
 

 

学園都市づくり交流会議では、東広島市における学生等の学術研究活動を促進し、

大学と地域が連携したまちづくりの推進に寄与することを目的に東広島市の地域

課題を研究した論文を募集・表彰する「地域課題研究懸賞論文事業」を実施してい

ます。 

この度、令和元年度の受賞論文について、厳正な審査の結果、６件決定しました。 

なお、受賞論文については、著者個人の意見であり、学園都市づくり交流会議及

び東広島市の公式見解ではありません。 
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Ⅰ．はじめに 

１）研究の目的と背景 

本研究の目的は，２つある。1 つ目は，空

中写真の判読を手掛かりに，戦争遺跡である

広島陸軍兵器補給廠八本松分廠（以下，補給

廠）の痕跡を現地調査から明らかにすること

である。2 つ目は，戦争遺跡の活用に向けた

情報の整理と，活用方法の提案である。 

 2019（平成 31）年 4 月 30 日をもって，「平

成」に終わりを告げ，「令和」という新しい時

代を迎えた。2019（平成 31）年 4 月 4 日に

行われた，パナマのバレラ大統領夫妻と

会見の中で，現在の上皇陛下が「平成の

時代は戦 争がな かったという ことが ，

一番重要だと思います。」とご発言され

るなど「平成」は，日本が戦争を経験しなか

った時代として評価される声があった。 

 そんな中，戦後 75 年を迎え，戦争記憶の継

承が課題となっている現在，太平洋戦争中の

旧日本軍施設や戦災跡などの戦争遺跡の把握，

保存も大きな課題となっている。 

 広島県内でも，広島市南区にある旧陸軍被

服支廠の存廃の議論をはじめ，被爆建物の保

存と管理に関心が集まっている。 

 しかし，現在，保存・管理されている戦争

遺跡の多くは，建物自体に文化的な価値があ

る場合や，被爆建物としての価値が認められ

ている場合，沖縄戦や東京大空襲などその歴

史的事象の価値と関連付けられている場合が

ほとんどであり，戦争の痕跡としての価値が

評価され，保存されている戦争遺跡は多くな

い。 

そもそも，戦争遺跡を保存する取り組みは，

戦後の開発の中で戦争遺跡が埋没していく危

機感から生まれた。戦争遺跡保存全国ネット

ワーク編（2004）には，戦争遺跡保存の歴史

が書かれている。戦争遺跡の多くは開発の中

で姿を消した。沖縄戦研究者で作る「沖縄戦

を考える会」は，1977（昭和 52）年より，戦

争遺跡の保存を要請し，保存・活用に関する

運動を実施した。その後，1990（平成２）年

に南風原町が町の文化財として，「南風原陸軍

病院」を戦争文化財として指定，保存活用に

向けた調査も始まった。1994（平成６）年，

「沖縄平和ネットワーク」が，平和ガイド・

戦跡調査等をすすめる団体として立ち上がり，

1997（平成９）年には，全国組織である「戦

争遺跡保存全国ネットワーク」が，広島，長

崎，松代，日吉台など全国の戦跡保存・活用

をすすめる研究団体のネットワークとして結

成された。 

十菱・菊池（2002）は，全国的な行政の動

きとして，広島の原爆ドームの国の史跡に指

定されるに伴い，多くの学会・市民団体等の

要請活動を受けながら，1995 年（平成７）に

文化財指定基準改正が実施されたことを指摘

している。その後，文化庁は 1996（平成８）

年以降「近代遺跡の全国調査」を開始し，1998

（平成 10）年，所在調査が終了，それ以後は

詳細調査が実施されている。その結果，各県

市町村において，戦争遺跡を含む近代遺跡・

近代化遺産・建築物の文化財指定が進んでい

http://www.asahi.com/topics/word/新元号.html
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る。しかし，前述のとおり，文化財指定の根

拠に，戦争遺跡自体としての価値が評価され

ているものは多くない。 

前述の戦争遺跡保存全国ネットワーク編

（2004）は，戦争遺跡を「近代日本の侵略戦

争とその遂行過程で，戦闘や事件の加害・被

害・反戦抵抗に関わって，国内外で形成され，

かつ現在に残された構造物・遺構や跡地のこ

と１」と定義している。 

十菱（2011）は，日本国内の戦争遺跡の数

を，少なくとも約 3 万件あるとしている 

 それでは，戦争遺跡にはどのような意義が

あるのか。十菱（2011）は，戦争遺跡の意義

を「継承可能性」に見出している。従来の「ヒ

ト」を通した，戦争体験の継承は，戦争体験

世代の減少と共に困難となっていく。そこで，

必然的に「モノ」による戦争の検証が重要と

なってくると指摘している。 

 アーキウォーク広島代表の高田は，『中国新

聞』2020 年 1 月 14 日朝刊４面のオピニオン

被爆建物「被服支廠」の中で，歴史を学ぶと

きに書物や映像から得られる知識だけでは不

十分で，その場所で五感を通して実感する事

が重要であることを指摘している。さらに，

戦争遺跡が失われることは，後世の人が実感

を得る貴重な機会を奪う事につながると述べ

ている。 

 戦争遺跡が担う役割は，戦争体験世代の減

少し，現在のように語り部の方から生の証言

をしていただくことが出来なくなった時代を

迎えた時，現在考えられている以上に，その

重要度を増していく可能性が指摘されている。

そして，実感を伴う平和学習の実現において，

戦争遺産などの「モノ」が，広く貢献できる

と考えられる。 

戦争遺跡の実態把握に課題がある事は前述

にも述べたとおりであるが，それでは，戦争

遺跡の実態は，具体的に，国内においてどの

程度把握されているのか。 

 戦争遺跡の把握・調査に関する記事，『毎日

新聞』2019 年 12 月 8 日朝刊 1 面の「戦争遺

跡全県調査６県のみ」によると，戦争遺跡の

全数調査を行っている都道府県は，埼玉・滋

賀・奈良・高知・福岡・沖縄の６県に留まっ

ている。 

 つまり，戦争遺跡の保存・管理の意義など

を論じてきたが，多くの地域では，保存・管

理の前提として，各自治体による戦争遺跡の

把握が急務であり，戦争遺跡に関する情報の

提供が求められている。 

 

２）東広島市と戦争遺跡 

2017（平成 29）年 11 月に策定された東広

島市歴史文化基本構想の第 2 章東広島の概要，

第 1 節３歴史的環境の中で，近代の歴史的環

境は，以下のように述べられている。近代の

歴史的環境は，酒造業に関する部分と戦争遺

跡に関する部分の２つから構成されている。

ここでは特に，戦争遺跡に関する部分を抜き

出す。 

「太平洋戦争が開戦すると様々な影響が市

域にも及ぶようになる。昭和 17 年，鎮守府
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が置かれ海軍の重要拠点となっていた呉市の

用水確保のために下三永村（西条町）に水源

地が建設されたほか，宗吉村（八本松町）に

弾薬庫が建設された。また，1942（昭和 17） 

年，三井造船株式会社の造船所を誘致する中

で，その受け皿として賀茂郡三津町，同早田

原村，豊田郡木谷村の 3 町村が合併して安芸

津町が誕生した。三井造船株式会社の安芸津

造船所は 1946（昭和 21） 年を完成予定とし，

急ピッチで建設が進み，1945（昭和 20） 年

には 1 号船を進水させているが，終戦により

閉鎖となった。２」と書かれている。ちなみに，

宗吉村（八本松町）の弾薬庫は，いわゆる川

上弾薬庫の事であり，本稿で調査した補給廠

の弾薬庫とは異なる。川上弾薬庫は海軍の弾

薬庫であり，補給廠は陸軍のものであった。 

しかし，こうした戦争遺跡に対する東広島

市民の認知度は，高くない。 

基本構想第 3 章第 3 節に示されている「住

民に対する歴史文化に関するアンケート調査」

3（平成 29 年 6 月 6 日（火）～6 月 30 日

（金）実施）の結果を見ると，「市民が思い浮

かべる東広島の歴史・文化」「市民に関心のあ

る文化財・文化遺産」「市民が広報したい東広

島の文化財・文化遺産・文化的景観」のいず

れにも，戦争遺跡について触れた回答は出て

いない。本稿の調査地である補給廠の存在だ

けでなく，そもそも東広島市内にある戦争遺

跡全体の認知度が低いことがわかる。 

それでは，東広島市では戦争遺跡にについ

て，それほど市民に情報提供されていないの

だろうか。東広島市における戦争遺跡は，平

成 29 年東広島市総務部総務課が発行してい

る「東広島市の戦争遺構～平和へのメッセー

ジ～」4 というガイドマップにまとめられ，

WEB 上でも公開されている。 

基本構想の目的では，東広島市教育委員会

教育長が，序文の中で「本構想は，関連しあ

う個々の文化財を事象や地域ごとに結び付け，

面として保存・活用を図ることで，それら地

域の人々によって守り伝えられてきた文化遺

産を次の世代に適切に継承するとともに地域

を活性化するための基本方針とするためのも

のです。」と述べている。 

ガイドマップに示された戦争遺跡以外にも，

基本構想で触れられている場所や，今井・横

川（2018）で報告されている「戦争に関する

石碑」や，戦後国鉄八本松材修場でも使用さ

れた引込線跡など，新たにいくつか見つかっ

ている。これらの情報を戦争遺跡という枠組

みで整理する事で，面として保存・活用が可

能である。 

次に，本稿の調査対象地についてであるが，

補給廠は環境省の調査報告書がある程度で，

当時の様子を示す資料は多くない。環境省の

報告では，広島県東広島市八本松には，毒ガ

ス弾等の保有地点として，広島陸軍兵器補給

廠（八本松分廠）があり，終戦時，大久野島

で製造された毒ガス弾等が保有されていた事

が書かれている。100ｍｍあか弾 1，198 発と

100ｍｍきい弾 1，796 発，91 式 10 榴用瓦斯

弾 2，214 発が保有されていた。また，終戦時



- 4 - 

 

には，91 式 10 榴あ弾 1198 発，91 式 10 榴

い弾 1796 発が保有されていた。保有情報の

うち，91 式 10 榴用瓦斯弾 2214 発の内容に

ついて，｢きい弾７割，赤弾２割｣と記載され

ている。また，｢クシャミ剤を填実シアルモノ

ヲ含ミアリ 其割合ハイペリット填実ノモノ

約７０％其ノ他約３０％ナリ｣という記載が

あることも示されている。また，毒ガス弾の

保管先については，構内倉庫及びホームとの

情報がある。ちなみに，「あか剤」はジフェニ

ルシアノアルシン（DC，ジフェニルシアンア

ルシンともいう）ジフェニルクロロアルシン

（DA）という「くしゃみ剤（嘔吐剤）」を使

用したもの，「きい剤」はマスタード（イペリ

ットともいう），ルイサイト，及び両化学物質

の混合物という「びらん剤（ただれる）」を使

用したものである。 

また，「広島県川上村史」では，補給廠の土

地が収容された事実やその該当者，土地の総

反別（田 94 町 4 反 1 畝 19 歩，畑１町５反６

畝 15 歩，山林 10 町 6 反 5 畝 14 歩，宅地

1679 坪）が示されている。その後の補給廠の

記述は，戦後の開拓の際に建物数と面積が示

されているだけである。 

以上のように，補給廠の記録は保有されて

いた弾薬の種類，面積くらいであり，その実

態が見えてくるような文献資料や写真等は見

つかっていない。また，補給廠の引込線につ

いては八本松材修場と関連して知られている

が，補給廠については知られていない事がほ

とんどである。本調査は，これまであまり注

目されることのなかった補給廠を改めて調査

する事で，補給廠の痕跡の発見や補給廠の実

態に迫る手がかりを得られると期待できる。 

また，本稿の調査により，新たな戦争遺跡

が東広島で発見されることは，戦争遺跡の面

の形成の一端を担う事も期待できる。 

 

３）研究方法と調査対象地の概観 

 ここでは，戦争異遺跡を訪れる方や教育現

場で活用していただけるよう，WEB サイト

の画像等を交えながら，研究方法を示してい

く。 

 補給廠の調査は，1948（昭和 23）年に撮影

された米軍の空中写真の実体視による位置の

推定を行い，その成果を基に補給廠の痕跡を

探す現地調査を行った。この調査を行った大

学院生は，広島大学大学院教育学研究科社会

認識教育学講座の大学院後期に所属している

横川知司と，同じく前期に所属している 9 名

（原田歩・岩佐佳哉・冨田大智・藤村大智・

大岩眞太郎・頼富収吾・池田直樹・藤岡柚衣・

沈彧磬），計 10 名である。 

戦争遺跡の中でも，軍に関係する施設に関

する文字資料（書類や命令書等）は，1945（昭

和 20）年の 8 月から末にかけて，軍が集中的

に破棄・焼却したため，あまり残っていない。

補給廠についても前述のとおりである。 

 そこで，1948（昭和 23）年 4 月 12 日，米

軍が撮影した空中写真を用いて実体視を行い，

補給廠の位置の特定を試みた。利用した空中

写真は，1948（昭和 23）年 4 月 12 日，米軍
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が撮影した写真番号 M907_11 である。縮尺

は 43799 分の１のモノクロ写真である。この

写真は，国土地理院が保有する過去から現在

までの地図や空中写真を閲覧できる「地図・

空 中 写 真 閲 覧 サ ー ビ ス 」（ URL ：

https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1 ）

でダウンロードした。 

このサイトは，作成・撮影年やカラー種別，

縮尺，種別（空中写真，主題図，国土基本図，

地形図・地製図等，公共測量地図）という検

索項目で検索できる（写真①）。 

検索項目の右手にある地理院地図で，入手

したい地域を拡大していくと，入手可能な地

図や空中写真の場所がピンクのピンで示され

る。希望するピンにカーソルを移動させると，

写真番号（青字）と撮影された範囲が濃い緑

色で示される（写真②）。 

希望するピンをクリックすると，実際の地

図・空中写真と諸元情報（撮影年月日・撮影

地域・撮影縮尺・カラー種別など）が表示さ

れるが表示される。また，地図・空中写真は

閲覧するだけでなく，誰でもダウンロードし，

利用する事が可能である（写真③）。同一地域

を撮影した複数の空中写真を比較すれば，そ

の地域の変化を見る事が可能である。 

十菱（2011）は，こうした地図や空中写真

を利用する方法は，戦争遺跡の研究方法とし

て，頻繁に利用される有効な方法であると指

摘している。本調査で利用した戦後の米軍の

空中写真の他にも，陸軍参謀本部が戦時中で

ある 1943（昭和 18）年，1944（昭和 19）年

に撮影した空中写真があり，戦争遺跡の解析

に利用できる。ただし，調査対象地域は，陸

軍参謀本部による空中写真の撮影は行われて

いないため，米軍の空中写真のみを利用した。 

 

 

写真① 「地図・空中写真閲覧サービス」の検索画面 画面左に検索項目（赤枠内） 

https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1
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写真② 検索結果 該当する資料がピンクのピンで示される。 

 

写真③ 選択した空中写真の表示と諸元情報（赤枠内） ダウンロードは諸元情報の下にある

「ダウンロード」をクリック。 
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 実体視により推定された補給廠の位置を

Google Earth Pro にマッピングを行った。

Google Earth Pro で，空中写真を現在の地図

上に重ね合わせ，各棟をポリゴンでマッピン

グした（写真④）。 

ポリゴンは，地図上に多角形の面をマッピ

ングできる機能であり，ポリゴンで囲まれた

範囲の周囲の長さや面積を調べることが出来

る（写真⑤）。この機能を用いて，マッピング

した 35 棟の敷地面積の合計を算出した。マ

ッピングした地図を基に，現地調査を行い，

補給廠の痕跡を探した。 

 

写真⑤ 右のポリゴンの周囲の長さと面積が表示される。（周囲 97.1ｍ 面積 459 ㎡） 

 

写真④ ポリゴン（赤色の四角形）で弾薬庫の位置を示した。 
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 補給廠は，その名の通り，広島市南区霞町

に置かれた「広島陸軍兵器補給廠」の八本松

分廠として，旧川上村（その後八本松町）と

旧西条町寺家地区にまたがって置かれていた。

帝国陸軍の武器弾薬の集積・補給を行う施設

であり，武器の火薬庫や弾薬庫などが，上記

の地域に分散して置かれていた。しかし，文

字資料の不足などから，その実態は，よく分

かっていない。終戦から３年後にあたる 1948

（昭和 23 年）年 4 月 12 日に，米軍が撮影し

た縮尺約４万分の１の空中写真を利用し，補

給廠の施設と思われる建造物を確認した。 

調査対象地域は，日本本土への空襲を考慮

し，安全な地点への集中的な集積が行われた。

岩手県滝沢村・山口県大嶺と同様に，この八

本松にも補給廠が開かれることとなった。 

この場所は，八本松駅からも近く，この補

給廠に最も近い駅である八本松駅から約

2.1km の専用の引込線が引かれていた（図）。

戦後，川上弾薬庫は在日米軍の管理下になっ

たが，補給廠は，一部民間に払い下げられた

ほか，補給廠の専用線（引込線）や敷地など

をそのまま利用して，国鉄の八本松材修場に

なった。現在でも，「日本国有鉄道八本松材修

場跡」の石碑（写真⑥）が置かれている。 

補給廠の弾薬庫などの建物は，刈又池の周

囲と八本松南 3 丁目・八本松南 4 丁目の辺り

にまで広がっていたが，戦後，開拓により現

在は家々が立ち並んでおり，補給廠の面影は

ない。 

 

 写真⑥「日本国有鉄道八本松材修場跡」碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 昭和 25 年修正 西条 
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Ⅱ．広島陸軍兵器補給廠八本松分廠の調査 

１）米軍撮影の空中写真から 

1948（昭和 23 年）年 4 月 12 日に，米軍

が撮影した縮尺約４万分の１の空中写真では

刈又池の周囲や北東，現在の八本松南 3 丁

目・八本松南 4 丁目に，黒く細長い構造物

が確認できる（写真⑦）。これらの建物は全

部で 35 棟確認できた。『広島県川上村史』

によれば，八本松補給廠跡の施設は 42 棟あ

り，総面積は 4710 坪であると記されてい

る。米軍の空中写真に写っている黒く細長い

構造物が，補給廠の建物であったという明確

な証拠はないが，Google Earth Pro を使い，

前述の方法で，各構造物の面積の合計を割り

出した結果が，『広島県川上村史』の記録と

近似値を示している事から，これらの建物が

補給廠のものであった可能性は高い。 

また，誘爆を防ぐため，火薬庫や弾薬庫の

建物をそれぞれ離して設置している点や，山

地を削りその中に設置している点など，これ

らは弾薬庫の設置場所に見られる特徴であ

り，その特徴にも当てはまる。 

米軍写真から読み取れるのは，建物だけで

はない。これらの建物を含んだ範囲を囲むよ

うに，尾根上に幅約 30ｍの木がない伐採帯

が帯状に確認できる。憶測の域をでないが，

この伐採帯は，民間人の立ち入りを制限する

ための境界ではないかと推測できる。 

 

写真⑦ 1948(昭和 23)年４月 12 日撮影の空中写真（写真番号 M907_11）。図の番号は給敞関連

とみられる構造物(35 棟)。写真の範囲は図②に示す。 
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２）陸軍の標石 

 以上のような空中写真から得た情報を基

に，現地調査を行った。その調査の成果とし

て，刈又池の西岸で陸軍の標石を 13 基確認

することができた（図２）。標石の形は，一

辺 15cm の正方形を底面にもつ直方体で，石

材は花崗岩を使用し，全て同じ形に整形され

ている。標石の面には，縦書きで「陸軍」と

刻まれている。また，「陸軍」と刻まれた面

の対面には，縦書き・漢数字で通し番号が刻

まれていて，確認できた番号は「一四〇」

「一四一」「一四六」「一四七」「一五一」「一

五三」「一五四」「一五五」「一六二」「一六

七」「一七四」「一七五」「一七六」である

（写真８）。巻末に全ての標石の写真をつけ

ている。   

標石の上部には印が刻まれており，前番と

次番の標石のおよその方向を示していると思

われる。標石の位置や大きさについては，表

１にまとめている。最大の番号が，176 番で

あることから，陸軍の標石は，少なくとも

176 基置かれていたことは，間違いない。お

そらく標石は，当時の軍用地と民有地の境界

全てに設置されていたものと推測できる。 

 

図２ 刈又池周辺の標石（凡例が石柱となっているが標石と同義である。） 
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写真８ 146 番の標石 

標石番号 緯度 経度 大きさ 横×奥行×高さ(mm) 

140 34°26'14.88"N 132°42'18.00" E  155×153×500 

141 34°26'15.17"N 132°42'18.04"E 155×150×200 

146 34°26'16.86"N 132°42'18.15"E 150×153×230 

147 34°26'16.98"N 132°42'18.70"E 155×152×245 

151 34°26'18.10"N 132°42'21.53"E 158×155×245 

153 34°26'18.61"N 132°42'22.53"E 155×150×335 

154 34°26'19.36"N 132°42'22.71"E 155×145×216 

155 34°26'20.00"N 132°42'22.70"E 150×155×(折れているため不明） 

162 34°26'22.00"N 132°42'22.74"E 155×150×285 

167 34°26'24.83"N 132°42'24.43"E 155×153×893 

174 34°26'24.73"N 132°42'25.63"E 158×150×335 

175 34°26'25.94"N 132°42'26.09"E 150×150×35 

176 34°26'26.84"N 132°42'26.58"E 155×155×220 

兼用 34°26'16.27"N 132°42'21.65"E なし 

表１ 標石の位置と大きさ 
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しかし，刈又池の周辺を中心として，刈又

池の東にあった，南北に延びている伐採帯跡

地や他の弾薬庫跡の周辺などの現地調査を行

ったが，これ以外の陸軍の標石を見つける事

は出来なかった（図３）。ただ，発見された

陸軍の標石は，現在の国有林界とほぼ同じ場

所に建てられており，国有林界を示す境界標

と隣あっていたり，近い場所に建てられてい

たりした。国有林界に沿って，標石を探して

みたが，国有林の境界標だけで，新たな標石

は発見できなかった。この国有林は，戦後旧

陸軍より引継ぎ国有林として整備されたもの

である。敷地の一部は，住宅地にも使われて

おり，国有林は，軍用地の内，宅地開発され

た場所以外の土地ではないかと考えている。

国有林として，標石を建てる際に，陸軍の標

石が抜かれた可能性がある。その可能性を示

すものとして，「旧陸軍併用」とマジックで

書かれた国有林の境界標が見つかっている

（写真９）。近くにある境界見出標には「界

104」と書かれており，国有林の境界標の通

し番号では 104 番という事が分かる。この

境界標は，林野庁測定規程によると合成樹脂

標といい，他の標石やコンクリート標と同じ

役割を果たしているものである。この境界標

104 番は，「旧陸軍併用」とあることから，

 

図３ 現在の地形図。国有林の範囲，引込線跡の位置， 1970 年時点の町の境界，尾根の伐採

帯跡の位置などを示した。 
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陸軍の標石としての番号は不明であるが，陸

軍の標石も兼ねている。国有林の境界標を置

く際に，陸軍の標石を抜いたために，他の場

所で陸軍の標石が見つからない可能性があ

る。しかし，刈又池周辺だけ，陸軍の標石が

残されているのか疑問が残る。 

広島森林管理局によると，旧陸軍から当該

地域を譲り受け，国有林として管理を引き継

いだ記録はあるが，標石の管理に関する記録

は残っていない。 

 

 

 

写真９ 旧陸軍併用の国有林界標 104 番 

 

 

 

 

 

３）弾薬庫跡 

 現地調査では，標石の調査だけでなく，建

物があったと推定した場所の調査も行った。

調査したのは，写真７の 21・26・28 の３か

所である。この３か所は，Google Earth の空

中写真で現在の土地利用の様子を確認した所，

宅地開発が行われておらず，雑木林のような

状態であった。そのため，土地改変がほとん

どなく，何らかの建物の痕跡が見つかる可能

性があると考えたためである。他の弾薬庫が

あったと見られる場所は，宅地開発により，

米軍の空中写真と比較すると，大きく景観が

変わっている。 

 現地行ってみると，3 か所とも建物は残っ

ていないが，建物の外周を囲むように高さ２

ｍ弱の土塁が残っていた。（写真 10・11） 

また，26 番の弾薬庫跡は，谷地形の中に作

られており，周囲の尾根を土塁の代わりに援

用している点で，他の 2 か所とは異なってい

る。土塁は誘爆を防ぐ目的で，弾薬庫や火薬

庫の周囲に設置されており，現在でも自衛隊

の弾薬保管庫でも土塁が設けられていること

がある。したがって，補給廠の建物が当時土

塁の中にあり，現在では土塁のみが残ってい

ると考えられる。しかし，土塁の周辺から補

給廠であることを示すような痕跡や遺物は見

つからなかった。しかし，土塁の内側は木々

が生え，落ち葉が積もっているため，非常に

視界が悪い状態であった。 

広島大霞キャンパス（広島市南区）にあっ

た旧広島陸軍兵器補給廠では，2013 年に実施
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された埋蔵文化財調査で兵器庫の基礎やレン

ガ建物跡が出土し，補給廠内に走っていた軽

便鉄道の軌道跡も確認されるなど，痕跡が見

つかっている。この旧広島陸軍兵器補給廠の

八本松分廠にあたる本調査地でも，今後より

詳細な調査を行う事により，この場所に弾薬

庫があったという更なる証拠が見つかる可能

性がある。 

 

写真 10・11 21 番で確認された土塁 
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Ⅲ．戦争遺跡の活用方法 

１）学校教育 

戦争遺跡の活用方法として，まず学校校育

での活用が思い浮かぶ。しかし，このような

戦争遺跡の調査をしたものを，学校教育現場

で有効に活用してもらうには，大きな課題が

ある。それは，教育現場において，新たに調

査結果を教材用に整理するための環境が整備

されていないことにある。以上の点におい

て，戦争遺跡「西表島船浮要塞」の現地調査

から教材開発の可能性を研究した山口・田中

ほか（2007）は，｢まずは科学的な実態調査

からはじまり，そこに生き･死んだ人々の経

験を重ね合わせることで，平和教育の素材と

して，子どもたちに『戦争とは何か』を問い

かけるものになりえるはず｣と指摘し，｢学校

現場においても活用しやすいデータ，地図に

よるマッピングや写真･映像による図解，証

言の整理や文献リスト，モデル教材など，こ

れまでの研究をわかりやすく整理することが

求められている｣としている｡こういった，視

点を持ちながら戦争遺跡の資料を整理する事

が，学校教育活動を支え，戦争遺跡を学校教

育での活用を容易にするうえで重要となる。 

学校教育における戦争遺跡の活用方法は，

平和学習だけなのだろうか。外池（2019）

は，秋田県で起きた土崎空襲の戦争遺跡を活

用した，土崎地区の全学校（小学校５校，中

学校３校，高校１校）の実践を取り上げ，戦

争遺跡の多様な活用方法を類型化した。その

中に，平和学習以外の活用方法を指摘してい

る。分類は 5 つである。(1)追体験的に学

ぶ，平和学習としての活用，(2)戦争体験や

戦争継承家の生き方から，自己の生き方や将

来を考える，キャリア教育や「生き方」教育

としての活用，(3)その地域の歴史を学び発

信する事につなげる，身近な地域理解学習と

しての活用，(4)修学旅行の一環として沖縄

との比較研究としての活用，(5)自ら学習課

題を課し，調べ学習など，学びのプロセスに

も焦点を当てた，課題形成能力・課題解決能

力・表現能力の育成としての活用として５つ

に類型化し，それぞれの実践の特色を示し

た。 

 この類型に照らして，本稿の調査地を見て

みると，もちろん⑴のように東広島市の平和

学習の教材としての活用することも可能であ

る。東広島市内に留まらず，竹原市忠海町の

大久野島の歴史や広島市南区にあった旧広島

陸軍兵器補給廠と関連付けて，平和学習に活

用する事も可能である。 

当該地域は戦後宅地開発によって，戦前と

比較し大きく景観を変えている点，そもそも

補給廠があったことが，それほど知られてい

ない点から，(3)身近な地域理解学習として

の活用にも適していると考えられる。戦時中

から現在までの空中写真を用いて，戦後の開

拓の歴史を学ぶことも出来る。その際，補給

廠の痕跡は授業の導入で活用する事が可能で

あると考えられる。(4)修学旅行の一環とし

て沖縄との比較研究としての活用のように，

補給廠は広島市南区霞町に置かれた「広島陸
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軍兵器補給廠」の八本松分廠であることや，

広島市南区にある「陸軍被服支廠」とも関連

付け，原爆の被害を受けた広島市内の戦争遺

跡と関連付けて比較・研究する事も可能であ

る。例えば，保存されてきた「陸軍被服支

廠」の建物とほとんど忘れ去られてきた補給

廠とを比較し，そこに被爆建物であるという

歴史的価値が重視されてきた事を捉えさせる

ことなどが考えられる。 

⑸課題形成能力・課題解決能力・表現能力

の育成としての活用においては，本調査のプ

ロセスが参考になると考えられる。新学習指

導要領の中学校社会科の地理的分野の改定の

要点の１つに「地域調査に関わる内容構成の

見直し」があり，「生徒の生活舞台を主要な

対象地域とした，観察や野外調査，現地調査

などの実施方法を学ぶ「地域調査の手法」が

挙げられ，技能の習得を中心とする学習が求

められている。米軍の空中写真については，

前述のとおり，国土地理院が運営する「地

図・空中写真閲覧サービス」で容易に利用す

ることが出来，それらの写真を活用し，現在

の地図と比較する過程で，情報を収集する技

能，情報を読み取る技能，情報をまとめる技

能が活用されるとも考えられる。また，過去

の地形図と現在の地形図を比較する事で，地

理的な見方・考え方の習得に繋がると考えら

れる。それらの情報を整理し，実際に地図や

空中写真を持って，現地に行きフィールドワ

ークを行うことも可能である。その際，フィ

ールドワークの活動が，事前の情報収集の結

果や情報を整理して得られた予測と有機的に

結びついている事が重要である。フィールド

ワークで得られた情報と事前調査で得られた

情報を使い，得られた成果や課題，その後ど

のような目的で追加調査が必要かなどを検討

する事で，新学習指導要領で求められる地理

の方法的概念を獲得することが出来る。 

本稿では，調査方法の項目で，調査の過程

をウェブサイトの URL 等を示し，活用する

上での参考になるようにした。 

 また，補給廠の実態に迫る文字資料が少な

いため，補給廠だけで歴史的分野の単元で扱

うのは難しいかもしれないが，児童・生徒が

実際に見に行くことが可能な場所として，２

つの世界大戦を扱う単元の導入の教材とし

て，利用する事も可能である。特に，広島市

ほど戦争の影響を感じる場所ではない東広島

市において，児童・生徒の身近な場所の戦争

遺跡を紹介する事は，より学習に対する興

味・関心を高める事につながるのではない

か。 

 

２）ガイドマップ 

 東広島市民や東広島市を訪れた人に，これ

らの戦争遺跡を知り，平和について考えても

らうために「ガイドマップ」の作成が考えら

れる。東広島市には前述のとおり，平成 29

年東広島市総務部総務課が発行している「東

広島市の戦争遺構～平和へのメッセージ～」

と呼ばれる戦争遺跡をまとめたガイドマップ

が作成されている。紹介されているのは，友
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情の碑，中野村聴音照射場（特設見張所），

見送りの地，兵士壮行式場跡の碑，帰国記

念，仏様の防空壕，防空監視哨跡の碑，板城

村聴音探照所（特設見張所），標柱（見送り

の地）である。また，裏面には東広島市と原

爆の関わりが写真を交えて紹介されている。

それぞれに端的な説明が付されているが，9

つの戦争遺跡が独立して説明されており，そ

れぞれの関係性や位置づけが見えてこない。

また，戦争遺跡自体の説明がないため，ガイ

ドマップ以外の戦争遺跡に興味を持ちにくい

部分がある。 

 戦争遺跡を関連付けて考えるうえで，戦跡

考古学の分類が示唆を与えてくれる。菊池

（2002）は，戦争遺跡の機能に基づき，戦

争遺跡の種類を 8 種類に区分している。①

政治・行政，②軍事・防衛，③生産，④戦闘

地・戦場，⑤居住地，⑥埋葬，⑦交通，⑧そ

の他（表②）である。この区分は，機能面に

基づいているため，１つの遺跡が複数の項目

該当する場合も多々ある。 

 この分類は，全国の戦争遺跡の種類を端的

類型 内容 

①政治 

行政 

陸軍省･海軍省などの中央官衝･官庁，大本営，師団司令部，連隊本部なとの

地方官街･官庁，陸軍病院，陸軍学校，研究所なと 

②軍事 

防衛 

軍事的な要塞(墜塁･砲台)，高射砲陣地，陸海軍の飛行場，陸軍演習場，練

兵場，通信所，軍港，ガマなどの洞窟陣地，特攻隊基地，待機壕，掩体壕

(飛行場の格納庫)，戦車壕，試射場，監視哨(空襲に備えての敵機の監視

台)，爆弾･毒ガスの埋納地など 

③生産 陸軍造兵廠，航空機製作工場なとの軍需工場，荏済統制を受けた工場，地下

軍需工場，鉱山跡など 

④戦闘地 

戦場 

戦闘が行われた地域（沖縄諸島･硫黄島なと），空襲被災地（東京・大阪・名

古屋など），原爆被災地（広島・長崎），爆弾の墜落地など 

⑤居住地 外国人強制連行地，防空壕，捕虜収容所，満州開拓村など 

⑥埋葬 陸海軍墓地，捕虜墓地，忠魂碑（戦死者の記念碑）など 

⑦交通 軍用鉄道軌道，軍用道路など 

⑧その他 航空機の墜落跡，奉安殿(天皇の｢御真影｣を祀る社)，戦争に関わる学校，学

童疎開所，二宮金次郎像，軍・労務慰安所，戦争忌避地 

表２ 戦争遺跡保存全国ネットワーク編『日本の戦争遺跡』(平凡社新書，2004 年)，24-23

頁，十菱･菊池編『しらへる戦争遺跡の事典』(柏書房，2002 年)，15-17 頁， 十菱･菊池編『続

しらべる戦争遺跡の事典』(柏書房，2003 年)，17-18 頁参照 
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に示しており，戦争遺跡全体の様子がよく分

かる。類型が示されるだけで，どのような遺

跡が，戦争遺跡なのかという事を理解でき

る。 

東広島市歴史文化基本構想で作られている

７つの関連文化遺産群は，ぞれぞれのストー

リーを持つように設計されている。このガイ

ドマップにも，それぞれの施設を関連付けて

示すことで，ガイドマップになり，より訪れ

た人やガイドマップを見た人の理解が深ま

り，興味を引く事が可能なのではないか。 

そこで，この分類に基づいて，先に紹介し

た東広島市の戦争遺跡を分類した。 

②軍事・防衛：中野村聴音照射場（特設見張

所），板城村聴音探照所（特設見張所），防

空監視哨跡の碑。広島陸軍兵器補給廠八本

松分廠。 

⑤居住地：仏様の防空壕。 

⑥埋葬：「慰霊碑」，「忠魂碑」。 

⑦交通：広島陸軍兵器補給廠八本松分廠への

引込線。 

⑧その他：「友情の碑」，見送りの地，兵士壮

行式場跡の碑，帰国記念碑，標柱。  

以上のように分類すると，現在分かってい

る戦争遺跡だけでも，幅広い類型にまたがっ

ている事が分かる。また，個々の戦争遺跡の

横のつながりが見えてきた。また，東広島市

にある戦争遺跡がどのようなものであるか，

戦争とどのように関連しているかを理解でき

る。特に，中野村聴音照射場（特設見張

所），板城村聴音探照所（特設見張所），防空

監視哨跡の碑の三か所は，防衛を司っていた

戦争遺跡であることが分かる。一方，広島陸

軍兵器補給廠八本松分廠は，「軍事・防衛」

の中でも「軍事」に該当する遺跡で，前述の

三か所とは大きく性格が異なることも分か

る。 

多くの戦争遺跡は戦中に作られたものであ

るが，⑥埋葬に該当する戦争遺跡は，戦後に

造られたものも含まれるなど，戦争遺跡の把

握に繋がる。また，この分類はガイドマップ

の利用者が，東広島市の戦争遺跡を巡る際

に，既知の戦争遺跡と関連付けながら訪れる

事も可能にしている。 

そこで，平成 29 年東広島市総務部総務課

が発行している「東広島市の戦争遺構～平和

へのメッセージ～」をもとにして，戦争遺跡

の分類の視点を取り入れたガイドマップの改

善案を作製した。なお，本稿では広島陸軍兵

器補給廠八本松分廠しか調査できていないた

め，その他の戦争遺跡に関する記述は，「東

広島市の戦争遺構～平和へのメッセージ～」

の記述を援用し，加筆・修正した。 

表紙には，戦争遺跡に関する記述をいれ，

戦争遺跡の種類や意義について触れる事で，

戦争遺跡の概観を理解できるようにした。こ

のことにより，個々の戦争遺跡を面的に理解

するためのベースが出来ると考える。 

ガイドマップは，表紙で示した分類に基づ

いてグループ化し，個々の戦争遺跡の説明を

すると共に，ガイドマップで示す各戦争遺跡

の横の関係性を示すような記述を入れた。 
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裏には，戦争遺跡を巡る際の空中写真や地

形図の活用法や調査方法を示し，地理的な見

方・考え方を育むような内容を取り入れた。

また，この情報は学校教育だけでなく，実際

に戦争遺跡を巡る人々も活用できる情報であ

る。 

作成したガイドマップは，別途資料を添付

する。 

 

Ⅳ．おわりに 

 以上のように，広島陸軍兵器補給廠八本松

分廠の痕跡と戦争遺跡の活用に向けた情報の

整理と，活用方法提案について，述べてきた。 

本稿から得られた知見は，以下の４つである。 

１）失われた補給廠の位置を米軍の空中写真

を活用する事で，特定することが出来た。ま

た，空中写真の活用が戦争遺跡の調査におい

て有効であることの 1 例となりえる。 

２）補給廠の軍用地を示す標石が 13 基発見

され，少なくとも 176 基の標石があったと考

えられる。さらに，宅地開発が行われていな

い弾薬庫跡とみられる場所には，土塁が残さ

れている。戦争遺跡の新たな発見は，東広島

市戦争遺跡の文化財群としての面の形成に貢

献できる。今後，詳細に調査する事で，新た

に弾薬庫であった証拠が発見される可能性が

ある。 

３）東広島市の戦争遺跡の活用例について，，

情報を整理し活用法を提案した。学校教育の

実践では，平和教育以外の活用方法や，新学

習指導要領と関連付けた活用方法を提案した。

ガイドマップでは，現状のガイドマップの課

題を指摘し，戦争遺跡の分類の視点を持ち込

むことで，東広島市が「東広島市歴史文化基

本構想」で目指している文化財の面としての

活用がなされるようなガイドマップを提案し

た。 

４）本調査の過程について，利用したウェブ

サイトなど汎用性が高いものはその URL や利

用法を示す事で，中学校地理的分野や高等学

校「地理総合」「地理探求」など教育現場で

活用出来るようにした。特に，本研究の調査

過程のように，空中写真による事前の調査と

フィールドワークを組み合わせて学習する事

で，児童・生徒は地理の方法的概念（見方・

考え方）を獲得する事が出来る。調査方法の

見える化を行い，戦争遺跡そのものの活用だ

けでなく，戦争遺跡の調査方法も活用してい

ただけるように整理した。 

 今後の課題として，本研究では，補給廠の

弾薬庫である物的証拠は，土塁のみである。

補給廠の実態を明らかにするためには，発掘

調査など更なる詳細な調査が求めらる。また，

本研究では地域住民の方には，一部しか聞き

取りが出来なかった。補給廠の実態を知るに

は，当時を知る地域住民からの聞き取りが必

要となる。特に，戦争遺跡の抱える課題とし

て，当時を知る住民の高齢化により，収集可

能な情報量は減少していくため，早急な情報

収集が求められる。本研究が契機となり，当

時の補給廠に関する新たな情報提供が寄せら

れ，補給廠の戦争遺跡としての価値がさらに
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明らかとなることも期待したい。 

 また，東広島市の戦争遺跡の活用では，活

用例の紹介と教育的意義の提案に留まってい

るため，戦争遺跡を活用した教育実践を実施

し，戦争遺跡を使った教育実践の蓄積を行う

と共に，戦争遺跡の持つ教育効果，教育的意

義を検証する必要がある。また，現在見つか

っている戦争遺跡についても，学校現場にお

いても活用しやすいデータ，地図によるマッ

ピングや写真･映像による図解など，これまで

の研究を分かりやすく整理する必要がある。   

ガイドマップについては，戦争遺跡の全数

調査を行い，１つの文化財群として再構築し，

面的な理解を促すマップを作製する事が可能

である。 

 

【注釈】 

１戦争遺跡保存全国ネットワーク編『日本の
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