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内部被曝と原爆症 
 

矢ヶ崎克馬(琉球大学理学部) 

１ はじめに 

私は琉球大学理学部で教授として物理学を教えています。 

長野県松本で育ち、広島大学大学院で物性物理学を専攻するために、1968 年に広

島の地を踏みました。そこで結婚し、沖縄には 1974 年、復帰後 2年目ですが、国立

移管された琉球大学に物性物理学の教育研究の基盤を確立することを目的として赴

任しました。研究分野は物性物理学で、電気伝導やエネルギー輸送あるいは磁性に

関する研究を実験的な手法により行っています。 

物性物理屋の私がなぜ、原爆症認定集団訴訟の証人をお引き受けしたのかという

と、次のような事情があります。 

私は、歴史上初めて原爆の被害にあった広島の地に学んで、被爆者の方に接し、

平和の問題を深く考えさせられるところがありました。そのようなときに、第 2次

世界大戦で日本としては唯一の地上戦が行われた沖縄に赴任する機会を得、改めて

平和に対する何らかの行動を行なう動機を得ました。私は、1984年から大学共通教

育に「核の科学」という授業を創設し、現在に至るまで継続しています。その中で

原爆の原理、仕組み等核兵器のことも研究しました。今から 7年前になりますが、

1996 年から 1997 年に掛けて米軍が沖縄の鳥島で劣化ウラン弾を誤射したことが 1

年後に暴露される事件が生じました。このときに低レベル放射能といわれている劣

化ウランであっても体に取り入れた場合の内部被曝が危険であることに気づきまし

た。このようなときに、原爆により被曝した方々が、原爆症を発症しているにもか

かわらず原爆症の認定を受けられなくて苦しんでいる現状を知りました。もし私が

解決への力に少しでもなりうるならば全力を挙げたいと思いました。 

 

２ 原爆放射線 

２－１ 放射性物質と放射線 
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全ての原子はプラスの電荷を持つ原子核とマイナスの電荷を持つ電子から構成さ

れている。原子の原子核から外部からの刺激なしに放射線を放出する性質を放射能

という。放射線を放出すると原子核は別の原子核となるので、これを放射性崩壊あ

るいは単に崩壊という｡原子の中にある電子にエネルギーを与えて、電子を原子や分

子から引き離す作用を電離という。放射線の中で、原子や分子を電離しうる放射線

を電離放射線という。ここでは単に放射線というときは電離放射線の意味で使うこ

とにする。放射性原子核を持つ原子を放射性原子といい、放射性原子を含む物質を

放射性物質という。図1で放射線と放射能等について説明する。 

 

 

 

原爆に関する放射線にはアルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線と中性子

線がある。アルファ線はウランやプルトニウムのように重い原子核から放出された

ヘリウムの原子核、ベータ線は原子核から放出された電子で、共に電荷を持ってい

る。ガンマ線は質量も電荷もない光子あるいは光量子と呼ばれる電磁波で、電磁波

の仲間の中では最も大きいエネルギーを持つ (光も電磁波の仲間である)。 
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ウランやプルトニウムなど核分裂性物質の原子核が核分裂するとき、原子核が割

れると同時に中性子を放出する。原爆の炸裂とほぼ同時に地上を襲う放射線の主な

ものが中性子線とガンマ線である。中性子線は電荷をもたないので、原子核にぶつ

かり原子核を突き飛ばしたり、あるいは原子核に吸収されてその原子核を放射化す

る。中性子に突き飛ばされて走り出した原子核は電荷をもっているので、盛んに電

離作用をする。また、中性子を吸収して放射化された原子核はベータ線やガンマ線

を放出して電離作用を行う（図2-1,2）。このように、中性子は結局電離を引き起こ

すので電離放射線とされる。中性子は原子核にぶつかるまでは電離作用をしないま

ま走るので、透過力の大きい放射線である。 

以上のように、放射線によって透過力に大きな違いがあるので、放射線の身体に

与える性質も大きく異なる。さらに、透過力の違いは放射性物質が人間の体外にあ

る場合と体内に入った場合とで大きく異なる作用を持つ。本意見書では主として、

放射性物質が体内に入ってしまった場合の被曝の危険性を論じる。 

 

 

 

２－２ 原爆による放射線 

原爆が爆発すると、ガンマ線、中性子線、ベータ線、アルファ線と様々な放射線

が放出される。原爆の中で、核分裂性物質（ウラン235あるいはプルトニウム239）

の原子核が核分裂の連鎖反応を行うおよそ100万分の１秒の間に、放射性の核分裂生

成原子核が作られるとともに大量の中性子線とガンマ線が放出される。そのようす

を図3に示す｡ 



 6 

 

 

 

核分裂生成原子核はベータ線を放出したりして、最後には安定な原子核になる。

核分裂しなかったウラン235やプルトニウム239からはアルファ線が放出される。ま

た、中性子線に照射された原爆器材や空気の原子核、さらに地上の物質の原子核が

放射性の原子核に変わって放射線を放出する。中性子線を吸収した原子核が放射性

原子核に変わることを誘導放射化という。 

 原爆が空中で爆発すると、原爆から放出されたガンマ線は周辺の空気を熱して数

百万度の火球を作る。火球の中の核分裂生成原子核から中性子やガンマ線がやや遅

れて放出される。火球はガンマ線を含む電磁波を放出して膨張しながら温度を下げ、

熱線を出しつづけて約3秒後に消滅し、キノコ雲に変わる。この間のようすを図4に

示す｡キノコ雲は、火球に含まれていた①核分裂生成物質、②誘導放射化された原爆

の器材物質と大気中の原子核、③核分裂しなかった核分裂性物質（広島はウラン、

長崎はプルトニウム）をほとんどそのまま含んで上昇した。伝播する中性子を吸収

した大気中の原子核からもガンマ線が放出される。この間に地上に到達した中性子

線は地上の物質の原子核を誘導放射化して放射化された物質から放射線が放出され
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続ける。この間、火球や大気中で放出されたアルファ線やベータ線は空気中での透

過力が弱くて地上まで到達しない。 

 

 

 

 便宜上、原爆の爆発後1分以内に放出された放射線を初期放射線、それ以後を残留

放射線と呼んでいる。初期放射線の主要なものは、原爆の核分裂によって生成され

た中性子線とガンマ線、火球の中で核分裂生成物から放出された中性子線とガンマ

線、さらに中性子を吸収して誘導放射化された大気中の原子核から放出されたガン

マ線がある。 

２－３ 初期放射線 

初期放射線のガンマ線と中性子線は爆心からの直接被曝（外部被曝）を与える。 

中性子は電荷を持たないので原子の中の電子とは直接的な相互作用、すなわち電

離作用をせずに遠方に到達し身体を貫通する。中性子は体の組織の原子核に衝突し、

中性子のエネルギーが高い場合は、衝突された原子核が周りの電子を置き去りにし

てプラス電気を帯びて走り出し、密度の高い電離作用をする。したがってエネルギ

ーの高い中性子線は強い電離放射線とされる。熱中性子と呼ばれるエネルギーの低

い中性子の場合は、身体の中の原子核に衝突して、その原子核に吸収され、原子核
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を放射性の原子核に変える割合が大きくなる。中性子を吸収して誘導放射化された

原子核はガンマ線やベータ線を放出して、電離密度の低い電離作用をするが、一般

に複数のガンマ線やベータ線が放出されるので、低いエネルギーの中性子線も１個

のガンマ線やベータ線より強い電離作用を持つ。 

  高いエネルギーのガンマ線の電離密度は初めきわめて小さく透過力は大きいので

遠方にも到達する。ガンマ線が身体を貫いて身体の中に入ると、エネルギーを失っ

て電離密度はやや大きくなり、さらにガンマ線によって電離された電子（2次電子）

が走ってベータ線と同じような電離密度の電離作用をする。 

２－4 残留放射線 

2-4-1 放射性降下物（フォールアウト） 

 放射性降下物の放射線は、主として核分裂のときの核分裂生成物の原子核から放

出されるガンマ線とベータ線である。また、核分裂しないで残った核分裂性物質の

ウラン 235やプルトニウム 239も、長期間にわたって放射線を放出し続ける。これ

ら核分裂性物質と核分裂生成物の大部分は火球に含まれていたが、火球がキノコ雲

に変わって上昇するにつれて上空に運ばれながら放射性降下物となる。上空でキノ

コ雲が広がるときわめて広い範囲に放射性降下物は降ってくる。キノコ雲にのって

上空に運ばれた核分裂生成物質や誘導放射化された大気中の原子核、原爆の器材物

質、核分裂しなかった核分裂性物質など、大量の放射性物質は、キノコ雲の広がり

とともに広い範囲に“黒い灰”や“黒い雨”あるいは目に見えない“放射性微粒子”

などになって地上に降り注ぐ放射性降下物（フォールアウト）となる。放射性降下

物はさまざまな放射線を出し続ける。原爆投下が湿度の高い夏季であったために、

これら核分裂生成物放射性物質を核にした水滴がつくられ“黒い霧”、さらに水滴が

大きくなると強い放射性物質を多く含んだ“黒い雨”となって降ってきたが、目に

見えない大きさの“放射性微粒子”も大量に降下したと考えられる。放射線の電離

作用が雲を生むようすを図 5に示す。 

 このように大量に降下してきた放射性降下物による被曝の影響は、遠距離の被爆

者にとっては、原爆から直接到達した初期放射線（中性子線やガンマ線）以上であ

る可能性が高い。とくに、放射性物質を体内に取り込んで体内から被曝し続ける内
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部被曝は重大な影響を与える。呼吸、飲食などで体内にとりこんだ場合には、内部

被曝として透過力の弱いアルファ線やベータ線のほうがむしろ重大な危害を加える。

また、埃や黒い雨となって放射性物質が皮膚に付着した場合の付着被曝も重大な危

害を加える。爆心地に近い全焼地域では、火災から逃れるのがやっとで、その地域

に留まることは許されないが、火災を免れた周辺地域では、その地域に滞在して放

射性降下物の微粒子を呼吸で体内に取り込み、放射性降下物で汚染された飲食物、

薬品、治療機材などによって、外部及び内部被曝した可能性が高い。 

 

 

 

2-4-2 誘導放射化 

 初期放射線、とくに中性子線が、地面あるいは建造物を構成している原子核に衝

突して誘導放射化された放射性物質は、ガンマ線やベータ線を放出し続ける。とく

に爆心地付近は相当程度の中性子線によって照射されたので、かなりの量の放射線

を放出すると考えられる。爆心地周辺では誘導放射化による残留放射能が大きく影

響して、多数の入市被爆者の間にも急性放射線症状が発生した（文献12ないし13）。

このことは、相当量の残留放射線による外部被曝、放射性微粒子を含む埃の付着被
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曝や放射性物質を吸入したり飲食物を摂取した内部被曝も無視できないことを示し

ている。 

以下においては、残留放射線による内部被曝等と急性および晩発性の放射線障害

との間にどのような関連があるかを考察する。初期放射線としてのガンマ線と中性

子線による放射線障害はここの考察対象ではない。 

 

３ 内部被曝の危険性について 

3-1 外部被曝と内部被曝 

図2に示すように、放射性物質が身体の外部にある場合と内部にある場合では、被

曝の状況が根本的に異なる。 

（外部被曝） 

 外部被曝とは、放射性物質が身体の外にあり身体の外部から放射線を浴びせるこ

とをいう。放射性物質が体外にある場合には、透過力の小さい（飛程の短い）アル

ファ線やベータ線は、放射性物質が身体のすぐ近くにある場合を除いて、身体内部

には届かない。届いても皮膚の表面近くで止まってしまう。透過力の大きいガンマ

線の場合はそれを発する放射性物質が遠くにあっても身体に届き身体を貫く。ガン

マ線は身体の中で比較的分散した電離作用を行う。 

（内部被曝） 

 内部被曝の場合は事情が一変する。内部被曝とは、埃のように空気中に漂ったり、

飲み物や食物の中に入り込んだりしている放射性物質が、呼吸や飲食によって体の

中に侵入して体の内部から放射線を放射する場合の被曝である（図 6）。体に入れる

放射性物質は、微粒子から、1 個だけばらばらになった放射性原子や酸化物分子の

ようなものまで、様々なサイズの放射性物質が身体の中に入り込む可能性がある。

放射性物質が体内に入るようすを図７に示す｡１ミクロンのサイズの放射性微粒子

であっても数千億個の多数の放射性原子で構成されている。放射性物質が体内に入

ると、肺や消化器官、その他の身体の組織の中で放射線が出される。飛程の短いア

ルファ線とベータ線は身体の中で止まってしまうので、放出された時に持っていた

すべてのエネルギーが周囲の細胞組織を作っている原子の電離等に費やされる。す

内

外

被

曝 
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なわち、飛程の半径の球内の組織にすべてのエネルギーを与える。これに対しガン

マ線は身体をつらぬいて体外にまで出てしまうこともある。身体の内部に入った放

射性物質の量を調べるためにホールボディカウンターが知られているが、そのよう

な放射線カウンターで身体の外から身体内の被曝状況を測定しようとしても、アル

ファ線やベータ線は体外に出てこず、ガンマ線だけが測定できる。 

 

 

 

３－２ 内部被曝の特徴 

3-2-1 内部被曝の危険な特徴 

放射性物質が空気中や水の中や食べ物の中にあって、呼吸や飲食の際に身体の中

に入ってしまう場合の被曝の特徴や危険性を考察する。内部被曝では放射性物質の

放射する放射線は体の中で放出され続け、被曝のありさまが外部被曝とは全く異な

り、次のような特徴がある。 

（１） 放射性微粒子が極めて小さい場合、呼吸で気管支や肺に達し、飲食を通じて

腸から吸収されたり、血液やリンパ液に取り込まれたりして身体のいたると
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ころに巡回し、親和性のある組織に入り込み、停留したり沈着する（図7-1,2）。 

（２） 身体中のある場所に定在すると放射性微粒子の周囲にホットスポットと呼

ばれる集中被曝の場所を作る。 

（３） 放射性物質が体外に排泄されるまで継続的に被曝を与え続ける。 

  これらの特徴は内部被曝を極めて危険なものとする原因である。 

放射性物質が体外にあって外部から被曝する場合には低線量（時間当たりも全体

量も放射線量が少ない）と評価される状態であっても、同じ放射性物質が身体の中

に入って内部から被曝する場合は、外部被曝の場合とは異なる被曝の特殊性がある。 

 

 

 

3-2-2 放射線の飛程と相互作用 

電荷を持ったアルファ線すなわちヘリウム原子核とベータ線すなわち電子は、原

子や分子中の電子との間での電磁相互作用を通じて電離作用を行って次第にエネル

ギーを失い、一定距離走って止まってしまう。電荷を持つ放射線（アルファ線とベ

ータ線）は透過力が小さく、とくにアルファ線は透過力が小さい。原子核から放射

された放射線粒子が止まるまでに走る距離を飛程という。アルファ線の飛程は空気

中では45mm、身体中ではたった40μm(注１)しかない(文献2)。電子は空気中では数

メートル以下、身体中で平均2.5mmほどしか進めない。それに対し、ガンマ線は同じ

電磁相互作用で原子や分子の電子にエネルギーを与えて電離作用を行うが、一回の

電離作用から次の電離作用を行うまで、物質の中を比較的遠くまで走ることができ
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る。そのためガンマ線は透過力が大きい。このように放射線によって透過力に大き

な違いを持つので、放射線の身体に害を与える性質も大きく異なる。 

電離された電子は２次的な電離作用を引きおこし、電離されたイオン（電荷を帯

びた原子）が化学作用を引き起こす等、放射線の電離作用は単一のプロセスだけで

はない。 

3-2-3 電離と分子切断 

 図８は放射線が分子に当たって電離している様子が描かれている。原子と原子を

分子として結合させている役割を果たしている電子が電離によってはじき飛ばされ

ると、分子の結合は切断される。身体の中のＤＮＡやタンパク質分子などは長く連

結されているから、電離された場所で分子の連結が切断される。 

 

 

 

3-2-4 放射線の影響の評価（吸収線量と線量当量） 

  放射線は、放射線が体内の物質の分子中の電子にエネルギーを与えて電離を生ぜ

しめる形で作用するが、その量は、体内組織の単位質量当たり、放射線からどれだ

けエネルギーを吸収したかを表す吸収線量という概念を用いて表す。この方法は、

各放射線の与える被曝の特殊性、すなわち透過力の大小、電離作用の密集度、分子

生物学的に見た被曝の実相等にはまったく頓着せず、普遍的に共通なエネルギーを

尺度として用いたものである。具体的には体重1ｋｇあたり1ジュールのエネルギー
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を放射線から吸収した時、この放射線の吸収線量を1グレイ（Gray、Gy）とする。 

吸収線量(Gy)＝組織に吸収された放射線のエネルギー（J） 

   組織の質量(kg) 

この吸収線量は、後に見るように、比較的一様に体内組織において電離作用が行

われる外部被曝に対する影響評価には適しているが、局所的に被曝が起こる内部被

曝の評価に対しては必ずしも適当ではない。 

  放射線の種類によっては同じ吸収線量であっても電離密度が高いか低いかによっ

て人体への影響が異なる。 

3-2-5 ホットスポット 

身体内部に入り込んだ放射性微粒子（放射性微粒子の集団）が体内を移動する時

は、移動する経路に被曝箇所が次々と作り出されることになる。 

これに対して、体内に入った放射性微粒子が一ヶ所に停留している場合は、ホッ

トスポットといわれる集中的に電離作用を受ける領域が形成される。ホットスポッ

トの被曝影響は、①放射性微粒子の大きさ、②放射性原子核の半減期等の特性、③

放射性微粒子の滞在時間などによって大きく異なる。放射性微粒子に含まれる原子

核の数は微粒子の大きさ（球の場合は直径）の3乗に比例する。直径が 5μmの微粒

子は呼吸によって吸入されて肺まで達する最大のものである。核分裂生成原子の酸

化物が直径1μmの大きさの微粒子になった場合500億個の原子核が含まれる。その放

射性原子の半減期が5日であったとするならば、その直径1μmの大きさの微粒子から

は毎秒ほぼ1万個のベータ線が放出される。ここで、放射性原子核の半減期とは、放

射性原子核の集団が放射線を放出して別の原子核（娘核）になっていき、まだ放射

線を放出していない原子核が元の集団の半数になるまでの時間である。半減期の短

い放射性原子核ほど盛んに放射線を放出するから強い放射能を示す。逆に、半減期

の長い放射性原子核は時間をかけて放射線を放出するので弱い放射能となる。この

ように放射性微粒子の大きさや性質は、微粒子から放出される放射線の種類や強さ

に大きく影響する。微粒子に含まれる放射性原子核の種類によって放出される放射

線の種類が決まり、さらに放射線の強さに関係する半減期が決まっている。 

放射性微粒子が停留した場所にいつまで停留を続けるかは、その周囲の細胞組織
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の被曝線量に直結する。停留の時間は微粒子の大きさや元素の種類、細胞組織との

親和性などにも依存する。たとえば、ストロンチウム90が骨に、ヨウ素125やヨウ素

131が甲状腺に、コバルト60が肝臓や脾臓に親和性のあることが知られている。 

放射性降下物に含まれる放射性原子核の中で、最初に核分裂で生成された原子核

の半減期はきわめて短く、１分に満たないものから10分程度の半減期で娘核になる。

そのため、放射性降下物がキノコ雲から降下して地上に達するまでには最初の崩壊

が起こって、ほとんどが娘核になっている。この娘核の原子核は一般に１時間から

２ヶ月くらいの半減期のものが多い。体内に取り込まれた放射性微粒子からはアル

ファ線、ベータ線など、原子核の種類に応じて次々と放出される放射線によってホ

ットスポット内に高密度の電離作用が繰り返される。 

 図９にはアルファ線による内部被曝のようすをガンマ線の場合と比較して示して

いる。 

 

 

 

国際放射線防護委員会（ICRP）による従来の評価方法は吸収線量の計算母体を臓

器あるいは全身におき、均一な被曝を仮定し平均値を求めている（文献6）。それに

対し、ホットスポット周囲での被曝状況は、ホットスポット内では高密度電離が行
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なわれているが、ホットスポットから離れると電離は存在しない。このようなホッ

トスポットのある不均一な被曝状況は均一の場合より大きな危険度を含んでいる。

単一の放射線の吸収線量を算出しようとするとき、3-2-4に記載した吸収線量の計算

式において、分母の組織の質量を実態に合わせてホットスポットとするか、被曝の

及んでいない他の部位も含めて臓器全体とするかにより評価数値がまったく異なる。

アルファ線の場合、ホットスポットの質量とたとえば臓器1kgの重量比をとると、比

べものにならないほどの差となる。臓器全体の平均をとる方法では、ホットスポッ

トの被曝の特殊性は評価することができないのである。 

3-2-6 DNA損傷 

細胞核の中のDNAは、遺伝情報など生物体のもっとも基本的な役割をもっている巨

大分子で、二重らせんの鎖の間をアミノ酸基が配列される構造をしているが、放射

線の電離作用によって鎖が切断される。切断されたＤＮＡは修復作用によってほと

んど安全に元の姿に戻ることができるといわれているが、すべてが修復されるとは

いえない。切断が回復できなかったらその細胞は死滅し、修復に間違いが起これば

異常細胞が生き残る。このようにして生じた細胞の死滅や異常細胞が発がん・奇形

などの原因となる。 

(二重鎖切断) 

二本の鎖が「らせん状」の構造をなすDNAにおいて、鎖二本が同時に切断されると

過った修復を行う確率が増加する。その結果、過った遺伝情報を伝えたり、異常細

胞を生成・成長させたり、あるいは細胞を死滅させることが分子生物学においては

解明されている。二重鎖切断を図10-１,2に示す｡DNAの鎖二本が同時に切断されるこ

とを二重鎖切断と呼び、一本の鎖だけが切断されるのを一重鎖切断という。そして、

DNA損傷の最も危険なものが二重鎖切断である（図10-3）。密集した電離を行う放射

線ほど二重鎖切断の確率が高くなる。 

 細胞を貫くアルファ線の飛跡を図11に示す｡細胞核の内部にはDNAが詰まっている

が、アルファ線がこの細胞核を直接ヒットした場合、DNAに高密度電離を与えてDNA

の二重鎖が切断され遺伝子が間違った再結合をする場合がある。その結果生じた異

常細胞が増殖等の活動を引き起こした場合、がんや胎児の奇形が発生する危険が生
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じる。 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

（間接効果とバイスタンダー効果） 

DNAの損傷は、放射線が細胞核を直接貫く場合の他、細胞質内部の水分子の電離作

用等を媒介として、間接的なプロセスで行われることも明らかとなっている。この

様子を図12で示す。 

 

 

 

さらに、最近アルファ線を照射した細胞の周辺の、放射線を照射されなかった細

胞に損傷が及ぶバイスタンダー効果とよばれる放射線影響も知られている。米コロ

ンビア大学のHeiらによってなされたマイクロビーム装置を使ってアルファ線を細

胞に直接当てる実験によれば、アルファ線を細胞核に当てた場合は、20％の細胞が

死滅し、ほとんどの細胞が異常となるが、アルファ線を細胞質に当てたときにも、

多くの細胞が異常細胞となるという結果を得た(文献4、文献5) 。 

3-2-7 急性と晩発性の放射線障害 

ここでは、半減期の長短による吸収線量の違いを論ずる。 

ベータ線の飛程はアルファ線のそれよりも60倍ほども長い。しかし、その放射性

原子核の半減期は短く、1秒間に出る放射線の量はウラン235などと比較すると非常

に多いので、その危険度は単に一発一発の電離密集度では比較できない。時間経過

とともに吸収線量は増すので、時間を決めて(例えば1日)その時間内の被曝効果を比
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較しなければならない。原爆の放射性降下物は、核分裂しなかったウランやプルト

ニウムのアルファ線を放出する原子、核分裂生成物等のベータ線を放出する原子か

らなる。ウラン235の放射能半減期は約７億年、プルトニウムは2万4千100年と長い

のに対し、核分裂生成物等は半減期が短く、ストロンチウム90やセシウム137等が最

長の半減期を持つ核種で約30年である。例えば、ウランとストロンチウムを同じ原

子の数同士で比べると、ウラン235が一発アルファ線を放出する間にストロンチウム

はほぼ2530万発のベータ線を発射する。単位時間の被曝線量は核分裂生成物等の方

がウラン等より遙かに大きい（文献3）。 

このような放射性核種の半減期の長短による吸収線量の違いから、急性放射線症

状は、主として核分裂生成物質からもたらされ、晩発性放射線症状は、核分裂性物

質と核分裂生成物質の両者が関係していると推察される。 

 

４ 放射性降下物はどのように降ったか 

４－１ 火球と放射性降下物 

4-1-1 原爆と核分裂 

 広島原爆では核分裂物質にウラン235が用いられ、長崎原爆ではプルトニウム239

が用いられた。連鎖反応が続く100万分の1秒という短時間に広島原爆では約700ｇ、

長崎原爆では約１kgの核分裂物質の原子核が分裂して核爆発が起こった。 

4-1-2 核分裂と火球 

(核分裂の仕組み) 

 図13には核分裂の仕組みを示した。図中にＡと書かれているのが、ウラン235ある

いはプルトニウム239の原子核である。原子核に中性子が１個ぶつかり、核の中に入

ると、原子核は二つの原子核に分裂する。これを核分裂生成核と呼ぶ。このとき、

中性子が2〜3個放出される。これを周囲の原子核に次々とねずみ算的に衝突するよ

うに仕組んだものが原爆である。核分裂した後、2個の中性子が次の原子核にぶつか

り新たな核分裂を引き起こすと仮定すると、広島・長崎の場合は、およそ80世代に

渡るねずみ算によって高性能TNT（トリニトロトルエン）火薬のおよそ20kton規模（広

島16kton、長崎21kton）の爆発が引きおこされた。 
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(核分裂で生じる放射性原子) 

 図14はウラン235の核分裂でどのような質量数の原子核が生じるかという、生じる

原子核の割合を対数尺で示している(文献3、表1)。ウランやプルトニウムの原子核

が核分裂で二つの原子核に分裂するとき、質量が二等分されるのではなく、質量数

がおよそ2対3の比率となる二つの原子核に分かれる。質量数が95と139の原子核の対

が最高の約7％の生成確率である。生成する原子核の質量数は実質的にその周囲の質

量数に限定される。核分裂生成原子核は、原子核内の中性子数が多すぎるから非常

に不安定で、中性子が電子(ベータ線)を放出して陽子に変わり、ひとつ原子番号の

大きい元素に変わる反応（ベータ崩壊）が生じる。核分裂生成原子核は次々とベー

タ崩壊を繰り返して安定な核に到達する（表2）。 

(核分裂生成原子核の性質) 

 表1には生成された原子核の性質を示す(文献3)。核分裂したとき、生じた原子核

は大きなエネルギーを持って放出され、放出される速さは1万km／秒というものすご
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いものである。放射性の核分裂生成原子核は、核分裂しなかったウランあるいはプ

ルトニウムの原子核、爆弾容器の鉄などが中性子によって誘導放射化された原子核

などとともに原子核と電子がばらばらになったプラズマ状態の火球に含まれてい

た。） 
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（火球の中でープラズマから分子へー）  

周囲に向かって膨張しながら温度を下げていく。火球の温度が1万度以下に冷える

と原子核と電子が結合して原子となり、さらに数千度に冷えると分子が作られる。

火球表面温度は0.01秒後にはいったん2000度まで下がる。0.2秒ほど経過して再び表

面温度は7000度まで上昇し、半径150mまで広がっている。火球半径が200m程度とな

る1秒以上の間数千度以上の表面温度が持続した。このようすを図15にまとめる｡ 
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 (爆風) 

 火球の膨張により、火球の表面に接する空気が圧縮され高圧部分が形成されその

高圧部分が火球の表面を離れ、超音速の衝撃波となって地上を襲った。このようす

を図16に示す｡原爆の爆風は通常爆弾の炸裂とは異なり、高圧衝撃波なのである。直

接核分裂に関与した放射性物質の爆発的膨張が地上を襲ったものではない。放射性

物質は火球の中にあり、このとき火球はほぼ200mの直径で600mの上空にいたのであ

る。 

 

 

 

4-1-3 放射性物質の分布-フォールアウト- 

(原子雲)  

  火球が上昇して温度を降下させると、大気中の水蒸気が放射性微粒子に凝着して

放射性の水滴をつくりキノコ雲が形成される。 

図17は、炸裂後10分程度経過した時の原子雲である。火球そのものの急激な膨張

と上昇の運動と、熱線で5000度にも熱せられた爆心地からの猛烈な上昇気流の二つ

の原因が協力的に働いて原子雲が形成され成長する。上昇気流が生じる周辺では当
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然下降気流が発生している。放射性物質は周囲の分子を電離する。水分子が水滴に

なり得る温度になると、気温低下の効果に加えて電離作用で雲を生じ、放射性物質

を含んだ水滴を凝縮させ「キノコ雲」が成長する。激しい下降気流の部分では、逆

に水滴の水分が蒸発して、雲としてではなく乾いた放射性物質「黒い灰」として地

上に降り注ぐ。放射線は周囲の物質を電離するので放射性物質には水蒸気が凝縮し

やすく、条件によって最初の黒い雨として、雨と共に放射性物質が降り注いだ地域

もある。広島では黒い雨は火災発生前と火災発生後に2回にわたって降ったことが報

告されている。最初は、原爆のキノコ雲から直接降ったもので、2度目は、火災に伴

う積乱雲からのものである｡ 

 

 

 

火災が強くなる前の現象として、広島では次のようなことが判明している。原爆

の爆発後30分以内から1時間に、かなり広範な地域に黒い雨が降った｡炸裂後30分か

ら1時間で、爆心地の南方30kmも離れた倉橋島に茶色の泥のような雨が降った。ある

いは爆心地から20kmの湯来町に、爆発後20分ないし1時間に黒い雨が降り出している

（文献9）。 
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爆発からほどなくして雨と共に降ったのではなく乾いた黒い灰として降った記録

もある｡「崩壊した兵舎から脱出した後、青い空が突然暗くなり黒い灰が吹雪のよう

に暫く降った。まだ火災が強くなる前でした」(文献8)。 

初期のフォールアウトはさまざまなサイズの放射性微粒子･灰のうち、大きなサイ

ズのものが降り注いだといえる。また、このように目に見えて降り注ぐ黒い灰は、

一個一個の灰を構成する放射性原子の数は相当に多数で、灰の数も多量である。既

に紹介したが、１μgという軽いもので1016（１兆の１万倍）個程度の原子を含む。

従って、放射性原子1個だけが酸化された分子も上記の灰にいたる降下物が大量に発

生している中で、重いものは近くに落ちるので、近くの地上に落ちる割合は相当に

大きいといえる。 

 

 

 

図18(文献7)、図19は、火災発生後の原子雲の様子である。逆転層に積雲が形成さ

れてからは、放射性物質は積雲上に降り注ぎ、周囲の水分子を電離することでいっ

そう水を凝縮させて水や火災の埃と合体し、地上へは、黒い雨として降り注いだ。

また乾いた灰や塵として降り注ぐ。原子雲の頭部から、放射性物質を含んだすすは

重いものから早く落下するが、下降気流に乗れば小さい分子まで爆心地を中心にし

た広い範囲に降り注ぐ。小さい分子は単独で空気中に長時間浮遊する。分子量の小
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さいものはほとんど空気と一緒に空間に漂う。降り注いだ小さな放射性分子は長時

間雲の下の空間にとどまっていたと考えられる。このように、火災による黒い雨を

降らせた雲の上に放射性物質の集合体があるから、放射性物質は雲の上に降り注ぎ、

そこから降り落ちた黒い雨は強く放射性物質で汚染されていたのである。 

４－２ 放射性降下物による被曝 

（内部被曝と付着被曝） 

このような放射性物質に満ちた環境は、相当に広い地域で実現されていた可能性

がある。放射性降下物（埃）を空気と一緒に吸い込んだり、放射性原子を含んだ水

を飲んだりすると内部被曝を受ける。長時間被曝をもたらすもうひとつの仕方に放

射性降下物（埃）が髪や皮膚や衣服に付着して場合がある｡付着した場合、皮膚やや

けどの傷口等から体内に取り入れられたり、あるいは皮膚の表面に留まる。 

（遠距離被爆者・入市被爆者の急性症状） 

長崎医大の調来助教授が1945年10月12月にかけて行った調査記録では、2km-4kmで被

曝した2828人の内77人(2.7％)に脱毛があり、うち2人は急性期に死亡している(文献

10)。広島での日米合同医学調査によると（1945年10月）、2.1kmから3.0kmでの被爆

者1658人中の84人(5.0％)に脱毛があった(文献11)。於保源作医師の調査(1957年)

によると、当日被爆直後に中心部に入らなかった屋外被爆者のうち2.0kmから4.0km

までの遠距離被爆者330人中142人(43.0％)に急性症状があった。そのうち脱毛は、

2.5kmで10.9％、3kmで12.0％、3.5kmで0.1％、4kmで2.8％であった。また、当日市

内に居らず、原爆投下直後に入市した被爆者525人中230人(43.8％)に急性症状があ

った(文献12)。投下直後に急遽入市し、救護活動を行った陸軍船舶司令部隷下の将

兵233人の内120人(51.5％)に白血球減少、80人(34.3％)に脱毛が報告されている(文

献13)｡また、被爆者が密集して集まった病院等の病室内部では被爆者に付着してい

た放射性微粒子が再び空中に漂い出し、それによる2次的被曝を及ぼした可能性もあ

る。 

 残留放射性物質による内部被曝と外部被曝は、遠距離被爆者と入市被爆者に急性

症状をきたすほどの被曝を与えている｡ 

５ DS86における残留放射能の放射線量評価 
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被告は、誘導放射能と放射性降下物の積算線量について、極微量で取るに足りな

いものであるとしている（文献15）。その根拠として用いているのは、DS86「原爆線

量再評価」「第6章 残留放射能の放射線量」である（文献14）。 

5-1 測定自体の意味 

この報告書は、確かに放射能測定を現場で行ったうえで、データ解析を行っては

いる。しかし、基盤としている測定そのものは、かつてここで核爆発があり、その

証拠として誘導放射能と放射性降下物があったことが確認できたということを意味

しているに過ぎず、放射性原子全量を定量的に議論するには不可能な時点での測定

なのである。  

この報告にある測定全般について言えることは、原爆爆発の現場証拠にはなりえ

たとしても、それをもって被曝放射線量の全容を推定するに使えるものではないと

いうことである。なぜなら、報告書（文献14）にも「爆発後の3ヶ月間には広島で900mm、

長崎で1200mmの大量降雨があった。さらに両市とも1945年9月17日の台風にあい、広

島は10月9日に2回目の台風があった」（p213）と報告した上で、｢測定データは風雨

の影響に対する補正なしに使用された｣（p214）と書かれているとおり、現場保存が

なされていない状況で測定したことを認めている。現場が大量の降雨を伴う自然災

害で荒らされ、放射性降下物の一部しか残っていないことを認識しているのである。 

記録されている最も早い測定でも、原爆投下後48日経過した時点で、多量の降雨を

伴う台風の洗礼を受けた後である。放射線降下物自体が充分環境になじむ前に多量

の雨と風に遭遇し、どれだけの残存放射性原子があるのか推定さえ困難な条件であ

った。放射性物質が環境中に十分馴染んでいない前で、土中などに十分侵入しては

いないときに大量降雨と強風があった｡10％残っているのか、１％か、あるいは0.1%

か？この推定自体をDS86の報告書は放棄している。   

報告者は、「試料採取場所についての詳細な知識なしには、風雨の影響を評価する

のは不可能である」（p214）と結論しながらも、この残存部分の時間的遡及を行い、

残存部分についての初期値等を推定している。 

この計算の意味をセシウム137の測定を例にとって図20に図解する。測定のひとつ

は空中の放射線強度測定で地上1mでの測定に換算されている。もうひとつは、土壌
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中に残存するセシウム137の量の化学分析である｡測定量Aを図示しているが、その量

が現場保存されていた場合量B の何%であるかは分からない。しかし、セシウム137

の原子の数は半減期30.17年で指数関数的に変化するから、測定量だけで被爆当日の

測定量に対応した量は推定できる。それが図中でCの棒で示されている。さらに、核

分裂生成物質の生成割合は既にわかっているからその量を元にして青色カーブの量

を推定できる。こうして測定した量から、その測定量に対応した放射性原子の全部

が推定できるのである｡空中の放射線強度測定では単一の放射性原子からのガンマ

線測定ではない。放射能半減期が異なる多数の原子からのガンマ線強度は経験的に

指数関数ではなくT-1.2のように時間変化することが知られている｡従ってDS86では、

測定した強度からその測定量に対応した初期値を求めるのに崩壊曲線T-1.2を用いて、

原爆炸裂後1時間の値を求めている｡DS86ではこのようにして求めた「測定値に基づ

く初期値」からT-1.2のカーブに従って時間無限大まで積分して累積的被曝線量を求

めている｡ 

 

 

 

しかし、図示しているように、それはあくまで風雨で洗われた後の残存量からの
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推定値であり、そもそものはじめに存在していた放射性降下物総量あるいはそれに

基づいているものではない。 

5-2 国は部分量を全体量にすりかえている 

DS86報告書は、その「総括」(p21)において非現実的な実態に合わない仮定を設定

している。 

「風雨によってその大部分が洗い流されなかったと仮定すれば、その初期放射能

についておおよその推定値を得ることができる」。 

上述の報告書第6章に記述されている測定の実際上の意味内容を何の理由もなく

ひっくり返して、測定からの部分量を、「推定される初期値」として位置づける仮定

をしているのである｡ 

そのうえで、DS86報告書は、その「総括」(p22)において、次のように締めくくっ

ている。 

「現在のところDS86方式で残留放射能による線量は算出されていない｡高残留放

射能地区における少数の人々を疫学研究のための非被爆者群には含めないようにす

べきである」。 

図20の解説図において明瞭に示されるように、あくまで残存部分からの推定値で

しかない青色カーブ部分の量を｢放射能総量｣と位置づけた結果、上記のように｢高残

留放射能地区｣は僅かしかなく、したがって「少数の人々」という限定的な表現をし

ているが、仮定を間違っており、結論も間違っている。 

図20の解説図において明瞭に示されるように、あくまで残存部分からの推定値で

しかない斜線部分の量を、DS86報告書に従って、被告は「降り注いだ全量」に置き

換えている。被告は、大量の風雨に見舞われた後で測定した全体の一部でしかない

測定量からの推定値を「全被曝量はごく微量だから無視できる」根拠にしているの

である（文献15）。公正な判断とは言いがたい。 

推定結果を「全量」に近似できるのは、測定時点で残留放射性物質の大半が現場

保存されていることが科学的にいい得る場合だけである｡この条件を抜きにして、た

った0.1％程度しか残されていないかも知れない状態での測定量に対し、全量に近似

しても良いと仮定するのは科学的方法論に反すると言わざるを得ない｡ 
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5-3 内部被曝の真の危険物質を捉えていない（測定方法等について） 

 測定自体は空中での放射線測定と土壌中の放射性原子の測定を行っている。特に、

放射線測定では地上15cmで測定した方法（長崎の一部）と地上1mで測定した方法（広

島）の結果が紹介されている。原爆における核分裂生成物はベータ崩壊であり、核

分裂しなかったウラン等はアルファ崩壊である。ともに飛程は小さいものである。

DS86の測定方法ではアルファ線はもちろん、ベータ線もほとんど測定できず、ガン

マ線だけに偏る測定となる。測定方法も全放射線量を捉えるものとなっていないこ

とを確認したい（図21,22）。 

 

 

 

さらにDS86報告書は、長崎の被爆者の内部放射線量をセシウム137のガンマ線によ

り全身計測したとしている。本意見書の「3-1 内部被曝と外部被曝の違い」で述べ

たが、体内に入った放射性物質からのアルファ線とベータ線は体外からの計測では

捉えることができない。これらの放射線が被爆者の内部被曝に本質的危険を与える

原因物質であるにもかかわらず、この危険物質についての測定をせず、ガンマ線の

測定だけで全体の内部被曝量を見ようとしても明瞭な困難がある。このようすを図

22に示す｡内部被曝の全容を計測していないのは明白である｡ 
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６ おわりに 

 内部被曝を無視した現行の原爆症認定のあり方は重大な問題を孕んでいる。現

行の原爆症認定基準が被爆者の被害の実態に即していないのは、さまざまなデー

タから明白である｡国が、実態に合わない認定基準を設定している原因としては次

のようなことが指摘できる。 

第一に、ガンマ線・中性子線による直接被曝に重点を置いていることである。

全放射線量に対して一部分でしかない初期放射線を基盤として基準を作成してい

ることは科学的ではない。 

第二は、内部被曝の深刻さを誠実に見ていないことである｡直接被曝は初期放

射線によるいわば一過性の強烈な外部被曝であったが、内部被曝は長期間継続し

て被曝を与え、ホットスポットを形成するという特殊な被曝状況を与える。その

健康被害は外部被曝を延長しただけでは推し量ることができない。また、ホール

ボディーカウンターによるセシウム136のガンマ線の測定だけでは、質的にも量的

にも内部の被曝状況を捉えることが出ない。被告が内部被曝を質量ともに軽視す

ることの問題は明らかである。 

第三は、内部被曝を与える放射性降下物の量の判断を科学的に行わず、極端な

過少評価を行っていることである｡大量降雨と台風の後の測定を、初期値が現場保

存されていたデータとして扱っていることにあらわれている｡ 

以上のように、内部被曝を無視した現行の原爆症認定のあり方は、誤った判断

の上に成り立っているので、即刻是正すべきである。 
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注１ μmは、1000分の1mmの長さです。μ（ミュー）：マイクロ：百万分の１ 

注２ 1MeVは １００万電子ボルト、１MeV=1.6x10-13J  

  J:ジュール、エネルギーの単位 

注３ Gy（グレイ）は吸収線量の単位：1kg当たりに電離放射線により1Jのエネル 

   ギーを与えられた場合（即ち組織1kgが1Jを吸収したとき）1Gyという。 

   線量当量は生物学的影響の度合いを表し、Ｓｖ（シーベルト）で表される。 

   線量当量（Sv）は線質係数を吸収線量に掛けて得られる。 
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