色の界線と町名表示）と
を重ね合わせて示している。
　図 5-6 に広島市編（1984）を示す。その図 5-6 と「地理院地図」の「淡色地図」
に被爆当時の旧水涯線（青色の実線）を重ね合わせた図 5-7 とを比較してみると、
広島デルタ西部の河川改修箇所の水涯線と、広島湾沿岸部の海岸線との水涯線の
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図 4

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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図 5-1
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図 5-2
オルソモザイク画像は 1945 年 7月 25 日撮影

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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図 5-3
オルソモザイク画像は 1945 年 8月 11 日撮影

64



図 5-4
国土地理院発行「地理院地図」の「淡色地図」を使用して作成

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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図 5-6

図 5-7
国土地理院発行「地理院地図」の「淡色地図」を使用して作成

1945 年の広島原爆被爆当時における広島市の旧町丁界と旧水涯線の復元
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変化に対する表示の違いがよくわかる。

おわりに

　1945 年（昭和 20 年）の被爆当時の広島市における旧町丁界と旧水涯線の復元
を行った。旧町丁界と旧水涯線の地図情報は、GIS で活用できる地図データとし
て復元したので、その他の地図データとの重ね合わせ等が実施可能になっている。
本報告でそのいくつかの事例を示した。
　広島市役所編（1962）やあき書房（2014）と 1/2,500 広島市平面図のマイラー
原図を比較すると、平面図には表示の無い町丁界が多々あり、平面図作成当時か
ら 1945 年（昭和 20 年）にかけて新たに町丁が新設されていたのがわかった。
　従来、被爆当時の町丁界の資料としては広島市編（1984）があるだけであった。
ところが、そこに示される「曙町○丁目」の存在と、舟入地区の「舟入南町○丁
目」や庚午地区の「庚午北町○丁目」の表示について以下のように判断した。「曙
町○丁目」は、広島市役所編（1962）やあき書房（2014）、あき書房（2013）では、
「曙町」の町名表示が無く、存在の明瞭な確認ができなかったので、「曙町」は表
示していない。舟入地区の「舟入南町○丁目」や庚午地区の「庚午北町○丁目」
は、1940 年（昭和 15 年）や 1947 年（昭和 15 年）に発行された地図には○丁目
の地名の表示が無いので、舟入地区、庚午地区でのそれぞれの○丁目が存在して
いない可能性が高い。さらに、1940 年（昭和 15 年）や 1947 年（昭和 15 年）に
発行された地図のいずれにも「庚午北町」表示されていなかったので、「庚午北町」
は無いものとした。
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