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原子雲の特性について 

放射性微粒子を多量に含んだ雲は同心円的に水平に広がり 

地上に放射能環境を展開させる 

はじめに  

（１）投下後の放射能汚染環境

原爆の透過された後で形成された放射能環境はどのようなものであっ

たか？現在，原子力基本法以下の法律で定められている公衆の被曝限度

は年間１ｍＳｖである。この基準に沿って当時の放射能環境を振り返る。 

当時の環境を裏付ける資料として，マンハッタン調査団 (１９４５年９

月～)の調査がある。枕崎台風後の測定であり，かつ長崎全域で１０００

㎜程度の雨が降った後の測定である。放射能汚染の現場保持がされてい

ない状態での測定であった。雨が激しく地表を洗うことが全域で生じて

おり，その後の測定による測定値の少なくとも１０倍程度の当初放射能

汚染が有ったことを見込まねばならない。しかしそのような条件下で広

域に測定されたデータは十分参考になる。  

 まず爆心地から１２㎞離れた円周周辺での測定値を確認する。測定値

はバックグラウンドを差っ引いた値であり，ｍＲ／ｈ（毎時ミリレント

ゲン）の単位で示されている。これを現在常用されているＧｙ（グレイ）

に換算して示し，かつ環境量としての１ｍＧｙ／年＝０．１１４μＧｙ

／時間として年間の放射能環境の強さをカッコ内で示すこととする。１

Ｒ＝８．７ｍＧｙである。

 原爆投下後には西風が吹いていたがその風上に当たる三重地区から右

回りに回りながら数値を示す：  

三重：０．１２２μＧｙ／時間（１．１ｍＧｙ／年），  

村松：０．０７４μＧｙ／時間（０．６５ｍＧｙ／年），  

喜々津：０．０６１μＧｙ／時間（０．５４ｍＧｙ／年），  

古賀０．３９２μＧｙ／時間（３，４４ｍＧｙ／年），  

戸石：０．２１８μＧｙ／時間（１．９１ｍＧｙ／年），  

蚊焼：０．１１３μＧｙ／時間（０．９９ｍＧｙ／年），  
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という値を記録している。円内の放射能の強さも同様である。この分布

状況を見ただけで半径１２㎞地域全域が放射能環境中に有ったことを雄

弁に物語っている。  

 猛烈な台風と猛烈な降雨の後で行った測定結果としては非常に高い値

である。  

すなわち，風上の三重地区の測定値そのもので１．１ｍＧｙ／年を記録

している。一番低い値の古賀地区で０．５４ｍＧｙ／年であり，測定値

は猛烈な風雨でその土壌が洗われた後の状態で測定されたものであるの

で，その土壌に対する放射性物質の残存度が最も高い５０％を仮定した

だけですべてが年間１ｍＧｙを上回ることとなる，残存度５０％はむし

ろ高すぎる仮定である。少なくとも１０％台に減少していることが一般

的な理解である。  

したがって，風雨を考慮すれば年間１ｍＧｙを優に上回った放射能環

境が現出していたと判断すべきである。半径１２㎞の円内の放射能環境

は全面的に年間１ｍＧｙを凌駕しているとせねばならない。被爆体験者

訴訟における原告らの被った被曝環境は，全域で現在の法律制限値年間

１ｍＧｙを十分上回ったことを認識すべきである。非常に譲歩した表現

としても，公衆の被ばく制限値を上回った可能性は決して否定できない。 

（２）水平原子雲の形成  

 さて，このような被曝環境はどのようにして形成されたか？  

 等方的に広がった原子雲がもたらしたものと考えざるを得ない。  

 空気中の水分のほとんどない砂漠地帯での原爆実験と異なり長崎（広

島）は大量の水分を空中に含む多湿度の状態で原爆が投下された。  

①砂漠地帯の場合  

原爆がさく裂した瞬間からわずかな間原子雲が構成されるが，やがて雲

は解消する。強烈な断熱膨張で少ない水分が凝結して雲となるが，周囲

から熱の移動を受けると水は気化し原爆で生成された放射性微粒子が個

々むき出しになり，直径数μｍの微粒子としての運動が現れる。それらの

重さは百万分の１グラムのオーダーである。微粒子はストークスの法則

にしたがい，毎秒１ｍｍ以下の等速で落下する。落下速度は微粒子の直

径の大きさに依存し大きなものほど早く落ちる。もし自然の風が吹いて
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いれば，風は毎秒数ｍの速さを持つので風に運ばれ場合によっては数百

キロも運ばれることとなる。原爆投下点以下の風下に帯のように細長い

地域に放射性物質を運び，地表まで沈下させるところとなる。この場合，

決して風上に放射能物質を運ぶことはせず，また風に対して垂直方面に

分散することもない。直径２０ｋｍを超える幅広い分布を与えることは

決してない。  

②長崎（広島）の場合  

多量の空中水分を含む場合である。放射性微粒子（放射性降下物）は主

としてベータ線を出して原子核の電荷が正に一つ増える。ために微粒子

自体が正に帯電する，また，放射線は電離作用を起こし周囲の水分子や

空気を正負のイオンに分解する。水分子自体はプラスとマイナスの電荷

中心がずれるために強くイオンに引かれるところとなる。水分子を多く

含む環境では放射性微粒子が核となり，多くの水分子を凝集させ，微粒

子中心に水分子を凝集させた水滴は，微粒子単独状態に比べて巨大な重

い集団を形成する。直径１ｍｍ程度の大きさとなり，重さは１グラム程

度となる。これらの力学的，熱力学的振る舞いは放射性微粒子が個別に

存在する状況とは根本的に異なった法則にしたがう。  

このことは継続して原子雲を形成し続け，水平の原子雲を展開させ，爆

心地を中心にほぼ同心円的な雲を形成するところとなる。この雲こそが

原爆直後の放射能環境を形成し半径１２㎞以上の地域に全面的に放射能

物質をまき散らす元となったのである。  

 本意見書ではなぜ水平の雲には放射能が大量に付着しているのか，な

ぜ同心円的に広がるのか，なぜ半径が１２～１５㎞の円形範囲が濃い放

射能環境であったか，なぜ黒い雨が降っても降らなくても放射能環境が

広がったか，等を解明する。  

 

第１章 原子雲の形成メカニズム 

（１）爆発直後の現象  

１ 長崎での原子爆弾に使用されたプルトニウム 239 の核分裂反応により，

大量の熱，放射線の放出，中性子による誘導放射能化，核分裂生成物の生

成などを行った。  
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２ 爆発後，内部の圧力と外部の空気圧力とのバランスが取れるまで，火球

は急激に膨張する。その過程で，強烈に発光しながら融解・気化して灼熱

の芯部をつくり，目視される火の玉に変わり，さらに急膨張して直径約２

００ｍの火球へと変貌した。  

３ 火球は今まで空気の詰まっていた空間に出現するので，その場に有った

空気を周辺に排除する。排除された空気は火球の周囲に卵の殻のような高

圧壁を作り，やがて火球の膨張を停止させる。火球の停止と同時に，高圧

壁は火球を離れ高圧衝撃波となって地上を襲う。  

４ 火球の周辺は通常温度の空気と接するために温度を奪われ，火球の中心

ほど高い温度を維持し，火球内でも周辺に向かうほど温度が低くなるとい

う温度分布を生じる。このとき，中心付近ほど，温度が高く，原子・分子

や微粒子の熱力学的速度も大きい。他方，周辺へ行くに連れて小さくなる

という速度分布を生じる。  

 

（２）熱と温度と気体粒子・分子の速度 

 このときの温度と分子や原子の運動エネルギーの関係は，次式で与えられ

る。 

  

１

２
ｍｖ

̅̅ ̅
 ＝

３

２
ｋＴ (式 1) 

 

  ｍ ：分子などの質量  

ｖ
̅̅ ̅

 ：その分子などの平均速度， 

 ｋ ：ボルツマン定数：k=1.381×10-23 J K-， 

Ｔ ：絶対温度（0℃は 273Ｋ（ケルビン）であり，０K は－２７３℃で

ある。なお，ケルビンは絶対温度単位であり目盛りの大きさは摂氏温

度℃と同じである。） 

 

  上記における温度は，物質を構成する粒子（原子・分子や原子を構

成するさらに細かい粒子:電子や中性子，陽子等）が活発に運動する

度合いを表している。したがって，運動エネルギーの大きさと絶対温
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度の関係が（式１）で表されているのであり，粒子の平均運動エネル

ギーが粒子の絶対温度に比例することを表している。すなわち絶対温

度ゼロでは，粒子の速度がゼロとなる。（古典論）  

＊物理学に於いてこの考え方を古典論と言い，量子力学が誕生する前の考え方である。量

子力学の理解は絶対温度ゼロでもゼロ点振動を行う。 

 この（式１）を，我々が日常的に経験できる量である圧力（Ｐ），

体積（Ｖ）などで置き換えると，（式 2）が得られる。 

   ボイル･シャルルの法則（式 2） 

 

ボイル･シャルルの法則とは，理想気体の体積と圧力，温度に関係する

法則であり，「気体の圧力 P は体積 V に反比例し絶対温度 T に比例す

る」というものである。ここで理想気体とは，気体分子の大きさが無く

相互作用も無い気体：すなわち絶対温度ゼロでは体積がゼロとなる理想

的な気体である  

この法則から考えると n モル（1 モルの分子数は 6.022×1023 個：ア

ボガドロ数）の理想気体（分子間に相互作用の無い気体）は圧力と体積の積

（気体のなす仕事量）は絶対温度に比例し，その定数は気体定数（R）と呼

ばれることが導かれる。  

 

この気体定数 R は：R=8.314[J/mol·K]であり，ボルツマン定数をアボ

ガドロ数倍した値と等しい。 

 すなわち 1 モル当たり，絶対温度１K 当たりの気体のエネルギーを仕

事（PV）で表現したものが気体定数（式 2）である。ここで，仕事とエ

ネルギーは同じものである。すなわち 1 モルの気体の１K ごとに獲得す

る仕事量の大きさ（エネルギー）が気体定数である。この関係を 1 粒子

（分子）の運動エネルギーで表したものがボルツマン定数（式 1）であ

る。 

念のためにボルツマン定数の物理的意味を指摘すると，ボルツマン定

数 k は１K（ケルビン）毎に粒子が獲得する熱運動の運動エネルギーの

大きさを表す普遍定数である。 
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 (式 1)の左辺は，質量 m 速度ｖを持つ粒子の運動エネルギーである。右

辺は絶対温度Ｔでの粒子の運動エネルギーの大きさを表す。  

 

（３）気体分子同士の衝突と気体密度  

熱力学において自由度とは，平衡状態で自由にとることのできる状態

変数のことである。  

自然法則は粒子の１自由度当たり１Ｋ当たり，ｋ/２のエネルギーを獲

得する。並進運動での粒子の自由度は空間（ｘ，ｙ，ｚ）の３方向であ

るので，これを３自由度と表現する。１自由度当たりｋ/２のエネルギー

があり自由度が３であるので３倍され，(式 1)の右辺の係数が３/２とな

り，粒子の温度がＴＫ（ケルビン）であるので粒子の全運動エネルギー

は(式 1)の右辺となる。  

この関係は「物質を構成する粒子」の運動エネルギーであり，マクロ

な物体の運動とは無関係である。なぜならば，粒子の運動方向は無秩序

であり，互いに衝突しあって跳ね返る運動を繰り返すために一定の位置

の周りに束縛されているからである。例えば，室温の酸素は 1 秒間に 300

ｍ（時速 1080 ㎞）程度の速度を持つ。しかしながら，空気の酸素や窒素

の分子はたくさんあるために衝突を繰り返し，室温，1 気圧の空気中で

はおよそ 0.07μｍ（10 万分の 7ｍｍ）の範囲を出ることはない。風，す

なわち空気分子の一方向への集団移動が無い限り，静止した空気は静止

したままである。さらに，野球ボール内のボールを構成する原子の速度

は温度とともに上昇するが，野球ボールの速度自体は温度の上昇とは無

関係であり，ボールが静止していれば，ボールの温度が上昇してボール

の構成原子などの熱力学速度が上昇してもボールは静止したままであ

る。 

 

  （４）気体の相変化と温度 

実際の気体は相変化する。相変化とは気体，液体，固体と物質が姿を

変えることである（三態）。通常の温度で固体や液体である物も温度を

変えれば必ず三態の変化を行う。  

 気体（水蒸気）の温度が下がれば，液体（水）となる。そして，さら
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に温度が下がれば，固体（氷）になる。これらの「相変化」は全て粒子

（分子）の活発さ（運動エネルギー）が温度減少とともに減少し，束縛

しようとする粒子間の引力（束縛エネルギー）に負けてしまうことによ

る。気体の状態とは，温度による運動エネルギーが粒子間の如何なる束

縛エネルギーより大きい状態を意味する。  

 

（５）気体密度と浮力  

粒子の運動エネルギーが高くなることは，互いに衝突するときの反発

力を強くする。反発力が大きいことは，分子間の平均距離が大きくなる

ことを導く。したがって温度が高くなれば膨張する。気体は特に膨張率

（１K で膨張する割合）が高い。固体や液体では凝集させている力の働

き具合や固体（液体）内の構造を反映し，膨張の度合いは少ないが同様

に膨張する。この原理を用いて，棒温度計が造られているのである。  

他方，気体が膨張するということは，気体内の分子間の平均距離が大き

くなっていることを意味する。それは一定体積中の分子の数を少なくさ

せ，密度を小さくさせる。気体分子にも重力は働き，たがいに接する他の

気体とは互いに圧力を及ぼし合う（相互作用をする）ので，周囲の空気よ

り密度の低い（高い温度を持つ）気体集団は，浮力（重力に逆らって上に

向かって動く力）を生じる。 

第２章 火球の温度分布と浮力，放射能分布 

（１）火球内の温度分布 

火球内の温度分布の様子を図 1 に示す。 
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図１ 温度と熱力学的速度 

  

原子爆弾ファットマンはあらゆる意味で球対称であり，爆発した後の

温度分布その他も全て球対称を保つものである。以下の議論は全てその

原理に従う。 

 前例を繰り返すが，室温の酸素は時速 1080km 程度の速度を持つ。し

かしながら空気の酸素や窒素の分子はたくさんあるために衝突を繰り返

し，室温，1 気圧の空気中ではおよそ 0.07μｍの範囲を出ることはない。

この速度はアトランダムにあらゆる方向を取るため，風の無い静かな空

間では，空気は全く静止しているかのように感ずるのである。 

（２）火球の浮力分布  

他方，温度が高い状態では，原子（分子）速度が大きく，反発が激し

くなり単位体積中の分子の密度が減り，密度の小さい集団は周囲から重

力による浮力を受ける。温度が高いほど浮力は大きく，上昇速度も速く

なる。 

火球の中では中心ほど分子速度が大きいので，放射性微粒子は外へ外へ

と押し出されることになる。 

 図 2 に火球の範囲の浮力の大きさを概念的に示す。中心部分は浮力が

大きいので圏界面を突き抜けて成層圏に達する。周辺部分は圏界面で浮

力を失い，水平方向に押し出される。あとからあとから上がってくる周
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辺部分の気体に押されて水平面に繰り出していく。 

 

 

 

図２ 浮力の分布 周辺部分は圏界面で浮力を失い，水平方向の原子雲とな

る。 

 

（３） 真上から見た場合の温度分布 

中心部分が温度高く，原子等の密度は低く，浮力は大きい。 

模式図３に，火球を真上から見た場合の温度分布と分子微粒子等の密度分布

を示す。外周部分ほど温度が低いので微粒子濃度が高く，浮力も小さいこと

がわかる。 
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図３ 真上から見た場合の火球の温度分布と分子・微粒子の密度 

温度分布は中心対称性であり，分布は同心円を成す。原子雲の中心軸が維持

されている間はこの対称性はずっと維持される。 

 

（４）原子雲外周部―等方的・放射性微粒子濃厚・浮力小 

 原子雲の中心軸の外周辺部分は浮力が弱く，圏界面で周囲と等温になり上昇

できなくなる。原子雲の中心軸は火球中心部の強い浮力に引きずられて上昇気

流を維持するので，外周部分も多量に放射能を持つ気体が後から後から圏界面

に到着することになる。したがって，浮力の無くなった周辺部分は，水平方向

に押し出される一方で，原子雲の中心軸は中心軸対象 :すなわちどの方向をとっ

ても半径が等しければ等しい温度を取る。また，すべての半径方向部分に於い

て下から押し上げる力は等しいので，水平に押し出される各方向へ展開する量

は等しく，すなわち同心円的に等しい量が噴出される。この様子を図 4 に示す。

これは中心軸対称であって水平に繰り出す雲の分布は同心円的になることは理

論的にも導かれるのである。 
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図 4 水平方向の原子雲の形成  

火球中心より周辺に押し出された放射性物質密度の高い部分は圏界面で水平の

原子雲となる。 

 

 （５）放射能の濃い周辺部が水平雲に 

図 4 に示すように原子雲中心軸の外周部分が水平な原子雲となる。放射性微粒

子濃度の濃い部分である。周辺部分は，浮力は弱いがより中心側の部分に引か

れるようにして圏界面に達し，浮力を完全に失い水平方向に押し出される。こ

の際原理的には中心対称を歪める物理的力は無い。  

 

放射性微粒子などが放射線を出しながら運動しているので，微粒子の周囲に水

分子が凝集する。その結果，明瞭な白い雲が発生する。水分子は自身の電荷分

布が非対称なので，正負の電気量分布に敏感である。放射線の発せられるとこ

ろ必ず電離が行われ，電離は正負の電気量を物体（放射性微粒子や空気の分子

等）に生じさせる。よって放射性微粒子のあるところに水分子が凝集して雲が

生じるのである。 

 原子雲中心軸の外周部分は水平に展開する原子雲となるので，図に示すよう

に，圏界面を突き抜けた原子雲の中心軸の太さは圏界面までの中心軸の太さよ

り細くなる。そのことは写真１（原子雲の写真）に示すように，実際に生じた

原子雲で明瞭に見られるものであり，ここで展開している熱力学的考察は現実

に裏打ちされるものである。 
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写真１ 原爆投下より 30 分～40 分くらい後の原子雲（長崎原爆投下

直後に米軍機が撮影） 

  水平な雲より下の中心軸は雲より上の中心軸よりずいぶん太い。 

 

以上が水平に広がる原子雲の生成原理であり，水平の原子雲が同心円的で

あることの理由である。気候学的諸事情で放射性微粒子の周囲に水分子が凝

結してもしなくても同心円的な広がりは変わりない。その生成原理からして

必然である。  

 

（６）衝撃波 

①火球中心部から高温，高圧の気体が外に張り出していくと，その膨張前

面フロントに接触する空気が急激に外側に押しやられ，それより外側の空

気は力を受けずに静止しているので，膨張前面フロント部分の空気は強烈

に圧縮される。このことにより，空気が高温・高圧の火球を包む卵の殻の

ような層を形成する。これをショックフロントという。  
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図５ 衝撃波と爆風  

 

② 火球の膨張速度が低下し静止しても，高温・高圧のフロントは圧力の

低い外側へ拡散を続ける。そして，高圧フロント部分の内側への圧力が

火球の圧力とつりあった時点で，火球の膨張は止まり，高圧フロントは

火球から分離して，高速で周囲に広がる衝撃波となる。この衝撃波が押

し寄せ，到達した空間では急激に圧力が高まり外側への強風が吹き，過

ぎ去るときは急激に圧力が下がり逆向きの風が吹く。 

③高圧部分から低圧部分に急激な空気の移動により，衝撃波の襲来のとき

は前進方向に，通り過ぎる時には元来た方向に爆風を発生する。 

衝撃波が離れ去ったあとも，火球は崩れずに形を保ち続けて，核分裂

連鎖反応があった上空から上昇過程に入る。もちろん，核分裂生成物な

ど大部分の放射能原子，放射性物質は火球内に留まったままである。 

 

第３章 放射性物質の上空への運搬 

（１） 火球は周囲の空気よりも軽くなるから，火球よりも上側の空気の抵

抗を押しのけて上昇を始める。上記の通り火球に封じ込まれていた放射

性物質は，火球の上昇と共に上空へ運ばれる。そして，上昇するに従い

，火球は冷えて，輝く光が外からは見えなくなる（光を失ってからの状

態を「高温気団」という。）。高温気団となってからも，放射性物質は

充満している。  

（２） 核分裂連鎖反応のなかで発生した高温によって，全ての原子核や電
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子は大きな運動エネルギーを持つ。核分裂生成原子核は，原子核と電子

が分かれて猛烈な勢いではじき出て飛び交い，火球の中ではプラズマ状

態となっている。この状態では，原子核と電子とは結合できず，原子と

なることさえできないから，いわば裸のイオンの状態のままである。 

   この状態から，γ線などの形で過剰なエネルギーを放出したり，温度

の低い原子や分子と衝突することにより温度が下がる。この温度が下が

ることにより熱エネルギーが減少し，原子核と電子が結合して原子が再

構成できるようになる。 

（３） 高温気団は，高温中心部から周囲へ熱を供給・拡散し続ける。この中

で，気団に閉じ込めていた放射性物質を周囲に降り撒きながら，急激に

上昇する。高温気団が外周部分で冷やされ，１００℃以下になると，放

射性物質を凝結核に水分子を凝結させ，原子雲に変化する。中心軸の未

だ高温の雲は圏界面を突き抜けるが，周辺部分は圏界面に沿って水平に

広がる。これが上記写真１である。  

（４） 放射性物質の原子核から発射された放射線は，標的となった原子の

電子を吹き飛ばす「電離」を行う。電離された原子はイオン（電気量を

持つ原子）となる。空気中の水分子はイオンに吸着して水滴を形成する

。 

（５） ベータ崩壊（原子核からマイナス電荷を持った電子が放出される

）を行った放射性微粒子（原子集団）はプラス電荷を帯び大気中の水分

を付着させやすくなる。また，電荷を持たないガンマ線も含めて放射線

は大気中の原子を電離作用でイオン化させて水分を付着させて水滴にす

る。 

  周囲の空気が乾燥していて水蒸気が飽和状態から遠いとしても，たく

さんの放射線は水分を凝結させる。そもそも，原子雲ができる基本的，

決定的要因は，放射性微粒子から放射線が出されていることにあるから

である。ネバダ砂漠のように乾燥した地域でさえ，短時間ながら原子雲

ができていることを考えても，原子雲の存在が放射能の存在証明である

ことは明らかである。 

（６） 高温気団は巨大な原子雲の球形頭部を形成し，ここから間断なく

放射性物質が外部に放出され，凝結核となる。高温気団は大気圏と成層
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圏の境界の圏界面に達すると，上昇しながら伸びる中心部分の軸雲と，

その周りに水平に広がる原子雲の形になる。 

（７） 圏界面を突抜けできない原子雲は圏界面で水平方向に同心円的に

広がる。水平な原子雲は，放射性物質を大量に含んでいる。 

（８） 上昇してきた高温気団は，中心部分で一番温度が高く，原子の運

動速度が大きい状態である。気団内の放射性原子は外へと押し出されて

いくが，外側に押し出されるほど低温になり原子速度が遅くなる。そし

て，外側で周辺の空気と触れる部分では，放射性微粒子から放射される

放射線が電離作用を行い，空気中の水分子を集める。放射性微粒子は大

量の水分子を従えて外へ外へと放散されていく。 

（９） 成層圏は太陽からの放射熱と地球からの放射熱が高度に応じて平

衡している領域である。成層圏では高度が増すにつれて平衡温度が高く

なる。これに対して対流圏では，高度を増すにつれて気圧が低くなり，

大気が断熱膨張して熱を奪われるので，高度が増すほど気温が低くなる

。 

この二つの異なる熱現象の交わる境界が圏界面（対流圏界面）と呼ばれ

，圏界面の薄い層で大気は最低気温となりほぼ一定気温を保つ。 

なお，放射線を含まない通常の雲形成は上昇に伴う断熱膨張による温度

低下と気温が低下して飽和蒸気圧となる温度で，気体状の水が凝固するに

伴う発熱が生じ両者がバランスするのが圏界面で行われていると言える。

ところが原爆の場合，放射性微粒子からの発熱と放射線を受けて空気は水

分子がイオン化することから生じる電気的引力による強制的水分凝固が

生じる。これは気温が飽和蒸気圧に低下する前に強制的に凝固が生じると

言える。自然的条件より発熱の方が多量となり，そのために放射能を含む

原子雲形成時には自然的条件よりずいぶん低高度で原子雲が生成されと

推測される。逆に言えば，原子雲の水平に広がる底部の高さが低いことが

原子雲に放射能が含まれる証明ともなる。  

（１０） 核分裂でつくられた高温気団が対流圏を上昇していき，放射能

下の条件による圏界面に達した時，高温気団の中心部分は巨大な浮力に

よって，圏界面を突き破って成層圏へと進む。一方，高温気団の周辺部

分あるいはその下の軸周辺部分の，放射性の微粒子を含む湿った空気塊
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は断熱膨張を行う気象現象に従いつつ放射能による水分凝固の発熱を伴

うところとなる。次から次に原子雲の中心軸から放射能を含む湿った空

気塊が供給されるので，空気塊は原子雲の中心軸の周囲から等方的に同

心円となって広がっていく。原子雲の軸部分から，放射能を含む湿った

空気が次々に運ばれてくるので，原子雲の同心円はどんどん広がってい

く。原子雲頭部の高温気団は成層圏に突入してもなお上昇する。成層圏

で雲を保つのは，高温気団から放出される放射線による水分の凝結によ

るところが大きく，さらに外に向かって絶えず放射性物質が放散されて

いるからである。  

（１１） 高温気団は内部の高温部分の浮力で上昇するので，高温気団に

強制された周囲の空気粒子の運動を作り出す。それらは，原子雲の中心

軸で上昇し，必ず高温気団から或る程度の距離を隔てて，周囲に下降を

伴う流れを作り出す。  

この流れで静止空気中の運動よりはるかに早く放射性物質は降下し，

高温気団からは水平に広がる原子雲に降り注ぎ，水平原子雲からは地表

に向けて降下する。この放射性物質は，もともと中心軸から水平に広が

った部分に含まれていた放射性物質に加わって放射性物質の濃度を上昇

させるとともに，水平に展開する雲の形成をさらに加速させることにな

る。 

 

第４章 放射性物質の拡がり 

 （１） 上記高温気団の上昇と水平に広がる原子雲は，対流圏内に降雨や埃

などの放射性物質をもたらす構造を生じた。  

 （２） 水平に広がる圏界面に沿った原子雲部分において，放射性微粒子を

核とする水滴や結晶が大量に形成された。そして，これらの落下が雨や浮

遊微粒子となり，雲下に放射能汚染を生じたのである。  

 （３） たとえば，砂漠での爆発実験では，原爆火球の激しい膨張と多量の

放射線ゆえに原子雲が形成されるものの，もともと水分子が少ないので，

原子雲はすぐに消えてしまう。また，火球が圏界面を通過するときも，乾

燥気体として断熱膨張して行くので，スムーズに対流圏から成層圏に突き

抜けてしまう。これは，放射性微粒子の水との合体がないために非常に軽
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い微粒子単独の運動となる。 

他方，海岸も近く水分を多量に含んでいる環境であった長崎では，核爆

発の中心部から遠距離にまで及ぶ周辺部までの一帯に，砂漠地帯爆発では

生じえない大量な放射性物質の滞留をもたらしたのである。  

原子雲の広がる下では，黒い雨が降っても降らなくても間違いなく放射

性物質が降り注いでいるのである。  

 

第５章 温泉岳測候所の記録について 
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図６ 温泉岳測候所の記録  

 

（１） 長崎海洋気象台１００年のあゆみ（甲２）においては，当時の温泉

岳測候所長石田泰治による記録が残されている。これによると，「山頂に

おいては 11 時 14 分頃，霧が晴れて視程もよくなった 11 時 40 分頃長崎上

空に見事な鉄砧雲ができているのを初めて発見した。これが原子爆弾によ

って醸成された積乱雲であることは想像に難くない。その形体は第３(a)図

の如くである。この時，雲底と山の間を火災の黒煙が立昇るのが望見され

た。この時の雲の規模を周囲の山岳および当地を通過した際の雲底等より

推定すると雲底 1200～1300 米，雲頂 4000 乃至 5000 米程度と思われる｡12

時 10 分頃より鉄砧の端が東北東に崩れ出した。それは，第３b 図のごとし」 

「13 時 30 分頃より北，北西方が真黒となり，雲の底は積乱雲のそれより

も凄い様相を呈して来た･その速度は割合遅かつた。雲形は手前より

C,KC,SC,N 叉は.SK,SC の順序で当地を通過した。その時の状態を詳述すれ

ば 13 時 40 分頃 C,KC が約 4,5 分で通過し，次に SC であるが寧ろ N の薄い

ものと云った感があった。火災の煤烟が多分に含まれている関係か太陽は赤

褐色を呈し，肉眼でその輪廓をはっきりと見ることができた。周りは暮色と
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いった暗い感じであった。13 時 50 分頃より N,SK になり太陽は見えつ隠れ

つしていた。13 時 50 分より 14 時 00 分の間,雨数滴があった。14 時 2,30 分

頃より前と同様な SC 状の雲に入ったが太陽は橙色となっていったが輪廓は

はっきりしていた。この状態が日没まで続いた。日没後もこの雲は空を蔽っ

て 22 時に至ってはれ，快晴となった。」  

（２） 長崎原爆が投下されたのは８月９日午前１１時２分である。他方，

温泉岳測候所（現雲仙市）の所長の記録では，原爆炸裂後にキノコ雲が発

生したこと，キノコ雲は午前１１時４０分ころの時点で，雲底１２００～

１３００ｍ，雲頂４０００～５０００ｍであったこと，雲底部分は広く広

がり，その先端は，爆心地の南方約２５ｋｍの野母崎の先端付近まで広が

り，北方にも 同程度の広がりがあったこと，キノコ雲は午後２時ころに雲

仙付近を通過したことが記録されている。  

 

写真２ GoogleEarth の俯瞰機能でみた写真 

 

（３）  以上のことは次のように整理できる。原爆炸裂後約 40 分で広が

った野母崎半島南端まで厚い雲の部分を半径 15 ㎞（キロメートル）（）と

判読する（半島よりさらに遠くまで薄い雲が展開しているが，ここでは大

方の論のない見方として原子雲と判断できる部分で抑える）。図６（元図

第 4 図(a), (b))を判読すると，この原子雲の半径は成長し切っていてもうそ
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れ以上拡大していないと理解することができる。高温気団が上昇を停止す

ると原子雲の成長も停止する。上昇の停止は上昇気流の停止であり，水平

方向への成長の停止でもある。雲頂（4000～5000ｍ）の高さから推測して

およそ 10 分そこそこで原子雲の成長が止まったと推察される。半径 15 ㎞

の広さに達したのはこの時点（爆発後 10 分）で達している。直径３０㎞ほ

どの雲の塊はほとんど形を崩さず測候所まで流されて来たと推察できる。

温泉岳測候所は爆心地からほぼ東に約 30 ㎞である。当時の気象記録は，ほ

ぼ毎秒 3～４m の南西の風である。この風に乗って半径 15 キロメートルの

雲の塊が北東方向に移動したと仮定すると，温泉岳の測候所に達する時刻

は 13 時 30 分頃と計算される。温泉岳測候所（現雲仙市）の所長の記録で

は，13 時 30 分頃に北，北西方向が真黒となると記載されていることとつ

じつまが合う。その時の測候所からの雲のスケッチは直径およそ 30 ㎞の円

形（奥行きは伸びていた）として描かれている。ということは，爆心地の

風上の南西方向にもほとんど 15 ㎞の同心円的な原子雲が初期に広がりほ

ぼ形をとどめたまま流されて来たことがわかる。 

測候所の記録では薄い雲が 22 時ころまで続いたとされるが，この長時間持

続した雲は西方向から押し寄せる雲の連続が十分長かったことであるが，

原子雲の通過した地域が強度の放射能汚染状況にあり，放射性微粒子が凝

結核となって雲が生じ続けたのではないかと推察される。 なお，マンハッ

タン調査団の測定記録が爆心地の南西方でも自然放射能より非常に高い値

として記録されていることが上記推定の合理性を裏付ける。  

原子雲は測候所のスケッチでは南北の広がりがおよそ 30 ㎞ほどに展開

したものであるが，測候所付近を通過した様子から判断すると，原子雲は爆

心地を中心に同心円的に展開し，その雲が形を指して崩さずに流れてきたと

理解できる。このことは，爆心地の東方にある温泉岳測候所に雲が到達した

時刻は直径 30 ㎞に展開していた原子雲が北東に進んで到達したとして合理

的であり，その時の測候所からのスケッチは直径およそ 30 ㎞の円形（奥行

きは伸びていた）として描かれている。このことはさらに爆心地の南西方向

にも 15 ㎞ほどまで（同心円的に）原子雲は展開していたことを裏付ける。  

（４） 石田泰治氏は気象の専門家であり，日常的にスケッチを記載してい

たのであるから，石田氏が業務として作成して保管されていたスケッチの
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正確性は担保できる。  

（５） また，東西に広がった原子雲については，原子雲ができる理論的前

提から，南北と同程度に同心円として広がっていたことも理論的帰結とし

て明らかである。すなわち原子雲は同心円的に広がっていた。  

（６） 放射性微粒子が水分子と結びついている間は，原子雲という形で可

視化されていた。その原子雲が存続していた間，その雲の下に居た人たち

が放射線による影響のおそれにさらされ続けた。そして，雲が消滅した後

も，水分子との結びつきがなくなったため，可視化こそされないものの，

放射線環境に脅かされる日々は，9 月初めの大雨と枕崎台風で浄化されるま

で続いたのである。  

このことについて，永井隆著「長崎の鐘」アルバ文庫６２頁には「日は

落ちた。地上は炎々と未だ燃えさかり，空一面にひろがった魔雲は赤くあ

やしく輝いている。西のほう稲佐山の上のみがわずかに空をすかせて，三

日月が細く鋭く覗いている。」という記載がある。  

別添の通り，気象庁によると８月９日の月の出は６時３０分，月の入り

は２０時１４分であるから，上記状況は１９時５０分頃であることがわか

る。 

１９時５０分の時点で，「空一面にひろがった魔雲」が存在したことか

ら，上記時間においても，目に見える放射性物質が滞空し続けていたこと

を裏付けるのである。  

（７） 秋月辰一郞著「長崎原爆記―被爆医師の証言」では，「不思議なも

のである｡私は他の被爆者たちと台風一過，秋風の中に立った｡秋の陽に衣

服を乾燥させながら，なにか気持ちがすがすがしかった｡これはさきの九月

二日の豪雨の後に経験したと同じものであった｡いやそれ以上のさわやか

さだった｡」「私をはじめ職員の悪心や咽吐，血便も回復した｡頭髪も抜け

なくなった｡」「この枕崎台風こそ神風であった｡次つぎと肉親を奪い去る

二次放射性物質，死の灰から被爆地の人びとを救ったのである｡」「被爆後

四十日（枕崎台風来襲）にして被害はくいとめられた観があった｡」と指摘

している。秋月医師は放射性微粒子の存在を認めているのである。  

 

まとめ 
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（１）従来は「火球」で内供構造などは検討されずに片付けられていて，放

射性微粒子が「大量に閉じ込められている」とされてきただけの火球を，

熱力学的に考察することによって，内部構造が明瞭となった。それにより

水平の原子雲になぜ放射能が大量に移行するかが，解明できた。  

（２）水平原子雲が中心対称性をもって展開したこと（爆心地を中心とする

同心円だったこと）は理論的に明らかにされ，温泉岳測候所の記録でも実

際にそうであったことが記録されている。  

（３）半径１２ｋｍの広大な範囲が年間１ｍＳｖ以上に達する濃厚な放射能

汚染域であったことはマンハッタン調査団の調査結果から明瞭である。  

（４）長崎被爆体験者原告団がことごとくすべてが「原子爆弾が投下された

際又はその後において，身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事

情の下にあった者」であることは，その居住した区域がその環境を満たす

ことが証明されたことにより裏付けられるのである。 

 


