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被災都市における復興と慰霊の公共空間
——広島平和記念公園を中心に——
松尾浩一郎
1. はじめに——災禍とともにある都市
 災害や戦災は都市・地域社会に甚大な影響を及ぼす。それは時に都市を根こ
そぎに破壊する。未だ記憶に新しい東日本大震災の被災地の光景は、まるです
べてが無に帰してしまったかのようであった。しかしそれほどの状況でありな
がらも、それは我々にとって既視の風景でもあった。1923（大正 12）年 9 月 1
日の東京、1945（昭和 20）年 8 月 6 日の広島、1945 年 8 月 9 日の長崎、1995
（平成 7）年 1 月 17 日の神戸……。我々はさまざまなグラウンド・ゼロに直面
してきた。
 どれほど激しい破壊を被ったとしても、都市がそのまま放棄されることは極
めてまれである。たとえば、放射能の影響で「70 年間は草木も生えず人も住め
ない」とまで言われた広島の場合もそうであった（中国新聞社 1995: 22）。全
市を高台に移転させる案などが提起されつつも（広島都市生活研究会 1985:
45）、まさに廃墟となったその土地の上で、広島は復興へと向かって行った。被
災都市が新しい土地に移り、ゼロから再建することは現実的な道ではない。そ
もそも限られた空間に密集することで成立している都市にとって、災害や戦災
などによる大規模な破壊は避けがたいリスクでもある。あえて誤解を恐れずに
言えば、災禍と共にあることは都市のひとつの本質なのである。
 大規模な破壊を受けた都市は、それからのリカバリー、つまり復興という課
題に取り組まなければならない。都市基盤の建設、経済活動の活性化、法制度
の整備、生活の再建などに、その都市内外のエネルギーが注ぎ込まれることに
なる。ここで基軸となるのは建設や生産といった前向きのベクトルである。
 しかし建設のベクトルだけで十分なリカバリーをなし得るかといえば、答え
は恐らく否であろう。逆の向きのベクトル、異なる指向、異なる次元でのリカ
バリーも軽視してはならない。とりわけ対照的かつ重要なものとして、災禍を
記憶し、犠牲者を慰霊し、追悼することがあげられる 1)。

－1－

 都市の大規模な破壊とは、突然の大量の死、非業の死をも意味する。一般的
にいって、人の生死とそれに対処するコミュニティの活動や思考や慣習には、
一定の枠組とリズムがある（宮家 1989: 161）
。こうしたライフサイクルのリズ
ムは社会のエンジンにもなってきた（八木編 2001）
。大量の非業の死は社会の
リズムを大きく狂わせる（岩本 2003）。非業の死者を追悼し慰霊を重ねること
は、このような問題を調整し、乗り越えていくための対応でもある。
 通常は慰霊行為の主な担い手はイエである。
「江戸時代以降、死者を祀り、慰
霊するのは家の役割だとずっと考えられてきた」（森 2014: 226）。しかし被災
都市の場合、個々のイエ単位では手に負えないほどの規模と質の死が、そこに
存在していることであろう

2)

。そのなかで人間の心の破壊やコミュニティの破

壊からの復興を推し進めるためには、社会単位、都市単位での慰霊が重要にな
る。その指向性は建設や生産とは対極にあるようにも見えるが、復興の一局面
という点ではそれらと同じであるといってよい。
 本稿の底流をなすモチーフとなるのは、被災都市における復興と慰霊という
両輪の働きである。建設や生産といった形で煽り、焚き付け、刺激していくの
も大切であるが、その他方で、人々の心やコミュニティが蒙った傷を鎮め、過
去を解決しなければならない。とくに復興過程を長期的なタイムスパンで捉え
た場合、この両輪の絡み合いの積み重ねが、都市の再生に大きく影響している
のではないだろうか。
 復興と慰霊の形はさまざまである。これからの議論では焦点を絞りこみ、都
市の公共空間（public space）に題材を求めることとする。なぜならそれは、集
合的記憶が刻み込まれ、都市コミュニティに共有される価値や思想が象徴的に
表現される空間だからである（Halbwachs 1950）
。
 被災都市においてはしばしば災禍を記憶するためのメモリアル公園が作られ
る 3)。それは慰霊や追悼といった営みの舞台となり、復興過程の歴史や未来へ
の理想などを記憶し再生産するモニュメンタルな場となる。こうした空間のあ
り方や使われ方を観察することで、その都市の復興の形について理解を深める
ことができるだろう。
また、都市計画や公園設計などの政策過程を跡づけると、
そのなかから復興をめぐる様々な意思や政治的力学を読み取ることもできるだ
ろう。

－2－

 本稿の目的はこうした問題関心をめぐる構想の素描を試みることである。事
例とする都市は広島である。原爆被災からどのようにリカバリーしていったの
か。広島平和記念公園という災禍を記念する公共空間は、どのようなプランを
持ち、何が記銘され、どのように使われているのか。広島を題材に過去の事例
を学ぶことを通じて、東日本大震災のような現在の問題、来るべき将来の問題
を考える手がかりとしたい。
2. 都市の公共空間
 広島の事例の検討に入る前に、まずここで予備的考察として、都市の公共空
間について一般的な観点から論じ、今後の議論が立脚する視角を定めておく。
 公共空間とは何か。浜日出夫（2007: 22）によれば、おおむね誰でも自由に
そこに出入りすることができる場所のことである。こうした性質を持っている
ために、結果として公共空間はお互いに見知らぬ人同士が共存する空間となる。
都市論や都市計画の文脈に引きつけて言えば、公共空間はオープンスペースと
言い換えることもできる（Heckscher 1977）。その典型例は公園や広場などであ
る 4)。
 都市のなかで公共空間が果たしている役割は大きく、さまざまな次元に及ん
でいる。
 まず最初に挙げるべきその役割としては、物理的にも社会的心理的にも過密
になりやすい都市環境のなかに、
空間的なゆとりを提供できることである。個々
の住民が自分の生活のために十分なスペースを各自で私有することは現実的と
はいえないので、自由にアクセスできる公共空間があることはアメニティの向
上のために欠かせない。休息やレクシエーション、社交やコミュニティ活動と
いった日常生活の舞台としても、あるいは万が一への備えとなる防災の拠点と
しても、公共空間は住民の暮らしを支える基盤のひとつとなっている。
 また、公共空間は不特定多数の人々に利用されるため、好むと好まざるとに
関わらず、異質性共存の場、相反する意思や利害関係の調整の場となる

5)

。概

して都市は多種多様な人々が集まる場所であるから、さまざまな層の人々がひ
とつの空間をめぐって関わり合うことは、葛藤の可能性を含みながらも、その
都市のソーシャル・ミックスを促すことにもつながりうる 6)。
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 公共空間は住民のアメニティのためだけにあるのではない。それとは異なる
次元でも重要な存在となっている。なかでもとくに注目すべきなのは、都市そ
のものの成り立ちと深く絡み合っている権力との関係である。
 都市の本質を権力の所在地であることに求めたのは藤田弘夫である。藤田
（1991）によれば、都市、とくに首都性のある大都市を生み出すのは権力の働
きである。政治権力は無論、経済、文化、宗教、教育といったその他の領域の
諸権力も、その力を具現化し行使するための統合機関 7)を築く。統合機関は人々
や資源や諸活動を一所に集め整序する強力な作用を持つ。こうした統合機関が
所在する場所が都市になるのだという。
 権力は意思を持つ。M・ウェーバーの定義するように、権力とは他者に自己
の意思や要求を強いることのできる可能性のことである。権力はその意思を示
し、力のありかと強さを誇示していくが、同時にその支配の正統性も内外に示
さなければならない。その際に都市の権力は何をするだろうか。統治の象徴と
なりうる威容を演出するモニュメントや空間を建設し、時にはそれを舞台に権
力と秩序を誇示するスペクタクルなドラマを上演するのである（藤田 1993）
。
 広場や公園を通じた意思の表現の例は数多い。たとえば、古代ローマのフォ
ルム、北京の天安門広場、モスクワの赤の広場、ワシントン D.C.のナショナル
モールなどは、その都市のみにとどまらず、国家の政治体制そのものを象徴す
るような存在となっている。また、個別の重要な出来事や傑出した人物を記銘
するためのメモリアル公園もある。たとえば、大阪の万博記念公園、ソウルの
タプコル公園（パゴダ公園）
、ロンドンのトラファルガー・スクエア、ニューデ
リーのラージガートなどを挙げることができる

8)

。抽象化され均質化されやす

い近代産業社会の都市空間のなかにあっては、これらはいずれも固有の意味を
持った特別な場所性を湛えている。
 こうした公共空間で表現される意思の内容は、当然それぞれが異なったモチ
ーフを持っているが、一般的にいえば、その都市の歴史を意味づけ、アイデン
ティティを定義するようなものが多い。とくに繁栄や建国や勝利のような栄光
の歴史に題材が求められやすいのは言うまでもないが、それとは対極にある、
悲劇や災害や喪失の歴史もしばしば記念の対象となる。今ここで検討しようと
している広島の平和記念公園はその一例である。自らの過去のなかにある最も
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ポジティブな側面と最もネガティブな側面に目を向けて、それをどのように意
味づけていくのかは、都市のアイデンティティを統合していくためには極めて
重要な、それでいて敏感な問題となるであろう。
 復興と慰霊の公共空間という本稿の主題に引きつけて改めて論点を整理する
と、どこで、誰が、何を、どのようにメモリアルし、どのような意味づけがな
され、そこにいかなる意思が介在しているのかが、問うべき点ということにな
るだろう。また、正と負のバランス、あるいは過去志向と未来志向という異な
るベクトルを公共空間のなかでどのように調停し、ひとつの像へとまとめあげ
て表現しているのかにも注目したい。
3. 広島平和記念公園とその周辺
 広島は 1945 年 8 月 6 日に原爆の投下を受け、
言葉では表せないほど激しく深
い被害を被った。爆心地が市街地のほぼ中心であったこともあり、都市全体が
壊滅したかのような被害となった。広島市の人口は 1942（昭和 17）年に 42 万
人にまで達していたが、1945 年 11 月のそれは 14 万人にも満たない（広島原爆
戦災誌）。中国地方随一の大都市が、完膚なきまでに破壊された。
 現在広島市は人口 110 万人あまりを数えるまでに至っているが、こうした繁
栄を取り戻すまでの道のりは平坦だったわけではない。広島の戦後史は原爆か
らの復興過程の歴史でもあった。今日でも広島の町のいたるところに、数多く
の被爆の傷跡と復興の歩みの痕跡が刻まれている。
 広島の市街地は太田川デルタに立地している。太田川放水路、天満川、本川
とも呼ばれる旧太田川、元安川、京橋川、猿猴川が扇状に展開している。これ
らの河川の狭間を縫うように広島の町が広がっている。このデルタのほぼ中心
となる本川と元安川にはさまれた中州に、広島平和記念公園（以下、平和記念
公園と表記）がある。
 平和記念公園の面積はおよそ 12.2ha である。東京の日比谷公園（16.2ha）に
比べればやや小ぶりだが、大阪の中之島公園（10.6ha）よりは一回り大きい。
デルタによって作り出された限られた平地を高密度に利用して形成されている
広島の中心市街地にあっては、平和記念公園は特別に大きなオープンスペース
であるといえるだろう

9)

。都市公園の分類体系のなかでは、種類は都市基幹公
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園、種別は総合公園と位置づけられている。
 平和記念公園は都市の公共空間として重要な役割を果たしている。繁華街に
ほど近く、交通至便な場所に立地していることもあって 10)、多くの人が訪れる
公園となっている。かつて広島のメインストリートであった旧西国街道が公園
内を東西に貫通しており、通過交通中心ではあるが現在でも一定の通行量があ
ることも、公園の賑わいを生み出す一要因となっている。
 近年ではホームレス対策やヴァンダリズム対策としてベンチやゴミ箱、トイ
レといったアメニティ設備を質量とも切り詰める動きが各地で見られるが、こ
の平和記念公園ではそのような風潮の影響はほとんど見られない。快適なベン
チが数多く設置されており、ゴミ箱やトイレも十分にある。ホームレス問題や
犯罪が生じる例もないではないが、多くの市民が憩いの場として日常的に活用
しやすい環境が整っているという利点は大きい。
 平和記念公園はその名が指し示している通り、原爆被災を受け平和を願い訴
えることを目的として建設されている。今でこそ公園となっているが、被災時
点では稠密な市街地であり、中島本町、材木町、天神町、元柳町などの町があ
った 11)。詳しくは後述するが、終戦直後の戦災復興計画のなかで公園とする案
が提起され、紆余曲折を経て、1954（昭和 29）年に平和記念公園として開園し
た。
 公園内には原爆と平和にまつわるさまざまな施設やモニュメントが点在して
いる。とくに大規模な施設としては、原爆資料館とも呼ばれる広島平和記念資
料館と、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館がある。モニュメントや慰霊碑は
数多くあり、本川と元安川の対岸にあるものも含めれば、およそ 50 に近い。事
実上の無縁墓地から、核廃絶と平和を求めるシンボルまでさまざまなものがあ
るが、それらはみな訪れる人に何かを強く訴えかけているかのようである。な
かでも広島平和都市記念碑（一般に原爆死没者慰霊碑と通称される）は強い象
徴性を持ち、参拝の対象にも批判やヴァンダリズムの対象にもなってきた。ま
た、元安川をはさんでそびえ立つ原爆ドームは、周知のように世界遺産にも登
録されており、あまりにも名高い存在となっている。
 広島では市内のいたるところにモニュメントや被爆建造物や関連施設が散在
しているが、それらのなかで平和記念公園は地理的に中心を占めているだけで
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なく、特別な存在感を放っている。原爆をメモリアルする場として唯一無二の
舞台となっている。
 メモリアルの場としての意味がもっとも顕在化するのは 8 月 6 日である。毎
年この日の平和記念公園では壮大なドラマが繰り広げられる。
 午前中は広島市が主催する平和記念式典

12)

の会場となる。平和記念式典は、

原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を祈念することを目的とした式典であ
る。首相をはじめとする要人が多数出席し、広島市長は平和宣言を行うのが慣
例である。広い公園は数万もの人で埋め尽くされ、機動隊や警察から市職員ま
で大量に動員したものものしい警備体制のなかで、
厳粛な儀式が執り行われる。
そこはまるで強力な磁場であるかのようになる。原爆死没者慰霊碑を中心に、
要人、来賓、被爆者、被爆者家族、吹奏楽団と合唱団の生徒たち、全国各地の
平和団体、一般参列者、見物客、などといったように、さまざまな人々が半同
心円状をなして公園内に蝟集する。この儀式に深く関連する平和・反核・慰霊・
復興といった観念は、相互にずれや矛盾を含みつつ、微妙なバランスで共存し
ている。これらの観念をオーソリティが適切と許容するような形で踏まえない
者は、平和記念公園の中心部へのアクセスは許されない。右翼団体、左翼団体、
過激派、デモ隊……。平和と慰霊からの逸脱は公園外、川向こうへと排除され
る。まるで見えないバリアで遠心分離機にかけられたかのような状況が生み出
される。
 夕刻からは一転してとうろう流しが行われる。昼間のフォーマルな平和祈念
式典に対して、とうろう流しはどこかリラックスした雰囲気が漂う。昼間と異
なり警備員の姿はわずかしか見られない。華やいだ祭りの雰囲気が横溢し、思
い思いにそぞろ歩きを楽しむ家族連れや恋人たちの姿が目立つ。公園内の元安
川親水護岸からは被爆者を慰霊するための灯籠が次々に流されていく。一般市
民も観光客も、灯籠に自由にメッセージを書き込み自分の手で流すという形で、
この行事に参加することができる。もちろん亡き近親者への追慕と鎮魂の思い
を灯籠に託している人も少なくない。元来とうろう流しは日本のさまざまな地
域で見られるお盆の送り火行事である。広島の場合、8 月 6 日とお盆の時期的
な近接も背景として、被爆死を悼み慰霊するための行事となっていった 13)。近
年でも約 1 万という多数の灯籠が流されているが、最盛期の昭和 30 年代では、
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およそ 2〜3 万もの灯籠が流されており、
鎮魂の祈りと復興を祝う気持ちがない
交ぜになって、大変な華やかさであったという（とうろう流し実行委員会 ND）。
 平和記念公園がメモリアルの場として機能するのは 8 月 6 日だけではない。
程度の差こそあれ、それは日常の風景の一部となっている。公園内にある数々
のモニュメントのなかには、特別な記念日でなくとも、折り鶴や生花などが献
じられているものも少なくない。
 たとえば旧天神町北組慰霊碑の前には、常に水が供えられているのを見るこ
とができる。この水を供えているのは天神町出身の被爆者 A さんである。A さ
んは被爆時に家族や親族を失いながらも九死に一生を得た後、長らく県外で生
活していたが、定年退職を機に広島に戻っている。それ以来、毎日のように郊
外の自宅から平和記念公園へと足を運び、元安川の水を汲んで、故郷の町の碑
に手向けている。この時念頭にあるのは、家族であり、同居していた従兄弟で
あるという 14)。この場所、この公園は、慰霊に生きる彼にとっての拠り所とな
っているのである。このように公園を訪れる人は A さんだけでない。同じ町内
に係累を持ち被爆死者の孫にあたる B さんも、折に触れてこの碑に足を運び、
あたかも A さんの日課を引き継ぐかのように碑を清め、献水をする。彼女は被
爆体験の継承に深く関心を持ちさまざまな活動に積極的に参加する一方で、な
ぜ自分のルーツとなるこの町に原爆が落ち、近しい人が犠牲になったのかを問
い続けているという 15)。この他にも同じような光景が、平和記念公園内のさま
ざまなモニュメントの前で、それぞれ繰り広げられてきたことであろう。
 平和記念公園は原爆ドームと一体となって

16)

対外的な広島の顔としての役

割も果たしている。広島には多くの観光客や修学旅行生が訪れているが、おそ
らく平和記念公園に立ち寄らない人はまれであろう。近年では海外からの観光
客も増加している（広島市 2014）。
試みに外国語で書かれた観光案内を見ると、
平和記念公園は主要なアトラクションとしてまず名前があがっている。慰霊か
ら観光まで多くの人を集める平和記念公園には、強力な場所性の力があるよう
にも感じられる。
 日常の平和記念公園は、8 月 6 日の日中のように見えないバリアが幾重にも
張り巡らされた空間なのではなく、より開かれた、記憶と慰霊と祈りのための
オープンスペースとして機能している。さまざまなモニュメントはもとより、
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ベンチにさりげなく貼り付けられている平和を祈るメッセージのプレートの
数々も含めて、そこで訴えられている個々の内容には多様性や微妙な齟齬もあ
る。しかし平和記念公園は全体としてそれらを飲み込み、原爆の記憶を踏まえ
て死者を慰霊し平和を祈ることが広島のアイデンティティであるのだと表現し
ているように思われる。
4. 平和都市の建設と広島の復興
 平和記念公園は災禍を記憶する公共空間としてよく機能している事例と位置
づけることができるだろう。
被爆後半世紀を遥かに超える時間が経った今でも、
そこでは生々しい現実として原爆体験に触れ、感じることができる。また、都
市のオープンスペースとしてみても、市民の日常生活を潤す憩いの空間ともな
っている。広島という都市コミュニティに深く根を下ろしているといえるだろ
う。
 なぜ、どのようにして、平和記念公園は今日のような公園になり得たのであ
ろうか。さまざまな理由や背景を指摘しうるだろうが、ここでは公園の整備に
至る歴史的経緯に着目し、復興を目指した広島の政治過程と結びつけて理解す
ることを試みたい。平和記念公園は原爆に対する広島からのリアクションとし
て、意識的につくられた公園である。どのようにつくられていったのか、その
際にどのような意図や力がどのように交錯していったのかを跡づけていくこと
にする。とくに注目したいのは、都市計画、平和都市化、記憶のポリティクス、
といった諸点である。
4.1 広島の都市プランと平和記念公園
 原爆投下まで市街地であった中島地区が平和記念公園へと姿を変える直接の
第一歩は、1946（昭和 21）年に立案された戦災復興計画のなかで、同地区の大
半の部分に相当する 10.7ha を「中島公園」として整備する方針が示されたこと
であった。ただし、資料上の制約などもあって、中島公園案が浮上するまでの
具体的な過程は十分にはわかっていない 17)。
 戦災復興計画の柱となった都市計画、区画整理事業は、爆心地から半径 2km
をおおよその目安として、1,520ha にものぼる広大な面積を対象とする大規模な
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事業となった。太田川デルタが形成する平地のおおむね全域で道路や河川の整
備が行われ、
とくに中心市街地は面目を一新するほどの結果をもたらしている。
このように戦後広島の復興を牽引した都市計画であるが、戦災後にまったくの
ゼロから考案されたものではない。戦中の国土計画や防空都市の考え方や、そ
れにもとづいた建物疎開計画などを下敷きにしている部分もある。
 とくに広島の都市計画の代表的な成果である平和大通りは、その沿道に位置
する平和記念公園にとっても、きわめて重要な意味を持つ道路である。幅員
100m を誇る平和大通りは、もとは空襲対策の防火帯として計画され、被爆前
の段階で実際に整備に着手されていたものをそのまま引き継いでつくられてい
る。
 平和大通りは太田川デルタを比治山のふもとの東端から太田川放水路が流れ
る西端まで一直線に貫いている。南北に流れる河川とは相互の連絡を欠きなが
ら直交している。古くからの繁華街は主に東西に広がって形成されているが、
平和大通りはそれよりもおよそ 500m ほど南側を並行して走っている。城下町
時代より築かれた旧来の都市プランでは、広島城を北端とした南北軸にも重要
な意味が込められていたが、平和大通りの道筋には、伝統的な都市プランの秩
序とはほとんど関連が見られない。そもそも防火帯として計画されたのである
から、平和大通りが既存の都市構造と関係を持たずむしろそれを分断している
のは、その元来の目的からいって当然のことでもある。
 平和大通りに分断されたもののひとつとして中島地区を挙げることができる。
もともと本川と元安川の分岐点にはさまれた中州に位置していたが、そのすぐ
南側を平和大通りが貫通すると、河川と巨大道路に囲まれた三角形の小さな孤
島のような場所になってしまう。あくまでもひとつの試論としての推測である
が、原爆により焼け野原になった上に離れ小島となる中島地区であるから、い
っそのこと公園にしてしまおうと考えられたのではなかろうか。
 平和記念公園の立地を考えるとき、なぜそれが基町地区ではなかったのか、
という問いを立てておくことも重要である。というのも、旧太田川をはさんで
中島地区の北東に隣接する基町地区は、練兵場を中心とする広大な軍用地があ
ったため、細分化された民有地であった中島地区よりも、用地取得等の面でよ
り容易に公園へと転用しうる条件が整っていたはずだからである。爆心地から
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の距離も中島地区とほとんど変わらず、原爆をメモリアルする場としての資格
は十分にあった 18)。考えられる理由としては、後述するように国と広島市との
あいだで復興の方向性をめぐり駆け引きがあったため、国有地である基町地区
を利用しづらくした可能性があることを挙げられる。また、基町地区は広島城
にほど近く、護国神社や軍施設が集中しており、軍都広島を象徴するかのよう
な場所であったことも、原爆とその被害をメモリアルする場としての気まずさ
につながったのかもしれない 19)。
 なぜ中島地区が公園となったかの理由はさておき、平和記念公園は現在の位
置にあるということは、場所性の次元で非常に重要な個性をもつことにつなが
った。広島市街の中心地にありながらも隔離されているという両義性は、戦後
広島のふたつの側面、つまり復興し繁栄する大都市という側面と、原爆を記憶
しそれに抗う慰霊都市という側面を、同時によく象徴しているように思われる。
 また、広島にとって複雑で重要な意味を持つ比治山まで市街地を縦貫して延
びる平和大通りは、平和記念公園への／からの一種の参道のような意味を含ん
でいたようにも思われる。比治山には「比治山さん」の愛称で「宮島さん」こ
と厳島神社と並び称される比治山神社があり、1872（明治 5）年に開かれた歴
史ある比治山陸軍墓地があり、そして何より、原爆を投下したアメリカの象徴
として多くの市民に憎まれた ABCC（Atomic Bomb Casualty Commission）の本
拠がその山上にあった。広島にとってアメリカとはあまりにも大きく重いもの
であった。比治山に影を落とすアメリカという存在と、平和記念公園という復
興と慰霊の公共空間とが、平和大通りによって結ばれていたのである。
4.2 平和都市の理念と制度
 これまで記述してきたところでは、戦災復興計画にしたがって平和記念公園
が作られたかのように描いているが、実際はもう少し複雑な過程を辿っている
（石丸 1988; 1999; 2003）
。というのも、戦災復興事業は広島市と広島県が分担
して行っていたが、平和記念公園の建設はこうした事業の枠組のなかだけで進
められたのではないからである。少なくとも財源の面では、市や県の一般の戦
災復興事業とは別の系統にも属していた。
 広島のように激甚な破壊を被った都市の場合、復興事業には膨大な費用が必
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要になる。当初の試算では「一応の復興に必要な資金」だけでも「約 23 億円と
予想」され（広島市 1982: xvi）、さらに 1949（昭和 24）年の時点になると「平
和都市建設事業の促進」に要する経費は「概算 300 億円」と見積もられるまで
に膨れ上がっている（広島市議会 1987: 184）
。しかし人口減や産業の壊滅は当
然に税収の激減へとつながっていたので、広島市がこのような額を自主的に賄
うことはまったくの不可能であった。市の 1946（昭和 21）年度予算に組み込ま
れた復興予算はわずか 5,640 万円であった（広島市 1982: 189）。
 各都市における戦災復興事業の費用の一部は国が負担していた。広島市の立
場から見れば、こうした一般的な枠組のなかで得られる国の補助金だけでは焼
け石に水に過ぎなかった。原爆という特殊な被害を受けたことを理由として、
広島側は国に対して補助の上乗せ横出しを幾度となく求めている（広島市議会
1987: 126–7）
。しかし広島側が期待するような返答はまったく得られなかった。
国の立場から見れば、国の戦災復興事業の枠組を逸脱して一都市のみを優遇す
ることは、法律上でも政治上でも許容できないことであった（広島市 1982:
278）
。
 このような状況下においては、広島の戦災復興事業は厳しい財政事情の枠内
で進めざるを得なくなる。公園のような不要不急の施設に復興予算を振り向け
るわけにはいかない。中島公園の計画は行き詰まり、忘れ去られていくかに見
えた。
 しかし状況は一変する。1948（昭和 23）年の秋頃に広島の復興を目的とした
特別法の制定を目指すというアイディアが浮上する（広島市公文書館 1987:
10）。1949 年に入ると法制定を求める運動は急速に具体化していく。特別法に
もとづいて国から特別な復興支援を受けるという案は、財政的に行き詰まりつ
つある状況のなかで、起死回生の案であるように思われた。広島は未来を決す
る最後のチャンスをこのアイディアに賭けることになった。浜井信三市長を先
頭として、任都栗司広島市議会議長、広島県出身である寺光忠参議院議事部長
らが先頭に立ってロビー活動の大攻勢をかけていく。
 とくに広島側が狙いを定めたのは、金銭的な支援はもちろんであるが、市内
にある国有地の無償払い下げであった。広島は明治期より軍都として発展して
きたこともあり、旧軍用地を中心として広大な面積の国有地が市内に点在して
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いた。広島市にとってそれを手に入れることは、都市計画や重要施設の建設を
進めるための生命線であるように思われた。
 特別法の制定を求める運動の過程で浮かび上がってきたのは、立法のために
はその根拠となる普遍的なロジック、あるいはレトリックが必要だということ
であった。
「広島のため」や「原爆被害の救済のため」といったローカルでアド
ホックなもの、つまり個別的なロジックでは法の論拠としては適切とは認めら
れず、国会を通過することは到底望めないことが明らかになっていった（広島
市公文書館 1987: 19–20）
。
 そこで考えられたのが「平和」という理念である。戦争を繰り返してきた世
界に訴えうるユニバーサルな志向をもった価値である「平和」を掲げ、それを
広島を舞台として実現させていくことを目指す法律、という論理である。原爆
であることは周到に後景に退けられた。GHQ の施政下においては、アメリカを
刺激する可能性を限界まで排除しようとするのも致し方ないことであった。実
際に法案を練り上げて行く過程では、草案の内見を GHQ に請い、注意深くア
メリカ側の意向を窺っている（広島市 1982: 280）。
 法制化を求める運動が本格化してからわずか半年足らずで大勢は決した。結
果は広島側の勝利であった。GHQ の肯定的な態度も後押しになった。こうして
1949 年 5 月 10 日に衆議院で、翌 11 日には参議院で可決されて「広島平和記念
都市建設法」は成立し、同年 8 月 6 日をもって施行されることとなった。この
法律では、平和記念都市建設を目的とした事業に対して、国が自治体に「でき
る限りの援助」をし、
「普通財産を譲与」することができると規定している。
 しかしすべてが広島側の思惑通りに進んだわけではなかった。
 国有地の無償払い下げについては、国側の警戒心は小さくなく、法律の条文
で明記されてはいるものの、結局は簡単には実現しづらい諸条件が課せられる
こととなった 20)。地元も一枚岩とはいえず、国有地の獲得を欲する複数の勢力
がお互いを牽制しあうこともあった 21)。中心市街地にほど近い基町地区の広大
な国有地が無償払い下げ問題の目玉であったが、逆に基町の多くの土地がしば
らく手つかずのまま残されてしまうという皮肉な結果がもたらされた。
 平和記念都市建設法にもとづいて当初は総額 284 億円の事業が計画されたが、
緊縮財政などの影響もあり、その大部分が空手形に終わることとなった（広島
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市議会 1987: 444–5）。
 また「平和記念都市建設を目的とした事業」に限定するという建前は、かな
り厳格に適用された。一般的な戦災復興事業と見なされるものや、
「平和」と無
関係であることが疑われるような事業には、国は容赦なく援助することを拒ん
だ。
 平和記念公園の整備が決定し、実現へと至ったのは、まさにこのような展開
のなかでのことであった。
「平和記念都市建設」という題目のなかで、少しでも
都市基盤の整備という果実へとつなげるためには、
「平和」を掲げる都市公園を
建設するほかに選択の余地は多くは残されていなかった。また、国有地無償払
い下げ問題の火種がくすぶるなかでは、基町地区をその公園にすることも難し
かった。こうして一時は暗礁に乗り上げていた中島公園計画は、平和記念公園
として日の目をみることになったのである。
 平和都市の理念を武器として復興事業を有利に進められる制度づくりを目指
した広島の試みは、基本的な部分では成功を収めたとはいえ、細部においては
期待通りとはならなかった。このような成功と失望のはざまで、一種の妥協点
のように実現したのが平和記念公園であったといえるだろう。
 とはいえ、こうしてできた平和記念公園は、単なる妥協の産物とは決してい
えないものとなった。
「平和」を標榜する限り財政面の裏付けは十分あり、公園
全体のプランと建築設計は丹下健三が、平和大橋や原爆死没者慰霊碑のデザイ
ンはイサム・ノグチが担当するという万全の体制がとられた 22)。造園や建築と
いったフィジカル面での充実だけではなかった。原爆の被害から物心ともに立
ち直りきれていなかった広島の人々にとって、とくに慰霊の場を求める切実な
ニーズがあったであろう。こうしたニーズに正面から応じる場所を提供するこ
とができた。戦災復興事業という文脈のなかでの当初の狙いは、全体としては
なかば失敗に終わったのかもしれないが、人々の思いを詰め込むことができる
贅沢な空間を、広島は手に入れることができたのである。平和記念公園の事業
決定は 1951（昭和 26）年、立退き問題などに手間取りつつも 1954 年には一応
の完成をみた。
4.3 記憶のポリティクス
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 以上のような経緯をたどって完成した平和記念公園は、半世紀を超える歩み
のなかで、今日のような復興と慰霊の公共空間に育っていった。
 1954 年の開園以降は平和記念式典の会場となっている。現在ではきわめてフ
ォーマルで厳粛な式が執り行われているが、当初は驚くほどルーズな式であっ
たという。立退きが完了していないバラックが点在するなかで、今日のような
整然と並べられた椅子などはなく、人々は三々五々と儀式に参加していたよう
である（広島都市生活研究会 1985: 94–6）。平和記念式典も半世紀以上の歩み
のなかで、そこで何が記憶され何をどのように表現するのかが一定の型に固定
されるようになり、それがひとつの権威であるかのようになっていったのであ
ろう。
 平和記念公園は原爆をめぐる記憶の場である。公園に集う人たちが持ち寄っ
た記憶がこの空間に集積され蓄積されているように感じられる。また、この公
園という磁場を舞台として、異なる形の複数の記憶が正統性を争うかのような
出来事もしばしば生じている。たとえば 1970（昭和 45）年に本川の対岸に建て
られた韓国人原爆犠牲者慰霊碑が、さまざまな運動と論争の末に、1999（平成
11）年に平和記念公園内に移設されたという出来事があった。慰霊碑の場所に
原爆の記憶のあり方を重ねあわせた例のひとつと位置づけられるだろう。さら
に、記憶の管理権をめぐる争いや取引を見ることもできる。日本における同種
の記念公園では宗教的要素を注意深く排除しようとする例がしばしば見られる
なか、平和記念公園では必ずしもそうでなく、さまざまな宗教が慰霊の担い手
として関与する機会がある。しかしその際も、特定の宗教が特別な地位を占め
ることを避けるためか、キリスト教、仏教、神道といった諸宗教の諸宗派が一
同に介して合同慰霊行事をおこなうという、他ではあまり見られない珍しい形
式をとっている。
 今日では原爆ドームと並んで平和記念公園は世界に開かれた観光地となって
いる。2007（平成 19）年には戦後に整備された公園としては初めて国の名勝に
も指定された。慰霊や祈りの場であると同時に、観光地としての魅力を高め整
備していくべきニーズも存在している。こうした原爆ツーリズムとでも呼びう
る仕組みのなかでは、観光のまなざしに映えるように記憶を再構成し、展示し
ていこうとする力も当然のように生じてくる。米山リサ（Yoneyama 1999）のい
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うところの「記憶のポリティクス」が、平和記念公園を舞台に展開されている。
 しかしいずれにせよ、平和記念公園が誰でも自由に入ることができる都市の
公共空間としてうまく機能していることは、さまざまな意図やさまざまなベク
トルをもった複数の記憶やまなざしが共存しうる、貴重な空間を生み出すこと
につながっているといえるだろう。
 このように平和記念公園は、慰霊空間であることを基盤としつつも、過去の
みに眼を向けた慰霊に内閉するのではなく、より広い文脈で平和を祈り復興の
歩みを確認しうる重層的な空間として、広島のアイデンティティを象徴してい
るように思われる。
5. おわりに
 これまで広島における平和記念公園の事例にとりあげ、被災都市の復興過程
のなかで公共空間がどのような役割を果たすのかについて検討してきた。それ
を踏まえて最後に若干の考察を試みたい。ここでとくに論じておきたいことは
3 つある。
 まず第 1 に取り上げたいのは、公共空間を介して災禍を記念することの意味
についてである。
 平和記念公園は単なる平和記念式典等の会場というだけではなく、それ自体
が固有のメッセージを表現する象徴的な存在でもあった。そしてそのメッセー
ジの内容は、特定のオーソリティが発する特定のものには限られず、平和記念
公園に集うさまざまな人々のさまざまな行為や思想がない交ぜとなりつつ、そ
れらをゆるやかに「平和」の名の下に統合したかのようなものであった。
 公共空間は誰でも自由にそこに入れることを特徴とする。実際に平和記念公
園は若干の例外を除いて、誰にでも広く利用されるような工夫がなされていた。
現実には一定の排除がなされていることは否定し得ないが、8 月 6 日の昼間を
除いて、可能な限り開かれた空間となるように配慮されていたように見える。
また、特定の層のみが偏って利用することも周到に避けられていたように見え
る。
 原爆をメモリアルするという特別な目的を持った公園でありつつも、オープ
ンな公共空間であり、かつ、それが中心市街地の近くに立地していることで、
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平和記念公園はコミュニティから遊離し内閉する空間になる危険を回避するこ
とができたのであろう。平和記念式典が公会堂のような屋内空間で行われてい
たら、原爆死没者を悼む慰霊の場が寺社や家の墓といったプライベートな空間
に分散していたら、どのようになっていたであろうか。人々が集散する都市の
パブリックな空間において災禍を記念することは、大変に強い力を生み出すの
である。
 第 2 に論じたいのは、公共空間をデザインすること、あるいは社会的デザイ
ンとでも言うべき戦略がきわめて重要となることである。
 平和記念公園は「平和」というコンセプトを動員し活用することで誕生し、
今日のような形に育つことができた公園である。
「平和」というユニバーサルな
価値を掲げたことで、慰霊、追悼、反核、反戦、反米、反権力、復興、発展な
どといったさまざまな方向性を飲み込むことができたように思われる。また、
憎しみ、悲しみ、罪意識、恋しさなどといった、激しさから穏やかさまでをも
含むさまざまな感情を包み込むことができたように思われる。
 さらにこのようなコンセプトに形を与えるデザインの工夫が、建築や造園の
次元で周到になされたことも大きかった。詳細については別の機会に改めて論
じたいが、丹下健三がデザインした平和記念公園のプランは、原爆・慰霊・平
和・復興といった重要な観念を明確で力強い軸に整序して表現するものであっ
た 23)。
 平和記念公園はあたかも「平和」という物語を主題にしたテーマパークのよ
うでもある。訪れる人は、木々が生い茂る森を縫う園路を静かに回遊し、さま
ざまなモニュメントに出会い、そこでさまざまな原爆と復興の記憶に触れるこ
とができる。こうしたアトラクションの一つ一つが重層的に「平和」というテ
ーマを織りなしていく。ライトモチーフは「平和＝慰霊＋復興」という図式で
あるといえるだろう。
 多種多様でたくさんの人々がそこに巻き込まれうる仕組みが、観念の面でも、
建築造園の面でも、あるいは立地の面でも、たいへんよくデザインされていた
のが平和記念公園であったといえる。広島の事例は、こうした目的を持った公
共空間をつくろうとする場合、建築や造園といったフィジカル面だけでなく、
あるいは観念だけでもなく、その両者が絡み合ったデザインを目指すことが大

－ 17 －

変重要となることを示している。
 第 3 は復興と慰霊との関係についてである。とくに広義の復興の過程のなか
で、社会レベルで慰霊を重ねていくことにはどのような意義があるのだろうか。
すでに序論において概説的に言及してはいるが、これまでの議論を踏まえて改
めて論じておきたい。
 慰霊の意義としてさまざまなものを挙げうるが、
なかでもとくに重要なのは、
時間を超えて災禍の記憶と復興の歩みを継承していくことに寄与すると考えら
れる点である。というのも、慰霊という営みは他者に共感することに他ならな
いからである。すでに亡き犠牲者、死没者を対象化する慰霊行為は、社会が今
ここに存在している者だけで成り立っているのではないことを確認することに
つながるであろう。また、公共空間という装置を介して慰霊を続けていくこと
で、次の世代へと災禍の記憶をつなげていくことにも資するであろう。
 個々人が過去を振り返るとき、そこにあるのは過ぎ去った具体的なものの回
想である。それに対して複数で共に過去を振り返ろうとするとき、想起される
内容は得てして具体的な輪郭を失い抽象化されながらも、単なる回想だけには
とどまらない、未来への展望が生まれることもあるのではないか。たとえば柳
田国男（1931）は日本の民俗の底流に「家永続の願い」があることを指摘して
いるが、このような未来への視線は、家族親族単位でとりおこなわれる先祖祭
祀という形態で具現化されていた。やや飛躍するが、家永続のために先祖祭祀
が重要であったのと同じような意味で、被災都市にとって犠牲者の慰霊を重ね
ることは、おそらく大変な長期間にわたるであろう復興の歩みを続けていくた
めの、潜在的なエネルギーになるのではないだろうか。
 都市の災害や戦災のひとつの特質は、きわめて多くの人が共に苦しみを受け
ることにある。共苦を乗り越えていくためには、共に過去の苦しみを分かち合
う仕組みが必要になるのではないかと思われる。その仕組みを具体化しうる装
置として、公共空間、オープンスペースは最も重要な存在のひとつなのではな
いだろうか。都市の公共空間は権力の庭であることも少なくないのは確かであ
るが、それだけでなく、人々が時間や空間を超えて共にあるための結節点にも
なりうるのである。
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（付記 1）本稿の執筆に先立ち、平和記念公園と広島の戦後史にまつわる諸々
の点について、根本雅也氏（一橋大学特任講師）より多くの教示を受けた。記
して感謝したい。
（付記 2）本稿は文部省科学研究費補助金（基盤研究（S））
「東日本大震災を契
機とした震災復興学の確立」
（研究代表者：山川充夫、課題番号：25220403）の
成果の一部である。

注
1) 「追悼」と「慰霊」は類似した概念であるが、とくに「慰霊」は異常死を対
象としたものを指している。語としては古くからあるものではなく「招魂慰
霊」の概念とともに広まったと新谷（2010: 225）は述べている。
2) 例外として沖縄における沖縄戦犠牲者の慰霊のあり方を挙げることができ
る。県民の 4 人に 1 人が犠牲になったほどの大規模な戦災であったが、今日
まで続けられてきたその慰霊は、主に家族親族単位で行われているという色
が非常に濃い。毎年 6 月 23 日の「慰霊の日」になると、糸満市にある平和
祈念公園の「平和の礎」では、多世代多人数からなる家族連れを数多く見る
ことができる。
3) 例を挙げるならば、東京の横網町公園（東京都慰霊堂の所在地）、長崎の平
和公園、神戸の震災復興記念公園、ニューヨークの The 9/11 Memorial などが
ある。
4) 都市の公共空間は公園と広場だけではない。その他にもさまざまな形態のも
のがある。たとえば街路は公共空間のひとつに数えることができる。なかに
は私有地であったり、物理的には明確に区切られ閉じられた空間であっても、
公共空間として機能しているものも少なくない。たとえば、駅やホテルのロ
ビーや、ショッピングモールなどはその例となる。公開空地（Privately Owned
Public Space）のように、私有地に意図的に公共空間の機能を持たせる制度も
ある。
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5) たとえば公園の使用マナーやルール策定をめぐる諸問題などもそれに当て
はまるであろう。ボール遊びや喫煙の可否や長時間滞在するホームレスへの
対応など、公園を舞台にさまざまな衝突や調整が日々行われていることであ
ろう。
6) もちろん人々の蜂起や都市騒乱の場になることもあった（中筋 2005）。
7) 統合機関の概念は矢崎武夫（1963）が提唱したものである。詳細は松尾・柴
田（1996）を参照。
8) 万博記念公園は 1970 年に開催された日本万国博覧会の跡地に開かれた公園
である。タプコル公園は古くからソウルを代表する公園であったが、その後、
三一独立運動の地として聖域化されるようになった。トラファルガー・スク
エアは 1805 年のトラファルガー海戦の勝利を記念して造られた広場である。
ラージガートは 1948 年にマハトマ・ガンジーが荼毘に付された場所を追悼
公園として整備したものである。
9) 平和記念公園の北側に隣接している中央公園は 42ha という広大な面積を持
ち、園内には広島城やファミリープール、図書館、美術館、体育館などの施
設があるように、規模の面では平和記念公園よりも大規模なオープンスペー
スとなっている。しかしやや中心市街地からのアクセスに劣ることもあって、
多くの市民の日常生活に浸透しているかどうかという点では、平和記念公園
の後塵を拝しているように思われる。むしろ中央公園は、平和記念公園に隣
接するその外苑と位置づけて捉えることが、その成立の歴史的背景からいっ
ても適切であるように思われる。
10) ビジネスセンターである紙屋町からも、最も賑わう本通商店街からも徒歩
で 10 分足らずである。広島電鉄の電停も近い。
11) 被爆時点でのこれらの町の姿は長いあいだ忘却の闇に消し去られていた。
これらの町の存在を再発見しようとする試みがなされるまでは、被爆後 20
年以上の時間が必要であった。志水編（1969）、高野（2010）、松尾（2013）
などを参照。
12) 平和記念式典の正式名称は「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」
である。
13) とうろう流しは被爆から数年たった頃に自然発生的に始まった行事だとい
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われており、現在運営にあたっているのは近隣の商店会とボランティアの市
民たちである。「とうろう流し実行委員会」は広島市中央部商店街振興組合
連合会のなかに設置されている。ボランティア団体である「とうろう流しを
支える市民」は 1999 年よりとうろう流しの支援活動を行っている。他にも
これらの団体と関係しながらとうろう流しを支えているグループや NPO 法
人もある。
14) 筆者によるインタビューより。2009 年 9 月 11 日および 2010 年 8 月 6 日、
2013 年 8 月 5 日に平和記念公園にて聴き取り。
15) 筆者によるインタビューより。2013 年 8 月 5 日、平和記念公園にて聴き取
り。
16) 原爆ドームが世界遺産となるにあたり、平和記念公園の全域がそのバッフ
ァー・ゾーンとして登録されている。また、そもそも原爆ドームの所在地は
平和記念公園の敷地内となっている。
17) 1945 年 11 月 20 日付『中国新聞』に掲載された桑原市男（旭株式会社社長）
の「広島建設案」では、
「爆心地中心に 1 キロ平方の霊地圏を設定し 20 万戦
災死者の大供養塔」を設立し、「次の 1 キロ平方圏は廃墟のまゝとし〔中略〕
宗教的平和圏とする」ことが提案されている（広島市 1982: 81）。また、都
市計画広島地方委員会幹事竹重貞蔵は、1946 年 10 月 19 日の同会議上におい
て、中島公園構想について以下のように述べている。曰く「三方を川に挟ま
れて」いるこの地区は「偶々原子爆弾の中心地区域に当たって居る」ので、
「原子爆弾を記念すると申しますか、又は世界平和復興を記念する公園と致
しまして、それに関連した施設を此処に行って行きたい」という（広島市
1982: 96）。
18) 爆心地の場所は、平和記念公園に接する元安川の対岸、現在の中区大手町
1 丁目である。公園の立地選定に関しては、中島地区と基町地区の 2 択で考
えるだけでなく、爆心地そのものを公園とする選択肢があり得たと想定する
ことも可能であろう。たとえばこれに関連する例として、平和公園と原爆落
下中心地公園とが事実上分離している長崎の事例を挙げることもできる。
19) 広島で軍都であったことの気まずさを率直に表現しているものとして、浜
井信三市長による市議会（1949 年 5 月 19 日）での次のような発言を挙げた
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い。「幸か不幸か、その最初に現れた原子力によりまして、過去における優
秀な軍事都市と言われ、又その前に封建都市であった、広島市の都心部が、
一応抹消されたのであります。この破壊の上に、全然過去のものと異なった、
民主的な平和都市を築きあげることは、我々市民として、国家として、最も
大きな意義をもつものである」（広島市議会 1987: 169）。
20) 大蔵省が当初に示した譲与基準としては、公園、広場、緑地、運動場、軌
道、水道、下水道、運河、河川、チリ焼却場、墓地、図書館等々に使用する
場合に限って、無償で譲与するというものであった。その後広島市側から大
蔵省に運動を重ねた結果、小・中学校等義務教育施設に使用する場合も、無
償譲与が認められることとなった（広島市 1982: 286）。
21) なかでも、広島県が県農業委員会を介して開拓団に多くの旧軍用地を農地
として貸与したことは、県、農業委員会、市議会、市長らを巻き込む深刻な
争いへと発展することになった。
22) ただし原爆死没者慰霊碑は、ノグチが設計した通りには制作されず、ノグ
チ案を翻案した丹下による設計にもとづいて建てられることとなった。
23) 丹下のプランについては藤森（1999）や佐藤ほか編（2013）などを参照。
たとえば、雑然とした印象を受ける長崎の平和公園や、焦点が不明瞭な神戸
震災復興記念公園に比べると、平和記念公園のプランが持つ表現力の強さが
際立つように思われる。
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