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４．終戦後に撮
さ つ え い

影された航空写真
　
　日本が無

む

条
じょう

件
け ん

降
こ う ふ く

伏を受け入れ、9 月 2 日に降伏文書に調印すると、連合国軍の日本本土への進
しんちゅう

駐が開始された。
　近年の資

しりょうしゅうしゅう

料収集では、進駐以
い

降
こ う

に航空機から広島の被
ひ

害
が い

を撮影した写真を数多く収集することができた。
　戦時中は高高度からの垂

すいちょく

直撮影が主であったのに対し、降伏後では低空から撮影されたものも多く見られ、原爆によ
る被害状況を詳

しょうさい

細に読み取ることができる。

4-1. 舟入・吉島・千田地区を西から望む
1945 年（昭和 20 年）9 月 8 日　米軍撮影　ヴィクター・ブレンクル寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
舟入・吉島・千田地区を西側から低空で撮影したもの。画面左奥が爆心地
であるため、左側（北）よりも右側（南）の被害が少ないことがわかる。

4-2. 広島城・白島周辺
1945 年（昭和 20 年）9 月 8 日　米軍撮影　ヴィクター・ブレンクル寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
基町・白島地区を北側から低空で撮影したもの。画面右上には陸軍の中国
軍管区司令部として使用されていた広島城が写り、郭内に崩壊した建材が
散乱するのが見える。

4-3. 広島駅周辺
1945 年（昭和 20 年）9 月 8 日　米軍撮影　ヴィクター・ブレンクル寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
広島駅周辺を北側から低空で撮影したもの。画面左上（東側）の方面は被
害が小さいことがわかる。9 月 8 日撮影のため、17 日の枕崎台風で流出
した大正橋が架かっている。

4-4. 比治山付近から西を望む
1945 年（昭和 20 年）9 月 8 日　米軍撮影　ヴィクター・ブレンクル寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
比治山付近の上空から西方を低空で撮影したもの。画面中央を縦に貫くの
は現在の平和大通りで、被爆前に建物疎開が行われた道の両側部分が白っ
ぽく見える。
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米軍が撮影した航空写真
　

　戦場で空中から敵情を偵察することは、18
世紀末のフランスで気球を使用して行われた
のが最初期であるという。20 世紀に入り航

空機が発明されると、第 1 次世界大戦から本
格的に軍事目的に利用され、偵察目的にも多
用されていった。
　マリアナ諸島を拠点とした B-29 によるア
メリカ軍の日本本土空襲は、1944 年（昭和
19 年）11 月 24 日に始まり、1945 年（昭和
20 年）8 月まで続く。マリアナから給油な
しで日本本土往復が可能であったのは B-29
だけであったため、同機が写真偵察用に改造
された。
　写真偵察用の B-29 は F-13 と名付けられ、
日本への空襲に際し、事前の情報収集のため
の撮影を行い、空襲後にも損害確認のために
撮影している。1944 年 11 月 1 日に東京上空
で撮影を行ったのを初回として、その撮影作
戦数は翌 1945 年 8 月 15 日までで 460 回に
も及ぶ 。F-13 には通常 3 種類、合計 6 台の
カメラが装備されており、撮影された写真か
ら詳細な地図を作成することが可能であった。

　先にも触れたように、日本の降伏後に低空
から撮影された写真も多数見受けられる。こ
れらの写真は、カメラを手に持って航空機の
窓やドアから撮影されたようである。

F-13 に搭載されたカメラの撮影範囲
米国立空軍博物館所蔵

撮影のため F-13 機体底面に設けられたガラス窓
米軍撮影　米国立空軍博物館所蔵

4-5. 吉島地域付近から北を望む
1945 年（昭和 20 年）10 月頃　米軍撮影　ジョン・ピーターソン夫人寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
吉島方面から北を低空で撮影したもの。画面上方の爆心地に近づくほど被害が大
きいことがわかる。画面下方の白く見える部分は、戦時中に新たに埋め立てられ
1940 年頃から使用されていた陸軍吉島飛行場。航空機が駐機しているのが見える。

4-6. 中島方面から東を望む
1945 年（昭和 20 年）10 月頃　米軍撮影　ジョン・ピーターソン夫人寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
中島方面から東側を低空で撮影したもの。原爆投下の目標となった T 字
型の相生橋上流（左）側に流木が溜まっている。9 月 17 日の枕崎台風で
発生し流れ着いたものと思われる。

4-7. 基町方面から南を望む
1945 年（昭和 20 年）10 月頃　米軍撮影　ジョン・ピーターソン夫人寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
基町方面から南側を低空で撮影したもの。似島、江田島、能美島が見える。似島
には当時陸軍の検疫所が置かれ医療設備があり、負傷者の臨時収容施設となった。

4-8. 広島駅付近から南西を望む
1945 年（昭和 20 年）10 月頃　米軍撮影　ジョン・ピーターソン夫人寄贈
米海軍歴史遺産部所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
広島駅付近から南西方面を低空で撮影したもの。中心部とともに南観音、
草津、五日市方面まで写る。
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4-9. 広島市街地を北側から望む
1946 年（昭和 21 年）1 月頃　ウィリアム・ジョーンズ撮影・寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
山陽本線の線路付近上空から市街地を南向きに撮影したもの。爆心地から
の距離や地形による被害の相違が広範囲で確認できる。

4-10. 天満町付近から東を望む
1946 年（昭和 21 年）1 月頃　ウィリアム・ジョーンズ撮影・寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
天満町付近から東側に向けて市街地中心部を撮影したもの。画面東側中頃
には既に住宅が建設されているのが見える。写真上部にはエノラ・ゲイの
機長ポール・ティベッツ、爆撃手トーマス・フィアビー、航法士セオドア・
バンカークのサインが書かれている。これは後年にサインをもらったもの
だという。爆心地の赤い印や貼付されたコメントは寄贈者によるもの。

「真宗学寮」の被爆建物台帳への登録

　2019 年（令和元年）10 月 31 日、広島市は「真宗学寮」の建物を
新たに被爆建物台帳に登録した。この台帳は爆心地から 5km 以内に
現存する被爆時に存在した建物を登録するもので、登録件数は 86 件
となった。真宗学寮は浄土真宗を学ぶことができる私塾で、1906
年（明治 39 年）に細工町（現、中区大手町）西向寺内に設けられ、
1926 年（大正 15 年）に南観音町（現、西区南観音）に建物を新
築し移転した。被爆直後には多くの被災した人々が集まる臨時救
護所となり、その後も同じ建物が使用され続けていたものの、同
台帳には登録されていなかったことが国立広島原爆死没者追悼平
和祈念館の被爆者証言ビデオを制作する過程で明らかになった。
　登録にあたっては、広島平和記念資料館が 2016 年（平成 28 年）
に米国で収集した、終戦後に撮影された航空写真が参照された。6
ページの「広島駅付近から南西を望む」の該当箇所を拡大すると、
真宗学寮の講堂と寮舎が確認できる。

被爆後の真宗学寮講堂と寮舎　1945 年（昭和 20 年）10 月頃
米軍撮影　ジョン・ピーターソン夫人寄贈

4-11. 広島市街地を南側から望む
1946 年（昭和 21 年）1 月頃　ウィリアム・ジョーンズ撮影・寄贈
米国立空軍博物館所蔵　2016 年（平成 28 年）収集
天満川河口付近から北方を望む。爆心地を中心として被害のあった地域が
白く見える。

被爆後の広島を上空から撮影した
ウィリアム・ジョーンズ氏

　米国陸軍航空隊（1942 年より航空軍に統
合、47 年より空軍）のカメラマンであった

ウィリアム・ジョーンズ氏は、広島で撮影し
た航空写真や関係資料を航空宇宙博物館や国
立空軍博物館などに寄贈している。
　ジョーンズ氏は、陸軍第 5 空軍の航空写真
カメラマンとして、偵察撮影などの任務にあ
たっていた。1945 年（昭和 20 年）12 月末、
福岡の飛行場（現、福岡空港）に配置されて
いた時に広島上空撮影の命令を受けたという。
1 月に広島上空で撮影を行い、その後長崎で
も撮影を行った。
　ジョーンズ氏は、広島を見た際の印象をこ
う語っている。

――私は被害を撮影しただけで原爆投下
には関わっていない。私が被害を見た際、
それは壊滅的なものだった。〔中略〕ここ
での数々の死について知ったとき、私は

とても悲しくなった。私は広島・長崎へ
の原爆投下を誇りに思わない、それが戦
争を終わらせたのだとしても。

――私は見たくないものを見た。見たく
ないたくさんのものを見た。人間の、人
間に対する非人道的な行いも。〔中略〕私
は日本人を同胞と同じように愛せること
ができた。そこで思った「なぜ？ なぜ戦
争が？ なぜ？」と。私にはわからなかっ
た。その時、私は泣き叫んだ。人間の非
人道的な行いを見て、何度も泣き叫んだ。

　ジョーンズ氏は、自身が撮影した写真を使
用し、この経験について学校、州議会議員、
空軍軍人などに対して 600 回以上も講演を
行ったという。

資料館職員の聞き取りに応じるジョーンズ氏
2017 年（平成 29 年）9 月 29 日　米国インディアナ州
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4-12. 段原方面から北西を望む
1946 年（昭和 21 年）2 月頃　米軍撮影　米国立航空宇宙博物館　2019 年（令和元年）収集
段原付近から爆心地付近に向かって撮影された航空写真。比治山周辺を境
目として建物の被害状況が異なることがわかる。

4-13. 基町方面から南を望む
1946 年（昭和 21 年）2 月頃　米軍撮影　米国立航空宇宙博物館　2019 年（令和元年）収集
基町付近から爆心地を含む市街地を撮影した航空写真。

4-14. 吉島飛行場付近
1946 年（昭和 21 年）2 月頃　米軍撮影　米国立航空宇宙博物館　2019 年（令和元年）収集
埋め立てによって建設された吉島飛行場。現在は市街地となっている。

4-15. 舟入地域付近から北を望む
1945 年（昭和 20 年）秋以降　ロナルド・ヴィンゴ撮影
マッカーサー記念館所蔵　2017 年（平成 29 年）収集
舟入付近から横川駅を含む北方面を撮影した航空写真。現在の平和大通り
となった付近では被爆前に建物疎開が行われた地域が白っぽく見えてい
る。

4-16. 比治山付近から西を望む
1945 年（昭和 20 年）秋以降　ロナルド・ヴィンゴ撮影
マッカーサー記念館所蔵　2017 年（平成 29 年）収集
比治山付近の上空から広島の市街地を西方に撮影した航空写真。広島城の
西側の本川河畔に住宅が建てられているのが見える。

4-17. 福屋百貨店から見た小田政商店の焼け跡
1945 年（昭和 20 年）秋以降　米軍撮影　ロバート・ノーラン資料
米海兵隊歴史部所蔵　2017 年（平成 28 年）収集

北西から見下ろした小田政商店の鉄骨。爆風で歪み、高熱火災で変形して
いる。画面左奥に見えるのはキリンビヤホール。


