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

はじめに

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
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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、
2

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

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

項目

表1

平和復興祭に関連した項目とその内容
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、 復興医術展覧会、華道展、郷土楽人音楽会、
会の雰囲気 児童作品展覧会、戦災供養盆踊大会、中島
等
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
図1

 爆後の基町旧軍用地内の旧護国神社前
被
の状況（中央部は鳥居のある参道）

主な出典

増補ヒロシマの記録等、参考文献 1）、2）、
4）、7）、8）、11）
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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
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 和復興祭、平和復興市民大
平
会に集まった市民

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

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。

表2

項目

第 1 回平和祭に関連した項目とその内容
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

り、まだ公園としての建設はされて

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）

めるにしても先ず清掃が必要であ

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

平和公園、平和記念公園の構想はま

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

ところが、昭和 22 年 8 月 6 日の式

付 帯 行 事、 慰霊祭は広島戦災死者供養会主催で中島
会 の 雰 囲 の供養塔で実施、平和音楽祭、平和美術展
気等
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）

公園の計画は決定されたばかりであ
いなかった。土地区画整理事業を進
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、
だ後になって確定するものである。
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

主な出典

参考文献 1）、2）、3）、6）

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

図4

建設中の平和塔

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
6
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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

広島商工会議所
相生橋（T 字橋）

賓と参加者の対面するスタイル、すなわ

後に原爆ドーム
の名前定着

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

市民広場（平和塔
と野外音楽堂）

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

元安橋

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、

図5

平和広場付近の詳細

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

7

ほぼこの段階で平和宣言、
平和の鐘、

表3

第 2 回平和祭に関連した項目とその内容

平和の歌合唱、放鳩、というスタイ

項目

会の名称

第 2 回（広島）平和祭

としてはやはり高い舞台が必要であ

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

ルが確立していくといえよう。会場
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

項目の内容・説明

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

付 帯 行 事、 平和記念植樹、平和記念樹苗伝達、平和祭
会の雰囲気 であるが前年からのイメージ継承と大幅
等
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

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

図7

市民広場に復帰して開催された第 3 回平和祭

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、
8

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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項目

表4

昭和 24 年における状況

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

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
9

項目

表5

昭和 25 年における状況

表6

昭和 26 年における状況

項目の内容・説明

項目

会の名称

第 4 回（広島）平和祭（実質中止）

会の名称

慰霊式・平和記念式典

開催日

昭和 25 年 8 月 6 日予定

開催日

昭和 26 年 8 月 6 日

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））

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

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

項目の内容・説明

主な内容

参加人数

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
不明、米軍兵士多数

付 帯 行 事、 楠の平和記念植樹、平和記念音楽
会の雰囲気 会、平和子供会、長崎市との交歓
等
会予定

付 帯 行 事、 慰霊ということで今までにない方法、雰囲
会の雰囲気 気
等

主な出典

主な出典

参考文献 1）、2）、3）、6）他

になっていた。結局この時の平和祭

表7

参考文献 1）、2）、3、6）他
昭和 27 年における平和記念式典の整理

の開催場所は原爆供養塔附近が選ば

項目

会の名称

原爆死没者慰霊式・平和記念式典

実施された。すなわち、それまでの

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、

の開催形式となった。

主催団体

広島平和協会、実質的に広島市

場所

典は、原爆供養塔前で実施したとい

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

れ独特のスタイルと雰囲気のもとで
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
極めて特異な昭和 26 年の記念式

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

項目の内容・説明

付 帯 行 事、 慰霊碑に過去帳（原爆死没者名簿）奉納（以
会の雰囲気 後この形式が定着）
等
主な出典

参考文献 1）、2）、3）、6）他

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
10
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図 10

完成した原爆死没者慰霊碑

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

図 11 丹
 下健三が提案した平和記念公園の基本
的構造図

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
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表8

昭和 21 年護国神社前からの移動理由

昭 和 2 1 年 経緯の理解、理由付け内容
からの移動
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）

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
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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。
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、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
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図の出典
図1

林重男撮影、広島平和記念資料館提供

図3

国土地理院提供（参考文献 3 p.55 図 2-15 と同じ）

図2
図4

中国新聞社提供
中国新聞社提供
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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
図6
図7
図8
図9

図 10

と同じ）

中国新聞社提供

広島市勢要覧 昭和 24 年版、p.7 から引用掲載
広島市公文書館所蔵
筆者撮影

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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