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　本資料は，1945年８月６日に広島市に在住した，３人のジャーナリストが当時，発行できなかっ
た新聞を終戦後35年目にあたる1980年に，当時を振り返りながら伝えようと，ガリ版印刷で発行し
たものである。そこには原爆投下直後の生々しい被害状況，壊滅的な町の様子，ジャーナリストと
してこの事実を伝えたいという思いが70年の時を超えて感じられる。その内容が東日本大震災直後
の報道の様子と類似している点もあること，両方の事象は今後も後世に伝えていかねばならないと
いうことから，資料として本紀要に投稿する。
〔キーワード〕原子爆弾　　廣島　　原子力　　報道
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１．はじめに　
　今年は戦後70年ということで，夏には各種メディア
で関連番組・記事等が発信された。しかしその数は筆
者が20年前に録画等で調査していた数と比べると明ら
かに激減している。世界で唯一の原子爆弾の被爆国で
ある我が国が，その悲惨さ，残虐性を忘れず，人類生
存・共存の教訓として世界に発信していかねばならな
いと常々考えている。
　一方，東日本大震災後の東京電力福島第一原発事故
でも，同様に震災と事故を忘れない，という掛け声は
あるものの，日ごとに「記憶の風化」などが指摘され，
その扱いは小さくなってきている。もちろん未来に向
かって生きるためには，被災だけにとらわれていら
れないというのは理解できるが，こと原子力発電所事
故においては，事故以前から指摘されているように，
安全性が未確立の技術体系の中で，重大事故へとつな
がってしまい，周辺地域住民は，事故後４年を過ぎて
も避難を余儀なくされており，それ以外の県民も，放
射線に関する不安や廃炉や汚染物資の中間貯蔵処理施
設の設置問題や，移送問題，その他原発からの汚染水
漏れ等，様々な問題を抱えたまま，各種情報に振り回
されている。したがって，この二つの事象は，当然の
ことながら，後世に伝えていかねばならない重要な共
通要素を内包している。
　ところで，東日本大震災では，宮城県石巻市は津波
の被害に見舞われたのだが，地元の石巻日日新聞新聞
社が印刷等の機材が使用できない状況下で，手書きの

「号外」壁新聞を発行し，情報提供を行ったことが大
きくクローズアップされた。1

　また福島大学のうつくしまふくしま未来支援セン
ター（FURE）では，「震災遺産とふくしまの記憶」
展（2015年10月）が開催されており，数々の震災によ
る資料が展示されている中で，3.11の翌日の３月12日
に配達されるはずだった福島の地元の新聞が展示され
た。

　実は70年前に広島に原爆が投下された，翌日と翌々
日に地元の新聞は発行されなかった。爆弾投下や被害
状況など新聞等ではその二日間報道がなされなかっ
た。これは上述の東日本大震災後に機械の破損等で発
行できなかったこととは事情が異なっている。少なく
とも８月15日までは戦争遂行体制下にあって，戦意喪
失されるような情報を出すわけにはいかなかったので
あった。ところが当時，広島で被爆したジャーナリス
トが原爆投下35年後の1980（昭和55）年に当時の取材
に基づきガリ版印刷で発行した新聞が存在した。
　それは1980（昭和55）年８月６日放送のＮＨＫ総合
ＴＶ『爆心地のジャーナリスト』で紹介された。

　被爆から35年経った昭和55年の広島で，昭和20年８月７日，
８日付の新聞が発行された。あの日の惨状を生々しく伝える
このガリ版刷りの新聞を発行したのは，当時，新聞記者とカ
メラマンだった３人。あの日，彼らは広島の惨状を取材し続
けた。しかし，当時新聞は軍部の統制下にあり，彼らが送っ
た「死者およそ17万」という情報は握りつぶされ，また印刷
機材もなくなり，結局，広島で８月７日と８日の新聞が発行
されることはなかった。番組は，ジャーナリストとしての責
任を果たそうとする３人が空白の２日間の新聞を，自らの言
葉で再現するまでを描き，極限状況における報道の使命につ
いて考える。
ＮＨＫ平和ライブラリー2　ドキュメンタリー「爆心地の
ジャーナリスト」初回放送日：1980年８月６日 放送時間：
49分

　その詳細は同番組に譲るが（上記，平和ライブラリー
概要参照），そこで発行された２日分の新聞内容を一
読すると，事故直後の想像を絶する被害状況，そして
原子爆弾投下直後の爆風や熱風などの様子，死傷者の
様子，町の破壊状況，取材したジャーナリストが見た

「地獄絵図」，そしてジャーナリストとして壊滅した広
島の状況を伝えたいという思いと，上述の事情で大本
営に握りつぶされた，被害状況の詳細を取材記者の目
線で改めて知ることができた。

＊　福島大学総合教育研究センター教職履修部門
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　また，この新聞を読むと，東日本大震災直後の報道
と重複する点も極めて多い。
　この新聞等をもとに「爆心地のジャーナリストたち
による証言や手記，写真などをもとに，報道機関自身
の被爆状況やその後の復旧活動，爆心地復元，原爆の
絵など，原爆と核に関する番組や記事を集大成した」3

書物が著された。よってこの新聞は被爆した報道機関
がヒロシマをどのように記録し，報道してきたかを知
る手がかりとなった貴重な資料といえる。
　戦後70年にあたる今年，東日本大震災と，その後わ
が国で続く自然災害・技術的災害・複合的災害だけで
なく4，原爆や戦争を忘れないという意識を再認識す
るため，そして多くの若手研究者にこのような新聞が
35年前に発行されたという事実を伝えるため，資料と
して掲載することが目的である。
　ところで原爆開発の問題は戦後，多くの科学史技術
史研究者の手で明らかにされてきたが，近年では，さ
らにアメリカ側からの視点で原爆開発にかかわった
人々，あるいはその地域住民の視点から，マンハッタ
ン計画遂行時期の当時の状況を振り返る研究やノン
フィクションも出版されている。さらには原爆開発に
関連した地域の人々が，遠く日本の広島市の被爆者と
の交流を図り，原爆開発や核開発について共に意見を
交わし交流するという動きも出てきている 。
　歴史上の大きな課題を現代の課題として再認識する
ためにも本資料の内容の紹介と検討は貴重なものとい
えよう。

２．「廣島特報」の全文
　以下，「廣島特報」八月七日，八日の記事を掲載す
る。新聞はガリ版印刷で，不鮮明な文字も多く，判読
できないものもあった。写真も不鮮明である。また新
聞のコピーは縮小して本論の最後に掲載した。ここで
はとにかく新聞の内容を明示することを目的としたた
めに，レイアウトや文字サイズ等は考慮せず，転載した。

※以下の文中，〇印は判読不明

廣島特報
　発行人　大佐古一郎、中村敏、松重美人
　昭和二十年八月七日（火曜日）
（一）
昭和20年８月６日の原爆投下によって、広島における新聞報
道は、翌７日、８日の二日間が空白となっている。
　この新聞は、原爆投下直後に爆心地をめざした三人の記者・
カメラマンが、その時の取材にもとづき、当時の気持そのま
まに、あらためて今、二日間の新聞を発行するものである。
（昭和55年８月６日）
広島に新型特殊爆弾　　死者およそ十七万
（廣島・原放送所にて六日発同盟）六日午前八時十六分ごろ、
敵の大型機一機ないし二機、廣島市上空に飛来。一発ないし
二発の特殊爆弾を投下した。

　このため、廣島市（推定人口およそ三十五、六万）は全滅。
死者およそ十七万の損害を受けた。詳細は不明。
強烈なる閃光と爆風　　市街は猛火の中
　六日午前十一時二十分現在、廣島市は全域にわたって、猛
烈な火焔と黒煙に包まれ、全身に火傷を負ったみるも哀れな
負傷者の群が、声を立てず、ただ黙々と郊外に逃れている。
その数、五万を超える。
　敵機の投下した特殊爆弾は、そのきわめて強烈な爆風で、
廣島市の総べての建物を叩き潰し、そのピカッと光った閃光
で、廣島市の全家屋を焼きつくし、廣島市民の皮膚を焼きち
ぎってしまった。
　廣島市内を走っていた電車は、総べて焼けただれ、このな
かに焼けこげた屍体がごろごろしている。道路わきの防火用
水槽には、火焔に追われた人々が、顔を突っ込んで息絶え、
水槽の上に折り重なっている。
　生き残った人々は、屍体を踏み越えて、まったく無言のま
ま。焼けただれた両手を前に突き出して、静かにうごめくが
如く、郊外に逃れている。まさに生き地獄である。
新型の特殊爆弾か
　この憎むべき敵機は、廣島市上空四、五千メートルの高さ
から爆弾を投下したと思われ、このため広島市上空に紅蓮の
火柱と巨大なキノコのような、もくもくとした雲が発生した。
　この紅蓮のピカッと光った閃光に続いて、地殻を揺るがす
ような大きく、しかも低いトーンという響きが、廣島全市に
轟いた。
　わずかに一発か二発で廣島市を焼きつくし、十七万の人々
を死滅させ、数多くの廣島市民の皮膚を焼きちぎった恐るべ
き爆弾は、われわれがこれまで、どの戦線でもどの郡市の爆
弾でも、全く経験したことのない、特殊な爆弾である。（中）
新型爆弾で相当の被害
　　中国軍管区指令部発表
　松村秀逸参課長口述
　（八月六日午後三時　司令部跡にて）
　六日午前八時過ぎ、敵B29二機は廣島市を攻撃、落下傘に
より新型爆弾を投下せり。これにより廣島市内に相当の被害
を生じたり。
 

負傷者であふれる御幸橋（撮影・松重美人）

逃げまどう負傷者　　御幸橋周辺は生き地獄
　（御幸橋にて松重カメラマン）
　一発か二発落ちたと思われる、得体のわからない爆弾は投
下後、一時間で廣島の空を真っ赤に染めた。まるで坂道でド
ラム缶を蹴散らす勢いの火炎は、市の中心部から周辺へ龍巻
となって襲いかかってくる。
　爆弾がどこへ落ちたか、確かめるにも猛りくるう炎に巻き
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こまれそうで、鷹野橋あたりから進むことができない。
　一種運の出来事で呆然となっていた人達が、火炎の発生と
ともに倒れかかった家のあちらこちらから、泣き叫び、わめ
きながら飛び出てくる。その姿を見ると、衣服は引き裂け、
顔、腕、足のいたるところがやけどで赤紫にふくれあがり、
その水泡がさけて皮膚がたれさがっている。かわりはてて、
とても人間の姿に見えない。この人達の視線をのがれるよう
に私は御幸橋へ引き返した。
　はじめこの橋は廣島で一番長い橋だったことから、長橋と
呼ばれていたが、明治天皇廣島行脚　御幸橋と改名された。
御幸橋の両側の歩道には、鷹野橋、千田町周辺からの避難者
がいっぱいで、体を起こす元気もなく、焼けただれた肌のま
ま八月のアスファルトの上に横たわっている。
　御幸橋西詰の宇品署千田町巡査派出所前で、ひとりの警官
が一斗缶の油缶をぶち抜き、やけどを負った人たちの赤むげ
の肌に、油をぬって応急手当てをしているが、時間がたつほ
どに負傷者はぐんぐんふえてくる。
シャッターが切れない
　よし、ここを寫真に収めよう、とカメラに手をかけたが、
ファインダーから見る光景はあまりにもむごい。男女の識別
もつかない何百人の負傷者の中には、熱い熱いと泣き叫ぶ子
供や、すでに死んでいるのではと思われる母親の体にすがっ
て泣く幼な子もいる。シャッターが切れないままに二、三十
分もたつ。“鬼畜に見られようが、冷酷なやつと思われようが、
一枚でも寫真にするのだ。お前には報道カメラマンとしての
義務があり、寫すことの特権が与えられている。”とせきた
てるささやきに、ついにシャッターを切ったが、二枚目のと
きは涙で眼前の被寫体はかすんでいた。

各機関は壊滅状態
　　軍・県・市の被害甚大
　（廣島・原放送所にて六日発同盟）特殊爆弾の攻撃を受け
て、廣島全市は六日朝全滅した。
　大阪から以西の地域の防備の責任を持つ第二総軍司令部を
はじめ、中国軍管区司令部、第五師団司令部、中国総監府、
廣島県庁、廣島中央放送局、同盟広島支社、中国新聞社など
総べての軍、官、民の各機関の機能は完全に破砕された。
第二総軍司令官畑俊六元帥は司令官宿舎で負傷、高級参謀井
本熊男、通信参謀遠藤秦、大本営派遣参謀大屋角造、参謀川
村康雄の各氏は司令部で重傷を負った模様である。
中国軍管区の参謀長松村透逸少将は全身に重傷を負いなが
ら、焼香二名を率いて軍隊の救出の指揮をとっている。宮さ
ま参謀の戦死なども伝えられている。
　中国新聞社、廣島中央放送局、同盟通信社などの死傷者、
目下のところ不明である。
　中国総督府、廣島県庁の首脳者はほとんど爆死した模様。
特高課長の大〇博邦氏が責任者となって内務省との連絡、廣
島市内の救済業務の指揮をとっている（中）
如一剣筆
　無防備の人間を、無慈悲、抜き打ちに、何万人となく大量
無差別に殺戮した今日の爆撃は、まったく非道きわまる暴挙
だ。このように残虐な仕業を、果たして誰がやったのだろう。
人間のやる行為ではない▼暴君ネロにしても、セント、バー
ソロミューの虐殺にしても、これほどまでに多数の人間を無
神経に殺しはしなかった。これは有史以来の最大の虐殺だ。
たった一発のウラン爆弾かもしれないが、白い手を汚しもし
ないで、いきなり何十万人の頭上へ…まるで蟻や虫けらの群
れを踏み潰すように…おお、これは悪魔のやった仕業だ▼こ

の日、廣島では、第六次建造物疎開作業に全市民が動員され
ていた。市内および近郊の地域や職場の男女国民義勇隊員数
万人に加えて、男女中等学校の低学年生と国民学校の高等科
生徒ら約一万人以上が、午前八時を期して、全員シャツ一枚
の半裸体姿で炎天下の作業を始めたばかりだった。一般市民
も警戒警報解除にほっとして、防空壕の外に出ると、それぞ
れのなりわいに取りかかっていた。▼突如市の上空に爆音が
尾をひき、その後に落下傘がパッとひらくとゆらりゆらりと
降りてきた。地上の人々は、この奇妙な現象に一斉に眼を向
けた。その瞬間、すべての人々は、まともに悪魔の殺戮に直
面したのだ▼非戦闘員はもちろん、一度も鉄砲や武器を持っ
たことのない女や子供、それに老人や幼児、病人も医師も看
護婦も赤十字のマークも、すべては一まとめにして消滅させ
たのだ。虐殺された屍は地上と七つの川を埋め、重軽傷者の
うめき声と死者の怨念は。広島の地上と空間に満ち溢れてい
る。（大）
（二）
惨虐、一瞬廣島市壊滅
　全市坩堝と化し　地上と七つの川　死者で埋まる
　八月六日午前八時十五分ごろ、廣島市上空を突如目を眩ま
す強烈な閃光が覆い、続く強大な爆発音と風圧が地上のあら
ゆる物を壊滅させた。
　同時刻、同僚機を伴ったB29一機が廣島市東北方上空から
滑空状態で音もなく侵入し、市中心部の細工町上空に落下傘
付きの新型爆弾を投下したのち、全速力で退避した。この爆
弾は約五十秒後に未曾有の大爆発を起こし、何百万度かとも
思われる熱線と言語に絶する風圧は、地上の建物と生命を掃
滅し去り、火球と黒煙は数千メートルの上空に達した。
　第二総軍司令部、中国軍管区司令部の軍部、中国総督府、
廣島県庁、廣島市役所などの館長はもちろん、鉄道、通信、
病院、学校、報道などの各機関はすべて全滅し地上と七つの
川は爆死者、圧死者、重軽傷者で埋まっている。（大）
 

応急手当の油をぬってもらう負傷者たち（御幸橋）

県知事、全面救援を要請　　　内務省、近県などに
　備後地方へ出張していたため被爆を免がれた高野源道廣島
県知事は、六日夜、比治山山下多聞院の臨時県庁から内務省
へ「廣島市は今朝特殊爆弾により殆ど全滅、市民の死傷多数、
各庁民間機関の大部分を失う。医師、医薬、食料その他全面
的応援を求む」の緊急通信を発するとともに、県内各市、地
方事務所および近県に救護を求めた。（大）
中国地方総監も爆死
　中国地方総監大塚惟精氏は、爆心地から約一メートルの官
舎で被爆し、家族もろとも家屋の下敷きとなった。同居中の
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愛子夫人と長女、三男は一回にいたため協力して脱出したが、
二階で微動だにせぬ梁と柱の下になった総督は、「皆、俺に
かまわず行け、犬死するではない。」と叱咤しながら火焔の
中で生命を断った。辛うじて直接被爆を免れた服部副総監は
第二総軍司令部にあって畑俊六元帥と指揮にあたっている。
（大）
おもなる死亡者
　六月夕刻までに判明せる主な志望者は次の通り、（重軽傷
者を除く、敬称略）
〔第二総軍〕教育参謀李?公
〔中国総督府〕総監大塚惟精、参事官川本邦男、同並木龍男、
同花水英二、福参事官練尾勲、同若槻克彦、同鶴田文基、同
藤飯重雄、同杉田三郎、同井出浩
〔代議士〕古田喜三大
〔県會議員〕小畑良助、福永良吉、吉田寛一
〔廣島県〕内政部長秋吉威郎、援護課長岩?輝一、人事課長
宇田俊平、警務課長津波肇、情報課長本田徳一、警防課長寺
岡盛人、土木経理課長中本静夫、建築課長砂本清
〔廣島市〕市長粟屋仙吉、防衛部長久保三郎
〔移動演劇桜隊〕丸山定夫ほか
川面に漂う死体の群
　太田川から市内に入る
（同盟通信・中村記者）
　なんとしても廣島市内に入って爆撃の詳細を書かなければ
ならない。総べての橋が焼け落ちているので、廣島市内に入
るには、船で川づたいにいく方法しかない。こう決心して記
者と中島薫、前原忠重の両記者は、万一の場合の避難所になっ
ていた原村の放送所を出た。
　運よく六十がらみの船頭と小舟が手にはいった。船は急流
に乗って、矢のように太田川をくだった。廣島に近づくにし
たがって、左岸の国道は、上流に向かって逃げていく負傷者
の群で埋まっていた。男女の識別がつかないほど全身に大火
傷を負っている。力なく助けを求めている。
　山陽本線の鉄橋の上で、貨車が真赤になって燃えている。
右手の廣島逓信局も盛んに燃えさかっている。逃げ場を失っ
た何百人もの人々が、常盤橋の上で火の粉をかぶり助けを求
めている。
　この橋のすぐ左下手の砂地に、全身の焼けただれた四、
五十名の兵隊が、仰向けになって、じっとしている。何とか
してやらないと上げ潮で水にさらわれてしまう。船を岸につ
けて、十数名の兵隊を安全地帯に引きあげてやった。川面に
点々と屍体が浮いている。川のなかから一本の腕がにょきっ
と突き出され、船べりをつかんだ。記者はこの腕をとって船
に引きあげようとした。ところが、つかんだ手が抜けるよう
に滑って、記者の両手には紫斑のある皮膚だけが残った。
　太陽が西山によほど傾いていた浅野泉邸の川べりの森が、
真赤になって燃えている。猛火に攻めたてられ、水際まで追
い詰められた半裸体の婦女子の恐ろしい様相が川面に照らし
出されていた。身の毛がよだつ情景である。〝助けてください〟
という婦女子の声が、記者らの耳元にいやというほど突きさ
さった。助けることができない。舟を岸につけようものなら
負傷者が舟に殺到し、舟はたちまち転覆してしまうのである。

〝助けることができない、許してください〟と、記者らは合
唱して猿猴川に入っていった。
町は瓦礫の焼け野原
　舟に前原記者を残して、片島氏記者と二人で街にあがった。
水の都といわれた廣島市は瓦礫の原と化し、わずかに鉄筋の
中国新聞ビル、廣島中央放送局、勧業銀行支店、赤十字病院、

警察署、紙屋町の百貨店のみが、焼けただれて残っているだ
けであった。屋根瓦は粉々に叩き潰され、踏みにじられた街
と化していた。
　片島記者の長身の家のある山口町に急いだ。片島記者は焼
け残った自転車の散乱している街角で立ち止まった。〝あー、
両親がいましたわい。こんな立派な発呼靴になっている。やっ
ぱり来てよかった〟と片島記者が言った。〝母は小柄でした。
こっちが母だ；けさ二人そろって、お茶でも呑んでいたんだ
ろう〟そう言って、白骨をひとつひとつ拾って、風呂敷につ
つんだ。そしてこれを腰にしっかりとくくりつけた。〝これ
が戦争というものでしょうか・・・それにしても、余りにも
むごたらしい爆撃だ〟とつぶやいた。
　〝涙のある限り泣いてやれよ、心ゆくまで合掌してやんな
さい。君のことを思い、君の名を呼びながら、焼死されたん
だ〟記者はこれだけ言って慰めるのがいっぱいであった。二
人は焼け跡に合掌して支社のある中国新聞ビルに急いだ。宿
直をしていた東岸君はどうなっているだろう。片島記者が腰
にくくりつけている白骨が、がさがさと音を立てて揺れる。
焼けただれた市内電車　中に数十の焼死体
　（紙屋町にて松重カメラマン）
　紙屋町の電車通りカーブ中央で、焼けただれた電車の残骸
を目撃。八丁堀福屋旧館横で、軌道から大幅にはずれ、歩道
へのしあがった電車も見たが、これで二両目である。
　宇品行きであったか、廣島駅行きなのかわからない。一見、
電停で止まっているように見える。大正の末期か昭和の初め
に走った、木製の鎧窓を〝カタン〟と卸した。窓をあけぱな
した格好の電車である。
　ひる過ぎから二時間余り、焼けくすぶる街のど真ん中を歩
き、多くの焼死体を見て、恐怖の神経も麻痺していたのか、
私は無造作にカメラを手にかけ電車に近づいた。ステップに
片足をかけチラッと車内をのぞくと、一瞬ギョッと髪の毛が
さかだちになる冷気を感じ、全身から血の気がぬけるように
思えた。
　そこには乗車時そのままの姿と想像される数十人の折り重
なる焼死体があった。
　爆風と熱風による内臓破裂で即死、そのまま焼かれたので
あろうと想像される。折り重なる全裸の焼死体から、ジウー
ジウーと油が滲み出ているようで、まさに生き不動である。
その形相に耐えられずステップから飛び降りた。寫眞をとら
なくてはと気を取りなおしてみたものの、数十人の視線が凝
視するその恐怖感と、あまりにもむごい惨状に、カメラを向
けることが、この人たちに気の毒になり哀れにも思えた。
　瞬時に見た地獄絵を再び見る勇気がなく〝このような情景

自ら負傷するも罹災証明を書き続ける警察官（御幸橋）
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を寫しても新聞に載せられるものでもない〟と自らに言い聞
かせて、いそぎ電車から遠ざかったが、シャッターを切らな
かったことが、後ろ髪を引かれるようであった。

廣島特報
昭和二十年八月八日（水曜日）

（一）軍　壊滅す　　　　廣島
第二総軍司令部
中国軍管区司令部　　機能麻痺
（廣島・原放送所にて七日発同盟）六日朝、廣島市に投下さ
れた新型特殊爆弾により、第二総軍ならびに中国軍管区司令
部は大きな損害をうけ、その機能を喪失している。
　戦況悪化に即応して、日本軍が選んだ道は、本土決戦であっ
た。このため日本陸軍は、京都から東と西に日本本土を分割
して東を第一総軍、西を第二総軍がそれぞれ掌握し、連合軍
の上陸に備えていた。廣島には畑俊六元帥を総司令官とする
第二総分司令部があった。
　畑元帥は六日の空襲で、宿舎の屋根の下敷きになり肩に重
傷を負った。高級参謀井本熊男、通信参謀遠藤秦、大保運営
は県参謀大屋角造、参謀川村康雄の各氏は、総軍司令部で重
傷を負った。
　宮さま参謀李?公殿下も出勤途中市内の路上で戦死された。
　廣島で機能している陸軍部隊は宇品に司令部のある暁舞台
のみである。
　総軍司令部の重傷者は、爆風を受けて飛び散ったガラスの
破片を全身に受けて出血多量である。
　中国軍管区司令部は、中国地方五県の防衛の責任を負い、
第五師団を縣下におさめていた。
　軍管区司令部ならびに第五師団司令部のほとんどの首脳者
が爆死し、軍管区司令部の参謀長松村秀逸氏のみが重傷を
負って生存している。屋根の下敷きによる裂傷と、ガラスの
破片の乱射で全身に重傷を負った。
　中国軍管区司令部である広島城は、天守閣が爆風で消え、
ただ石垣のみが残っている。包帯を全身にまいてダルマのよ
うになった松村参謀長は、負傷した一名の将校と、二、三名
の兵隊にまもられて情報の収集に当たっていた。
　第二総分司令部も、中国軍管区司令部も、六日の空襲で完
全に指揮、命令の作戦機能を失った。畑元帥は六日の空襲を、
きわめて重視し。元帥副官の白石参謀を大本営に派遣した。
軍は壊滅した。本土決戦をどうするのか、大本営の意向を確
かめるためであった。（中）

廣島へ敵新型爆弾　【大本営発表】
　B29少数機で来襲攻撃
　相当の被害　詳細は目下調査中
（昭和二十年八月七日、十五時三十分）
一．八月六日廣島市は敵B29少数機の攻撃により相当の被害
を生じたり
二．敵は右攻撃に、新型爆弾を使用せるごときも、詳細、目
下調査中なり
爆心地は相生橋付近か
　　閃光と爆風の威力まざまざ
　同盟通信廣島支社の中村敏記者は相生橋近くの中島本町に
下宿していたが、六日朝はたまたま郊外に行っており、特殊
爆弾の直撃を免れた。翌七日夕、中村記者は、爆心地と思わ
れる相生橋付近に入った。
　（廣島・中島本町にて七日発同盟中村記者）七日夕刻、下
宿があったと思われる地点に立った。

　何もない、かわらのかけら一枚も残っていない。特殊爆弾
に吸いとられたのである。もし記者がこの下宿に寝ていた
ら・・空気のように消え去っていたのであろう。そう思うと
体がすくんで、立ちどまっているのがやっとであった。
　家主は四十四、五歳の温厚な人で、この夫婦には聡明そう
な中学一年生の子供さんが一人あった。この人達はどうした
のであろうか。家も、庭木も、石もなにもかも吸いとられた
ように消えている。探すのに手がかりをつかむことができな
い。何とか生きていてほしい。
　記者はここの下宿にまだ一週間と寝ていなかった。社で探
してもらってから一週間も経っていなかったかもしれない。
家主の名前も子供さんの名前もまだ覚えていなかったのであ
る。何とかして消息を探したい。
　中ノ島の近くにある相生橋は廣島市が誇る鉄筋コンクリー
トの近代的な橋である。何千万貫かの重さのあるこの橋を、
特殊爆弾の爆風は、やすやすと持ち上げて、廣島城寄りに六
尺ほど移動させている。そればかりではない。幅二尺近い橋
の両側の鉄筋の手すりをパッタリと外側に押し倒している。
何十万貫かの重さの相生橋を持ち上げる力は、尋常一様な力
ではない。恐るべき大きな力が作用したのである。この強大
なる力が、廣島全市の家屋をぐっと高く吸い上げ、そして叩
きつけ、これを何回か繰り返して、これに強烈な閃光で点火
し、廣島市と市民を焼き尽くしたのであろう。
　広島城の天守閣は跡形もなくただ白の跡おしのぶ石垣のみ
が残っていた何万枚かの堀の蓮の葉は、一枚もなくむしり取
られ、直径四尺もあった百数十本の老松が飴のようにねじき
られて折れていた。想像もできない大きな力が作用したので
ある。爆風、紅蓮の焔宙天にできた大きなきのこ雲、特殊爆
弾の謎を早く解かねばならない。相生橋、中ノ島、廣島城一
帯がいわゆる爆心地であるかもしれない。
 

滅茶滅茶に破壊された理髪店内（撮影・松重美人）

黒い暴風雨　吹き荒れる
　廣島市西部一帯
六日朝廣島市が特殊爆弾の攻撃を受けてしばらく後に黒色の
雨が烈風をともなって市の周辺部を襲った。以下はこの黒い
暴風雨の直中にいた同盟通信中村記者の報告。
　記者は廣島市の郊外から自転車で市内に向かっていた。五
日市を過ぎて間もなく、からりと晴れた空が、にわかにかき
曇って、圧迫するような雨雲が、ぐんと垂れさがり、あっと
いう間に烈風をともなう豪雨になった。土砂とほこりをふく
んだ大きな粒の雨である。あの悪魔のような閃光と爆風を感
じてから、かれこれ四十分ぐらいの時間が経過しての出来こ
とである。自転車のハンドルを握る両腕が見るみるうちにド
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ス黒くなった。
　烈風は前後、左右、上下から大きな圧力を加え、自転車も
ろとも揉みくちゃにされそうである。圧さく空気の中に叩き
込まれると、このような圧迫を感ずるのかもしれない。力いっ
ぱい、ペダルを踏むのだが、自転車はちょっとも進まない。
烈風はますます強く、ドス黒い大粒の雨が、痛いほど記者の
体を叩く。烈風は遂にたつ巻にかわって、歩行すら困難になっ
た。それどころではない。このままでいれば、どこに吹き飛
ばされるかわからない。記者は自転車に積んだ無線器をかば
いながら、アスファルト道路に身を伏せた。道路の両側には
家屋が倒壊し、負傷者があふれ、安全な地点を探す余裕もな
かった。
　渦を巻いて吹きまくる烈風のために、ずるずると記者の体
がずれる。自転車が離れていく。自転車をとられては、記者
活動にさしつかえる。無線器も守らなければ、通信の発行に
さしつかえる。必死で街路樹にとりつき、じっと烈風と黒い
雨にたえた。トタン屋根板が飛び、板きれが舞う、これだけ
の水が、どこから落ちてくるのかと思うくらい、街路樹の幹
をつたって水が流れる。雨というようなものではなく、天か
らドス黒い水が流れ落ちてくるのである。
　二十五分間、実にながかった。悪魔は荒れるだけ荒れて、
烈風と黒い豪雨をどこかへ、かくしてしまった。そしてウソ
のように、風もなく、雨もない、どんよりとした薄曇りの転
機にかわった。
筆剣一如
　戦後三十五年も経つと、戦争や被爆の体験が風化している
とよく言われる。その風化も、プロの軍事専門家や死の商
人らと結託した政治屋が「原爆のひとつやふたつ落ちても
孫子の代まで戦争は続ける。」とか「非武装は理想に過ぎな
い。」などと、公言するに至っては、?然とさせられる▼先日
読んだ新刊書に、日本に滞在したことのあるフランスの婦人
が、日本人の集団を見た感想で「三発目の原爆も日本に落ち
ると思います。」と言ったとあるが、日本には好戦的な精神
風土がいまでもあるのではないかと恐ろしくなってくる▼現
代の戦争は、パール・ハーバーや廣島のように、ある日突然
に勃発するものではない。何も知らず知らされていないのは
一般の民衆で、軍国主義者や作戦の指導者らは、事前にすべ
てを予測している▼原爆当時の筆者らは治安維持法など十指
に近い悪法にがんじがらめに縛られていて、報道陣としての
義務を果たせなかったことに大きな責任を痛感している」▼
現在のマス・メディアは、あのころに想像だにしなかった大
きな自由を享受し、万象について考え、悩み、模索し、前進
に努めている。いま世界には、廣島の原爆の百三十万倍の核
兵器がある。ひとたび爆発すれば、特権階級が地下数百メー
トルに潜っても、死から免れる
ことはできないだろう。廣島の
風化を防ぐためのジャーナリズ
ムの検討を願うや切なるものが
ある。▼人口わずか一万にも足
りぬパラオが、非核憲法を制定
して世界の良識をあっと言わせ
た。人類初の核被爆国であり、
戦争を放棄し軍備を持たぬこと
を宣言した経済、文化大国の日
本がいま、世界中に核戦争の罪
悪を訴えることは、パラオの何
倍の効果があるか考えてみたい。

（この項のみ昭和五十五年八月の執筆）

（二）
昭和二十年八月六日
中国新聞記者　大佐古一郎の日記から　（一部抜粋）
爆心地をめざす
　熱気と煙が全身へ襲いかかってくる。足元と火勢に気をと
られながら進んで行くと、柔らかなものにけつまづく。振り
返ってみると老女のような姿が断末魔の手を差し出して動い
ている。「助けてー」と叫んだようにも思える。息が苦しい。
目の前にう馬が立ちすくんで背中の上を炎がはっている。電
線が首や足に巻き付いて動けないらしい。
　紅蓮の炎がメリメリ、ゴーッゴーッと音を立てながら地上
のあらゆるものを真っ暗な上空へ巻き上げている。〝大焦熱
地獄〟はいま現実になって目前にある。溶鉱炉から噴き出る
ような火の粉と熱気にむせ返る。
「あーっ、防○面が燃えて咽に火が付く！早く逃げないと焼
け死ぬ！」
　私は瓦や電線に何度も足を取られ、熱気を防ぐため手を鉄
兜の下に交互に隠しながら、ただ道を求めて走る。栄橋が見
える。橋上には重傷者が点々と横たわっている。この付近は
まだ火炎が押し寄せていないが、対岸の幟町も上柳町も炎の
渦である。たけり狂う煙に川の水が巻き上げられる。泉邸裏
には追いつめられた何百人もの裸体がひしめき、川面にはつ
ながったように死体が漂う。川の水を浴びに雁木を下りると、
岸壁と橋脚につかまった男女の群れ・・・うつろな目が空を
見上げている。私は乾ききった頭巾と国民服をびしょびしょ
に濡らして、燃え盛る大須賀町を饒津神社前へと一気に突っ
走る。
　神社の境内はどの樹も八つ裂きになり、石灯籠は吹き飛ば
されて台石だけが元の位置を示している。境内のあちこちは
むごたらしい負傷者で埋まり、
「水をくださーい、水を…。」
「お母さーん…。」
「苦しいよー。助けてぇ…。」の声が上がっている。
　常盤橋の北側にある鉄道橋のガードの上に横倒しになり、
道路上へ落ちかかった貨物列車が燃え上がっている。石炭車
だ。私は石垣にすがって坐り、しばらく臼島の火の手を見た
り、まわりの負傷者をぼんやりながめたりした。
　十メートル先の路上で男女がいい争っている大声がする。
破れた将校服に軍刀を杖にした若い軍人と、顔に血の流れた
跡はあるが元気そうなもんぺ姿の主婦である。
「…とにかく、お前たち軍人のやり方がわりいけえ、こうい
うことになったんじゃ」
「自分たちは陛下のご命令通りにしてきたまでだ。」
「ばかをいうな。警報も出さんで…それがご命令か。この怪
我人や町の中で焼けて死による人がわからんのか。兵隊さん
や、わしゃあ恨むぞ、子供や主人をどうしてくれるっ！」
「それはアメリカへいうことじゃ、自分らは責任をとってい
つでも切腹してみせますぞ。」
「そうじゃ、腹を切れっ！腹を切れっ！くやしいーっ！」
　そのあとは、泣くともわめくともわからぬ女の声がいつま
でも続き、将校はとぼとぼと総軍司令部のある方向へ歩いた。

焼失した　
中国軍管区司令部　
　木造の司令部が焼失した跡の石の上に、松村参謀長は腰を
下ろしていた。三角巾で首に吊った左腕には包帯が巻かれ、
裸の上半身にはガラスの破片による切り傷にヨーチンを塗っ
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た跡が点々とある。短袴と長靴だけが将校の名残をとどめて
いる。私の腕章と顔を見ると、「何か情報はないかね。中国
軍管区の上層幹部はほとんど戦死した。」という、私はいま
まで見てきた状況を簡単に伝えたのち、「私の社も全滅した
もようで、軍事記者も殉職したかもしれません。とにかく、
この廣島の状況を司令部の正式発表として出して下さい」
「大本営の指示があるまではわしの責任だ。よしっ、この状
況は国民に知らせる必要がある。」といってしばらく考えて
いたが、ポツリポツリと口伝を始める。
「〝中国軍管区司令部発表〟だな、いま何時だ。時刻を入れ
てくれよ。〝六日午前八時すぎ敵B29二機は…〟この二機は
必要だ。〝廣島市を攻撃、落下傘により新型爆弾を投下〟…
そうだなあ、どの程度というべきか？」
「廣島市は全滅…ですか」
「ばかなことをいうな。〝市内に相当の被害を生じたり〟だ。」
　私はメモを復唱したあと、報道部の山本中尉の生死を確か
めたが、そばにいる将校や兵隊は暁部隊のものばかりで要領
を得ない。
　先ほどの道を引き返す。表門の兵隊と○○は同じような姿
勢だ。広い練○場の一角には、強い陽光にひときわ鮮やかに
先ほどの日の丸が見える。
　瓦礫に埋まった道の両側に余燻を見ながら八丁堀から流川
へ出る鉄筋の建物だけになった中国ビルは内部が真っ黒に焦
げ、窓の後からはまだ薄煙が出ている。玄関口にさきほど駆
けつけたという鎌倉記者がぼんやり腰を下ろし
「お互いやられんでよかったなあ。社内に二、三の死体があ
るが早出のひとらしい。」という。
　焼けただれた階段をゆっくり三回の編集局へ上がる。爆弾
が投下された三十分ほど前に私はここにいた。あの机や器
具、新聞、寫箱などでごたごたしていた局内はまったくの灰
になっている。木ぎれで古新聞や書類の燃え残りをつつくと
パッと炎が上がる。
　社の正面にあった寮には昨夜いっしょに当直した山口支社
組が三、四人は泊まったはずである。鎌倉君とともに掘って
みようとしたが、下はまだ炭火のようで近寄ることもできぬ。
私はそのときはっと気づく。
「そうだ、あの司令部発表はもう活字にすることはできない
のだ…。」
（左寫真）
　爆風により、四階建ての消防監視所も積木を崩すがごとく
倒壊した
　　（六日翠町にて　松重美人）
 
 

〔参考〕　被爆当時の廣島

解説　なぜこの新聞は発行されたのか
昭和20年８月６日、廣島市上空で原子爆弾が炸裂し、全市街
が燃えさかっている時、爆心地を目指そうとする三人の記者・
カメラマンがいた。
　この新聞は、その時の記者・カメラマンが戦後35年目の今、
あえて「昭和20年８月７日、８日」の日付をうって発行する
新聞である。
　あの日、彼らは身をもって被爆の惨状を取材した。しかし
全市街が壊滅状態の中で、廣島市における新聞報道は翌７日、
８日の二日間にわたって空白となり、彼らが取材した記事と
写真はついに紙面を飾ることはなかった。たとえ輪転機や印
刷用紙が確保できたにしても、すくなくとも８月15日までは
国を挙げての戦争遂行体制の下にあり、彼らが目撃・取材し
た事実がありのまま紙面に載ることはなかっただろう。
　ヒロシマはこの８月６日に被爆35周年を迎える。戦後それ
ぞれの人生を送りながらも、ジャーナリストとしてあの日の
体験にこだわり続ける三人はこの夏廣島で再開し、ひとつの
新聞を出すことになった。記事は「あの日」取材したことに
もとづき、当時の気持ちをそのままに書くということを原則
とした。したがって日付は「昭和20年８月７日、８日」とする。
　できあがったこの新聞を読むと原爆投下後の惨状が生々し
く伝わってくる。しかし言うまでもないことだが、当時はい
かに事実にもとづこうともこのような新聞は絶対に発行され
得なかったのである。現在読めば当たり前に読みすごしてし
まう「廣島全滅、死者十七万」の第一報記事も中央で握りつ
ぶされてしまったし、「軍壊滅」などという記事を発表する
ことは銃殺ものだったのである。この新聞にも載せている「中
国軍管区司令部発表」や「大本営発表」の原爆の事実を隠し
た素っ気ない白々しい記事こそが、当時のジャーナリズムの
おかれた状況そのものである。
　ちなみに同じ頃、アメリカではトルーマン大統領が「廣島
への原爆投下」を全世界に向けて発表していた。
　この新聞からは、35年前の記事でありながら、彼らが戦後
ジャーナリストとしていだき続けた心の痛みも伝わってくる。
　三人に話を戻そう。
　当時の記者・カメラマンは、あの空白の二日間を埋めるか
のように、35年目の今もそれぞれのペンとカメラで原爆を告
発し続けている。
　当時中国新聞県政記者、大佐古一郎は宿直明けで原爆投下
30分前に社をでて自宅に帰って被爆、その惨状を克明に記録
した取材日記を残していた。以来活発な原爆告発の執筆活動
を続け、今は原爆小説を執筆中である。
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　元中国新聞カメラマンの松重美人も自宅で被爆、半壊した
自宅からカメラを掘り出し、被爆直後の惨状を5枚のネガに
記録。「あの日」のヒロシマを撮影したたったひとりのカメ
ラマンとなった。いま彼は被爆写真戸籍簿づくり運動や原爆
写真展の開催で忙しい。
　元同盟通信　廣島支社　編集部長　中村敦は爆心直下に下
宿があったが、その朝は外泊して一命をとりとめた。彼は
被爆３時間後に廣島市郊外の原放送から「廣島全滅　死者
十七万」の第一報を本社へ送るが、大本営はこれを握りつぶ
した。被爆四日後、苦心の末、謄写版を入手し、ガリ版刷り
のニュースを発行した。
昭和55年８月６日放送　NHK総合TV『爆心地のジャーナリ
スト』担当スタッフ

［謝辞］本研究の一部は科研基盤（C2353098）の助
成を受けたものである。またここで紹介した新聞は，
東北大学大学院国際文化研究科国際文化交流論専攻科
学技術交流論講座の科学史技術史研究室　井原聰教授

（現在，東北大学名誉教授）から提供されたものである。
ここに記して謝意を表す。

（注）
１　ニュース・ジャーナリズム博物館ニュージアムが７枚

を永久保存されることになった。“社屋被災で手書き、
壁新聞を米で永久保存”．読売新聞. （2011年４月17日） 
2011年４月17日

２　NHK平和アーカイブス
　http://www.nhk.or.jp/peace/library/program/
　19800806.html
３　『ヒロシマはどう記録されたか～NHKと中国新聞の原

爆報道』NHK出版，2003年)
４　G-Science Academies Statements 2012 'Building 

Resilience to Disasters of Natural and Technological 
Origin'（2012年の共同声明「自然災害および技術的災害
に対するレジリエンス（回復力）の構築」より。

５　クリステン・アイバーセン著，新田準訳「フルボディ
バーデン」上・下，凱風社，2015年　など。
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