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 特集 ─ 音／声の文化史

はじめに

原爆投下の様子を表す言葉として知られる「ピカドン」。「原子爆弾の俗称」
とされ、「広島で原子爆弾が爆発したとき、初めに強い『ぴか』という閃光、
続いて『どん』という爆発音があったことから」と説明されるものだ 1。この
新しい造語の発生は意外に早く、広島への原爆投下 2日後にはすでに人々が
口にしていたとも言われる2。しかしながら、音の観点から言えば、「どん」
という擬声語はかなり曖昧であり、あのキノコ雲の下で鳴り響いた音、人々
が実際に聞いた音、あるいは記憶に残る音を語るには、あまりにも漠然とし
すぎている。「どん」の中に含まれる音とは、一体どのようなものだったのか。

無論、原爆投下後の映像は存在し、また爆発の瞬間についてもすでにシ
ミュレーション3などにより検証されていることから、その音についても同
様に推定することは可能であろう。とはいえ、場所や状況によって聞こえ方
が異なるのは明白な上、爆発後の火災や放射能による被害、さらに、地獄の
ような状況が人々の心にも深い傷を負わせたことを考えると、爆発の瞬間の
みならず、その前後も含めて被爆者が「体験した音」あるいは「記憶した音」
についても改めて検討する必要があるのではないだろうか。

本稿は、これまで被爆資料の対象から漏れていた「音」の記録を改めて掘
り起こすべく、当時の証言をもとに、原爆投下時に人々が聞いた「音」の実態、
あるいはその記憶を明らかにするものである。はじめに、被爆資料としての
「音楽・音声」にまつわる現状とその問題点を指摘した上で（第１節）、「戦争の

音」を対象としたサウンド・スタディーズによる近年の研究状況を踏まえ、被
爆資料として看過されてきた「音」による視座を提案する（第２節）。その上で、
『原爆体験記』など原爆投下からまもない時期に集められた証言をもとに、

被爆者たちが「体験／記憶した音」を検証する（第３節）。

体験記にみる原爆の「音」

能登原由美

キーワード：原爆体験記、被爆資料、戦争の音、音とトラウマ、サウンド・スタディーズ

1
『スーパー大辞林3.0』（三省堂、2006‒
2008年）（電子版）

2
西本雅実「原爆報道」『広島の復興経
験を生かすために─廃墟からの再生
─第1巻』(広島市、2014年 ) 93頁。 

（ https://hiroshimaforpeace.com/
fukkoheiwakenkyu/vol1/1-46/）

3
NHKが1998年8月6日に放送したド
キュメンタリー番組「原爆投下・10秒
の衝撃」では、広島への原爆投下のシ
ミュレーションが行われている。
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 1. 「被爆の実相を伝える」音とは何か

 1-1. 広島平和記念資料館に所蔵された「音楽・音声」

広島平和記念資料館がウェブ上で公開している平和データベース4は、現在、
10のカテゴリーに分けられており、衣服や生活用品、遺品などの被爆資料、
被爆の様子を写した写真や動画、被爆後の様子が描かれた原爆の絵、被爆
者の証言ビデオなどと並んで、「音楽・音声」の項目が設定されている。この
「音楽・音声」の項目には、「ヒロシマに関連した音楽・音声情報」との説明書
きがあり、その内容を見ると、「所蔵するテープやCDの情報」とともに「被爆
50周年に『ヒロシマと音楽』実行委員会が収集した音楽情報を掲載」とある。
また、「資料名（題名）または作詞・作曲・出演者・制作者のお名前を入力して
さがす」とあり、実際、検索部分をクリックすると、上記の選択項目が表示
される。

ここから推測できるように、この平和データベースの内容、すなわち、広島
平和記念資料館が所蔵する「音楽・音声」資料は、体験談を録音したテープ音
源などが若干含まれるものの、それ以外の大半は、原爆や反核、あるいは被
爆地の広島や長崎を主題にした楽曲に関するものを指すとみられる。実際、
筆者はここで挙げられている「ヒロシマと音楽」実行委員会5に被爆50周年
となる1995年から現在まで関わっており、当委員会が行なってきた音楽作
品の収集とデータベース化にも従事してきた。ここで言及されている「『ヒロ
シマと音楽』実行委員会が収集した音楽情報」とは、2004年に資料館側に
提供された委員会作成のデータベースを指すとみられ、同館が所蔵する資料
に合わせて適宜、加筆修正が行われたものと考えられる。

 1- 2. 「二次的証言／証拠」から「一次的証言／証拠」へ

いずれにしても、平和データベースとして提示されている「音楽・音声」の
多くは音楽作品であり、かつ、それらが被爆を直接体験していない者によっ
て書かれたという点では、原爆についての「二次的証言／証拠」と捉えるこ
とができる。もちろん、声楽曲の場合は、歌詞として被爆者自身が書いた
テクストを用いる場合も多く、その点を考えれば「一次的証言／証拠」の一種
とみなすことも可能だろう。しかしながら、音楽作品は楽曲があって初めて
成立するものであり、言葉のみでは音楽とは言えない。逆に、ひとたび音楽
という記号を伴えば、それは元のテクストとは異なる意味づけを与えられる
ことになる。こうした音楽作品を、その他の「一次的証言／証拠」資料と同等
に扱うには無理があろう6。

4
データベースは、広島平和記念資料館
のサイト内に掲載されている。

（https://hpmm-db.jp/#contents）

5
「ヒロシマと音楽」実行委員会（2002年
に「ヒロシマと音楽」委員会に改組）は、
広島・長崎への原爆投下や反核に関わ
る音楽作品の収集とデータベース化を
行うべく、被爆50周年となる1995年
に中国放送の支援を受け設立された市
民団体。大学、音楽関係者のほか、地
元メディアと広島市関係機関が共同し
て運営と活動を行なった。2004年3月
には、それまでに作成したデータベー
スを広島平和文化センターに譲渡する
とともに、2006年にはデータの一部
をリストにまとめ出版した。「ヒロシ
マと音楽」委員会編『ヒロシマと音楽』

（汐文社、2006年）巻末を参照のこと。
なお、筆者は2007年より現在まで第
2代委員長を務めている。以上につい
ては、委員会サイトを参照のこと。

（http://hirongaku.com/）

6
補足すれば、ホロコーストを表象す
る音楽作品を研究するWlodarskiは、
直接体験していない作曲家によって
書かれた作品を「二次的音楽証言
Secondary musical witness」と呼んで
いる。Amy Lynn Wlodarski, Musical 
Witness and Holocaust Representation 
(Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015)
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そもそも、本データベースに収められる資料については、ウェブサイトの
記述によれば、「平和記念資料館が所蔵する原爆、平和関連の資料をデータ
ベース化したもの」とある。これらの資料については、「被爆の実相を紹介し
ていただくため」との記述を交えながら、印刷物やテレビ・メディアなどへの
使用が可能との断り書きもあることから、当館の基本的な収蔵方針として、
被爆の状況を示す資料を念頭においていることがわかる。実際、その多くは
被爆した遺品や、被爆後の光景を記録した画像など、被害を直接的に伝える
ものだ。一方、「音楽・音声」の場合は、言葉や画像によって伝えられた実相
を「表現」するものであり、間接的な記録と言える。その点で、他の資料とは
性質を異にしている。
ここで改めて考えたいのは、これらの「音楽・音声」資料が、被爆時の様子

を伝える「媒体」でしかない点だ。つまり、当時の「音」の実態を示すものでは
ない。もちろん、生成されると同時に消滅していくのが「音」である。現在の
ように録音技術が発達していなかった原爆投下時にあって、その「音」自体の
記録を探し出すことは今となってはほぼ不可能であろう。とはいえ、「原爆
の絵」のように、被爆者が目にした情景の記録が資料として有用性を保つの
であれば、被爆者が耳にした音の記録も、実相を伝える「一次的証言／証拠」
として有効なのではないだろうか。

 2. 「戦争の音」：サウンド・スタディーズによるアプローチ

 2- 1. 戦時下での「音」の特殊性

広島平和記念資料館のデータベースに限らず、そもそも「音」は、これまで
戦争の実態を示す記録や証言素材として認識されることがほとんどなかっ
た。むしろ、戦争に関わる音として調査や議論の対象となってきたのは、プ
ロパガンダや戦意高揚、慰安のための音楽、あるいは収容所内で行なわれた
演奏活動など、「作品」や「活動」が中心であった。
しかしながら、近年では、サウンド・スタディーズ7の観点から「戦争の音」

についての検証が積極的に行われている。いずれも「音」の物理的側面のみ
ならず、心理的、社会的側面をも踏まえたもので、対象は過去の戦争にまで
広がりつつある8。分析素材も、日記などの歴史的資料9から文学作品10にま
で及び、論点も「音」の政治性、記号性、メディア性など多岐にわたる。
そのうち、戦場という特殊な空間における人々の聴覚に視点を当てて、そ
こで鳴り響く「音」について論じた J. Martin Daughtryの研究11は、核兵器と
いう未曾有の暴力である原爆の「音」を考察する本稿においても多くの示唆

7
「サウンド・スタディーズ」とは、文字
通り「音」に関わる現象や知見を含ん
だあらゆる研究を指すもので、音楽や
音響技術の分野のみならず、地理、歴
史、文学、哲学、考古学、社会学など、
従来の枠組みを超えた幅広い学際的
な研究分野である。録音機器の登場、
西洋における音楽概念の変化、民族音
楽への関心の高まり、聴覚の再考な
ど、その根源は19世紀後半から20世
紀の潮流の中に見いだせるが、「サウ
ンド・スタディーズ」という呼称の一
般化とともに学術的探求が活発化し
たのは2000年代以降のことであり、
さらにその動きは近年増大しつつあ
る。その詳細については、下記を参照。
Michael Bull, “Introduction: Sound 
Studies and the Art of Listening,” in 
The Routledge Companion to Sound 
Studies, ed. Michael Bull (London: 
Routledge, 2018), xvii‒xxxii.; Jonathan 
Sterne, The Audible Past: Cultural 
Origins of  Sound Reproduction 
(Durham N.C.; London: Duke Uni-
versity Press, 2003); Jonathan Sterne, 
“Sonic Imaginations,” in The Sound 
Studies Reader, ed. Jonathan Sterne 
(New York: Routledge, 2012), 1‒17.

8
例えば、クリミア戦争における「音」に
ついて様々な観点から追求した共同研
究 Gavin Williams ed., Hearing the 
Crimean War: Wartime Sound and 
the Unmaking of Sense (New York: 
Oxford University Press, 2019)や、
第二次世界大戦時の都市におけるサ
ウンド・スケープの変化を追求した共
同研究 Renata Tańczuk and Sławomir 
Wieczorek eds., Sounds of War and 
Peace: Soundscapes of European Cities 
in 1945 (Bern: Peter Lang, 2018) な
どがある。

9
例えば、第二次大戦末期のアムステル
ダムに視点をおいたJacobsの研究で
は、市民が残した日記を分析対象とす
る。Annelis Jacobs, “ Barking and 
blaring: City sounds in wartime, ” in 
Sounds of War and Peace, 11‒30.
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を与えてくれる。すなわち、当初は対イラク戦に従軍した米軍兵士の音楽聴
取の検証を進めていたDaughtryは、戦地での「音」が人間の聴取に重大な影
響を与えることに気づき、彼らが耳にした音へと関心を向かわせていく。戦
地での音─彼は、「戦争」を意味するラテン語のbellumと、「声／音」を指
すギリシャ語のphoneを掛け合わせ、「ベリフォニックBelliphonic」と呼ぶ12
─は人々にとって、それが醸し出す切迫性、不確定性、象徴性、偏在性に
より、身の危険を判断する情報として大きな役割を果たすというのだ。周囲
から聞こえてくる銃撃や砲撃の音を通じて敵兵の位置、砲弾の方向、種類な
どを識別できるか否かが、生死を分ける要因の一つになるためだ。戦時に
おいて聴覚は、平時以上に鋭敏であることが求められるのである。こうした
ことから、戦争体験者にとって、音は「二次的現象ではなく、根本的なもの」
だと言う13。
もちろん、戦闘員と非戦闘員では状況が異なるであろう。しかしながら、

戦時においては銃後でさえ「音」が平時と大きく異なることが指摘されてい
る。すなわち、TańczukとWieczorekらの研究グループは、ポーランドやドイ
ツ東部地域など第2次世界大戦で侵攻や爆撃を受けた都市のサウンド・スケー
プの調査14を行なった。そこで浮かび上がってきたのは、戦時ならではの
「音」の特殊性であり、その政治性、指示性であった。例えば Schmidtは、ドイ
ツのルール地方に視点をおき、体験者へのインタビューによって、戦時から
終戦、冷戦にかけてのサウンド・スケープの変化を追究する15。精密な警報シ
ステム（サイレンあるいはラジオ）の実態とその指示性の通時的変化を指摘す
るなど卓見のある論考だが、ここで注目したいのは、「彼らは安全性や危険
性、砲撃や交戦の状態を判断するためにあらゆる音を解読することを学んで
いた」16と指摘している点だ。音に含まれる様々な情報や意味を読み取るな
ど、身を守るべく平時とは異なる聴取を人々が身につけていたことを窺わせ
るものだ。さらに、ナチスによる侵攻を受けたアムステルダムでも、市民が
戦況を判断するべく、日常音を含め様々な音の変化を鋭敏に捉えていたこと
が明らかにされている17。生死に関わる暴力下にあるという点では戦場と同
じであり、その際、人々が状況判断の手段として「音」を捉えていた事実は、
Daughtryが明らかにしたイラク派遣兵のそれと変わらない。
このような戦時下の「音」やその聴取の特殊性は、総動員体制下にあって、

すでに度重なる空襲に見舞われていた日本にも当てはまるに違いない。少
なくとも、その緊迫した空気は、原爆投下時の広島にも立ち込めていたこと
だろう。

10
過去のサウンド・スケープを検証する
際の文学作品の有用性は、サウンド・
スケープの提唱者、シェーファーによっ
てすでに指摘されている。R. マリー・
シェーファー『新装版　世界の調律　
サウンドスケープとはなにか』鳥越け
い子、小川博司、庄野泰子、田中直子、
若尾裕訳（平凡社、2022年）（電子書籍
版）38頁。シェーファーはその例とし
て、クリミア戦争に自ら従軍した体験
を小説に描いたトルストイの名前も
挙げるが、Tappはこの観点からクリミ
ア戦争時の「音」を掘り起こしている。
Alyson Tapp, “Earwitness: Sound and 
Sense-Making in Tolstoyʼs Sevastopol 
Stories,” in Hearing the Crimean War: 
Wartime Sound and the Unmaking of 
Sense, ed. Gavin Williams (New York: 
Oxford University Press, 2019), 196‒
213.

11
J. Martin Daughtry, Listening to War 
(New York: Oxford University Press, 
2015)

12
Daughtry, 3.

13
Daughtry, 4.

14
Tańczuk and Wieczorek, Sounds of 
War and Peace.

15
Uta C. Schmidt, “Roaring war and si-
lent peace? Initial reflections on the 
soundscape in the Ruhr between area 
bombing and reconstruction,” in 
Sounds of War and Peace, 31‒54.

16
Schmidt, 37.

17
Annelis Jacobs, “Barking and blaring: 
City sounds in wartime,” in Sounds of 
War and Peace, 11‒30.
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 2-2. 「音の記憶」とトラウマ18

こうした戦時特有の「音の記憶」が、心的外傷、すなわちトラウマとなっ
てその後も人々の心を蝕み続けていくことにも留意しなければなるまい。
Daughtryは、戦場で兵士を取り巻くベリフォニック空間を４つに分類した
上で19、攻撃が最も身近に迫った最後の領域を「トラウマ・ゾーン」と名付け
ている。この段階では、それまで防御のために聞き分けていた「音」が轟音、
爆音といった大音響と化して判断基準としての機能、能力を失い、心理面に
大きなダメージを与えるのだという20。彼はその詳細について実例を交えな
がら明示しつつ、イラク戦に従軍した何万もの兵が、帰還後にこのような
「音」に対するトラウマを抱えていることを指摘する21。

一方、第一次世界大戦に従軍した音楽家のトラウマについて数多くの研究
成果を発表してきた Jillian Rogersは、精神を病んだ兵士への音楽の効能に
ついて様々な記録を通じて明らかにしている22。彼女によれば、音に対する
トラウマ症状で苦しむ兵士には「秩序だった音」を与えることが癒しになる
という。というのも、その神経症の原因が、戦場で浴びた「無秩序で予期で
きない音」への拒否反応によるためだからだ 23。とりわけ生死の極限で耳に
する「音」については、その予測可能性や指示性の有無などが精神に多大な
影響を及ぼすことが、この研究からも実証されているのである。
いずれにしても、生存をかけた過酷な状況において、大音響や予測不能な

音といった特殊な音環境に晒されたことが原因とされるトラウマは、原爆投
下にも当てはまることが大いに予想される。その実態に迫るためにも、まず
は被爆者たちが体験した「音」、あるいは記憶した「音」について掘り起こす
ことが必要なのである。その際、文学作品も含めた歴史資料も有効と見なさ
れている点については、すでに述べたとおりである。

 3. 体験記に記された被爆時の「音」

以上により、本稿では被爆から間もない時期に書かれた体験談を検証し
た。中心となったのは、広島市が公募で集めた市民による手記で、1950年に
小冊子として刊行しようとしたもののプレスコード下で発禁となり、15年後
の1965年にようやく日の目を見ることになった『原爆体験記』（以下、『体験
記』と略記）24である。小冊子に付された「刊行のことば」25によれば、応募原
稿は164編で、そのうち「原文のまま18編と、特色ある体験のぬきがき16片」
が収められた。だが、1965年の出版に際しては、「小冊子収載の18編のほか、
応募原稿164編の中から新たに11編を選び、計29編（いずれも原文のまま）

18
トラウマについては、心理学や社会学、
文学などの領域で研究が進んできた
が、この10年ほどの間には音楽方面で
も議論が活発化している。例えば、下
記のようなものがある。Maria Cizmic, 
Performing Pain: Music and Trauma 
in Eastern Europe (New York: Oxford 
University Press, 2012); Dorian 
Lange, “The muteness of war-time 
trauma: A nonverbal perspective on 
the relationship between trauma and 
soundscape,” in Sounds of War and 
Peace, 245‒263; Jillian Rogers, “Mu-
sical ʻMagic Wordsʼ: Trauma and the 
Politics of Mourning in Ravelʼs Le 
Tombeau de Couperin, Frontispice 
and La Valse,” Nineteenth-Century 
Music Review (2022): 1‒42; Wlodarski, 
Musical Witness.

19
Daughtry, 76.

20
Daughtry, 92‒98.

21
Daughtry, 98.

22
Jillian Rogers, Resonant Recoveries: 
French Music and Trauma Between the 
Wars (New York: Oxford University 
Press, 2021)

23
Rogers, Resonant Recoveries, 7.

24
本稿では、その後「朝日選書」として
1975年に刊行された広島市原爆体験
記刊行会編『原爆体験記』（朝日新聞出
版、1975年）を使用。以下、本書から
の引用を示す場合は、『体験記』と略記
する。

25
『体験記』巻頭に掲載。

26
『体験記』初版時に掲載された小冊子
の「刊行のことば」への補足説明より。

27
被爆当時、広島逓信病院長を務めてい
た蜂谷は、被爆後に随時書き留めてい
た日記の内容を1950年から2年にわ
たり医学系機関雑誌に連載。その内容
は英訳され1955年にアメリカで刊行
されるとともに、日本でも同年朝日新
聞出版社から出版された。以上につい
ては、蜂谷道彦『ヒロシマ日記』（日本
ブックエース、2010年）312‒17頁。
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をもって１冊とした」26という。本稿では、この29編の中から疎開していた
児童の証言 2編を除き、残りの27編を対象とした。その他、記述方法は異な
るが、ほぼ同時期に記録された一次証言として以下の文献も取り上げている。
すなわち、蜂谷道彦による『ヒロシマ日記』27、6人の被爆者への取材内容を
もとにしたジョン・ハーシーによる『ヒロシマ』28、さらに原爆を記録した文
学作品で知られる2人の作家、大田洋子の「屍の街」29と原民喜の「原爆被災
時のノート」30。これら計36名の被爆者による「音」に関する記録をもとに検
証した結果、以下の4点が注目すべき点として挙げられる。

 3-1. 予兆としての音

『ヒロシマ』の著者ハーシーは、投下時の様子を描写した最初の章を「音な
き閃光」と命名する。爆発の瞬間について、取材した6人の被爆者たちはい
ずれも、突如現れた強烈な光とともに爆発があったと言い、その予兆となる
音を聞き取った者がいなかったためだ。敵の襲来や身の危険を示す判断材
料として音を捉えていた他の戦争事例とは大きく異なる点である。『体験記』
においても27名のうち21名までが、いきなり閃光とともに爆発があったと
述べている。
ただし、多くの人が前日から当日朝にかけて発令された警報について触れ

ていたのは興味深い31。とりわけ、6日の早朝に鳴らされた警戒警報とその
解除のことに触れた人は、『体験記』では半数以上となる16名にものぼった。
『ヒロシマ』でも6名中4名が、その日の朝にあった警報発令と解除について

触れている。また、前日未明の空襲警報については、『体験記』の8名が何ら
かの形で記述していた。
また、『体験記』では、閃光に先立ってB29の飛行音が聞こえたとする人も

おり、その数は6名に上った。例えば、爆心より1.7キロの地点で被爆した34
歳の男性事務員は、「その時、かすかに飛行機の爆音をきいた。警報解除であ
るのにおかしいなと耳をそばだてた。確かに爆音である。しかもB29の音
だ。『敵機だな！』と私は大声を出した。」と証言する32。

注目すべきは、その飛行機の音よりも警報が危険を知らせるシグナルとし
て定着していたことを示す証言がみられることだ。爆心より1.7キロの地点
の屋外で被爆した33歳の主婦は次のように語る。

橋を渡って30メートル も歩いた頃、急に飛行機の爆音がひどく鮮やか

に聞こえて来た。警報は解除になっているのに、敵機が頭上を飛んで
4 4 4 4 4 4 4 4 4

い
4

ることの矛盾にも、私達は度々のことでもう慣れっこになっていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

どれ程の高度なのか、ちょっと見当もつかないが、強烈な太陽の光線を

28
本書は、ハーシーが原爆投下9ヶ月後
となる1946年5月に広島で６人の被
爆者に取材したもので、その概要は同
年8月にNew Yorkerに掲載され、被
爆地の実態をいち早く世界に知らせ
たことで知られる。本稿では、次の版
を参照した。ジョン・ハーシー『ヒロ
シマ 増補版』石川欣也一 , 谷本清 , 明
田川融訳（法政大学出版局 , 2003年）

29
本作は、1948年にプレスコード下で
一部削除された内容が出版されたの
ち、1950年になって完全版が出版さ
れた。大田自身の説明によれば、執筆
は原爆投下直後から同年11月にかけ
て「寄寓先の家や、村の知人に障子か
らはがした、茶色に煤けた障子紙や、
ちり紙や、二、三本の鉛筆などをもら
い」行なったという。1948年11月に
一度出版されたが、プレスコードのも
とで「私が大切だと思う個所がかなり
多くの枚数、自発的に削除された」と
いう。以上、大田洋子『屍の街・半人間』

（講談社文芸文庫 , 2008年）232頁。

30
爆心から約1.2キロの地点で被爆した
原は、市街を逃げ延びる中で目撃した
内容を「原爆被災時のノート」と呼ば
れる手帳に記録した（手帳原本は広島
平和記念資料館蔵）。その記述によれ
ば、原は被爆直後の様子については翌
7日に野宿した神社で、6日の晩以降
については、その後移住した広島市郊
外の居候先で書き起こしている。また、
この記録をもとに小説「夏の花」が執
筆された。「原爆被災時のノート」と

「夏の花」の近似性については、大高
知児『紙に刻まれた〈広島〉』（三省堂、
2020年）に詳しい。なお、本稿では、
大高が資料として書き起こした「原爆
被災時のノート」を参照した。

31
当時、敵機の飛来を知らせる警報は、
警戒警報と空襲警報の2種類があっ
た。その告知方法については、サイレ
ンとラジオから流れる速報が一般的
であったようだが、本論で参照する証
言では警報発令の情報源まで記して
いないものが多々あり、全てを確認す
ることは困難である。よって、ここで
はサイレンとラジオの差異について
は言及しない。

32
三木正「めしいとなりて」『体験記』
62頁。



0 4 4

 特集 ─ 音／声の文化史

受けて銀翼がまばゆいばかりに輝き、両手で持てるほど小さく見えた。

［……］銀色の宝物のように美しい飛行機はかすかな爆音を響かせて、

ゆっくり東から西へ飛んで行く。私はしばらくの間顔に手をかざして

見とれていた。33（傍点能登原）

すでに1944年以降、日本では主要都市を中心に度重なる空襲に見舞われ、
敵機の来襲を知らせる警報は広島でも何度も鳴っていた。当時の人々にとっ
て、空からの襲撃は警報とともにやってくるという意識が身についていたの
であろう。証言にもあるように、原爆投下前夜にも複数回にわたって空襲警
報が発令され、さらに 8月 6日の朝は午前 7時頃に飛来した気象観測機を受
けて警戒警報が鳴ったものの、すぐに解除されていた。上記の女性の場合、
「朝から警戒警報に入っていたが、毎日のことなので、特別な危険も感じな
いで」34建物疎開の勤労奉仕に参加するため隣の主婦とともに歩いていたと
いうが、すぐに警報が解除になったことが、飛行音に対し恐怖を抱かせな
かった要因であろう。その後、8時過ぎに原子爆弾を搭載したB29が広島上
空に現れた際には、警報が鳴らされなかったことはよく知られている。この
頃には周辺の都市でも頻繁に空襲があり35、広島においても空襲・警戒警報
が度々発令されていた。人々にとって、警報が身の危険を知らせるシグナル
として定着していたのであろう36。
いずれにせよ、「音なき閃光」と言われるように、予兆としての音は多くの

人々には知覚されず、また記憶されなかったことは間違いない。

 3-2. 爆発の音

ハーシーによれば、「広島にいた人は、ほとんど誰も爆弾の音を聞いた記
憶がない」のに対し、広島から離れた場所では「ものすごい爆音を聞いた」と
の証言があったという37。
しかしながら、「ピカドン」という言葉が象徴的に表すように、光の直後に

大音響を聞いたと述べる人は多い。すなわち、『体験記』では27名中17名ま
でがこの時耳にした大音響について記している。例えば、爆心地から東南１
キロの距離にある広島市庁舎内で被爆した35歳の女性は、強烈な閃光を察
知した直後、「と、時を置かず、ごーっという物凄い地響きが役所の建物も
崩れよとばかりにとどろきわたって来た。」38と述べる。あるいは、爆心の西
側１キロの距離にある自宅にいた48歳の男性は、「どかんというてよいか、
何というてよいか、とても大きな音がしたと思うた時には、家がぺしゃん
こになったように思うた。」39という。形容の仕方が異なるとはいえ、総じて
地響きのような轟音だったとみられる。

33
北山二葉「あッ、落下傘だ」『体験記』
14頁。

34
北山、13頁。

35
例えば、広島市の東隣に位置する呉に
は重要な軍事拠点があったこともあり、
1945年3月以降、市街地も含めてアメ
リカ軍による空爆が頻繁に行なわれ
ていた。また、広島の西側に位置する
岩国でも同年3月以降、繰り返し空爆
が行なわれていた。

36
空襲警報としてのサイレンの心理的効
果については、Goodaleの研究が興味
深い。すなわち彼は、第二次世界大戦
時にドイツによるロンドン空爆がアメ
リカへラジオ中継された際に、その様
子を象徴的に伝えることになった警報

（サイレン）の意味合いを例示しながら、
サイレンは人々に恐怖心を与えるばか
りではなく、敵愾心、団結心、連帯感
など多様な意識をもたらすことを指摘
する。Greg Goodale, “Sound of War” 
in Sonic Persuasion: Reading Sound in 
Recorded Age (Urbana: University of 
Illinois Press, 2011), 108‒116.

38
喜多輝子「ガラスの破片に想う」『体験
記』55頁。

39
伊藤勘六「妻よ、ゆるせ」『体験記』
241頁。

37
ハーシー、6‒7頁。
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もちろん、場所によって聞こえ方は異なるであろう。爆心直下の建物にい
ながら、ちょうど地下室にいたために命を取り留めた47歳の男性は、光に気
づくこともなく、「階段下の金庫のところへ来た。その時だった。ドーンとい
うかなり大きな音が聞えた。とたんにパッと電灯が消え、真暗になった。」40
と証言する。また、わずか550メートルの距離にある建物の2階にいた15歳
の女性は、「『ピカッ』と光った、と思うまにあたりは真暗闇と化し、つづい
て『ドン』と、無気味な物凄い音がしたかと思うと、異様なガスくさい匂いが
漂ってきた。」41と言う。一方、爆心から10キロ地点の工場内にいた16歳の
男性は、「薄暗い工場内で機械を操作していると、稲妻のごとき光がサッと
流れ、一瞬！モーターが停止した。嵐の後の静けさである。『変電所が故障
した』との叫び声が聞え、私は変だなと思いながら、人にまじって外に走り
出た。その時ドド…と地をゆするような重い音が建物をふるわした。」42と
述べる。光の察知から音の知覚までに、僅かとはいえ時間差があったこと
がわかる。光と音の速度の違いを考えれば当然の話ではあるが、被爆時の
「音」が決して一つの記録や記憶に集約されないことは明らかだ。

多くの人によって証言されている音は、爆弾の炸裂する音というよりもむ
しろ、爆発によって建物や地面が破壊される際の衝撃音だったとみられる。
しかしながら、爆弾が放出する音自体を暗示させる記述も僅かながら見られ
た。例えば、爆心から1.3キロの屋外で建物疎開の作業をしていた43歳の男
性は、「ピカッと白黄色の強力な光線、チェーという強音（この音はトタン板
を多数重ねた中を一枚引抜くような音）で吹飛ばされた。」と、特徴的な音の
様子を具体的に述べている43。さらに、爆心より1キロの屋外で、やはり建物
疎開を行なっていた46歳男性の記述は、炸裂の瞬間に鳴った音を思わせる。
「時間は8時15分を過ぎたと思ったその時、築山の立木の三尺位左横に径二

尺、高さ十尺位青色の円い電気の柱がぼおっという音と一緒に燃え立った。
その瞬間異様な物凄い閃光を発した。」44
このように、爆発の瞬間に捉えた音は場所により異なるとはいえ、多くの

被爆者が体験したのは、突然の強烈な閃光と直後の轟音、破壊であったこと
は間違いない。

 3-3. 「静寂」

数々の証言を読むと、被爆直後の音風景、少なくともその印象、あるいは
その記憶は、語り手によって異なることがわかる。それを象徴的に示すのが、
「静寂」だ。大田は被爆体験を基にした小説「屍の街」の中で、衝撃で崩れか
けた家から這い出した時に見た街の様子について、次のように述べている。

41
中前妙子「師とともに泳ぐ」『体験記』
193頁。

40
野村英三「爆心に生き残る」『体験記』
24頁。

43
新保英夫「恐怖の二日間」『体験記』
125頁。

44
岩本伯三「子の屍を焼く」『体験記』
209頁。

42
益信之「黒雨をついて」『体験記』183
頁。
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あたりは静かにしんとしていた。（新聞では、「一瞬の間に阿鼻叫喚の巷と

化した」と書いていたけれども、それは書いた人の既成観念
4 4 4 4 4 4 4 4 4

であって、じっ

さいは人も草木も一度に皆死んだのかと思うほど、気味悪い静寂さがお

そったのだった。）45（傍点能登原）

新聞報道などでなされる「阿鼻叫喚の巷」を「書いた人の既成観念」と一蹴
した上で、酷い怪我を負った重傷者たちの様子を冷静に観察しながら、さら
に同様の内容を繰り返す。「このようであっても、阿鼻叫喚はどこからも起
こらなかった［……］それは誰もがだまっているからでもあった。兵隊たち
もだんまりで、痛いとも熱いとも云わないし、恐ろしかったとも云わないの
だった。見る間に広い河原は負傷者で充満した」46。

大田ばかりではない。ハーシーは、取材者の一人、イエズス会司祭でドイ
ツ人のクラインゾルゲの証言を次のように記している。

［……］何百人もの、ぞっとするような怪我人が、一つ所で苦しんでい

るのだ。それなのに、この川岸の藪のひっそりしていることはどうだ。

これほど恐ろしく、ものすごい沈黙の光景は、西洋人クラインゾルゲ神

父にとって、かつて見たことがなかった。負傷者はしんとしていた。泣

く者もいない。痛がって悲鳴をあげる者は、なおさらいない。恨み言を

いう者もない、死んでゆく誰もが、物音一つ立てるでもない、子供さえ

泣かず、話をする者もほとんどない。47

被爆者の精神状況を検証するべく1962年から64年にかけて広島で聞き
取り調査を行なったアメリカの精神科医、リフトンも、被爆直後にこうした
「死の静けさdeathly silence」があったとする数多くの証言について触れてい
る48。パニック状態で逃げ惑う負傷者を想像したのとは裏腹に、彼らの動き
は一様にゆっくりとしており、しかも黙ったままであったという話は、とりわ
け郊外から救援のために広島を訪れた人によって伝えられたようだ。さらに
リフトンは、先の大田や、のちに触れる蜂谷の日記に含まれる同様の記述を
引用しながら、もはや生死の区別がつかない人々に埋め尽くされた光景を、
本書のタイトルにもなった「Death in life」という見出しでまとめている49。
しかしながら、『体験記』に掲載された被爆者たちの体験談には、むしろ瀕

死の人々が発するうめき声や助けを求める声など、大田が「書いた人の既成
概念」と一蹴した「阿鼻叫喚の巷」を彷彿とさせる記述がいくつも見いだせ
る。例えば、広島市庁舎内で被爆した35歳女性の記述には、「私たちのいる
１階の廊下は、今や阿鼻叫喚のちまただった。焼かれ傷ついた裸体の群が、
泣き叫びながらそこここにうずくまり、悶えていた。」とある50。また、爆心か
ら550メートルの中央電話局 2階で被爆した15歳の女性は、「建物の倒壊する

45
大田、46頁。

46
大田、51頁。

47
ハーシー、46‒47頁。

48
Robert Jay Lifton, Death in Life: The 
Survivors of Hiroshima (Harmond-
sworth: Penguin, 1971), 32.

50
喜多、57頁。

49
Lifton, 31‒35.
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音、それにまじって母を呼ぶ声、泣き叫ぶ声、悲壮な救いを求める声、天地
を怨む声、さながらこの世での阿鼻地獄であった。」51と述べる。爆心から
3キロにある宇品陸軍共済病院で被爆しながら、押し寄せた重傷者達の処置
にあたった52歳病院庶務課長の証言では、「病室、廊下、防空壕、草むら等
から鬼哭啾々のうめき声が夜気を蔽うて、壮絶悲絶を極め［……］」52とある。
投下直後だけではなく、その晩にいたっても重傷者たちのうめき声が聞こえ
ていたのであろう。そればかりか、「阿鼻叫喚の巷」を否定した大田は、その
直後には、「火傷の人たちの吐きつづける音に神経をたまらなくした」とも
述べている53。つまり、決して何も聞こえなかったわけではないのだ。

無論、こうした証言の違いは、場所や時間など、証言者が目撃した状況の
違いによるところが大きいであろう。一方で、予期せず突然襲われた破壊で
茫然自失となった心理的状況が、外界の音への意識を鈍らせた可能性もある。
自宅で被爆し重傷を負った蜂谷は、自らの勤務先となる病院に辿り着いた時
になってようやく周囲の喧騒を自覚したと述べる。

［……］我が家を飛び出してからはじめての人の声だ。静かな病院が俄に

騒々しくなった。事務長の号令で私の聴覚が甦った
4 4 4 4 4 4 4 4

のだ。静寂の凄惨が

俄然一変した。阿鼻叫喚の現実だ。これまで私の全神経は自分自身に集

結していて、周囲を知ることを忘れていたのであった。54（傍点能登原）

「聴覚が甦った」、「静寂の凄惨が一変した」と蜂谷が述べるように、「聴
覚」も「静寂」も、聴き手の心理状態による影響を多分に受けていることがわ
かる。

さらに、先に引用したクラインゾルゲ神父の証言についても、その「静寂」
を文字通りに受け取ることはできない。というのも、ここではハーシーが「西
洋人クラインゾルゲ神父にとってTo Father Kleinsorge, an Occidental」55と
強調していることに留意する必要がある。サウンド・スケープの提唱者であ
るシェーファーによれば、「近代人はそれ以前のどの時代の人間にも増して
死を恐れるので、永遠の生命という自らの幻想をはぐくむために沈黙を回避
する。西洋社会では、沈黙は否定的なものであり、虚ろなものである」56とい
う。多くの場所がそうであったように、クラインゾルゲの行った川岸にも、
負傷者ばかりか死にゆく人、既に遺体となった人の姿も数多くあったはずだ。
そうした「物言わぬ死者」の姿が、実際に聞こえてくる生者の声をかき消し、
「恐ろしく、ものすごい沈黙の光景」と言わしめたのではないだろうか。
このように、被爆直後に聞こえてくる音の特質は、単に場所の違いだけで
はなく、聴取者の心理状態や「音」に対する感性、価値観の違いによっても
大きく左右されていると思われる。
いずれにしても、一発の爆弾で瞬時に破壊されたからこそ、他の戦場では

51
中前、193頁。

52
宇都信「奇蹟に生きる妻」『体験記』
148頁。

53
大田、51頁。

54
蜂谷、8‒9頁。

55
John Hersey, Hiroshima (London: Pen-
guin Books, 2015) (First Published, 
1946), 電子版73.8/177

56
R. マリー・シェーファー『新装版　世界
の調律　サウンドスケープとはなにか』
鳥越けい子、小川博司、庄野泰子、田
中直子、若尾裕訳 (平凡社、2022年 ) 
(電子書籍版 )、502頁。
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継続的に聞こえるはずの砲弾や銃弾、爆発の音は、もはやない。次に挙げる
点とともに、こうしたサウンド・スケープは、原爆投下後ならではの特殊性
を表していると言えるかもしれない。

 3-4. 声

「静寂」とは逆に、被爆者が耳にした「音」として重要なのが、人々が発す
る「声」である。しかも、『体験記』で語られる声の内容は、喘ぎ声や叫び声と
いった言葉にならないものばかりでなく、具体的な会話であることが多い。
なかには、下記のように、周囲から聞こえてくるやりとりを冷静に聞き取っ
ている人もいた。

　「バカ、痛いじゃあないか、この傷がわからんのか」  

　下の方で声がする。  

　「済みません」  

　「済みませんで済むかー、気をつけえ」  

　また別の声。  

　「痛いよー痛いよー、お母さん！」  

　「やかましい、痛いなあ、みんなおんなじじゃ我慢せい」  

人情も同情心もあったものではない、みんな恐ろしさのために小さく縮

んでいる。傷のために気分が焦燥にかられてこんなに殺人的になるので

あろう。57

書き手の15歳の女性は、爆心から550メートルで被爆し、顔面を大きく損
傷して救助され、当時は包帯を巻かれて目が見えない状態で車に乗せられて
いた。視覚を失った分、聴覚がより鋭敏になっていたのであろう。言葉の
端々に滲む人々の荒んだ心情が彼女の記憶に深く刻まれ、5年後の体験談執
筆時に思い起こされたものと思われるが、一方で、この時すでに、他人の会
話を冷静に聞き取る状況が彼女の周辺にあったことも明らかだ。

一方で、火傷を負った被爆者たちが喉の渇きを訴え、水を求めたことはよ
く知られている。『体験記』の証言でも、水を欲しがる声の記述は少なくない。
先に引用した宇品陸軍共済病院庶務課長によれば、「傷者達は歩みよる私の
気配を知るや、暗闇の彼方此方から異口同音に水を、水を、と哀訴した。」58
という。

ただし、火傷を負ったものに水を飲ませると死んでしまうと言われてい
たことから、水をあげることができなかったという話もよく知られている。
爆心より1.5キロの路上で被爆した中学校男性教諭は、水を求める生徒たち
に対し次のように接したと証言する。「『水』『水』とせきたてる声は絶えな

58
宇都、148頁。

57
中前、199頁。
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かった。幸い、すぐ近くに鉄管の破れがあり、水は絶えず流れていた。［……］
火傷に水は禁物であり、助かる命をそれで失わせたくなかったから、湯も少
しずつ飲ませた」59。また、爆心より1.7キロの地点で被爆した女性は、「咽喉
は猛烈に渇く。あちこちから水！水！と叫んでいる声が耳に入る。火傷に
水は禁物であることを思い浮べ、私は歯を食いしばって我慢するのだった。
どうにも耐えられぬ時でも十滴とはのまぬようにした。」60と記す。
こうした人々の「声」を書き留めるとともに、それらを交えた惨状を言葉で

表したのが、被爆した詩人で小説家の原民喜であった。彼が被爆直後の様子
を簡潔な短文で書き留めた「原爆被災時のノート」には、その夜見た光景と
ともに、人々の声が数多く記録されている。例えば、逃げ延びた河原で遭遇
した情景について、原は次のように記述する。

傷ケル女学生砂地ニ臥セリ。アア早ク朝ニナランカナ、オ母サント泣キ

ワメク、水ヲクレ水ヲト火傷ノ男夜モスガラ河原ニテワメクアリ、オ母

サン、オネエサン、ミツチャン、ト身内ノ名ヲヨブ。女ノ負傷者ハ兵隊サ

ン助ケテ、助ケテヨト哀号ス。61

人々が書き留めていったこうした「声」は、一発の爆弾によって街全体が
壊滅したゆえに広がった、被爆地ならではの音の風景であったと思われる。

重要なのは、こうした水を求める声の記憶が、生存者に心の痛みを引き起
こしていることだ。爆心より2キロの地点で被爆しながら無傷で済んだ21歳
の男性は、水を請う人々を目にしつつも怪我をした友人とともに逃げ延び
たことを悔い、当時の様子を次のように回顧する。「然しあの瞬間、あの御幸
橋で、『水を、水を』と叫ぶ姿が、涙とともに思い出され、自分が何か取り返
しのつかないようなことをしたかのように胸にこみ上げてくる」62。彼に
とって、水を求める人々の声は、良心の呵責となって思い返されるもので
あったのだろう。先に触れた原爆詩人の原も、人々が水を求める光景を連作
詩集「原爆小景」の一編〈水ヲ下サイ〉に詠む。そればかりか、負傷者が息絶
え絶えに発する「声」の記憶は、その後の原の創作にトラウマ的な要素を与え
ていることは明らかであるが、その点については本稿の射程を大きく越える
ため、別の機会に改めたい。

結

以上、体験記に記された「音」に関する記述から、原爆の「音」について注
目すべき4つの特徴を挙げた。つまり、予兆としての音の有無、爆発の音、
静寂、声、である。いずれも、原爆投下時の特殊な音環境と言えるだろう。

59
陸勝利「還らぬ魂」『体験記』116‒117
頁。

60
金谷満佐子「ケロイドを残して」『体験
記』50頁。

61
原民喜「原爆被災時のノート」より。
大高、235頁。

62
木島克己「消え去らぬ悔」『体験記』
97頁。
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すなわち、多くの人にとっては予期しない中で襲った巨大な音響と破壊、また
瞬時に街全体が壊滅的被害を受けたゆえに、その後に現れた「阿鼻叫喚／
静寂」や、水や助けを求める「声」といったサウンド・スケープも、他の戦場
とは大きく異なるものであったと思われる。突然の破壊の後には砲弾や銃撃
音はもはやなく、逆に爆発音のような大音響とは正反対の「静寂」、あるいは
重傷者が呻くように発する「声」が、克明に書き留められることになったの
である。

一方、トラウマの観点から言えば、突然の轟音などは、他の戦場同様に「音」
に対するトラウマを生じさせる要因として十分に説明できるものであった。
しかしながら、水や助けを求める人々の「声」を多くの人が記録している点は、
他の戦地とは異なるのではないだろうか。なかには、その求めに応じてやれ
なかったという点で良心の呵責を伴いながら回顧されていることが明らかな
ものもあり、こうした「声」も爆音同様に、トラウマとなって人々の脳裏に刻
まれたと言えそうだ。
このように本稿では、体験記に書き留められた原爆の「音」をみてきた。で

は、これらの特殊な「音」についてはどのように伝えることができるのか。
「静寂」の捉え方の違いにも明らかなように、各自が体験する「音」は、その

時の精神状態などにも大きく左右されている。また、各自が耳にした「声」は、
発し手と受け手の双方の心理を包含しながら、長く人々の心に棲み続けるこ
とがわかる。この、単なる物理的音響とは異なる原爆の「音」は、いかにし
て伝えられるのか。その表現を音楽作品の中にみていくことが、今後の課題
である。




