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中国軍管区司令部防空作戦室の謎！
今年、広島では浅野氏広島城入城400年記念事業が開催され、広島城が注目を浴びていますが、明
治以降、かつての城郭内には大本営や陸軍の司令部、連隊本部等も置かれ、軍都広島の中核をなして
いたという歴史もあります。
現在の広島城跡内には、被爆建物でもある中国軍管区司令部防空作戦室をはじめとした軍事遺構も
点在します。こうした広島城跡内の歴史を、後世に伝え残す必要があると考えています。
中国軍管区司令部防空作戦室については、以前「しろうや！広島城No.45」で書きましたが、今回は
それ以降の調査で判明した点なども踏まえて、再考察してみたいと思います。

中国軍管区司令部防空作戦室とは
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中国軍管区司令部防空作戦室です。

が大きく改変されていきます。 ６ 月に中国地方

中国軍管区司令部防空作戦室は、半地下の構

の防衛を強化するために、広島城内に中国軍管
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チ

ケハ」
（ ８ 時13分

ヒロシマ・ヤマグ

広島と山口に警戒警報

発令と言う意味）の紙が、一番奥の防空作戦室
から出て、それを自分が担当する電話交換機を
使って広島中央放送局などへ伝達しようとした
瞬間、開いていた窓から入ってきた原爆の爆風
で飛ばされ気を失います。そのため、広島中央
放送局にはその情報は伝わっていないと証言さ
れています。※ １
しかし、上流川の広島中央放送局にいた古田
正信アナウンサーは「午前 ８ 時13分、中国軍管
区情報、敵大型機 ３ 機、西條上空を西進しつつ
あり、
厳重なる警戒を要す。
」
の原稿を受けとり、
スタジオからその放送原稿を読もうとした瞬間
に爆風にあいます。※ ２
古田アナウンサーの証言では、警報発令の情
報は確実に広島中央放送局には届いています。
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能させるために必要であろうと考えられる部屋
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秦少尉が防空作戦室
（落合さんは策戦室と記述）
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くは発電室が存在しているとすれば、換気や排
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が出た記憶はないと証言されており、防空作戦

推測できます。

室内には、外部と直接連絡できる独立した電話

蓄電室もしくは発電室の存在は、仮説の域を
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があったと思われます。

出ませんが、傍には重量のある慰霊碑も設置さ

さて防空警報に関して、あまり語られていな

れているため地面の陥没などの危険もはらんで

い点があります。この頃のラジオ放送は １ 日 ６

おり、周辺や地下を含む早急な調査が望まれま

回の放送休止時間があり、午前 ８ 時～午前10時

までは ２ 回目の放送休止時間となっています。

大型機 ２ 機を ３ 機に訂正した情報を最後に、そ

実際 ８ 月 ６ 日も原爆投下時も放送は休止してお

の後の警報発令などについては一切記述があり

り、 ８ 時15分より少し前に、広島中央放送局の

ません。このことも謎です。

原放送所（現広島市安佐南区）では警報送出の

８ 月 ６ 日 ８ 時15分直前の防空警報は、正式な

合図が来て、送信機をスタンバイ状態から放送

記録もなく、当時を知る関係者の記憶の中だけ
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にあり、これ以上明らかにはできない永遠の謎

が出せる状態にしたところであったようです。

ここで疑問に思うことは、 ８ 時から放送を休

と言えるかも知れません。

止しているのであれば、みんなラジオの電源を
一旦切っていたはずです。休止時間帯に再び電

平成29年
（2017）４ 月から、中国軍管区司令部

源を入れさせるには、警報のサイレン吹鳴が必

防空作戦室は、天井や壁のコンクリートが剥離

要です。放送休止時間帯でも、サイレンの音が

するなど安全性が確保できないという理由で、

聞こえれば、情報を得ようとラジオの電源は入

内部の公開は中止となっています。しかし、中

れるはずです。もし、古田アナウンサーが無事

国軍管区司令部防空作戦室は平和学習に活用さ

原稿を読むことができていたとしても、警報を

れ、広島市のピースツーリズムの遺構に策定さ

告げるサイレンの吹鳴が先にないと、ラジオは

れている場所でもあります。
閉鎖される前には、

切られたままで、古田アナウンサーの声は誰に

年間約 １ 万人の方々が平和を学ぶため見学に訪

も届きません。

れた場所でもあります。そのためにも、一刻も

当時、中国軍管区司令部防空作戦室の情報室

早い調査と保存措置、そして内部公開の再開を

で勤務していた軍属の斎藤美知子さんは、警報

望みます。

が発令され、警報板のスイッチを押しはじめ半



（秋政

久裕）

分くらい伝達し終わった時に窓から入って来た
爆風で飛ばされます。※ ５ この時の警報は、警戒
警報・空襲警報の両説あり断定が難しいです
が、僅かですが警報の伝達が行われた可能性は
※１

あります。

そこの地区のサイレンを吹鳴した可能性はあり
ます。実際に被爆された方々の手記を読むと、
原爆投下の直前にサイレンが鳴ったと書かれて

「交換台と共に」岡ヨシエ
※２

部がまとめた「八．六

廣島市被害状況」の中

では、 ８ 時 ７ 分の松永監視哨から、西北進中の
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落合秀明『ある被爆者の人生』
（自費出版）
白井久夫『幻の声
平成 ４ 年
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第１巻

P58

平成 ７ 年（平成12年 ３ 版）
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P14～ P17

広島市役所『広島原爆戦災誌
説』昭和46年

いるものもわずかですが存在します。
しかし、昭和20年 ８ 月13日に中国軍管区司令

資料解説書『広島城と陸軍

８ 月 ６ 日防空作戦室―』平成27年

原爆投下直前に、防空警報が中国軍管区司令
部防空作戦室から発令され、
外部に一部伝わり、

広島城

P99～ P100

NHK広島 ８ 月 ６ 日』岩波新書

P111～ P112

斎藤美知子「原爆体験記」
（執筆年

平成 ７ 年）

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（広島城資料
解説書『広島城と陸軍

―昭和20年 ８ 月 ６ 日防空

作戦室―』にも掲載）

広島城利用案内

開館時間：9：00～18：00
（12月～2月は9：00～17：00）
入館の受付は閉館の30分前まで
入 館 料：大人370円（280円）
中学生以下無料
高校生相当・シニア（65歳以上）180円（100円）
（ ）内は30名以上の団体料金
休 館 日：12月29日～31日
（臨時休館あり）
ホームページ http://www.rijo-castle.jp

「しろうや！広島城」のバックナンバーは、広島城のホームページ（http://www.rijo-castle.jp）からダウンロードできます

