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矢ヶ﨑克馬意見書 １

（２０１９年７月２０日）

原子雲のでき方の科学的解明とマンハッタン調査団測定によって

証明された「放射能の影響を受ける」環境

第１の事実

１ 放射性微粒子を多量に含んだ原子雲は，雲の下の，少なくとも

半径１２㎞余圏内の地域を放射能によって汚染した。

第２の事実

１ 原告らの被爆地域拡大の対象地域は，人が身体に放射能の影

響を受けるような事情の下にあった。
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はじめに 

本意見書ではこれまで被爆者援護に奉仕すべき行政，及び司法機関が

無視続けてきた原子雲の存在を改めて確認する作業を行う。次に原子雲

がどのように同心円的に広がったのか，水平の雲はなぜ放射能を大量に

含んでいたのか等を科学的に解明する。それらによって，長崎県民の

「被爆地区拡大是当を求める」全区域が放射能に汚染された範囲であっ

たこと，そして，差別された被爆体験者が「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」ことを科学者の良心に従って証明したい。 

 

 

 

 

１ 原爆の奇襲投下によって形成された放射能汚染はどのようなもので

あったか？  

 当時の放射能汚染環境を検証する広域資料としては，原爆投下側の

マンハッタン調査団(１９４５年９月～)の核爆弾の威力検証目的の調

査しかない。しかも時期的に，枕崎台風後の測定であり，しかもそれ

以前に長崎全域で１０００㎜程度の大雨が降った後の測定である。初

期放射能汚染の原状は保存がされていない状態であった。しかしその

ような条件下でも，初期放射能汚染は遅ればせの測定値の数倍以上は

有ったと正しく見込むならば，広域に測定された希少データとして十

分参考になる。 

２ まず爆心地から１２㎞離れた円周圏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（この数値は原爆による放射能汚染値抽

出の意図があったことを意味する），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，それを年間量に換算した（１mGy／年＝０．１１４μGy／時間＊２４時

間＊３６５日。但し，現行法の公衆に対する被曝制限値は環境の放射能汚染

を示す値である。人間の生活パターンで変化する生活量としては定義されて

いない）。１Ｒ＝８．７mGyである。 
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３ 原爆投下時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：かっこ内は年間換算量。 

 

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）であった。 

 

   ６か所の単純平均は1.44mGy/年である。同心円内の放射能の強さも同様

である。原爆投下時の汚染環境が保たれていない状況では，原状保存が良い

ほど高い値を示し，雨風により失すると低い値を示す。放射性降下物の場所

による偏りがあるが， 高値が古賀地区の３．４４mGy／年で放射能汚染環

境の保存度が良いと見なされる。この分布状況は半径１２㎞地域全域が原爆

による放射性降下物による放射能汚染事情に有ったことを物語っている。特

記すべきは，乾燥している砂漠での核実験では決してありえない風上方向が

原爆放射能に汚染されていた事実である。 

４ 測定値は猛烈な風雨によってその土壌が洗われた後の状態で測定されたも

のであるにもかかわらず平均1.44mGy/年であることは，年間１mGyを優に

上回った放射能汚染事情の下にあったと判断すべきである。そのうえに，実

人間の被曝には呼吸と飲食による内部被曝が加わるのである。 

５ このように被爆地域拡大県民運動の対象であった当該地域全体が，

「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」地域と

判定される。その放射能汚染をもたらした原因は水平に広がる原子雲であ

る。さらに詳細に述べる。 
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はじめに 

 マンハッタン調査団は東西南北同心円的に広範な地域でくまなく放射

能が分布する調査結果を得た。原爆投下による被曝環境はどのように形

成されたかを正しくしる必要がある。 

１ 端的にいえば，等方的に水平に広がった原子雲が放射能汚染をもた

らしたとする以外に科学的考察，説明の仕様はない。現実はそれ以外

には説明できない。 

２ アメリカのネバダ砂漠等での核爆発による放射能汚染は長崎，広島

とは全く違った形態を示し，風下に帯状に分布した。広島長崎とは完

全に異なる分布をしている原因は大気中の水分の状態の違いにある。 

３ 実際，大気が水分を多量に含む場合と含まない場合とでは核分裂で

生じた放射性微粒子の挙動が全く異なる。長崎，広島は大量の水分を

含む多湿度の大気状態で原爆が投下された。核爆発で生成された放射

性微粒子が水分子と結合することによって，運動学的にまた熱力学的

に，乾燥地帯とは完全に異なる現象が生み出された。 

４ この違いを意識して解析した科学的考察は矢ヶ﨑克馬の論文（「季

論２１」 ’18 夏号 p.182―（2018））以外には無い。原子雲と放射能汚

染等について権威に祭り上げられてきた「専門家会議」は力学的熱力

学的に考察する根本的能力がなく，ために誤った結論から脱出できな

かった。 

５ 湿度のもたらす原子雲の展開に伴う放射能汚染の科学的論理と広島

および長崎の現実が一致する。このことによって，長崎県民が要請す

る「被爆地域拡大」が完全に合理的であることが裏付けられる。 

 

 

第１部 原子雲の生成と放射能分布の基礎 
～大気湿度・温度と高温気団の熱力学～ 
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§１ 原爆投下後の放射能汚染分布 

 ―乾燥地帯の核爆発と 

高温多湿状態の核爆発放射能の拡散は根本的に異なる― 

①  砂漠地帯の場合  

⑴   原爆がさく裂した瞬間からわずかな時間に限って，原子雲が構成

される。やがて雲は消失する。砂漠地帯で強烈な断熱膨張があると

少ない水分が凝結して雲となり，周囲から熱の移動を受けると水分

は気化して雲は消失する。放射性微粒子が個々独立の運動をするよ

うになる。直径数μｍ以下の微粒子の運動が現れ，微粒子を結合し

た水分子はもはやない。 

⑵   個々の放射性微粒子のサイズはμm のオーダー，水分子と合体し

たサイズはｍｍのオーダーとなる。重さ（質量）と熱容量で桁違い

となるこの両者は根本的に異なる運動現象を呈す。 

⑶ この事情が砂漠の現象が決定的に広島・長崎の場合と異なり，結

果としては全く異なる放射能汚染分布を作り出すのである。 

これを解明するにはまず個々別々の粒子として存在する放射性微

粒子の運動を理解することが必要である。 

⑷ 放射性微粒子の重さは百万分の１グラムのオーダーである。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。ち

なみに重さが数十ｍｇ程度以上に重くなると全く異なる法則で落下

するところとなる。 

⑸ 水分子と合体した放射性微粒子を含む水滴は 1g 程度の重さであ

る。 

落下速度は微粒子の重さ（直径の大きさ）に依存し大きなものほ

ど早く落ちる（といっても 1 ㎜/秒以下）。横風の速さが毎秒 1m で

あるとすると，風で横に１ｍ運ばれる間に鉛直方向には１ｍｍ未満

の距離を落下する。微粒子は，わずかでも吹いている風に全面的に

運ばれる運動を行う。 

⑹ 落下するまでの移動距離は，爆発の高度と風速に依存する。風に

運ばれ地上に落下するまでに，数百キロも運ばれることとなる。粒

子が大きく重いほど早く落下し軽いほど遠くまで飛翔する。よって
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原爆爆発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

土壌汚染するところとなる。この場合，爆心地より風上や風に対し

て垂直方面に放射能物質を運ぶことはない。 

広島・長崎原爆のように直径 30ｋｍを超えるような幅広い分布を

与えることは決してない。 

⑺ 専門家会議は砂漠モデルであるストークスの法則に従って，放射

性微粒子の動向を論じた。大きな過ちである。 

 

＊ストークスの法則とは， 

空気分子（窒素および酸素）より十分大きく，かつマクロ質量より十分軽い微粒

子に当てはまる法則である。質量が 1000 分の１g～100 万分の 1ｇ程度の微粒子

は，空気分子を攪乱することなく落下し，運動は重力と速度に比例する抵抗（粘

性抵抗）がバランスした等速度で落下する。落下速度は高々毎秒 1 ㎜である。 

 

②  長崎（広島）の場合  

多量の空中水分を含む場合である。 

⑴ 放射性微粒子（核爆発の熱的プロセスを受け原子同士が衝突しな

がら凝集したもの）はアルファ，ベータ，ガンマ放射体を含む。物

理的半減期が短いベータ崩壊が当初崩壊の主流となる。ベータ崩壊

では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，放射線が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

ずれるために電荷を持つイオンに強く引かれるところとなる。 

⑵ 図０にプラスに帯電する放射性微粒子の図と微粒子の周囲に凝集

する水滴の様子を示す。図中右側には水の分子構造を示す。 

放射性微粒子が単独で空中にある場合は速度が毎秒 1 ㎜以下の運

動に従う。プラスに帯電した放射性微粒子の周囲に水分子が凝集す

ると雨滴となり雲を形成する。 
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図 0 放射性微粒子，微粒子に凝集する水分子，水分子の構造 

 

⑶ 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

子を凝集させる。微粒子を中心にして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。水滴は直径１

ｍｍ程度の大きさとなり，重さは１グラム程度となる。従う運動法

則が異なるとともに水滴は微粒子単独に比して巨大な熱容量を持つ

ところとなり，現象を異なったものへと導く原因となる。 

⑷ 水滴は雲を形成し，雲を形成する力学的，熱力学的振る舞いに従

い，放射性微粒子が個別に存在する状況すなわち単純に自然風に従

って運動する力学（ストークスの法則）とは根本的に異なった法則

にしたがう。 

⑸ 主として熱力学・浮力等の関係により，初期の火球は高温故に大

きな浮力を受け，冷えながら急上昇し，やがては成層圏に達する。

中心にできたきのこ雲の主軸（中心軸）は中心ほど温度が高くなる

という平衡状態に達し，この状態を保ちながら全体として冷却して

いく。ある程度時間が経ち温度が冷えると，外側の温度の低い部分
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は，高度 4000m～5000m 程度に存在する，空気の温度勾配が逆転する

境界面で（地上風圏と偏西風圏の境界：圏界面 2＊）に達する時空気

温度と同温度になる。その時この部分は上昇力を喪失して水平に広

がる原子雲を展開させる。この雲は爆心を中心にほぼ同心円的な雲

を形成し，地上の風と共に位置を移動するところとなる。 

この水平に広がる雲こそが原爆直後の放射能汚染源を形成し半径

１２㎞以上の地域にまで全面的に放射能物質をまき散らす元となっ

たのである。なお，成層圏では上昇とともに温度が上昇する。成層

圏と大気圏の圏界面１＊ に達した高温気団（元火球）は，浮力を失

い水平に広がる。 

 

＊説明 

圏界面１は成層圏と対流圏の境界面であり，圏界面２は偏西風圏と地

上風圏の境界面である。 

 

 

§２ 原子雲の成長の熱力学的・力学的原理 

（１）爆発直後の現象 

１ 長崎では原子爆弾に使用されたプルトニウム 239（広島はウラン 235）

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

化，核分裂生成物の生成などが生起した。 

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原子爆弾機材が

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 300m の火球へと成長した。火球の温度は初期で 1000

万℃以上，100 万分の 15 秒後に 40 万℃，0.2 秒後には火球の直径は 310m

となり，表面温度は 6,000 度とされる。 

３ 火球は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 前線とともに移動し周囲

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。膨張

の停止と同時に，高圧壁は内側（中心方向）では高圧の火球が存在する
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ために圧力解除の運動方向は外側に限定され，高圧壁は火球を離れ高圧

衝撃波となって球殻の半径を広げる運動をし，地上を襲う。 

４ 火球の温度分布については，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する。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，温

度が高い中心付近ほど，原子・分子や微粒子の熱力学的速度が大きく，

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。速度分布を有

することが気体各部の浮力の分布を生じさせる（後出）。 

５ 中心軸は高温気団（元火球）が上昇する時，背後に高温気団の一部を

取り残しながら上昇する。取り残された部分は中心軸を形成し，中心軸

には高温の放射性物質が充満する。時間経過とともに中心ほど温度が高

く，周辺ほど温度が低い温度分布になり，その温度勾配のまま冷却され

ていく。外周部分の温度が圏界面２の温度と等しくなったときに，その

部分は上昇できなくなり，水平原子雲に転じていく。 

 

（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
ｍｖ²＝ 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，陽子等で粒子内部での自由度は
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無視できる（回転運動等は無い）とする）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（分子の大きさも無く，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
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大きさを表す普遍定数である。 

 (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，粒子の運動エネルギーは絶対温度Ｔに比例し，かつ運動の可能

な自由度（この場合は３）に比例することを表す。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。 

 

（３）気体分子の運動エネルギーと弾性衝突 

 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（単原子分子等を仮定）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 300ｍ（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す。その際衝突により運動量と運動エ

ネルギーの値が変化しない完全弾性衝突を行う。 

衝突をしてお互いに跳ね返ることを繰り返し，室温，1 気圧の空気中で

は１分子の運動範囲はおよそ 0.07μｍ（10 万分の 7ｍｍ）の範囲を出る

ことはない。マクロな生物としてのわれわれは 0.07μｍ以内の運動を感

知することはできないので，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，野球ボール自体の速度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。 
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（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，液体あるいは気体である物

も温度を変えれば必ず三態の変化を行う。個体および液体では，相を保つ

ためにその相に依存する結合エネルギーが必要であり，相変化する時には

その結合エネルギーの差を出し入れしなければならない。それを「潜熱」

という。 

 気体（水蒸気）の温度が下がれば，液体（水）となる。その際凝縮エネ

ルギーを吐き出す（発熱する）。そして，さらに温度が下がれば，固体

（氷）になる。その際凝固エネルギーを吐き出す。相変化が逆のプロセス

では吸熱が伴う。 

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）に負けてしまい，粒子の運動の仕方が劇的に変化することによ

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。 

この原理により，火球の中の原子たちは超高温で全てがプラズマ状態

である状態から，まず，電子と原子核を含むイオンが合体し，原子同士

がぶつかり合って，結合エネルギーが高い原子から合体が始まり，放射

性微粒子を形成するところとなる。 

 

（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（温度

１K 上昇に伴う膨張の割合）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，膨張の度合いは小さいが同

様に膨張する（相変化に伴う膨張収縮は別の問題が関与する）。この原理

を用いて，棒温度計（液体温度計）が造られているのである。 

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，
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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。 

他方，気体は連続体なので，高温気団（元火球）と中心軸気体の上昇

運動と地表の爆心地を中心とする高熱域で発生させる上昇気流は合体す

る。これがきのこ雲の中心軸を形成した。 

きのこ雲の成長は基本的に高温気団（元火球）の熱（高温）によって生

じる浮力によりもたらされるものである。それに熱線を受けて燃え上が

った地表火災の上昇気流が合体する。 

片や，高温気団（元火球）に浮力を生じさせる大気内で，気団の上昇

とともに生じる大気の温度勾配の変化がその後の水平原子雲の成長の基

本を握る。本意見書では，その構造を具体的に述べる。 
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§３ 原子雲考察に関する歴史的概括 

１ 広島・長崎に投下された原爆の原子雲の特徴は中心軸を持つ「キノコ

雲」と水平に広がる「水平原子雲」である。しかし水平原子雲は「黒い雨

に関する専門家会議」により，また裁判官によって無視され続けてきた。 

２ ① 「黒い雨に関する専門家会議（座長は重松逸造氏）報告書」は原子

雲のできた主たる原因を爆風の反射波(Afterwinds)とする。頭部のドーナ

ツ型部分の真ん中を上向通風（地上からの風）が突き抜けるとする。こ

れらの論は高温気団（元火球）の熱力学的な挙動，浮力を受けて上昇す

る活動についての正しい理解を欠く。そのために基本的解明は果たせて

いない。高温気団の自己運動であるのに，他力によって運動するという

間違ったストーリーを創作して流布した。 

爆風は高圧衝撃波の圧力を減少させる現象であり，高圧部分から周囲に

噴出する。高圧衝撃波の前面と後面で180°その方向を変える。通過前後

で定常的な風を作るものではない。 

さらに球面波である衝撃波が平面で反射する時，波は地下深くの１地点

から発生したように拡散していくのであり，中心に集まり集中した上昇気

流を形成することはない。専門家会議は科学的考察の根本から誤ってい

る。 

② 同じく専門家会議は原子雲頭部から乾燥した放射性微粒子が単独で放出

されるという砂漠モデルに依拠しストークスの法則を使ってシミュレー

ションした。これも明確な誤りである。湿潤な空気の中で放射線はイオ

ンを作ることによって水分子を凝結をさせ，放射性微粒子は水滴の核に

なり，放射性微粒子のときとは比較にならない程重い運動体（水滴）と

なる。さらに運動体（放射性微粒子と雨滴）の熱容量も質量の比以上に

第２部 長崎・広島原子雲の展開と放射能分布 

～原子雲の形成：高温気団（元火球）の急上昇 

と時間遅れの水平原子雲の展開～
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巨大な比率となり，熱力学的挙動に従うものとなる。したがって，広島

長崎ではこのことが気象現象に強く現れる。 

放射性微粒子は水滴の核となり，水滴はストークスの法則とは異なる別の運

動現象となる。 

さらに専門家会議は粒子サイズの設定をストークスの法則が適用不可能な巨

大粒子サイズにとりかえている。二重，四重の誤りを犯している。 

放射性物質の分布は，まず第一に，水平に広がる原子雲による分布が基本で

ある。それに加えて，雨滴となって落下することがない部分はストーク

スの法則が適用されねばならない。雨が降らない場合はストークスの法

則の適用できる放射性降下物となる。原子雲の頭部や中心軸からの降雨

によらないで分布する場合がある。さらに水平に広がる原子雲の下にあ

っても雨が降るとは限らない。そのような場合はそれぞれの雲の部分か

ら落下する放射性微粒子は，ストークスの法則に従う。放射能汚染を考

察する場合はこのような２重の視点が必要である。専門家会議が水平に

広がる原子雲を無視しているのは決定的に誤りなのである。 

３ 原子雲の急成長と中心軸の形成という現象を説明できる原因は，高温気

団（元火球）及びその下に続く熱を持った中心軸の浮力である。これに爆

心地中心半径2㎞ほどの火炎域（地表温度は炸裂直後爆心地で3000℃～

4000℃）の上昇気流が合体する。高温気団（元火球）が自ら作り出す原

因，即ち浮力によって原子雲の現象が発生するのであって，他力系の衝撃

波の反射などによるのでは全くない。 

４ 急激に上昇するきのこ雲の頭部の下には放射能を充満した温度の高い気

団が取り残され（中心軸），これが地上の熱による上昇気流と合体して地

上から立ち上るきのこ雲の軸を形成する。円柱状上昇気団を形成する。こ

れがきのこ雲の中心軸である。 

５ 主原因は浮力である。がゆえに，浮力の基準となる周囲の大気温度が高

度とともに減少する傾向（地上風圏）が，突然暖かくなる（偏西風圏）高

さの境目（圏界面２）で，きのこ雲中心軸の外周部分（中心軸部分より温

度が低い外周部の円筒形気団）の温度が周囲と等しくなり，浮力が失わ

れ，次から次へと下から押し上げる気団がこの圏界面２で上昇運動を停止

させられ，水平に繰り出す運動に変わる（水平原子雲）。 
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この運動の展開変化には，きのこ雲の中心軸の熱力学的状態が，最初熱い中

心軸が外から冷やされ，中心対称となる温度的な定常状態になることと圏

界面で浮力を失う温度まで外周が冷えることが必要である。水平原子雲の

発生は，原子雲の急速な成長から少し遅れたタイミングで開始される。 

６ また対流圏と成層圏の圏界面（圏界面１）で原子雲頭部の上昇が停止す

る。 

７ これらの科学的論理は米軍の撮影した広島，長崎原子雲の写真で明瞭に

裏打ちされる。 

８ 原子雲の中心軸には高温気団（元火球）から置き残された放射能が充満

する。この中心軸の外周部分の上昇運動が水平運動に変化した水平原子雲

には大量に放射能が含まれる。水平原子雲の広がる範囲が放射能汚染の広

がる範囲である。 

９ 雨は雲の下に降る。広島における黒い雨の範囲は水平原子雲で非常によ

く説明できる。長崎は大して雨が降らなかったが水平原子雲が等方的に出

来上がったことでその下に放射能汚染がもたらされた。 

10 水平原子雲から考察した黒い雨の雨域は，広島では，ほぼ完全に住民か

らの聞き取り調査で作図した雨域と重なる（増田雨域及び大滝雨域）。長

崎では温泉岳測候所からのスケッチで明瞭に記録され，長崎県民の「爆心

地から半径１２㎞を被爆地域と認めよ」という主張を原理的にも現実的に

も裏付ける。 

11 専門家会議の誤った物理的描像でシミュレーションされた放射性物質の

拡散範囲は狭すぎて現実に合わない。放射能汚染区域の極端な過小評価に

よって被爆者を切り捨てる武器にされてきた。 

 

 

§４ 水平原子雲の確認 

１ 先ず原爆の爆発規模についてである。米政府により，ソースターム情報

として完全に秘匿され，科学上の検証を阻止された。広島はほぼ１５キロ

トンＴＮＴ，長崎は２２キロトンＴＮＴという情報は完全な，かつ誘導さ

れた憶測でしかない。爆発規模は被爆直後の放射能汚染の主要な部分を占

めた「核分裂生成原子」の数量に直接比例している。生成された核分裂生
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成原子は初期の放射能汚染を規定する。 

２ 爆発規模，威力は水平原子雲の広がりの大きさ等に反映している。広島

は半径約１８キロメートル程度であったのに対し，長崎は主要な雲の厚い

部分が半径１５キロメートル，その先の雲の薄い部分は半径３０キロメー

トルにも及ぶ。 

原子雲頭部の上昇速度は１０分後には１５キロメートル程度までの上昇

を作り出し，この速度は広島と長崎同程度と見なせる。核分裂によりもた

らされた初期の火球温度が同程度であることを物語っている。 

３ 水平原子雲は紛れもなく存在したが，専門家たちは一貫して無視してき

た。被爆者手帳裁判で敗訴させた裁判官たちの一貫した無視は全く同じで

ある｡ 

写真１に米軍機が撮影した広島原爆の原子雲，写真２に長崎原爆の原子

雲を示す。原子雲の写真は広島では１時間後に，長崎では４０分程後に撮

影されている。  

写真１ 広島原爆 ほぼ１時間後。撮影場所は爆心地から約５６ｋｍ（東に３

３ｋｍ，南に４５ｋｍ）の地点であり，高度は８６８０ｍとされる。 
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爆心地は図中に示した赤丸の位置とされる。写真での原子雲中心軸は爆

心点より奥方向左にずいぶんずれ，その中心軸中心に水平に広がる水平原

子雲が同心円的に展開する。水平原子雲は頭部の影をそのまま映し出して

いる。水平原子雲より上側の中心軸は画面右に傾く。これは水平原子雲を

境目として下と上で風向きが異なることを示している。水平原子雲の下の

風向きは当時の地表風（南東の風）と一致し，水平原子雲の上側の傾きは

偏西風（西風）と一致している。よって，水平原子雲が展開する高度を地

表風と偏西風の境目として「圏界面２」と命名した（後出）。さらに原子

雲の頭部は水平に頭打ちされて水平の線で切られている。このことはこの

高さで浮力が消失する温度構造があることを示している。この高度を対流

圏と成層圏の境目である「圏界面１」とした（後出）。 

 

 

 

写真２ 長崎原子雲 ほぼ４０分後 米軍機より 
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原子雲に乱れが少なく，水平に展開する原子雲が同心円的に広がってい

る。この高さが圏界面２である。水平原子雲の下の中心軸の太さは水平原

子雲の上部の中心軸より明瞭に太い。これは，水平に広がる原子雲が下部

中心軸外周部分の気団から水平方向に繰り出している証拠であり，本意見

書が展開する論理の正しさを裏付けている。水平原子雲の上部に大きな頭

部がトロイド形に広がる。この頭部は広島原子雲と異なり，頭打ちがなさ

れていない。広島での撮影がほぼ１時間後であるのに対し，長崎は４０分

後である。撮影時間を反映して長崎の写真状態はまだ「圏界面１」に達し

ていないのである。 

 

 

図１ 長崎原子雲 温泉岳測候所のスケッチ。 １１：４０ とされる。 

 

温泉岳のスケッチには水平に伸びるカナトコ雲が記載されている。左右

ほぼ対称である。水平原子雲の厚い部分は半径１５㎞ほど，薄い部分は半

径３０㎞程度にまで伸びている。カナトコ雲の雲底の高さは「温泉岳に流

れてきた雲から推定して１２００～１３００ｍ」とあるが，スケッチが上

下左右同じ縮尺で描かれたと仮定すると水平方向の広がりの尺度を用いて

実際はおよそ４０００ｍと推察される。したがって偏西風域の高さはほぼ

４０００ｍと計量され，広島原子雲とほぼ一致する。同様に原子雲 高部

の高さは１３㎞を超えると推察される（後述）。 
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 これは，放射性物質の塊の空中存在を証明するものである。政府や御用

専門家がいう，灰は成層圏に飛散し，地上にフォールアウトはないかのよ

うな説を否定する証拠である。被爆者手帳の交付請求を棄却した司法機関

は，この写真やスケッチの証拠価値をどんな論理によって否定できるの

か。科学の真理の名において，また科学者の良心にかけて司法及び裁判官

個人に，そのかなえの軽重，裁判官の「良心」の有り様を厳しく問う。 
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§５ 「専門家会議」見解の誤り 

 

 
  （１）原子雲及び衝撃塵形成の説明図  （２）原子雲成長過程 

 

図２ 黒い雨に関する専門家会議の説明図 

 

図２に黒い雨に関する専門家会議報告書に記載される彼らの原子雲形成の物

理的概念を示す。図２（１）で，核分裂でできた火球を認めるものの，原子雲

の形成は爆風の反射(Afterwinds)が原子雲を成長させるものとして分析してい

る。図２の（２）では地上からの土壌を巻き上げて衝撃塵がきのこ雲を貫く

「トロイドの中心を通る上向通風」としている。 

１ 科学的誤りの第１は，爆風が地面に当たって反射する反射波は四方八方
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に拡散するものであり，決して中心軸に目掛けて集中する方向性を持たな

い。しかし専門家会議は中心に集中し原子雲を押し上げるとする。物理的

根拠のない作り話である。 

２ 第２に，爆風は実は卵の殻のような高圧の空気壁が爆央から４方に広が

るもので，通常の爆風とは異なる。高圧空気壁の前方では進行方向の爆風

をもたらし，空気壁の後方では高圧壁から吹き出す後ろ向きの風をもたら

す。空気の動きは衝撃波が専門家会議の結論のようにたとえ中心に集中す

るものであってもそのもたらす風は衝撃波の反射が通過する前は上向きで

あるがその直後は下向きの風がもたらされて上向きの定常的な風とは決し

てならない。衝撃波の反射波の実態は中心から外側に拡散させるもので決

して１方向の指向性を与えるものではない。 

３ 第３に，広島では反射する面が平面であるが長崎は起伏に富むため，反

射した波面は決して一様ではなく反射させる地面の向きにより互い違いの

方向性を持つ。にも拘らず長崎で観測された原子雲は非常に整った中心性

を保つ。この事実一つとっても，専門家の原子雲の生成原因とした「爆風

の反射波がもたらした原子雲」の描像は誤りであり，物理的に成り立たな

いものである。 

４ 本論で述べる筆者の考察は原子雲成長の第一要因は高温気団（元火球)の

持つ浮力である。高速で上昇する高温気団（元火球）の下には高温の気団

が取り残され中心軸を形成する。中心軸は高温気団（元火球）を追随して

上昇気流を形成するが，この上昇気流は地上の熱線で加熱された地域の上

昇気流と合体する。高温気団（元火球)およびその下部の上昇気流を補助し

一体となる爆心地中心半径２㎞ほどの焦熱域の上昇気流がきのこ雲の中心

をなす連続した中心軸の形成となる。 

強烈な熱線を放射され，地表物体の沸点を超える焦熱を与えられた「火

炎域」の地上からの上昇気流はまさに中心性を持つこととなる。上部の高

温気団（元火球)による上昇気流は連続性として原爆が爆発した高度６００

ｍ以下の部分にも上昇気流を求めるのだが，それと完全に合体するもので

ある。地上６００ｍ程度以上の高温気団（元火球と中心軸）の上昇に伴う

激しい上昇気流がそれより下部の火炎域からの上昇気流と連結する必然性

は熱力学的考察で明瞭である。 
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５ 専門家会議は火球（高温気団（元火球））の浮力の考察に及ばず，決定

的な誤りを導いている。上記図２の（１），（２）の説示は明白な誤りで

ある。 

６ 第２陣高裁判決は「国際的に通用する科学的知見を踏まえると，長崎原

爆の爆心地から7kmないし12km程度離れた被爆末指定地域に，健康に影響す

るような放射性降下物の降下があったとは考えられない」（p.9）。さらに

「これによる放射性物質は，大半が火球と共に上昇し，成層圏にまで達し

て広範囲に広がったといえること，一般に，空中核爆発の場合，地表核爆

発の場合に比べて，直下の放射性降下物による被害が著しく小さくなるこ

とから，長崎市内に降り注いだ放射性降下物は極めて少なかった」(p.10)

と判示した。専門家会議及び政府機関の言分そのままを根拠にしたとんで

もない妄言である。科学的に成り立ちえない専門家会議の言説に盲従し，

水平に広がる原子雲という存在証拠があるのにそれを無視し，さらに，原

爆による放射能汚染の明瞭な記録であるマンハッタン調査団測定結果さえ

無に帰させている。これらの間違った説しか支持しない一部裁判官たち

は，ものごとを科学的に見て，自分の頭脳を駆使して考察する能力のない

ことを如実に示している。科学をしない裁判官の司法における存在は，司

法の科学理解が小中学の理科少年に劣る絶望的レベルにあることを露呈し

ている。猛省を求める。 

 

 

§６ 原子雲の形成メカニズムー物理的基礎 

（１）高温気団（元火球）及び原子雲の中心軸には温度勾配がある 

 既に第１部において以下のような説明を行ってきた。火球が冷えて高温気団

となり高温気団が上昇したと。 

① 原子爆弾に使用されたウラン 235（広島）プルトニウム 239（長崎）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が行われた。 

② 爆発後，高温の火球ができた。 

（イ）上昇運動が展開する前に，火球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。火球は今まで空気の詰まっ
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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した（温

度が高く速度の大きい気体の原子分子が温度の低く速度の小さい気体の

分子と衝突して跳ね飛ばす）。 

（ロ）排除の仕方が急激であり強力であったので，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，火球の膨張を妨げる抵抗力を形成

した。空気の高圧壁は高温の放射能気体と接して圧力を高めていくので

放射能を含む。 

（ハ）そしてやがて火球の膨張を停止させた。火球の膨張停止と同時に，高

圧壁は火球を離れ高圧衝撃波となって周囲に広がり地上を襲った。 

③ 核分裂過程で， 

（イ）まず強烈に発光しながら原爆の全構造材をすべて融解・気化して灼熱

の芯部をつくり，目視される火の玉に変わった。 

（ロ）さらに断熱的（膨張・収縮等が生じる場合に熱の出入りが無いことを

表す用語。膨張の際には温度が低くなる。逆に熱の出入りが十分に行わ

れる場合は同じ温度で現象が進み，それを「等温的」と表現する）に急

膨張して直径約３００ｍの火球へと成長した。 

（ハ）断熱膨張の過程で火球温度は下がり高温気団となった。 

④ 出現した超高温は原子や分子の速度(熱力学的速度)をものすごく大きな

ものにする（温度はその気体等の物体中の原子，分子等の運動エネルギ

ーの別表現である。温度が高いほど原子や分子の速度が大きい）。 

⑤ 火球の周辺は 

（イ）通常温度の空気と接するために熱を奪われる。したがって，火球の中

心ほど高い温度を保存し，より温度の低い気体分子と衝突するときはエ

ネルギーを授受するのでその速度がそれらの中間的な速度となる。 

（ロ）その結果，火球内（あるいは高温気団）の中心ほど温度が高く，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。この温度勾配の

ついた状態は急速な高温気団および中心軸の上昇に対して時間的に少し

遅れて達成される。 

（ハ）このとき，中心付近ほど温度が高いということは，原子・分子や微粒

子の熱力学的速度も大きいことを意味する。 

（ニ）他方，周辺へ行くに連れて温度が低くなり，熱力学的速度が小さくな
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るという速度分布を生じる。元火球の中にあった放射性微粒子は外へ外

へと押し出されることになる。 

⑥ 温度（運動エネルギー）が１００倍になると熱力学的速度は１０倍に

なる。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（力積）を大きくする。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。周囲の圧力が一定ならば，その気団の体積

は１００倍となり，気団の密度は１００分の１となる。 

⑦ 高温気団あるいは中心軸内の温度勾配がもたらす浮力と放射能の分布 

（イ）重力下では周囲の大気との密度の差が浮力となる(気団の密度が大気

密度より少ない場合)。 

（ロ）熱力学的速度が大きい中心部分は大きな浮力を持ち，速度が小さい

外周部分は小さな浮力を持つ 

（ハ）温度勾配と放射能の分布の様子を図３に示す。 

 

  

図３ 火球（高温気団）を真   図４ 火球および原子雲中心軸 

上から見た場合の温度勾配。   を真上から見た時の温度勾配を 

温度が高いほど気体密度が低い  熱力学的分子速度で表現する。 

ので，放射性微粒子も気温の   分子速度は矢印で示している。 

低い部分が密度が高いこととなる。 

   

 

   図３のように中心部分ほど温度が高い事情は原子雲の中心軸にも当ては

まる。中心軸は火球（高温気団）の上昇運動によりダイナミックな気体運

動のなかで出来上がる。高温気団の下方に熱が置き残されるが，周囲の大
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気により冷やされるので置き残された熱は中心対称を保つ。原子雲中心軸

でも中心ほど温度が高く，周辺ほど温度が低い対称性ができ上るのであ

る。すなわち，周辺ほど空気や放射性微粒子の密度が濃いのである。 

（ニ）この関係を微粒子・分子の熱力学的速度で表現したのが図 4 である。 

高温気団（元火球）の温度の方が中心軸の温度よりずいぶん高いのであ

るが，図はそれぞれ水平断面での速度変化の相対的様子を示すものと理解

していただきたい。また，分子速度はあらゆる方向をとるものであるが，

図中では 1 方向に整理して示す。分子速度の二乗が温度（絶対温度）に

比例する。 

（ホ）さらにこれらの関係を原子雲中心軸の各部分の浮力で表現したのが図５

である。浮上速度は中心が早く外周が遅い。 

  

図５ 原子雲中心軸各部分の持つ  図６ きのこ雲頭部の形成と中心軸 

浮力の大きさ。図中圏界面（２）   への放射能，熱の集中メカニズム 

は地表風圏と偏西風圏の境界，    高温気団（元火球）は常に原子雲の 

圏界面（１）は対流圏と成層圏の   最上部にあり，原子雲成長の原動力と 

境界を示す。            なっている 
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（２）きのこ雲（頭部と中心軸）の形成 

―熱，放射能の集積プロセス― 

原子雲形成の基本メカニズムを確認する。 

（イ）原子雲の形成は高温気団（元火球）が原子雲の形成や放射能拡散等す

べての現象のみなもとである。 

図６にきのこ雲（原子雲頭部）の形成メカニズムと原子雲中心軸に熱

と放射能が濃密に留まることを図解する。 

（ロ）高温気団（元火球）はきのこ雲の頂点に有る。なぜなら，原子雲が高

速で上昇することなどすべての上昇現象は，高温気団（元火球）の浮力

によるものであるからである。高温気団直上の冷えた空気は高温気団の

熱に会い，急速に熱力学的速度が上昇し膨張するので高温気団からは横

方向に広がる粒子の流れが形成される。 

（ハ）上昇に伴い高温気団直下は気圧が低くなり，頭部 上部からの吹きだ

しは高温気団直下に吸引されてドーナツ型を形成する。 

（ニ）高温気団（元火球）の下の部分には熱と放射能が置き残される。中心

軸が熱（温度が高い放射能微粒子分子原子）と放射性物質により満たさ

れる。 

（ホ）原子雲中心軸は中心ほど温度が高く，中心軸は周囲から冷却されるの

で周辺で低い温度となり中心対称性を取る。 

 

 

§７ 空気温度の高度依存性による逆転と浮力喪失 

―水平原子雲の形成―  

（１）大気温の不連続性 

（イ）対流圏では空気の温度は高さが増すにつれて低くなる。 

（ロ）ところが，上空に地表風とは異なる温度の偏西風が吹いている。地表

風圏から偏西風圏に切り替わるところ（圏界面２）で温度が高くなる。 

（ハ）夏の偏西風は地表風より温度が高いことがある。広島原子雲の写真か

らは地上風と偏西風の風向きの関係からこのことが裏付けられる。 

（ニ）ただし，このような温度勾配の逆転は他の気象現象でも生じ得る（た

とえば夜間放射冷却された状態での空気の温度分布が，朝日がさして地
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表温度が上がり温度勾配を逆転させるというような場合でも同様な状態

になりうる。本意見書は広島原子雲の挙動に合わせて地表風圏と偏西風

圏の境界とした）。 

（ホ）外部気温が偏西風圏で温度が高くなり，圏界面 2 で浮力事情にまず

異変が生じる。 

圏界面２の高さにおける熱力学的物理現象を考察する。中心軸の浮力

は元火球の高温気団の浮力より小さいのだが，中心軸での外周の浮力は

中心部の浮力より小さい。この温度勾配が付いたまま中心軸は冷やされ

ていき，圏界面２で圏界面の空気と同じ温度になると，もはや浮力は失

せ，上昇できなくなる。上昇できなくなった気団は下から押し寄せる上

昇気流に押し出され水平方向に展開するしかない。 

（ヘ）しかし中心軸の中心部分は浮力が大きいから圏界面２を突破できる。 

この様子は長崎原子雲の水平原子雲の下部の中心軸はそれより上部の

中心軸よりずいぶん半径が大きいことにより，本意見書の理論が正当で

あることが裏付けられる。 

（ト）この圏界面２で浮力を失う気団は下部からあとからあとから気団が到

着するので水平面に押し出される。押し出され方は中心対称が保たれる

ので中心軸を中心とする同心円形の雲となる。これが水平に広がる原子

雲である。 

（チ）浮力を失うほどに中心軸外周気団の温度が下がるには時間が必要であ

る。きのこ雲が形成されてから少し遅れて水平原子雲は出現する。水平

原子雲はたっぷりの放射能を含む雲である。 
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図 7 水平原子雲の形成原理と高温気団上昇停止のメカニズム 

圏界面２で水平原子雲が広がる。水平原子雲の下部の中心軸は太く，上部の中

心軸は細い。この差が水平原子雲を形成することの裏打ちとなる。 

 

 （リ）同様な大気温の高度依存が変化する高さがもっと一般的に存在す

る。高さが上昇し対流圏と成層圏の境界面すなわち圏界面１に到達す

れば，周囲の気体の温度が高さに依存せず一定に保たれ（界面層），

あるいは高度と共に上昇する（成層圏）ようになる。ここでは温度勾

配の逆転が生じる。ここでも浮力事情に変化が現れる。高温気団はこ

れ以上上昇できず，頭部が天井に接したかのような水平面となる。こ

の構造を広島原子雲に見てとることができる。 

 

 

§８ 水平原子雲は何故どこで形成されるか 

（１）大気の温度勾配が変化する高さで水平原子雲が成長する 

（イ）原子雲形成の第一原理は高温気団（元火球）ならびに中心軸の浮力で

ある。浮力は当該気団の温度が周囲の温度より高い場合に限って働き，

当該気団は上昇運動を行う。浮力は周囲の気温と当該気団の気温の高い
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か低いかの関係によって決定される。 

（ロ）地表風圏域では大気の温度は高度とともに低下し，圏界面２で偏西風

域に入るところで，大気温度が上昇に転ずる。偏西風の大気温度は，原

爆投下された当時は偏西風の気温が高い状態であった。そのように理解

しなければ広島原子雲と長崎原子雲で両者が共通に持つ水平原子雲を理

論上説明することは不可能である。 

（ハ）圏界面２で大気温は低温から高温へ逆転する。 

初期の原子雲が急成長して圏界面２に達した時，頭部の高温気団と中

心軸は旺盛な上昇力（温度が周囲より高く浮力を持つ）により温度が高

い偏西風域に突入してもなお上昇する。 

（ニ）ところが，中心軸が形成され円柱型の半径もほぼ不変の状態に入る

と，中心軸の中心部分は外周より高い温度を保ったまま冷えていく。冷

えていく過程で中心軸の外周部分の圏界面２の直下の部分の温度が上側

の層の温度より低くなって，当該部分は浮力を失い圏界面２を突破でき

なくなる。 

 

（２）時間が経過して，きのこ雲中心軸温度が下がってから水平原子雲は展開

する 

（イ）水平原子雲の出現は，少し時間が経過してから出現する。原爆投下直

後の原子雲が形成された時は中心軸の温度が高く，浮力が優れ，圏界面

２を一様に突破してしまう。水平原子雲はすぐには出現しない。ある程

度時間が経過して温度が下がり，圏界面２の偏西風圏 下部の温度に等

しくなって，浮力を失う温度に冷却されるまで水平方向への原子雲の展

開は無い。もちろんこの時，写真からも明瞭であるが，原子雲中心軸の

中心部分は温度が高く，圏界面２を突破している。 

（ロ）地表風圏では中心軸は，中心部分も外周部分も浮力を維持する。 

外周部分は後から後から下から押しあげるように圏界面２に向かっ

て放射能入りの気団が移動してきて，圏界面２で浮力が無くなる。圏

界面で浮力を失った気団（外周部分）は水平方向に繰り出すことにな

る。 すべての半径方向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
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に等しい量が噴出され同心円の水平原子雲が形成される。 

これが水平方向の原子雲が広島でも長崎でも半径１５～３０キロメ

ートルに展開していく力学的源である。この水平原子雲の成長は原子

雲中心軸の急速な上昇より時間的には少し遅れて出現する。 

 

（３）浮力説を裏付ける現場写真 

① 中心軸の傾斜と水平原子雲 

（イ）原子雲中心軸の外周部分が水平原子雲となる事情は長崎原子雲の写真

が裏付けている。すなわち水平原子雲より下にある中心軸の直径は水平

原子雲より上部にある中心軸の直径よりずいぶん太い。太い部分は放射

能を大量に含んだ原子雲であって，これが水平に広がっていくのであ

る。 

（ロ）写真で軸の傾斜が見られないのは長崎では地上風と偏西風の風向き

が共に南西方向で一致しており，これを風下から撮影したものと見ら

れる。 

（ハ）同じことが広島原子雲でも明瞭である。広島原子雲は爆心地から見て

南南東の方向から約１時間後に撮影されたものである。その時地表風は

南南東ないし南東の風で風速３m/秒とされ，上空では偏西風が吹いて

いたことが確認されている。写真では爆心地から奥方向左側（北北西～

北西）に原子雲中心軸が流されて，軸が斜めになり，中心軸の中心が移

動し，そこから水平原子雲がほぼ同心円的に広がっている。それより上

空では原子雲中心軸は右側（東）に傾斜している。偏西風の影響を受け

た証左である。 

この移動方向は全体的に地表風と偏西風により，それぞれ北北西およ

び東に原子雲が運ばれたと説明できる。 

（ニ）写真１，２は浮力による原子雲の形成と運動を見事に裏付ける。 

（ヒロシマ原子雲）風速３m/秒から計算できる結果は１時間後の中

心軸の位置は北北西に１０㎞移動しており，写真から読み取れる水平

原子雲の半径は１５～１８㎞である。この面積及び位置は増田雨域及

び大瀧雨域と基本的に重なる。 

（ホ）長崎では「被爆地域拡大」の対象地域をすっぽりと包むものである。 
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爆心地付近でなお，地表が熱せられ，その後の火災に伴う気流は原

子雲の中心軸周囲で上昇気流となり，圏界面２で浮力を失い，やはり

水平方向に押し出される雲となった。 

② 原子雲上昇停止 

（イ）同様に浮力構造に変化が生じるのは対流圏と成層圏の圏界面１であ

る。ここでは偏西風域を上昇してきた元火球の高温気団全体が浮力を

失う。 

（ロ）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１（対流圏界面）であ

る。 

（ハ）圏界面１で大気は 低気温となりほぼ一定気温を保つ。 

圏界面１で大気温が等温に保たれている部分がありその上部の成層圏

は高度上昇とともに気温も上昇する。 

（二）広島の写真では頭部が水平面で頭打ちされている様子が確認できる。

圏界面１で，まず高温気団の外周部分が浮力を失い，水平方向に原子

雲が伸びていく。それが写真１での「圏界面１」と示された高さでの

横方向への広がりである。さらに高温気団の中心部分は上昇するが，

成層圏で周囲の温度が上昇するので，高温気団の温度が周囲と同じに

なったところで浮力を失う。それが 上部に現れた水平面である。こ

れが写真１から読み取れる推察である。 

（ホ）長崎原子雲の写真はまだ圏界面１には到達していない時間帯にあった

と推察される。 

（へ）以上が原子雲の生成及び運動原理であり，水平の原子雲が同心円的

であることの理由である。気象学的諸事情で雨の落下途上で放射性微

粒子の周囲の水分子の凝結が消失しても上記した放射性原子雲の展開

した範囲内のことであり，たとえ雨が降らなくても水平原子雲の下は

放射能汚染が強いのである。それぞれの部分から放射性微粒子が水滴

とならずに落下する場合はストークスの法則に従う。 
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§９ 衝撃波 

 ① 核分裂連鎖反応直後，火球中心部から高温，高圧の気体が外に急膨張

する。その膨張前面フロントに接触する空気がフロントとともに急激に

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，高圧空気が高温・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。 

 

 

図５ 衝撃波と爆風 

 

② 火球の膨張が速度が低下し静止しても，  

（イ）高温・高圧のフロントは圧力の低い外側へ進み続ける。 

（ロ）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直後で，

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。 

（ハ）衝撃波からは圧力を低める現象として両側に向けて強風が吹き出す。

この衝撃波が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。 

（ニ）圧力の急激な増加と減少が瞬間的に連続するために，被爆者には目が

飛び出たり，はらわたが飛び出る悲惨な被害があった。 

③ 高圧部分からの急激な空気の移動によって，風が強く吹く。 

（イ）衝撃波の襲来のときは前進方向に，通り過ぎる時には後方に爆風を発

生する。 
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（ロ）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地点（爆央）から上昇過程に入る。 

（ハ）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，背後に放射性物質を放出し続ける。なお，高圧フ

ロント部分にも放射性微粒子は移行している。 

（ニ）専門家会議は衝撃波前後の風向き変化などを合理的に理解できていな

い。衝撃波の反射波が原子雲生成の原動力であるという誤った判断に陥

った。 

 

§10 中心軸と水平原子雲への放射性物質の移行 

（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。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）。 

（２）核分裂連鎖反応のなかで発生した高温によって，全ての原子核や電子

は大きな熱エネルギー（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

（プラズマ）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を再

構成できるようになる。さらに原子たちが結合して放射性微粒子の分子

を形成する。 

（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主として高温気団の下に形成さ

れる中心軸に移行させ，かつ，周囲に降り撒きながら，急激に上昇す

る。高温気団が冷やされ，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。高温気団となってからも，放
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射性物質は充満し，高温気団（元火球）が通過した経路上に中心軸を形

成し中心軸は強く放射能を帯びる。 

（４）放射性物質の原子核から放射された粒子線，及び電磁波は，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。空気中の水分子は放射性微粒子および電

離イオンに吸着して水滴を形成する。 

（５）ベータ崩壊では原子核からマイナス電荷を持った電子が放出されるが

放射体である放射性微粒子（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。   

（６）高温気団（元火球）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下部の中心軸および外部に放出され続ける。中心軸

から分離展開した水平原子雲は放射性物質で満ちている。 

（７）圏界面２を突抜けできない水平に広がる原子雲は温度が低く，むしろ

放射性微粒子濃度が高い部分である。圏界面２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）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。気団内の放射性微粒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）なお，放射性物質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

が凝固し，それに伴う発熱が生じる。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

和蒸気圧温度に低下する前に強制的に凝固が生じると言える。この際

凝集熱が解放される。自然的条件よりずいぶん高い温度で原子雲が生

成されたと推測される。   
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§11 雲底1200～1300米，雲頂4000乃至5000米について 

 
 

 
図６ 温泉岳測候所の記録 

第３部 温泉岳測候所の記録の吟味 
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（１）長崎海洋気象台１００年のあゆみ（甲Ａ７）には，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。」 

上記のように「・・推定すると雲底 1200～1300 米，雲頂 4000 乃至

5000 米程度と思われる」と記述されている。しかしながら，横方向の距

離，例えば野母崎までの距離と比較しながら高さを推定すると 雲底は

4000～5000 米，雲頂は 13000～15000 米程度，と計量できる。この高さ

は広島原子雲の写真から得られる水平原子雲と原子雲頭部の高さに見合う

ものである。測候所長の推定は訂正を要すのではないかと思料される。 
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§12 風向き，風速等 

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，

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３ 温泉岳測候所から長崎市方面を望む。GoogleEarth の俯瞰機能でみ

た写真 

 

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

半島までの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，ここでは大方の異論のない見方とし

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。高温気団が圏界面 1 で上昇を停止する時と圏界面２で水

平原子雲の広がり活動の停止は同時ではないと考察推察されるが，水平原子雲

が半径 15 ㎞の広さに達したのはスケッチ時刻において完了している。 

半径 15 ㎞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
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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 5 分～13 時 50 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

半径 15 ㎞ほどの同心円的な原子雲が初期的に広がった形をとどめた雲の塊の

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。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を示す。原子雲の

通過した地域が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

上，爆心地の風上である南西方でも，自然放射能によっては説明できない，非

常に高い値として記録されていることは上記推定の合理性を裏付ける。 

原子雲の東西のひろがりについては，原子雲ができる理論的前提からも，ま

た南北が同程度に広がっていたことからも，さらには測候所長の記録と通過雲

量の概略計算の帰結としても明らかである。すなわち原子雲は同心円的に広が

っていたことを否定することはできない。 

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微

粒子の原子核自然崩壊による外部放射線だけでなく，放射性物質の体内摂取に

よって，放射能の影響を受け続けた。そして，雲が消滅した後も，放射性微粒

子は放射能汚染環境を形成し続けた。 

 

 

§13 放射性降下物の健康影響 

このように放射能環境が主として水平に広がる原子雲によってもたらされ

た。放射線被曝は，放射能環境が風雨の影響を受けない時点での初期被曝だけ

を考慮しても被曝した人の一生に渡って健康被害とその恐れを及ぼし続ける。   

 まず，放射性降下物による外部被曝がある。 
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さらに重大なことは放射性微粒子を内部被曝したことである。 

放射性微粒子は不溶性が主であることが科学的に推察されており，空気を呼

吸するあるいは食料と一緒に食べることにより体内に入り固定される。そのよ

うな微粒子が存在することは広島でも長崎でも原爆犠牲者によって確認されて

いる。 

微粒子中の原子で も多量を占めるプルトニウム 239 は半減期が 24000 年

であり，次に多いセシウム 137 やストロンチウム 90 は半減期がおよそ 30 年

である。 

初期被曝が非常に怖いものであったことは次章に示す永井隆，秋月辰一郎両博

士の記述により明瞭に示される。しかし放射能環境の健康への影響は風雨後も

ずっと続くのである。 

 

 

§14 永井隆，秋月辰一郎両博士の記録 

① 永井隆著「長崎の鐘」（アルバ文庫６２頁）は貴重な証拠である。 

 「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。 

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。 

１９時５０分の時点で，「空一面にひろがった魔雲」が存在したとい

うことは，この時間においても，放射性物質と原子雲が滞空し続けてい

たことを証明するのである。当日のことだけでなく，永井博士は被爆者

の往診に従事し，患者及び部下職員の被爆症状を観察，記録している。 

②  秋月辰一郞著「長崎原爆記―被爆医師の証言」の貴重さも同じであ

る。 

 「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｡
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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に気づき，それが人々の生命と健康を

蝕み続けていたことを認識していたのである。 

この秋月医師もまた，残留放射能の影響，実体験を記録している。台

風襲来前はその後とは比較にならないほど強い放射能汚染環境があったこ

とを記録しているのである。 

 「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」 

 この述懐は放射性物質，フォールアウトに対する過小評価に対抗する決

定的反証として，貴重な観察証言である。 

 

まとめ 

（１）力学的・熱力学的に考察することによって，原子雲の形成原理，被曝の

構造が明瞭となった。 

（２）原子雲の運動と構造形成の第一原理は高温気団（元火球）の浮力であ

る。高温気団（元火球と中心軸）の温度が周囲の気温より高い限り浮力が

生じ，上昇運動の原動力となる。圏界面２（地上風圏と偏西風圏の境界）

と圏界面１（対流圏と成層圏の境界）でそれぞれが浮力を失う。圏界面 2

で原子雲は水平方向に展開する。 

（３）高温気団（元火球と中心軸）の温度構造はそれらの中心ほど高く，周辺

に行くほど低い。熱力学的関係により温度の低い部分ほど濃い放射能が存

在する。周辺部分は温度が低いので周辺部分は濃く放射能微粒子を含む。

故に高温気団（元火球）に含まれる大量の放射能は中心軸に移行し，さら

に水平原子雲に多量に移行する。 

（４）原子雲の水平運動は圏界面 2（地上風圏と偏西風圏の境界）で展開す

る。初期の中心軸は温度が高いので圏界面を突破する。中心軸が形成され

てから一定高度の高さでは中心軸の温度は次第に低下する。中心軸の中心

より温度が低い外周部分の温度が圏界面２の大気温度まで冷えた時，浮力

が無くなり上昇運動は停止する。中心軸の外周部分の圏界面２より低い部
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分は浮力を持っているので下から次々と圏界面２に到着し既に浮力がゼロ

になった雲を水平に同心円的に押し出し，自身は浮力を失う。これが圏界

面で水平原子雲が広がる理由である。 

これが少し遅れて発達する水平に広がる原子雲である。きのこ雲の中心

軸および水平の原子雲には大量の放射能が付随する。 

（５）水平原子雲は半径１５㎞ほどで，長崎県民の要求する「被爆地域拡大」

対象地域より大きい。水平原子雲は被爆体験者の居住する地域全域をカ

バーする。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なった。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。 

（６）「被爆地域拡大」対象地域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。その放射能汚染環境は台風襲来前はもっと酷かったことは

秋月医師の記録に明快である。 

（７）「長崎被爆体験者」と差別され続けた原告らが「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，証明された。 
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