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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、広島で実
施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関す
る質疑の実態と課題について報告されています。高妻会員は、2020 年のコロ
ナ禍における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、広島原爆線量評価に果たした被爆建造物お
よび被爆資料のうち、被爆銅材中の 63Ni の測定を行っています。竹﨑会員は
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を地
図学的観点から検証しています。直野会員は、当館が所蔵する「原爆の絵」に
ついて作者の原爆体験と描かれた場面との関係を中心に記憶論の観点から分析
しています。
　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 3年（2021 年）9月

広島平和記念資料館資料調査研究会　　会長　静間　清
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1．はじめに、そして研究目的

　広島においては 1990 年代から広島県主催の全国の留学生を対象とした広島
復興をテーマとしたセミナー実施に始まって、2000 年頃から設立準備がなされ
2003 年 7 月設立された UNITAR 広島事務所 1）における世界遺産登録・維持管理
や復興問題等を主テーマとした人材教育、さらには JICA 及び広島県や広島市と
連携する JICA 中国、ODA といった組織による研修やセミナーが実施されてきた。
そこでは海外からの招待された研修者に対して講義形式の研修だけでなくワーク
ショップやラウンドテーブルといった討論形式の運営も含めて様々な研修事業が
推進されてきたが、ここではそれらを一括して研修と総称する。そこで、その研
修参加者からはいくつかの質問・コメントがなされてきた。広島復興問題を担当
して関わってきた筆者は、広島の復興過程への素朴な疑問から、現代的課題への
質問・コメント（併せて質疑とする）に及んで提起された諸問題を整理してまと
め、今後の諸活動への参考に供しようとするものである。筆者自身これらの研修
過程での質疑・応答によって、広島の復興に関連した多くの問題提起を受け取り、
自問し、思考展開することができた。
　従来、広島復興に対して肯定的評価や称賛があると指摘されてきたが、それは
大きな傾向としていえるかもしれないが、真にその評価に立ち入って吟味したこ
とはなかったといえよう。いや肯定的な評価にしてもその真意は必ずしも十分に
吟味してきたとは言えない。肯定的な評価にしても条件的な内容を含んでいる場

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された�
戦後復興過程に関する質疑の実態と課題

石丸　紀興（いしまる　のりおき）

広島諸事・地域再生研究所

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
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）
石丸紀興『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
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合もあろうし、実はいくつかの疑問を付加しての評価の場合もあろう。また、外
交辞令的な称賛は、より詳しく問いただしていけば、その真意は必ずしも真正面
からの称賛ではないことも明らかとなろう。そのような広島復興に対する評価の
内側に迫っていくというだけででなく、現今と将来における世界の復興に関連す
る問題とはなになのかに迫っていこうとするならば、原点ともいえる広島復興へ
の基本的な疑問を解きほぐし、関連する問題の領域を見定める必要があろう。こ
れは研修内容の再考や再構築といった観点だけでなく、様々な国や国民、地域と
の付き合い方にも影響することであろう。いずれにしても、様々な形で寄せられ
る質疑こそ、日本の在り方自身を考えていくためにも、貴重なヒントを含むもの
であり、真摯に立ち向かうべきであろう。
　研修実施過程の中で提起された質疑・応答がセットであり、応答の内容によっ
て研修の価値が規定されるといっても過言ではないが、本稿においては紙幅の関
係で応答内容はほぼ削除し、質疑を集中的に採取し考察しようというものである。
　ここで断っておく必要のあることは、このような質疑を意識的に取集すると姿
勢でもって研修に臨み始めたことが、必ずしも当初からでなく、ここ 7～8 年前
からであり、その頃から受けた質問を記録し始めたのである。それ以前について
は記憶を頼りに、質問をメモし、少しづつ蓄積していった。今後もそのような形
で収集・蓄積していくことを目指していくことになろう。

2．研究対象と研究方法

　研究対象は UNITAR と JICA 研修、さらには ODA やその他同様の活動の中で、
提起された質疑に注目して取り組むものである。UNITAR とは United Nations 
Institute for Training and Research の略であるが、国連機関の下部組織として広
島に UNITAR Hiroshima Office【広島事務所】が開設されていて、特別な活動
を続けてきている。JICA とは Japanese International Cooperation Agency の略称
であり、正式の組織は「独立行政法人国際協力機構」として、全国組織と JICA
中国、広島事務所等も一体的に必要な活動を続けている。
　研究方法としては、まずは研修過程での質疑応答の中から質問と質問に関連し
た意見等の収集を行い、重複を避けるため一定の取捨選択と表現統一をし、大き
く分類・グループ化してまとめる。それらすべてを現段階で収集することはでき
ないが、可能な限りの記録と記憶から質疑を収集し、その主要な傾向を全体的に
まとめ、考察を進めるものである。
　収集された質疑は、この段階では提起された時期や場所、提起した人の国・地
域や氏名は特定・公開していない。JICA については直接担当した研修の中から
収集したのであるが、UNITAR においては担当過程だけでなく、UNITAR 職員
やアドバイザーグループへの問い合わせ結果からも加えて考察することとした。
これらの質疑は、どの程度の頻度であったかについて参考までにランク分けして
加えた。
　このような質疑の収集や考察の試みは、JICA 活動に関する限り今までなされ
ておらず、既往研究や既往の報告は見つけることができない。

2



3．研修の概要と研修参加者及び内容

　UNITAR 広島事務所は 2000 年に開設以来、海外からの担当者を集めて、世界
遺産登録と維持管理業務の研修、広島復興過程のセミナーを実施してきた。最近
は別テーマに移行しているが、海外から研修生を受け入れる業務は継続している。
一方、広島県は当初春休みあるいは夏休みに海外からの留学生を集めて広島を
テーマにしたガイド・研修を実施していたが、それをさらに発展させて JICA 中
国、あるいは JICA 本部で国別研修、あるいは課題別研修といった形での本格的
展開がなされてきた。これらのプログラムにおいて、広島の戦災復興が重要なテー
マの柱として設定され、そこで研修参加者との質疑・応答を蓄積することができ

表 1　研修の実施時期、内容、対象等の事例

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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た。なお、UNITAR については開設から 2011 年頃までの、また JICA について
は表 1 のような 18 事例の研修を対象として実施しており、そこから記録と記憶
から質疑を収集する。
　これらの研修内容については詳細を省くが、例えばある研修におけるプログラ
ムを参照してみると次のようになっている。
　2009 年 1 月にはアフリカの 4 国、ウガンダ、シエラレネ、リベリア、ルワン
ダの州知事や開発担当者ら 7 人を招いて広島の復興の歩みを解説し、平和構築の
参考にしてほしいと研修がなされた。この件は、中国新聞社が「復興ヒロシマが
手本／JICA 中国／アフリカ 4 か国から研修」として報じられ、参加した一人は「市
民の復興にかける強い思いに感銘を受けた。平和都市の国際基準のようなヒロシ
マで学んだことを生かしたい」というコメントを残している。
　2013 年度においては「紛争影響国におけるガバナンス能力強化」という主題
の下に 13 日間もの研修が実施され、広島では「広島の戦後復興」のプログラム
で「戦災からの都市復興状況、実現過程の特徴」の講義を行っている。
　この年はイエメン研修「ODA 実施能力強化セミナー」計画され、2014 年 2 月
に実施されている。そこでは、イエメン政府の ODA 実施期間（国際協力省、教
育省、技術教育・職業訓練省、水資源・保健省、社会開発基金）の実務者を招請
し、いくつかのテーマでの研修であった。その一つの柱が「日本の戦後復興及び
援助活動の体験」であり、具体的には「広島における戦後復興の経験」の講義・
研修が予定された。
　2014 年には「コートジボワール社会的統合促進研修」が実施された。ここで
は「広島市の戦後都市復興：移転地合意形成、戦災の記憶」がテーマとなり研修
が進められた。英語表記のテキストが編集され、広島では平和記念公園や平和記
念資料館の見学等もプログラムに組み込まれ、この研修は一部新聞でも報道され
た。
　2016 年度（平成 28 年度）JICA 国別研修「コミュニティ開発を通じた生計向
上と信頼醸成」コースとして 2017 年 1 月にコソボ国別研修が実施され」、アルバ
ニア人とセルビア人を対象としたものであった。研修の背景としては、
　 　本研修は、アルメニア系が多数を占めるコソボにおいて、全住民共通の利益

となる経済低迷状況の改善に向け、少数民族（セルビア系等）も含む住民参加
型の生計向上支援を展開し、住民同士の信頼醸成や地域経済の活性化を目指す
ものとして、コソボ政府より要請された。これを受け、本研修ではコソボの中
央省庁、地方政府、民間団体から地域振興に携わっている人材を研修員として
招聘し、日本の民間団体や地方自治体の 7 地域振興に関する取組、平和や復興
にかかわる行政の在り方や官民連携について学び、自国でのアクションプラン
につなげるものである。（以下略）

とされ、いかに研修が意味を有するか説明されている。
　2017 年 1 月における国別研修の趣旨は「コソボは地域社会の隅々まで民族的
要素と政治的要素が複雑に絡まり合った特異な環境にある。そのため、コミュニ
ティレベルの住民間の信頼醸成と生計向上が不可欠である。本研修ではコミュニ
ティ開発に貢献しうる人材を各セクター（中央・地方・民間）において育成する
ことを目的に実施」するとされ、2020 年 2 月実施のイエメン国別研修では、内
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戦終結後の復興・開発に向けた取組みが懸案で、今回の招聘では、イエメン政府
関係者に対し、①中央・地方における均衡のとれた開発の推進、②復興期におけ
る民主化・ガバナンス、③戦略的な援助リソースの活用等を中心に、日本の経験
や知見が共有できるよう、プログラムを構築したとしている。国・地域によって
は、極めて政治的・社会的に混乱期の場合もあり、それぞれ独自の課題を抱えて
の研修である。
　2018 年（平成 30 年）2 月に実施された 2017 年度イラク知見共有セミナー（イ
ラク国会議員の日本訪問）においては、背景と趣旨について次のようにされてい
た。すなわち、
　 　イラクでは多数の宗派・民族から国家が形成されており、建国以来国民融和

コートジボワール研修のポスター（2014 年）
出典：JICA 研修 2014 年プログラムポスター

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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が重要な課題となっている。2014 年に「イスラム国（ISIL）の侵攻を許した
原因の一端には、イラク国内の宗派・民族間不和が背景にあった。イラクの国
民融和をはかるため、各派政党議員等の参加の下、日本の戦後の復興、政治・
経済システムに関する知見を吸収するための協力要請がイラク政府よりなされ
ている。今年度は ISIL 後のイラク復興を見据え、日本の東日本大震災からの
復興や戦後復興に関する知見について共有する。（以下略）

とされている。
　このような趣旨の妥当性については後に検討対象とするが、背景として極めて
複雑な難問が展開されていることが指摘できる。セミナーのプログラムとして東
京、京都でのオリエンテーション、「東日本大震災」からの復興、日本文化の講
義があり、広島に移動して「復興期の街づくり～広島の経験から」の講義と質疑
応答を行い、その他表敬訪問や平和記念資料館、原爆ドーム他の視察という予定
となっている。セミナー参加者の条件によってプログラムを変化させており、き
め細かなセミナーを実施している事例を見ることができる。
　さらに指摘できるのは研修・セミナーの実施に当ってはテキストが編集され、
配布されている。2013 年 8 月に実施されたセミナーでは「Capacity Development 
on Governance in Conflict-Affected Countries: Post-war Reconstruction of 
Hiroshima」というテキストが A4 版 5 頁で編集された。毎回同様のテキストと、
同時上映の研修スライドのコマ画像をプリントして配布している。
　なお、このような研修プログラムの編成に関しては、既存の組織である
UNITAR とか JICA とか、ODA の事務局、担当者に任されていて、研修担当者
へは具体化する中で打診される形になっている。また相手国の政治的経済的社会
的実情についての認識や情報収集は必ずしも万全とは言えない状態である。すな
わち研修を戦略的に進めるための条件は必ずしも整っていない中での実施であ
る。その中でも研修を実施する意味はあるかもしれないが、少なくとも研修の長
期的な戦略があるかないか問われるであろう。そこには研修の担当者が関わるこ
とはできないかもしれないが、研究結果を少しでもフィードバックすることがで
きれば、研修方針への検討材料が加わることになろう。その意味では今までやりっ
ぱなしであった研修をもう少し戦略化することは可能なのである。
　今までの研修の集大成として、2019 年度 JICA-Net マルチメディア教材が作成
されている。そのシナリオ集をみれば、JICA 中国センター編「2019 年度 JICA-
NeT マルチメディア教材、『ヒロシマ復興からのメッセージ～被災した地域の復
興における地方行政の役割と取り組み～』（2019 年 10 月）」としてビデオが作成
され、公開されている。やや宣伝色が強く、広島の事例を参考にせよというに近
い表現もみられるが、諸外国で問題をかけている地域では、そんなに簡単に事例
から学べることではないことを、承知しているであろう。それぞれの地域であま
りに条件が異なるのであり、同じようなことをしてうまくいくはずがない。それ
ぞれの地域で答えを見出すのはある意味では奇跡に近いことかもしれないが、少
なくとも挑戦を続ける中で事態の改善を図るしかない。その時必要なのは、課題
解決への動機付けであり、さらなる取り組んでいこうとする長期的な対応への持
続力であろう。
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4．研修における質疑の把握

　以上のような状況下で、全 18 回の JICA 研修と UNITAR 研修、以前の留学生
向け講義での経験を含めて、可能な限りで質疑を収集し、それらを一定の内容に
よるグループ化を試みる（表 2、表 3）。グループ化で、まず目立つのは、項目番
号 11～19 にグループ化されるような、極めて素朴であるが被爆からくる放射線・
放射能問題である。例えば、「広島はいつから住めるようになったのか」という
現段階あるいは過去における放射線の危険性レベルの判断に関する一連の疑問で
ある。外国人はこんなことを気にしていたのかと、この種の疑問を無視してしま
うのは、あまりに海外からの広島訪問者への配慮のなさということになる。考え
てみれば、現在の平和記念資料館では確かに被爆被害の実相あるいはその過酷さ
を展示し、伝えようとしているが、このような「いつから広島は住めるようになっ
たのか」といった素朴な疑問に応えていないことに気づくべきであろう。ある意
味では当然の、素朴な疑問かもしれないのに、研修でも多くの場合、従来この種
の疑問に触れないで実施してきたのである。このことを反省し、丁寧に応答すべ
き重大項目であろう。また、特に福島の内部被曝問題、同時に外部被曝との違い
といった専門的に理解しにくいことをわかりやすく応答する必要性にも言及して
おく。
　こういった原子爆弾に関連した基本的な疑問こそ、広島訪問の動機であり、広
島からの情報を伝えようとする意欲につながる源泉になるものであり、これらに
一定の回答・理解を有する中でさらに世界に発信する姿勢につながることになる
と認識する必要があろう。
　なお、発想法が日本人と異なり、まさに日本人が表現しないような形で問いか
けてくることは、極めて奇異に感じるであろうが、このような質疑を受け取るこ
とを通してあらたな世界との付き合い方を学ぶべきであろう。このような質問に
対して丁寧に答えていく必要があろう。研修における質疑はそういった思いもか
けないような形での質問を発掘するよい機会といえよう。

� 表 2　質疑のグループ 1の内容� ◎多出　〇中出　△稀
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　今回の外国人からの質疑収集にあわせてある通訳案内士の方から特別の回答を
いただいているので、特別に引用しておこう。
　 　ひろしま通訳・ガイド協会で活動しております。その中で、外国の方は残留

放射線の深刻な影響が予想されるため、広島の爆心地から半径何キロかの広大
な地域に、ある一定期間入ることが禁止されていたのだろうと想像され、質問
を行う方が多いように思います。「広島の地域にいつ頃から、人は入ることが
許さたのですか？」という質問をよく受けます。広島県と広島市は「人体に影
響のある放射線は、どの範囲に、どの期間残留していたのか」について見解を
示していないのだと理解しています。そして戦後の復興という場合、誰の支援
で広島市の都市計画は行われたのか、ということも関心を持っている方が多い
ように思います。平和記念公園、平和記念資料館を広島市が有してい素晴らし
いと感じてもらっている方が多いです。広島市の平和記念都市建設法をめぐる
話しはとても印象深い様子です。原爆ドームの保存、丹下健三の平和記念公園
のレイアウト、平和記念資料館のデザインなど、目に見える形で迫力を持って
感じて頂けるように思います。また、原爆の子の像、平和の鐘とその周辺も優
れた建造物であり、人の心に残るように思います。通約案内士の私が戦後の復
興について語る際、海外の方に共感してもらえるのは、被爆当時または戦後の
復興期の思いが目に見える形で残っているものだと思っています。まず見てい
ただきます。また、それを作った人々の思いを言葉で伝えます。見て、感じて、
理解してもらうことが戦後の復興を伝えるには重要なのだと思っております。

　このように、海外から来た広島訪問者に対して、広島の復興を伝えるときの心
構えを強調し、実践しているようである。まさに訪問者の考え方に寄り添い、広
島復興の理解をリードしていくことが説かれている。
　次いでグループ化される質疑は表 2 の 21～28 に示すような、日本に対する歴
史的文化的認識の違い、あるいは民族的固有認識からの疑問である。その典型が

「日本は原爆投下されたことでアメリカを恨んでいないのか」という一連のアメ
リカへの思いに関する疑問である。様々な対立から抜け出せず、永年の恨み、辛
みも忘れないでいる民族もいる中で、日本人はある意味であっけらかんとして戦
後、アメリカ文化を受け入れ、戦後の占領政策にも馴染んでしまっているとした
ら、ある地域の民族からは日本に対する根本的な疑問が提示されるのである。ほ
とんどの日本人にとって疑問になりえないようなことを問うのである。今まで日
本に関するガイドブックにもほとんど載っていなく、疑問を呈する機会もない時、
研修の場で始めて聞くような質疑かもしれないが、よく考えれば文化とは研修者
の心に伝わる応答をしなければならないといえる。
　なぜ日本で野球が盛んなのか、野球はアメリカの文化そのものではないか、そ
のアメリカの文化をそのまま受け入れるのか、といった吹き出しそうな質問であ
る。日本人の誰もこのような疑問を抱かないであろう。アフリカや中近東では野
球を始めるの若者はほとんどいなくて、若者の多くはまずサッカーに飛びつくの
である。それはまずボール一つあって、ちょっとした広場があればサッカーは始
められる。貧しくとも始められるし、サッカー選手で有名になり、高額の年俸を
稼いでいる事例も見聞きしている。それに比べて野球は一定の条件が整わなけれ
ばキャッチボール程度のものを除けば始められない。というわけで日本の野球文
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化に対する素朴な疑問となる。ある外国人は、日本で明治・大正期にすでに野球
になじみ始めてきたことを知らないのであるが、それは当然のことである。要す
るに、日本がアメリカ文化に馴染みすぎていることへの、素朴な疑問の一端であ
る。野球のことに限らず、日本文化に関する疑問は多く投げかけられる。どうし
て日本人はこんなことをするのか、こんな習慣があるのか、といった様々な疑問
である。研修過程では日本に馴染んでもらうためにはこのような質問にも丁寧に
答えていくしかないであろう。
　逆に現在の日本文化からいってアメリカがなぜ広島・長崎に原爆を投下したの
かという疑問も提起されている。これはあまりに歴史を知らない人からの疑問の
ようであるが、現在の日米関係を知っているが故の初歩的な疑問といえよう。も
ちろんより本質的な意味での原爆投下の理由については研修で簡単に答えられる
筋合いのものではなく、それこそ原爆資料館の展示へ導いていくような筋道を示
したり、考えるヒントを提起していくしかないであろう。なお、原爆投下の理由
についての質問が研修過程で多く発せられなかったのは、研修が戦後復興をテー
マとしていたことで、質問が抑えられていたのであろう。問題を限らず、広島に
関連した問題に広げれば当然投下問題にも及んでいくであろう。
　そして海外研修者から発される最も基本的な疑問は、表 3 にまとめた 31～39
に示すような復興過程に関するもので、広島で、なぜかくも大規模な復興計画が
実施に移されたのか、なぜそんなに早期に復旧を成し遂げられたのか、という戦
後復興に対する基本的な条件、復興に関連する理由等である。それは復興計画の
内容以上に、まず研修者にとって基本的疑問に感じていることであり、当時の日
本の社会情勢を説明しなければ理解されない必須の項目・内容と言える。
　恐らく海外からの研修者が広島の復興過程について説明を受けた時、最も早く、
最も強く、感じる疑問こそ、日本の、広島の復興過程の速さであろう。手際よい
とさえ思える過程である。それは特に復旧過程から始まって本格的な復興計画、
復興事業が成し遂げられていく過程は、驚きを持って聞き入ることになる。この
過程に問題が存することを必ず付け加えて説明しても、やはり広島の復興過程は
想像を絶する速さで進んだと理解されることになる。
　なぜ復興がスピード感を持って進んだのかを説明するのは、やはり日本の戦後
歴史に関連した事情を語らなければならないであろう。本稿では質疑のみで応答
については対象としないことにしているが、この復興過程の速さについてはやは
り少し注釈が必要であろう。それは 1950 年に始まった朝鮮戦争に触れないわけ
にはならないのである。この世界史に関わる大激動によって経済が動き、復興を
促進したのである。もちろん社会的な矛盾も頂点に達したが、雇用が拡大し、購
買が膨らみ、生産や流通活動が進んだ。物価の上昇といったインフレは、建設活
動に負荷がかかったが、それ以上に復興事業への追い風となった。海軍都市であっ
た呉市では、やはり、1950 年以後、造船業をはじめとした産業の回復なしには、
復興がなかったといえよう。この件は因果関係として実証されているとはいえな
いかもしれないが、戦後復興過程の促進要因として説明に加えるべきことを付記
しておこう。
　さらに表 3 の 41～49 に示す復興計画の内容や意味に関する疑問がある。これ
らは復興過程における本質的問題としては、いくつかの項目、側面に分けられる。

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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それを詳細に言及することは避けるが、大きくは「なぜ」、「どうやって」、「その
真意はなにか」があり、さらには詳細な疑問ということになろう。
　特に制度的疑問としてはやはり土地区画整理事業のシステムのわかりにくさで
あろう。土地区画整理に関しては少しぐらい説明してもなかなか理解が得られな
いことも、注意しておくことであろう。特に区画整理における減歩とか換地とい
うしくみは、想像を超えているといえる。なぜそういうことが可能なのか、なか
なか理解できないのである。ある土地を保有しているのにそのまま面積を減じら
れ、その環境がよくなるとしても減じられた土地が提供され、その換地を受け取
るということは、外国人には極めてわかりにくいシステムである。そうまでして
道路や公園などの公共用地を生み出すということが、基本的に理解されないので
ある。しかし、少しでもわかりやすく説明するしかないといえる。
　そして、復興計画への理解として、平和記念公園や平和大通りといった復興計
画の看板事業の発想の原点、あるいは実施過程における困難さ等への疑問、ある
いは詳細を知りたいというのである。こういった計画に理解を深めるべく説明を
加えるのは、むしろ望むところである。かつての計画者が考えたであろう復興計
画の理念は、尋ねてくれたことをむしろ喜ぶべきであろう。河岸緑地の計画こそ、

� 表 3　質疑のグループ２の内容� ◎多出　〇中出　△稀
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日本でも世界でも誇るべき復興計画の内容といえる。
　これは研修に触発されてのことであろうが、表 3 に示すのは 51～55 のような
社会情勢に関することが質問対象となる。戦後の混乱期あるいは基町問題は多く
の関心を引き、ヤミ市、やくざ、不法住宅（建築）、立退き、再開発といった問
題は都市整備担当者に尽きない検討事項であった。コミュニティの形成、発展と
いうことではその重要性がわかっていても、それぞれの国や地域固有の問題を抱
えていて、単純なアドバイスが通じない問題であった。
　特に建築的発想に馴染んでいる人は、研修内容にも関連して平和記念公園のレ
イアウトあるいは丹下健三の設計、ドームの保存、軸線といった空間的な実態に
ついて理解し、評価のコメントを呈する場合が多い。

5．まとめに代えて－質疑・応答内容の広がりとその意味

　以上、グループ化に際しては、特に広島研修の原点たる被爆問題から始めて、
より総括的な問題にまで及び、極めて重大なところから軽微な問題までを含めて
進めた。ここでは応答内容を省いたまとめとしているが、さらに、果てしなく難
解な問題を含んでいる。民族や宗教対立を超えてコミュニティ醸成することとか、
ガバナンスを向上させることとか、であろう。こういった問題に条件の異なる日
本から安直なアドバイスをしない方がよいであろう。ただ、各国・地域で起きて
いて見過ごしてはいけない諸問題があるならば、世界の人々が共有すべきであり、
その方向性は示しておくべきであろう。もちろん、安直な対応で改善されること
ではない。
　国・地域で起きている問題へのアドバイスを求めた質疑等があり、さらには研
修の根幹を問うような基本的な質疑など、多岐にわたっていたが、研修で全ての
ことに回答できるわけはないということも自覚しなければならない。ここで高度
な平和理論を展開しても無益であろう。まずは当面意識している現下の諸問題に
つながる活動を高揚に向けて進めていくことであろう。広島が参考事例になるこ
とは少ないが、それでも広島が困難な中でがむしゃらに取り組んだ経験はなんら
かのメッセージになるであろう。
　研修開始前に、可能な限り対象国の現状と課題を学習しておき、質疑に関連し
た応答の中で日本・広島との対比において言及することとする。
　研修の実施結果、「お陰様をもちまして，所期の目標を果たすことができ，関
係者一同心から感謝しております。」（研修担当者からの報告）となっている。も
ちろんこれらには、外交辞令的な賛辞も含まれており、このレベルに惑わされて
はならない。そのため、研修内での質疑の検討が欠かせないのである。
　研修制度自身にも限界があり、すべての疑問に答えられるものではないし、対
応できない諸問題も多い。しかし重要なことは、わからないこと、不明なことは
そのことをごまかさないで対応することであろう。特に当該国の対立的な民族対
立や宗教対立への対応は、今までの日本の体験から次善の策が導かれるものでは
なく、研修内容に反映できるものではない。JICA 研修制度が見直され、さらに
継続的な共同研究体制や継続的なアフターフォローの仕組みが備わるなどの改革
がなされることが望ましい。現在の研修制度は、日本の復興過程事例と対比して、
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それぞれの国で、それぞれの立場で対比としての意味を有するに過ぎず、決して
モデルとしての意味ではない 2）。
　恐らく研修過程で取組が不可能、あるいは極めて難しい問題は民族の対立や宗
教の対立に対して、政府や行政、あるいは住民としてどう立ち向かえばよいのか、
という疑問である。この課題は恐らく関係者すべてわかっていてもすぐさま答え
の出ない難問である。すなわち、この種の疑問は研修の過程で発せられることは
ほとんどない。この種の疑問には答えが出ないし、言葉上の回答では実行できな
いし、現に解決につながるようなことは不可能であるので、そんな疑問を聞いて
どうするのかということになって質問にのぼってこないのであろう。
　30 年以上関わってきたが、この種の質疑を直接受け取ったことはない。わず
かにある種の地域的な対立が存在することを訴えてきたことがある。この問いで
我々講義提供者を試してみるという意図ではなかったであろう。恐らく最初から
実行できる回答を期待しての質疑ではないであろう。これには、もちろん立ち入っ
て回答することはできないが、やはり「問題の存在を可能な限り公開し、どうす
るか議論を広く展開することに尽きるであろう」と、答えるしかないのであろう。
　日本における研修方法で問題なのは、無意識であると意識的であると問わず、
県市の行政関係者からの研修講義がそれだけで時間越えの傾向があり、また研修
者も質疑・応答をほとんどしないこと、質疑を避ける風潮があること等に、大き
な問題がある。質疑への回答自身が講義内容を補強するものであるとの認識が必
要であろう。しかし JICA 等における研修では、残された時間を質疑時間に変え
ていき、結果として研修時間を遥かに超える質疑応答時間としていっている。
　また各組織における年次報告等がプログラムや参加者情報等の実績中心の内容
となっていて、質疑応答の記述はないので、これを積極的に記述していく必要が

図 1　研修における質疑の広がりとそれぞれの関連性
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あることを強調しておきたい。これらは懸案事項であり、しっかりとした対応を
すべきであろう。
　最後に JICA 研修も平和構築論だけではその役割・効果において限界があり、
とりわけ各地域・国における紛争問題には研修だけでは無力といえよう。これに
伴ういくつかのプロジェクトが必須といえるが、それは政府の対応が必要となる
ので、長期的な戦略が登場する必要があろう。そんなことを自覚しつつ広島の今
までの事例を紹介し、少しでも問題を共有していくしかないのである。

補注
1） 参考資料として UNITAR 広島事務所編“UNITAR World Heritage Nomination 

Training Series”、“Executive Report Series on The Management and Conservation 
World Heritage”他。

2） 毎回研修においてはテキストを作成し、特に広島の復興過程での基本的
考え方や必要な情報、資料をまとめて提供している。例えば、「2016 年度
／課題別研修／紛争影響国におけるガバナンス能力強化／Knowledge Co-
Creation Program／(Group and Region Focus)／“on Capacity Development 
on Governance in Conflict-Affected Countries JFY2016”／31 October 2016
／The Recovery of Hiroshima after World War II／広島の戦後復興／JAPAN 
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY」という事例がある。

参考文献
1） 広島市編：広島訪問者のメッセージ集－広島を訪れた各国の指導者－（広島市、

1982）
2）この星に生まれて／復興・ひろしま・国連（中国新聞社、2004）

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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1．はじめに

　2019 年度には、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
ために、本館の温湿度環境調査をおこない、以下のことが明らかとなった。
　①�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。

　②�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。

　③�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。
　④�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。

　⑤�展示ケース内は安定した状態にある。
　空調システムの優れた運用により、資料館本館の気温は概ね良好に保たれてい
ると考えられる。しかしながら、いっぽうで絶対湿度の変化をみると、外気の影
響を少なからず受けているものと考えられる。
　例年であれば、資料館は 1年を通して多くの入館者数があり、その影響のない
温湿度環境に関するデータは得られていない。2019 年の末から新型コロナウィ
ルス感染の拡大が起こり、2020 年 2 月 29 日から同年 5月 31 日までは閉館を余
儀なくされ、さらにその後の展示再開においても予約制等による入館者数制限に

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 文化財防災センター長・
同奈良文化財研究所副所長

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 
92　京都大学大学院博士後期課程単位認定退学 
92　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
2021　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）

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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より、例年とは比較できないほどの少ない入館者数となった。ほとんど入館者が
なかった春から初夏にかけての温湿度データと入館者数がきわめて少ない夏から
冬にかけての温湿度データは、図らずも資料館本館の温湿度環境を考える上では
重要なデータとなるものと考えられる。
　本稿では、コロナ禍に見舞われた 2020 年の資料館本館の環境の一部として展
示室のギャラリー中央の環境について速報的に概観してみたい。なお、本稿で示
すデータは 2020 年 1 月 1 日から同年 12 月 1 日までに気象庁及び資料館学芸課に
おいて計測されたもので、便宜上 1月 1 日から 3月 24 日までを冬～春、3月 25
日から 6月 16 日を春～初夏、6月 17 日から 9月 8 日を夏、9月 9 日から 12 月 1
日を秋と表記した。

2．ギャラリー中央の気温と相対湿度の変化

　広島気象台において計測記録された広島市の気温と相対湿度を図 1、3、5およ
び 7に、降水量を図 2、4、6および 8に示す。また、ギャラリー中央の気温と相
対湿度を図 9から 12 に示す。
　ギャラリー中央の年間の気温と相対湿度の日変動は、広島市のそれらの日変動
に比べて小さくなっている。冬から春にかけて、気温は日平均 18℃でほぼ維持
されており、相対湿度も外気の変化に比べるとその変動は小さい。春から初夏に
かけて、ギャラリー中央の気温は徐々に上昇しており、相対湿度の変化も大きく
なった。この季節のギャラリー中央の相対湿度の変化を広島市内の降水量のデー
タと比較すると、ギャラリー中央の相対湿度の変動は降水量の変動とほぼ一致し
ているものと考えられる。夏のギャラリー中央の気温は日平均で 25 から 28℃で
一定に保たれている。一方、7月の相対湿度は高めで大きな変動なく推移してお
り、8月以降に徐々に低下し、日平均で約 65％と安定するようになっている。7
月においてギャラリー中央の相対湿度が高めに保たれていたのは、平成 2年 7月
豪雨による影響が大きいと考えられる。秋の気温は日平均で28℃ぐらいから徐々
に低下し、12 月初旬に日平均 18℃となった。相対湿度の変化は、夏と同様に降
水の影響があると考えられる。
　以上のことから、資料館本館の気温は空調システムに精通した担当者の優れた
制御によりきわめて良好にコントロールされているということが明らかである。
しかしながら、いっぽうで相対湿度は資料館外部の相対湿度の変動、とりわけ降
水量の影響を大きく受けていることも明らかとなった。入館者数が多い場合、常
に人の流れとともに外気の流入が生じ、外部から持ち込まれる水分量が多くなる
が、コロナ禍において閉館時においても相対湿度の変動と降水量の変動がほぼ一
致していることから、単に入館者数が多いことによる水分量の持込だけでは解釈
できず、資料館そのものの密閉性に問題があることも検討しなければならない。

3．ギャラリー中央の気温変化に及ぼす入館者数の影響

　図 13、15、17 および 19 に入館者数の推移を示す。
　3月初旬からの閉館により入館者数がほぼなくなると、気温の日変動の幅が小
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さくなる傾向が認められた。6月以降の展示再開以降、入館者数は徐々に増えて
はいるが、気温の日変動はそれほど大きくない。降水量が多い季節であり、日射
が少なくなったことの影響により、入館者数の増大による日変動が相殺されてい
る可能性もある。それでも、8月以降、徐々に入館者が増えているが、気温の日
変動には大きな影響は認められなかった。1日あたりの入館者数が 4000 人以下
であれば、現在の空調のコントロールにより気温の日変動への影響は抑制されて
いるのではないだろうか。

4．入館者数と炭酸ガス濃度の関係

　図 14、16、18 および 20 に炭酸ガス濃度の推移を示す。
　入館者数が増えると炭酸ガス濃度が高くなることはこれまでにも明らかとなっ
ている。新型コロナウィルス感染拡大にともなう緊急事態宣言による閉館時にお
いては、炭酸ガス濃度はほぼ 500ppmで推移している。展示再開後においては、
予約制等による入館者数の制限により、1000 人以下であればほぼ 500ppm を少
し上回る程度であり、2000 人を超えると炭酸ガス濃度が高くなる傾向が認めら
れた。
　2020 年の正月初めの入館者が 7000 から 9000 人の時に、炭酸ガス濃度は
1500ppm 程度であったのに対し、2020 年 9 月中旬入館者数が 3000 人から 4000
人の時に 1700ppmから 1900ppmと入館者数が少ないにもかかわらず高くなって
いる。また、10 月初めからは入館者数が微増する傾向にあるが、炭酸ガス濃度
は 800ppm程度で抑えられている。これらは、換気をどの程度おこなうかに大き
く依存するものである。

5．おわりに

　コロナ禍における資料館本館の環境の一部を概観したところ、気温は安定して
コントロールできているものの、湿度は外気の絶対湿度の影響を受けていること
が明らかとなった。気温、湿度および炭酸ガス濃度のコントロールについては、
2019 年度の入館者数が極めて多かった時のデータと今回のデータを読み解くこ
とでより効果的なコントロールができるのではないかと考えられる。資料館本館
の空調は、国際会議場の空調とはシステムを異にしており、日によって暖房と冷
房を切り替えることができない。また、換気のシステムも十分であるとは言い難
い。そのため、温湿度のコントロールと換気については、現状、空調管理の担当
者のスキルに大きく依存し、ある程度の安定した環境維持が図られているに過ぎ
ない。被爆の実相を伝える大切な資料を安定した環境で保管し、展示できる環境
を創出していくためには、空調システムのさらなる改善が必要であるものと考え
られる。

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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図 1　2020 年冬から春にかけての広島市の気温と相対湿度

図 2　2020 年冬から春にかけての広島市の降水量
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図 3　2020 年春から初夏にかけての広島市の気温と相対湿度

図 4　2020 年春から初夏にかけての広島市の降水量

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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図 5　2020 年夏の広島市の気温と相対湿度

図 6　2020 年夏の広島市の降水量

20



図 7　2020 年秋の広島市の気温と相対湿度

図 8　2020 年秋の広島市の降水量

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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図 9　2020 年冬から春にかけてのギャラリー中央の気温と相対湿度

図 10　2020 年春から初夏にかけてのギャラリー中央の気温と相対湿度
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図 11　2020 年夏のギャラリー中央の気温と相対湿度

図 12　2020 年秋のギャラリー中央の気温と相対湿度

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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図 13　2020 年冬から春にかけての入館者数

図 14　2020 年冬から春にかけてのギャラリー中央の炭酸ガス濃度
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図 15　2020 年春から初夏にかけての入館者数

図 16　2020 年春から初夏にかけてのギャラリー中央の炭酸ガス濃度

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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図 17　2020 年夏の入館者数

図 18　2020 年夏のギャラリー中央の炭酸ガス濃度
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図 19　2020 年秋の入館者数

図 20　2020 年秋のギャラリー中央の炭酸ガス濃度

2020 年コロナ禍における資料館本館の環境
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1．はじめに

　原爆線量評価システム DS861）と DS022）の評価のために、これまで被爆岩石
中の 152Eu の深度分布、爆心からの距離と 152Eu の強度分布、爆心からの距離と
60Co 強度分布について報告してきた。実測値を DS86 および DS02 の計算値と比
較すると爆心付近では DS86 の計算値はやや、過剰であり実測値は DS02 の実測
値とよく一致することがわかった。
　令和 2 年度は被爆銅材中の 63Ni の測定について報告する。被爆銅材中に生成
された 63Ni は比較的最近発見されたもので、これまでの測定が原爆から放出さ
れた熱中性子の評価であったのに対して、原爆から放出された速中性子の評価が
可能になる。これまで広島市内の原爆ドームを始め、爆心から 1500 m 付近まで
被爆銅材が集められており、加速器質量分析（AMS）や液体シンチレーション
法によるβ線測定が行われてきた。筆者は表面障壁型 Si 検出器でβ線を測定し
たのでその結果について報告する。また、DS86、DS02 の計算値と比較した結果
についても示す。

2．資料収集

2．1　原爆被爆の初期調査における速中性子の測定について
　原爆被爆後の初期調査において理化学研究所のグループは人や馬の骨の 32P を
測定した 3）。32P は半減期が 14.26 日と短く、被爆直後にしか測定できなかった。
山崎らのイオウの測定結果についての測定データを図 1 に示す。図の中で破線は

広島原爆線量評価に果たした被爆建造物および被爆資料の役割（その 4）
－被爆銅材中の 63Ni の測定－

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

主な著書
「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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DS86 の計算値、実線は
DS02 の計算値を示す。
　理研のグループに続い
て広島に入った京都大の
荒勝らのグループ 4）は市
内の 100ヵ所以上の地点
で残留放射能を測定した。
馬の骨については測定し
たが場所の誤差が大きく、
DS86、DS02 の線量評価
には使用されなかった。
京大グループの馬の骨に
ついてのデータを図 1 に
示す。

2．2　63Ni の測定について
　東京大学原子核研究所の柴田徳思氏らは核研のサイクロトロンを廃棄するため
に 1990 年ころサイクロトロンの銅材中に生成されている放射能の評価をしてい
た。銅材に速中性子があたると半減期 100 年の 63Ni が生成されることから、原
爆の速中性子により被爆銅中に生成されているであろう 63Ni を測定すれば速中
性子の評価ができることに気付いた。柴田氏らはこの考えをとりあえず、論文 5）

として発表した。

2．3　原爆ドームからの銅板の収集の経緯
　筆者は原爆ドームの修理に先立って何度か原爆ドームの調査を行った。ドーム
を覆っていた銅板は大部分、溶けてなくなったが、一部の銅板は壁に残っている
ことが分かった。この銅板を収集するまでの経緯を以下に示す。

2．3．1　原爆ドームの世界遺産への登録
　原爆ドームは 1996 年ユネスコの世界文化遺産に登録された。また、第 3 回の
原爆ドームの補修は 2002 年から行われる予定であったので、筆者はその機会に
銅試料を収集する予定であった。工事に先立って文化庁から安全のために原爆
ドームに残留放射能がないか確認するように通知された。このために 1999 年 4
月に筆者は残留放射能の調査を広島市教育委員会から依頼された。

2．3．2　原爆ドーム敷地内の残留放射能の測定（1999 年 7月 23 日）
　筆者は遠藤暁、高田純、星正治、葉佐井博巳氏およびアルバイト学生を数名雇っ
て次の調査を行った。
　　1）空間線量測定、2）建物の壁面、3）Ge 検出器によるガンマ線測定
　　4）CdZnTe 検出器による X 線測定
　　5）NaI(Tl) シンチレータによるガンマ線測定
　　6）アルファ線、ベータ線の測定

京都大グループ 

図 1　�イオウの放射化についての理科学研究所 3）および京都大調査班
のデータ 4）
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　また、測定場所を F、G、I、W、R のように区切った。場所の区分を図 2 に示す。
　原爆ドーム内の空間線量率の測定結果を図 4 に示し、Ge 半導体検出器による
ガンマ線スペクトル測定結果を図 5 に示す。
　以上のような調査の結果として次のような結論を得た。
　　1）空間線量測定（47 か所）の平均 0.120 ± 0.084 µSv/h

図 2　原爆ドーム周辺の平面図と測定地点

図 3　�原爆ドーム内の放射線測定（GM測定器による空間線量測定）（左図）とGe半導体検出器によるガンマ
線スペクトル測定）（右図）

広島原爆線量評価に果たした被爆建造物および被爆資料の役割（その 4）－被爆銅材中の 63Ni の測定－
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　　2）壁面（24 か所） 0.145 ± 0.055 µSv/h
　　3）ガンマ線スペクトル解析 X 線は自然放射線由来のみ
　　4）α線、β線 自然放射線由来のみ
　従って、原爆ドーム建物および周辺に原爆に由来する有意な放射能は検出され
なかった。このような結果を報告書 6）にまとめ市役所に報告した。

2．3．3　原爆残留放射能の時間変化について
　原爆残留放射能の時間変化については DS6 報告書に M.G. Gritzner et.al.7）の
計算結果が報告されている。図 6 に彼らの結果を示す。
　彼らの計算結果は両対数グラフで示されており、残留放射能の強度は半減期の
関係から 2 つの階段となる。1 つ目の階段は 28Al（半減期：2.24 m）や 56Mn(2.57 h)
などの短寿命核種のために約 12 分後、2 つ目の階段は 32P(14 d) や 46Sc(83 d) な
どのために約 8.8 日後となる。8.8 日後で残留放射能の強度は原爆直後の約 10-6

図 4�　空間線量率の測定結果（実線は広島地区の平均的な空間線量を示す）

図 5　壁面の γ線スペクトルの測定結果
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に減少する。従って、8.8 日後までは残留放射能が存在していたといえるが、そ
れ以後は図 6 に示されたように、ほとんど残留放射能が存在していたとは言えな
い。現在では被爆から 75 年を越えておりすでに確認できるような残留放射能は
存在していない。しかしながら、人の被爆線量として影響はしなくても高性能の
放射能測定器で測定すれば被爆資料として有意な違いが表れるはずである。

2．3．4　関係機関からの許可証
　原爆ドームからの銅板の採取のために、2002 年になって各関係機関から承認
が下りた。それらを図 7 に示す。
　これらの承認書を受け取って筆者はやっと原爆ドームから被爆銅板を採取する
ことができた。

2．4　�原爆ドームからの被爆銅試料の
採取

　筆者は 2002 年 12 月 16 日に原爆
ドームから被爆銅試料を採取した。
銅板の採取の様子を図 8 に示す。
　この銅板は厚さ 0.3 mm の高純
度の銅板であった。採取した銅板
は筆者だけでなく、日本の他の研
究者、海外の研究者に配布した。

2．5　�原爆ドームの瓦礫の発掘現場か
ら出土した銅サンプル

　筆者が原爆ドームの銅サンプル
の収集に集中していた頃、2002 年
10 月に地上では原爆ドームの保存
工事のための発掘調査が行われて 図 6　Gritzner ら 7）の原爆残留放射能の時間変化（計算値）

(A) （C）（B）
図 7　�（A）広島市長からの承認証（2002 年 7月 9日）、（B）文化庁長官からの許可証（2002 年 10 月 18 日）、

（C）広島市教育長からの現状変更通知書（2002 年 10 月 30 日）

広島原爆線量評価に果たした被爆建造物および被爆資料の役割（その 4）－被爆銅材中の 63Ni の測定－

33



いた。この発掘調査から無数の銅の小
片が出てきた。発見された場所からし
てこれらの銅片はドームを覆っていた
銅板の一部が溶けて地上に落下したも
のと考えられた。そして、銅板が溶け
落ちたその上に瓦礫が崩れ落ちたもの
と考えられた。筆者はこれらの銅片に
ついても他の研究者に配布するととも
に 63Ni の測定を行なった。図 9 にこ
れらの銅片の一部を示す。

2．6　日本銀行および遠距離の被爆銅サンプル
1）日本銀行広島支店の銅線　　GR ＝ 380 m
　旧日本銀行広島支店の屋上には避雷針があり、銅線が壁を伝って配線されてい
た。被爆時の屋上の様子を図 10（左図）に示す。また、銅線を採取したときの
様子を図 10（右図）に示す。
　日銀からの被爆銅線の採取は放射線影響研究所の藤田正一郎氏らにより行わ
れ、関係者に配布された。

2） 久保田醤油本店の煙突　　GR ＝ 949 m
　久保田醤油本店の煙突は爆心から 949 m にあった。図 11 は旧中国新聞社屋上

（上流川町）から撮られた写真で、廃墟に建つ煙突が写っている。

図 8　�原爆ドームの溶けずに残った銅板の採
取（銅板の下半分を採取した）

   

避雷針

図 10　被爆時の旧日本銀行の屋上の様子（左図）と壁面上の避雷針の銅線（右図）

図 9　原爆ドームの地上部から発掘された銅片の一部

図 11　�被爆後の市内の様子と久保田醤油本店の煙突
（広島平和記念資料館提供、佐伯敬�撮影）
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　この煙突は上部が切り取られて図 12 のように原爆資料館に展示されている。
葉佐井氏らはこの煙突の避雷針から銅線を採取した。避雷針の見える部分の銅線
は残し、避雷針の鉄パイプの中の銅線だけを採取した。この様子を図 13 に示す。

3）旧市役所の避雷針　　GR ＝ 1,014 m
　我々（葉佐井、岩谷、静間）は 1985 年 9 月 3 日に取り壊しになる前の市役所
の建物から被爆資料を収集するために調査を行った。このとき屋上から被爆した
鉄材を得るために避雷針を収集した。避雷針の内部には銅線が入っていた。この
ころはまだ 63Ni が速中性子の評価のために役立つことは分かっていなかったの
で、避雷針の鉄パイプだけを 60Co の測定に使用した。その後、速中性子の評価
のために銅線が役立つことがわかり保管していた被爆銅線を 63Ni の測定のため
に役立てた。旧市役所の屋上の避雷針と内部に入っていた銅線の写真を図 14 に
示す。

4）旧広大附属小学校　雨樋　　GR ＝ 1,301 m
　旧広大附属小学校は東千田キャンパスの広島大学理学部の西側にあった。その
建物の屋上にあった銅製の雨樋を被爆試料として採取した。採取時期は 1998 年
であった。

図 12　煙突と避雷針

A A 
B B 

図13　避雷針の内部の銅線（Aを残しBを使用した）

図 14　市役所屋上の避雷針と避雷針の内部にあった銅線

広島原爆線量評価に果たした被爆建造物および被爆資料の役割（その 4）－被爆銅材中の 63Ni の測定－

35



　なお、旧広大附属小の雨樋、広島大の建物の雨樋、広島大放射性同位元素実験
棟の雨樋は放射線影響研究所の藤田正一郎氏らにより行われ、関係者に配布され
た。

5）広島大理学部の雨樋　2ヵ所　　GR ＝ 1,457 m、GR ＝ 1,461 m
　広島大理学部は被爆後、内部をかたづけてそのまま使われていた。この建物の
2 か所から雨樋試料を採取した。

6）旧広島大学放射性同位元素実験棟の雨樋　　GR ＝ 1,461 m
　旧広島大学放射性同位元素実験棟は同じ東千田キャンパスの広島大学理学部の
北側にあった。この建物から雨樋を採取した。採取時期は旧広大附属小学校の雨
樋と同時期であった。
　広大附属小学校の雨樋試料および旧広島大学放射性同位元素実験棟の雨樋試料
とも放影研の藤田氏と広大原医研の星氏の資料採取計画をもとに行われた。

3．試料処理と測定

3．1　被爆試料の配布
　被爆試料から 63Ni を測定できる方法は米国の Straume 氏らのグループの加速器
質量分析法と京大原子炉の柴田誠一氏らのグループの液体シンチレーション法で
あった。このため被爆銅試料は放影研の藤田氏を通じて両グループに配布された。
　筆者は 2 つの方法とは異なる方法としてα線スペクトルを測定する方法を試み
た。しかしながら、この方法は近距離試料に限られ、原爆ドームの銅試料と日銀
の銅線試料に限られた。

3．2　原爆ドームおよび日銀試料の α線スペクトロメトリ
　銅試料の処理手順を下図に示す。この作業内容は 1）銅から Ni の分離作業と、
2）Ni の濃縮作業から成っている。銅の分離には濃塩酸や濃硝酸を使用した。そ
して、Ni の分離には陽イオン交換樹脂を使用した。次に、Ni の濃縮にはジメチ
ルグリオキシムを使って Ni 錯体を形成し、それをクロロホルムで抽出した。こ
の過程は赤色の Ni 錯体から透明なクロロホルム抽出液になるまで溶液の色が大
きく変わる化学反応プロセスであった。

1）Cu の除去

8％硝酸 +16％硫酸＋蒸留水 
↓

銅片の細片化 → 溶解 → NaOHを加えて沈殿 → 沈殿を塩酸に溶かして → 電気分解
pHを 4に調整 （銅を除く） 

→ 溶液を蒸発 → 濃塩酸に溶かす → 陽イオン交換樹脂 → 8MHCl を流す → Ni
（Dowex 1-X8） 

2）Ni の抽出
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Ni 溶液 　　　　　　　　　　　→ Ni 錯体 　　　　　　 Ni の逆抽出液を回収 

アンモニア　ジアンモニア　ジメチルグリオキシム　　クロロホルムで溶媒抽出
　　　　↓　　　　　　↓　　　　　　　　　　↓ 

（赤い沈殿） （透明） 

3．3　低バックグラウンド α線スペクトロメトリ装置の製作
　銅試料から Ni を分離・濃縮したのち、その溶液を電着することにより 63Ni の
測定用試料を製作した。63Ni を測定するために低バックグラウンドα線スペクト
ロメトリ装置を製作した。装置の外観を図 15 に示し、内部構造を図 16 に示す。
　次に、低バックグラウンドα線スペクトロメトリ装置の回路系を図 17 に示す。
　A と B の信号を同時に検出したときは Si 検出器と NaI シンチレーションカウ
ンターの両方から信号が出たことになるのでバックグラウンドとして落とし、Si
検出器からの信号のみのとき（信号 C）を 63Ni からの信号として計数した。
　この装置により得られたβ線エネルギースペクトルを図 18 に示す。最上部の
スペクトルは 63Ni 放射能が既知（22 Bq）の校正用のスペクトルを示す。中央の
スペクトルはバックグラウンドのスペクトルを示し、最下部のスペクトルは日銀

（Bank of Japan）の銅線から作成したスペクトルを示す。測定時間はバックグラ
ウンドが 300,000s（3.47 日）、日銀の銅線が 594,190s（6.8 日）であった。バック
グラウンドスペクトルに比べて日銀の銅線のスペクトルはわずかに違いが見られ

図 15　装置の外観

図 17　低バックグラウンド α線スペクトロメトリ装置の回路系

NaI シンチレータ
    96 50 50 

単位（mm）

137 51

51

電着試料

Si 検出器

図 16　装置の内部構造
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る。
　表 4 に日銀の銅線の測定をまとめて
示す。原爆投下時で放射能値は 0.117
± 0.045 Bq であった。この値は銅線
1 g あたり 0.0018 ± 0.0010 Bq となる。
表 1 で FIA とあるのは空中組織線量
カーマの意味を表し、平らな地面の 1 
m 上の空中で極めて小さい組織が受
ける線量である。表 2 は原爆ドームの
地上の発掘から出土した銅片について
の結果である。銅片 No.5、No.6 につ
いていずれも試料の計数値 0.000033 
cps、0.000028 cps に対して検出限界
値 0.000163 cps であり、検出限界の方
が計数値よりも大きくなった。このこ 図 18　β線エネルギースペクトル

表 1　日銀の銅線の測定結果

表 2　原爆ドームの発掘により出土した銅片の測定
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とは試料についての計数値は意味をもたないことを表している。

3．4　原爆ドームおよび日銀の銅試料の測定結果の比較

　図 19 に日銀の銅線についての Straume et.al.9）と筆者（Shizuma et.al.10））の
測定結果を比較した。また、原爆ドームについては Marchetti et.al.11）および
Shibata12）の測定結果を比較した。筆者の原爆ドームの測定は Table 2 に示した
ように測定値よりも検出限界が大きくなったので図 19 に入れなかった。

3．5　遠距離の銅試料の測定結果
　DS02 最終報告書には日銀の銅線の他に久保田醤油本店の避雷針、広島市役所
の避雷針、広大附属小学校の雨樋試料、広島大理学部の雨樋（2 つ）、広大放射
性同位元素使用棟の雨樋についての結果が報告されている。これらの測定結果を
図 20 に示す。
　このほかに Shibata et.al. 13）は DS02 の報告書が出版されたあとに久保田醤油
本店の避雷針、山陰合同銀行の雨樋、広大理学部の雨樋について液シン法による
測定結果を示したが、これらはいずれも DS02 の計算値と一致した。
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図 19　原爆ドームと日銀の測定結果と計算値との比較

広大附属小
広大 RI 棟

日銀

久保田醤油店

市役所

広大理学部

図 20　遠距離試料についての 63Ni の測定値と計算値
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4．考察

4．1　原爆ドームおよび日銀の銅試料
　原爆ドームおよび日銀の測定結果は図 20 に示されている。測定結果は DS86
および DS02 のいずれかの計算を支持するものではなく誤差の範囲にあることを
示している。
　図 19 の近距離の測定結果をみると筆者のデータは誤差の範囲で Straume 
et.al.9）の結果と合っている。また、原爆ドームの銅試料について Marchetti 
et.al.11）のデータは誤差の範囲で計算結果と合っている。柴田誠一氏の発掘銅の
値は私信であり 12）、誤差は評価されていないが、ほぼ計算値と合っている。

4．2　遠距離の銅試料
　遠距離の銅試料は図 20 に示されているように 400 m から 1,500 m で計算値と
良い一致が得られた、1,400 m 付近は雨樋の試料であるが純度は避雷針の銅線に
くらべて高純度ではなかったが、1,400 m 付近では良い一致が見られる。

5．まとめ

　63Ni の測定結果についてまとめ、DS86 および DS02 の計算値と比較した。原
爆ドームからの試料採取については広島市、文化庁、広島市教育委員会が関係し、
試料採取までに長期間を要した。また、原爆ドームが世界遺産に登録されている
ために文化庁が関係し、原爆ドームの敷地内の放射線測定を行うこととなった。
測定結果は自然放射線と違いは見られなかったがこのことは今日的意味から興味
深い。現在広島を訪れる観光客は誰も原爆ドームにはまだ放射能が残っているの
ではないかと思うであろう。これについては Gritzner らの計算が示すように原
爆のあと約 9 日を越えればほとんど放射能は残っていないといえる。従って一般
の人が気にするような放射能は存在していない。しかしながら高性能の放射線測
定器で測定すれは被爆の痕跡は必ず存在するはずである。
　我々は残念ながら原爆ドームの銅板からは 63Ni を検出できなかったが、日
銀の銅線について他の研究者らの実測値（Straume et.al.）と計算値（DS86、
DS02）との一致は示された。原爆ドーム以外の爆心から 1,500 m 付近までの距
離で避雷針の銅線や雨樋の銅板が収集された。これらの 63Ni の測定結果と計算
値には良い一致が見られた。
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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

（撮影：中国新聞）

43



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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図 1-1-a

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 1-1-b
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図 1-1-c

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 1-1-d
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図 1-1-e

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 1-1-f
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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

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 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

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 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

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 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
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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。

参考文献
広島市役所編　1971．「第二編　第一章　広島市内各地区の被爆状況」『広島原爆
戦災誌　第二巻』広島市役所　pp.29～892
広島市役所編　1962．「⑨昭和 4年 4 月 1 日隣接 7か町村合併　昭和 8年 12 月 1
日新設町名実施後の広島市街地図（西紀 1934 年）」『新修廣島市史　第 5巻の
地図』広島市役所
広島市編　1984．「新旧町丁図」『広島新史　資料編Ⅲ（地図編）』広島市
あき書房　2014．復刻版 1940 年金正堂発行「番地入大廣島市街地圖」あき書房
あき書房　2013．復刻版 1946 年廣島市共濟組合発行「廣島復興都市計畫街路網
公園配置圖」あき書房
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「原爆の絵」にみる被爆の記憶

Ⅰ．はじめに

　1974 年 5 月、1 枚の絵を携えた男性が NHK 広島放送局を訪ねた。原爆投下直
後に萬代橋でみた光景を描いた小林岩吉さんである。小林さんの絵にヒントを得
て、NHK は「市民の手で原爆の絵を残そう」と呼びかけた。74 年と 75 年の 2
年間で集まった絵は 2,225 枚に上る 1。それから 30 年近く後に、再び NHK や広島
市が被爆体験の絵を募集した結果、1,411 枚の絵が届けられた 2。
　本稿では、こうして 2 度にわたって集められた「市民が描いた原爆の絵」（以
下「原爆の絵」）の比較を通してみえてくる被爆の記憶の特徴について考察する
ことを目的とする。その際、人文社会学の記憶研究における理論的枠組みを採用
する。
　記憶とは過去に関わることであるが、想起する現在における過去の表象やそれ
に伴う情動・感情でもある。被爆のように強烈な体験の記憶であったとしても、
その後、社会集団の中で形成される集合的記憶（出来事の一般化されたイメージ
や表象、あるいは記憶の枠組み）によって、体験者の記憶は影響を受けるのであ
る。外在性と拘束性を持つ「社会的事実」としての集合的記憶が存在するという

1　NHK 広島放送局 60 年史編集委員会編『NHK 広島放送局 60 年史』NHK 広島放送局、
1988 年、249-256 頁。
2　広島平和記念資料館編『図録 原爆の絵－ヒロシマを伝える』岩波書店、2007 年、
5 頁。『図録』には 1,338 枚とあるが、資料館の「平和データベース」では 1,411 点となっ
ている。
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理論的立場をとるならば、純粋な個人的記憶は成立しないということになる。つ
まり、現在という枠組みから完全に自由な「過去そのもの」はありえないという
ことである。本稿では、こうした理論的立場をとりながら、被爆体験そのものに
迫るのではなく、体験の記憶の形成と変容について「原爆の絵」を手掛かりに考
察する。
　本研究で分析の対象とするのは、1974 年と 75 年に NHK の呼びかけにより集
まった「原爆の絵」2,225 点のうち、広島平和記念資料館（原爆資料館）の「平和デー
タベース」で公開されている 665 人の作者による 1,988 点の絵（以下、原爆資料
館の表記に倣って「旧原爆の絵」もしくは GE コードで表記）、そして、2002 年
に広島市、NHK などの呼びかけに応じた 473 人の作者による 1,411 点の絵（以下、

「新原爆の絵」もしくは NG コードで表記）である 3。

Ⅱ．方法

1　描かれた場面の多寡
　「平和データベース」にある分類軸のなかで「被害の状況」と「救援・復旧」
のうち、以下に挙げたサブカテゴリーに該当する絵の数と全体に占める割合を「旧
原爆の絵」と「新原爆の絵」でそれぞれ算出して比較する。この分析では、どの
ような場面が、どの程度描かれているのかを比較する。
　「被害の状況」と「救援・復旧」それぞれについて、調査対象としたサブカテ
ゴリーは以下の通りである。

被害の状況：原爆投下の瞬間、きのこ雲（キノコ雲、原子雲）、熱線、爆風（衝撃波）、
黒い雨、動員学徒・挺身隊、爆心地付近、やけど、負傷者、母と子・妊婦、外国
人・米軍捕虜、倒壊した家屋の下敷きになる、助けを求める、水を求める、焼け
跡の死体、防火用水の死体、川の中の死体

救援・復旧：負傷者を運ぶ、治療する、看病する、水を与える、死体を集める・
火葬する・埋葬する、家族を捜す・知人友人を捜す、遺骨、救護所・病院・収容
所・避難所、救援隊・救護班・警防団・医師・看護婦

2　同じ場面や場所、対象の描き方の同異
2-1　女学生

　同じ場面や対象の比較として、まずは「女学生」を取り上げる。「平和データベー
ス」で「女学生」というキーワード検索をした結果、「旧原爆の絵」では 35 点、「新
原爆の絵」では 36 点の計 71 点が該当した。ただし、説明文や添えられた手紙に
ある言葉をもとにした分類であるために、必ずしも描かれた場面の分類と同一で
はない。「旧原爆の絵」のうち、1 点は説明文であるために絵と合わせて 1 点と
カウントして計 34 点とした。よって、計 70 点を分析対象とする。

3　作者の人数については、広島平和記念資料館学芸課の土肥幸美さんにご教示いただ
いた。
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2-2　火傷の描写
　「女学生」の分析結果から、「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」で、火傷の状態の
描き方に違いがあるという仮説をえた。そこで、より多くの絵を対象として分析
するために、「火傷」を描いた絵の比較を行うことにする。
　「女学生」の場合と同様に、「平和データベース」で「火傷」というキーワード
検索をした結果、「旧原爆の絵」では 190 点、「新原爆の絵」では 165 点の計 355
点が該当した。そのうち、「旧原爆の絵」から説明文だけの 1 点を除き、「旧原爆
の絵」189 点、「新原爆の絵」165 点の計 354 点を分析対象とした。

2-3　きのこ雲
　きのこ雲は、同心円状の地図と並んで、原爆の代表的な一般化されたイメージ

（集合的記憶）だといえる。そこで、集合的記憶の形成と変容という観点から、「原
爆の絵」におけるきのこ雲の表象を分析することが重要であると考えた。
　うえでみたように「平和データベース」の「被害の状況」のなかには「きのこ雲（キ
ノコ雲、原子雲）」の分類がある。それに該当するのは、「旧原爆の絵」が 93 点、「新
原爆の絵」が 114 点の計 207点であった。そのうち、きのこ雲が描かれていない
もの（文章中に言及しているのみで、描かれた場面はほかのものなど）を除外し、

「旧原爆の絵」88 点、「新原爆の絵」109 点の計 197点を分析対象とした。

3　同一作者による絵の比較
　「平和データベース」の情報をもとに、「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」両方に
絵を描いた作者を調査したところ、該当したのは 24 人であった。それらの作者
が描いた絵は、計 180 点である。該当する作者一覧は表 1 の通りである 4。

Ⅲ．結果

1　描かれた場面の多寡
　結果は表 2 の通りである。「被害の状況」のなかでは「きのこ雲」と「熱線」

4　「平和データベース」の情報からは、池亀春男さんと三浦静子さんも「旧原爆の絵」
と「新原爆の絵」に絵を提供したことになっている。しかし、池亀さんの場合は、本
人が亡くなった後に遺族から絵が寄贈されたのだが、絵を描いた時期は 2002 年よりも
かなり前であろうこと、三浦さんの場合は絵の情報から「新原爆の絵」募集時に描か
れたものと判断できないことから、分析の対象から除外した。

表 1：同一作者

小尻　　勉 近藤　幸子 中津　久子 西村八千代
原田みどり 森岡まさ子 後藤　利文 高橋　正明
坂井　武彦 山田須磨子 松本　政夫 池庄司（久保）トミ子
柴田フミ子 高野　信政 松井　妙子 高原　良雄
金行　清香 中田　輝子 玉田吉之助 中本　秀子
内田　栄一 辰岩　秀子 塚本　四一 杉本知佐子

「原爆の絵」にみる被爆の記憶
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に分類される「新原爆の絵」（8.1％、7.3％）が「旧原爆の絵」（4.7％、2.8％）に
比べて、総数に占める割合が高い。このうち「きのこ雲」について、次節で「新
原爆の絵」と「旧原爆の絵」の違いについて検討する。
　「救援・復旧」のなかでは「治療する」「救護所等」「救援隊等」に分類される「新
原爆の絵」（2.7％、6.8％、1.8％）が「旧原爆の絵」（4.3％、12.0％、3.0％）に
比べて、総数に占める割合が低い。描き手自身が治療したり救援する主体であっ
たとは限らないが、そうした場面に携わった可能性があるのは、より年長の者で
あったであろうと推測できる。他方「看病する」については「新原爆の絵」（3.0％）
の方が「旧原爆の絵」（1.4％）に比べて総数に占める割合が高いが、「治療する」
とは違い、「看病する」は子どもでもその担い手になったり、その場を目撃する
ことができたであろう。つまり、新旧の違いは、「旧原爆の絵」よりも 30 年近く
後に描かれた「新原爆の絵」の作者の方が、全体として年齢が低いことによると
考えられるのである 5。
　上記の分類においては、多少の違いはみられたものの、描かれた対象や場面に
ついては、全体として「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」の間に大きな違いがあった
とはいえない。どちらとも、負傷者や死体を含む絵が多数を占めているのである。

5　より詳細で正確な分析を行うには、作者の年齢や被爆地などを踏まえて絵を検討す
ることが求められる。

表 2：描かれた場面の比較
「被害の状況」 （％は「新原爆の絵」「旧原爆の絵」それぞれの総数に対する割合）

原爆投下の
瞬間

きのこ雲（キノ
コ雲、原子雲） 熱線 爆風

（衝撃波） 爆心地付近 黒い雨

NG 55 3.9％ 114 8.1％ 103 7.3％ 114 8.1％ 6 0.4％ 32 2.3％
GE 65 3.3％ 93 4.7％ 56 2.8％ 145 7.3％ 7 0.4％ 57 2.9％

母と子・妊婦 動員学徒・
挺身隊 やけど 負傷者 外国人・

米軍捕虜
倒壊した家屋の
下敷きになる

NG 111 7.9％ 90 6.4％ 172 12.2％ 308 21.8％ 10 0.7％ 86 6.1％
GE 176 8.9％ 106 5.3％ 247 12.4％ 580 29.2％ 19 1.0％ 121 6.1％

助けを求める 水を求める 焼け跡の死体 防火用水の死体 川の中の死体
NG 48 3.4％ 100 7.1％ 175 12.4％ 33 2.3％ 114 8.1％
GE 72 3.6％ 189 9.5％ 298 15％ 65 3.3％ 162 8.1％

「救援・復旧」 （％は「新原爆の絵」「旧原爆の絵」それぞれの総数に対する割合）

負傷者を運ぶ 治療する 看病する 水を与える
死体を集める・

火葬する・
埋葬する

家族を捜す・
知人友人を捜す

NG 61 4.3％ 38 2.7％ 42 3.0％ 20 1.4％ 148 10.5％ 101 7.2％
GE 97 4.9％ 86 4.3％ 28 1.4％ 41 2.1％ 213 10.7％ 134 6.7％

遺骨 救護所・病院・
収容所・避難所

救援隊・救護班・警防団・
医師・看護婦

NG 28 2.0％ 96 6.8％ 25 1.8％
GE 29 1.5％ 238 12.0％ 60 3.0％
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2　描かれた場面
2-1　女学生

　女学生の負傷者や死者に関して、旧新「原爆の絵」を比較して、いずれがより
写実的な筆致で描かれているかを検討した。描写の「生々しさ」の指標として、
①カラーで表現しているか否か、②血の色を塗っているか否か、③皮膚の変色や
火傷で皮膚が垂れ下がっている状態を表現しているか否か、④髪の毛が逆立って
いたり乱れている状態を表現しているか否か、⑤衣服が破れていたり全裸・半裸
状態になっている状態を表現しているか否か、⑥手を幽霊のように前にぶら下げ
ているさまを表現しているか否か、を使用する。

「旧原爆の絵」
・ 分析対象とした 34 点のうち、文章では女学生の負傷に言及しながらも、その

姿が描かれていない絵が 1 点あった。また、木村貞子さんが描いた絵（GE14-50）
については、データベースでは「女学生」とあるが、絵に説明はなく、女学生
と特定した根拠が不明であることから、分析の対象からは除外した。

・ 分析した 32 点のうち、描かれた女学生が負傷（瀕死も含む）した状態である
か、死んだ状態（遺体）であるかを分析した結果、負傷した状態を描いた絵は
21 点（65.6％）、遺体を描いた絵は 12 点（37.5％）であった。（うち 1 点は負傷
と遺体の両方が描かれている。）

・ カラーで描いた絵は 25 点（78.1％）、白黒で描いた絵は 7 点（21.9％）であった。
・ 負傷者を描いた 21 点のうち、皮膚が垂れ下がっていたり、逆立った髪、変色

した皮膚、破れた衣服など、負傷の状態を写実的に表現していると思われる絵
は 12 点（57.1％）であった。しかし、火傷で腫れて変色した顔を描写しながら
も髪は乱れていなかったり、血の色や衣服の損傷を描写しながらも脚はきれい
なまま描かれていたりと、惨状をありのまま描いたわけではない絵も少なくな
い。髪は逆立ち、皮膚は垂れ下がり、皮膚は変色して、といった負傷の状態を
カラーで描いた絵は、GE02-17、GE03-38、GE16-05 の 3 点（14.3％）にとどまる。

・ 遺体を描いた 12 点のうち、負傷の状態を比較的リアルに表現したものは、
GE03-25 の 1 点（8.3％）のみである。

・ 負傷者と遺体をあわせて、負傷の状態を生々しく描いた絵は 4 点（12.5％）で
ある。

「新原爆の絵」
・ 分析対象とした 36 点のうち、文章では女学生の負傷に言及しながらもその姿

がない絵が 1 点、被爆していない女学生に言及する絵が 4 点、女学生か中学生
か判別できない絵が 1 点あり、それらを除いた 30 点を分析対象とした。

・ 30 点のうち、負傷した状態を描いた絵は 15 点（50％）、遺体を描いた絵は 15
点（50％）であった。遺体を描いた絵のうち、1 点は遺髪のみ、1 点は遺骨の
みであるが、亡くなった状態を描いていることから「遺体」に分類した。

・ 絵の点数からいうと、負傷状態を描いた絵は全体の 50％、遺体を描いた絵は
50％であり、同じ割合である。「旧原爆の絵」とは違う傾向である。ただし、
高本正義さんが 10 点の絵で、川に浮かんだ 1 人の女学生の遺体が変化してい

「原爆の絵」にみる被爆の記憶
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く一連の場面を描いていることを考慮して、作者 21 人が描いた絵という観点
から分析すると、負傷状態を描いたのは 71.4％、遺体を描いたのは 28.6％の作
者であった。描き手という分析軸でみると、「旧原爆の絵」と同様の傾向であり、
負傷者を描いた作者の割合の方が高いといえる。

・ カラーで描いた絵は 15 点（50％）、白黒で描いた絵は 15 点（50％）であったが、
高本さんの絵を 1 点と数えると、カラーが 15 点（71.4％）、白黒が 6 点（28.6％）
となり、「旧原爆の絵」と同じ傾向であるといえる。

・ 負傷者を描いた 15 点のうち、皮膚が垂れ下がっていたり、逆立った髪、変色
した皮膚、破れた衣服など、負傷の状態を写実的に表現していると思われる絵
は 10 点（66.7％）であった。「旧原爆の絵」より高い割合である。髪は逆立ち、
皮膚は垂れ下がり、皮膚は変色して、といった負傷の状態をカラーで描いた絵
は、NG176-13、NE269-01、NG461 の 3 点（20％）にとどまるが、「旧原爆の絵」
に比較すると若干高い割合である。

・ 遺体を描いた 15 点（高本さんの絵を 1 点と数えた場合は 6 点）のうち、負傷
の状態をカラーで生々しく表現したものは、NG315-03 の 1 点（16.7％）のみ
である。これも「旧原爆の絵」と同様の傾向である。ただし、黒鉛筆のみを使っ
て描いた高本さんの一連の絵は、遺体の手首や足首がなくなったり、手足、首
がなくなった状態を描いており、ある種の生々しさを感じさせるものといえる。

・ 負傷者も遺体も、負傷の状態を生々しく描いた絵は 4 点（19％）であり、「旧
原爆の絵」と同様の傾向であるが若干割合が高い。

　「旧原爆の絵」でも「新原爆の絵」でも、負傷の状態を生々しく描いた作者が
少数にとどまったのは、写実的な表現が技術的に難しかったからという理由もあ
るであろう。筆者が聴き取りをした作者のなかでも、技術があればより正確に描
けたのに、という人は少なくなかった。同時に、瀕死の負傷者や死者に対する慰
霊の気持ちが、リアルに描かせなかった要因であるかもしれない。たとえば、防
火用水のなかで死んだ女学生たちの絵（川口シマ子さん、GE20-10）には、おかっ
ぱ頭の女学生たちが、髪も衣服も乱れのない状態で描かれており、まるで生きて
いるかのようにみえる。若くして亡くなった少女たちに手向けた川口さんの思い
が感じられる絵である。
　「旧原爆の絵」も「新原爆の絵」も、対象との心的距離が「リアルに」描くこ
とを可能にしたとは必ずしも言えない。「旧原爆の絵」で負傷者や死者の惨状を
生々しく描いた作者の 1 人は、描いた対象に対して「哀れ」と感じている 6。「新
原爆の絵」の作者も、絵にした女学生について「夢も希望もあったろうに」と思
いを巡らせたり、「合掌」という言葉を添えたりしている。
　「新原爆の絵」において火傷の描写が生々しい絵の割合が若干高いことがわかっ
たが、大きな違いではないし、比較した絵の数が少ないために、確たることはい

6　GE03-25 を描いた岡崎秀彦さんは、筆者による聴きとり調査の際、絵に描いた死ん
だ女学生について「遺品がいっぱい、いっぱいある中に女の子の、リリアンのついた
革の赤い小さい財布なんかがあってね。それを見た時には可哀相でね。あんな財布を
持つ子どもが皆ね、こういう風になったんかなあと思うとね」と語っていた。
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えない。

2-2　火傷
　「女学生」での分析結果を受けて「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」における火
傷の表象を比較した。分析するにあたって、①カラーで描かれているか白黒で描
かれているか、②血の色を塗ったり、皮膚の変色を表現しているか否か、③皮膚
が垂れ下がったり、めくれたりしている状態を表現しているか否か、④髪の毛が
逆立っていたり乱れている状態を表現しているか否か、⑤衣服が破れていたり全
裸・半裸状態になっている状態を表現しているか否か、⑥手を幽霊のように前に
ぶら下げているさまを表現しているか否か、を基準とした。

「旧原爆の絵」
・ 「火傷」のキーワード検索で該当した絵は、前述のとおり 189 点であった。そ

のうち、火傷をおった人が描かれていない絵（馬など動物の火傷を描いた絵）
を除いた 184 点を分析対象とした。

・ カラーで描いた絵は 131 点（71.2％）、白黒で描いた絵は 53 点（28.9％）であった。
・ 血の色・皮膚の変色ありは 89 点（48.4％）である。
・ 皮膚が垂れ下がっているは 77 点（41.8％）である。
・ 髪の毛が逆立っていたり乱れているは 75 点（40.8％）である。
・ 衣服が破れていたり全裸・半裸状態は 132 点（71.7％）である。
・ 手を幽霊のように前にぶら下げているは 31 点（16.8％）である。
・ 手を前にぶら下げている状態を描いた 31 点のうち、皮膚が垂れ下がっている

状態を表現したのは 21 点（68％）である。つまり、手を前にぶら下げている
状態を描いた絵の多くに、垂れ下がった皮膚が描かれていることになる。

・ カラーで描かれた絵も衣服の乱れや半裸・全裸状態を描いた絵も 7 割強ある。
カラーでかつ、衣服の乱れ等を描いたのは 96 点で、全体の半数以上に上る。

・ 皮膚が垂れ下がったり、めくれたりしている状態を表現している絵 77 点のう
ち、55 点（71.4％）がカラーで描かれている。

・ 6 つの指標すべてに該当する、生々しい表現の絵は 7 点（4％）に留まる。

「新原爆の絵」
・ 「火傷」のキーワード検索で該当した絵は、前述のとおり 165 点であった。そ

のうち、火傷をおった人が描かれていない絵（馬など動物の火傷を描いた絵、
きのこ雲を描いた絵、負傷者を見舞いに来た人など）を除いた 135 点を分析対
象とした。

・ カラーで描いた絵は 111 点（82.2％）、白黒で描いた絵は 24 点（17.8％）であっ
た。「旧原爆の絵」に比べてカラーの絵の割合が高いといえる。

・ 血の色・皮膚の変色ありは 78 点（57.8％）である。「旧原爆の絵」と比較して
高い割合である。

・ 皮膚が垂れ下がっているは 50 点（37％）である。「旧原爆の絵」と比較して若
干低い割合である。

・ 髪の毛が逆立っていたり乱れているは 57 点（42.2％）である。「旧原爆の絵」

「原爆の絵」にみる被爆の記憶
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と比較してほぼ同じ割合である。
・ 衣服が破れていたり全裸・半裸状態は 101 点（74.8％）である。「旧原爆の絵」

と比較してほぼ同じ割合である。
・ 手を幽霊のように前にぶら下げているは 24 点（17.8％）である。「旧原爆の絵」

と比較してほぼ同じ割合である。
・ 手を前にぶら下げている状態を描いた 24 点のうち、皮膚が垂れ下がっている

状態を表現したのは 19 点（79％）である。「旧原爆の絵」と比較して高い割合
である。

・ カラーで描かれた絵は 8 割を超え、衣服の乱れや半裸・全裸状態を描いた絵も
7 割を超える。カラーでかつ、衣服の乱れ等を描いたのは 87 点で、全体の 6
割を超える。「旧原爆の絵」と比較して高い割合である。

・ 皮膚が垂れ下がったり、めくれたりしている状態を表現している 50 点のうち、
40 点（80％）がカラーで描かれている。「旧原爆の絵」と比較して高い割合で
ある。

・ 6 つの指標すべてに該当する、生々しい表現の絵は 13 点（10％）に留まるが、「旧
原爆の絵」と比較して高い割合である。

　「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」を比較して違いがみられるのは、①「新原爆
の絵」の方がカラーの絵の割合が高く、②血の色・皮膚の変色ありは「新原爆の
絵」の方が総数に占める割合が高いという点、③手を前にぶら下げている状態を
描き皮膚が垂れ下がっている状態を表現したもの、④カラーでかつ、衣服の乱れ
等を描いたもの、⑤皮膚が垂れ下がったり、めくれたりしている状態をカラーで
表現した絵、⑥ 6 つの指標すべてに該当する絵の割合はすべて「新原爆の絵」の
方が高いという点である。つまり、火傷を描いた絵に関する限り、「旧原爆の絵」
に比べて「新原爆の絵」の方が、全体として生々しい表現だといえるのである。

2-3　きのこ雲
　きのこ雲の表象について、集合的記憶という観点から分析するために、絵で表
現されている雲の形象に一定の傾向がみられるかどうかに着目する。実際に見え
た雲の形は目撃地点によって違いがあり、キノコの形をした雲は、中心部からあ
る程度の距離がなければ見ることはできなかった。そこで、描かれた場所、作者
の体験と雲の形象との関係を考慮に入れて、絵にある雲は、実際に作者がその場
で目撃したものであるのか、別の場所でみたものなのか、あるいは、実際には目
にしていないものなのかを分析する。

「旧原爆の絵」
・ 分析対象とした絵は、資料館が「きのこ雲」に分類した 93 点のうち、実際に

きのこ雲が描かれている 88 点である。「旧原爆の絵」全体の 4.4％にあたる。
・ 県外からみた雲を描いた絵は 1 点（1.1％）である。
・ 広島ではなく、長崎でみられたきのこ雲の形をしているものは、21 点（23.9％）

である。（写真資料 1 参照）
・ 作者の体験と描かれた雲の形を検討した結果、実際には目にしたはずのない、
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あるいは原爆の象徴としてのきのこ雲を描いていると推測できる絵は 10 点
（11.4％）である。以下、うち 5 点を検討する。

　GE11-03 と GE11-06 を描いた田中儀作さんは、乗車していた列車が五日市あ
たりを通ったときに被爆した。五日市からであれば雲は見えたであろうが、絵に
あるようなきれいなマッシュルーム型だっただろうか。『原子爆弾災害調査報告
書』（1953 年）に掲載された五日市での目撃談によると、原爆炸裂直後に松茸型
の白い雲が見えたとある。しかし、絵にあるのは田中さんが己斐駅付近に徒歩で
着いた時点の情景であることを考えると、描かれた雲がそこで実際に見たもので
あるとは考えづらい。また、GE11-06 にあるきのこ雲は、高度 15.7 キロの地点
の米軍機から撮影された積乱雲の写真とそっくりであり、己斐と横川駅の間の線
路上からみえるはずのない形である。2 枚の絵とも、きのこ雲の下に原爆ドーム
が描かれていることを併せて考えると、原爆投下の象徴として、きのこ雲を描い
たのだろうと推測される。
　GE14-02 を描いた喜代吉五郎さんは、二葉山から目にした、火の海となった
市内の情景を描いた。しかし、二葉山の高度と爆心地からの距離を考えると、絵
にあるような、きれいなマッシュルームの形をした雲を実際にみたと考えるには
無理がある。『原子爆弾災害調査報告書』の二葉山での目撃証言には、入道雲の
ような雲であったとある。絵にあるきのこ型の雲は、原爆のシンボルとして描か
れたものかもしれないし、喜代さん自身の記憶に残る雲の形が、集合的記憶によっ
て作り変えられた結果なのかもしれない。
　GE16-23 を描いた中川謙さんは、坂町鯛尾で閃光を目撃し、その後、暁部隊船
舶中隊の隊員として負傷者の救援にあたった。絵には「爆死の瞬間を語り母親の
元でつきた学徒の死」とある。実際に中川さんがその様子を目撃したわけではな
く、家にたどり着いた女学生の話をもとに絵を描いたそうである。背景に描かれ
たきのこ雲は、鯛尾で目にしたものらしいが、少なくともこの絵においては、原

広島の原子雲
（米軍撮影、米国国立公文書館提供）

写真資料１

長崎の原子雲
（米軍撮影、Stimson Center 所蔵、広島市立大学橋本健佑氏作成）
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爆の象徴として描かれたものだろう。
　GE19-12 を描いた瀬島唯男さんは、呉市から「西の空を見るときのこのよう
な入道雲」を見たという 7。絵は 8 月 7 日に東白島町で目撃した情景である。全焼
の電車と電車の中の黒焦げ死体が描かれており、その背景にきのこ雲がある。し
かし、死体と雲を同時に見たはずはないことから、呉で見た雲と入市後に見た死
体という複数の光景を 1 枚の絵にしたものではないかと思われる。実際に呉から
見えた雲であるとしても、長崎型に近いその形からして、集合的記憶が瀬島さん

7　NHK 中国本部『被爆体験　私の訴えたいこと（上）』NHK 中国本部、1977 年。

GE11-03 GE11-06 GE14-02

GE16-23 GE19-12

NG118

NG149-01

NG183-40
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自身の記憶となった結果、描かれた、あるいは、原爆の象徴として描いた絵だと
解釈できる。

「新原爆の絵」
・ 分析対象とした絵は、資料館が「きのこ雲」に分類した 114 点のうち、実際に

きのこ雲が描かれている109点である。「新原爆の絵」全体の7.7％にあたる。「旧
原爆の絵」に比べると全体に占める割合が高い。

・ 県外からみたきのこ雲を描いた絵は 5 点（4.6％）である。「旧原爆の絵」より
高い割合である。

・ 広島ではなく、長崎でみられたきのこ雲の形をしているものは、41 点（37.6％）
に上る。「旧原爆の絵」より高い割合である。

・ 作者の体験と描かれた雲の形を検討した結果、実際には目にしたはずのない、
あるいは原爆の象徴としてのきのこ雲を描いていると推測できる絵は 10 点

（9.2％）であり、「旧原爆の絵」とほぼ同じ割合である。以下、3 点を検討する。
　NG118 には、大きなきのこ雲とその下に横たわる若い女性の姿がある。作者
の奥井裕子さんと同じ場所で被爆して、2 日後に亡くなったという妹である。衣
服が破れていなければ眠っているようにみえるのは、妹が被爆した姿を絵にする
ことができなかったためではないだろうか。奥井さんがどこで被爆したのかは不
明であるが、妹の死を考えると、おそらく近距離被爆ではないかと思われる。描
かれた雲が長崎型の形象をしていること、近距離からはきのこ型の雲をみること
はできなかったこと、そして、雲の下に妹が横たわっているという絵の構図を考
慮すると、原爆の象徴として描かれたきのこ雲であろうと思われる。
　NG149-01 を描いた杉浦善蔵さんは、原爆投下の 3 日後に軍命で久留米から広
島に入った。つまり、きのこ雲を直接目にしてはいないのである。絵には大きな
きのこ雲の下で逃げ惑う人々が小さく描かれている。これも、当日、久留米にい
た杉浦さんには目撃することのできなかった情景である。入市後に目にした負傷
者の姿と後に知った当日の状況を重ね合わせて絵を描いたのだろうか。添えられ
た手紙には「数少ない生き証人として、事実を後世に伝える為数年前にこの絵を
描いたつもりです」とあるが、絵にあるきのこ雲は、やはり、原爆の象徴であろう。
　NG183-40 を描いた山口昭治さんは、赤痢にかかって舟入病院に入院しており、
そこで被爆した。幼少期から被爆後までを「昭ちゃんの原子爆弾被爆体験記」と
いう 41 枚の紙芝居に描いている。最後から 2 枚目が NG183-40 である。この絵
にあるような形の雲を、舟入から目撃することはできなかったはずである。「一
発の原子爆弾により廃墟と化した広島」というキャプションからうかがえるよう
に、実際に見たものではなく、原爆の象徴として描いた雲なのであろう。

　以上のように、「新原爆の絵」の方が、県外でみたきのこ雲を描いた絵の割合
が高く、県内であっても、世羅や呉市など、遠距離のものが多い。「新原爆の絵」
の方が、遠方から目撃したきのこ雲を描いた絵が多いのである。「旧原爆の絵」「新
原爆の絵」ともに、きのこ雲の絵が全体に占める割合が高くはないことから、確
たることはいえないが、「旧原爆の絵」と比べて、「新原爆の絵」の描き手に遠距
離被爆者や入市被爆者、もしくは、被爆者ではない人が多いのではないかと推測
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される。ただし、絵で表現している情景が、必ずしも実際に雲を目撃した地点の
情景とは合致しない場合もあることから、それぞれの作者の体験を詳細に検討し
ない限り、厳密に比較することはできない。
　広島で見た雲を描いた絵に長崎型のきのこ雲が描かれているのは、長崎型のき
のこ雲のイメージが被爆の記憶に占める大きさを示唆する。つまり、集合的記憶
として共有されることになったイメージは長崎で米軍が撮影した原子雲なのであ
る。「新原爆の絵」の方が長崎型のきのこ雲が描かれた絵の割合が高いが、「旧原
爆の絵」にも長崎型きのこ雲が 2 割を超える絵に描かれていることから、集合的
記憶としてのきのこ雲のイメージは、「旧原爆の絵」が描かれた時点においても、
確たるものとなっていたことがわかる。それは、実際に目にしていないであろう
形をしたきのこ雲を描いた絵が、「旧原爆の絵」でも一定数みられたことからも
うかがえる。
　もう一点、きのこ雲の絵の分析から明らかになったのは、法で定義された「被
爆者」ではない人も絵の描き手であったということである。特に「新原爆の絵」
には、広島県外（山口県熊毛郡周防村、愛媛県松山市、愛媛県温泉郡難波村）で
目撃したというきのこ雲の絵が 5 点あり、その作者 3 人のいずれも自身の被爆体
験に言及していないことから、いずれの作者も「被爆者」には該当しないと推測
される。

3　同一作者の作品
　原爆被爆から 30 年後に描かれた絵と、それから 30 年近く経った後に描かれた
絵との間に、いかなる共通点や相違点があるのか、7 名の作者を取り上げて、そ
れぞれの被爆体験とあわせて検討することにする 8。

1．森岡まさ子さん 9

　当時 35 歳だった森岡まさ子（本名・森岡マサヨ）さんは、1975 年 5 月に 1 枚

8　24 人すべての作者の絵の分析を行ったが、紙幅の関係上、7 人に絞って報告する。
9　参照資料として、森岡まさ子『煎豆に花が咲いた』朋興社、1984 年、NHK 中国本部『被
爆体験　私の訴えたいこと（下）』NHK 中国本部、1977 年、弘前大学教育学部附属中
学校『修学旅行記録集』弘前大学教育学部附属中学校、出版年不明。

GE45-32 NG120
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の絵（GE45-32）を、2002 年 6 月に 1 枚の絵（NG120）を届けている。
　新聞記者だった夫・敏之氏と関西にいた森岡さんは、戦争末期、夫の郷里であ
る広島県甲奴郡甲奴町に夫婦で移り住んでいた。被爆当日、夫は基町にある中国
軍管区歩兵第一補充隊におり、森岡さんは甲奴の自宅にいて原爆炸裂を目撃した
そうである。夫の安否を案じながら待っていると、翌 7 日 10、甲奴駅の駅長から
夫が戻ったと知らされ、駅に急いだ。そこで目にしたのは「お化けの様に変わり
はてた」夫の姿であった。それを描いたのが GE45-32 である。頭には木片が突
き刺さり、耳は切れ、体中にガラスの破片が突き刺さっている。
　夫は甲奴の診療所で応急処置を受けたが、薬不足のため赤チンすらなく、ガー
ゼとクレゾールを少しもらっただけであった。夫の体に刺さったガラスを抜かな
いと命にかかわるといわれ、家に帰ってから、森岡さんの手でガラスを抜いたと
いう。このときから「強い女」になったと、森岡さんは振り返る。戦後、原爆症
に苦しむ夫を助けたい一心で、矢野温泉に移り住み、その後、夫の希望で県内初
のユースホステルを始めることになる。しかし、1968 年、夫の敏之氏は原爆症
と肝硬変のため死去する。
　90 歳を超えてからも、平和のための証言活動に飛び回っていた森岡さんは、
2002 年にも 1 枚の絵（NG120）を届けた。GE45-32 と同様に、瀕死の負傷をおっ
た夫の姿を同じような構図で描いている。ただし、今回は血を表す赤色など、色
を使って描いている点に違いがみられる。また、絵の中には、夫の負傷の状態に
ついての説明だけでなく、夫が戦後、ユースをやりながら若者たちにかけていた
という言葉（「日本をたのむぞ」「おそろしい原爆も人間がつくったんだ。平和も
人間がつくれるはずだ！」）が書かれている。夫の死後、新たにロッジを建て、ユー
スホステルを経営してきた森岡さんは、原爆の恐ろしさと平和の大切さを国内外
で講演するようになった。夫の思いと自身の思いを重ね合わせながら、夫の姿を
描いた絵に「平和」への思いを込めたのであろう。
　第 2 回募集時にも第 1 回目と同じような絵を描いた要因として、2 つのことが
考えられる。自身は被爆していない森岡さんにとって、原爆にかかわる記憶とい
えば、瀕死の負傷をした夫の姿であったであろうということ、第 2 回募集の前年
に資料館から送られていた調査票に、第 1 回募集時の絵の写真が添えられていた
ために、記憶の呼び水となったであろうということである。

2．原田みどりさん 11

　被爆当時 33 歳だった原田みどり（緑）さんは、1975 年 7 月に 4 枚の絵（GE10-
27、GE23-28、GE31-35、GE39-13）を、2002 年 4 月には 2 枚の絵（NG025-01、
NG025-02）を届けている。
　陸軍看護婦長であった原田さんは、原爆が投下される前日、空襲警報が発令さ
れたため、勤務先の陸軍兵器補給廠で夜を過ごした。翌朝警報解除になった後、

10　資料館の実態調査では 8 月中旬とあるが、けがの状態から、翌日であろうと推測さ
れる。
11　参照資料として、被爆者証言ビデオ（VS00080、1987 年）、広島市教育委員会『あ
のとき閃光を見た』広島市教育委員会、1986 年。
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自宅に帰ろうとした矢先に被爆したが、兵器廠の建物のなかにいたために助かっ
たという。被爆直後、比治山の防空壕に向かっていると、火傷をおい、手を前に
ぶら下げ、皮膚がボロボロの負傷者たちにあった。看護婦長としての使命感から、
防空壕に入ってはいられないと思い、原田さんは兵器廠に引き返した。次から次
へと列をなしてくる負傷者の治療に、医者 2 人、看護師 7 人という少人数であたっ
たそうである。
　GE39-13 には、8 月 6 日の午後、兵器廠の倉庫に収容された負傷者が筵の上で
横たわっているところを描いた。千人以上はいたであろうという負傷者を前に、
必死で治療にあたるも、手が足りなかった。日が暮れて防空壕に引き返し、翌朝、
兵器廠に戻ると、半分ぐらいの人が死んでいたという。絵には、蒼白な顔をした
人、口から血を流している人、服が破れて上半身がひどく焼け爛れた人など、瀕
死の負傷者が描かれており、満足に治療してあげることのできなかった人たちが
苦しむ姿を、30 年経った後にも鮮明に記憶していたことを思わせる。
　原田さんは「どのウメキ声も、どの顔も特別な人は記憶からぬぐい去ることは
できな」かったというが、とりわけ忘れることができない人が 3 人いたという。
その 1 人が GE23-28 にある男の子である。8 月 7 日の午前、2 人の大人が、右脛
骨部にガラスが深く刺さった 5、6 歳ぐらいの男の子を運んできた。男の子の両

GE23-28

GE31-35

NG025-02

GE39-13

GE10-27

NG025-01
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親は建物疎開に出たまま行方知れずとのことであった。ガラスを取り除かないと
化膿して足を切断しなければならなくなるために、手術することになった。しか
し、薬品はわずかしかなく、麻酔なしでの手術となった。あまりの痛さに「もう
取らなくてもいいよう」と訴える男の子。「取らないと戦争にまけるんだぞ」と
励ますも、「戦争に負けてもいいよう」と泣き叫ぶ男の子に「全員目をうるませ
て手術し」たという 12。絵の右手後方にいる看護婦は、原田さん自身だろうか。「せ
めて局所麻酔でもあればいい

マ マ
にと私は我が子に引きくらべて可愛そうで」ならな

かったという。手術は成功して無事ガラスを抜くことはできたが、リンゲル液も
なく、術後が心配された。なんとかして助けたいと思い、原田さんは隠していた
砂糖を助手に取りに行かせて、水で溶いて男の子に飲ませた。砂糖があるとわかっ
たら大騒ぎになると思ったために、「おいしいね」という男の子に「だまっての
みんさい」と原田さんは言い聞かせたという。ブドウ糖の代りに砂糖水を飲ませ
ることができて、これでなんとか体力が持つだろうと胸をなでおろしたと、当時
を振り返っている。
　もう 1 人忘れることができないのが、GE10-27 に描いた老婆である。老婆に
は娘が 4 人いたそうだが、「娘が置いて逃げた」と恨めしそうに繰り返していた
という。右腕に外傷があり、骨も折れていたので、敗血症を起こすから腕を切ら
ないと命がないと説得したという。やはり麻酔なしでの手術であった。「戦争に
勝たなければならないのだからね」と励ますと、痛みに耐えながら「此の手をお
国にささげて戦争に勝つことが出来るのなら」と返したという。しかし、すでに
玉音放送が流れた後の 8 月 15 日の夕刻であった。日本が降伏したことを老婆は
知らなかったのである。「手術の後抗性物質（化膿止め）もなく体力だけが命を
ささえるこの老婆はどうなったでしょう」と絵にあるが、男の子と違って、術後
の世話にまで手が回らなかったことから、心残りになっていたのかもしれない。
　「気の毒で気の毒で一生忘れられない」と証言ビデオで語っていたのは、死産
した母親のことである。被爆の衝撃で出産したが、胎児は胎嚢に入ったまま窒息
死していた。待望の男の子を失った母親に「どうか助けてください」と泣きつか
れたが、どうすることもできなかったという。自分にも子どもがいるから、かわ
いそうでならなかった、8 月が来るたびに、どうにかして助けてあげたかったと
思うと、原田さんは語った。しかし、絵にして届けることはなかった。
　第 1 回募集時に届けた 4 枚の絵のうち、残りの 1 枚（GE31-35）は、8 月 11 日
の夜に愛宕町方面で見た光景である。街全体を炎が包み込んでいて、そこにいた
人たちはみな放心状態であったという。「お母ちゃん火を消さんのね」とどこか
の子どもが言うと「どうにもならんよ。こんどは戦争のない国え行こうね。日本
人でなくなってもいいよね」と母親は答えたという。「私はこの親子の真実の言
葉に深くうたれました。この子供達は不幸な印象を心にきざんで今どうしている
でしょうか」と絵にはある。原田さんは看護婦長として多くの瀕死の負傷者を治
療したが、一人の母親として、被爆後の子どもや母親の姿は、とりわけ忘れられ
ないものだったのであろう。GE23-28 の男の子や、GE31-35 の子どもなど、被

12　ビデオでは、軍医が「坊や、これをとっとかにゃアメリカに負けるんじゃけえ」と
励ましたと証言している。
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爆した子どもたちの、その後を案じながら当時を思い返して絵を描いたのだろう
と想像される。
　それに対して、2002 年に届けた 2 枚の絵には、第 1 回目にはなかった場面が
描かれている。NG025-01 は兵器廠で遺体を焼く場面、NG025-02 は急性症状の
ために髪が抜け落ちたときの自画像であり、そこに子どもの姿はない。
　「旧原爆の絵」は兵器廠での 3 つの場面を描いたが、すべて負傷者の姿であった。
それに対して、NG025-01 には、兵器廠の一角で遺体を焼く場面が描かれている。
遺族が尋ねてくるかもしれないからという理由で 1 日待ったが、「ウジ虫が湧き
悪臭が甚だしい」ために、8 日、兵士たちが廠内の一角に大きな穴を掘り、木材
や燃えやすい物を積み重ね、油をかけて遺体を焼いたという。「兵隊さんの中に
僧侶の人が居られたので軍服の上に法衣を着てお経をあげて下さいました」とあ
るように、袈裟を着て読経している男性の姿が絵にはある。残酷な場面ではある
が、死者を弔う気持ちも描き込んでいるのである。「こんな悲惨な状況は絵に残
したく」なかったが、「若い世代の人達に原爆を戦争で使えば生物だけでなく地
球が死んでしまう事を知ってほしかった」という理由で筆をとったという。「命
の尊さを知ってください。いただいて生まれた命を大切にして生きましょう」と
絵の中の文章は結ばれている。
　もう 1 枚の絵（NG025-02）は、被爆から 1 か月後の髪の抜け落ちた原田さん
の自画像である。屋内であったとはいえ、直爆を受け、その直後から多数の負傷
者の治療にあたり「二次放射能を大量に吸収した」ことからか、9 月頃になって
体調が悪くなり、毎日高熱がでたそうである。髪が束になって抜けるので不安に
なっていたところ、眉毛まで抜けおちて丸坊主になり、当時まだ 30 代半ばだっ
た原田さんは「一生涯外出はできない」と泣いた。父にいわれてセンブリの煎じ
汁を毎日つけているうちに、半年ほどしてから産毛が生えてきて、嬉しさにまた
泣いたという。「旧原爆の絵」にも「8 月も終わりに近づいた時私は大熱を出し
てたおれました。致死量をはるかに越えた負傷者を次から次と治療して二次性放
射能の症状になっていました」（GE23-28）と、自身が病に倒れたことに言及し
ているが、髪が抜け落ちたとは書いておらず、その姿を絵にすることもなかった。
丸坊主になり、抜けた髪の毛をもつ姿の自画像は、長い年月が経ち、人生も終わ
りに近づいたからこそ描けた絵だったのだろう。

3．山田須磨子（やまだすまこ）さん 13

　被爆当時 20 歳だった山田須磨子さんは、1974 年 7 月に 8 枚の絵（GE03-43、
GE08-18、GE09-02、GE14-32、GE14-33、GE15-08、GE36-21、GE39-21）を、
75 年 6 月に 5 枚の絵（GE01-48、GE04-21、GE07-48、GE11-38、GE24-20）を、
そして 2002 年 6 月には 4 枚の絵（NG125-01、NG125-02、NG125-03、NG125-
04）を届けている。
　GE09-02 は 8 月 6 日午前 8 時ごろ、自宅（五日市町大字皆賀）の外から東の
山の方に見えた光景を描いた絵である。GE14-32 は GE09-02 と同じ場面を描い

13　参考資料として、トーマス・C・カートライト著　森重昭訳『爆撃機ロンサムレディー
号　被爆死したアメリカ兵』日本放送出版協会、2004 年。
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たものである。実態調査には「ピカーット光り、見とれるような美しい虹の輪が
次々と広がってどんどん近づいて来ました」とある。GE14-33 は、GE09-02 と
GE14-32 で描いた場面の直後に目にしたきのこ雲である。
　6 日の午後になって、五日市の自宅近くにいろいろなものが空から降ってきた
という。GE03-43 には、降ってきたもののうち、灰のつもった木の葉、貯金局
の用紙、銀行の用紙、やぶれたフスマらしきものが描かれている。
　6 日当日、弟が親戚を探しに市内に入ろうとしたものの、天満町辺りまでしか
入ることができなかった。翌 7 日の朝早く、重箱にたくさんの梅干し入りのおむ
すびを入れて、山田さんと弟は市内に向かい、横川を通って相生橋にたどり着い

GE09-02

GE14-33

GE15-08

 GE08-18

GE14-32

GE03-43

GE36-21

GE39-21
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た。その道中で目にした情景を、山田さんは何枚もの絵にしている。
　GE15-08 は、7 日午前、横川から寺町を通って相生橋まで歩く途中で目撃し「心
に残って忘れられずいる」場面だという。白骨となった人、水を求める負傷者、
母親の胸に抱かれた乳呑み児、「兄弟・親・子がさゝえて水を呑ませ涼しい場所
をもとめている様子」、水を求めて横たわる人に「カケタ入れものをさがし水を
運んで看病している人」などが描かれている。絵のなかで特定することはできな
いが、絵の裏には「3・4 才児が同じ様に 3 人も 4 人も……」とあり、その場に
は幼児たちもいたようである。
　GE36-21 は、日時は不明であるが、己斐から福島町、そして土橋に向かって歩
く道中に見たという情景である。電車の中には焼死したと思われる人が描かれて
る。線路の脇には牛、馬、犬が描かれているが、「まりの如く」膨れていたという。
絵にその表情は描かれていないが、絵の裏には「死してる人々の顔わいつしゅん
アッ…と云ふ表

マ マ
状でした」とある。その顔を絵にすることはできなかったのだろ

う。
　GE08-18 は、8 月 7 日にみたという、相生橋付近の川べりに斃れた人びとを描
いている。西練兵場のそばであり、大勢の兵士が水を求めて倒れていたのだろう。

「全部衣類なくスソヨケの所だけ白く肌のまゝで他は赤」かったと説明文にある
ように、爆心地近くで被爆して全身に火傷を負い、天を仰いで倒れている兵士た
ちの姿が描かれている。
　GE39-21 も、親戚を探して市内に入った時に目撃した情景である。原爆ドー
ムと護国神社の鳥居が描かれていることから、GE08-18 に描かれた情景の近く
で見たものであろう。褌姿で息絶えている人や防火用水に入ってこと切れている
兵士たちが描かれている。「生きて地獄を見せられた様子でした。小さい時日曜
学校で話され絵を見せられたのを思い出しました」と絵の裏にはある。
　山田さんは、これら 8 枚の絵を描いた翌年も 5 枚の絵を描いて届けた。GE01-
48 は、後に広く知られることになる、米兵捕虜を描いた絵である。先にみた 4
枚の絵と同じく、親戚を探して市内を歩いた時に目撃した一場面である。8月7日、
相生橋電停のガス灯に、両手を釘で打ちつけられ、こめかみを銃で打ちぬかれた
1 人のアメリカ兵がしばられているのを、山田さんと弟は目撃した。あまり血も
出ておらず、「キレイな顔をした人」だったという。アメリカ兵は「悲しそうな
顔をして」いたと山田さんは記憶しており、「唯可愛想で何も云えず合掌しました。
こゝを通る度思い出して忘れません」という。「書いてはいけない絵でわ……と
思いつゝ」絵を描いたというが、後述するように、それから数十年経って、描い
てよかったと思えるようになるのである。
　GE04-21 には、防空頭巾をかぶった、山田さん自身と思われる女性が描かれ
ている。8 月 7 日の午前 10 時ごろ、「歩きつかれて弟と焼けた水道から出る水を呑」
んだという場面である。水は生暖かく、ぬるま湯のようで気持ち悪かったが、飲
まずにはいられなかったという。一緒に親戚を探して歩いた弟も、その場に一緒
にいたはずであるが、絵にその姿はない。弟は 1957 年に若くして亡くなったそ
うである。「今は亡き弟をしのびつゝ新な涙が流れます」とあるように、弟の姿
を絵にする心境にはなれなかったのだろうか。
　GE07-48 には、同じころに出会った女性の姿を描いた。着物が破れて肌が露
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出しているのを見かねた兵士が「これを腰に着て帰りなさい」と女性に軍服の上
着をくれたらしい。それを腰にまきつけた 40 歳ぐらいの女性は、欠けた茶碗に
わずかな水を入れて持っていた。火傷をした赤い顔には黒い涙が流れている。「『あ
んたなんかはケガしてないのに、私だけがこんなにならなくてはならないのよ』
……と眞黒い顔をしてにらんだその顔から、大粒の涙がハラハラとあふれ出」た
そうである。黒い涙は、女性の心中を表現しているのだろう。顔の火傷を赤で表
現しているために、黒い涙が際立っている。山田さんは言葉を失い、ただ女性を
見つめるだけだったという。「やけた顔、土も空気も全部焼けるように熱い。さ
ぞ足も痛くあつい事でしたでしょう」とあるように、女性の苦しみを思いながら

GE01-48

GE24-20

NG125-03

GE11-38 NG125-02

GE04-21 GE07-48

NG125-04 NG125-01
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山田さんは絵を描いたのであろう。同時に、女性に言われた言葉を記し、その苦
しそうな表情を絵にしたことから、女性との遭遇が山田さんのなかで棘となって
突き刺さっていることが伝わってくる。
　GE24-20 も、8 月 7 日朝の絵で、へそが飛び出した乳児を抱く母親を描いている。
GE15-08 の親子であろう。GE15-08 にも、この絵にも、母親が乳児に「添い寝」
していたと書いてあることから、同じ場面だと思われる。GE15-08 は母子を中心
とした絵でありつつも、他の負傷者たちも描いているのに対して、ここでは、白
骨のようになった死体を 2 体、それとわかる程度に小さく描いてはいるが、母子
の姿が中心に大きく描かれている。「罪もないおさな児母の添い寝の姿…涙が頬
をつたい胸のせまる思いでした」と山田さんは振り返っている。GE15-08 を描
いた 1 年後に、改めて母子の姿を絵にしたことから、多くの惨状のなかでも、と
りわけこの母子の姿が記憶に焼きついていたと考えられる。
　GE11-38 は 6 日の市内の情景であるが、山田さんが直接目撃したものではなく、
18 歳だった弟の体験を絵にしたものである。原爆投下の当日、親せきを探して
市内に入った弟は、天満町と思われるあたりまで進んだが、それ以上中心部に入
ることはできなかった。引き返そうとしたとき、倒壊した家屋の下敷きになって
出られなくなっていた知人の女性が、弟のズボンにつかまり助けを求めた。なん
とかして助けようと、2、3 人で木を持ち上げて引っ張ってみたものの、腰から
下が埋もれて動かない。火が広がってきたために、女性は ｢だめですから逃げて
下さい｣ と涙を流した。どうすることもできず、弟は逃げるしかなかった。振り
返ったときには、辺りは一面火の海だったそうである。その時のことを語りなが
ら、弟は「叫びごえがいつ迄も耳からはなれません、どうか一緒に心で祈って泣
いて下さい」と山田さんに訴えたという。姉に話を聞いてもらって、弟は少し心
が安らいだというが、話を聞いた山田さんも「心安らかになりたく」て絵を描い
たそうである。弟の話を聞いたのがいつであるのかは不明であるが、弟が 1957
年に死去していることを考えると、絵を描いた時から少なくとも 20 年ほど前の
ことになる。GE07-48 の女性との遭遇は山田さん自身の体験であったが、弟の
胸につかえた記憶と自身のそれとが絵を描いたときに、ともに想起されたのであ
ろう。絵の中の文章の最後には「合掌」とある。無残な最期を強いられた死者た
ちが安らかに眠れるようにという願いだけでなく、山田さん自身が記憶の重荷か
らいくばくかでも解放されるようにという願いが「合掌」という言葉に込められ
ているように思われるのである。
　山田さんは、2 年越しで 13 枚もの絵を届けた。そこに描かれている惨状は、
必死で忘れようと努めてきた情景であった。2001 年 10 月に返送されてきた実態
調査票には「心から忘れたいと思って書いた絵」であったと記されている。絵

（GE15-08）の裏に、水を求める人の声が「今も耳に聞こえて来」るとあるように、
身体に刻み付けられた記憶に苦しんできたのであろう。痛ましい姿となった大勢
の人たちを目撃して、「魂がのりうつったかと思われることもあり、耐えられな
く絵に」描いたそうだが、絵にすることで、わずかでも苦しみが軽減されただろ
うか。調査票には「絵を書いて不安」だったとある。しかし、描いてよかったと
思えることもあったという。米兵捕虜の姿を絵にしたことである。
　どうしていいかわからず悩んでいたが、アメリカ人が見れば、描かれている「家
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族や友人に伝えてほしい」という米兵の思いも通じるのではないかと思って、描
くことにしたという。歴史家の森重昭さんが被爆米兵のために慰霊碑をつくり、
絵にした捕虜の戦友であったカートライト教授がそこにお参りをしたことを知っ
て、米兵の魂が通じたのだと、うれしく思ったという。そうしたこともあってか、
実態調査に回答した翌年届けた 4 枚の絵には、1 枚を除いてすべてアメリカ兵捕
虜の姿が描かれている。
　NG125-02 は GE01-48 と同じく、相生橋の電停でみた、両手を釘で打たれ、目
の横を銃で打ちぬかれて、悲しそうな顔で死んでいた米兵の姿である。NG125-
03 も同じ場面であるが、GE01-48 と NG125-02 に描かれた米兵だけでなく、も
う 1 人が左側に描かれている。NG125-04 は NG125-03 の左側の米兵の姿である。

「旧原爆の絵」で描くことのなかったもう一人の米兵の姿を絵にすることで、山
田さんは再び死者を家族や友人という社会関係のなかに返そうとしたのではない
だろうか。
　広島に出るたびに米兵の姿が目に浮かび、胸につかえた苦しみから逃れたくて、
市内に出ることを避けるようになっていったという。しかし、絵を描いて「胸の
苦しみが軽くな」ったそうである。戦友だったカートライト教授が慰霊碑に参っ
たことで、死んだ米兵の思いが通じたと思うことができ、心の安らぎを得ること
ができたそうである。しかし、あまりにも多くの悲惨な死者を目にした山田さん
にとって、記憶の苦しみから解放されることは難しかったのかもしれない。そう
思わせるのは、NG125-01 の絵である。
　NG125-01 には、原爆ドームのなかに浮かぶ少女の姿がある。以前、2 度ほど
少女の姿を目にしたことがあったという。「まだうす煙にかすんだような空気が
ただようドームに、ふと目をふと向けるとボーッと少女の姿が浮んでもの悲しく
淋しそうな姿がこちらをみつめるように浮かんで、物悲しくやるせない思いを」
したそうである。絵に添えられた手紙からは、山田さんが少女の苦しみや悲しみ
に思いを巡らせていたことが伝わってくる。

　さぞ一生懸命家に帰ろうと逃げたこの少女はどんなにかこわく悲しかった
事でしょう。炎の中を炎の中を逃げてあの窓の所まで上って行ったのでしょ
う。方向も分らず、そこからはにげられなくて母のもとへ父母の所に帰りた
い会いたいと苦しみの中で涙をし、なきながらお母さんお母さんと叫ぶ思い
が写ったのではと思いました。魂が思いが両親のもとへ心でうったえここに
いる事を伝えたように見えました。

　米兵捕虜と同じく、家族に看取られることも、遺骨が家に帰ることもなかった
死者の魂が、成仏することなくさまよっているように感じたのであろう。少女は、
山田さんが爆心地近くで目にした死者のひとりだったのだろうか。それとも、ど
こかほかの場所で横たわっていた少女なのだろうか。ドームが被爆の象徴である
ことから、死者がそこで自らの存在を訴えてくるように感じられたのだと考える
こともできよう。添えられた手紙には、被爆の惨状が「余りにも胸に残り、苦し
みとなって忘れられなくなってしま」い、電車に乗ってドームの前を通る時、い
つも「言い知れぬ」胸の苦しみを感じ、市内に出るのが嫌になってしまったとあ

「原爆の絵」にみる被爆の記憶

89



る。しかし、目にした惨状を他人に話すことはできず、「ただ自分の心で手を合
わせて冥福をお祈りするだけ」だったという。米兵捕虜の場合とは違い、友人や
家族が少女を見つけ出してあげることはできないままである。その姿を絵という
形にすることで、少女の魂だけでなく、山田さんもいくばくかの心の安らぎを得
ることができたことを願わずにはいられない。

4．中津久子さん
　被爆当時 26 歳だった中津久子さんは、第 1 回募集時に 2 枚の絵（GE07-39、
GE33-13）を、2002 年には 5 枚の絵（NG210-01、NG210-02、NG210-03、
NG210-04、NG210-05）を届けている。

GE07-39 GE33-13

NG210-03 NG210-01

NG210-02

NG210-05

NG210-04
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　当時、皆実愛児園に勤めていた中津さんは、保育所で被爆し、その後、東方面
へ逃げて、主任と一緒に同僚の疎開先である仁保遊園地内の家に一泊させても
らった。翌日の朝、草津町に一人でいる母親のことが心配で、同じ方向に向かう
主任と一緒に東から西へと市内を歩いたそうである。その道中で目撃した情景を
中津さんは絵にしている。
　GE07-39 には 3 つの場面が描かれており、右側には、護国神社鳥居の前に横た
わる黒焦げの死体がある。真ん中は、八丁堀交差点近くに呆然とたたずんでいた
女性である。いつも己斐駅で出会っていた人で「黒レースドレスの女性」と呼ん
でいた。左側には富士銀行辺りの防空壕の前に横たわる死体が描かれている。片
脚が半焼で白骨になっていたそうである。
　もう一枚の絵（GE33-13）には、観音町の土手あたりで横たわる負傷者たちの
姿がある。黒いものを持っているのは、電柱のわずかな陰で陽を避けていた女の
子である。中津さんが持っていたやかんの音を聞いて、女の子は「お水をちょう
だい」と叫んだそうだ。｢ これ、水ではないのよ。トマトなの ｣ と中津さんが応
えると ｢ あ！私のすきなトマト ‼｣ と女の子は嬉しそうに言ったという。仕方な
く、やかんの中の青く固い実を 1 つ手渡した中津さんは、女の子をみて驚いた。「い
たましい限り、白くただれ眼も鼻も定かならず、唇は白くむくれただれて開きそ
うにもなかった。さし出した手は両方とも指が一もちにくっつ」いていたからだ。
　帽子を顔の上にのせて横たわる男性は、中津さんたちの足音に気づいて ｢ 頼み
ます、たのみます！ ｣ と訴えたそうだ。「そのズボンが眞白く、糊付けしたのか
眞新しいのか、パリッと陽を反射していたのも、反って、むごくたまらない気持
で、私達は逃げるように立去った」そうである。絵のなかでも男性のズボンは真っ
白く、しわ一つないように見える。隣の負傷者の姿がなければ、日向ぼっこをし
ているようにさえ見える。白く際立つズボンと実際の惨状とのコントラストがや
りきれなかったという中津さんの思いが、絵からも伝わってくるのである。
　中津さんは助けを求めた 2 人に対する申し訳なさを抱いてきた。「先を急ぐ余
りとは云え、後になって、なぜ、あのトマトを半分に千切って渡さなかったか、
あの子は、どうやってあの手と、あの唇で、あの硬いものの汁を啜ることが出来
ただろうかと、悔やまれ、今だに済まないと合掌する」「先を急ぐとは云え、何
とか手だてはなかったかと後悔するばかりである」と綴っている。
　もっと親身に応えるべきであったという悔いが、中津さんのなかから消えるこ
とはなかったようだ。中津さんは、2002 年にも同じ場面を絵（NG210-03）にし
た。絵には「あの手、あの唇でどうやってトマトの汁を吸っただろう？後悔 ‼」「帽
子の下から、私達の足音きいて「タノミマス。タノミマス」と云う、けれど私達
も逃げる途中だった！」とある。
　GE33-13 が鮮やかな色彩で描かれているのに対して、NG210-03 は少し暗めで
濃い色合いとなっている。トマトを欲しがった女の子も、GE33-13 では負傷の
状態が描かれなかったのに対して、NG210-03 では髪は乱れ、衣服はボロボロで
ある。トマトの色が黒ではなく、緑になっているのは、実際のトマトの色を表
現しようとしたためだろうか。帽子を顔にのせて横たわる男性も、NG210-03 で
は、肌の色が変色して、上半身には破れた服を着ている。しかし、白いズボンは
NG210-03 でも真っ白く、しわ一つない状態で描かれており、周りの情景や色彩
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と対照的な表現となっている。
　NG210-01 は GE07-39 の右側に描かれた、護国神社鳥居前の黒焦げ死体を描い
たものである。GE07-39 では、目鼻口を描いているのに対して、NG210-01 では、
顔も身体も真っ黒く塗られているという違いがみられる。
　「新原爆の絵」には「旧原爆の絵」では描かなかった 3 つの情景がある。6 日
当日、仁保の遊園地へ逃げる途中で目撃した母子（NG210-02）、大正橋あたりで
見た腹のふくれた馬と火傷で赤くなった脚の男性の死体（NG210-04）、日時は定
かではないが、比治山国民学校に収容されていた子どもたち（NG210-05）である。
NG210-02 は、壊れかけた家の縁側前で母親が「今迄乳呑んどったのに死んだあ
やあ！」と、乳飲み子を抱いていた場面である。NG210-05 で絵にした子どもた
ちは、姓名不詳で、ボール紙の番号札がつけてあったという。保育士であった中
津さんにとって、とりわけ乳児や幼児の姿は忘れられなかったのだろう。子ども
のあどけなさが伝わってきて、胸が締めつけられる絵である。

5．池庄司（久保）トミ子さん 14

　被爆当時 17 歳だった池庄司（久保）トミ子さんは、第 1 回募集時に 4 枚の絵
（GE03-04、GE13-12、GE25-12、GE39-39）を、2002 年には 2 枚の絵（NG373-01、
NG373-02）を届けている。
　看護学校 2 年生だった池庄司さんは、看護師不足のため、日赤病院の小児病棟
に勤務していた。8 月 6 日の朝、小児病棟で申し送りを受けた直後、閃光を浴び
たという。爆風で飛ばされて、気付いた時には地下室の前で、外来に来ていた小
学校 3 年生ぐらいの子と一緒に立っていたという 15。絵（GE39-39）には、池庄司
さん本人と思われる女性が爆風に飛ばされているさまが描かれている。
　池庄司さんは顔や胸、手に怪我を負ったが、歩くことはできたため、外来に行っ
てみることにしたという。玄関広場をはじめ、足の踏み場もないほど、負傷者や
重傷者であふれており、「水」「助けて」の声が聞こえたそうである。絵（GE25-12）
には、横になったまま手を上に挙げた人、幼子を抱いたモンペ姿の女性の後ろ姿、
うなだれるようにして座っている人、背中に大火傷を負った男性、横たわる子ど
もの姿などが描かれている。
　池庄司さんは、水を入れる樋の角を探し出して、水道から僅かに出ている水を
ついでは、何度も負傷者たちに運んだそうである。絵（GE13-12）には、玄関広
場に横たわる大勢の負傷者たちが、池庄司さんらしき女性のモンペをつかんで水
を求める姿がある。池庄司さんも怪我をしていたことが、顔と胸に塗られた赤色
で表現されている。
　もう一枚の絵（GE03-04）には、傷痍軍人たちが、倒壊した南病棟や寄宿舎の
下に埋もれた人を助けている姿がある。迫りくる炎を目にして、池庄司さんは一
人でも多く助かるように願ったという。絵には、下敷きになった人の「タスケテー」
の声が記されている。

14　参考資料として、被爆者証言ビデオ（VS00303、1992 年）。
15　GE39-39 の裏には「死亡した見知らぬ子どもをかかえていました」とあるが、証言
ビデオでの情報は後の語りとも整合性を持つために、そちらの情報を採用した。
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　池庄司さんが絵筆をとったのは、同級生を骨髄性急性白血病で失ったことが
きっかけだったという。同級生は倒壊した建物の下から救い出され、30 年近く
生きてきたが、治療のかいなく亡くなったそうである。友人の死を前に、当時を
想起して「いそいで画と云うものを書て見」たのである。
　「新原爆の絵」では、「この五十余年間、一時も忘れた事」がないという、1 人
の子どもの死を絵にした。原爆投下の翌日、排泄の場所を探して、友人と見つけ
た民家跡の台所の流しに行った時、子どもの人骨を見つけたという。絵に添えら
れた手紙には「この人骨を見た衝撃は不思議、骨より可愛い子供の顔になってい
るのです。小学一～二年生ぐらいにおもえました。傷のない苦しみのない顔、ど
うして、こんな子供がここで…涙も出ませんでした」とある。
　その後、池庄司さんは郷里に帰って療養した。11 月に招集されて帰院したとき、
子どもの人骨があった辺りに友人と一緒に行ってみると、何も残っていなかった
という。身内に引き取られたのだろうと、池庄司さんは胸をなでおろした。子ど
もの骨を発見した場所の近くに小さな草の芽を発見し、命の息吹を感じて、ホッ
としたそうである。
　NG373-01 は、最初に見たという、がれきに埋もれていた子どもの頭部と手の
骨の絵である。「天使（子供）の死」という題だが、一見、なぜ「天使」なのか
不明である。しかし、よく見ると、がれきから出ている骨と化した手は、細く小

GE25-12

GE03-04

NG373-02

GE13-12

NG373-01
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さく描かれており、それが幼子であったことが伝わってくる。そして、NG373-
02 を見ることで、「天使」の意味がはっきりと浮かび上がってくるのである。
　NG373-02 には、目を閉じた子どもの顔と手が描かれている。その顔は青白い
が、眠っているようにみえる。小さな人骨を目にした瞬間に見えた気がしたとい
う、子どもの姿である。絵の右側には、鮮やかな緑の芽が描かれている。それは
命の象徴であると同時に、魂は生きているという意味も込められているのだろ
う 16。池庄司さんは、「罪のない子供の冥福を祈」りながら、絵の中で小さな命を
よみがえらせたのである。

6．高原良雄さん 17

　被爆当時 34 歳だった高原良雄さんは、第 1 回募集時に 21 枚の絵（GE07-01-
1、GE07-01-2、GE07-10、GE10-03、GE15-31、GE15-32、GE15-33、GE42-07、
GE42-32、GE42-33、GE42-34-1、GE42-34-2、GE42-35、GE42-36-1、GE42-36-
2、GE42-37、GE42-38、GE46-08、GE46-09、GE46-10、GE46-11）を、2002 年
には 5 枚の絵（NG415-01、NG415-02、NG415-03、NG415-04、NG415-05）を
届けている。他に 6 枚の絵を原爆資料館に寄贈している。
　当時、陸軍衛生兵上等兵として第二陸軍病院に勤務していた高原さんは、8 月
6 日の朝、同僚 2 人と病院娯楽室辺りを巡視しているときに被爆した。娯楽室の
下敷きになっていたが、高原さんは、なんとか外に這い出ることができた。石垣
の影にいたせいか、大きな怪我はしていなかった。周りでは助けを求める人々の
声がしたが、一人では大きな柱や瓦礫をどうすることもできず「すまないと思い
ながらも」川上へ逃げたという。
　途中で頭から血を流している知り合いの女性に出会い、2 人で一緒に三篠橋付
近まで避難した。川の水際を歩いていくと、そこは死者と負傷者の山だったとい
う。水源地まで行った後は、大八車を借りて重傷者を戸坂国民学校に運び、夕方
になって戸坂の自宅にたどり着いた。その後、高熱を出して寝ついたが、家族の
看護のおかげで 1 か月後には原隊へ帰ることができた。しかし、高原さんが助け
た人たちは、みな亡くなっていたという。
　21 枚の「旧原爆の絵」には、時系列にそって高橋さんの被爆体験や目撃し
た情景が描かれている。被爆の瞬間（GE07-01-1）、娯楽室の下からはい出る時
の状況（GE07-01-2）、瓦礫の下敷きとなった人たちや、あちこちから火が上
がっているさま（GE42-32）、頭から血を流している知り合いの縫工の女性の姿

（GE42-07）などである。
　負傷した女性を励ましながら、助け合って避難したことも記されているが

（GE42-07）、やはり、救うことのできなかった同僚のことが、心残りだったので
はないだろうか。庶務で勤務する親しい友人たちを助けようとしたが、大きな
柱は動かすことができず「涙をのんで去ることにした」という（GE42-33）。助
けを求める人の姿は描かれていないが、声は聞こえても実際に姿が見えなかっ
たためだろうか。それとも、その姿を描くに忍びなかったからだろうか。GE42-

16　『私の訴えたいこと』には、「魂は生きているということ」を知った、とある。
17　参考資料として、『あのとき閃光を見た　広島の空に』広島市教育委員会、1986 年。
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GE07-10

GE15-32

GE42-37

GE42-38

GE46-09

GE10-03

GE15-31

GE15-33

GE46-08

GE46-10
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34-1 には、息絶えていたという原田伍長の姿が描かれているが、軍医の一団の
絵（GE42-34-2）に比べると、負傷の状態が詳細に描かれていないことから、知
人の変わり果てた姿は絵にできなかったと解釈することもできる。絵には「何ん
と云う哀れな姿になったんダ」とある。後に死んだらしいと聞いた同僚たちにも
言及し「みんな家庭では大切なおやじだのに」と嘆いている。
　病院の広場らしいところで、軍医の一団らしき人たちが倒壊した建物の下敷き
となって死んでいるのを目撃した高原さんは、比較的詳細にそのなかの 1 人を描
いている（GE42-34-2）。ちぎれた腕から血が流れ、天を仰いで口を開けたまま
こと切れた姿である。しかし、悲惨な状態を描いただけではなかった。絵には次
のようなエピソードが記されている。被爆前夜、軍医の教育を受けている息子に
差し入れしようと、地方から出てきたという母親に、息子の好物の鮎寿司を渡し
てほしいと頼まれた。食べ物の差し入れは禁止されていたのだが、高原さんは、
みつからない場所でその母親と落ち合って寿司を受け取り、深夜、息子に渡した
という。その人もここにいるのだろうと思いつつも「どうか助かってほしい」と
祈るような思いを記している。無残な姿となってしまったが、死者たちも誰かの
息子であり、父親であるのだと、絵を通して訴えかけているようである。
　三篠橋の袂に着くと、そこには看護婦見習生が集団で避難していた（GE42-35）。
泣いて互いに助け合いながらも、呆然としていたという。見習い生たちが肩を抱
き合い、顔を手で覆って嘆き、口を開けて呆然としている姿が絵にある。左手前
に大きく描かれた女性は、頭から血を流していることから、一緒に連れて逃げた
縫工の女性だと思われる。彼女を休ませて、看護婦に後を頼んで高原さんは川上
に向かったという。
　水際を通りながら、他の負傷者たちとともに、言葉もないまま逃げたという場
面が、GE42-36-1 に描かれている。その後、道路に出て、十部隊の兵隊と力を合
せて逃げ続けた。GE42-36-2 は、農家の大八車を借り、重傷者を乗せて戸坂国民
学校の救護所に向かっているところである。大八車に乗せられた負傷者は、頭や
脚から血を流している。道には「丸で石ころの様に」負傷者や死者が横たわって
いたというが、絵の中では死者は 1 体だけしか描かれていない。赤子を抱いた母
親の横に座っている幼女が高原さんたちを見る表情は、どこかあどけなさを感じ
させる。
　戸坂国民学校は「オモチャ箱をひっくり返した様な物凄い患者で一ぱい」だっ
たという。絵（GE07-10）には数人の負傷者が治療を受けているところと、嘔吐
する負傷者の姿がある。「焼けたヾれ !!」「出血 !!」などと書かれているが、絵で
は表現されていない。
　救護所を後にした高原さんは、午後 2 時ごろに戸坂の自宅に帰り着いた。まだ

「不気味なきのこ型の爆煙」が空に立ち込めていたという（GE10-03）。高原さん
は直接閃光を浴びなかったというが、翌朝には顔が「ゴムまりの様」に腫れあが
り、手や身体、口も膨れて、全身の痛みと発熱に苦しんだ。腫れ上がった顔をし
た高原さんが床に就いている様子が、GE15-32 に描かれている。
　8 日の朝、家族が止めるのも聞かずに、高原さんは本院に帰ることにした。途中、
木をひろって杖にして歩いていると、友人と遭遇した。名札がなかったら、その
人とわからなかったであろうというほど、変わり果てた姿となっていたそうだ。
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友人によると、朝礼の時に全員やられたという。戸坂国民学校に行って手当して
もらうように言って、高原さんは友人と別れた。前日救護所に運んだ十部隊の兵
士は、3 人とも死んでいたそうである。絵（GE15-31）には「風船人形の様に一
様にふくれ丁度ジャガイモの様な色をしていた」兵士の姿が描かれている。
　本院の近くに行くと、自由行動でいいといわれたために、再び自宅に帰って療
養し、1 日も早く回復して復帰することにしたという。薩摩芋農工班として市外
地に行っていた部隊が残がい整理していたが（GE42-37）、1 か月ほどして死ん
でいったという。
　1 か月余り養生したのち、高原さんは何とか動けるようになって、原隊に復帰
した。高原さんは軽傷ですんだというが、他の兵士たちは火傷の跡が「背に水袋
を背おった様」に膨らみ、手足の至るところが化膿して「みな死んで行った」と
いう。絵には、髪が抜けたり、背中に大きな水ぶくれができている人、歯茎や手
の指の間から血が出ている姿が描かれている（GE15-33）。

GE46-11
NG415-01

NG415-02
NG415-03

NG415-04
NG415-05
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　戸坂国民学校の校庭では毎日「今日は一三五名、今日は九八名」というように、
次々と負傷者が亡くなり「死人の山」ができていたという。木を積み上げて、そ
の上に「死人の山」を載せ、またその上に木片などを積んで焼いている情景を絵

（GE42-38）にしている。絵に添えられた文章には、「どうしてこんな無情なこと
が在っていヽものか。まだ多くの戦争犠牲者の出る事を止めるための犠牲になっ
た広島市民はなぜその責を負はされたか…。自分は今こうして描いていても胸が
こみ上げ涙する」とある。
　高原さんは、時系列に沿って 17 枚の水彩画を描いたが、他に 4 枚の油絵を描
いている。原爆の 2 日後に見た産業奨励館前の状況（GE46-08）、敗戦の翌春、
相生橋付近からみた原爆ドーム（GE46-09）、昭和 21 年の秋ごろの広島城焼跡

（GE46-10）、そして原爆投下当日の看護婦教育中の女学生たちの姿（GE46-11）
である。GE46-11 は GE42-35 と同じ場面であるが、GE42-35 に比べると肌や髪
をより写実的に描いており、惨状がより生々しく表現されている。
　高原さんは 2002 年にも 5 枚の油絵を描いており、それぞれの絵を説明する文
章を添えている。NG415-01 には、今の平和公園近くで建物疎開をしていた中学
生たちが、火傷を負って川に倒れこんでいる姿が描かれている。「死んだ者は川
に流された」とあるように、川に浮かぶ死体も数体描かれている。中学生たちは
みな裸で、血を流しているのか、火傷のためか、赤色が塗ってある。背後には倒
壊した家屋や各所で燃え上がる炎、木の枝に引っかかって死んでいる人の姿もあ
る。
　NG415-02 は GE42-07 と同じ場面を描いたものであろう。広島第一陸軍病院は
倒壊し、周りから炎が迫っている。「勤務員が家の下敷になり頭その他を負傷し
ているのを見た。何とか安全な場所へと誘導して行きました」とあるが、GE42-
07 では「向うから女の負傷者らしい人が来た」とあるので、その女性が同一人
物であるかどうか断言はできないが、おそらく同じ場面を描いたものと思われる。
GE42-07 に比べて、NG415-02 は赤色が多く塗られており、女性の頭や顔辺りの
怪我のひどさが強調されている。
　NG415-03 には説明文がないが、GE42-36-1 と同じ場面だと思われる。GE42-
36-1 には赤色はなく、負傷の状態が詳しく表現されていないのに比べて、
NG415-03 では負傷者に赤色が塗られている。衣服が破れていたり、火傷の手を
前に垂らしている状態なども詳細に表現されている。また、川に横たわる死体も、
より詳しく描写されている。
　NG415-04 は「旧原爆の絵」にはない、相生橋付近の情景の絵である。燃えさ
かる炎のなかに、黒焦げになった市内電車と、電車の中で黒焦げとなった人たち
の姿がある。「正に地獄の有様でした」という言葉を絵に表現したものといえよう。

「全市全滅して家も瓦もふっとんで町中をさまよい病院本部に報告することも出
来ず、町をうろついていました」と説明している。しかし、「旧原爆の絵」によると、
基町の第二陸軍病院から川沿いに三篠橋のたもとにたどり着き、その後戸坂に向
かったということになっている。体験記にも相生橋付近のことは書かれておらず、
陸軍病院から「火災をよけて川上へ逃げた」とある。「旧原爆の絵」や体験記に
書かれた高原さんの避難経路から考えると、炎が燃え広がるなか、陸軍病院から
相生橋の方に向かったと考えるのは、少し不自然に思われる。
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　NG415-05 には、原爆ドームと、その手前で倒壊した家屋の下敷きとなった人
たち、大けがをして血を流す母親が赤子を抱き上げた姿がある。説明文には「あ
る女性が我子と共に下敷になり赤ん坊をささげて『どうかこの子を助けて下さい』
と叫んで通り合せる人に助けてもらっていた」とあり、その現場を目撃したよう
に書かれている。しかし、前述のように、高原さんがその場にいたとは考えづら
いため、自身が目撃した場面なのか、あるいは誰かから聞いた話なのか、定かで
はない。「旧原爆の絵」には、原爆被爆の 2 日後に産業奨励館付近に行ったとあ
るが、そこは陸軍病院本院の近くであることからも、記憶違いではないと思われ
る。その時に目にした産業奨励館、後に知った相生橋付近の原爆投下直後の状況
や他の被爆者が描いた絵などが、高原さん自身の記憶と交じり合った結果、描か
れた絵ではないかと推測されるが、高原さん自身に確かめることは、もはやかな
わない。

7．杉本知佐子さん
　被爆当時 11 歳だった杉本知佐子さんは、第 1 回募集時に 4 枚の絵（GE08-43、
GE23-46、GE32-02、GE36-01）を、2002 年には 2 枚の絵（NG428-01、NG428-
02）を届けている。

GE36-01

GE23-46

NG428-01

GE32-02

GE08-43

NG428-02
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　杉本さんは弟と一緒に祖父母の家に疎開していたが、母恋しさに弟と 2 人で広
島に帰ってきた。8 月 6 日の朝、杉本さんは、幟町の自宅で母、姉、弟とともに
被爆する。杉本さんと姉、そして母親は外に出ることができたが、6 歳の弟は家
の下敷きとなり、助け出そうにもかなわなかった。母親は「燃える家の中の倒れ
た大きいハリにしがみついて、私も一緒に死ぬと泣き、叫んだ」が、17 歳の姉
が叫びながら、母親の「腕を指を」「1 本 1 本、離し」て、3 人は燃える家を後に
したという。
　逃げる途中、杉本さんらは、1 人で泣いている小さな男の子に出会った。その
姿が弟と重なったためか、杉本さんは一緒に行こうと誘ったが、その子は「いや
いや」をして八丁堀の方へ行ってしまったそうである。「旧原爆の絵」でも「新
原爆の絵」でも、この場面が描かれている。男の子は「真っ黒だった」という通り、
2 枚とも真っ黒く塗られている。GE36-01 は色を使って炎を表現したり、倒れた
電柱や瓦礫を描いているのに対して、NG428-01 は墨を使って描いており、より
抽象的表現ではあるが、男の子が涙を流しているようにも見える。
　杉本さん親子は京橋を渡り、夕方、旧安佐郡口田村から川内村に舟で渡ったそ
うである。橋を渡るときの様子（GE23-46）と舟で川を渡るときの様子（GE23-
46）が描かれている。GE23-46 で橋を渡る小さな女の子は、杉本さん自身の姿で
あろう。「余りの熱さに、渡れなくて、母の呼び声に我を忘れて一生懸命渡」っ
たとあるように、橋が燃えるなかを必死で渡ろうとしている小さな女の子の姿と、
向こう岸から必死で叫んでいる母親らしき姿が絵のなかにある。GE23-46 には、
杉本さん親子が舟の先端に座っている姿が描かれている。手前の船頭が大きく白
で表現されているのに対して、杉本さんたちは小さく黒く塗られている。実際に
顔も身体も煤で黒くなっていたようではあるが、「無言で」「放心状態」となって
いたことを表現しているのだろう。
　家の前につくと、母親は倒れこみ「坊やが死んだ坊やが」と泣き叫び、杉本さ
んは母親に「すがるだけ、泣くだけ」だったという。実態調査票には「書きなが
ら涙があふれます」とある。GE08-43 には、6 日の夕方、たどり着いた祖母宅か
ら広島方面を眺める杉本さんらしき少女の後ろ姿がある。絵に「泣き叫び乍、広
島の火の海を睨む」とあるように、少女の視線の先には赤い空がみえる。
　2002 年に送った 2 枚の絵のうち、1 枚（NG428-02）は、弟が炎に飲み込まれ
たところを表現している。「旧原爆の絵」では描かなかった場面である。倒壊し
た家屋らしいものが墨で描かれているが、赤いマジックは炎を表現しているのだ
ろうか。説明文には「つぶれた家から抜け出すと松の木に火の気もないのに熱線
で火がついて燃え出していた。弟を助けようとしたがだめだった」とある。絵の
なかに弟の姿はない。杉本さんは 6 枚の絵を残したが、弟の姿を描くことはなかっ
た。

IV．考察

　以上の結果を受けて、新旧「原爆の絵」の比較を通して明らかとなった、被爆
の記憶の在り方について、検討してみたい。
　描かれた対象や場面の同異でいうと、「きのこ雲」と「熱線」を描いた絵の出
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現頻度は新旧「原爆の絵」である程度の違いがみられるが、両者ともに「旧原爆
の絵」「新原爆の絵」全体に占める割合からいえば低い。他方で、「旧原爆の絵」「新
原爆の絵」ともに、負傷者や死体の絵が多数を占めている。描かれた場面や対象
が一番記憶に残っているものであるとは限らないが、やはり、死者や瀕死の負傷
者の姿が、被爆の記憶において核となっているといえるだろう。描かれた場面や
対象の分析からは「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」の間に大きな違いがあるとは
いえないが、同じ対象であったとしても、どのように描かれているかという点に
おいては、違いが浮かび上がってきた。
　女学生を描いた絵において、火傷の状態を生々しく描いたものの割合が、「新
原爆の絵」の方が若干高い傾向にあることがわかった。ただし、大きな違いでは
ない。新旧どちらの絵も、惨状をリアルに描写した絵は少数にとどまっているか
らである。絵にした女学生に向ける作者の思いについても、「旧原爆の絵」と「新
原爆の絵」の間で大きな違いは認められなかった。「原爆の絵」に限らず、原爆
体験の証言全体にいえることだが、家族や知人、友人に対してだけでなく、偶然
目にした瀕死の負傷者や死者に対しても、慰霊の気持ちを表現したものは多い。
そして、死者を悼む気持ちは、年月の経過とともに薄れているわけではないこと
が、新旧「原爆の絵」の比較からみてとれる。「新原爆の絵」でも、死者に対す
る慰霊の気持ちを「合掌」という言葉で表したものが複数みられたし、負傷の状
態をカラーで生々しく描くという、ある種のむごさを伴っている絵にも、絵にし
た女学生を思う気持ちが込められているものが少なくなかった。
　火傷の描写に関しては、「旧原爆の絵」に比べて「新原爆の絵」の方が、より
写実的に描いている絵の割合が高かった。女学生の絵のように、それぞれの絵に
添えられた文章や手紙から読み取れる、描かれた負傷者・死者への思いについて
は、分析に含めなかったために、描かれた対象との心的距離が広がったことによ
り、火傷の酷さをより写実的に表現できるようになったかどうかを判断すること
はできない。今後の課題としたい。
　きのこ雲の描写については、「新原爆の絵」の方が、きのこ雲が描かれた絵の
割合が高く、遠距離から目撃した雲を描いた絵が多い。全体として「新原爆の絵」
の方が「旧原爆の絵」よりも、遠距離被爆者や被爆者ではない描き手が増えたた
めに、こうした違いが生じたと考えられる。「新原爆の絵」の方が長崎型のきの
こ雲の絵の割合が高いのは、「旧原爆の絵」に比べて、作者の年齢が低いという
点が要因の 1 つとして考えられる。幼少期の体験の記憶はおぼろげなものになり
がちで、家族をはじめとする社会集団が形成する記憶に縁どられることが多い。
絵にある雲は、作者が実際にみた雲ではなく、成長するなかで何度も目にするこ
とで自らの記憶に取り込むことになった、イメージとしてのきのこ雲を表したも
のなのではないだろうか。
　被爆の記憶において、きのこ雲が被爆の象徴としての地位を獲得したのは、原
爆投下後すぐではない。被爆から 10 年ほどの間に書かれた原爆体験記のなかで、
爆心地からの距離に言及して自らの体験を振り返るものが少数にとどまっていた
ように、きのこ雲に言及するものは少なかった。しかし、「旧原爆の絵」が描か
れた 1970 年代半ばまでには、被爆の象徴となっていたことがわかる。それは、「旧
原爆の絵」に、実際に見えたはずのないきのこ形の雲、特に長崎型のそれがみら
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れることからもわかる。
　きのこ雲のイメージは、アメリカ発で国際的に形成されてきた原爆の集合的記
憶の 1 つの形である。1945 年 8 月 20 日発行の雑誌『ライフ』には、米空軍が上
空から撮影した広島と長崎のきのこ雲の写真が掲載され、それが他のメディア
に転載されて国際的に広く流通した。また、広島、長崎のきのこ雲だけでなく、
1940 年代後半から行われた原爆実験において発生したきのこ雲の写真は、日本
を含む非核保有国でも広く報道され、映画や漫画、イラストなどに取り入れられ
て、冷戦期の代表的な文化イメージの 1 つとなった。どのような経緯で、広島で
はなく長崎型のきのこ雲の形象が原爆の象徴（記憶の集合表象）となっていった
のかについては、さらなる歴史研究を要するが、今回の分析で、きのこ雲のイメー
ジが、集合的記憶として被爆者自身の記憶に影響を与えていることが示唆された。
　次に、2 度にわたって絵を届けた作者の被爆体験と絵について、その共通点や
相違点などを踏まえて、被爆の記憶との関連を考えてみたい。24 人の作者のな
かには、「旧原爆の絵」と「新原爆の絵」で同じ場面のみを描いた人、同じ場面
に加えて別の場面を「新原爆の絵」に加えた人、「旧原爆の絵」で描いたいくつ
かの場面の一部のみを「新原爆の絵」で描いた人、新旧で全く違う場面を描いた
人がいる。同じ場面を描いた作者のうち、森岡さんの場合は、新旧ともに被爆し
た夫の姿を描いた。自身が被爆しておらず、原爆の記憶といえば、瀕死の負傷を
した夫の姿であったことが、夫の絵を描かせた要因だと考えられる。同時に、夫
の負傷は、森岡さんが「強い女になった」と振り返るように、森岡さんの自分史
において大きな転換をもたらす出来事でもあった。さらに、第 2 回目の絵の募集
の前年に資料館から送られていた追跡調査には、「旧原爆の絵」の写真が添えら
れていたことから、それが記憶の呼び水となって「新原爆の絵」に影響したとも
考えられる。森岡さんに限らず、資料館の追跡調査が「新原爆の絵」に影響を与
えた可能性は否定できない。同じ構図で、もしくは、別のアングルから、あるい
は、ズームアップして同じ場面を描いている作者が何人もいるからである。
　森岡さんの他に、原爆体験の核となった場面や情景を 2 度にわたって描いた例
として、中津さんの絵がある。同じ場面を 2 度にわたって描いたのは、助けを求
められながらも応じることができなかったと悔やむ気持ちが、60 年近い年月の
経過にもかかわらず、薄れることがなかったからだろう。あるいは、悔いが残り
続けたことで、記憶が持続したともいえるだろう。
　心の棘となって残り続けた記憶を 2 度にわたって描いた絵がある一方で、記憶
の重荷が軽くなったからこそ、同じ場面が描けたと思われる絵がある。山田さん
の描いた米軍捕虜の絵である。死者の記憶に苦しんできた山田さんは、「旧原爆
の絵」で目撃した惨状を何枚もの絵にした。それに対して「新原爆の絵」は、1
枚を除いてすべて米兵捕虜の絵となっている。描いてもよかったのだろうかと思
い悩んだこともあったそうだが、絵にした米兵が、戦友に－死後ではあっても
－見つけ出してもらうことができたと知り、その手がかりとなった絵を描いて
よかったと思えたのである。だからこそ、「旧原爆の絵」で描いた米兵と、その
時には絵にしなかったもう 1 人の姿を「新原爆の絵」で改めて描いたのであろう。
　絵の表現に着目してみると、同じ場面を「新原爆の絵」ではより詳細に、ある
いは惨状をより写実的に描いた絵の方が、そうでない絵よりも多いことがわかっ
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た。「新原爆の絵」にある負傷者の姿の方が、「旧原爆の絵」よりも柔らかい表現
となっているのは、1 人のみである。これは、女学生や火傷の描写で得た結果と
共通するものである。同時に、悲惨さを強調する絵画表現に変化したものであっ
ても、描いた対象に手向ける思いが薄れたわけではないこともわかった。これも、
女学生の絵でみた結果と共通する点である。
　新旧「原爆の絵」で違う場面を描いた作者たちも、「旧原爆の絵」では描かなかっ
た惨い場面を描いたり、「新原爆の絵」では血の色を塗ったり、負傷者や死体を
より大きく、あるいは詳細に描いている。しかし、死者を悼む気持ちが薄れたか
らではない。たとえば、原田さんは、「旧原爆の絵」では絵にすることのなかっ
た火葬の場面を「新原爆の絵」に描いた。本当は絵に残したくなかったが、次の
世代に原爆の恐ろしさを知ってほしいという思いから、描くことにしたという。
しかし、それだけではないだろう。絵の中にお経を唱える男性の姿があるように、
惨い死を強いられた死者たちを慰霊する気持ちも、絵には込められているからで
ある。
　死者を悼む気持ちが表現された絵のなかには、池庄司さんや山田さんの絵のよ
うに、現実ではなく作者の心的情景を描いたものもある。とりわけ、山田さんが
描いた原爆ドームのなかの少女の絵からは、個人の記憶と集合的記憶との結びつ
きをみることができる。山田さんは、原爆ドームのなかに被爆死した少女を 2 度
ほど目撃したと振り返っている。本当に見えたのかもしれないが、代表的な被爆
のシンボル－あるいは、被爆の一般化されたイメージ（集合的記憶）－であ
るドームの中に、山田さんが実際に目撃した死んだ子どもたちの象徴として、少
女が浮かび上がってきたとも考えられる。ここに、集合的記憶と個人の感情記憶
との融合を見ることができよう。同じことは、高原さんの原爆ドーム前の母子の
絵にもいえるだろう。絵のなかで、集合的記憶としてのドームのイメージと、母
子を悼む高原さんの感情記憶が融合していると解釈することができるのである。
　池庄司さん、山田さんや高原さんの絵のように、「原爆の絵」は、見たままを
描写したものでは必ずしもない。作者が死者や瀕死の負傷者に手向ける思いが、
絵には込められているからだ。絵の中の負傷者に「血の色を塗らない」という選
択をしたり、負傷の状態を抽象的に表現した絵があるのは、死者に対する慰霊の
思いがあるからである。池庄司さんや山田さんの絵のように、実際に起こったわ
けではない心的現実を描いた絵にも、死者に手向ける思いが込められている。
　実際に見たわけではない情景を描いた絵のなかには、弟の記憶を描いた山田さ
んの絵のように、他者の記憶を描いたものもある。本稿では分析対象としなかっ
た絵のなかにも、子どもが母親の話をもとに、あるいは孫が祖父の話をもとに描
いた絵がある。ほかに、幼少期に被爆した作者が写真を参照しながら描いた絵や、
絵の上手な被爆者が他の被爆者の話を聞きながら描いた絵もある。さらに、「原
爆の絵」の描き手が被爆者だけではないことも明らかになった。例えば、被爆し
た夫の姿を描いた森岡さんやきのこ雲を描いた県外の作者たちである。描かれた
場面が作者の原爆体験であるとは限らないし、作者が被爆者であるとも限らない
のである。つまり、すべての「原爆の絵」について、被爆者の脳裏に焼きついた
記憶を表したものである、とは言い切れないのだ。
　トラウマ記憶という観点から検討しておきたいのが、「新原爆の絵」の方が「旧

104



原爆の絵」に比べて、負傷者や死体の傷を、色を使って、より生々しく、あるい
は焦点化して描いた絵が多いという点である。たしかに、新旧「原爆の絵」ともに、
全体として、脳裏に刻み込まれた惨状を描き出しており、長い年月を経てもなお
鮮明な被爆の記憶の性質を伝えている。しかし、トラウマ記憶の性質ゆえに、負
傷や死体の状態を生々しく描いているとはいえない。ひとつには、フラッシュバッ
クのように、絵が記憶を反映していると解釈するには無理があるからだ。トラウ
マ記憶に主導権を握られていたのでは、記憶を絵にすることはできない。絵を描
くという選択をするには、記憶に挑む主体的関与が求められるのだ。だからこそ、
死者を思う気持ちから、あえて生々しく描かないという選択をした作者もいるの
である 18。さらに、杉山さんの例が示すように、激しいトラウマとなった場面で
あるならば、なおさら抽象的にしか描けなかったり、絵にすることができなかっ
たのではないだろうか。少なくとも、「新原爆の絵」が「旧原爆の絵」に比べて生々
しい描写となっている理由を、トラウマ記憶の持続という観点から説明すること
はできない。
　他に考えられる要因として、集合的記憶が絵画表現に与える影響を取り上げた
い。きのこ雲の表象分析からは、きのこ雲という一般化された被爆のイメージ（集
合的記憶）によって、個々の作者の絵画表現や記憶の在り方が影響を受けている
ことが示唆された。負傷者や死体の描写についても、同じことがいえるのではな
いだろうか。たとえば、逆立った髪、焼け爛れ垂れさがった皮膚など、多くの絵
に共通する表象がある。それは、実際に個々の被爆者が目撃した負傷者や死者の
姿であっただろう。同時に、そうした個々の記憶が、繰り返し様々な媒体で表現
されることで、一般化されていったイメージや視覚表象でもある 19。絵で表現さ
れているのは、それぞれの作者の記憶であると同時に、個々の記憶が融合してで
きた集合的記憶なのである。翻って、個人が想起する光景は、一般化されたイメー
ジの影響下で想起されたものだともいえるのだ 20。つまり、原爆体験はそれぞれ
の作者に固有のものであったとしても、その記憶や記憶の表象は、集合的な枠組
みやイメージに少なからず影響を受けているのである。
　「新原爆の絵」における負傷の描写が写実的であるように感じられるのは、個々
の作者の記憶が鮮明だからというよりも、60 年近い月日によって記憶が少なか
らず薄れたことで、原爆被害の表象の型が、より強く作者の絵画表現に反映され
た結果なのかもしれない。分析の際に用いた指標が、カラーであるか否かという
ものを除いて、火傷の典型的な表象の有無であったことを踏まえるならば、あり
得る仮説だろうか。絵画表現の分析をより詳細に行い、一般化された表象の型が

「原爆の絵」にどのように出現しているかを特定することで、仮説を検討するこ
とができるだろう。今後の課題としたい。

18　作者の想いについては、拙著『「原爆の絵」と出会う－込められた想いに耳を澄
まして』（岩波ブックレット、2004 年）を参照されたい。
19　リニューアル前の原爆資料館本館で展示されていた被爆再現人形を思い起こされた
い。
20　たとえば、高原さんが学徒らを描いた絵（NG415-01）は、映画『ひろしま』（1952 年）
にある 1 シーンを思わせる。『ひろしま』が被爆の記憶に与えた影響について、西本雅
実さんにご教示いただいた。
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　原爆体験の記憶は、体験者に固有のものであるがゆえに、他者と共有すること
は不可能だといわれてきた。しかし、筆者がこれまで明らかにしてきたように、
被爆体験／原爆体験の記憶は、戦後日本のなかで形成されていったものであり、
その意味において、被爆者ではない者を含む社会の産物だといえる 21。きのこ雲
の分析では、実際に見たわけではない雲のイメージが、記憶の枠組みとして体験
者自身の記憶－少なくともその絵画表現－に影響を与えていることがわかっ
た。きのこ雲だけではない。記憶の枠組みとなったイメージは、きのこ雲や同心
円の地図がその典型であるように、体験者が出来事のただ中で手にしていたもの
ではなく、後に形成されていったものなのである。
　たしかに、体験それ自体は体験者に固有のものであるし、死者や負傷者の記憶
に苦しむことになったのも、その場に居合わせたがゆえのことである。しかし、
被爆者が過酷な記憶を絵に表現することができたのは、被爆の記憶の絵画的表現
を求める社会的な要請があったからであり、被爆の記憶が社会で共有されてきた
からこそでもあるのである。

21　前掲、拙著（2015 年）を参照されたい。
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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

1　会員
氏　名	 専門・対象分野 現職

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	文化財防災

センター長・同奈良文化財研究所副所長

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 広島市立大学広島平和研究所　准教授

静
しず
間
ま
　　清

きよし
　放射線物理学 広島大学　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
﨑　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　准教授

根
ね
本
もと
　雅

まさ
也
や 社会学 松山大学人文学部　准教授

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） 広島市立大学広島平和研究所　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

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 3年 4月 1日現在　会員 14 名　特別会員 1団体）
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