広島原爆線量評価に果たした被爆建造物および被爆資料の役割（その 4）
－被爆銅材中の 63Ni の測定－
静間

広島大学

1949
72
77
79
92
97
2005
13
18

清（しずま

きよし）

客員教授

島根県生まれ
広島大学理学部卒
広島大学大学院理学研究科単位取得退学
広島大学工学部助手
広島大学工学部助教授
広島大学教授
広島大学大学院工学研究科教授
広島大学定年退職、広島大学特任教授
現職

主な著書
「原爆放射線の人体影響 1992」放射線被曝者医療国際協力推進協議会編
（1992年 文光堂）（共著）
「原爆放射線の人体影響 改訂第2版」放射線被曝者医療国際協力推進協議会編
（2012年 文光堂）（共著）

1．はじめに

原爆線量評価システム DS861）と DS022）の評価のために、これまで被爆岩石

中の 152Eu の深度分布、爆心からの距離と 152Eu の強度分布、爆心からの距離と

60Co

強度分布について報告してきた。実測値を DS86 および DS02 の計算値と比

較すると爆心付近では DS86 の計算値はやや、過剰であり実測値は DS02 の実測
値とよく一致することがわかった。

令和 2 年度は被爆銅材中の 63Ni の測定について報告する。被爆銅材中に生成

された 63Ni は比較的最近発見されたもので、これまでの測定が原爆から放出さ
れた熱中性子の評価であったのに対して、原爆から放出された速中性子の評価が
可能になる。これまで広島市内の原爆ドームを始め、爆心から 1500 m 付近まで

被爆銅材が集められており、加速器質量分析（AMS）や液体シンチレーション

法によるβ線測定が行われてきた。筆者は表面障壁型 Si 検出器でβ線を測定し
たのでその結果について報告する。また、DS86、DS02 の計算値と比較した結果
についても示す。

2．資料収集
2．1

原爆被爆の初期調査における速中性子の測定について

原爆被爆後の初期調査において理化学研究所のグループは人や馬の骨の 32P を

測定した 3）。32P は半減期が 14.26 日と短く、被爆直後にしか測定できなかった。
山崎らのイオウの測定結果についての測定データを図 1 に示す。図の中で破線は
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DS86 の 計 算 値、 実 線 は
DS02 の計算値を示す。

京都大グループ

理研のグループに続い

て広島に入った京都大の

荒勝らのグループ 4） は市

内の 100ヵ所以上の地点

で残留放射能を測定した。
馬の骨については測定し

たが場所の誤差が大きく、
DS86、DS02 の線量評価

に は 使 用 さ れ な か っ た。
京大グループの馬の骨に

ついてのデータを図 1 に

図1

イ オウの放射化についての理科学研究所 3） および京都大調査班
のデータ 4）

示す。
2．2

63Ni

の測定について

東京大学原子核研究所の柴田徳思氏らは核研のサイクロトロンを廃棄するため

に 1990 年ころサイクロトロンの銅材中に生成されている放射能の評価をしてい

た。銅材に速中性子があたると半減期 100 年の 63Ni が生成されることから、原

爆の速中性子により被爆銅中に生成されているであろう 63Ni を測定すれば速中

性子の評価ができることに気付いた。柴田氏らはこの考えをとりあえず、論文 5）

として発表した。
2．3

原爆ドームからの銅板の収集の経緯

筆者は原爆ドームの修理に先立って何度か原爆ドームの調査を行った。ドーム

を覆っていた銅板は大部分、溶けてなくなったが、一部の銅板は壁に残っている
ことが分かった。この銅板を収集するまでの経緯を以下に示す。
2．3．1

原爆ドームの世界遺産への登録

原爆ドームは 1996 年ユネスコの世界文化遺産に登録された。また、第 3 回の

原爆ドームの補修は 2002 年から行われる予定であったので、筆者はその機会に
銅試料を収集する予定であった。工事に先立って文化庁から安全のために原爆

ドームに残留放射能がないか確認するように通知された。このために 1999 年 4
月に筆者は残留放射能の調査を広島市教育委員会から依頼された。
2．3．2

原爆ドーム敷地内の残留放射能の測定（1999 年 7 月 23 日）

筆者は遠藤暁、高田純、星正治、葉佐井博巳氏およびアルバイト学生を数名雇っ

て次の調査を行った。

1）空間線量測定、2）建物の壁面、3）Ge 検出器によるガンマ線測定
4）CdZnTe 検出器による X 線測定

5）NaI(Tl) シンチレータによるガンマ線測定
6）アルファ線、ベータ線の測定
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また、測定場所を F、G、I、W、R のように区切った。場所の区分を図 2 に示す。
原爆ドーム内の空間線量率の測定結果を図 4 に示し、Ge 半導体検出器による

ガンマ線スペクトル測定結果を図 5 に示す。

以上のような調査の結果として次のような結論を得た。
1）空間線量測定（47 か所）の平均

図2

図3

0.120 ± 0.084 µSv/h

原爆ドーム周辺の平面図と測定地点

原爆ドーム内の放射線測定（GM 測定器による空間線量測定）（左図）と Ge 半導体検出器によるガンマ
線スペクトル測定）（右図）

31

図4

空間線量率の測定結果（実線は広島地区の平均的な空間線量を示す）

図5

壁面の γ 線スペクトルの測定結果

2）壁面（24 か所）

0.145 ± 0.055 µSv/h

4）α線、β線

自然放射線由来のみ

3）ガンマ線スペクトル解析

X 線は自然放射線由来のみ

従って、原爆ドーム建物および周辺に原爆に由来する有意な放射能は検出され

なかった。このような結果を報告書 6）にまとめ市役所に報告した。
2．3．3

原爆残留放射能の時間変化について

原爆残留放射能の時間変化については DS6 報告書に M.G. Gritzner et.al.7）の

計算結果が報告されている。図 6 に彼らの結果を示す。

彼らの計算結果は両対数グラフで示されており、残留放射能の強度は半減期の

関係から 2 つの階段となる。1 つ目の階段は 28Al
（半減期：2.24 m）
や 56Mn(2.57 h)
などの短寿命核種のために約 12 分後、2 つ目の階段は 32P(14 d) や 46Sc(83 d) な

どのために約 8.8 日後となる。8.8 日後で残留放射能の強度は原爆直後の約 10-6
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に減少する。従って、8.8 日後までは残留放射能が存在していたといえるが、そ

れ以後は図 6 に示されたように、ほとんど残留放射能が存在していたとは言えな

い。現在では被爆から 75 年を越えておりすでに確認できるような残留放射能は
存在していない。しかしながら、人の被爆線量として影響はしなくても高性能の
放射能測定器で測定すれば被爆資料として有意な違いが表れるはずである。
2．3．4

関係機関からの許可証

原爆ドームからの銅板の採取のために、2002 年になって各関係機関から承認

が下りた。それらを図 7 に示す。

これらの承認書を受け取って筆者はやっと原爆ドームから被爆銅板を採取する

ことができた。
2．4

原 爆ドームからの被爆銅試料の
採取

筆者は 2002 年 12 月 16 日に原爆

ドームから被爆銅試料を採取した。
銅板の採取の様子を図 8 に示す。

この銅板は厚さ 0.3 mm の高純

度の銅板であった。採取した銅板
は筆者だけでなく、日本の他の研
究者、海外の研究者に配布した。
2．5

原 爆ドームの瓦礫の発掘現場か
ら出土した銅サンプル

筆者が原爆ドームの銅サンプル

の収集に集中していた頃、2002 年

10 月に地上では原爆ドームの保存
工事のための発掘調査が行われて

(A)

図6

Gritzner ら 7）の原爆残留放射能の時間変化（計算値）

（B）

（C）

図 7 （A）広島市長からの承認証（2002

年 7 月 9 日）、（B）文化庁長官からの許可証（2002 年 10 月 18 日）、
（C）広島市教育長からの現状変更通知書（2002 年 10 月 30 日）
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図8

 爆ドームの溶けずに残った銅板の採
原
取（銅板の下半分を採取した）

図9

原爆ドームの地上部から発掘された銅片の一部

避雷針

図 10

被爆時の旧日本銀行の屋上の様子（左図）と壁面上の避雷針の銅線（右図）

いた。この発掘調査から無数の銅の小
片が出てきた。発見された場所からし
てこれらの銅片はドームを覆っていた
銅板の一部が溶けて地上に落下したも
のと考えられた。そして、銅板が溶け
落ちたその上に瓦礫が崩れ落ちたもの
と考えられた。筆者はこれらの銅片に
ついても他の研究者に配布するととも
に 63 Ni の測定を行なった。図 9 にこ

れらの銅片の一部を示す。
2．6

図 11

被 爆後の市内の様子と久保田醤油本店の煙突
（広島平和記念資料館提供、佐伯敬 撮影）

日本銀行および遠距離の被爆銅サンプル

1）日本銀行広島支店の銅線

GR ＝ 380 m

旧日本銀行広島支店の屋上には避雷針があり、銅線が壁を伝って配線されてい

た。被爆時の屋上の様子を図 10（左図）に示す。また、銅線を採取したときの
様子を図 10（右図）に示す。

日銀からの被爆銅線の採取は放射線影響研究所の藤田正一郎氏らにより行わ

れ、関係者に配布された。
2）久保田醤油本店の煙突

GR ＝ 949 m

久保田醤油本店の煙突は爆心から 949 m にあった。図 11 は旧中国新聞社屋上

（上流川町）から撮られた写真で、廃墟に建つ煙突が写っている。
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B
A

図 12

煙突と避雷針

図 14

図 13

避雷針の内部の銅線（A を残し B を使用した）

市役所屋上の避雷針と避雷針の内部にあった銅線

この煙突は上部が切り取られて図 12 のように原爆資料館に展示されている。

葉佐井氏らはこの煙突の避雷針から銅線を採取した。避雷針の見える部分の銅線

は残し、避雷針の鉄パイプの中の銅線だけを採取した。この様子を図 13 に示す。
3）旧市役所の避雷針

GR ＝ 1,014 m

我々（葉佐井、岩谷、静間）は 1985 年 9 月 3 日に取り壊しになる前の市役所

の建物から被爆資料を収集するために調査を行った。このとき屋上から被爆した
鉄材を得るために避雷針を収集した。避雷針の内部には銅線が入っていた。この

ころはまだ 63Ni が速中性子の評価のために役立つことは分かっていなかったの

で、避雷針の鉄パイプだけを 60Co の測定に使用した。その後、速中性子の評価
のために銅線が役立つことがわかり保管していた被爆銅線を 63Ni の測定のため

に役立てた。旧市役所の屋上の避雷針と内部に入っていた銅線の写真を図 14 に
示す。

4）旧広大附属小学校

雨樋

GR ＝ 1,301 m

旧広大附属小学校は東千田キャンパスの広島大学理学部の西側にあった。その

建物の屋上にあった銅製の雨樋を被爆試料として採取した。採取時期は 1998 年
であった。
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なお、旧広大附属小の雨樋、広島大の建物の雨樋、広島大放射性同位元素実験

棟の雨樋は放射線影響研究所の藤田正一郎氏らにより行われ、関係者に配布され
た。

5）広島大理学部の雨樋

2ヵ所

GR ＝ 1,457 m、GR ＝ 1,461 m

広島大理学部は被爆後、内部をかたづけてそのまま使われていた。この建物の

2 か所から雨樋試料を採取した。

6）旧広島大学放射性同位元素実験棟の雨樋

GR ＝ 1,461 m

旧広島大学放射性同位元素実験棟は同じ東千田キャンパスの広島大学理学部の

北側にあった。この建物から雨樋を採取した。採取時期は旧広大附属小学校の雨
樋と同時期であった。

広大附属小学校の雨樋試料および旧広島大学放射性同位元素実験棟の雨樋試料

とも放影研の藤田氏と広大原医研の星氏の資料採取計画をもとに行われた。

3．試料処理と測定
3．1

被爆試料の配布

被爆試料から 63Ni を測定できる方法は米国の Straume 氏らのグループの加速器

質量分析法と京大原子炉の柴田誠一氏らのグループの液体シンチレーション法で

あった。
このため被爆銅試料は放影研の藤田氏を通じて両グループに配布された。
筆者は 2 つの方法とは異なる方法としてα線スペクトルを測定する方法を試み

た。しかしながら、この方法は近距離試料に限られ、原爆ドームの銅試料と日銀
の銅線試料に限られた。
3．2

原爆ドームおよび日銀試料の α 線スペクトロメトリ

銅試料の処理手順を下図に示す。この作業内容は 1）銅から Ni の分離作業と、

2）Ni の濃縮作業から成っている。銅の分離には濃塩酸や濃硝酸を使用した。そ
して、Ni の分離には陽イオン交換樹脂を使用した。次に、Ni の濃縮にはジメチ

ルグリオキシムを使って Ni 錯体を形成し、それをクロロホルムで抽出した。こ

の過程は赤色の Ni 錯体から透明なクロロホルム抽出液になるまで溶液の色が大
きく変わる化学反応プロセスであった。
1）Cu の除去
8％硝酸 +16％硫酸＋蒸留水
↓
銅片の細片化 → 溶解 → NaOH を加えて沈殿 → 沈殿を塩酸に溶かして → 電気分解
pH を 4 に調整

（銅を除く）

→ 溶液を蒸発 → 濃塩酸に溶かす → 陽イオン交換樹脂 → 8MHCl を流す → Ni
（Dowex 1-X8）

2）Ni の抽出
36
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アンモニア

ジアンモニア

ジメチルグリオキシム

↓

↓

↓

Ni 溶液

→ Ni 錯体

クロロホルムで溶媒抽出
Ni の逆抽出液を回収

（赤い沈殿）

3．3

（透明）

低バックグラウンド α 線スペクトロメトリ装置の製作

銅試料から Ni を分離・濃縮したのち、その溶液を電着することにより 63Ni の

測定用試料を製作した。63Ni を測定するために低バックグラウンドα線スペクト

ロメトリ装置を製作した。装置の外観を図 15 に示し、内部構造を図 16 に示す。

次に、低バックグラウンドα線スペクトロメトリ装置の回路系を図 17 に示す。
A と B の信号を同時に検出したときは Si 検出器と NaI シンチレーションカウ

ンターの両方から信号が出たことになるのでバックグラウンドとして落とし、Si
検出器からの信号のみのとき（信号 C）を 63Ni からの信号として計数した。

この装置により得られたβ線エネルギースペクトルを図 18 に示す。最上部の

スペクトルは 63Ni 放射能が既知（22 Bq）の校正用のスペクトルを示す。中央の

スペクトルはバックグラウンドのスペクトルを示し、最下部のスペクトルは日銀

（Bank of Japan）の銅線から作成したスペクトルを示す。測定時間はバックグラ
ウンドが 300,000s（3.47 日）
、日銀の銅線が 594,190s（6.8 日）であった。バック
グラウンドスペクトルに比べて日銀の銅線のスペクトルはわずかに違いが見られ

NaI シンチレータ
96

電着試料
137
Si 検出器

50

51
51
単位（mm）

図 15

装置の外観

図 17

図 16

装置の内部構造

低バックグラウンド α 線スペクトロメトリ装置の回路系
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る。

表 4 に日銀の銅線の測定をまとめて

示す。原爆投下時で放射能値は 0.117

± 0.045 Bq であった。この値は銅線

1 g あたり 0.0018 ± 0.0010 Bq となる。
表 1 で FIA とあるのは空中組織線量

カーマの意味を表し、平らな地面の 1
m 上の空中で極めて小さい組織が受

ける線量である。表 2 は原爆ドームの
地上の発掘から出土した銅片について

の結果である。銅片 No.5、No.6 につ
いていずれも試料の計数値 0.000033

cps、0.000028 cps に対して検出限界
値 0.000163 cps であり、検出限界の方
が計数値よりも大きくなった。このこ
表1

表2
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図 18

β 線エネルギースペクトル

日銀の銅線の測定結果

原爆ドームの発掘により出土した銅片の測定
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とは試料についての計数値は意味をもたないことを表している。
原爆ドームおよび日銀の銅試料の測定結果の比較
0.01

63Ni/Cu (Bq gCu -1)
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図 20

遠距離試料についての 63Ni の測定値と計算値

図 19 に日銀の銅線についての Straume et.al.9） と筆者（Shizuma et.al.10））の

測定結果を比較した。また、原爆ドームについては Marchetti et.al.11） および
Shibata12）の測定結果を比較した。筆者の原爆ドームの測定は Table 2 に示した
ように測定値よりも検出限界が大きくなったので図 19 に入れなかった。

3．5

遠距離の銅試料の測定結果

DS02 最終報告書には日銀の銅線の他に久保田醤油本店の避雷針、広島市役所

の避雷針、広大附属小学校の雨樋試料、広島大理学部の雨樋（2 つ）
、広大放射
性同位元素使用棟の雨樋についての結果が報告されている。これらの測定結果を
図 20 に示す。

このほかに Shibata et.al.

13）は

DS02 の報告書が出版されたあとに久保田醤油

本店の避雷針、山陰合同銀行の雨樋、広大理学部の雨樋について液シン法による
測定結果を示したが、これらはいずれも DS02 の計算値と一致した。
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4．考察
4．1

原爆ドームおよび日銀の銅試料

原爆ドームおよび日銀の測定結果は図 20 に示されている。測定結果は DS86

および DS02 のいずれかの計算を支持するものではなく誤差の範囲にあることを
示している。

図 19 の近距離の測定結果をみると筆者のデータは誤差の範囲で Straume

et.al.9） の結果と合っている。また、原爆ドームの銅試料について Marchetti

et.al.11）のデータは誤差の範囲で計算結果と合っている。柴田誠一氏の発掘銅の
値は私信であり 12）、誤差は評価されていないが、ほぼ計算値と合っている。

4．2

遠距離の銅試料

遠距離の銅試料は図 20 に示されているように 400 m から 1,500 m で計算値と

良い一致が得られた、1,400 m 付近は雨樋の試料であるが純度は避雷針の銅線に
くらべて高純度ではなかったが、1,400 m 付近では良い一致が見られる。

5．まとめ
63

Ni の測定結果についてまとめ、DS86 および DS02 の計算値と比較した。原

爆ドームからの試料採取については広島市、文化庁、広島市教育委員会が関係し、
試料採取までに長期間を要した。また、原爆ドームが世界遺産に登録されている

ために文化庁が関係し、原爆ドームの敷地内の放射線測定を行うこととなった。
測定結果は自然放射線と違いは見られなかったがこのことは今日的意味から興味
深い。現在広島を訪れる観光客は誰も原爆ドームにはまだ放射能が残っているの

ではないかと思うであろう。これについては Gritzner らの計算が示すように原
爆のあと約 9 日を越えればほとんど放射能は残っていないといえる。従って一般
の人が気にするような放射能は存在していない。しかしながら高性能の放射線測
定器で測定すれは被爆の痕跡は必ず存在するはずである。

我々は残念ながら原爆ドームの銅板からは 63Ni を検出できなかったが、日

銀の銅線について他の研究者らの実測値（Straume et.al.）と計算値（DS86、
DS02）との一致は示された。原爆ドーム以外の爆心から 1,500 m 付近までの距
離で避雷針の銅線や雨樋の銅板が収集された。これらの 63Ni の測定結果と計算

値には良い一致が見られた。
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