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はじめに

　広島市では、原爆死没者慰霊碑（公式名称「広島平和都市記念碑」）と平和記
念資料館、そして原爆ドームが配置されている平和記念公園が、1945年８月６日
に広島で起きた悲惨な歴史的出来事を表象する記念空間となっている。このため、
原爆による広島の被害とその後の復興をめぐる集合的記憶についての社会学研究
や歴史研究は、主に原爆ドームと平和記念公園に焦点を当ててきた1。
　しかし、原爆犠牲者を慰霊 ･追悼し、その出来事について思いをめぐらし平和
を願う場は平和記念公園だけではない。広島の市街地全域においても原爆犠牲者
を慰霊・追悼する記念物が数多く建立されており、悲惨な歴史的出来事を記念す
る都市空間が形成されている。しかし、これまで市内全域に存在する原爆犠牲者
の慰霊碑といった原爆被害の記念物については、十分に論じられてはいない。こ
のため、本稿は平和記念公園だけでなく広島市街地に建立されている原爆被害の
記念物に注目する。
　本稿における記念物とは、公的空間にあり原爆被害を表象する人工物あるいは
自然物のことを指す。具体的には、いわゆる記念碑や慰霊碑といった人工物が典
型であるが、それに加えて、原爆の被害を表象するために被爆後に建てられた建
築物、広島市当局が認定した「被爆建物」や「被爆樹木」、および市街地に設置
された原爆被害の説明板を含む。
　本稿では、これらの原爆被害を表象する記念物が、平和記念公園を含む市内全
域にどのように建立されてきたのか、時間的なプロセスと空間的な配置に注目す
る。はじめに、これまでの記念碑研究を整理し、主にふたつの理論枠組みを検討
する。次に平和記念公園を対象にして、その記念空間の特徴を明らかにする。さ
いごに、広島の市街地に広がる記念物の建立プロセスと空間配置についての考察
を加える。

１．記念碑研究

　近年、文化人類学、歴史学、宗教学、地理学、社会学において、近代日本の戦
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争に関係する記念碑を研究対象とした研究が数多く発表されている2。本稿もこ
れらの戦争記念碑研究の流れに位置するものである。
　主として歴史研究では、記念碑は史料とは異なる形で過去の出来事を表象する
媒介物として扱われている。和田光弘は、記念碑が景観に刻み込まれた永続的な
記憶装置であり、公的な記憶を表出するだけでなく、それらを再生産・変容させ
る機能をもつと述べる3。記念碑研究では、しばしば過去の出来事と関係する場
所に建立される記念碑は、強いイデオロギー性をもちメッセージを媒介する機能
をもつと見なされ、それゆえに、集合的記憶あるいは文化的記憶といった概念が
用いられる。集合的記憶とは、想起と忘却というプロセスのなかで創造される過
去の出来事についての「共同体」における「記憶の共有」、すなわち「物語の共有」
である4。
　ベトナム戦争記念碑について分析したマリタ・スターケンは、アーサー・ダン
トの言葉を引用し、記念碑をモニュメントとメモリアルに区別する5。

　�　モニュメントは記憶可能なものを顕彰し、始まりの神話を体現する。メモリアルは
想起を儀式化し、終焉という現実を徴づけるのである。…メモリアルは、生活からは
押し出された空間的な場所であり、そのなかでわれわれが死者を称える閉域である。
それにたいしてモニュメントは、われわれはわれわれ自身を称えている6。

　マリタ・スターケンは続けて、モニュメントの多くは勝利を記念し、「説明書き」
が少なく匿名的であるが、メモリアルは、「ある特定の価値体系のために犠牲と
なった生命や生活を表わし」、「死者のリストや特別のテクスト」が付される、と
述べる7。
　この箇所は、第二次世界大戦後の沖縄の記念碑を分析した北村毅が引用したと
ころでもある。彼は、この区分を沖縄の記念碑を考察するためには留保が必要で
あるとつけ加える8。北村によれば、沖縄の摩文仁の丘の記念碑群には、「死者を
称えつつ」も戦後の日本の経済成長という経済的に勝利した「われわれ自身を称
える」という、メモリアルとモニュメントが同時に見られるのだという9。
　その一方、北村は広島市の「原爆死没者慰霊碑」に関しては、典型的なメモリ
アルとして分類できると述べる10。しかし、この碑の正式名称は「広島平和都市
記念碑」であり、当初は「安らかに眠って下さい　過ちは繰返しませぬから」と
いう曖昧な碑文が刻まれていただけである。このほかにも、後になって饒舌な説
明書きや名前のリストが付されたとしても、広島に見られる原爆被害のメモリア
ル的な記念碑群のなかには饒舌に語らなかったものが見受けられる11。
　記念物はそれが建立された時代の設置者の意図が常に保持されることはなく、
特に公的な空間に位置するのであれば、その意味づけはコンテクストにしたがっ
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て変化していく。すべての記念碑がマリタ・スターケンのいうメモリアルとモニュ
メントのどちらかに分けられるわけでなく、メモリアルがモニュメントへと、あ
るいはその逆に変化することもあろう。また、北村が沖縄の慰霊碑について指摘
するようにその両方が含まれることもありうる。
　したがって、記念碑の碑文などから建立者の意思表示としてのみ捉えるだけで
なく、建立するという行為によって何が遂行されているのか、誰がそれに相対す
るのか、多様なコンテクストのなかで記念碑を理解する必要がある12。
　ケネス・Ｅ・フットは、アメリカ社会における歴史的な出来事について、社会
的・集合的記憶と景観との関係に注目し、暴力や悲劇的な出来事が起きた場所の
景観について、「聖別」「選別」「復旧」「抹消」という連続した四つのパターンに
変容することを指摘している13。フットは景観そのものを「時空を超えた一種の
伝達装置、象徴体系」として捉えているのである14。
　「聖別」とは、出来事を永続的に記憶しつづけるために、現場に慰霊碑や記念
碑が建立され、そこで儀式などが執り行われることであり、その対極である「抹
消」とは出来事は忘却することが望まれ、その痕跡は消し去られることをいう15。�
これらふたつの対極に対して中間形態が「選別」と「復旧」であり、「選別」と
は当該の場所が記念の対象となっても神聖化されないこと、「復旧」は「悲劇に
見舞われた場所が正常な状態に戻され」再び使用されるプロセスのことをいう16。�
フットが示すこれらの四つのパターンは歴史的な出来事が「記憶」あるいは「忘
却」に向かうプロセスを示しているのであるが、こうしたプロセスは決して一方
向的ではなく、また、出来事に対して人びとのとる態度も、社会的なコンテクス
トによって多様であることに留意しなくてはならないであろう。
　このような枠組みのなかで広島市街地とその周辺地域に見られる原爆被害を表
象する記念物について、資料を提示し考察を加えたい。はじめに、広島市の中心
的な記念空間である平和記念公園を取り上げる。

２．平和記念公園

⑴　メモリアルでモニュメンタルな空間
　平和記念公園は戦後の広島市の「儀礼的な中心地」である17。「儀礼的な中心地」
とは、毎年８月６日に「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」（平和記念
式典）が開かれ、すべての原爆犠牲者の「御霊」を「哀悼」する場所であるとい
うことだ18。ただし、「平和記念式典」とも呼ばれるように、この儀式は、原爆
による死者を「哀悼」するだけではなく、広島市が「核兵器の廃絶と世界の恒久
平和」を訴える目的ももつ19。原爆犠牲者への「哀悼」を示す行為が、「世界恒
久平和」というメッセージへと転化するのであるが、そこには広島が復興を遂げ
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平和であるという自明の前提がある。
　この前提は、1949年８月６日に制定された広島平和記念都市建設法によって平
和記念公園が建設されたことにはじまる。広島市の HPには、戦後広島市の復興
の重要な役割として平和記念都市建設法について次のように記述している。

　�　平和記念都市建設法の制定は、物質的な面だけでなく、広島を世界のピースセンター
たらしめんとする崇高な平和都市としての理念をもっていることを忘れてはならな
い。この理念に支えられたからこそ、当初の復興計画過程で形成された百メートル道
路構想や平和公園構想が実現していったといえよう20。

　この特別法の制定によって、広島市は国有地の無償払い下げなどの恩恵を受け
ることができ、戦後の復興を遂げることができたとされる。
　平和記念公園のデザインは丹下健三の設計案が採用されたが、それは「大東亜
共栄圏思想の記念碑として構想された壮麗な空間」として設計された「大東亜記
念建設造営計画」と基本的な計画と同じである21。スターケンの用語を使えば、
日本の帝国主義の勝利を記念するためのモニュメントのデザインは、「戦争の終
わりとその犠牲」を表わすメモリアルというより、平和記念都市建設法によって
裏づけされた戦後広島の「復興というはじまり」のモニュメントに流用されたこ
とを示す。
　ただし、平和記念公園が造営された当時は、その区域内に建てられたバラック
に被災者が居住しており、樹木もなく、荒廃した環境にあり、実際にはモニュメ
ントにはなりえなかったし、原爆ドームも戦後初期は「おぞましい遺構」でしか
なかった22。平和記念公園のモニュメント化は、公園内外に建てられたバラック
と住民の排除を伴う復興のための環境の整備によって進められ、さらに当初は瓦
礫として放置されていた原爆ドームも1960年代半ばには保存運動が展開され、よ
うやくモニュメントとなりえた23。
　平和記念公園がモニュメントとして整備されていった一方で、三つのメモリア
ル的な要素が満たされていく。その三つとは、第一に平和記念資料館の被爆の展
示物とテキストである。平和記念資料館の建物自体はモニュメントであろうが、
その内部の展示物とテキストは饒舌に被害を語る。第二に原爆死没者慰霊碑の石
室に納められる死者の名簿である。第三に平和記念公園とその周辺に建立される
記念碑や慰霊碑である。第一と第二のメモリアル的な要素は公園の景観からは隠
されるが、三つ目の慰霊碑や記念碑は、様々な意図で個々に増殖していったもの
であり、大きさ、材質、デザインも統一的ではなく公園デザインという観点から
は異物である。そのなかで、もっとも異質な慰霊碑は原爆供養塔である。その異
質さは、平和記念公園の中心である原爆死没者慰霊碑と比較すると際立ってくる。
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⑵　原爆死没者記念碑・原爆供養塔・原爆死没者平和追悼祈念館
　死者の名簿の納められている原爆死没者慰霊碑に対して、平和記念公園の北西
にある原爆供養塔には死者の骨が収められているが、そのほとんどは名前の分か
らない遺骨あるいは分かっても引き取り手のない遺骨である。被災直後に、現在
の原爆供養塔付近にあった慈仙寺の境内が臨時火葬場となった24。死体が焼かれ
た場所で遺骨を集め供養するという目的のもと、「広島市戦災死没者供養会」（現
在は「広島戦災供養会」）が設立され、1946年５月に張りぼての「広島市戦災死
没者供養塔」が、７月にはバラックの納骨堂と礼拝堂が建てられ、同年８月６日
から毎年合同の慰霊祭が開かれるようになった25。現在の供養塔は1955年７月に
作られたものであるが、ここに集められた遺骨は、供養塔の完成後の約一週間に
町内会などによって行われた遺骨収集作業、市内の復興による道路工事や平和記
念公園などの建設によって見つかったものが収められている26。1955年末頃まで
に氏名不詳の遺骨約７万柱、遺族が分からず氏名の判明している遺骨2,434柱が
納められており、こうした遺骨の供養は、毎年８月６日に仏教各宗派からキリス
ト教までの宗教団体が行っている27。
　原爆供養塔の遺骨は当初は平和記念公園に作られる慰霊碑の地下に収められる
ことが考えられていたが、建設省は都市公園として計画された平和記念公園に墓
所と見なされる納骨施設が建立されることを認めず、代わりに原爆犠牲者名簿が
納められることになった28。原爆供養塔は納骨施設であるがゆえに排除され周縁
化された。
　原爆死没者慰霊碑と原爆供養塔は、どちらとも犠牲者を悼むという点において
はメモリアルな場であるのだが、様々な点において対照的である。前述の原爆死
没者慰霊碑には死者の名前だけが納められているのに対して、供養塔には一部を
除いて名前のない遺骨が納められている。また、前者では毎年被爆者が死亡する
ことによって書き足されて更新されるが、後者にはそれがない。最後に、前者の
名簿は市当局によって管理されるが、その個々の名前を見ることはできな�
い29。後者では、引き取り手がないゆえに遺骨の名前が公表されているものもあ
るが、ほとんどは引き取り手がない名前のない遺骨である。名前がない遺骨となっ
た死者は公的には被爆者として認定されることはなく、法的には都市公園には
あってはならない墓的な機能をもつ供養塔において、行政当局ではなく、宗教職
能者によって慰霊され続ける。
　2002年（平成14）に開設された犠牲者の氏名と遺影を公開する国立広島原爆死
没者平和追悼祈念館は、匿名ではないが直接には関わりをもたなかった犠牲者と
の新しい関係の結び方を提示した。それは、「追悼」という名称がついているこ
とから分かるように、直接に名前のある原爆死没者の遺影に対面することができ、
また、人びとの経験を音声や映像、文字を通して知ることができるという点であ
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る。犠牲者の名前のリストだけでなく、声と映像とテキストに満ちたメモリアル
な場である。原爆死没者平和追悼記念館は、相対する人に名前のリストが示され
ない原爆死没者慰霊碑を補完する機能をもつメモリアルな場である30。
　一方、原爆供養塔は、名前がないゆえにそれ自体では何も語りえない遺骨とい
う存在によって成り立っている慰霊の場である。原爆供養塔は遺骨という実体が
ありながらも「名前のリスト」を示すことのできないという点で、スターケンの
いうメモリアル的な記念碑とは異なる。名のない遺骨は、原爆死没者平和追悼記
念館で示される被災の記憶あるいは物語の共有を拒否する。匿名の記憶や物語は
存在しえないからだ31。このため、原爆供養塔では永遠に誰でもない誰かの慰霊
が行われ続けなくてはならない。それは、仏教やキリスト教といった宗教職能者
の手によってなされるのである。

３．広島市街地の記念物

　先述したようにモニュメントである平和記念公園のなかには、メモリアル的な
要素である様々な慰霊碑や記念碑が建立されている。そのなかで、先行研究にお
いて取り上げられるものは、原爆死没者慰霊碑や韓国人原爆犠牲者慰霊碑など、
論争となったものにほぼ限られている。
　しかし、それら以外にも平和記念公園には数多くの慰霊碑 ･記念碑が存在して
いる。例えば、平和記念資料館の HPにおいて紹介されている慰霊碑と記念碑は
51基にものぼる32。また、公益財団法人広島観光コンベンションビューローの提
供する「平和記念公園・周辺ガイドマップ」には66基の記念物が掲載されてい�
る33。平和記念公園とその周辺だけでも、少なくとも50基以上の記念物が作られ
たという事実は何を意味するのであろうか。
　こうした記念物は、平和記念公園とその周辺だけに限定されず、市内各所に見
られる。本稿で対象とする記念物は、平和記念公園とその周辺に限定することな
く、市街地全域に建てられたものである。

⑴　記念物の建立数の推移
　はじめに、広島市街地とその周辺地域の記念物の建立年代とその数についての
分析を行ないたい。これまでの文献調査および実地調査によって、218基の記念
碑の建立年代を把握しているが、それらを1945年（昭和20）から５年単位で建立
数を比較すると次のようになる34。（図１参照）

1945～49年16基
1950～54年21基
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1955～59年26基
1960～64年19基
1965～69年27基
1970～74年19基
1975～79年21基
1980～84年11基
1985～89年10基
1990～94年11基
1995～99年14基
2000～04年８基
2005～09年11基
2010～14年３基
合計217基

　1965年からの五年間が建立のピークであり、1980年の五年間になると建立数は
大きく下がる。これは、慰霊・追悼のための記念碑が充足すると同時に、記念碑
建立の担い手であった戦争を経験した世代の死亡・高齢化によるものと推察され
る。ただし、そのなかで被爆五十周年の1995年に10基、被爆60周年の2005年８基
が建立され、一時的な上昇が見られた。

⑵　記念物の分類と比較
　本稿では、上述の記念物を、「学校の教職員と学生への慰霊」、「職場の同僚へ

図１　記念物設立数の推移35
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の慰霊」、「地域と関係する人びとへの地区住民による慰霊」、そして、「特定の集
団に対する慰霊ではなく包括的な平和への希求」に分けた。これらの何れかに明
確に分けることのできないもの、あるいは当てはまらないと見なしたものは「そ
の他」とした36。特定の犠牲者を慰霊・追悼するものでなく包括的な哀悼と平和
への希求を目的とする記念物は、モニュメント的ともいえる。
　上記の四つのカテゴリーにおいて、1945年からの十年単位の建立数の推移は次
の通りである。（表１、図２参照）37

　「学校の教員および生徒の慰霊碑」（以下、学校碑）の建立数は35基。1945～54
年12基、1955～64年８基、1965～74年６基、1975～84年４基、1985年～94年２基、
1995年～2004年２基、2004年～15年１基である。
　「職場の同僚の慰霊碑」（以下、職場碑）の建立数は42基。1945～54年９基、
1955～64年７基、1965～74年14基、1975～84年６基、1985～94年３基、1995年～
2004年２基、2004年～15年１基となっている。
　「地域の住民の慰霊碑」（以下、地域碑）の建立数は47基。1945～54年８基、
1955～64年８基、1965～74年12基、1975～84年７基、1985～94年４基、1995～
2004年６基、2005～14年２基である。
　「平和への希求する記念物」（以下、平和碑）の建立数は57基。1945～54年６基、
1955～64年15基、1965～74年７基、1975～84年８基、1985～94年５基、1995～
2004年８基、2005～14年８基である。
　カテゴリー別の建立数の推移を比較すると、学校碑の建立は被災・終戦後から
の十年間が最も多いが、1975年以降になると大きく数が落ち込む。職場碑の建立
は、1965年から74年までのあいだが14基ともっとも高い数となっているが、1985
年以降は大きく数が減る。地域碑の建立でも同様に、1965年からの十年間に12基
ともっとも多くなっている。また1985年からの十年間は数が少なくなるが、1995
年から2004年のあいだに再び増えている。平和碑の建立については、1955年から

表１　カテゴリー別建立数の推移

年 学校碑 職場碑 地域碑 平和碑
1945～54 12 9 8 6
1955～64 8 7 8 15
1965～74 6 14 12 7
1975～84 4 6 7 8
1985～94 2 3 4 5
1995～2004 2 2 6 8
2005～14 1 1 2 8

35 42 47 57
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64年までのあいだが14基をもっとも多いが、他のカテゴリーとは異なり、その後
も継続的に碑が建立されており、2005年から14年のあいだも８基の建立されてい
る。
　学校、職場、地域はそれぞれの組織が存続することによって、その組織と関係
する人びとの慰霊・追悼のために碑を建立することは理解できる。学校がいち早
く慰霊碑を建立する理由は、子どもを亡くした人びとの要請であることは想像で
きるし、子どもの教育という側面からも精神的な安定が必要となったということ
が想定されよう。それに対して、職場や住民組織では、ある程度の世情や経済的
な安定の後に慰霊碑の建立の機運が高まったのであろう。この意味では、組織に
よる碑の建立は、単に犠牲者を慰霊するというメモリアルという側面だけでなく、
その後の復興を称えるモニュメント的な行為として理解することも可能である。
　しかし、必ずしも特定の人びとの慰霊という目的がなく、モニュメント的でも
ある平和碑の建立数の推移については、どのように解釈できるのであろうか。い
うまでもなく1952年に建立された原爆死没者慰霊碑（広島平和都市記念碑）には
じまり、1954年に整備された平和公園およびその周辺部において多くの記念物が
建立されたが、そのなかには包括的な平和を希求する記念物が多く見られる。こ
れは「広島を世界のピースセンターたらしめんとする崇高な平和都市としての理
念」を具現化する空間である平和記念公園において、必然的な建立であるといえ
よう。さらに、こうした平和碑が1945年から現在に至るまでの期間、一定数建立
され続ける理由は、特定の人びとの慰霊という目的とは異なり、建立によって目
的が失われることがないからである。特定の犠牲者を慰霊・追悼する記念物は、

図２　カテゴリー別建立数の推移

学校碑 職場碑 地域碑 平和碑
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その目的が満たされることによって時間を経るに連れて建立数は減っていくが、
特定の人びとを対象としない平和碑は永続的に建立されうる唯一の記念物であ
る。「世界恒久平和」を願うモニュメントを建立する理由は、決して失われるこ
とはないのである。
　長崎の原爆記念碑を調査した中村美貴子は、戦争を経験した世代である建立者
が彼らと直接に結びつきをもっていた犠牲者を慰霊するという「墓的機能」をも
つ記念碑の建立が年代とともに減少し、それに対して「土地の記録機能」と「平
和のメッセージ伝達機能」をもつ記念碑の建立が近年になって増加していくこと
を指摘している38。中村のいう「平和のメッセージ伝達機能」という言葉を使えば、
広島においては、どちらかといえば「墓的機能」をもつ記念碑が満たされたのに
伴い、相対的に「平和のメッセージ伝達機能」をもつ記念物の重要性が高まって
いると指摘できよう。
　広島市は永遠に「平和」を唱え続けなくてはならない。これは広島市が人類で
はじめて原爆の被害を受けたという悲劇を経験したからだけではない。戦後の復
興が「平和記念都市」を目指すという名目のもとに成し遂げられたからである。
このため、市当局によってはじめられた事業が、特定の人びとの慰霊・追悼のた
めの碑とは異なる、「被爆の実相を伝える」ための新しい記念物の建立である。

４．新たな記念物の誕生

　前章では、1945年から現在に至るまでの記念物の建立の推移を示し、その目的
が特定の人びとの慰霊・追悼を行うメモリアルから、どちらかといえば抽象的な
平和の希求を示すモニュメントへと変化したことを明らかにした。
　1965年から69年までの五年間をピークとして、記念物の建立数は下降し、特に
1985年から1994年までの十年間に新しい記念物の建立は僅かであった。このよう
に記念碑の建立が頭打ちになる一方で、広島市は新しい記念物を作成する事業を
はじめている。本章では、広島市によって新たに建立されはじめた記念物が、原
爆被害という過去の出来事と特定の場所との関係を強化し、景観をみる特定のポ
ジションを与え、爆心地から同心円状に広がる広島市街地の空間イメージを形成
することを示したい。

⑴　原爆被災説明板
　1980年（昭和55）に広島市は市内各所に「原爆被災説明板」の設置をはじめ�
た39。説明板には写真と説明文が付されている。これは、広島市当局が「被爆の
実相を多くの人に伝え、継承していくために、現存している建物や橋などのなか
で、原爆による被害の状況を伝える写真が残っているものを対象に設置」したも
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のである40。その第一号は「爆心地（島病院）」であり、このほかにも同じ年に「本
通り商店街」、「広島駅」、「袋町国民学校」、「広島日赤病院」など全部で９基の説
明板を設置した。1981年10基、1982年10基、1990年３基、1991年２基、1992年２
基というように1999年までに合計45基の説明板が市街地に設置されている41。
　例えば、説明板には被害の写真とともに次のような説明文が付されている42。

爆心地
設置場所：中区大手町一丁目５番24号
テニアン島から飛来した米軍機 B-29「エノラ・ゲイ号」によって人類史上最
初に使用された原子爆弾は、この上空約600メ－トルでさく裂しました。爆心
直下となったこの一帯は、約3000度～4000度の熱線と爆風や放射線を受け、ほ
とんどの人びとが瞬時にその生命を奪われました。時に1945（昭和20）年８月
６日午前８時15分のことでした。
写真説明：現地点から見た北方の惨状　1945年11月　米軍撮影

袋町国民学校
設置場所：中区袋町６番36号
爆心地から約500メートル
鉄筋コンクリート３階建の校舎は、原子爆弾により外形だけを残して焼失した。
学童疎開をしないで残っていた児童が朝礼直後に被爆した。この学校の犠牲者
は、およそ300人にのぼった。
写真説明：�窓にむしろをさげて救護所に使われている校舎　1945年10月８日　

菊池俊吉氏撮影

設置場所とともに爆心地からの距離が付されている。爆心地からもっとも遠い説
明板は3.5キロ離れた東区の「浄土真宗尾長説教所」である43。
　写真と説明文を読むことによって、「何気なく通り過ぎる街角」44の景観が、異
化されることになる。しかし、そこに示された景観は原爆被害による破壊前と破
壊後の相違ではなく、破壊後と復興を遂げた後の現在の景観である。「原爆被災
説明板」の設置意図としては、先に中村の示した「土地の記録機能」45であるの
かもしれないが、むしろ、復興を遂げた広島市街地の景観をモニュメント化する
媒介物と見なすことができよう。

⑵　被爆建物・被爆樹木
　先述したように1985年から1994年までは、原爆の被害を示す記念物の建立数が
頭打ちとなった時期であるが、広島市は1993年（平成５）に「被爆建物等保存・
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継承事業実施要綱」を制定した46。
　建物に対する原爆の壊滅的な被害は約９割に及び、残った建物も時代の推移と
ともに建て替えられていったという。こうした状況において広島市は、爆心地か
ら５キロメートル以内の僅かに残った建物などを被爆建物台帳に登録し、所有者
に保存・継承の協力を呼びかけ、保存工事の際に費用助成を行っている。1993年
に30件の被爆建物が登録され、翌1994年には98件まで登録数が上がったが、それ
以上劇的に増えることはなく、2015年11月14日現在の登録数は86件となっている。
このうち公共所有は20件、民間所有66件である47。
　この被爆建物と並び、広島市は被爆樹木の認定も行っている。被爆樹木とは爆
心地か半径約２キロメートル以内で原爆の被害にあいながらも枯れることのな
かった樹木のことである。「原子爆弾調査報告集（1953年）によると、爆心地か
ら２キロメートル以内で50パーセントほど幹が折れたとされ」、また、２キロメー
トル以内ではすべての住宅が全焼する地域であり、同様に多くの樹木が焼き尽く
されたという48。その過酷な被害のなかで残った樹木が、爆心地から半径２キロ
メートル以内の56か所に約170本残っており、被爆樹木として認定されている49。
　被爆樹木も被爆建物と同様に、説明板が付される。そこには先述の「原爆被災
説明板」と同じく爆心地からの距離が示される。この距離こそが、建物と樹木そ
れぞれが被爆物として広島市によって公的に認定される条件であり、被害の大き
さを語る基準となっている。このため、被爆建物・被爆樹木が地図上に示す場合、
必ず爆心地から同心円状の輪が１キロメートル（あるいは500メートル）ずつ描
かれ、そのなかにそれぞれの記念物がプロットされる。

⑶　原爆被害の経験の空間的組織化
　被爆建物について、物理学者の葉佐井博巳と岩谷和夫は「放射線被曝の証し」
として、現在でも放射線被曝の痕跡が建造物に物理学的に検出されることを述べ
ている50。同様に放射線被曝は人びとの「身体内部の原子・分子レベルの目に見
えない破壊を引き起こし」健康被害を与える51。
　しかしながら、人びとの様々な被曝の経験は物理学的な計算とは同一ではない。
同様のことは、被爆建物・被爆樹木にも指摘でき、物理学的に計算される建物や
樹木それ自体の被害と、その場所における人びとの経験とは必ずしも一致しない
はずである。なぜならば、現実の市街地の空間構成と人びとの生活のあり方は、
同心円状の形とは無関係に成り立っているからだ。ところが、米山リサは、原爆
被害の証言者の記憶が、爆心地から同心円状に描かれた都市地図の視覚的なイ
メージによって媒介されて語られると述べる52。
　広島市による原爆被災説明板の設置、被爆建物・被爆樹木の認定・保存事業に
よって、こうした視覚イメージは実体化する。爆心地からの距離が付された被爆
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説明板の設置や被爆建物・被爆樹木の認定は、爆心地から同心円状の空間イメー
ジをそれぞれ場所に印づける行為である。
　それによって、それらの説明板と相対した人びとは、説明板に付された爆心地
からの距離数によって、自らが爆心地から直線距離においてどの方向にどれくら
い離れているのかを再帰的に経験することになる。その経験は、その当時の人び
との経験とは異なる形の爆心地を中心とした同心円状の空間的なイメージによっ
て媒介されたものである53。つまり、被爆説明板や被爆建物・被爆樹木は「何気
なく通り過ぎる街角」を異化する機能をもつだけではなく、常にその場所を爆心
地あるいはそれに準じる平和記念公園と結びつける役割をもつ。それはまた、そ
の場所を常に1945年８月６日午前８時15分という時間に係留することを意味して
いる。

おわりに

　これまで広島市の平和記念公園がメモリアルでモニュメンタルな空間となって
いることを明らかにしたうえで、広島市街地に広がる原爆被害の記念物の建立の
時間的空間的な配置とそれらが何を意味するのかについての考察を加えてきた。
さらに原爆による被災という出来事の継承のために広島市が取り組んでいる事業
が、どのように景観を意味づけるのかについて示した。
　広島では原爆被害という出来事をめぐり、敗戦後から今日に至るまで、フット
のいう「聖別」「選別」「復旧」「抹消」が繰り返されてきたといえよう54。それは、
平和という名で行われてきた復興のプロセスでもあった。そのプロセスにおいて、
元の状況を回復する「復旧」と悲劇の痕跡を消し去る「抹消」が行われる一方で、
原爆被害の記憶を永続化するための「聖別」と、特定の場所を神聖化こそしない
が出来事の痕跡を残すための「選別」が行われてもいる。
　平和記念公園の建設は、その場所の「抹消」によってこそ「聖別」を可能にし
た。あるいは、平和記念公園という「聖別」された「聖域」を設けることによっ
て都市全体の復興という「抹消」が可能となったとも指摘できる。近年の「選別」
の例として、原爆被災説明板の設置、被爆建物・被爆樹木の認定、保存という作
業を挙げることができる。それは、戦後の経済復興による過去の出来事を表象す
る機能の喪失への危惧である。このため、新たに必要とされる「聖別」が、被爆
70周年となった2015年７月に広島市が発表した比治山公園「平和の丘」構想に示
されているようにも思われる55。
　つまり、広島では、原爆被害の集合的記憶あるいは物語の共有をめぐり、広島
市をはじめ様々な団体や個人が、特定の場所やものの「聖別」と「抹消」を同時
に行い続けてきたのであろう。この矛盾した行為は、北村が明らかにした沖縄の
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摩文仁の丘の記念碑と同様に、原爆の被害の犠牲を悼むメモリアルな行為を行い
続けることによって、復興し発展を続けている自らの姿を称えるモニュメントを
作り出していた、と言い換えることができるであろう56。そして、それは原爆被
害の後に特別法のもと、「平和記念都市」を自画像として掲げながら復興を遂げ
てきた広島の必然であった。

付記　本稿は広島市立大学特定研究「平和記念都市・広島の『記念碑的景観』の
実証的研究」（2012年～2013年：000001030301）の成果の一部である。広島市平
和推進課からの資料提供を受けた。感謝を申し上げる。
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