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研究ノート　２
長崎の原爆被爆に関する研究史を巡る一考察

―占領下の「復興」の問題に寄せて―

広島市立大学広島平和研究所講師
桐谷多恵子

はじめに
…
　この研究ノートは、長崎の原爆被爆に関する主要な先行研究を巡って、従来議
論されてこなかった問題を明らかにし、長崎の被爆問題に関していかなる議論が
必要であるのか、現時点での新たな問題提起を試みる1。
　筆者の長年追求してきた研究課題は、1945年後半から1950年を研究の対象時
期と据え、広島・長崎の原爆被爆者（以後、被爆者）の心象風景と意識の問題を、
両市の「復興」の対比の中で考察することである。今回の作業としては、戦後長崎
の被爆問題を解析していく手がかりを求め、「復興」をキーワードとして議論を展
開していく。
　広島市の戦後「復興」に関する調査を進める間に、長崎市が抱える特有の問題が
新たに見えてきた。広島の地方紙である『中国新聞』の1948年（昭和23年）8月1
日付の記事は、このことを示す一つの事例になっていると思うので、以下、記事
を抜粋し紹介する。この記事は、「原爆とモシモシ交歓」「長崎市長――平和復興
比べ――広島市長」という見出しで、長崎市長（大橋博）と広島市長（濵井信三）の
電話による対談を紹介している。以下に両市長の会談内容を記す。

「広島市長･･･思い出の戦災当日が近づいてきましたね、いろいろと多忙な
ことでしょう。広島ではご存知のノー・モア・ヒロシマズ運動を中心に平
和協会が各国の平和祭行進をすることになっていますが、そちらはどうで
すか。
長崎市長･･･われわれはですね、原子爆弾が広島に次で投下されたというこ
と、被爆が街の中心部を外れたため罹災者が広島の半数以下ということな
どで、ノー・モア・ヒロシマズ運動のような世界的な行事をやろうという
ところまではゆきませんが、とにかく原子爆弾という洗礼を受け多数の犠
牲者を出したことを無にすることがないよういろいろと平和的な行事を催
すことをしていますよ。」

「広島…被災地に二万余戸が建設され人口も24万余まで復帰しましたよ。
長崎…私の方は戦争中に膨張した新市街が被爆したので戦災地の復興は未
だですが、人口も戦災前27万人が今年になって20万人となってきました。
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したがって住宅問題が一番大きな悩みです。」
「広島…そちらの復興が広島より遅れている原因はなんですか。
長崎…助かった市の3分の2が元の繁華街だったので修理して人を入れるこ
とを1年間やったのでそれに手間取ったのです。廃墟の中へ新設していった
方がよかったのですが、半壊家屋の修理を急いだので焼跡まで手が伸びな
かったのです。しかし港湾施設と道路は大体復旧しましたよ、水道の潅水
はまだですがね。」

　以上、被爆３年後の新聞記事の紙面からも、広島・長崎両市の「復興」への足ど
りの異同を読み取ることができる。
　広島とは異なる長崎被爆の主要な問題を二つあげると、その一つには＜地域的
な問題＞があげられる。広島では原爆は都心部に投下されたが、長崎は市街中心
部から北へ約3ｋｍ離れた浦上地区が爆心地となった。浦上地区は、キリシタン
禁制下においても信仰を守り続けたカトリック信徒が潜伏し居住地とした地域で
あった。住民の約半数がカトリック信徒といわれ、多くの信徒が原爆の犠牲と
なった。更に、浦上ではキリシタンを監視させる目的で、被差別部落が隣り合わ
せでおかれていた。このような浦上地区の歴史的背景からも、長崎の被爆を考え
る際には、地域的な問題を念頭に置いて考察する必要がある。もう一つは、いわ
ば時系列と関わる問題であって、一般的に長崎は「二番目の被爆地」として認識さ
れてきたように、時間的な事柄があげられる。平たく言えば、広島を語れば長崎
をも語ることにされてしまうという問題が、意識的無意識的たるを問わず前面に
出た形で、原爆の問題を論じる際に取り扱われてきたといえる。要するに、原爆
に関する議論では、もっぱら広島の被爆に関心が寄せられてきたのが事実である2。
　とはいえ、学術・研究面では以下に先行研究として取り上げるように、主に
90年代から、長崎の被爆について、その独自の側面に光を当てる研究がなされ
てきた。以上のような筆者の関心に即して、長崎の原爆被爆を巡る主要な先行研
究を踏まえつつ、新たな視点からの問題提起を試みる。

1． 先行研究史　および　問題提起

１－１．先行研究の省察
　評価の問題はひとまず措くとして、被爆問題に関連した発言や報道では、広島
と長崎は、それぞれ「怒りの広島」、「祈りの長崎」と形容されることが様々な場面
で生じた。長崎の被爆に関する論考では、「祈りの長崎」に光が当てられ、「祈り」
の長崎についての議論が長崎被爆の問題を紐解く定式となっていった。そしてそ
の一種の流れともいえる論旨に沿って研究面での議論が展開されてきた点は先行
研究史の軌跡として指摘できよう。
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　以上と関連して、先行研究史としては、まず高橋眞司の研究に着目する。高橋
は、長崎被爆に関する視座として、後の研究史の流れを作ることとなる重要な視
点を二つ提起した。
　一つは、「祈りの長崎」の定式化にとって関わりの深い人物として、長崎の被爆
者であった医師の永井隆に注目したことである。その場合、永井のカトリック信
仰者の立場からする長崎被爆の思想化の営みを「浦上燔祭説」と名づけた。「燔
祭」とは、古代ユダヤ教において重要とされた儀式で、生贄に動物を祭壇上で焼
き、神にささげたことを意味している。「浦上燔祭説」の基となっているのは、永
井隆が1945年11月23日、浦上天主堂の合同葬において信徒代表として読み上げ
た「原子爆弾死者合同葬弔辞」である。以下、内容を抜粋する。
　「米軍の飛行士は浦上を狙ったのではなく、神の御摂理によって爆弾が地点に
もち来らされたものと解釈されないこともありますまい」、「終戦と浦上潰滅との
間に深い関係がありはしないか。世界大戦争という人類の罪悪の償いとして、日
本唯一の聖地浦上が犠牲の祭壇に屠られ燃やさるべき潔き子羊として選ばれたの
ではないでしょうか」、「然るに浦上が屠られた瞬間初めて神はこれを受け納め給
い、人類の侘びをきき、忽ち天皇陛下に天啓を垂れ、終戦の聖断を下させ給うた
のであります。」「この子羊の犠牲によって、今後更に戦火を蒙る筈であった幾
千万の人々が救われたのであります。」3

　以上が永井の「燔祭」説に関わる文章の抜粋である。
　高橋は、「浦上燔祭説の歴史的意義として、何よりもまず、二重の免責」をあげ
ている。「二重の免責」について高橋は、「長崎への原爆投下がもし神の摂理によ
るのであれば、無謀な十五年戦争を開始遂行し、戦争の終結を遅延させた、天皇
を頂点とする日本国家の最高責任者たちの責任は免除されることになる。同様に、
原子爆弾を使用したアメリカ合衆国の最高責任者たちの責任もまた免除されるこ
とになる4」と永井の「燔祭」説に対して厳しい指摘を行った。
　次に、高橋はなぜ永井が「浦上燔祭説」のような思想を抱くに至ったのかを読み
解く方法として、「長崎の二重構造」という観点を提起した。高橋は、長崎の旧市
街の人々と浦上のキリシタンとのあいだには、キリスト教伝来以来の弾圧、迫害、
差別の長い歴史が存在しており、「浦上をキリシタン部落として差別5」してきた
歴史を指摘して、これを「長崎の二重構造」と名付けた。また高橋は、「長崎には
二つの焦点がある」と論じて、「一つは南山手にあるグラバー園の港長崎」であり、
もう一つは「キリシタン長崎」といわれるところの浦上であると言明した6。そし
て、港長崎とキリシタン長崎の歴史的地域的対立の根底には人間的・宗教的対立
があると指摘した。諏訪神社とその祭礼の「くんち」を盛り立ててきた旧市街地の
人々は、浦上のキリシタンの上に原爆が爆裂したのは、諏訪神社に参詣しないた
めであるとして、旧市街の人びとが「原子爆弾は天罰なのだ」と浦上の人々を罵倒
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したことに対する浦上信徒の「切り返しの論理…」として「浦上燔祭説」が生じたと
分析した7。つまり、高橋の謂う「長崎の二重構造」とは、浦上のカトリック信徒
の観点から出てくる「二重構造」であることが読み取れる。
　以上、長崎原爆を考察する際に「浦上燔祭説」と「長崎の二重構造」を提起した点
で高橋の研究は、それまでの研究を一段階進めたといえよう。そして高橋は、被
爆以前から存在した浦上と旧市街の人々との宗教上における対立を基に、被爆後
においても原爆投下を巡る見解の相違が存在したと主張した。
　高橋の研究を筆頭として、長崎被爆に関する議論は「祈りの長崎」から出発し、
永井隆の「浦上燔祭説」の議論、そして「長崎の二重構造」に乗っかる形で議論が進
展してきたといえよう。以下、高橋以後の主要な論稿を年代順に取り上げると次
のようになる。
　まず、西村明の論文「祈りの長崎――永井隆と原爆死者」8を取り上げてみよう。
西村は、長崎における原爆死者に対する生者の態度の考察を目標に、永井隆の原
爆死者への態度を取り上げている。西村は宗教学的な視点から永井の思想と活動
を詳しく分析し、長崎におけるその意味を究明している。だが、宗教学に特化し
ているために、永井が発言を余儀なくされた時期の冷戦政策を基調とするアメリ
カの占領政策に対する洞察が欠けている点や、永井に対する批判も高橋と異なっ
て日本の戦争責任に対する問題に具体的に言及していないために、永井の思想面
を分析するうえではいささか弱い点があるのではないかと筆者自身は考える。筆
者の問題関心と照らし合わせて述べれば、西村のいう、原爆死者への態度とは対
照的に、生き残った人々に対する永井の態度はどのようなものであったのか、と
いう点が戦後における永井の思想においては最も重要な点であると筆者は考える。
西村を含むこれまでの先行研究では、高橋による永井解釈を全面的に受け入れた
形で、永井個人の思想論に議論を発展させるか、もしくは、高橋の議論を批判し
て宗教学的に特化する形で分析が提示されてきた。長崎の被爆問題を考察する上
で、果して永井隆の思想はそれ程にも特異な性格のものであろうか。筆者の考察
では、永井は、生きる希望のない浦上のカトリック信徒に対して、＜生きよ！＞
という魂の救済のメッセージを、人々の心に一番届くと考えたキリスト教の教義
である「燔祭」説に乗せて語ったものであると分析している。それはまさに、永井
によるカトリック信徒の人々への隣人愛の行為そのものであったといえる。この
点についての詳細は、本稿において議論を行わないが、さしあたり筆者の博士論
文「戦後広島・長崎両市の「復興」と被爆者の視点（1945年～ 1950年）」（2009年）の
５部第２章を参照願いたい。
　次に、新木武志の研究9は、高橋の提起した「浦上燔祭説」と「長崎の二重構造」
という議論を展開している。新木の分析によると、浦上と旧市街地で対立してい
ながらも、「長崎市民の多くは原爆や被爆者について忘れたがっていた10」という
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点を指摘し、そして「占領下の長崎では、原爆が戦争を終わらせたとされるなか、
浦上の人々を中心とした被爆体験が長崎市民の体験に回収されることで、長崎市
は平和の犠牲と位置づけられた11」と分析している。新木の議論では高橋と同様
に、長崎の被爆を「浦上の被爆」と位置づけている印象を受ける。だが、長崎の被
爆は浦上に限定して解釈できるかという疑問も一方で生じる。そうはいうものの、
新木の戦後長崎市の「復興」政策に関連しての議論12は、史料調査に基づく実証的
議論であり、長崎市の復興史を考察する上で評価できる。しかしながら、用いて
いる史料がもっぱら復興政策に携わった長崎市や長崎県の行政府側の史料である
ために、長崎市民から見た「復興」に関する議論は不足していると指摘できよう。
また、先行研究史の言及がないために、新木自身が新たに指摘し、解析した点が
どこにあるのか不明確である点は指摘せざるをえない。
　更に、末廣眞由美の論稿13では、旧市街と浦上という区分法を前提として、長
崎市の「復興」の経緯において戦後長崎市が抱えた「慰霊と平和祈念のはざま」の問
題を指摘している。末廣は、「長崎では原爆死没者の慰霊を行う主体と、平和を
祈念する主体が分裂を起こしている14」と表象文化論的な視点から衝いている。
同論稿では、「慰霊」と「平和祈念」を言語表象の操作において分析しているのだが、
果たして、人間存在に関わるような被爆問題を、表象としての言語操作に留まっ
て分析することが可能なのであろうか。これに関しては、同論稿には総合的観点
が欠けている憾みを指摘せざるをえない。
　次に、本研究ノートの先行研究としての流れとは異なる論稿として新木の論稿
と関連して、岩本聖光15の論文…に言及しておきたい。岩本は、その論文におい
て「長崎における原爆観…」を占領期に刊行されたプランゲ文庫を調査して「原爆に
関する文章はでてこない」と記している。その理由として、「原爆の被害が必ずし
も長崎県民全体で共有されたものではなかった」、「それは同じ長崎市においても
言える」16と分析しているが、この点については、尚プランゲ文庫等の史料調査
が必要であり、長崎市民の意識調査の面からも検討されるべきであろう。
　最後に、長崎市における戦災復興計画に関する先行研究を挙げると、石丸紀興

『長崎の戦災復興計画と事業――いくつかの談話と資料等による記録17』が存在す
る。石丸の主な研究として、広島市の戦災復興計画を建築学の分野から研究した
ものがある。本研究は、石丸が広島の研究を行う中で長崎はどうなっているのか
を調査した際に、長崎は「資料もはっきりしていない18」と考え、当時の関係者か
ら復興計画に関するインタビューを集めたものであり、その中には、建築関係の
雑誌や『長崎新聞』で掲載された復興計画に関する記事もいくつか紹介されている。
いずれも紹介に留まり、史料分析などは行なわれていない。石丸によるこの「記
録」は、先行研究という位置づけではなく、むしろ記録的に貴重であるために、
史料として捉えるべき価値の研究といえよう。
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以上の先行研究の省察を踏まえ、以下、問題の提起を行う。19

１－２．問題の提起
　長崎の被爆に関する議論では、一種の流れのような定式がつくられ、それに
沿って先行研究が積み上げられてきたとも言える。
　高橋が提起した「長崎の二重構造」について、これを長崎の問題とみなすことは、
一面では当たっていると思われる。その面では、高橋の論旨に沿って先行研究の
業績が積み上げられてきたことも理解できる。しかしながら、高橋の謂う「長崎
の二重構造」とは、浦上のカトリック信徒の観点から問題が提起されているので
あり、宗教を巡る異質の問題を指摘している。要するに、高橋の指摘内容では、
宗教を巡る2つの種類を挙げるに留まっており、構造を解き明かす議論にはなっ
ていないのではないか、という点をまずは指摘しておきたい。つまり、構造を見
るには、両者の間に共通点が存在していなければならないと筆者は考えるが、先
行研究においては浦上と旧市街地の根底に存在する共通点が明記されていないの
である。この点からも、本稿はこれまでの先行研究の単なる延長線上に位置する
ものではない。これまでの先行研究――特に、筆者の問題関心と重なる論考では、
高橋・新木・末廣による論旨が挙げられよう――を高く評価しながらも、大きく
いえば２つの点で筆者は疑義を持たざるを得ない。
　一つは、原爆の「記憶」やそれに纏わる思想について、その担い手の主体にたい
する認識があいまいのままに描かれてきたのではないかという疑念である。いい
かえれば、長崎市民の視点からの分析が、充分に行われていない点である。特に、

「復興」の問題に関しては、先行研究においては、住民の視点からの分析は乏しい
状況にある。
　第二の問題としては、上記の疑問とも関連しているが、長崎被爆を考察する上
で、いわゆる「長崎の二重構造」論から抜け落ちている要因があるのではないかと
いう点である。従来、長崎の被爆の問題が爆心地の浦上地区に限定された形で問
題にされてきた。そのために、長崎の原爆被害に関しては、爆心地の浦上地区以
外の長崎市民の被爆問題に関する発掘が進んでいない状態にある。長崎市の中心
部である旧市街地の市民の動きも、浦上地区の動きと同様に、論じられるべきで
はないだろうか。
　以上を要するに、本研究ノートでは、長崎被爆に関する問題を考察する上で重
点となる、長崎の歴史において複数で多面的な人々の動向を読み解くために、地
域を区別し、長崎市民の動向から被爆問題を論じることを試みる。つまり、長崎
の被爆問題を多角的な視点から捉えるという目的である。その作業を通して、潜
在する問題を立体的に浮かび上がらせることが本稿の課題である。
　そもそも「復興」という言葉はこれまで学問に限らずに様々な場で多用されてき
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た。しかしながら、＜復興とは何か＞という本質的な議論は深められずに今日に
至っているといっても過言ではない。筆者としては、それこそが大きな問題であ
ると考え、本稿が＜復興とは何か＞という議論の入り口論としての一翼を担えれ
ばという思いである。
　筆者がこれまでの研究を通して簡潔に復興を問えば、その意味とは、失われた
人間の生活の場を再び創り上げていく行為――つまり、生きる意欲を再び喚びお
こす活動――であると考える。＜生きる＞ということは有機的な構造において成
り立っているために、生活の場における復興は、人間が生きていくうえで必要な
総合的観点からの分析が必要である。つまり、歴史、政治、社会、経済、法律、
思想などの多角的な視点から、復興の分析は取り組まれるべきである。特に、人
間の足元からの――その地域に住むひとびとから見た――復興が問い直されるべ
きではないだろうか。しかし、これまでの研究においては多角的な視点から復興
は十分に議論されてこなかった。それどころか、著名な政治家や企業家である一
部の重鎮の半生を通して、都市復興の全体像を描いてみたり、もしくは、公園や
モニュメント建設などの行政府が行った記念施設の建設作業を「復興」と呼ぶ議論
が行われてきたきらいがある。更に、その際に用いられる史料は、行政府側がま
とめた史料が主流であった。以上の復興に関する議論の積み重ねを鑑みれば、一
次史料にあたり、生存者である住民の視点から、これまでの「復興」論を再検討す
べきであろう。
　更に問題の所在を深く問うならば、被爆都市の「復興」に関する議論において欠
如している点は、そもそも＜被爆により抱えた問題とは何か＞という議論が丁寧
になされていないのではないか、という疑念を筆者は抱くに至った。以上の問題
意識に根差して、本稿では「復興」問題を具体的に議論しながら、地域に根差した
長崎の被爆問題そのものと向き合う、という性格を持つ。
　このような問題の提起に立つ本稿では、個別的な議題を取り上げて議論するこ
とは困難であり、まずは大まかな流れを掴むことによって問題を照射することに
主眼を置かざるを得ないことをお断りしておく。研究ノートであるという性格か
らもこの点は強調せざるをえない。
　構成について述べれば、まず本論考の大前提となる被爆後の長崎の「復興史」を
長崎市当局の見解に沿って概観する。その際に行政府側の本音を窺わせる資料を
紹介しながら、「復興」政策において抱えた問題点を浮かび上がらせる。次に、市
当局側の史料に対して、長崎市民の動向を断面的ではあるにせよ住民の視点から
浮かび上がらせることに取組む。そして、旧市街地と一括りにされ、議論の乏し
い都心部の人々の動きについて、特に青年たちの戦後の活動に焦点を定めて考察
する。その際に、可能な限り具体的な事例を通して、そこから照射される問題を
捉えることを目標とする。最後に各章の考察から何が見えてきたのか、長崎の被
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爆問題を読み解く上で新たに見えてきた課題を提起して結びにかえる。

２．市当局の見解に基づく戦後長崎市の「復興」政策の概観

　いわゆる長崎市の「復興」を全般的に概観するために、長崎市や長崎県の行政府
側の史料に基づいて復興事業を概観する。

２－１．1946―1948における長崎市の「復興」政策
　1945年8月9日に原爆が投下され、浦上一帯は廃墟と化し、市役所や県庁が集
中していた長崎市の中心部へも火災が広がり一帯が焼失した。敗戦後、長崎市の
財政事情及び、土地区画整理事業を推進してゆく技術者がいないこと等により、
長崎市では復興事業の施行が困難な為に、長崎市長は長崎県知事にたいし県にお
いて事業の実施をしてもらいたい旨を申し出た。これによって戦後の長崎市の復
興政策は長崎県知事が行う事業として実施された。ただし、長崎市側も出来る限
りの工事は行う決意を示し、街路、上下水道の工事は長崎市長執行となった20。
復興計画の基本的な都市像は、軍需都市的色彩を拭い去り、海外貿易、造船業、
水産業を基盤に、人口20万人を想定し、行政・文化・経済の地方中心都市とし
て復興発展を目指すものであった21。
　1944年の秋に京都から長崎に軍都整備事業として区画整理事業を行うために
赴任した矢内保夫は、敗戦後より長崎市の戦災復興事業を担当する中心人物と
なった。敗戦直後の９月には本省より復興計画案の提出を求められ、長崎市の状
況を目前に「長崎は果して復興するだろうか、浦上駅（原爆投下の爆心地より長崎
市の都心部の方向へ約１kmの距離）のあたりまでも市街地になれば立派なもの
だ22」と考え、「市街地の焼けた所から浦上駅前付近まで、約60万坪位と思うがそ
れを区域として」計画したが、今泉圭三郎（当時長崎県土木課長）の「浦上駅までと
いうのは少し消極的だ、もっと景気よくやるべきだ23」という意見もあり、最終
的に180万坪の区域に決定した。
　未公刊文書として長崎県立図書館に所蔵されている1946年4月27日の「戦災都
市復興委員会議事録」には、長崎県が当初計画した復興に関する指針が示されて
いる。その中で「長崎は御存知の通り原子爆弾にやられたのでありますから、長
崎駅付近及びそれ以上の地帯は全くの廃墟となって失ったのであります。従ひま
して罹災地の内には余り市街化していなかった区域もありまして、これを全部復
興の対象とする必要はないのであります。そこで一応長崎市将来の人口を考えま
して、それを収容するに足るだけの土地に就き事業を実施するという考え方をし
たのであります24」と復興政策の方針において爆心地となった罹災地の中で「余り
市街化していなかった区域」については、まずは復興事業の対象から外す方針が
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述べられている。更に、復興事業に携わった関係者が「長崎駅の辺りに原爆が投
下されていたら殆ど全市がやられて居つたと思うが幸い当時新市街地と謂われた
浦上谷の真上500米の処で破裂したのでその一谷が壊滅した丈で、他の旧市街の
谷々は前述した通りひどい痛手をうけたものの焼失は免れ、当時市民に取つて大
きな心の支えとなつた25」と回顧録で記した様に、「市民」にとって「新市街地」の

「浦上谷」が壊滅したことは、それほど痛手とはなっていないという解釈が述べら
れている。
　長崎市の復興政策の中心となった矢内は、1946年11月12日の『長崎新聞』で郷
土論壇において「都市の復興」という題で、「敗戦後の日本の現實は余りにも酷し
い」「自由にして美しい国、新日本建設への希望無くしてはこの國の再建は不可
能である。復興展に見られる美しい町の出現を夢みつつ全市民が協力するところ
に、長崎の復興が完成せられるのではなかろうか」と長崎の復興に対して意見を
述べている。この矢内の復興政策に対する考えは、まさに敗戦国日本の復興の姿
一般と重ね合わさり、そこからは被爆都市という立場からの復興政策の意図は読
み取れない。被爆都市として戦後間もなくより、「平和都市」を唱える広島市とは
異なり、長崎市は、戦前の長崎を復古させるかのように「貿易、水産、観光」の復
興に力が注がれていった。
　以上、戦後初期の段階での行政府側の史料や回顧録から読み取れたことは、爆
心地の浦上地区を「余り市街化していなかった区域」として、「復興」の対象から切
り捨てた形で復興事業が進められていった点である。他方で同時に読み取れるの
は、長崎市の中心部である旧市街地の「復興」に復興事業の主眼が置かれた点であ
る。26

２－２．長崎国際文化都市建設法と長崎市の「復興」政策
　1948年の暮れに、長崎県選出の若松虎雄衆議院議員から大橋博市長に、広島
市が原爆罹災からの復興のために国からの補助を受けて「平和都市」を建設するた
めの特別法の制定を国会に働きかけているという知らせが入った。大橋市長や市
議会議員は急遽上京し、長崎も広島と同じ「原爆罹災地」であることを訴えた。広
島側と長崎側で意見の交換が行われ、最終的に「長崎市原爆災害復興及び国際平
和都市建設に関する請願書」が提出され、1949年8月に「広島平和記念都市建設
法」と共に「長崎国際文化都市建設法」が制定された。広島平和都市建設法の第一
条は「この法律は、恒久平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島
市を平和記念都市として建設することを目的とする」と据えたのに対し、長崎国
際文化都市建設法の第一条は「この法律は、国際文化の向上をはかり、恒久平和
の理想を達成するために長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする
27」と定めた。当時の関係者によると「国際文化」という言葉がどうして生れたの
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かについては、「向こうが平和なら長崎は文化の発祥地だから文化という言葉が
出て、国際文化にしようと28」決定された経緯が述べられている。
　この指定により「５箇年復興計画」が樹立され、「重工業の復活、水産業の活況
と相まって産業面に活発な動き」として現れた。1950年には、長崎市は「全国観
光都邑」に第１位をもって入選し、「観光都市としての画期的な飛躍」を遂げ、旅
行者は約230万人に達した29。
　国際文化都市建設法の公布施行により既定の復興計画に全面的な検討が加えら
れ、1951年には「国際文化都市建設計画」が決定された30。国際文化都市建設計画
により記念施設として、原爆投下の爆心地を含む周辺４箇所を平和公園とし、そ
の中の一部に国際文化会館を建設するという計画が決定された。平和公園につい
ては、1951年より整地工事、文化会館建設のために1950年に用地買収を進め、
国の補助の上でそれぞれ1955年、1954年に建設が完了した31。
　以上のように長崎市は「長崎国際文化都市建設法」の制定により、爆心地付近に
平和公園を作り、国際文化会館を設立するなど、それまで復興政策に着手してこ
なかった浦上地区に「平和」や「国際文化」と名のついた建造物を造っていった。当
時、公園の計画に携わった人物は、「長崎市は平和公園も観光地ぐらいにしか
思っていないんです。観光地でお客さんが来て、旅館が繁栄して、バス会社がも
うかればそれはそれでいいんだと。その思想的な、あるいは宗教的、その他文化
的な公園なんていう次元の高い考え方、持っていないんですよ。それで今のよう
な形になっておるわけです32」と長崎市側の対応を指摘している。また、長崎出
身で、戦災復興院の嘱託として長崎、広島、呉の復興計画に携わった武基夫は、
1983年に「今の長崎を見てどう思われますか」というインタビュアーの質問に対
して「浦上もなるがままなったし、県庁前は確かに大きなビルやなんか建って立
派な通りになりまして33」と復興を評価した。浦上地区の復興の様子を「なるがま
ま」と言及したことから、いうならば精神的・身体的な痛手を抱えながら生き抜
いてきた浦上地区の被爆者の救護や援護を含めた復興政策に着手してこなかった
行政側の本音が内在していると読み取れる。長崎市や県の復興政策では、被爆に
より壊滅した浦上地区への復興は後回しにされ、浦上地区の再建作業やそこに住
む被爆者を含む住民への支援より先に、建造物を次々と造り、建設面での「復興」
に着手されていった点が如実に現われている。

3． 浦上地区の住民の復興
　以上、行政府側の「復興」政策の中で、浦上地区の住民は原爆荒野においてどの
ような復興を行ってきたのであろうか。これまでの先行研究では、肝心な浦上の
住民被爆者の実態についての分析は十分ではないため、その点を重視して本章で
は浦上地区の復興について概観する。
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３－１．歴史の中の浦上
　「港長崎」と呼ばれる市街地から北面に進み、浦上川流域に至ると、いわゆる

「浦上」と呼ばれる地域に入る。キリシタン禁教政策下において、信徒の一部は、
所謂「潜伏キリシタン」となって、およそ250年、七代にわたり浦上の地で信仰を
守り続けた。江戸時代から明治はじめにかけてのキリスト教弾圧により、浦上の
キリシタンの村は、1790年（寛政2年）の「浦上一番崩れ」以来、一村総流罪とされ
た「浦上四番崩れ」（1867年　慶応3年）まで主なものを挙げれば実に4回に渡り
大弾圧が行われた34。改宗に応じない信徒に対しては、はりつけ、火炙り、穴づ
り、地獄責めなどの残虐な刑が加えられた。
　更に、長年に及ぶキリシタン弾圧の中、長崎県内60の被差別部落は、全てが
キリシタン弾圧の手先として、あるいは密偵としての役割で配置されたといわれ
ている…。浦川和三郎の『浦上切支丹史』には、「浦上切支丹」に対する弾圧の歴史
が記されているが、その中でカトリック信徒と被差別部落民との対立が記されて
いる。浦上地区は長い間、抑圧され、差別を受けてきた人々が住む地域であり、
被差別者同士が「血で血を洗う35」歴史を持つ地区であった。
　弾圧されても改宗しない信徒の信仰の深さを前に、浦上村民総流罪の「浦上四
番崩れ」を行い、村民3,394人が20藩22 ヶ所に流配され36、キリシタンの村は人
跡絶えた37。1873年（明治6年）に「切支丹禁制の高札」が撤去され38、流配からか
ろうじて浦上に戻った信徒たちによって再び、キリシタンの村は再建された。信
仰が自由になったカトリック信徒たちは、「神の家」、魂のよりどころである教会
を立てることを切望し39、30年の年月を掛けて「浦上天主堂」を建てた。長い受難
の歴史を持つ浦上の地に「昭和の大崩れ」といわれる原爆が1945年8月9日に投下
され、信徒12,000人のうち、8,500余人の命が奪われた40。
　長崎市は1920年10月1日、爆心地となった「浦上山里村」と「上長崎村」（いわ
ゆる「浦上地区」）を第二次市勢拡張によって長崎市に編入した。そして、1937年
４月の三菱重工業長崎製鋼所の開設を始めとして、三菱系の兵器・造船・電気の
各工場および関連工場の進出によって浦上は新興工業地区を形成し、三菱造船所、
三菱電機製作所の本工場が並ぶ西岸と共に軍需工業地帯として発展した。
　第２次世界大戦の勃発にともない、貿易が激減する一方で軍需重工業、特に造
船関係が飛躍的に発展し、1943年4月1日には第３次市域拡張を行い、一躍人口
25万に達する都市となった41。長崎では戦時体制下において、長崎港西岸一帯と
浦上川沿い北部地域に軍需産業関連工場が集中し、それに関係して電気やガスな
どのエネルギー施設、寮や病院、グランドなどの福利厚生施設が長崎駅以北に建
てられ、浦上地区方面は、軍需工場を中心に開発されていった42。
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３－２．浦上の住民被爆者と復興の遅れ
　以上の浦上地区の歴史からも分かるように、浦上地区は、市に編入されてわず
か25年余りで爆心地となり壊滅した。更に、住民の約半数がカトリック信徒の
居住地であった。本節では、爆心地付近で被爆した浦上のいうならば＜住民被爆
者＞の心象を、限られた例証ではあるが考察する43。
　まず、筆者自身が浦上のカトリック教徒の被爆者から聞き取りした事例を紹介
したい。浦上の自宅付近で被爆した片岡津代氏44は「全身焼かれてしまって、世
界に誇っていた浦上も壊され、教会まで壊されてしまって、“神はいるのか？”と
ちょっと思ってしまった。次の瞬間、“あぁ、こんなこと言ってはいけない。神
様、今、疑ったことをお許し下さい。”と、そこで泣いた。食べ物もない。働けな
い。“姉と死んでおけばよかったのに！”と20分も声をたてて泣いた。そして“神
様、許して下さい”といって、フランシスコ〔浦上第一病院――筆者〕へ戻った」、

「『神の摂理やろか、そうやろか』とカトリックを疑うようになる。『神は人類を救
う者なのに、こんなに何もしない子どもたちを殺してしまうのか。』と思うように
だんだんとなった。半分半分この思いがあった。」と述べて、キリスト教徒弾圧か
ら長年守り続けてきた信仰さえも、被爆によって揺らいでしまった心境を語った。
更には、信仰の問題以上に深刻であったのが、自力で復興させなければならない
苦しい生活の中で、失った家族への深い悲しみのあまり、一緒に「死んでおけば
よかった」、「いっそのこと、あの時にひと思いに死んでいたほうがよかった45」
と生きていくことに失望している住民被爆者の状況が明らかとなった。実際にこ
れを裏付けるように、敗戦後に全国からカトリック神父が浦上へ向い、信徒に生
きる希望を、信仰の言葉を通して与えていたことが、信徒の人々への著者自身に
よる聞き取り調査や信徒の手記46からも明らかとなっている。また片岡氏は、

「カトリックの教えがなかったらとっくに死んでいた。命を繋いでもらった宗教。
神様にいただいた命を傷つけることは、大罪になる。『死ぬこともできない、生
きることもできない。神様、私に生きる糧を下さい』そう祈った」として、生きる
糧を再び信仰を通して得られたことを述べている。居住地が灰と化した浦上では、
一家潰滅という状況も多く存在し、身内や肉親を見捨てて生き残ってしまったと
いう浦上の信徒の悔恨、何故自分だけが助かってしまったのかという思い、また
その思いを踏みにじるような長崎の他地域の人々の発言から、家族と一緒に死ん
でおけばよかった、という思いに駆られて苦しみながら生きていた。
　ところで、戦後の浦上の復興の足どりについては、永井隆編『原子雲の下に生
きて』、『私たちは長崎にいた』に記されており、永井は「原子野生活は生命を辛う
じてつなぐことのできた、まことにみじめなもの」と述べ「『犬小屋』の生活」と表
した47。家を失った多くの住民被爆者はバラック生活を余儀なくされた48。バラッ
ク生活といえども、一世帯の生活ではなく、本家の屋敷にバラックを建て、そこ
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に親戚幾世帯かの生き残りの人々が集まって「とりあえず生活49」を送る「合世帯
の共同バラック」に身を寄せていたことも少なくなかった50。家を失った家庭の
一例を見ると、「穴ぐら生活を十五日間、バラック生活を約一年間51」送り、「い
つまでもバラック生活では困る。早く本建築の家を建ててきちんとした生活をし
なければ…52」と思い悩み、大工を探しようやく家を建築しており、まさに自力
復興の様子が浮かび上がってくる。廃墟となった浦上において自力で生活を立て
直すことは困難極まりなく、更には放射能障害が発症すると益々生活を送ること
は困難になり、「こんな目にあって生きるより、原子の火で焼き殺されていた方
がよかった53」との思いが起こったと記している。1949年に永井隆が爆心地近く
の山里小学校の児童に手記をつのった『原子雲の下に生きて』には爆心地付近で暮
らす子供たちの心境が記されており、住民の立場から復興を考察する上で参考に
なる。一人の児童は都心部には「広々としたりっぱな道路もできました。四年前
のあのころと考え比べてみますと、本当に想像ができないくらい復興してきまし
た。でも、家と言ってもバッラク建てでありますから、昔のようになるには、大
分日数がかかると思います54」というように浦上の復興の遅れを記し、別の児童
は「ある夜のこと、土手の上に登って、はるか町の方を見下ろすと、なんという
ことだ。どこまでも明るく見えるではないか！――電灯が輝いているのだ。…ぼ
くたちもあの電灯をうちのバラック小屋につけてもらいたいなあと思った55」と
記し、都心部と浦上の復興の差をまざまざと示している56。また、戦後の浦上地
区の復興の遅れは著しかったという証言も得ている57。
　２．において先述のように、特別法の制定により長崎においても浦上の爆心地
付近への「復興」政策が県や市当局により着手されはじめるが、住民の被爆者は、

「復興」政策に対して強い違和感を抱くようになる。平和公園整地が進められ、
「平和祈念像」（1955年8月8日完成）の建設に至ったが、被爆者の福田須磨子（自
身は爆心地より1.8kmで被爆し全身打撲症、自宅は爆心地から0.2kmに位置して
いたために壊滅し、父母と姉は爆死した。）は、平和祈念像の完成を受け、以下の
ように被爆者のやりきれない心境をぶつけた。

「何も彼も　いやになりました。原子野に　きつ立する巨大な平和像　それはい
い　それはいいけど　そのお金で　何とかならなかつたかしら　“石の像は食え
ぬし、腹の足しにならぬ”　さもしいと　いって下さいますな　原爆後十年をぎ
りぎりに生きる　被災者の　偽らぬ心境です58」
　また、長崎市の浦上第一病院（爆心地より1.4km　現　フランシスコ病院）で被
爆し、それ以降被爆者の治療に従事した秋月辰一郎医師は『「原爆」と三十年』にお
いて、長崎市、及び、浦上の「復興」に対する違和感を記している。
　「私たちは錯覚する。長崎市は原爆の灰から復興した。浦上も無残な原子野か
ら不死鳥のごとく復活したと。しかし、よく見ると復興でも復活でもない。あの
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とき以来、人間の生命は圧殺され、亡びて、辛うじて生き残った者は、浦上の片
隅に追いやられ、小さく苦痛に生き延びてきた。そして原爆を体験しなかったひ
とびとは、『もう原爆の傷あとは残らない』と、いつもいう。それは復興ではな
かった。死んだ、あるいは病めるひとびとに替わって、日本の戦後復興という名
で、新しい経済的欲望追求の都市に取って替わったのである。59」
　以上、浦上の被爆者が苦しんで生活を送る状況が多々存在しながらも、被爆者
への援護は行われず、爆心地の浦上地区において被爆住民が自力で復興に立ち上
がらなければならなかった状況が、住民の証言や手記から読み取れる。それとは
対照的に、「半壊」状態であった市の中心部から復興は着手され、廃墟の浦上地区
との復興の差は顕著となった。市の中心部の復興が進み、それに対して浦上の復
興は進まない中で、アメニティ面において浦上の住民が抱いた不満は大きかった。
復興の遅れが目立つ浦上地区において住民被爆者は、年月を掛け、自力復興によ
り生き抜いてきたのである。

４．長崎の被爆者

　浦上地区の＜住民被爆者＞以外の、長崎の被爆者の意識とは如何なるもので
あったのだろうか。これは、目下筆者が取り組んでいる研究課題である。なお、
詳細については今後の検討に委ねるが、戦後長崎市においては、大きく分けて、
以下５つのタイプの市民を抱えることとなった。

①浦上の住民被爆者、②被動員被爆者、③爆心地から離れたところ（例えば
旧市街地の付近）で被爆した被爆者、④爆心地から離れたところで被爆し、
その後に爆心地に入っていった被爆者、⑤長崎市に復員してきた市民など、
①-④以外の長崎市民

以上、①-⑤をどう定義するのかについては、誰がどこでどのように被爆60した
かも含めては未だに明確に把握することができない非常に難しい問題である。つ
まり、それほどまでに被爆問題は深刻な問題なのである。しかしながら、本論稿
においては議論の整理のためにも、大まかな区別をせざるを得ない。②を例とし
て、以下、長崎の被爆問題について説明することにする。

４－１．被動員被爆者
　ここでは、地域的な問題を抱える長崎の被爆問題を考察するために、＜被動員
被爆者＞という、＜住民被爆者＞と異なるカテゴリーの被爆者の存在を意識した
上で、長崎の被爆を議論する。
　浦上の住民被爆者を受けて、それと並ぶ重要なカテゴリーとして、兵器工場へ
の被動員者として被爆した他地域在住の被爆者について、ここでは簡潔に考察し
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ておく。他地域の被動員者としての被爆者は、長崎市内各地から三菱の兵器工場
に動員され、その多くは被爆後にいわば帰る家が存在していた。爆心地付近の兵
器工場で被爆した人々は、重傷を負いながらも、それぞれが自分の家へ帰宅する
と、命が助かったことを喜び迎え介護に手を尽くす家族がいた。我が家へ戻った
他地区（例えば、旧市街地）からの被爆者は、被爆していない（直接に放射線被害
を受けていない）家族（地域の存在している体制に支えられた）の看病の下で命を
繋いでいった。一例を挙げれば、作家の林京子は、1945年8月9日、三菱兵器大
橋工場で学徒動員中に被爆した（当時14歳）。彼女の作品には、被爆後の生活が
描写されているが、家族から手厚い看病を受けていたことが記されている。
　林は「友よ」という作品の中で、戦後の＜住民被爆者＞と＜被動員被爆者＞であ
る自らの心情の異なりを記している。1945年10月から再び学校が始まり、女学
生たちが「将来結婚をするか」という話題に花を咲かせた時に、「あたしは結婚せ
んよ」と一人が返した。その理由について同級生に質問攻めにされると彼女は「ト
ラピストに行って修道女になる」と強い口調で返し、周りの同級生はその意味を
理解できずに、彼女が泣き出すまで理由を聞いて追い詰めた。彼女は被爆で家族
が「６人も死んでいるから」と涙をこぼしながら言った。彼女の家は、爆心地付近
の城山町にあり浦上天主堂の近隣で、外地にいる父親だけを残して、肉親の全員
を亡くしていた。彼女の心の内を林は「被爆死した母や姉たちへの、供養の気持
ちがあったはずである。断ちきれない愛しさがあったはずである61」と記してい
る。その場にいた女学生の中でただ一人、彼女が修道女になることを責めなかっ
た少女も、母親と祖父母を浦上で亡くしていた。そして林は、「私は被爆者の不
幸を、八月九日の共通の日に立って、同じ被爆者として苦しんできたつもりでい
た。しかし、私はあの日に、家族の、誰ひとりも亡くしてはいない。私は、彼女
たちの何を知り、何を理解したつもりで今日まで生きてきたのだろうか62」と被
動員被爆者の自身と住民被爆者との意識の相違を表した。
　また、三菱電機製作所で学徒動員中に被爆した、渡辺千恵子も自身の著書の中
で、被爆後に救助に駆けつけた母や姉の手で、小学校の救護所や三菱病院の防空
壕へ運んでもらったことや、「千恵子だけは死なせたくない63」という母の熱心な
看病による自宅療養生活で、命を繋いでこられたことを記している。渡辺は、被
爆の際に倒壊した鉄骨で腰を砕かれ、車椅子の生活を余儀なくされた。被爆して
から数年間の生活を回顧して、「死んでしまいたいと考えた反面、それにもまし
てつよく生きなければならないという気持ちがわきおこり」、「ささやかではある
が、生きる希望も生れてきた64」と当時の思いを記している。以上のような違い
を有していながらも、長崎市中において被爆者や被爆関係者を家族に抱える中で
戦後の生活は営まれてきたのであった。
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４－２．戦後長崎が抱えた被爆問題
　ここで注意しなくてはならないのは、長崎市民と浦上の被爆体験を分け隔てる
ことで、1945年8月9日の原爆体験を「浦上の被爆」というように地理的な側面の
みに留めてしまうことである。確かに、浦上と都心部の人々の被爆体験とでは大
きく異なり、同じ被爆者と一概に括れるものではない。筆者が上記において提起
した住民被爆者と被動員被爆者は相異が明らかとなっている。しかし、異なって
いながらも、両者は原爆投下により否応なしに関わり合ってきた。被爆後におい
て負傷して逃げ惑う人々、また、肉親や友人を必死に爆心地方面へと探しに行く
人々等、原爆後の惨劇の中での人びとの＜動き＞の多様さは顕著であった。林京
子は『祭りの場』のなかで「総てが松山町や浦上の悲惨にかかわって、長崎全市の
惨事になっていた65」と被爆当時の様子を描写している。また、『ギヤマン　ビー
ドロ』という作品の中では、原爆による被害が長崎市全体に及んでいたために、

「長崎ガラス」の全てに傷が入っていたと記している。戦後長崎市中で探しても
「無傷のもんは、長崎にはひとつも残っとらんですよ66」ということになる。全て
に傷が入っているとはどういう意味なのかは、今後追究する必要があるが、この
描写から明らかなことは、長崎市全域にわたり被爆の影響は大小あるにせよ拡
がっていたと読み取ることができる。これらは、長崎の原爆被爆の意味を「浦上
の被爆」として限定してきた、先行研究をはじめとする長崎原爆観について疑問
を持たせる一つの根拠となっている。
　以上の考察に基づいて、長崎の被爆の問題について仮説的に問題を提示してお
くと、本来は原爆被害を通して、広島市同様に長崎市全体としても原爆投下を糾
弾する契機が十分に存在しながらも、逆に、長崎市では戦後においても長崎の地
域差の問題が存続し、地域の間で被爆者や被爆関係者の中で分断の状況が生じて
いる事態である。被爆における市民の意識の分裂こそが戦後長崎の大きな一つの
問題といえよう。それゆえに、総合的に原爆の問題を見る必要性があるのである。

５．他地区の長崎市民の動向

　以上の長崎被爆の問題から明らかにせねばならない問題として、浦上地区以外
の地域の人々の動向と意識を、主に「他地区」における青年運動の実態を考察する
中で浮かび上がらせる必要がある。この点は、これまでの先行研究では論及され
ていない点であり、研究史を巡っての本稿の議論においては避けられないと筆者
は考えるものである。本章では、浦上の住民被爆者の復興への取り組みを側面か
ら照らし出す意味で、他地区における復興のあゆみを青年諸団体の復興運動を中
心に取り上げる。
　被爆直後から広島市に於いては、被爆者を抱きかかえながら市民の生活を取り
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戻すべく行動をおこしていた青年諸団体の復興運動について既に一次史料を基に
研究調査を進めてきた。（戦後広島市における青年運動については、さしあたり、
桐谷多恵子「戦後広島“復興”における青年運動に関する覚え書き――宍戸・勝丸
両 史 料 の 批 判 的 考 察 に 寄 せ て ――」『 法 政 大 学 大 学 院 紀 要 』 第 59 号、
2007年。を参照）。広島市内の地域ごとや、自身の関心を示す運動体として別々
に行動していた幾つもの青年運動は、原爆後の広島の生活を立て直すため、物資
の配給の円滑化や行政側への交渉力を強化するために、市役所を拠点として
1946年5月に連合することになった。こうして生まれた広島市青年連合会はおよ
そ40もの多様な団体が集って始まった。そして青年連合会は、戦後の被爆者の
生活に緊要かつ最も労力の必要な分野を担っていった。筆者の管見によれば、戦
後広島市における青年運動の史料は存在している（勝丸博行個人史料『広島市復興
青年運動史料』広島市公文書館所蔵）のに対し、長崎市における青年運動の史料は
如何なる機関においても、まとまった形で所蔵されていない現況にある67。
　そのような史料の出現状況に鑑み、筆者は聞き取り調査によってその糸口を見
出そうと試みた。以下、戦後長崎市において重要な役割をになった関係者2人に
聞き取り調査を行ったので、その証言をもとに戦後の長崎の青年運動の様相につ
いての一つの見取り図を示しておきたい。
　戦後に地域の青年団の発起人として、また長崎市連合青年団の主要なメンバー
として運動に携わってきたA氏と、長崎市連合青年団に参加していた、Ｘ地区
連合青年団の初代団長であったB氏に対する聞き取り調査68について関連する内
容を記すと次のようである69。なお、その際、両者に青年運動の史料所在につい
ても問い合わせたところ、二人の把握する限りでは、史料は残していないし特に
機関紙等の発行もないために存在しないであろうという返答があった。そのため
に本節では、差し当たり、青年運動発起人や関係者による聞き取り調査を軸にし
て青年運動の実態を浮かび上がらせていく手法を取る。

５－１．他地区青年活動の一断面　――Ａ氏の証言――
　A氏は、1945年9月に復員して長崎市へ戻ってきた。当時の様子をA氏は「帰っ
てきた長崎の街はどん底の状態」であったと回顧している。戦後日本の各地では
食糧不足の状態は深刻であり、長崎市も大変な食糧難に陥っていた当時の様子を
繰り返し述べた。そして、戦後においても配給制度に頼らなくてはならない状況
の下で、町内会が立ち上げられた経緯を語った。
　A氏は寺の息子として生れ、その寺は戦前より「日曜学校」を行なっていた70。
A氏が中心となって戦前に行っていた日曜学校は、寺周辺に住んでいた子供たち
に対し、山登りや紙芝居などを行った。戦後、長崎駅には戦災孤児たちがたむろ
しており、目にする度にA氏は胸を痛め、1946年（昭和21年）には日曜学校を再
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開した。1949年（昭和24年）を過ぎた頃、「日曜学校」の名称が「子供会」へと変わっ
たという。戦後は、戦前に参加していた子供たちが青年になって参加し、青年団
のメンバーになった例も多かったとのことである。戦後逸速く町内会が再開され、
それに併せて町内青年団の組織づくりも行なわれた。青年団は地元で活躍し、戦
後と言えば市民が娯楽に飢えていたために、人々に娯楽を与えようと青年たちは
立ち上がり、演芸大会などを積極的に行ったという。長崎市内の町では次々と青
年団が組織され、やがてこれらの小さなグループは長崎市連合青年団へと育って
いった。
　A氏によれば、戦後は「ソシアル　エドゥケーション」（social education）という
思想がアメリカより入ってきたので、それに応じた体制が必要であり、その体制
の中心が青年団であったと述べている。
　アメリカ占領軍は、戦後の日本に民主主義を普及しようと、大衆の意識改革を
目的として民間情報教育局（CIE）を設立した71。ウィンフィールド・ニブロは、
長崎の教育文化活動の中心となり意識改革を推し進め、旧市街で青年運動を「指
導」し、スクエアダンス square danceの普及に力を入れ、レクリエーションを通し
て地域青少年グループの教育文化活動を積極的に推し進めた72。国立国会図書館
所蔵のGHQ/SCAPの長崎県の資料の中には、スクエアダンスが日本の青年層の
意識改革に貢献したと報告する文書が含まれている。「ウィンフィールド・ニブ
ロ（Winfield P.Niblo）著　スクエアダンス教本」には、「このスクウェアダンスは日
本人の琴線に触れ、彼らの心をとらえた。非常に数多くの日本人がこのダンスを
踊ることで、素晴らしい時間を過ごし、幸せな気持ちになれたのだった（訳：筆
者）73」と記されている。しかし、占領当時にアメリカ軍による斡旋は、受けな
くてはならないものであった、と青年団関係者は当時の様子を語っている74。長
崎市におけるスクエアダンスの盛り上がりは凄いもので、1948年（昭和23年）3
月23日の『長崎日日新聞』75の記事には「スケヤダンス　お別れパーティー」とい
う見出しで、「長崎スケヤ・ダンス・クラブでは今般ダンスの一般大衆化に乗り
出すため今まで軍政府三階ホールで催していた講習会を中止して、過去一年、長
崎軍政府の厚意を謝して二十一日午後七時から同ホールで軍政府当局、杉山知事
夫妻、西田文部省体育官及びダンス愛好者四百名が参集、盛大にお別れダンス・
パーティーを開催、同九時盛況のうちに散会した」と書かれている。４百名もの

「ダンス愛好者」が集まる程に長崎市内においてスクエアダンスが普及していた
ことが読み取れる。
　また、ニブロは至るところで講演会を行っている。1947年（昭和22年）8月30
日の『長崎日日新聞』２面の記事には「お互いに愉快な生活を　レクリエーション
講習会開かれる」という見出しで、「お互に愉快な生活を送るため、そして無意識
の裡に民主主義社会を創造していくため、日本再建の強力な要素としての“レク
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リエーション運動”」という記事が載っている。その隣には、「スケアダンスもレ
クリエーションの一つ」という見出しでニブロ氏の講演要旨が記されている。ま
た、その記事の下には「ニブロさん留任に決まる」という見出しで「長崎軍政部情
報教育官ニブロ氏は今月末をもって任期満了し転任の予定であったが、かねてこ
の事をきき知つた各小学校のヨイコを始め教育界、諸団体では本県の教育民主化
になお一層指導を続けてほしいと日に十数通に及ぶ留任歎願書を出しており、総
司令部ではこの県民の切な願いを聴きニブロさんの任期を延期させることになつ
た」という内容が紹介されており、この記事からも彼の長崎における絶大な人気
を読み取ることができる。
　A氏は、当時のニブロ教育官の青年団への対応を、「如何にアメリカが優しい
か」を提供し、「原爆に対する憎しみを持たせないようにした」と語った。そして、

「ニプロ（ニブロ　注：筆者）の精神は、アメリカの正当性を広めたくて、その広
めるのに適していたのが、私達（青年団　注：筆者）だったんじゃないか」と当時
の青年団を論評している。
　青年諸団体とアメリカ占領軍人たちが親しくしていた様子も当時の新聞記事か
ら読み取れる。例えば、『長崎日日新聞』1948年（昭和23年）1月12日の１面には、
大きな見出しで「終生忘れぬ思い出　長崎軍政府メルダールさん離任」という見出
しが載っており、記事の内容は、昭和22年から長崎軍政府において教育補佐官
として着任していたエドワード・Ｎ・メルダール氏が任期満了に伴い、長崎を去
るというもので、メルダール氏からの別れのメッセージが掲載されている。その
直ぐ下には、「メルダールさんの送別会　長崎市連合青年団で」という見出しの記
事が掲載されている。この記事には、「長崎市連合青年団では任期中常に県民と
ともにあった長崎軍政府のメルダールさんとお別れを前にしてもう一度楽しく談
笑したいと11日午後七時から長崎精洋亭で送別会を催したが、同会にはメルダー
ルさんに特に関係深かつたＹＭＣＡ、市会各小学校関係者、勝山磨屋両小学校男
女児童などがあつまり、男女児童の劇、合唱、連合青年団員のメルダール教育補
佐官の送別歌『君を忘れず』島内八郎作詞木野普見雄作曲の合唱や舞踊がありアレ
コレの思い出を語って八時半に散会した」と書かれている。記事の内容からも、
アメリカ占領軍と青年諸団体が親しい関係を保っていた様子が読み取れる。原爆
を投下されたという事実があるにも関わらずこのような良好な関係を築けた要因
については尚一層の調査が必要である。
　A氏は、戦後の長崎市の様子を「周囲があまりにも不幸だった」と述べ、当時は、
長崎市の復興を考えて行動する必要があり、「とにかく、長崎市を復興させて生
活を立て直そう、というのが市の方針で、それに（青年運動は）ついていったので
はないか」と長崎市や長崎県の復興政策に青年団が関わらざるを得なかった状況
を述べた。そして、「長崎（市の中心部）は残ったから、（復興の）立ち上がりは早
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かった」と戦後の長崎市中心部の復興政策への着手が比較的早く行われた状況を
語った。
　1946年9月には長崎市では平和盆踊りが現在の公会堂前周辺の広場で開催され
た。1946年の8月に広島市が「復興祭」を開催したことを受け、長崎市側も急遽「長
崎復興祭」を開催することになった。1946年11月1日から10日間行われた長崎
市・復興協賛会主催の「長崎復興祭」では、地域の青年団は市の斡旋により「仮装
行列」を行ったという。
　更に発起人Ａ氏の言によれば、「長崎の街をまず復興させなきゃいけない」とい
うことで旧市街地である市の中心部から復興政策は取り組まれており、青年運動
としては、直接的に廃墟と化した浦上地区の復興には着手していかなかったとの
ことである。
　戦後長崎市に於いて「開催された盆踊り大会など、様々なイベントが市や県と
いった公的な官庁から行動を起こすのでは、戦時中と構造が同じなので、軍政部

（アメリカ占領軍）がそういった性質を嫌っていた」。そのために、なるべく地域
の青年団が活動を始め、市が後援するように心掛けたという。民意でやるなら軍
政部は許可したという背景が存在していたからだ。当時の新聞史料を読んでみる
と、1947年8月6日の『長崎日日新聞』の記事には、「九日は各寺院、教会の慰霊
祭のほかに平和のいけにえとなつた一万三千の霊魂を慰めるために長崎市連合青
年団の供養盆おどりで全市をぬりつぶす　“どんと踏み出せ新日本だ　願い立山
クルス（墓地　筆者）のかげで　母が弟が見てござる”　哀愁と美と再建への胸の
ふくらみを包んで青年たちはおどる…」と、「8・9」の行事について、長崎市連合
青年団の「供養盆おどり」をあげている。「クルス」とは十字架を意味するが、この
盆踊りの歌詞は、何故爆心地の浦上ではなく「立山」なのだろうか。また、「ござ
る」という言葉の表現からも、原爆の痛みに対してどこか慎みを欠いたものの見
方でいることが読み取れる。更に、カトリック信徒の人々を揶揄するような表現
で歌っている様子も浮かび上がってくる。また、記事に書かれている「哀愁と美
と再建への胸のふくらみ」とはどういう意味だろうか。この記事からは、被爆に
対する痛みを共有しようとする姿勢を読み取ることはできない。
　更に1947年8月10日の『長崎日日新聞』の記事には、「昼は子供の会」「夜は花
火と盆踊り」という見出しで、長崎市連合青年団が行った催しが記されている。
長崎市連合青年団主催の「“子供の会”」は午後一時半から本大工町の市民運動場で
開かれ、伊良林小学校の田崎智恵子先生の『こぶ取りじいさん』の紙芝居から始ま
り、つづいて聖母騎士の市川先生のお話、南大浦校の緒形先生の紙芝居、稲佐幼
稚園長松尾利信先生の童話や「活水女専のお姉さん方」の人形劇が行われ、参加し
た子供たちを喜ばせたと書かれている。同日の午後五時からは、長崎市連合青年
団と佛教連盟の共催により「大供養會」が市民運動場で行われた。更に、午後六時
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には主催者代表のあいさつが行われ、その後花火を打上げ、盆おどりを行ったこ
とが記されている。盆踊の様子として、「鮮かなアーチ、堤燈を飾った一丈余の
大やぐらをめぐり、『霧の長崎』『長崎盆踊』『平和盆おどり』」をレコードのリズ
ムに乗って参加者が踊っていた様子が書かれている。「軽い浴衣に平和な姿　踊
るきりようにどなたがほれた　昔しやアメリカピンカートン」、「老いも若きも平
和を満喫し、いまはなき殉難者を供養する盆おどりを続けた、十時半まで…」と
締めくくられている。長崎市連合青年団主催の行事が、市の中心地である本大工
町の市民運動で行われていたことも読み取れる。
　A氏に戦後長崎での生活について質問すると「要は、生活をどうしていこうか
が、大きな問題であった」と返答し、A氏の実家が「お寺だから生きていけたとい
うところが大きかった」と述べた。更には、「戦後の混乱は凄かった・・・」と述
べ、戦後の混乱の中で悪いことをしなければ生きていけないほどに飢えと貧困の
極限状態に人々が追い込まれていた様子を語った。そして戦争体験も無く、戦後
の混乱も知らない筆者の世代には話を聞いても分からないであろうし、想像もで
きないのではないかと感慨深く語った。この部分は、筆者が戦後の広島市におい
て、青年たちが復興に従事し、広島市民、特に被爆者のために様々な活動を行っ
ていたことを伝え、長崎ではその様な活動を行っていなかったのか、と質問した
ことに関して、そんな綺麗ごとではない、というA氏の示唆ではないかと考え
られる。
　爆心地附近であった浦上地区の青年運動の動きについてA氏に尋ねると、被
爆直後の浦上の状態は「人がおらんかった・・・。誰も人がいなかった」と表現す
るほど、浦上は荒野と化していたので、被爆直後に「浦上には青年団はなかった
のではないか」と述べた。
　1949年1月15日、初めての「成人の日」を祝う式典が出島三菱会館で行われたが、
この式典実現の中心となって働いたのがA氏ら青年たちであった。A氏によると、
この成人式には「浦上地区の青年団」も参加していたという。話し合いが昭和23
年から行われていたということなので、そのころには、「浦上地区にも青年団」が
結成されていたと推測できる。
　A氏より、戦後「浦上地区の青年団」の中心人物の一人として活躍したと言われ
るB氏を紹介された。

５－２．浦上地区と関連した青年活動の一段面　――Ｂ氏の証言――
　B氏は、五島列島の出身で、1946年（昭和21年）に長崎市内へ移転した。当時
は「学校単位で青年団を行っていた」ため、B氏の担当は、住居の近辺の小学校で
あり、Ｘ小学校地区のＸ地区連合青年団の初代団長となった。
　1946年の8月より長崎市内において青年団の活動に関わっていったB氏である
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が、具体的にどのような活動を行っていたのかという筆者の問いに対して、「月
に一回例会をやって、夏には盆踊りをやり、秋の体育大会をやる。そのくらい
だった」と、当時の活動内容を述べた。そして、青年団に関する史料について尋
ねると、A氏同様に「青年団の史料は全然ない」、「機関誌などの発行もなかった」
という答えが返ってきた。
　長崎市内で事業が成功したB氏は、1951年に浦上地区において別の事業を開始
し、その事業も成功したため、1952年（昭和27年）に浦上地区に引っ越した。被
爆から６年という歳月が経っていながらも、B氏が見た浦上地区は、焼け野原が
広がり、大橋の兵器工場の焼跡が残っており、市営住宅と製鋼所の煙突だけが
立っているような景色であったという。
　B氏によると、戦後の浦上地区で青年団の活動をしていた一人にC氏という人
物がいたという。C氏は、大橋町で提燈屋を経営していた人物であった。
　1947年の夏に開催された長崎市連合青年団主催の第一回盆踊り大会では、C氏
の提燈を使用したそうだ。B氏の記憶によれば「提燈200灯、灯篭100灯を浦上川
に流した」ということである。しかし、第一回目の盆踊り大会は収入がなく、失
敗に終わったという。当時の長崎市民は、「お金を出してまでも（青年活動に）
タッチしたくなかったし、特に浦上の人々はそのような傾向にあった」とB氏は
述べた。第一回目の盆踊り大会の失敗から、翌年の1948年の二回目の盆踊り大
会は、市に委託することになった。2回目は、市役所後援であったために、盆踊
り大会は成功に終わった。
　更にB氏は、1949年より開催される「広島・長崎　原爆都市青年交歓会」の参加
メンバーでもあった。B氏によると、長崎市の青年団には、「被爆者は誰もおらん。
復員兵の集まりであった。」しかし、故郷の長崎に戻って生活を始めた青年たちは

「被爆の状況を知っていたので、広島に関心を持っていた」。被爆都市の「青年の
集まりをしよう」、「奮い立たせよう」という目的で、「長崎側から広島へ連絡を
取った」ということである。実際に原爆都市青年交歓会ではどのような事を話し
合ったのかと尋ねると、「広島・長崎をどうやって復興するか」という話を中心に
両市の代表がそれぞれ報告し合ったという。話し合いについて回顧すると「長崎
は掛け声だけで、実行する能力はなかった」、そして、その場で語った「復興とは
口ばかりで、何にもしなかった」、「理想を話して、現実にはなっとらん」という
結果となり、「長崎は空元気、口で言うだけ。広島は有言実行だった」という感想
をB氏は抱いた。また、同じ「原爆都市」と言っても、広島市青年連合会とは異な
り、長崎市連合青年団による青年運動では、被爆者の救助などは行っていなかっ
たという。
　ところで、戦後広島における青年運動の史料を広島市公文書館で検索していた
ところ、「広島・長崎　原爆都市青年交歓会」を1949年から始めていたという一
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次史料に辿りついた。長崎市連合青年団や長崎連絡協議会と名称が違っている。
（それについてA氏によると、長崎市連合青年団から、長崎市青年団協議会へ名
称が変更されていることに関しては、改名すると市役所側から支援金が受けられ
たという事情があったというが、長崎市連合青年団と組織及び内容の点において
は殆んど変わりがないということである。）広島市公文書館所蔵の「広島・長崎　
原爆都市青年交歓会　議事録」には、「昭和24年11月20日ところ広島市役所市議
会議事堂　主催広島市　広島市青年連合会　中国新聞社」と記されてあり、「参加
者　長崎側」にＢ氏の名前が記載されているので、やはりＢ氏が語った両市の青
年交歓会に関する情報の信憑性は高い。議事録内に長崎からの出席者の発言に

「文化運動の動き――各地区の青年団を中心にしてやるのが主体となっている」、
「地区団が中心――ＣＩＥ映画、民主主義講座」「伝統行事の継続的挙行――蛇踊
り等」「市としての計画――平和という問題を中心に諸運動を展開――何が故に
原爆を受けなければならなかったのかの反省」等と議事録には記されている。両
市の青年たちは相互訪問し、共同の活動をするに至った。当時、広島と交流を
行っていた長崎の青年運動は、広島の戦後青年運動が様々なグループから成り
立っていたのに対して、戦前の青年団の組織を復活させた形で行われており76、
アメリカ占領軍、長崎県、長崎市の斡旋と協力のもとでそれぞれの地域で復興運
動に尽力していた様子が浮かび上がってきた。他地区の青年運動は、長崎市の中
心部で1947年8月9日には、盆踊りを開催し、紙芝居や花火などを行なっている
が、爆心地付近の浦上への支援や復興援助などは行なっていない。主に都心部で
始められた復興政策に力を注いでいった。
　これについても再びA氏に面接すると、「市の活動を再開させるには中心部の
機関を復興しなければ機能しないので、当然の選択である」という見解であった。
　以上の管見によっても、Ａ氏とＢ氏への聞き取り調査や新聞記事から浮かび上
がってきた長崎の青年運動の動きからは、被爆者に寄り添って復興運動に立ち上
がる青年たちの活動の様相は見られなかった。尚、長崎の青年運動（被爆した浦
上の住民とは別の動向）の特徴については更に考察する必要がある。
　以上の面接調査から浮かび上がってきたのは、青年たちとアメリカ占領軍との
関わりである。アメリカ占領軍は、他地区（市の中心部）で青年運動と関わりを持
ち、例えば、スクエアダンスなどのレクリエーションを通し、「如何にアメリカ
が優しいか」という例証を提供し、「原爆に対する憎しみを持たせないように」取
組んでいたという印象をＡ氏が抱いていたことが判明した。そのこと自身が原爆
の影響を都心部の青年運動に与えている証左であるといえる（これについては、
現在調査中である）。更に、青年運動はまず旧市街地である「長崎市」を復興させ
なければならないという大義名分のもと、アメリカ占領軍の下で、長崎県、長崎
市の復興政策に関わり合っていったのだが、一方で、爆心地附近の浦上への支援
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は行わなかった。更にいえば、浦上被爆の深刻さの自覚も薄いままに、戦後の復
興活動をなしえている様相すら浮かび上がってきたのである。先行研究の新木論
文では、「復興」政策の下で浦上の被爆体験が旧市街地に「回収」（つまり、すり替
え――【筆者】）されたという分析が行われているが、しかし、それはあくまで行
政府側の復興政策であり、市民のレベルにおいて分析すれば、浦上の被爆とは全
く別の動きとして青年諸団体が「復興」活動を成し遂げてきた面が強いのではない
だろうか。

６． 結語にかえて――新たな課題――

　本稿では、長崎の原爆被爆を巡る主要な先行研究を踏まえながら、従来議論さ
れてこなかった長崎被爆の問題を浮かび上がらせ、議論の乏しい事柄を特に取り
上げて考察を行った。その際に、戦後長崎の被爆問題を解析していく手がかりと
して、「復興」をキーワードとして議論を展開してきた。また、先行研究では地域
住民の視点から復興問題が必ずしも検討されてこなかった点を問題視した上で、
敢えて具体的な個人レベルの証言に基づく分析を試みた。
　本稿で明らかとなったことは、復興に携わった行政府側の史料を概観しただけ
でも、復興政策の下で、被爆者は第二義的に扱われ、被爆者への支援よりも先に
建築物の建設面での「復興」が着手されていったことが浮かび上がってきた点であ
る。このような長崎市の復興事業からは、都市機能の一部を失った長崎市からの
出発となり、いわゆる通常の空襲（空爆）で焼失した他の諸都市の状況と重なる反
面、被爆都市としての異なった状況が存在したと想定できるのである。そのよう
な「復興」政策の中で、被爆者はどのように生きてきたのか、長崎市の復興政策に
対して、実際に長崎市で生活を送る市民の主体面からの分析を紙面において可能
な限り具体例を挙げつつ検討を試みた。このように本稿を作成した理由の背景に
は、いうまでもなく先行研究の定説となっている、「長崎の二重構造」を再考する
目的があった。前述の通り、高橋の指摘した「長崎の二重構造」とは、宗教を巡る
２つの種類を挙げるに留まっていると筆者は考える。構造を解き明かす議論にす
るためには、両者の間に共通点が存在していなければならない。本稿を通して、
旧市街地においても原爆の影響は及んでおり、被爆問題という共通点が根底に存
在していることが明らかとなった。そして、浦上と旧市街地のひとびとの間に共
通している被爆問題を根底に据えることで初めて、原爆の問題を巡る長崎市民の
認識に見られる二重構造がまざまざと浮かび上がってきたのである。
　更に、これまで長崎の被爆は「浦上の被爆」として認識される傾向にあったが、
本稿で見たように、長崎の被爆者の内面の問題を取り上げれば、「浦上の被爆」と
いう地理的な側面のみで長崎の被爆を語ることはできないことが明らかとなった。
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そして、浦上地区以外の市民の動きを考察することで、いわゆる「浦上の被爆」が
長崎市にとって持つ深刻さが浮かび上がってきたのである。つまり、浦上の問題
を照射する主体としての、長崎市（浦上以外）の問題である。更に、その照射を通
じて、長崎市の被爆体験が立体的に把握できるのではないだろうか。ひいては、
長崎の原爆被害の深刻さもより鮮明に現われてくるであろう。
　はじめにで述べたように、筆者は広島・長崎両市の「復興」を歴史的に考察する
ことを研究のテーマとして長年取り組んできたが、その作業を通して見えてきた
ことは、被爆問題の深刻さであった。本研究ノートにおいて多岐にわたり詳細な
例証をあげて議論を展開したのは、実はこの点を明らかにする狙いもあった。そ
れは、原子爆弾という核兵器が実戦上で使用されことの意味である。被爆体験と
は、放射線（放射能）障害までも含めて、何ともいいようのない異様な、そして異
常なものを生きている生身の人間が背負い込む、ということである。原爆を被災
した一人ひとりが個々の人生の中でその被害を受けたのであった。だからこそ、
そこからの復興も個々人の人生において創り出されていったものである。それら
一人ひとりの苦難に満ちた復興の軌跡を行政府側の史料のみで描き出すことは不
可能であり、より多角的な視点で復興は検討されるべきであると筆者は考える。
　今後の検討課題としては、長崎にとっての被爆問題を再考し、市民の視点に立
脚して長崎市における原爆被害の全体像を浮かび上がらせることである。
　以下、長崎の被爆問題を読み解く上で新たに見えてきた課題を提起して結びに
かえる。

６－１．長崎市民の抱えた思想・文化的側面の問題――「異国情緒」の複雑性――
　筆者は、先行研究史において議論が足りない点として、長崎の「二重構造」を再
考する目的と、地域住民の視点からの解析の重要性を指摘した。これまでの研究
史においては、先に述べたように、浦上地区と旧市街地の対立構図の中で、市民
の抱える意識の問題は深く取り上げられてこなかった。特に、旧市街地の長崎市
民の意識に関しては、いわば重視されることはなく、格別に追究がなされてこな
かった状況にある。被爆問題に限らずに、長崎を形容する言葉に「異国情緒」とい
う言葉があるが、この言葉にこそ、長崎市民が抱えた深い意識の問題が存在して
いることを指摘しておきたい。以下は、長崎市民の意識の底に存在する問題を考
察する上での補足という意味で、とくに復興と関わりのある思想・文化的な側面
を明らかにするよすがとして、核心を成す「南蛮文化」および「異国情緒」（もしく
は異国趣味）について、簡単な回顧的考察を試みておく。
　そもそも「異国情緒」と「南蛮文化」は重なり合う面があると同時に、異なってい
る面もあるといえるであろう。歴史的背景を概観したように、長崎は16―17世
紀に「南蛮貿易」で栄え、その記憶は幕末以後もしきりに回顧され、「異国情緒」の
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文脈で今日まで語られてきている。ところが一方、長崎市には、幕末以後に南山
手・東山手を拠点とする特に英米の来日者の活動――主たる名を挙げればトーマ
ス・グラバーの活動である――と密接に関わった歴史を歩み、それが戦後にいた
る「異国情緒」の根幹的部分を占めてきた事実がある。
　「南蛮文化」の分野について考えてみるならば、それが日本全般に及ぶ交流の窓
口に長崎がなった事実が厳然としてあり、その流れはいわゆる禁教以後も、長崎
が海外との交流の唯一の窓口となり、西洋文化の象徴としての蘭学や中国文化と
の交流の接点としての長崎が異国文化を象徴した事実があり、さらに幕末以降に
おいても、この歴史がいわゆる「南蛮史」として伝えられてきた。そして、南蛮文
化に発した文物が異国情緒の名の下に文学・絵画の対象として喧伝され、長崎市
そのものもまた、特徴づけられたのである。
　これに対して、とくに幕末以降においては、イギリス、のちにはアメリカなど
の東アジアへの進出と密接に関連して、長崎市のとくに南・東山手地区は、彼ら
の活動の場となった。ここを拠点として、薩摩、長州といった反幕府の勢力が、
商取引、あるいは直接的支援を受けて活動し、当該地域における彼らの活動や、
日本人との交流が、文学作品や絵画に取り上げられ、近代以降においては、こち
らの方が、むしろ「異国情緒」の主役を果たす様相をすら呈したのである。
　以上のように、「旧市街」の長崎は、いわゆる15―16世紀の「南蛮文化」で栄え
た長崎と、幕末以降にグラバー邸周辺を拠点とする英米との接点の場である南・
東山手の長崎と、二つの流れが存在している。これまでの先行研究では、この二
系統が区別されずに「異国情緒」長崎として一つに括られて議論される傾向があっ
たことは否定できない。この問題は、長崎市民の思想面での追及においては重要
な視点となるのでとくに指摘しておきたい。
　ところで、以上の二系統とはまた流れを異にして、長崎市には、１6世紀に到
来したキリスト教と、それ以後のいわゆる禁教の歴史が、これまた文学や芸術の
作品とも関わって存在していることにも、目を向けなければならない。その活動
の中心となったのは、南蛮史の花形である長崎の「中心の繁華街」でも、南・東山
手でもなく、浦上地区だったのである。『浦上切支丹史』（1943年）の著者である
浦川和三郎の評言によれば、浦上のカトリック教徒の人々の思想は、南蛮史や異
国趣味の長崎文化とは核心も性格も異なるものとして特性をもっているというこ
とである。だが、それにも拘わらず、この浦上の信徒の歴史にたいして禁教の歴
史の一面は、むしろ非信者の側からは、長崎の「異国情緒」の重要面を担うものと
して描かれたのである。それは、特に長崎の外部の人々によってより鮮明に描か
れた。例えば、昭和初期の芥川龍之介、北原白秋、そして竹久夢二などによって
担われていたと指摘できよう。
　ところで、以上の考察を踏まえて長崎の被爆と復興の歴史を顧みるならば、浦
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上地区が爆心地となり、南蛮文化で栄えた長崎市の「繁華街」や、もう一つの流れ
である南・東山手が爆心からそれたという点と、そればかりでなく、戦後長崎に
おいて、南・東山手がアメリカ軍による占領下において一種の政治的拠点と、

「繁華街」を含む旧市街地の長崎市の多くの住民がその（政治的拠点から）影響下
に置かれた点は、長崎市民の複雑な思想面を考察する上で重要な点であると考え
られるがゆえに指摘しておく。
　これまで、浦上と旧市街地を対にして、向き合わせる形で議論が成されてきた
が、筆者が本節において新たに指摘した点は、旧市街地の中には、「南蛮文化」で
発展した繁華街の長崎と、グラバーが「活躍」する幕末以降に発展した東・南山手
の長崎との二系統の影が存在する、という点である。これまで歴史的背景の異な
る二つの流れを、「旧市街」と一括りにして議論してきたことは、長崎の抱えた複
雑な問題を不明確にする作用を持っていたと言えるのではないか。これに関して
は、今後の研究課題に繋がる内容であるために、史料に立脚した結論は将来にも
ちこす問題として、以下、今後の考察のための問題の提起として示しておきたい。
それはまさに、長崎の被爆問題の本来中枢をなすべき政治と文化の問題、より具
体的に言えば、占領政策と、地方自治体・日本政府が介在する被爆都市長崎の

「復興」との関わりの問題である。
　この問題は、広くは戦後日本をめぐる占領政策と被爆問題という学界でもしば
しば論じられてきた事柄に関わり、広島・長崎両市の問題と言える。しかし、更
に具体的レベルまで考察の対象を下げた場合に見えてくるのは、広島は米軍が地
域の直接の占領に当たらず英連邦軍が担当した点、つまり、米軍が直接進駐して
市民と関わった長崎とは異なっており、両市の比較・関係論が必要であるという
点である。
　本稿の筆者は、まさに、占領体制下における広島・長崎の復興問題をテーマと
して研究に取組んでいるわけであるが、こうした問題の性格を踏まえながらさし
当りここでは、長崎市に限定した考察を進めていく。さて、上記の問題提起を長
崎市に関して行った場合、そこには広島市被爆とのタイムラグの問題と関連しつ
つも、長崎市そのものの問題として、地域と歴史の問題が人々の主体に絡んでく
るという特性を、本論中の考察が垣間見た事実に注目したい。この点を、今後徹
底して追求していくために踏まえるべきと思われる事柄を、最後に考察しておこ
う。すでに先行研究として言及した新木論文は、次のような興味深い叙述をして
いる。「東山手と南山手では、中国のアヘンの密輸を行っていたイギリスのジャー
デン・マセソン商会の長崎代理人として派遣されたグラバーが、武器弾薬や軍艦
を大名に売り込み巨利を得ていたこと、戦艦武蔵などを建造した三菱長崎造船所
の対岸にある南山手が憲兵や特高による監視区域となり、特に造船所を見下ろす
グラバー邸はグラバーの息子倉場富三郎から三菱に譲られ憲兵隊の詰め所となっ
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たこと、そして、富三郎は戦争中に憲兵や特高に監視され、戦後間もなく自殺し
た77」。新木のこの指摘と同じ内容の史実は、本稿の結語においてもやや詳述し
ているが、ここで新木を引用したのは、新木も筆者と同じ背景描写をしていると
いう筆者の議論の客観性の立証の点からである。しかし、ここでの筆者の問題関
心は、新木論文が触れていないその先の展開である。すなわち、英米の長崎来住
者の居住する「山手」から企業体としての三菱の進出対象、さらには軍用地と化し
ていた南・東山手は、戦後一挙にアメリカ占領軍当局者の私的・公的根拠地（職
場、住宅）となった。しかし、それだけでなく「山手」地区は、占領政策の発信拠
点の性格をもつこととなり、幕末以来の歴史の香りを載せて、占領軍による文化
政策を色濃く彩ったのである。要するに、幕末以来の日本の進路に決定的影響を
及ぼした英・米の文化は、その一部が惨憺たる原爆被爆をしている長崎という都
市であるにも関わらず、戦後においても引き続き米英への親善を培う重大責務を
果たしたのである。この点については、５－１のＡ氏の証言において一部が明ら
かになっている点を指摘しておく。そうした過程で実質的な役割を果たしたのは、
幕末以来の親英米路線を裏切った軍国主義日本からの解放感に感銘する過半の長
崎市民の民主主義への憧憬であった。だが、そこにも矛盾は存在していたのであ
る。それは、かつて16世紀に、また、その後の鎖国時代を通じて長崎市民が誇
りとした「南蛮文化」の伝統は、近代以降の日本の長崎が、国内からの観光客をひ
きつけた「山手」地区の「異国情緒」の流れに呑みこまれかねない状況が生まれて
いった点にあるといえよう。そこにこそ、米軍が占領政策の中、原爆報道に関し
て厳しくプレス・コードを行い、核の権力を行使していきながらも、その核権力
が文化と関わり合うことで、円滑な占領政策を進め得た要因があった。
　ところで、これに対してアメリカの浦上地区に対する権力行使については、前
者との間に矛盾があったのか、否かについては、今後の占領政策及び核権力との
考察から明らかにしていかなければならない。例を挙げれば、アメリカ占領軍は、
占領下にも関わらず永井隆の著書を出版させ、史料的には未だ明解ではないが、
その後、浦上天主堂の再建にアメリカが深く関わりあった78という点が挙げられ
る。
　本稿を通しても明らかなように、戦後においても長崎の地域差の問題が存続し、
更には、長崎市、日本政府、アメリカ占領軍（アメリカ政府）のそれぞれのレベル
にわたって、その地域差の上に成り立つ意識の問題が利用され続けたという事実
が浮かび上がってきた。実は、浦上と旧市街地のひとびとは、対立してきたとい
うよりも、時の権力によって対立させられてきたといっても過言ではない。長崎
の被爆問題を通して見えてくることは、分断され支配されてきた構造といえるで
あろう。今後の研究において、支配の構造の詳細な解明を試みる。
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　注

１　本稿は、筆者の博士論文「戦後広島・長崎両市の「復興」と被爆者の視点（1945年～
1950年）」（2009年）の一部を、執筆後の新たな知見を加えつつ推敲したもの、ならび
に、2013年4月19日に長崎大学核兵器廃絶研究センターの研究会に於いて「広島、長崎
の復興史から見えるもの」と題して口頭報告した内容に基づくものである。

２　高橋眞司は「世界の注目と脚光を浴びるのはいつも広島であって、長崎と長崎の被
爆者でなかった。それだけでなく、長崎は長く忘却と無視と誤解のうちに放置されてき
た」として、そのような事態にあった長崎を「劣等被爆都市長崎」と表現している。高
橋眞司「『祈りの長崎』批判『劣等被爆都市』から『平和の祈り』」（岩波書店『世
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