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〔巻頭言〕

放射線加工における途上国協力

日本原子力研究所高崎研究所 穆 内 恵

放射線化学会誌にふさわしくないタイトルで、あるが，

日頃途上国協力の現場で思っていることをまとめてみる.

日本原子力研究所における放射線加工分野での途上国

. 協力は， 国際原子力機関(旧A)のアジア太平洋地域協

力プロジェクト (RCA)への参加で始まった すでに 20

年が経過しこの間， IAEA協力のほか，インドネシア，

マレーシア，タイ，中国との二国間研究協力，科学技術

庁原子力研究交流制度など途上国協力制度の拡充が進ん

だ.これらの制度により，途上国の多くの研究者 ・技術

者が原研で学び，それぞれの国の中核的研究者に成長し

ている.放射線橋かけや放射線滅菌の実用化も着実に進

展した.従来の途上国協力は，日本からの一方的な協

力 ・援助的色彩を帯びていたが， 日本にもそれなりの恩

恵をもたらした.その例としては，インドネシア原子力

庁との二国間研究協力で開発されたポリビニルアルコー

ルハイドロゲル創傷被覆剤がある.もう一つの例は，

RCA協力の過程で開発した天然ゴムラテックスの放射

線加硫技術である.アジアのゴム産出国に技術移転され，

製品が日本で使用されている.

これまでの途上国協力は，このように一定の成果をあ

. げたといえる これからの途上国協力比日本と途上国

が互いに協力しあう相互依存型に変わるとともに，企業

による協力(有償)の重要性が増すと思われる.国レベ

ルでは，独自技術の開発による地域おこしおよび人材育

成への協力が焦点となろう.

アジアの各国が共通して抱える問題は，貧困，飢餓，

人口増加，森林破壊などである.これに加えてこの数年

間，アジア各国は通貨危機に苦しんでいる.先進国から

輸入した部品を組み立てる工業の脆さと外国資本依存の

Cooperation with Developing Countries in the Field 
of Radiation Processing 
Keizo MAKUUCHI (]aρan Atomic Energy Research 
Institute， Takasaki Radiation ChemistηI Research 
Establishment) 
~370-1292 高崎市綿貫町 1233
TEL: 027-346-9311， FAX: 027-347-2561 
E-mail: makuuchi@taka.jaeri.go.jp 
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危険性を痛感した途上国は多い.途上国の基盤は農業で

ある.地域に根づき，地域の自然資源を活用した産業を

創出し，地域の自立的，持続的発展を促進する必要があ

る.多糖類の放射線分解による生理活性物質の創成など

に見られるように，放射線加工は天然資源の付加価値を

高める有効な手段である.国レベルの協力としては，こ

のような研究開発を促進し，地域独自の技術開発に貢献

することが挙げられる.

多国間協力は，二国間協力よりも研究開発の効率化と

波及効果の両面において有効な場合が多い.天然資源の

放射線加工においても，多くの途上国が協力し，広く深

く研究開発することが好ましい.多国間協力に参加する

途上国の研究者は，国際競争に組入れらるようなもので，

切瑳琢磨せざるをえない立場に置かれる.その結果とし

て，研究計画を自力で作成し実施し論文にまとめら

れる研究者として育つことが期待される.

企業による途上国協力としては， (1)途上国に適した

機器， 装置の開発， (2)販売した機器， 装置のメンテナ

ンス， (3)途上国産放射線加工製品の輸入販売，などが

挙げられる.研究開発さらには実用化を支える機器，装

置については，適正で標準的なものを安価で供給するこ

とが求められている.特に照射線源では， r線源から加

速器へという流れがある.安価で安全，簡単な加速器の

開発が望まれる.途上国における機器，装置の問題はメ

ンテナンスにある.途上国の研究室には部品供給が途絶

え，休眠状態にある機器，装置が多数ある.機器，装置

のメンテナンスを保証することは，途上国の研究開発に

とって極めて重要である.故障の少ない製品を，現地で

共同生産することが最も望ましい.さらに，途上国にお

ける放射線加工を普及促進するには途上国で生産された

放射線加工製品の販売へ協力することも必要である.こ

のような協力の成果として，放射線加工の有用性がさら

に実証されることを望みたい.



〔展望・解説〕

古典放射線生物学を分子レベルで何処まで語れるか?

-電離放射線の生物影響と DNA2重鎖切断の修復機構-

Split-dose recovery has been observed under a va-

riety of experirnental conditions in rnany cell sys-

terns and believed to be the recovery of sublethal 

darnage (SLD). 1t is considered to be one of the 

rnost widespread and irnportant cellular responses 

in c1inical radiotherapy. To study the rnolecular 

rnechanisrn of this recovery， we analyzed the knock-

out rnutants KU70 / ， RAD54 / ， and KU70 / / 

RAD54 / of the chicken B-cell line， DT40. Rad54 

participates in the hornologous recornbinational 

(HR) repair of DNA double-strand breaks (DSB)， 

while Ku proteins are involved in non-hornologous 

end-joining (NHEJ). Split-dose recovery was observ-

ed in the parent DT40 and KU70 / cells. Moreover 

the split-dose survival enhancernent had all of the 

characteristics of SLD recovery that had been dern-

onstrated earlier: e.g.， the reappearance of the 

shoulder of the survival curve with dose fractiona-

tion; repair at 25 oC; and inhibition by the antibiotic 

actinornycin D. These results strongly suggest that 

SLD recovery is due to DSB repair via or rnediated 

by HR， and that these breaks constitute SLD. 

The tonicity-sensitive potentially lethal darnage 

(PLD) recovery was also found only in DT40 and 

KU70 / cells. Delayed-plating PLD recovery rnay 

be controlled by NHEJ repair that works through 

the cell cyc1e. These results lead to the conc1usion 

that the repair of DSBs could explain the c1assical 

operational recovery phenornena. We have also in-

vestigated RBE/LET using those rnutants. 

Approach to the Classical Radiation Biology-
10nizing Radiation Effects and Repair Mechanisrn of 
DNA Double Strand Breaks 
事 590-0494 大阪府泉南郡熊取町野田

Hiroshi UTSUMI， Ph. D. (Reseαrch Reactor Institute， 

Kyoto University) 
TEL: (+81)-724-51ー2391，FAX/TEL(+81)-724-51-

2628 
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KU70 / ， RAD54 / and KU70 / /RAD54 / of • 
the chicken B-cell line， DT40， cell cyc1e， RBE/LET， 

DSB， hornologous recornbination， non-hornologous 

end-joining 

1.はじめに

電離放射線に著しい生物作用があることは， レントゲ

ンが X線を発見 (1895)した翌年には，脱毛などいろい

ろの障害例が見られたことに始まる.以降診断治療が進

むにつれて，皮膚の発赤，漬虜，奇形などの報告が相次

いだ. 1904年には， ベルゴニーとトリボンドーによる

「未熟細胞および盛んに分裂している細胞は成熟細胞お

よび休止細胞より放射線感受性が高しリという細胞の放

射線感受性の法則が見いだされた. 1927年には，マ

ラーによって X線による突然変異の誘発現象が発見さ

れている.我々日本人にとっては原子爆弾被爆(1945)

という悲劇で始まったことは不幸なことである.

1922年，デッサウエルが物理学の量子論的概念、から a 

生物作用にヒット理論を導入，このヒット理論はリーら 司

(1946)によってさらに発展されている.この理論はよ

く放射線の生存曲線などを説明しうるが， ヒットとは何

か，標的とは何かについての具体的な生物学的な意味は

いまだ明らかにされていない.

当時，組織培養技術をいち早く採り入れた研究におい

て， ヒトを含めた個体の生死(約半数が 1月のうちに

死ぬ線量)が，細胞の即死を指標にした線量 (100Gy) 

の約 40分の lほどの低い線量 (4Gy)で死に，“細胞の

死"と“個体の死"の線量が大きくかけ離れているという

矛盾に突き当たっていた.パックら (1955)はこの矛盾

を，細胞のコロニー形成能(集落を作る能力)を指標に

すると，両者の聞にそんな著しい差がないことを明らか

にした.その後，骨髄や腸などのような組織の細胞増殖

能を測定する方法も開発され，骨髄や腸などの重要な組

織の“細胞増殖死"が“個体の死"をもたらしていることが

放射線化学



古典放射線生物学を分子レベルで何処まで語れるか?

明らかにされた.このように今では古典的になった多く

の放射線生物学の興味ある現象が細胞培養技術を用いて

発見された

しかし，なぜ増殖している細胞が感受性が高いのか，

あるいは細胞周期に伴う感受性の変動がなぜ起こるのか

など，分子レベルでは解けていない.当時，個々の細胞

が受けた放射線損傷は不可逆的なものと考えられていた

が，エルカインド (1959)は，細胞がそれらの損傷を回

復する能力をもつことを明らかにした1)照射する線量

を2分割して時間間隔を開けて細胞に照射すると，一

度に全線量を細胞に照射した場合に比べて，細胞の生存

' 率が上昇する現象で，彼の名前を冠してエ川インド回

復(実験手法から分割照射回復)と呼ばれている(私の

師匠でもあるのでこの名前を使うことにする).標的論

からすれば標的が複数あると生存率に肩が出現すること

になるが，肩をもっ生存率曲線の場合にしかエルカイン

ド回復は観察されない.不可逆と考えられた損傷も修復

されることが判明しそのような損傷を亜致死 (sub-

letha)と考え， エルカインド回復はE致死損傷 (sub-

lethal damage)の回復とも呼ばれている. しかし発

見されて 40年に経ってもエルカインド回復現象も，亜

致死損傷の実体も不明のまま，今日に至っている.一方，

分子レベルはブラックボックスのまま，細胞の生存率や

回復現象の知識は，癌の放射線治療など医学分野に大い

に役立てられてきた2)

1.1 古典放射線生物学の行き詰まり

電離放射線に比べ，非電離放射線である紫外線の場合

にはピリミジンダイマーという化学的に安定した DNA

' 損傷が発見され，いくら照射すると細胞当たり何個のダ

イマーが生じるかなどを正確に測定できたがゆえに，分

子レベルの研究が進んできたさらに細胞培養技術が細

胞工学，遺伝子工学へと進展してきた流れに乗って，紫

外線高感受性で高発癌性のヒ卜劣性遺伝病(色素性乾皮

症:XP) に関係する多くの原因遺伝子3)や，醤歯類の紫

外線高感受性突然変異細胞株の欠損を補うヒト遺伝子が

多数クローニングされた.このようなピリミジンダイ

マーを直接切り出す(除去修復)遺伝子群のクローニン

グというブレイクスルーによって，大腸菌からヒトにま

で共通する IDNA修復」機構という新しい研究分野と

して飛躍的な発展を続けている. しかし. Iピリミジン

ダイマーができるとなぜ細胞が死ぬのか」という素朴な

疑問はまだ解けていない.最近，除去修復とミスマッチ

修復の 2重欠損変異細胞では紫外線に抵抗性になると

いう現象が報告されたが，そこに解く鍵が隠されている

と恩われる.
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電離放射線の損傷修復機構も当然 IDNA修復」機構

の一部を形成しているが，遅々として解けていない.分

子レベルの研究発展を阻んでいる最大の理由は，電離放

射線の損傷が多岐にわたることもあるが， ヒトを含めた

高等動物の染色体 DNAが非常に長く，生死にかかわる

l個や 2個の DNA2重鎖切断 (DSB:double strand 

breaks)を直接測定する鋭敏な技術がないためである.

現在でも DSBを測定するには，細胞の生死を測定する

数 10倍以上の線量を照射して，やっと測定できるのが

現状である.高い線量から得られたデータから低い線量

へと外挿し，細胞の生死も未修復の DSBが原因であろ

うとは推論されていたが，全細胞が死ぬような高線量域

でも数時間のうちに DNA2重鎖切断はすべて再結合し

ているように見えることから，低線量域では DSBはす

べて修復されているはずで. DSBは細胞の生死に関係

ないという疑義もあり，結局，損傷の実体はブラック

ボックスのまま残されてきた.

紫外線高感受性の色素性乾皮症患者の原因遺伝子のク

ローニングが紫外線影響研究の突破口になったが，

X線高感受性で高発癌性のヒト劣性遺伝病(毛細血管

拡張性運動失調症:AT)の原因遺伝子のクローニング

には成功するもののへ DSB修復に直接関与するのでは

なく. DNA上の損傷を認識して，その損傷が修復され

るまで. DNA複製や細胞分裂を停止したり，損傷を修

復できない細胞にアポトーシスを誘導するようなチェ ッ

クポイントと呼ばれる DSB修復の上位に属する遺伝子

であったこともあり. DSB修復機構解析のブレイクス

ノレーにはならなかった.

1.2 DNA 2重鎖切断 (DSB)修復系の解明

DSB修復の欠損は直接，生死に関係するだけに，ヒ

トの遺伝病としては存在しえないのかもしれない.むし

ろDSB損傷修復機構は.X線高感受性の醤歯類の突然

変異細胞株の解析から DSB修復機構の一つ，鋳型なし

に切れた DSB両断端を直接つなぐ非相同末端結合修復

(NHEJ: non-homologous end-joining)の機構が明らか

になってきた. もう一つのブレイクスルーをもたらした

のは，組換え (HR:homologous recombination)修復

機構を明らかにした日本の小川ら (1992)のグループで

あった.彼らは，大腸菌の組換え修復を担う recAと相

同な高等生物の遺伝子 RAD51をクローニングし5) こ

の遺伝子が DSBのHR修復系に直接関与していること

を明らかにした. このようにして， 高等生物の DSBを

修復する機構(図1)には. RAD51. RAD52. RAD54 

などの遺伝子群が関与している HR修復系と，相同な

DNA鎖を必要としない KU70.KU80. DNAPKcsなど

3 
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図 1 高等動物細胞での 2種類の DNA2重鎖切断

修復経路について

相同組換え修復は，相同染色体もしくは姉妹

染色体上の相同配列と組換え反応を起こして

修復する.正確に修復できるが，これに関与

するタンパク質の多くは分裂期でなければ発

現していない.一方，非相同末端結合修復は，

切断した DNAが再結合することによって修

復を完了する.正確に修復できない.相同組

換えと非相同末端結合修復の双方に関与する

タンパク質 (Mre11 /Rad50 /Xrs2)と相同組

換えによる組換え修復に関与するタンパク質

(Rad51， Rad52， Rad54A， Rad54B， Rad 
51B， Rad51C， Rad51D， XRCC2， XRCC3) 
と非相同末端結合修復に関与するタンパク質

(Ku70/Ku80， XRCC4， DNA-PKcs，リガPー

ゼIV) に分けられる. 大腸菌の関連する酵

素も表示.

の遺伝子群が関与する NHEJ修復系とが存在すること

が明らかにされため. HR修復系は必ず傷のない自分と

閉じ DNAを参照したり，使用したりしながら治すため，

その修理は完壁で修復効率も 100%に近いと考えられ

ている.それに対して NHEJ修復系は，自分と同じ相

棒を使わずに切れた DNAを直接つないで治す経路で，

4 

自分と同じ相棒がいなくても治すことができる簡便な修

復方法である. しかし元の状態がどうであったかを確

認せずに傷を治し，修復の際に傷の一部分を取り除いた

りするため，一部の情報を失いがちで修復効率は悪い.

しかし細胞とっては， DNA合成期や G2期を除いて，

近くに相棒を見いだすチャンスがないので，死ぬよりま

しと強引に修復する必要悪のような修復系であろう.

2. 古典放射線生物学への挑戦

ある遺伝子がクローニングされその一次構造が解明さ

れても，その機能や役割を知ることは難しい.その遺伝

子産物(タンパク質)の機能や役割を調べる最新の方法

は，その遺伝子をノックアウ卜した細胞やマウスを作製

し，その細胞やマウスが生存可能なのかどうか，生きた

場合にどのような機能が欠損したのかを解析する方法で

ある. この方法の特徴は，遺伝子ノックアウトによって

特定のタンパク質のみを細胞から除くことができること

によって，機能とタンパク質との一対一対応を解析でき

ること，さらにノックアウトした遺伝子を再導入してそ

れらの機能が回復するかどうかで検定もできる点である.

一般には， ヒト，マウスなど高等真核細胞に DNA断

片を導入すると， その一部がゲノム DNAに取り込まれ

る(インテグレーション integration)が，大部分の

インテグレーションは染色体DNA上のいろいろな位置

にランダムに取り込まれる(ランダムインテグレーショ

ン randomintegration)のが普通である. その確率

は，導入した DNA断片と相同なゲノム DNAと置き換

わる形で取り込まれる(ターゲットインテグレーショ

ン targetedintegration)確率とは 100倍ほどの違い

がある.

最近，武田らは，ニワトリ Bリンパ細胞株 (DT40)が

非常に変わり者で， ランダムインテグレーションとター

ゲットインテグレーションが同頻度で起きることを見い

だした7) そして， このニワトリ DT40細胞株から 2種

類の DSB修復系に関係する遺伝子群をノックアウトし

た変異細胞株の樹立に成功した.すなわち， HR修復に

関係する修復酵素の RAD54を失わせた HR修復欠損

細胞 (RAD54一/一)， NHEJ修復に関係する KU70修復酵

素を欠損させた NHEJ修復欠損細胞 (KU70-/一)，この両

修復酵素を欠損させた 2重欠損細胞 (KU70-/ー/RAD

54一/一)である.親株の DT40を含めて細胞周期は

約 8時間で，バクテリアのように良く増殖する大変扱

いやすい細胞である夙

遺伝子パックグランドを同じにして DSB修復系の遺

伝子のみを欠損させたニワトリ変異細胞は， DSBを鋭

放射線化学



古典放射線生物学を分子レベルで何処まで語れるか?
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DNA2重鎖切断修復系をノックアウトした

ニワトリ Bリンパ細胞株の生存率曲線9)

ニワトリ DT40細胞株から 2種類の DSB修

復系に関与する遺伝子をノックアウトした変

異細胞株:親株の DT40細胞， HR修復に関

係する修復酵素の RAD54を失わせた HR

修復欠損細胞 (RAD54一/一)， NHEJ修復に関

係する KU70修復酵素を欠損させた NHEJ

修復欠損細胞 (KU70-/一)，この両修復酵素を

欠損させた 2重欠損細胞 (KU70-/一/RAD

54一/一).親株の DT40を含めて細胞周期は

約 8時間で，浮瀞細胞であり，バクテリア

のように良く増殖する.

性が異なる.そこで，ある細胞周期に存在する細胞の放

射線感受性が極端に異なる場合には，対数増殖期の細胞

(集団)の生存率曲線は 2相性を示すと恩われる.

そこで細胞周期を合わせた細胞での生存率を比較する

ことにした8) 図3は，分裂直後の小さな細胞 (Gl期)

を集めて実験を開始し(ゼロ時間)， Gl期から M 期へ

と進行する細胞に種々の時期を選んで，閉じ線量

(2Gy)のX線を照射したときの細胞生存率を示してい

る.親細胞は，すでに報告されているヒト HeLa細胞

やチャイニーズ、ハムスター V79細胞などと同様に10)，

S期の後半から G2期にかけて，放射線抵抗性である.

しかし RAD54-/一細胞は，親細胞で見られた S期の後

半から G2期の放射線抵抗性を失い，細胞周期を通じて

同じ感受性を示している.以上のことから，全細胞周期

を通じて NHEJ修復が働いているが， HR修復は S期

とG2期しか働いていないことを示唆した. Gl期細胞

のDSB修復系は， NHEJ修復系だけであることになる.

そこでKU70-/ー細胞は， NHEJ修復機構の欠損により

Gl期は高感受性となり， S期の後期から G2期にかけ

ては HR修復系により放射線抵抗性になる. HR修復に

5 
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0 

図 2

敏に測定する技術のない今日，低線量域の細胞死やエル

カインド回復などにも， DSBが本当に関与しているの

かどうかなどを明らかにできる最適の材料と考えられた.

そこで我々と武田らとの共同研究が開始された. この紙

面をお借りして，この 2種類の DSB関連遺伝子を欠損

させたニワトリ細胞株を用いて，古典放射線生物学での

諸現象(電離放射線による細胞死や細胞回復現象，

RBEの問題など)を分子レベルでいかに解明したかを

報告する.

2.1 ニワトリ細胞の生存率曲線からわかること

図2は，これら 4種類のニワトリ細胞に X線を照射

して生き残った細胞数を縦軸(対数目盛)に，照射した

放射線の線量を横軸(普通目盛)にしてプロットした生

存率曲線である8).9) 一般に細胞の生存率曲線をこのよ

うに片対数グラフでプロットすると，RAD54一/一 細胞

や2重欠損細胞が示しているような直線になる場合ム

親株や KU70-/一細胞が示しているような肩のある曲線

を示す場合とがある.細胞の生残率曲線の傾きが急なほ

ど，放射線感受性である. 2重欠損株である KU70-/ー/

RAD54-/一細胞が最も傾きが強く，最も放射線に感受

性で， 次がRAD54一/一 細胞である. 低線量域で比較す

ると親株が最も抵抗性な細胞である.一つ一つの DSB

修復機構を失うごとに細胞はより放射線感受性になるこ

とから，個々の DSB修復機構が独立して働いていると

考えられる.しかし KU70-/一細胞は非常に奇妙な

2相性曲線である.低い線量域では 2重欠損細胞と同様

に高感受性だが，高線量域では大きな肩をもっ曲線とな

るとともに，親株より放射線抵抗性になっている.

この KU70-/一細胞の生存率曲線から二つの疑問が出

てくる.第 lは曲線の 2相性は極端に放射線感受性な

細胞が混っていることを示唆するが，そのようになる原

因は何か.第 2は高線量域で親株より，なぜ放射線に

強くなるのかという疑問である.

2.2 細胞周期に伴う放射線感受性の変動と 2種類の

DSB修復系の役割分担

真核細胞は増殖するために DNAを複製し分裂するが，

この過程(細胞周期)は 4期に分けられている.その

4期とは，分裂する時期 (M期)， DNAを複製する時

期 (S期)， M期と S期の間の時期 (Gl期)， S期と M

期の間の時期 (G2期)である.一般に，図 2のような

生存率は，細胞が増殖を続けている細胞集団(対数増殖

期の細胞集団)を用いる.そのような細胞の場合，細胞

周期の各期に存在する細胞数の割合は，各期が占める相

対時間に比例していることが知られている.また，同じ

細胞でも異なる細胞周期に存在する細胞は，放射線感受

第 70号 (2000)
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2.3 細胞周期における 2種類の DSB修復系の競合

について

さて高線量域で親株より KU70/細胞が放射線抵抗

性になる謎解きを始めよう.高線量域で生き残っている

KU70-/細胞は S期と G2期の細胞であるが，一般に

この時期は 2種類の DSB修復系が共存している.最近，

HR修復系の Rad52酵素は NHEJ修復系の Ku70酵素

と同様な DSB断端部に結合することが報告された11)

そこで S期と G2期には， Ku70とRad52とが DSB断

端部の取り争いをしている修羅場が思い浮かぶ. Ku70 

が主導権をもっても NHEJ修復系の修復効率が悪いの

で生存率はあまり上昇しないが， Ku70がない場合には

HR修復系が全 DSBを修復することになり， 修復効率

が良いだけに高い生存率を示すと考えられる.この仮定

を証明するため NHEJ修復系に関与するもう一つの修

復酵素 DNA-PKcsの欠損細胞が作り出された. 図 lで

明らかなように， Ku70がなくても DNA-PKcsがなく

ても， NHEJ修復系は働けない. DNA-PKcsがなく

Ku70があれば， DSB部位で Ku70とRad52との競合

は当然起こるが， Ku70が DSBに結合してもその傷は

全く修復できないので，親株より感受性になると予想さ

れる. 結果は予想どおりで， DNA-PKcs欠損細胞は親

株より放射線に感受性になった. さらに DNA-PKcsと

Ku70の2重欠損細胞は， Ku70単独欠損細胞と全く同

じ生存率曲線を示した12)

以上の実験から， 2種類の DSB修復系は細胞周期を

通じて役割分担をしており， NHEJ修復系は全細胞周期

で働き， HR修復系は相同染色体 DNAが近接して存在

する S期と G2期だけに働いている. 2種類の修復系が

同時に働く S期と G2期では DSB断端部をめぐって，

NHEJ修復系の Ku70とHR修復系の Rad52との競合

が起こっている.これらの研究によって細胞周期の

S期/G2期が，なぜ，電離放射線に抵抗性になるかとい

う疑問も同時に分子レベルで解明したことになった.そ

して，第 2の謎は次のように解けた.細胞周期の

S期と G2期では，親株では Ku70とRad52の両タ ン

パク質が存在し常に競合しているので， NHEJ修復系が

効率が悪い分， HR修復系単独の修復に比べて総修復効

率は悪く， 親株の方がKU70-/細胞より生存率が悪く

なっている.
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DNA2重鎖切断修復系をノックアウ トした

ニワトリ Bリンパ細胞株の細胞周期による

放射線感受性の変動

分裂直後の小さな細胞 (Gl期)をエリュー

トレイターで集めて， 実験を開始(ゼロ時

間). G 1期か らM期へと進行する細胞に

種々の時期を選んで，同じ線量 (2Gy)の

X線を照射した.細胞は，図 2で用いたも

のと閉じ

2 4 6 8 

TIME AFTER SYNCHRONIZATION， hr 

図 3

電離放射線の損傷修復

古典放射線生物学では，放射線損傷が軽減される細胞

現象を回復 (recovery)と呼び，分子レベルで起きてい

る修復 (repair)と区別しながら，実体も修復機構もブ

放射線化学

3. 

おいては，近接する相同染色体 DNA(姉妹染色体

DNA)が必要不可欠である. しかし S期の初期では

DNA複製が始ま ったばかりで相同染色体 DNA量も少

なく，全ゲノムが複製される S期の後期から G2期に

なって初めて，全相同染色体 DNAが近接して存在する

状況が出現する. そこで， HR修復系しかもっていない

KU70-/一細胞の見事な曲線(図 3)は，相同染色体

DNA量に比例して放射線抵抗性となることを示してい

る.さらに図3は， KU70-/細胞の約 20%が放射線

抵抗性の細胞集団 (S期の後半から G2期)であり，

約 80%が放射線感受性であることを示している. そこ

で，図 2のKU70-/一細胞の生存率曲線において，低線

域では選択的に高感受性細胞集団が死に始め，高線

域になって放射線抵抗性細胞集団が死に始めることにな

り，必然的に 2相性になることが容易に理解できる.

これで第一の謎は解けたことになる.
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古典放射線生物学を分子レベルで伺処まで語れるか?

ラックボックスにして， X線などの電離放射線ばかり

でなく種々の抗癌剤に対しても，あくまでも実験手法的

な分類である亜致死損傷の回復，潜在致死損傷

(potentially lethal damage) の回復という細胞レベル

での現象論に終始してきた. ここで，潜在致死損傷とは，

本来的には死に至る損傷であるが照射された細胞を取り

巻く物理的，化学的環境の変化によって，修飾されるよ

うな損傷と考えられている.すで、にエルカインド回復と

して述べたが，亜致死損傷は一般には数時間のうちに回

復され，死に至らないような損傷ではあるが，この損傷

が完全に回復する前に 2度目の照射で同様な亜致死損

. 傷ができると古い亜致死損傷と相互作用して致死損傷

(lethal damage)となると考えられている2)

3.1 エルカインド回復(亜致死損傷の回復)とはど

のような現象か

典型的なエルカインド回復を図 4に示す13) 図4の

右図の縦軸は生存率，横軸は分割照射の時間間隔である.

波を打つ曲線(右図の A曲線)は， この 866ラドとい

う線量を 433ラドと 433ラドと 2分割して，最初に

433ラド照射して時間をあけて 433ラド照射すると，

T i 
0.1 
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l2 l4 
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ID 

だんだんと生存率が上がってくる(約 1時間ぐらいが

ピーク値)ことを示している. この生存率の上昇をエノレ

カインド回復と呼んでいる.その後だんだんと生存率も

下がり 7--8時間後から再び生存率が上がっていく.細

胞周期を止めるような温度 (250C)環境下では，左図の

B曲線のように波を打たなくなる. これは最初の照射線

で生き残った抵抗性の細胞 (S期と G2期の細胞)が

次の感受性な細胞周期 (Gl期)に進むことから起きる.

エルカインド回復のもう一つの特徴は，生存率曲線の肩

が再出現することである.生存率曲線の肩の再出現を見

る実験が4図(左図)である. 最初に 505ラドを照射

して，直ちに次の線量を照射すると，当然だが，一度に

全線量を照射して得た生存率曲線に(曲線というより直

線に)一致する. しかし 2.5時間後に照射すると小さな

肩をもつようになり， 23時間後には元の肩の大きさを

もっ曲線に復帰する.

このエルカインド回復の唯一の阻害剤は，抗癌剤アク

チノマイシン Dであるが， RNA合成阻害剤としてでは

なく， DNA自身にインターカーレイト (挿入)する機

能がエルカインド回復を阻害することが証明されている.
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附URS ' 
図 4 典型的なエルカインド回復12)

右図の縦軸は生存率， 横軸は分割照射の時間間隔である. 866ラドという線量を 433ラドと 433ラドと 2

分割して照射.最初に 433ラド照射した後，時間を間隔をあけて 433ラド照射すると，だんだんと生存率

が上がってくる(右図の A曲線).この生存率の上昇をエルカインド回復と呼ばれている.細胞周期を止

めるような温度 (250C)環境下では(右図の B曲線)， 波を打たなくなる. 左図は生存率曲線の肩の再出現

を見る実験.最初に 505ラドを照射して， 直ちに次の線量を照射すると， 一度に全線量を照射して得た生

存率曲線に(曲線というより直線に)一致. しかし 2.5時間後に照射すると小さな肩をもつようになり，

23時間後には元の肩の大きさをもっ曲線に復帰.
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そこで，エルカインド回復を起こす損傷の実体は，

DSBのような DNA損傷ではなく. DNAの立体構造の

変化のようなものと推定されていた.

3.2 エルカインド回復の分子レベルのメカニズム

4種のニワトリ細胞を分割照射して， それらのうちの

どの細胞が，エルカインド回復現象を示すかどうかを検

討した.その結果，親株 DT40細胞と KU70-/一細胞だ

けに分割照射回復現象が観察されたが HR修復機構を

欠損する細胞 (RAD54-/一/KU70一/一 細胞と RAD

54一/一 細胞)では観察されず，エルカインド回復現象に

DSBのHR修復系が関与することが示された分割照

射回復を観察できた親株と KU70-/一細胞の抵抗性部分

(KU70-/細胞の感受性部分は示さず)において，エ

ルカインド回復の特徴として挙げられている他の性質も

観察できるどうかを検討した. DSBのHR修復系をも

っニワトリ細胞 (親株と KU70-/細胞の抵抗性部分)

において，生存率曲線の肩が再現すること. 25
0

Cまで

温度を下げると分割照射回復曲線の生存率の変動がなく

なること，分割照射回復現象はアクチノマイシン Dで

阻害されることなど，エルカインドが調べあげたすべて

の特徴が観察された. 以上の結果から. rエルカインド

回復とは，相同染色体 DNA上に生じた DSBをHR修

復系が修復した結果，細胞が生き返る現象である」とい

える.それゆえ. r亜致死損傷とは DNAのひずみでは

なく，相同染色体(姉妹染色体)DNA上の DSBであ

る」ことも明らかになった.

そこで生存率の肩は，分子レベルで次のように説明で

きる.相同染色体 DNA上の DSBが HR修復系で修復

されるためには， もう片方の相同染色体 DNAが無傷で

あることが不可欠である.低線量域では片方だけの相同

染色体 DNA上に DSBが生じる確率が高いので，その

ような単独な DSBはHR修復系で完壁に修復され，ほ

とんどの細胞は死なないであろう.高線量域になると，

もう片方の相同染色体 DNAにも DSBが誘導される確

率が生じるため，徐々に修復不純となり死に始める.す

なわち. HR修復系が働くと生存率曲線は肩をももつこ

とになる.

3.3 潜在致死損傷の回復現象とその分子レベルのメ

力ニズム

もう一つの古典放射線生物学でよく知られている潜在

致死損傷の回復現象は，非常に速い回復現象と遅い現象

の2種類の存在が知られている.速い回復現象は，私

とエルカインド博士が発見した現象である 14) 遅いほう

は，固形癌組織のように細胞同士がぎっしりと密に接触

しあった細胞を照射したときに観察される回復現象であ

8 

る. これらの細胞は Go (細胞周期から外れて停止して

いる状態)あるいは Gl期にある細胞と考えられている.

ニワトリ細胞では. Go期状態を作ることができないの

で，遅い潜在致死損傷の回復現象を解析することはでき

ないが. Goあるいは Gl期にある細胞には HR修復系

が存在しないことが知られているので. DSB切断は必

然的に NHEJ修復系によってのみ修復されていること

になる.だから，遅い潜在致死損傷の回復現象は，

DSBのNHEJ修復系によって，細胞が生き返る現象で

あると解釈できる. 一方，ニワトリ細胞を用いた速い修

復系についての実験によって. HR修復系が存在する細

胞だけに速い潜在致死損傷の回復現象が見いだされた . 

そこで，はやい潜在致死損傷の回復とは DSBのHR修

復系を阻害することによって，細胞死に導いていた現象

であることが判明した. 言い換えると，速い潜在致死損

傷の回復とは，エルカインド回復の阻害現象を観察して

いたことになる.以上のことから潜在致死損傷とは，全

ゲノム上の DSBということで.BE致死損傷である相同

染色体 DNA上の DSBは，潜在致死損傷であり亜致死

損傷でもあることになる. もともと亜致死損傷や潜在致

死損傷および致死損傷とは，実験方法論的に定義された

概念ゆえに，それらの実体については昔からいろいろな

議論がなされてきた. ここにきて，長い議論に終止符を

打つことができた

4. 線エネルギー付与 (LET)と相対的

生物効果比 (RBE)とは何か

最後にこの細胞系を用いて.r放射線の線エネルギー

付与 (LET) 値が大きくなると相対的生物効果比 ~;B: t 
の値が，なぜ大きくなるか」という問題に挑戦した同

じ電離放射線といっても γ線.X線， α線，中性子線な

ど，異なった種類の放射線が知られている. r線に対す

る中性子線の混入度が広島型原爆と長崎型原爆で異なっ

ていたことによって，広島と長崎での被爆者の発癌頻度

が異なることが知られている. これは，照射された細胞

や組織の吸収線量が同じでも， γ線と中性子線とでは，

生物影響の度合いが異なることが原因であると考えられ

ている.

γ線 x線(低 LET放射線)に比べα線や中性子線

(高 LET放射線)などは，放射線が通った道筋に沿っ

て多くの電離分子ができる.この物理現象を単位長さ当

たりの電離密度で表した指標を LETと呼んでいる.ま

た. RBEとは同じ条件下で低 LET放射線の代表である

γ線照射によって生じる生物効果と，同じ生物効果を生

じさせるに必要な他の放射線の吸収線量の比である.例

放射線化学
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古典放射線生物学を分子レベルで何処まで語れるか?
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図 5 線エネルギー付与 (LET)と相対的生物効果

比 (RBE)との関係-特に過剰致死効果の模
式図2)

横軸は，線エネルギー付与 (LET)，縦軸は相

対的生物効果比 (RBE)を表す. LETとは，

放射線が通った道筋に沿っての単位長さ当た

りの電離密度 RBEとは，同じ条件下で7

線照射によって生じる生物効果と，同じ生物

効果を生じさせるに必要な異なる LET放射

線の吸収線量の比.0は細胞を， 牢はヒット

を模式的に表示. 2個の牢で細胞が死ぬため

には， LETの低い放射線の場合には，何度

も放射線が照射される必要があるが，適度に

高い LETの場合には回の照射で効率よ

く2個の 牢を細胞にヒ ットさせて細胞を殺

し高い RBEとなることを模式的に示して

いる. LETがそれより高くなると，無駄な

ヒットが多くなり，過剰致死効果 (オーバー

キノレ)の状態で細胞死の効率も悪くなり，

RBEの値も低下する.

えば高速中性子線の RBEは 10であるが， その意味は，

T線を被曝して“ある生物効果"を生じたとすれば，それ

と“閉じ生物効果"を生じる高速中性子線の吸収線量は，

T線の 10分の lの吸収線量であることを意味する. 言

い換えると同じ吸収線量の場合に，高速中性子線の方が

7線に比べ 10倍の生物効果を生じることを意味する.

これを模式的に表したのが， 有名な E.ホールの教科書

「放射線科医の放射線生物学」に掲載されている LETj

RBEの相関図 (図 5)である2) この LETjRBEに関

する従来の解釈は，低い LETの場合，何度かのヒット

でやっと致死損傷を作るが， LETが高くなるにつれ

ヒットで致死損傷を効率よく作るようになり， RBEが

ピークになる LETのところでは 1ヒットで最も効率の

良い致死損傷が生じるという解釈である.さらに高

LETになると RBE値が下がってくるのは，一度死んだ

第 70号 (2000)

細胞を 2度殺すことができないという過剰致死効果

(overkill)であると説明されている.

4.1 LETとRBE関係の新解釈と致死損傷

放医研重粒子線施設 (HIMAC)の種々の LETをもっ.

放射線でニワトリ細胞を照射するという古津らと共同研

究を行い15)，DSB修復と LETjRBE関係を求めた

2種類の DSB修復系のうち，両方かどちらか一方でも

残っている場合には，これまでの種々の細胞で得られた

と同様な， ILETの増加とともに RBEが増加し

200 keV /.μm近くでピーク値に達した後下がる」とい

う現象を確認したしかし驚くことに， 2種類の DSB

修復系を共に欠損した細胞では， LETが高くなっても

RBEは上昇せず， RBEはlのままで，そのうち RBE

が 1より小さくなることが見いだされた.このことは，

LETが高くなっても同じ線量では同じ DSB量を誘発し

ていることを示唆しており， ILETに依存せず同一吸収

線量では， 誘発 DSB量は同じである」という報告を確

認したことになった. DSB修復がない細胞において高

LET領域で RBEが下がる現象は， LETが高いにもか

かわらず，同一吸収線量で X線や 7線より放射線抵抗

性になることですから， DSBの数が減ったと解釈され

る.つまり， この領域での RBEの減少は，過剰致死効

果ではなく放射線が DNAにヒットしなくなったと解釈

できる.

RBEが上昇しても同数の DSBができるのに， DSB 

修復系が存在すれば RBEが上昇したことは， LETが高

くなるにつれ電離密度が高くなり空間的に隣接して

2個以上の DSBが生じる頻度が高くなり，修復誤りを

起こすチャンスが増加することが， RBEを押し上げる

原因であると推論される. DSBの修復欠損細胞を用い

た実験結果によって， LETjRBE関係の新しい解釈が

できあがった そして，致死損傷とは，“間違い修復さ

れたDSB"という考えも提出された.これまでの“修復

されないで残ったDSB"と併せて， I致死損傷」の新し

い実体像が浮かび上がった

5. 生存率曲線の理論的考察

細胞の生死を決める DSBは，単純に線量に比例して

増大すると考えられるが，相同染色体 DNAは2本ある

ことから，その DNA上の DSBは線量の 2乗に比例す

ることになる.細胞死は，亜致死損傷や潜在致死損傷で

ある DSBがDSB修復機構によって，修復されずに

残った損傷か，修復あやまりで作られた致死損傷量に比

例するはずである.当然，致死損傷量は生成した潜在致

死損傷量や亜致死損傷量にも比例するはずである.細胞

9 
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周期を回っている細胞集団は当然， NHEJ修復系と HR 京都大学理学部理学研究科博士課程動物学科 (放射線

修復系が働いている細胞集団のミックスであることから， 生物学)修了 ・理学博士

細胞の生存率曲線は，少なくとも，線量に比例する部分 京都大学医学部(放射能医学教室)・助手

(NHEJ集復系)と線量の 2乗に比例する部分 (HR修 京都大学放射線生物研究センター(突然変異機構研究

復系)とから構成されていることなる. この推論を基に， 部門)・助教授

生存率曲線を数式でフィッ卜することを試みた.RAD 助手から助教授にかけて，米国アルゴンヌ国立研究所

54-/ー /KU70-/細胞と RAD54一/一細胞は，直線であ および米国コロラド州立大学のエルカインド教授のも

ることから 1次項のみ (y=exp(一似))， KU70-/一細胞 とに留学，その後共同研究を続ける

は， 1次項と 2次項の足し算 (y= exp(一似)+ exp 0現職

( -sX
2
)) でフィットさせた これらのフィットさせた式 京都大学原子炉実験所 (放射線生命科学部門 ・粒子線

のバロメーターを用いて，親株を l次項と 2次項の足 生物学)・教授

し算式としてフィットさせると，非常に良くフィットし

た16) DSBとその 2種類の DSB修復機構の考えを取り

入れて，細胞の生存率曲線を表すのに成功したのは，世

界でも我々が最初であろう.ちなみに図 2の生存率曲

線は，手書きではなく，上式にフィッ卜させて，描かせ

た図である.

6. おわりに

DSB修復欠損ニワトリ細胞を用いて，古典放射線生

物学では，実体不明の概念であった致死損傷，3E致死損

傷，潜在致死損傷，およびそれらの回復現象，細胞周期

による細胞の放射線感受性の変動，さらには

RBE/LET関係，生存率曲線の数式化などを， DNA 2 

重鎖切断 2種類の DNA2重鎖切断の修復機構(相同

組換修復系，末端結合修復系)だけを用いて，矛盾なく

説明できることを明らかにした. これによって電離放射

線の生物影響の研究も分子レベルで解く道が拓かれたこ

とになる.また， これまでの古典放射線生物学の教科書

の多くを書き改める必要が出てきたと考えている.
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古典放射線生物学を分子レベルで何処まで語れるか?
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〔展望・解説〕

環境に調和した材料開発

日本原子力研究所高崎研究所材料開発部高機能材料第 1研究室 吉 井 文 男

Biodegradable polymers were modified by radia-

tion crosslinking tequniques to develop environ-

mental adaptable polymer. Poly(ε-caprolactone)， 

PCL， (melting temperature， 600C) by irradiation in 

the supercooled state led to the highest gel content 

and this polymer has high heat resistance. Relative-

ly smaller dose such as 15 and 30 kGy were effec-
tive to improve processability of aliphatic polyester 

by formation of branch structure during irradia-

tion. It was found that sodium carboxymethyl cellu-

lose (CMC-Na) with degree of substitution (DS) from 

0.7 to 2.2 and sodium carboxymethyl starch 

(CMS-Na) with DS 0.15 caused crosslinking at past-
like condition by irradiation. The condition with 

higher concentration such as 50-60% was most ef-
fective for crosslinking of CMC-Na and CMS-Na. 

Crosslinked CMC-Na and CMS-Na formed hydrogel. 

PCL， CMC-Na， and CMS-Na had biodegradability 

even after crosslinking in irradiation. 

Key words: Biodegradable polymer， Environmen-

tal adaptable polymer， PCL， CMC， CMS， Radiation， 

Crosslinking， Biodegrada bili ty 

1.はじめに

1952年に英国のチヤールスビーによりポリエチレン

の耐熱性が照射橋かけにより著しく改善できることが発

表され，それ以来放射線加工技術は着実に発展してきた.

ポリマーの放射線加工の圏内の経済規模は l兆円に達

している. これには長時間安全に運転できる照射設備と

照射技術の発展がある.ポリマーの照射は，比較的容易

Development of Environmental Adaptable Polymer 
Fumio YOSHII (]apan A tomic Energy Research Institute， 

Takasaki Radiation Chemistry Research Establish-
ment) 
~370-1292 高崎市綿貫町 1233
TEL: 027-346-9387. FAX: 027-346-9694 
E-mail: yoshii@taka.jaeri.go.jp 
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な室温で行われ，原料に照射する場合と成形加工製品の

照射である.

最近では，照射による新しい樹脂や配合品の性能を向‘ 
上させる技術相談が多くなってきている. しかし照射

により特徴のあるポリマーを得るには，単に室温照射の

みでは難しく，新しい照射技術の開発が必要である.室

温の放射線照射では分解型のポリ四フッ化エチレン(テ

フロン)が，融点近傍で流動性を与えることにより，分

子鎖のコンフォメーションが変わり，橋かけが起きるよ

うになったり.2) これにより幅広い用途開発が可能に

なった.また，放射線に対し分解型のポリメチルメタ

クリレートが橋かけポリマーの添加により，共橋かけを

起こすことが見いだされた3) このように温度や二成分

系にし相状態を変えることにより分解型ポリマーが橋

かけを起こすようになった. これらの技術はポリマーの

放射線加工に新たな活路を見いだすものとして今後の進

展が期待できる.

21世紀の課題のキーワードに 「環境」がある. これ

に放射線を活かしていくことは，今後の放射線利用の普 a 

及に重要なことである.放射線利用による材料開発では， 1
照射により再利用できるように材料を改質する，土の中

の微生物により分解 ・消化する生分解性材料の照射によ

る実用物性の向上がある.

生分解性の材料は，使用中は実用に耐える物性を保持

し，使用後の廃棄物は堆肥化(コンポスト化)処理によ

り，自然に還元できる環境に負荷を与えない材料として，

注目されている.近年このような材料は，環境適合型，

環境調和型，環境保全型と呼ばれ，さまざまの研究が進

んでいる. これらには古くて新しい材料として見直され

てきているセルロースやデンプンような天然系と石油お

よび微生物から合成する脂肪族ポリエステルがある.こ

れらをポリエチレンやポリプロピレンのような汎用材料

と同じように使用するには幾多の改良が必要である.プ

レンド法などが提案されているが，放射線加工技術も物

性改善の一つの改質技術になると考えられる.

放射線化学



環境に調和した材料開発

原研では，環境に優しい材料開発を目指し複合系の

照射による生分解性ポリマーの放射線加工の研究を行っ

ている.本稿では，脂肪族ポリエステルの過冷却照射に

よる耐熱性と分岐構造導入による加工性の改善および放

射線分解型のセルロースとデンプン誘導体の水とのぺー

ス卜状態の橋かけ反応について，最近の研究成果を紹介

する.

2. 生分解性ポリマーの照射効果

ポリマー材料に照射すると橋かけと分解とが同時に起

こる.橋かけと分解の割合は，ポリマーの立体規則性，

. 結晶化度，分子量，分岐構造，共重合比などによって影

響される.表 lに示すように微生物産生タイプの 3・ヒ

ドロキシプチレートとその共重合体，ポリ乳酸は分解が

優先して起こるため， 分解型のポリマーである4) ポリ

乳酸は透明性に優れているため，医療用具の素材に使わ

れているが，放射線滅菌を行うときには劣化に十分な注

意が必要である. ポリプチレンサクシネートとポリ (ε-

カプロラクトン)(PCL)については，橋かけが優先して

起こる.しかし室温照射では橋かけに大線量を要する

ため，効率的な橋かけには融点近傍の温度で照射するの

が好ましい.

PCLは土壌中で 1カ月で生分解するため，コンポス

ト化処理できる材料であるが，結晶融点が 60
0

Cである

ため，用途が限られている. このため，耐熱性の改善が

強く望まれている.また，脂肪族ポリエステルは溶融粘

度が低いため，フィルム成形などが難しく，成形加工性

• 表 1 生分解性ポリマーの照射効果

生分解性ポリマー 照射効果

脂肪族ポリエステル

ポリ (ε カプロラクトン)

ポリプチレンサクシネート

ポリ乳酸

橋かけ

橋かけ

分 解

微生物産生ポリマー

ポリ 3・ヒドロキシブチレート 分解

ポリ 3・ヒロドキシプチレー ト共重合体 分 解

ポリグルタミン酸 橋かけ

ポリアスバラギン酸 橋かけ

天然ポリマー

カラギーナン

アルギン酸

でんぷん

セルロース

セルロース誘導体 (CMC)

デンプン誘導体 (CMS)

分解

分解

分解

分解

橋かけ

橋かけ

第 70号 (2000)

の改善も生分解性ポリマーの普及拡大に対し，解決しな

ければならない問題となっている.

天然ポリマーとしては，セルロース，デンプン，カラ

ギーナン，アルギン酸がある.これらは多糖類と呼ばれ，

照射によりクールコシド結合が壊れ，分解する.セルロー

スおよびデンプン誘導体も固体および希薄水溶液では，

分解が優先するが，水とよく練りペースト状態で照射す

ると橋かけすることを見いだした.

3. 脂肪族ポリエステルの改質

3.1 過冷却照射による橋かけ

PCLの構造は以下のようになっている.

HU-{べ〉ー(CH2)S一CO一]n-H

ポリマーの放射線橋かけは非結晶領域で起こるため，

非結晶域を増やすと照射橋かけが容易になる.このため

PCLの融解後の結晶化挙動を示差走査熱量分析計

(DSC)により調べた.PCLの融点は 60
0

Cであるため，

80
0Cで融解しその後に等温結晶化を行ったのが図 l

である. 25
0

Cおよび 30
0

Cでは，直ちに結晶化による

ピークが現れる. しかし， 35
0

Cでは， 結晶化がわずか

に起き，ブロードな吸収になる.45
0

Cや 55
0

Cでは，

55'C 

話:
猷

o 5 10 15 20 360 960 

等温結晶化時間(分)

図 1 80
0

Cで融解した PCLの等温結晶化曲線

100 

80 

射照わ
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-
恒解闘やし
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自
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浩司過
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叩
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100 200 3∞ 400 ∞ 

線量 (kGy)

図 2 PCLの固相(室温)， 融解相 (80
0

C)，および

過冷却相の γ線照射による橋かけ挙動
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写真 1
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過冷却相照射で得た橋かけ PCLの活性汚泥

中の分解
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照射 PCL.
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図 4
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や
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塩
B 過冷却相で照射した PCLの生分解性への橋かけの影

響を調べたのが図 4である7) 生分解性は活性汚泥を使

い分解により生成した炭酸ガス量の測定から求めた.生

分解性は約 1カ月で 100%分解し橋かけ PCLの方が

初期の分解が速いことがわかる.図の最大の分解率は

85%で，残り 15%は微生物が栄養源として体内に取

り込んだバイオマスに対応するものである.

ポリマーの生分解性は，分子量，結晶化度，分岐度に

より影響される.ポリマーの放射線照射は，橋かけのほ

かに，同時に分解による分子切断が起こる.このため，

過冷却照射フィルムには未照射フィルムに比べ分子鎖の

短いものが含まれている.また，フィルムは熱プレスに

より調製し透明であることから結晶サイズの刈、さく

なっている.橋かけ構造よりも，これらのモルホロジー

により過冷却照射により得たフィルムの方が初期の生分

解性が高いものと考えられる.使用後のポリマーのコン

ポスト化処理による目安は，活性汚泥中で 1--2カ月で

分解できることであり，過冷却照射フィルムはこの条件

を満たしており，橋かけ構造を導入してもコンポスト化

処理により処分できる.

3.2 分岐構造による加工性改善

脂肪族ポリエステルは溶融粘度が低いため，フィルム

成形などの加工しにくい材料である. PHB02は放射線

を使わずに PCLの耐熱性を他の生分解性ポリマーとの

ブレンドにより改良したものである.図 2はPCLの橋

かけ挙動であったが，ゲル化線量(ゲル生成曲線のx軸

との交点)以下の低線量の照射では，分岐構造が生成し，

溶融粘度(溶融張力)が向上する.このような線量では，

まだ，橋かけによる網目構造が生成していないため，溶

剤に溶解する.

5 

100 160 

試験温度("C)

過冷却相照射で得た橋かけ PCLのクリープ

試験による耐熱性の評価

(種々の温度での， 7 kg/cm2荷重下での切

断までの時間• ) 
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長時間にわたり結晶化が起こらず，融解相と同じような

相状態，過冷却相を保持している. 450Cの保持であれ

ば， 16時間を経過しても結晶化は起こらない.このよ

うな過冷却相を長い時間保持するポリマーは，幾つもの

ポリマーを調べたが， PCL以外では見あた らなかった.

過冷却相での橋かけ挙動を調べたのが図 2である5) 室

温の照射は Narkisによってすでに報告されている6)

溶融相では高いゲル分率が得られるが，照射中の分解と

思われる気泡が生成する(写真1). これに対し， 450C 

の過冷却相照射では，気泡のないゲル分率の高い試料が

得られた.橋かけ効率を表す，G値は固相照射は 0.27，

溶融相照射 0.45，過冷却相照射 0.70である. 過冷却相

照射の値は，低密度ポリエチレンの室温照射と同等の橋

かけ挙動である.

厚み 0.5mmのシートを電子線を使い， r線と同じよ

うに過冷却状態で 200kGy照射して得た橋かけ PCL

の耐熱性をクリープ試験により評価した(図 3).照射

試験片に 7kg/cm2の荷重をかけ，高温保持したときの

切断までの時間を求めたものである.未照射試料は，融

点付近で融解するため，直ちに切断する.照射試料の

1000C保持では， 図 3に表せない 24時間を経過しても

安定で，短時間であれば 1500Cでも耐える.明らかに

橋かけにより耐熱性が改善された.
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図 6 室温7線照射による耐熱 PCLの粘弾性変化

60 
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図5はPHB02のペレッ卜を γ線によりゲノレ化線量以

下で照射したときの GPCによる重量平均分子量日ι)

である.分子量は 30kGyまで直線的に増加し未照射

. 試料の1.7倍にもなる この分子量の増加は，網目構造

を形成する前駆体として生ずる分岐構造によるものであ

る.

この照射試料の加工性を評価するため，粘弾性調IJ定を

30 kGy照射後

フィルム成形

行ったのが図 6である.未照射試料は融解によるメル

トダウンのため，約 1200Cで切断する.照射試料は融

解が起きず. 120--250oCまでのゴム弾性域を保持して

いる. これは，照射により生成した分岐鎖が絡み合いを

引き起こ し 溶融粘度が増加 したためである. 成形はこ

のゴム弾性域で行えるため，未照射試料に比べ加工温度

域が大幅に拡大できた.

3.3 応用

PCLは過冷却照射により効率的に橋かけが起き，耐

熱性が改善できた.この技術の応用として，融点以上で

成形し結晶化が起こらないうちに照射を行い耐熱フィ

ルムを製造する実証試験を行っている.

30 kGyの低線量の照射により溶融粘度が向上したた

め，フィルムや発泡成形ができるようになった.インフ

レーション成形においては，ポリエチレンフィルムと同

じ生産設備，同じ成形速度で均一なフィルムが生産でき

るようになった.成形速度は未照射試料の 10倍になり，

生産性が著しく向上したフィルムの最小の厚みとして

は 7μmのものが成形できる. これは，農業資材とし

て作物を栽培するときに，根元の保温をよくするために

覆うマルチフィルムに使用することができる.使用後は

回収せずに耕作機で耕作地にすきこみ生分解できる.ま

た，このフィルムは生ゴミと一緒に土壌中に埋めておく

と，適度の湿度と酸素が拡散するところ(表面から 2--

5cm入ったところ)では.1カ月で分解する(写真 2).

これにより，本フィルムは家庭での生ゴミ袋として使い，

コンポスト化処理により処分できる.

さらに，照射による溶融粘度の増加は発泡体成形にも

有効である.写真3は 15kGyと30kGy照射し，実規

模の成形器によりガス発泡により成形を行ったときの断

面写真である.発泡体は，独立気泡の風合いのよいもの

が得られた 気泡の大きさは，照射の線量により制御で

土壌中

写真 2 耐熱PCLの 30kGy照射しインフレーション成形により得たフィルムの生ゴミを入れた土壌中での分解

第 70号 (2000) 15 



15 kGy 30kGy 

1mm 

写真 3 耐熱 PCLの 15kGyと30kGy照射後の

発泡体

きる. この場合， 15 kGy は30kGyに比べ溶融粘度が

低いため，気泡がやや大きい. 30 kGyのときの発泡倍

率は約 40倍である.用途としては，緩衝材，ネット

キャップ，果物用トレイ，食品容器への応用が期待でき

る.

4. ペースト状態での新しい橋かけ法

植物から生産されるセルロースやデンプンは枯渇する

ことのない有用な資源である.石油を使わない資源でも

ある. しかしこれらは放射線に対しては分解が優先す

るため，放射線を使った橋かけによる改質は全くない.

水は放射線橋かけを引き起こす媒体であるが，7kに溶解

しないことも分解型を優先する要因の一つでもある.そ

こで，水溶性のカルボキシメチルセルロース (CMC)と

カルボキシメチルデンプン (CMS)の水存在下での照射

効果について検討した. CMCと水との混合は， 希薄水

溶液，粘欄液体，およびグリースに似たペースト状態で

照射した. CMCの構造式を図 7に示す. CMCはグル

コースのβ1，4結合からなるセルロースをカルボキシメ

チル化したものである.CMSはグルコースが α-1，4結

吉井文男

合したアミロースとアミロペクチンからなるデンプンを

カルボキシメチル化したものである.これらは三つの

OH基をもっており， すべての OH基がカルボキシメチ

ル基で置換されたものは，置換度 (DS)aである. CMC 

の市販品で最も高い置換度は 2.2である. CMSの置換

度は CMCよりも低く， 0.2以下である.通常は水に対

する溶解性を上げるため，カルボキシメチル基をナトリ

ウムで置換した -CH2COONaのものが一般的である.

これを CMC-NaとCMS-Naと表す.

4.1 CMC-Naの橋かけ

図 8はCMC-Naの粉末固体と水溶液を照射したとき

の相対粘度を示す 照射により分解が起き，著しい粘度 e 
の低下がみられる.未照射 CMC-Naの 1%程度の濃度

では，やや粘度の増した水溶液である. 3%では容器を

傾斜した場合，ゆっくり流れる粘樹液体である. このよ

うな試料の照射では，水の放射線分解により生成した中

間体の OHラジカルにより，固体よりも水溶液照射の

方が分解が促進される.これはこれまでに報告された結

果と全く同じである8).9) 次に DS1.32のCMC-Naを

ビーカーの中でへラを使い水とよく練りぺースト状態に

1.2 

1.0 O 固体，051.32

L::. 3%水浴調l，051.32

. 固体，050.71

企 5%水調事前置， 050.71
0.8 

206 
守F
守式

思 0.4

0.2 

o 
o 50 100 

線量 (kGy)

150 

図 8 CMC-Naの固体と粘桐液体の照射による粘

度変化
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図 7 CMC-Naの構造
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. 図 9 置換度1.32叩 -Naのペース卜状での橋か
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図 10 置換度 2.2CMC-Naのペースト状橋かけ

したものを照射した.その結果が図 9である 10) ゲル

' 分率は照射 叩 -Naを多量の純水に 48時間漬け， 30 

メッシュの金網を通し水に溶解するゾル分を除いた後，

回収したゲルの割合である.図 9から明らかなように

ペースト状態で照射すると，水に不溶なゲルが生成する.

濃度が高いほど、ゲル分率が高く，置換度 1.32の橋かけ

に最適な濃度は 20%である. CMC-Na濃度が 40%以

上になると，水が CMC-Naの内部に十分浸透しないた

め，ゲル分率は低下する.置換度は水との親和性に著し

く影響し置換度が高くなるほどペースト状態をっくり

やすくなる.図 10は置換度 2.2のCMC-Naを濃度の異

なるペース卜状態で照射したときの結果である.置換度

を上げると，高い濃度の CMC-Naぺース トが得られ，

この場合は 50--60%の濃度が橋かけに最も有効である.

線量の高いところでは， 100%に近いゲルが得られる.

しかし 70%の濃度では均一なぺース トがつくれない

ため，ゲル分率が低下する.橋かけの G値は CMC-

Naの濃度に依存する.置換度 2.2の 20% の G(X)1.6， 

第 70号 (2000)
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図 11 CMC-Na橋かけの置換度と濃度との関係

G(S)は1.5に対し， 50%では G(X)1.33， G(S) 1.10で

ある. 50%濃度の方が分解よりも橋かけの割合が大き

いことからより効果的に橋かけが起こる.

CMC-Naの橋かけを置換度と濃度との関係でまとめ

ると図 11のようになる.横軸の濃度は 30% まで整理

した.分解と橋かけには濃度に対し境界があり，これが

置換度に依存する.置換度が高いと比較的濃度の低い

ペースト状態でも橋かけが起こる.置換度が低いと橋か

けには高濃度のぺーストが必要になるが，水との親和性

が低いためこのようなペーストはっくりにくい.

これまでの研究では，濃度の低い領域での研究であっ

たため， CMC-Naは放射線に対しては分解型であり，

橋かけは起こらなかった.本研究のようにペースト状態

(糊状態)で照射すると低い線量で橋かけが起こること

が明らかとなった.

橋かけの機構については，現在検討しているところで

あるが，以下のように推論できる.橋かけは照射により

生成したラジカルの再結合反応により形成される.国体

!照射では， CMC-Naがリジッ トなピラノース骨格を

もっているため，分子鎖の運動性が抑制され， ラジカル

の再結合が難しく橋かけが起こらない.希薄水溶液と粘

欄液体では，分子鎖の運動性は十分であるが，分子鎖数

が少ないため，生成したラジカル間の距離が遠すぎて橋

かけが起こらない.ペースト照射では，ある程度分子鎖

が動くことができ，分子鎖は密であるため，ラジカルの

再結合が容易であり，橋かけ反応が起きる.しかし，

CMC-Naはピラノース環といった大きな骨格をもって

いるため，橋かけ構造は網目構造よりも長鎖分岐の生成

により不溶化が起き，ゲルが生成している可能性もある.

4.2 CMS-Naの橋かけ

デンプンはアミロ ースとアミロペクチンからなり，セ

ルロ ースと比べ，水との親和性が高いためカルボキシメ

チル基の低置換度で水に溶解する.本研究には 0.15の

置換度のものを用いた. CMC-Naと比べ，かなり低い

17 
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図 12 CMS-Na (置換度， 0.15)の橋かけ

置換度であるが，濃度 60%のぺーストをつくることが

できる.照射は CMC-Naと全く同じ手法の希薄水溶液，

粘欄液体，およびペースト状態で行った.得られた結果

を図 12に示す. 10%以下の濃度では，ほとんど橋か

けが起こらないが， 15%以上からゲルが生成し始める.

しかし 15%および 20%の濃度では，生成したゲル

が分解するため，高い線量ではゲル分率が低下する.橋

かけには濃度が高いペースト状態が有効であることは

CMC-Naの場合と 全く同じである.ペース卜は CMC

では透明であるが，デンプンは不透明である.照射の線

量は 5kGyでほぼ一定値になり， CMC-Naよりも低い

線量で橋かけが起こる. これも構造に起因していると考

えられる.

4.3 橋かけ CMC-NaとCMS-Naの特長と応用

CMC・NaとCMS・Naのいずれも天然由来であるため，

生分解性である.生分解性試験は照射後の乾燥試料を使

い，コンポスト化処理による分解により発生した炭酸ガ

スの測定と高崎研構内の土の中に埋め，重量減少から評

価した.コンポスト化処理による CMC-Naの橋かけ後

の生分解性は， PCLの橋かけと同様に未照射よりも速

くなる傾向にある. 置換度 2.2の未照射の CMCは 1週

間後に 3%分解するのに対し橋かけしたものは 15%

分解した生分解性はカノレボキシメチル基の置換度や照

射の線量 (橋かけ密度)に依存した 一方，デンプン由

来の CMS-Naは土の中で 5日程度で完全に生分解した

使用後の処分が容易な材料である.

ペースト状態で照射した CMC-NaとCMS-Naは， い

ずれも水を吸収してハイドロゲルとなる.写真 4は

CMS-Naハイドロゲルで、あ る.真空パック状で照射し

た試料の一部を水の入ったシャーレの中に入れると，著

18 

写真 4 真空パック状態で照射した水で膨潤した

CMS-Na照射時の CMC-Na濃度， 50% 

表 2 CMC-NaとCMS-Naの吸水性能

ノ、イドロゲノレ 純水 0.9%食塩水 . 

CMC-Na 422 g 

CMS-Na 873 

ポリアクリル酸ソーダ 336 

70 g 

80 
57 

しく膨潤する.表 2に乾燥ゲル 1g当たりの吸水量を

示す.吸水量も生分解性と同様，カルボキシメチル基の

置換度や橋かけ密度(線量)に依存する. CMS-Na 

の場合，最高で 873gの水を吸収するのに対し，

CMC-Na は422gである. これは CMC-Naの置換度が

2.2， CMS-Naは0.15であり， CMS-Naの方がカルボキ

シメチル化後の OH基濃度が高いため吸水しやすいと

考えられる.

CMCとCMSは放射線を使わない化学的な橋かけと

して，ホルマリンやエピクロルヒドリン法がある. しか

しこれらは橋かけ後に残留したり，漏れた場合は作業

環境を汚染する 放射線法はこれらの心配のない，安全 . 

性の高いクリーンな橋かけ技術である.

ハイドロゲルは，すで・に紙おむつ，衛生用品，保水剤

として農業分野に使われている.そこで塩濃度の高い耕

作地帯と人工尿を想定し， 0.9%の食塩水中の吸水量を

調べた. CMC-NaとCMS-Naのいずれも Naイオンを

もち水溶液中にも Naイオンがあるため， 吸水量が純水

中に比べ大幅に減少する. しかし，この吸水量は一般に

よく使われている市販品のポリアクリル酸ソーダの値を

上回るものである.ポリアクリル酸ソーダは生分解性で

ないため，耕作地の保水剤は分解しないため堆積する.

また，使用した紙おむつなどは焼却により処分している.

生分解性のハイドロゲルとしては，ポリグルタミン酸

(pGA)やポリアスパラギン酸(PAsp)がある. PGAは

放射線により橋かけしたハイドロゲルを，砂漠の緑化に

役立てようとした研究が進んでいる 11) PAspでは紙お

むつの吸水剤に使いギャザーの部分は生分解性のポリ乳

放射線化学
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酸を用い全体を生分解性材料にし，使用後はコンポスト

化により処理することが考えられている.いずれも環境

保全の観点から，生分解性の特性を活かしたものである.

CMC-NaとCMS-Naは生分解性という特性をもちな

がら，長年にわたり橋かけが難しいとされてきた.本研

究のように“うどんやそば"をつくるときのように水と

よく練り ・照射という極めて簡単な方法により橋かけで

きるようになった.この橋かけには，水の役割が重要で

あることは間違いないが，水の作用機構，橋かけの構造

の解明が今後の課題である.併せてこの技術を活かし

安価な橋かけデンプンのプラスチック化やハイドロゲル

. としての用途を開発していきたい

5. お わ りに

本研究において，照射中の流動性が PCLに対しては

過冷却相， CMC-NaとCMC-Naに対しては水により向

上し，橋かけを著しく促進した.このようにポリマー材

料を単に室温で照射するだけではなく，複合系の照射に

より，これまでにない新しい事実が生分解性材料の改質

研究から見いだされた

現在，圏内で生産されているプラスチックは 1，400

万トンに達し，近い将来 10%が生分解性ポリマーに置

き換えられると予測され，各所でコストを下げる方策が

行われており，放射線加工技術による実用化もそう遠く

ない時期にくると確信している.

天然多糖類のデンプン，セルロース，海藻から得られ

るアルギン酸やカラギーナン，蟹の甲羅から得られるキ

チン ・キトサ ンは放射線により分解するため，分子量を

調節する目的に使われている 13)-15) セルロースとデン

プン誘導体はぺースト状態で橋かけした.

以上のように合成および天然系材料に放射線加工技術

が有効であることが実証された.本技術が廃ポリマー材

料による環境汚染から地球環境を守るのに寄与できる技

術に発展することを期待する.
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〔妓術〕

植物研究のためのポジトロン

イメージング法の開発

A new imaging technique using a positron emitt-

ing tracer has been introduced for the study of mate-

rial movements in plants. Detecting a pair of 

gamma rays emitted on the annihilation of a posi-

tron without touching the sample plant， the posi-

tron emitting tracer imaging system (PETIS) deter-

mines the position where the positron is annihil-

ated， and shows the distribution of the positron emit-

ting tracer for a preser period of time as a two-

dimensional image. Those consecutive images can 

give us information on the translocation of the 
tracer in a living plant. A set of the detectors can 

cover a field of view of 5 x 5 cm2 with a spatial reso-

lution less than 2.5 mm; addition of detector sets 
can extend the field of view. We have produced 

and applied positron emitting tracers such as 11C02， 

1IC-methyonine， 13N03 -ion， heavy metal ions， etc. 

Here we show some images obtained from PETIS 

measurement and discuss its usefulness in plant 

study. 

Key words: annihilation gamma rays， positron， 

positron emitting tracer， positron imaging， radioiso-

tope 

1.はじめに

放射性同位元素は，ごく微量の存在でも検出が可能で

あることから，生物に関して，個体(マクロ)から細胞

あるいは遺伝子(ミクロ)レベルの研究に至るまで，有

Development of Positron Imaging Method for Plant 
Study 
Shinpei MATSUHASHI (Department of Radiation Re-
search for Environment and Resources， Takasaki 
Radiation Chemistry Research Establishment， Japan 
Atomic Energy Research Institute) 
Tamikazu KUME (Department of Material Develop-
ment， Takasaki Radiation Chemistry Research Es-
tablishment， Japan Atomic Energy Research Institute) 
~370-1292 高崎市綿貫町 1233
TEL: 027-346-9460， FAX: 027-346-9688 
E-mail: matsuhashi@taka.jaeri.go.jp 
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力な研究手法として幅広く利用され，さまざまな情報を

与えてきた 生物を対象とした研究で汎用されているア . 

イソトープとしては， トリチウム eH)，炭素 14('4C)， 

リン 32e2p)などが挙げられる 1)，2) これらの元素は検

出には通常液体シンチレータやオートラジオグラフィー

が用いられる.生体を構成する主要元素である炭素，窒

素，酸素について， ラジオアイソトープの有無を見ると，

窒素および酸素には， 半減期がそれぞれ 10分， 2分と

極めて短いポジトロン放出核種である， 13N， 150を除い

て適当なものがない. したがってこれらの元素について

は安定同位体である 15N.180などが用いられている.

近年，加速器技術の進歩とその普及に伴い，核医学分

野において "C(20分)， 13N， 150，あるいは 18F(110 

分)といった比較的短半減期のポジトロン放出核種が利

用できるようになってきている. これらの核種は透過力

の高い 511keVの消滅7線を発生するため，生態の外

部からの計測が可能である.核医学分野においてはこの

特徴を活かして，非破壊での画像化診断技術である

PET (Positron Emission Tomography，ポジトロン a 

断層診断)が実用化されており，脳や循環器の診断，機 ・
能の解明に利用されている3)

日本原子力研究所高崎研究所では，イオン照射研究施

設に設置された AVFサイクロトロンにより製造したポ

ジトロン放出核種標識化合物を用いて，植物研究へのポ

ジトロンイメージグ計測技術の展開を試みた.対象とす

る試料の形状が空間的に扇平なものが多いこと，高い精

度でのデータ収集・解析が可能であることなどの点から，

PETのような得られた断層図から 3次元の画像を構築

する装置ではなく， 二次元での計測装置の開発を行った

本稿では，我々が開発した植物研究用ポジトロンイメー

ジング装置 (PositronEmitting Tracer Imaging Sys-

tem， PETIS)およびこれを用いた計測技術および計測

例について紹介する.

放射線化学
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表 1 植物研究に用いるポ ジトロン放出核種とその特徴

核種

llC 

13N 

150 
18F 

22Na 

48V 

52Mn  

52Fe 

62Zn 

半減期

20.4分

10.0分

2.04分

110分

2.60年

16.0日

5.59日

8.28時間

9.19時間

ポジ トロンの最大エネルギー

(keV) 

961 

1，190 

1，723 

635 
546 

698 

575 

804 
661 

2. ポジトロン放出核種の特性

ポジトロン放出核種は共通の特徴をもっ.すなわち，

β+崩壊しポジトロン(陽電子，電子の反物質)を放出

する.放出されたポジ卜ロンは近傍の電子と結合して消

滅する.このとき，ポジトロンの起源となった核種，そ

のエネルギーによらず 511keV のT線を一対同時にほ

ぼ反対方向に発する.

これまでに我々が使用したポジトロン放出核種とその

半減期を表 1に示した.ポジ トロン放出核種の半減期

は， β崩壊核種である 14Cの 5740年という極めて長い

半減期に対して，ポジトロン放出核種は半減期の短いも

のが多い 14C をトレーサーとして利用するメリ ットは

何といっても半減期の長さであり，通常の計測において

は減衰の影響は考える必要がなく，生体中を時間をかけ

て移行するような物質，長い時間を要するような代謝な

どの研究を行うために好都合である.寿命の長いトレー

サーを用いることにより，目的とする標識化合物の合成

に時間を要する場合でも減衰の影響を気にすることなく

利用できる.さらに， トレーサーさえもっていれば好き

なときに実験を行えるというメリットもある.これらを

言い換えると実験に関して時間の要素を考慮からはずせ

ることを示している.

長寿命のアイソト ープにこのようなメリ ットがあるの

だが，ポジトロン放出核種では以下のようなメリットが

考えられる. (1)核種の多さ， (2)短半減期の核種が多い，

(3)非破壊計測が可能である，ことが挙げられる.第 l

の点についてみると，生物にとって炭素，窒素，酸素は，

その体を構成する主要元素であり代謝機能を研究するう

えで不可欠な元素であり，ポジトロン放出核種としては

11C， 13N， 150 という元素が存在する.その他，表に示し

たような元素を含めて，さまざまな代謝機能の研究に対

して幅広い利用が考えられる.第 2の点については，

第 70号 (2000)

標識化合物

1IC024)，6)， 13)， 14)， llC_メチオニン4)，10)-12)

13N03一水溶液4)，7)-9)，13NH4 +水溶液

H215012) 

18F_水溶液5)，18F幽デオキシフルオロクソレコース (FDG)4)

22NaCl水溶液

48HV04--水溶液4)

52M n2+水溶液11)

52Fe3-!水溶液

62Zn2+水溶液

ポジトロン放出核種の半減期は元素によりさまざまであ

るが， 14C に比べると格段に短い.例えば 11Cの場合半

減期は 20分であり， 2時間あま りで元の放射能の 1/

100程度に減衰する.つまり，標識化合物を投与してか

ら数時間も経っと生物内の放射能は十分パックグラウン

ドレベルまで下げることができる.パックグラウンドが

低くなれば，同じ生物に対して今度は違う環境条件など

の下での標識化合物の投与，計測が可能となる.この繰

り返し計測が可能ということは生物を対象とした研究で

は非常に大きな意味をもち，個体差という厄介なファク

ターを考える必要がなくなる.同じ試料を用いて昨日と

今日，今日と明日の違いを比べることが可能となる.第

3の点については， 14C は射性同位元素であるが崩壊に

伴い元素の位置から確率的に 3600
ありとあらゆる方向

にβ線を 1本発する.β 線の物質透過力は低く，生体中

を通りぬけることはほとんどできない. したがって，検

出には試料と検出器などの密着が必要となる. これに対

してポジトロン放出核種では発生する放射線が 511

keVのエネルギーをもっ一対の T線である.γ線は物質

の透過力が3線などに比べて高く生体外へ出てくるの

で，生体内に存在する核種を非接触で外からその存在を

とらえることができる. このように，ポジトロン放出各

種はこれまで一般に用いられている同位体に比べその特

徴をうまく活かせば非常に有効なトレーサーとなりうる.

3. 植物研究用ポジトロンイメージング装置

原研では，植物研究用のポジトロンイメージング装置

(PETIS)を浜松ホトニクス(株)との共同研究により開

発した.本装置は平面状に配置した植物試料内のポジト

ロン放出核種の分布を経時的に計測するための装置であ

り，植物内での物質移行のダイナミクスを画像として表

示，解析することが可能である.

ポジトロンイメージング装置は図 Iに示 したように，
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データ表示・解析

図 1 ポジ卜ロンイメージング装置(PETIS)の構成

図 2 ポジ卜ロンイメージング装置の検出器および

架台部分の写真

対向配置した 2次元位置検出型検出器，検出された情

報の処理を行うための演算回路，ならびに画像化された

データを表示，解析するためのコンピュータにより構成

される. 1台の検出器 (図 2)には，断面が 2mm角，

長さが 20mmの Bi4Ge3012素子 22X23個が 2.2mm

ピッチで配置され，素子は二次元位置検出型フォトマル

チプライヤー管上に固定される. この検出器で得られる

視野 (画像化可能な領域)は約 5X5cmで，位置分解

能は検出器聞の距離が 20cm以上のときほぼ一定の

2.5 mm以下が得 られ，市販されている PETの 3--4

mmに比べ解像度は高いものとなっている.なお， 本

装置は検出器を増設することにより，その視野の拡大が

できるように設計されており，現在は二対の検出器を配

置して 5cmX 15 cmの視野が得られるようになってい

る本装置でのデータの収集は，設定した時間ごとに積

算しこれを連続して繰り返す方式である.計測結果を

画像として表示しながら計測を行うため，設定可能な最

少計測時間は 15秒である.
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図 3 植物試料に l1C02を供給するために製作した

ラインの概念図

4. ポジ卜ロンイメージングの植物研究への応用

ポジトロン放出核種をトレーサーとした植物機能の研

究は，使用できる標識化合物の増加とともに研究対象も

幅のあるものとなっている.表 lに示した標識化合物

の製造法，研究の実際に関する詳細はそれぞ‘れについて

の文献を参照していただくこととしの-12) ここではどの

ような画像が得られ，どのような解析が可能であるかを

紹介することにする.光合成は植物にとって最も基本的

な代謝機能の一つであり，植物の機能を探るためだけで

なく，食糧としての植物生産を考える際にも理解が必要

となる.特に，環境の悪化が進展しつつある現在では，

光合成が環境変化に対してどのように追従するかといっ

た環境への応答の計測が不可欠になると考えられる.

炭酸同化作用(光合成)と光合成産物の移行に関する

研究に使用するポジ卜ロン標識化合物 l1C02 は，N2ガ a 

スのターゲットにプロトンビームを照射して製造するの• .

l1C02を用いた光合成の研究としては，Roebらが複数

の NaI検出器を用いて遮蔽体の配置と組み合わせるこ

とにより，特定の領域に分布する放射能量を測定し光

合成産物の植物内での移行に関する研究を行ヴている 13)

Roebらの研究では，光合成により作られた光合成産物

が数十分から数時間の聞に植物の中を移行していること

が示されている. しかしながら， Roebらの計測結果か

ら葉で生産された光合成産物が l本ごとの根や実のど

の部分に多く分配されているのかに関する情報は得られ

ない.我々は Roeb氏の協力を得て，図 3に示したよう

な植物に l1C02を供給するラインを製作した.照射に

より製造した l1C02 を液体窒素中でトラップに捕集し，

これを l1C02供給ラインに接続してエアポンプでライ

ン内の空気とともに循環させ，葉を封入したキュベ ット

よりコムギに 7分間供給した後に計測を開始した (図

放射線化学
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図4

11Cα供給キュベット

位置検出型フォト

マルチプライヤー

コムギの葉への l1C02の供給の模式図13)

JJ日日日目;片山日山
;」厄:且;嗣凪両
日間回日開瞬間関
図5 小麦の根への光合成産物の移行経時変化の画

像化

4). 供給後の l1C02 はソーダライムトラップに吸着さ

せ除去した.計測中はエアポンプにより新鮮な空気を

キュベット内の葉に供給した.データの収集時間は 1

分間とし， 90分間計測を行った. 図 5に l分ごとの光

合成産物の分布変化を， 図 6に 90分間の積算画像を示

した. このように PETISを用いた計測では， 植物内で

の放射能分布の逐次変化をとらえることができ，物質移

行のダイナミクスを知るうえで非常に有効な計測手法で

あることがわかる.また，図 6に示した積算画像を見

ると，根の付け根付近では葉から移行してきた光合成産

物量に由来する放射能が高いため，それぞれの根を識別

することはできないが，少し離れた部分ではそれぞれの

根を独立して観察でき， 直径が約 1mm程度のコムギ

の根のように細い組織でも放射能量さえ十分であれば画

像化が可能であることが明らかとなった.ポジトロンイ

メージング装置では，検出した放射能量を相対的な色の

階調で表す.例えば図 6で放射能量の多いところは赤

で，反対に低いところは青で示される.図中，視野内に

先端まで収まるような短い根では，その先端部分に光合

第 70号 (2000)

図 6

図 7

小麦の根へ 90分間で移行した光合成産物の

積算画像

100 

I!! 
!I 80 
e 
• 60 
ト

妻40

~ 
~ 20 
召

集 。。

伸張した長い根と，生長途中の短い根に設定

した関心領域の位置(左)と，それぞれの関心

領域における放射能量変化(右)14) 

成産物が多く分配されている様子が示されており，生長

点付近での光合成産物の消費を示していると考えられた

ポジ卜ロンイメージング装置での計測結果は，検出器の

BGO素子 1個ずつが検出した消滅 7線数として，計調IJ

の時間を通して記録される. したがって，画像上の任意

の部分についてその放射能量の経時変化を比較すること

ができる.若い根の付け根(1)とその先端 (2)，長く伸

びた根の付け根 (3)と若い根の先端と同程度の距離の場

所 (4)に関心領域を設定し(図 7左)，放射能量の相対

的な経時変化を表した(図 7右). 90分間の積算画像で

は同じ色調に見える(1)と (3)の部分では，光合成産物

の到達に要する時間にはほとんど差はないものの， 50 

分を過ぎたあたりから (3)の部分では到達量が徐々に減

少してくるのに対して， (1)の部分では計測の聞を通し

て光合成産物量が増加しつづけていること， これに対応

するように (2)の部位への蓄積は 60分を過ぎたあたり

からはっきりとした増加が認められたのに対して， (4) 

の部分では緩やかにわずかな増加をしたに留まっており，

根の成長の程度とエネルギー源の消費との関係をよく反

映していると考えられた.
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このように，ポジトロンイメージング装置を用いた計

測では，植物試料内の放射能分布を単に経時的に画像化

するだけでなく，画像上の任意の領域について検出した

放射能量の比較も可能であり，生体内での物質移行の動

的な解析手法としても優れている.

5. ポジトロンイメージングの定量化

前項で，ポジ卜ロンイメージング装置による計測の有

用性についてはおわかりいただけたと思うが，先に示し

たようなデータは定性的なものであり，植物の機能につ

いてより詳細な検討をポジトロンイメージングを用いて

行うためには，計測結果の定量的な取り扱いが不可欠と

なる.

ポジトロン放出核種から放出されたポジトロンはエネ

ルギーをもつが，そのエネルギーは単一ではなく，一般

には最大エネルギーの約 1/3の付近に分布のピークが

あるといわれている.ポジトロンのもつエネルギーが高

くなればなるほど，放出されたポジトロンの消滅位置が

起源となった核種から遠くなることを意味する 13Nに

由来するポジトロンを例にとって考えることにする.こ

のポジトロンは最大で約1.2MeVのエネルギーをもっ.

これは水中での飛程に換算すると 5.4mmに相当し，

密度が水に近い植物試料中でも同じくらいの飛程をもつ

ことを意味する(表 l参照). ポジトロン放出核種が植

物試料の厚さ方向の中心にすべて存在すると仮定して，

片側 5.4mmの厚さすなわち全体の厚さが 1cm以上

あるような植物試料でなければすべてのポジトロンをそ

の中で消滅させることはできないことになる.葉の厚さ

が 1cmもあるような植物はごくわずかであり，通常計

測している植物試料の厚さは極めて薄い. したがって，

植物試料中ですべてのポジトロンを消滅させることは事

実上不可能である. しかし定量的な計測を行うために

は，まずポジトロンをすべて消滅させなければならない.

では，どれくらいの厚さ(面積密度)があればポジトロ

ンを完全に吸収できるのか，図 8に 13N と 18Fに由来

するポジトロンの吸収効率を示した.エネルギーの比較

的低い 18F由来のポジトロンの場合，これを完全に吸

収するために必要な面積密度は約 0.08g/cm2なのに対

して，エネルギーが比較的高い 13N由来のポジトロン

では必要となる面積密度は約 0.18g/cm2であったこ

の結果は，ポジトロンのエネルギ一分布が示すとおり，

最大エネルギーをもつものはほとんどなく，大部分が最

大エネルギーの約 1/3以下のエネルギーに相当する飛

程しかもたないことを意味している.一方，植物の葉が

どれくらいポジトロンを吸収できるか調べてみると，図

24 

100 

80 

次'-' 60 

4E密E 40 

20 

o 
o 0.1 0.2 

吸収板の厚さ(面積密度、 g/cm2)

図 8 ポジトロンの吸収効率15)

図中植物試料の面積密度は，植物試料の厚さ

方向の中心にすべてのポジトロン放出核種が

存在するものと仮定 (ポジ トロンの吸収が最

も効率よく起こる場合)したので，実際の面

積密度の 1/2の値として示しである.
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図9 ポジトロン放出核種を含む試料とポジトロン

吸収体との距離が計測に与える影響15)

モデル試料として用いたろ紙の大きさは1.5

x 1.5 cロ1.

に示したとおり，場合によってはほとんどのポジトロン

が植物試料の外に飛び出してしまうことが明らかになっ

た. このため，我々は定量的な計測を行うために，植物

試料の近傍にポジトロンを吸収できるような吸収体を設

置する計測法について検討した

植物試料の計測では，光環境の維持が不可欠となるの

で，光の透過性，取り扱いの容易さなどから透明アクリ

ノレ板を吸収体として利用することとした.アクリノレ板の

面積密度は約 0.12g/cm2なので，2mmの厚さがあれ

ば 13N由来のポジトロンでも完全に吸収することがで

きる.実際の計測において，植物試料の雰囲気を保つた

めには，アクリル板は植物試料からできるだけ離して設

置したほうがよいのだが，アクリル板を試料から遠ざけ

放射線化学



植物研究のためのポジトロンイメージング法の開発

るほど得られるイメージの解像度は低下する.そこで，

植物試料とアクリル板との距離がイメージングに与える

影響について調べた.図 9にモデル試料として 13Nを

含むろ紙からアクリル板までの距離を 1mmとしたと

きと， 5mmとしたときの画像とそれぞれの切断面のプ

ロファイルを示した.図から明らかなように， 1mmの

距離では四角い輪郭をもっろ紙の形が比較的よく反映さ

れたイメージが得られた.また，ここには示さなかった

が 2mmの距離にした場合 1mmのイメージに比べ多

少質の劣化は見られるものの，比較的よくろ紙の形を反

映したイメージが得られた.これに対して， 5mmの距

' 離ではろ紙の形は四角い輪郭と判断することは困難で，

大きさも判断しかねるようなイメージとなり，上下左右

の部分にはハローのようなノイズまで発生した. この結

果から，イメージとして得られた画像を詳細に解析しよ

うとする場合，植物試料とポジトロン吸収体との距離は

13Nでは 2mmが限度であると考えられた.このよう

な検討を通して，ポジトロンイメージングにより得られ

た計測結果を定量的に扱えるようになった.

ポジ卜ロンイメ ージング装置は，当初 5cm X 5 cm 

という極小さな面積ではあるが，その中の放射能の 2

次元分布を測定することから開発が始まったが，現在で

は， 5 cmX 15 cmの視野が得られるようになり， さら

に，現在 15cmX25 cmの視野をもっ装置を製作中で，

これが完成すれば小型の植物であればその全体をひとつ

の視野内に収めた計測が可能となるので，これまでに得

られなかったような情報が得られるようになると考えら

れる.また，標識化合物の製造技術を確立することによ

' り，さらにさまざまな植物の機能に関して研究が行われ，

その仕組みが明らかにされることが期待される.
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一回目立E

コヒーレントフォノン分光による

イオン照射材料研究

この一連の研究については，本誌の「とびっくす」欄

で2回にわたり，中村1)および丑田2)によって解説がな

されてきたが，最近大きな進捗があったので，三たび本

欄を借りることとなった 一部重複するが，パックナン

バーの二つの記事をご覧になれば， この研究がどのよう

な意図と目的をもって開始され，今日までの進捗が得ら

れるようになったかが理解できると思われる.読者の参

考になれば幸いである.

コヒーレントフォノン (以下 CP)分光3).4) は， 主と

して固体結晶試料を用い，フェムト秒レーザーで国体格

子の振動を位相の揃った状態で(コ ヒーレ ン卜に)励起

することによって可能になる分光方法である.コヒーレ

ン卜な振動励起に対する試料の応答は，一言で言えばマ

クロな屈折率テンソルの変化としてとらえることができ

る.それは反射率変化，吸収変化，偏光解消，発光，過

渡回折格子など，さまざまな測定で検出できるが，いず

れも格子振動の周期で振動しながら，それらの信号強度

が変化する，いわゆるビート信号が観測される.線形，

非線形過程を問わず，振動励起の生成過程の効率と，屈

折率が変化する応答過程の効率の積で，観測される信号

強度を表現することができる.

このうち振動励起は，さまざまな素励起を経由して達

成されると言われている.例えば，電子状態への直接励

起， ラマン過程による励起などが主な過程として考えら

れているが， 光学縦 (LO)フォノンと相互作用(フォノ

ンを散乱)する他のいかなるプロセスでも構わない.

Study on Ion-irradiated Materials as Probed by 

Coherent Phonon Spectroscopy 

Kiminori USHIDA，牢 MuneakiHASE， Kunie ISHIOKA， 

and Masahiro KIT AJlMA (牢RIKEN(The Institute of 
Physical αnd Chemical Research)， National Research 
Institute for Met，αls (NRIM)) 
号 351-0198和光市広沢 2-1
TEL: 048-467-7963， FAX: 048-462-4668 
E-mail: kushida@postman.riken.go.jp. 
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DECP (Displacement of Energy Coherent Phonon)5) ~ 

と名づけられているメカニズムは，励起の瞬間に起こる ・
格子振動ポテンシャル曲面の変化(極小点のずれや曲率

変化)が大きい場合に，励起状態に位相の偏った格子振

動を作るメカニズムである.また ISRS(Impulsively 

Stimulated Raman Scattering)6)はラマン過程やそれ

以上の高次の過程で基底状態の振動励起状態が生じるメ

カニズムである. これらの代表例である実励起とラマ ン

励起のダイアグラムを図 1に示す.こういった短い時

間 (50fs程度以下)の素励起によって格子振動が一斉

に誘起されるが， レーザーのパルス幅より十分に長い振

動周期をもっ，低振動モードは，ある位相の偏った (位

相の揃った)振動をすることになる. これが CPである.

そして運良くこの屈折率応答が大きく，かっ十分横緩和

が遅いという条件が整えば CPは観測可能になる.例え

ば50fs程度のレーザーパルスならば 200--300fs以上

の振動周期，すなわち 100--150cm 1程度以下の振動

数をもっモードに適用可能である.

測定のスタイルとしてはいくつかの形式がある.

まず，測定信号の内容で分類する.最も単純なのは過

DECP Excitation ISRS Excitation 

Real Excitation Raman Excitation 

r、

図 1 コヒーレン卜フォノンの生成メカニズムの例

放射線化学



コヒーレントフォノン分光によるイオン照射材料研究

渡反射率 (TR)測定7)で，反射率の 105程度以下の変化

を測定するものである.ポンプ光とプロープ光の偏光を

互いに垂直に設定し散乱光の影響を偏光素子で除く必要

があるが，単純な pump-probe分光である.第 2に

REOS8
)，9) (Refiective Electro-Optical Scattering)と呼

ばれる表面付近での電場による面内の偏光解消ないしは

偏光変化をホモダインで観測する方法がある.大きな

パックグラウンドをもっこれら二つの測定においては，

精度よい測定のために， 二つの検出器をノ〈ランスさせた

差動測定を行うとよい.これに対して第 3の光ヘテロ

ダイン (OHD)方式の反射率測定10)は，固体内の光カー

' 効果11)，1切取り出しているものと考えられ，非線形過

程による励起だけを選択的に抽出できるものと考えられ

ている.

また信号処理に対しては，高速スキャン(10--100

Hz程度) の光学遅延を用いて積算信号を得る方法， 遅

L 、光学遅延に光チョッパーとロックインアンプを組み合

わせて測定する方法，それから遅い光学遅延と高速ス

キャンの光学遅延を入れ，高速遅延を小幅に高速でス

キャンし，ロックインアンプにより微分信号を得る方法

の3通りがあり，各試料に対する向き不向き，測定感

度，測定時間などについて一長一短がある.

固体格子の場合，フォノン系は周期構造をもっ結晶に

構成される連成振動系であると解釈される.現在まで観

測されている CPは，室温でも多くの場合，数十周期以

上の FID(Free Induction Decay)が観測されるものが

多く，この連成振動系がレーザ一光を基準としてコヒー

レン卜振動することになる. 一方， フォノンと言 うこと

' はできないが，位相が揃っていさえすれば， ランダムな

液体の分子内振動でも，振動した屈折率の変化は見 ら

れ13) カー効果や過渡回折格子で観察することもできる.

コヒーレン卜な振動は，位相緩和，エネルギー緩和の

順で失われ，観測されなくなっていくのが一般的である.

位相緩和は，横緩和と呼び，多数の格子振動の位相が揃

わなくなって (振動励起状態は残っているにもかかわら

ず)見かけ上振動した信号が見られなくなる現象である.

一方，エネルギ一緩和は縦緩和とも呼び，励起状態の実

寿命に対応する. これらは磁気共鳴で古くから知られて

いるものと同等であり ，T1， T2 も便宜上同じ表記を使

う.ただし光の場合のベクトルモデルは，磁場方向 (量

子化軸)というものが存在しないので，基底状態をz軸

下向きに取り ，xy面内を歳差運動するベクトルで励起

状態を表現する習慣になっている 14)

CP分光で得られる情報，すなわち CP分光のメリッ

卜を整理しよう.まず第 lに低振動領域での格子振動

第 70号 (2000)

スペクトルが得られること.通常のラマン分光では低振

動領域の測定は難しいことが多いが， CP分光では低振

動モードの方が長い振動周期をもつので・測定しやすい.

測定された CPのオフセットを除いた振動部分をフーリ

エ変換する(パワースペクトルを取る)とラマンスペク

トルと同等のスペクトルになる. ただしこれは CP生成

過程がラマン過程であることを示すものではないし，励

起状態で大きく格子振動数が変化する場合もあることに

注意する. 第 2に， 緩和現象の観察が容易であること

横緩和，縦緩和とも実時間測定ができる.特に横緩和現

象は，線幅の解析によるラマンスペクトルの場合と違っ

て微妙な変化を精度よく測定できることが特徴である.

インコヒーレントフォノンについてはフォノンーフォノン

散乱によって現れる非調和性が緩和の主たる原因である

と言われている 15)，16)が，現在でもまだ議論の余地はあ

る.第 3に格子振動の位相の情報が見られることで，

励起過程に関する情報が得られる.格子振動は前述の

DECPでは偶関数 (cos)ISRSでは奇関数 (sin)となるこ

とが説明できるが，通常の測定では励起プロセスが単一

でない場合が多いので，単振動の合成の原理で中途半端

な位相を示す場合も多い17)，18) 位相を考慮したフーリ

エ変換を行うと周波数領域のスペクトルでは分散と吸収

曲線の両方が混在して観察されることになる. TR， 

REOS，OHDなど測定する方法によってもブレンドされ

た信号は異なり，さらに振動モードの対称性でも位相は

異なる.第 4に微妙な格子振動数の変化がとらえられ

ることである. CP測定では何周期も続く under-

damped modeを観測することが多いので，周期の微

妙なずれが積算され時間軸の変化として観測される.後

述の我々の行った例では 100cm 1程度の振動数をもっ

バンドで 0.1cm 1程度のシフトが観測可能であった19)

これはラマンスペクトルや CP信号をフーリエ変換した

後の周波数領域のパワースペクトルでは判断できない精

度である.

フォノンの緩和現象を通じて，イオンビーム照射固体

の状態を調べることは， ラマン分光を用いて以前から行

われていた固体格子に生じた損傷 (格子欠陥など)が

増大し格子の乱れが大きくなればフォノンの緩和が加

速されることは定性的に理解できょう. LOフォノンに

対してはラマン分光が有効で，解説 lにあるように，

ラマンスペクトルの線幅から数 ps程度の緩和現象を追

跡できる.さらに都合のよいことにイオンビームの到達

深さをレーザーの浸透深さと同程度(数 100A)にする

ことができる.

この一連の研究で得られている結果を再び短く紹介す
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る20) イオンビーム照射したグラファイト系では，平面

構造が壊れることによって新たにラマン活性になって現

れるピーク (1，360cm一¥)により，生じた欠陥量，すな

わち照射線量を見積もったうえ， 最初から見られる E¥g

ピーク (1，580cm -¥)の線幅の広がりを理論的に解析し

ている. この場合は電子ーフォノンの相互作用が大きく，

観測されるラマン信号も共鳴ラマンと考えられるが，そ

のフォノンの緩和を空間相関モデルに基づいて解析し，

線幅から相関距離として欠陥の平均分布距離を求めるこ

とができる.照射線量と相関距離の Log-Logプロット

は傾きが 1/2となり，フォノンの広がる空間が 2次元

性を有していることが証明できる2¥)，22) 一方， GaAsを

用いた測定も行われたが，照射線量と相関距離の Log-

Logプロットは傾きが 1/3となるが，相関距離で求め

た欠陥量は理論的予想よりもはるかに小さく，その理由

はまだ不明である23)，24) ラマン分光は有力な測定手段

であったが，低振動モードでは測定しにくいこと，線幅

の測定には不均一広がりなど別の要素があって誤差が大

きいことなど，フォノンダイナミクスのプロープとして

用いる方法としてはまだ欠点が多い.そこで，時間領域

の測定方法で，直接緩和過程をとらえることのできる

CP分光を用いることを目指すこととなった.

イオンビーム照射材料の研究のプロトタイフ。として既

報の CPを用いた実験結果を紹介する内実験はBiの

単結晶，蒸着多結晶フィルムを用い，そこに 500keV 

のBiイオンビームを照射した試料について CPをオフ

ライン測定した Biはすでに CPの測定例があり叫著

しく測定のしやすい試料である.代表的な結果を図 2

に示す. この測定はスロースキャンの TR測定であるが，

97 cm-¥の A¥gモード振動成分が 10ps以上続き，包

絡線は，過渡種の過渡反射スペクトルと考えられる.ま

{ωtz
コ
.a』
用
品
化
、
佐
可

1 x1 014 8i ionlcm2 

8x1014 8i ion/cm2 

1 x1 015 8i ion/cm2 

o 2 4 6 8 10 12 14 

Delay Time (ps) 

図 2 さまざまな Biイオン照射線量における Bi薄

膜の過渡反射スペクトノレ25)

包
。0.40
唱。
E 
m 

-i 0.35 

2.0x1015 。0.5 1.0 1.5 

Bi lon Dose (particles/cm2
) 

ずCP成分であるが励起後ほぼパルス内で信号が立ち上 図 3 Biイオ ンビーム照射線量とコヒーレント

がり，半金属である Biのバンドへの光励起により フォノンの減衰速度の関係25)

DECPを中心としたメカニズムで生成するものと思わ

れる.励起直後が最大値で以後単調減少し図内に τで示 程度)に一斉に CPが発生し，その大きな領域に含まれ

した位相緩和時間で減衰する.またこの τは照射線量を る欠陥の総量が濃度としてフォノンの緩和時間に影響す

大きくするに従って減少し予想どおり格子の欠陥が増 るメカニズムを考慮する方が適当である.分散曲線27)

大するに従って緩和が速くなることが証明された. 図3 では LOフォノンである A¥gモードのr点における群

に示すように位相緩和時間の逆数をプロットするとほぼ 速度が 0と予想されることからも，この考えは妥当で

照射線量と線形の関係になるので，この測定が構成欠陥 あろう.

の生成量を探るプロープとなりうることを示している. 包絡線で示される信号は，半金属である Biのエネル

しかしながら，微量の欠陥に対しては余り感度がよくな ギーギャップを越えた実励起による光キャリアに同定さ

く，群速度をもったフォノンが格子に出会うたびに散乱 れている. この信号は先ほどの τと閉じような時定数で

され，緩和するというモデルよりは，レーザービームの 減衰し，しかも欠陥の増加に従って寿命も短くなる. 一

当たるマク ロな領域(レーザースポットは数十ミクロン 方，信号には数 100fsの立ち上がりが見られる.この

28 放射線化学
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図 4 光ヘテロダイン検出による Bi単結晶，多結

晶簿膜におけるコヒーレントフォノン信号10)

ムが異なっていることを示しているものと思われる.

最近我々は GaAsにHeイオンを照射した系でも同様

の実験を行った29) GaAsにおいては光キャリアとフォ

ノンの相互作用が観測され，イオンビーム照射が進むと，

プラズモンーフォノン結合による信号が消失し，長い時

間のキャリアダイナミクスも大きく変化することも見い

だしている. Intrinsicなキャリア，イオンビーム照射

で作られるキャリア，光励起で生成するキャリアなどの

相互作用，さらにはそれらの格子系との相互作用を今後

詳しく解析する予定である.

CPの生成メカニズムや挙動に関しては，国体物理の

基礎理論に属し，まだまだ謎が多いが，イオンビーム照

射がその一つのブレークスルーであると考えている.

CP信号の強度変化が議論できるか?イオン照射中の

その場測定，広い温度領域の測定なと、綿密かっ相当な量

のデータ蒐集が今後必要であると痛感している.

固体材料のイオンビーム照射に対するプロープという

観点から考えると，その場測定の有利さ，得られる情報

の豊富さなど，分光測定としては群を抜いていると思わ

れる.特に欠陥の総量だけでなく空間分布を考察するた

めの情報を与え， しかも十分に定量的であることも有利

である.さまざまな工夫で応用測定の可能性が十分に広

立ち上がりは，励起直後が最大振幅である CP信号には がることが期待できる.

見られず， しかも，イオンビーム照射量の増加によって

短縮されていく.我々は今のところキャリアの量ばかり

でなく，その局在化状態の変化が信号に現れているもの

と考えている.すなわち，格子の乱れの増大によって

キャリアが格子全体に広がりにくくなり，立ち上がり時， 聞が短縮されると考えられる 包絡線の変化が小さいイ

オンビーム照射の初期には，照射線量の増加とともに，

振動数がおよそ 0.3cm 1ほど高振動数側にシフトする

のが観測される 19) LOフォノンの分散関係から考える

と，相関距離が短くなってブリュアン ・ゾーンに影響を

与える領域になっても，余り振動数のシフトは観測され

ないはずで，むしろ欠陥の増大でひずんだ格子により，

格子振動そのものが影響を受けたと考える方が妥当であ

る.

図4には同じ Bi試料についての OHD測定による CP

測定の結果を示す円 単結晶，フィルム，照射フィルム

と格子の乱れが進むにつれて図 2と全 く同様の傾向が

見てとれることがわかる. OHDおよび REOSの測定に

おいては，A1gモードばかりでなく TRで観測されな

かった Egモードによる振動も観測されている28) また，

これらの信号は互いに異なった位相を有しており，モー

ドの対称性による選択則を反映し CPの生成メカニズ
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一百号F回
ソフトエレクトロンによる食品の処理

1.はじめに

' 食品照射には一般にコパ川 60のガンマ線かエネル

ギーが 5MeVあるいは 10MeVの電子線を用いられて

し1る. しかし食品や農産物の殺菌，殺虫，発芽抑制に

必ずしもガンマ線や高エネルギー電子線を用いる必要が

なく，むしろ透過力の小さい低エネルギー電子線の利用

に多くのメリットがある場合がある.

例えば，小麦，米，香辛料などは表層部のみが微生物

汚染しており，内部は汚染していない. したがって，多

くの乾燥食品原材料は表層部のみ殺菌処理すれば殺菌の

目的が達せられる.電子の透過力は電子のエネルギーに

依存しており，エネルギーが高くなるほど透過力も大き

くなる. したがって，電子のエネルギーを制御すること

により，殺菌に必要とする深さまで電子を透過させるこ

とができ，低エネルギーの電子線を用いれば，殺菌に必

要な部分のみに電子を当てることが可能になる.そこで，

高エネルギーの電子線やガンマ線を用いた放射線殺菌や

食品照射と区別するために，エネルギーが 30万電子ボ

' 川側keV)以下の低エネルギーの電子線を「ソフト

エレクトロン」と定義し，ソフトエレクトロンを用いた

殺菌をソフトエレクトロン殺菌と呼ぶことにした. ソフ

トエレク卜ロンの透過力はガンマ線や電子線よりははる

かに小さく，紫外線よりは大きい.すなわち，紫外線は

対象物の表面で止まり，ガンマ線と電子線は対象物を突

き抜けてしまうのに対して，ソフトエレクトロンは対象

物の表層部のみ透過する.エネルギーが数万--30万電

子ボルトの電子であるソフトエレクトロンの物体中での

透過力は数十~数百ミクロンである.

Treatment of Foods with Soft-Electrons 
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Rese.αrch Council Secretariat， Ministry 01 Agriculture， 

Forestry and Fisheries) 
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2. 食品原材料の殺菌

米，小麦などの穀物はその主成分であるデンプン，タ

ンパク質，脂質のいずれもが品質に大きな影響を与える

ので，殺菌処理に際してこれらの成分の変化を引き起こ

さないことが重要である.デンプンが損傷を受ければ，

うまくご飯が炊けなかったり， うどんや餅を作ることが

できなくなる.また，タンパク質が変成したり酸化する

と，パンが十分に膨らまなくなり，脂質などの酸化が起

こると異臭が発生する. ソフトエレク卜ロンは穀物の表

層部にしか当たらず，殻，種皮，糠などで止まるので，

内部(可食部)に変化を引き起こすことはない.

エネルギーの異なるソフトエレクトロンを穀物に当て

たときの生菌数は表 11)のようになり，十分な量(ビー

ム電流(アンペア)x処理時間(分))の電子を当てた場

合，殺菌に必要なソフトエレクトロンのエネルギーは玄

米が 75keV， 籾が 130keV， 小麦が 75keV， 殻付蕎

麦が 130keVである.ところが，ソフトエレク卜ロン

を当てた穀物を粉砕した懸濁液をアルカリ加熱糊化した

ときの粘度(デンプンの分解の指標)は，殺菌に必要な

エネルギーと量のソフトエレクトロンで処理してもほと

んど変化しない(表 2)1).一方，カ。ンマ線を 10kGy照

射すると，いずれの穀物も殺菌はできるが，粘度が著し

く低下する.すなわち，ガンマ線を用いて穀物を殺菌す

ると穀物中のデンプン分子が切断されて低分子化するこ

とがわかる. しかし，殺菌に必要な最低のエネルギーの

ソフトエレクトロンで処理しても，粘度の低下がほとん

ど起こらないことから，穀物中のデンプン分子はほとん

ど影響を受けていないことがわかる.これらの結果は，

ソフトエレクトロンはガンマ線のような透過力のある放

射線と異なり穀物の表層部にのみ当たり内部に当たって

いないことの証拠となるものである.

完全に殺菌できる条件でソフトエレクトロン処理した

玄米を歩留まりを変えて揚精した白米の脂質酸化度に関

する結果を示した表 32
)からも，穀物の内部には電子が

当たっていないことが確認できる.ソフトエレクトロン

31 



林 徹

表 1 ソフトエレクトロン処理した穀物の微生物数 (CFU/g)

処理の方法 ー，少ι」ー、・ 米 籾 麦 殻付ソノt・

無処理 4.6X 106 4.7 X 107 2.7 X 104 1.4 X 106 

75 keV， 8μA， 10 min 5.1 X 102 1.2 X 103 

75 keV， 8μA， 40 min <10 < 10 

100 keV， 14μA， 5min 1.2 X 103 5.8X 105 3.1 X 102 1.4 X 103 

100 keV， 14μA， 20 min <10 6.3 X 103 < 10 3.3 X 102 

130 keV， 22μA， 1 min 2.5 X 103 1.6 X 105 2.9X 103 1.8 X 103 

130 keV， 22μA， 6min < 10 < 10 < 10 <10 

150 keV， 40μA， 0.5 min 7.4 X 102 1.3 X 105 2.0X 103 9.7 X 102 

150 keV， 40μA， 3min < 10 < 10 < 10 <10 

ガンマ線 10kGy < 10 6.3 X 102 < 10 <10 

表 2 ソフトエレクトロン処理した穀物の粘度 (mPa's)

玄米

無処理 211.1 

75 keV， 8μA， 40 min 206.0 

100 keV， 14μA， 20 min 185.9 

130 keV， 22μA， 6min 146.7 

ガンマ線 10kGy 21.1 

は糠層や匹芽に当たるので，ソフトエレクトロン処理に

より糠や怪芽の脂質の酸化が起こり，玄米の TBA値

(脂質酸化の指標)は上昇する. しかもソフトエレクト

ロンのエネルギーが高くなるほど，玄米の内部まで酸化

されるので高い TBA値を示すようになる. しかし処理

後に揚精して白米にすると，酸化された糠と匪芽の部分

が除去されるので， TBA値は低下し， 60 keVのソフ

トエレクトロンで処理した玄米を歩留まり 90%(表層

部 10%除去)あるし、は 88%(表層部 12%除去)で揚

精して得られた白米の TBA値は， 無処理の玄米を揚精

して得られた白米とほとんど同じ値を示すようになる.

ソフトエレクトロンのエネルギーが高いと，玄米の内部

まで電子が当たって酸化される.そのために，揚精して

表面を削り取っても，内部の酸化された部分が完全に除

去されないので， TBA値は無処理のものと同じ値にま

で低下することはない.また，ガンマ線では玄米全体が

酸化されているので， 揚精しても TBA値はあまり低下

しない.ソフトエレクトロン殺菌においても電子の当

たった部分は品質変化を起こすが， 1.島精により電子の当

たった部分は糠や旺芽と一緒に除去されるので，得られ

る白米の品質は無処理のものとほとんど同じになるので

ある.これらの結果は，殺菌に必要なエネルギーのソフ

トエレクトロンで玄米を処理しても，表層部にしか電子

が当たっておらず内部の品質変化は起こっていないこと

を証明するものである.

32 

籾 小麦 ソノ可

149.7 287.4 211.3 

293.6 

147.3 246.6 199.9 

137.3 206.4 192.5 

31.9 34.6 26.8 

小麦の場合， 一般にふすまを除去して 60%の歩留ま

りで小麦粉が得られる. したがって，小麦においても，

ソフトエレクトロンが当たった部分はふすまと一緒に除

去される.すなわち，ソフトエレクトロンで殺菌処理し

た小麦から得られた小麦粉には電子が当たっていないこ

とになる.このため，ソフトエレクトロンを利用するこ

とにより，無処理のものと同じ品質の無菌の小麦粉を得

ることができる. しかし小麦は品種によりソフトエレ

クトロン殺菌に適したものとそうでないものとがある.

オーストラリア・スタンダード・ホワイト (ASW)やウ e 
エスタン・ホワイト (WW)のようにソフトエレクトロ

ン殺菌に適した品種の小麦は 60keVという低いエネル

ギーのソフトエレクトロンで容易に殺菌できるが，ダー

ク・ノーザン・スプリング (DNS)のような品種の小麦

は200keVのソフトエレクトロンでも殺菌することが

できなし叫溝に硬く微生物を巻き込んだ構造をしてい

る品種はソフトエレクトロン殺菌に適しておらず，ソフ

トエレクトロンにより容易に殺菌できる種類の小麦では，

微生物は溝の浅い部分を汚染している. ASWや WW

のような適切な品種を選べば無菌の小麦あるいは小麦粉

を容易に調製することが可能である.

抹茶は菓子やデザートの原料として広く利用されてい

るが，抹茶を汚染している微生物が原因となって菓子や

デザート類が腐敗することがあり，抹茶もあらかじめ殺

菌することが望ましい.抹茶の原料茶葉は， 100 keV 

放射線化学



ソフトエレクトロンによる食品の処理

表 3 ソフトエレク卜ロン処理した玄米を歩留まりを変えて揖精した白米の TBA値

処理の方法 玄米 92% 90% 88% 

無処理 17.69 4.95 4.75 4.23 
60 keV， 4μA， 45 min 26.68 7.98 5.18 4.75 

75 keV， 8μA， 30 min 34.21 9.05 8.37 5.43 

90 keV， 10μA， 25 min 41.45 15.55 9.47 9.43 
100 keV， 14μA， 15 min 57.66 19.74 14.33 13.70 
ガンマ線 7.5kGy 60.59 46.59 43.83 43.23 

表 4 ソフトエレクトロン処理したマングピーンの種子の微生物数，発芽率，芽の体積

微生物数 (CFUjg)
1日後

無処理 5.3 X 103 98.7 

60 keV電子 1.8 X 102 98.5 

75 keV電子 < 10 99.6 

90 keV電子 < 10 99.6 

100 keV電子 < 10 99.0 

のソフトエレクトロンを 12kGy照射することにより微

生物を検出限界以下にまで低下させることができるト5)

また，未処理の試料では大腸菌群陽性であるが，ソフト

エレクトロン処理すると大腸菌群陰性となる.ソフトエ

レクトロン処理後の茶葉の視覚による外観は，無処理の

茶葉に比べてわずかに明度が落ちるが，明らかに変化が

わかるほどではない.さらに，強制褐変試験 (700C，

15時間)後の色も， 12 kGyのソフトエレクトロン処

理を施した茶葉では，食品加工用として適用できるレベ， ルを維持している さらに，ソフトエレクトロンはフ

レーパ一成分に対してもほとんど影響を及ぼさない.た

だしソフトエレクトロン処理により茶のフレーパー強

度は若干弱くなる.ソフトエレクトロンは緑茶，紅茶，

ウーロン茶も著しい品質変化を引き起こすことなく殺菌

することができる.

大豆，小豆などの豆類も食品原材料として重要である.

飽の腐敗防止も重要な課題であり，小豆などの殺菌技術

の開発には高い関心が示されている. 日持ちのする良食

味の豆腐や豆乳および無菌の黄粉を開発するには無菌の

大豆が必要である.ソフトエレクトロ ンは豆も容易に殺

菌することができ， 小豆， 黒豆， 大豆は 60--100keV 

のソフトエレクトロンで無菌にできる3) ソフトエレク

トロンで殺菌しても大豆のタンパク質は影響を受けない

ので，ソフトエレクトロンで殺菌した大豆で調製した豆

乳を原料とした豆腐は無処理の大豆を原料としたものと

閉じ物性値を示す.

第 70号 (2000)

発芽率(%) 芽の体積 (mL)

2日後 3日後 3日後 4日後

100.0 100.。 50.1 73.9 
99.7 100.0 50.5 73.7 
100.0 100.0 50.5 73.8 
100.0 100.0 49.8 73.9 

99.6 100.0 44.3 63.9 

さらに，ソフトエレクトロンは香辛料や乾燥野菜の殺

菌にも利用でき，白コショウ，コリアンダー，ローレル，

パジル，陳皮，青のり， しいたけ，ねぎ，ごぼうなどは

いずれも 100keVのソフトエレクトロンで殺菌可能で

ある3) また， 黒コショウの殺菌に必要なソフトエレク

トロンのエネルギーは 200keVである3).6)

3. 種子の殺菌

ソフトエレク卜ロンは種子の殺菌にも利用できる.ア

ルフアルファやカイワレダイコンのように生食する芽が

サルモネラや病原性大腸菌のような病原菌で汚染されて

食中毒の原因となることがあり，衛生的な生食用の芽を

生産するためには種子を殺菌しておく必要がある.また

マングビーンやブラックマッべなどのもやしの原料とな

る種子が植物病原菌で汚染しているために栽培中にもや

しが腐敗することがあり，これらの種子の殺菌も重要で

ある.ソフトエレクトロンを用いると，発芽力や芽の成

長力に影響を与えずにこのような種子を殺菌することが

できる(表 4)3).7).8). 無処理の種子は大腸菌群陽性であ

るが，ソフトエレクトロン処理後の種子は大腸菌群陰性

となり，種子の大腸菌群はソフトエレクトロンにより容

易に殺菌できる.さらに，環境汚染の問題から農業用種

子を薬剤に頼らずに殺菌しようという動きがあり，種籾

や野菜種子などのソフトエレクトロン殺菌についても，

検討が開始されている.
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4. ガラスの殺菌

ジャムなどを無菌充填するにはあらかじめビンを殺菌

しておく必要がある. しかし ビンを乾式殺菌する方法

がなく，簡単な乾式殺菌技術として放射線殺菌の適用に

関心が集まる. しかしガンマ線や電子線を照射すると

ガラスが褐色や茶色に着色し，ガラスピンの殺菌には電

子線などの放射線は利用できないというのが常識である.

ところが，透過力の小さいソフトエレクトロンをガラス

に当てても，顕著な着色は認められない. 200 keVま

でのソフトエレクトロンを滅菌に必要な量よりもはるか

に高い 100kGyという量を照射しても顕著な着色は起

こらない. ビンの内部に均一に電子を照射する技術の開

発が課題として残るが，ソフトエレクトロンはガラスピ

ンの殺菌技術としての可能性をも秘めている.

5. 般物の殺虫

収穫後の穀物や果実の害虫の殺虫に臭化メチルを使用

することがあるが，臭化メチルはオゾン層を破壊すると

いう理由で 2005年には使用禁止されることになってお

り，代替技術の開発が急がれている.代替技術の候補の

ーっとしてソフトエレクトロンがある.コクヌストモド

キ， メイガなどの害虫の卵，幼虫，踊，成虫は 60keV

の電子で死滅させることができる.当然，殺菌よりも少

ない電子の量で殺虫することができるため，殺虫した穀

物や豆の品質変化はほとんど起こらない.穀物などの中

に潜り込んだ害虫には効果がないが，穀物，豆，果実な

どの表面に付着している害虫はソフトエレクトロンで殺

虫できる.

6. 馬鈴薯の発芽抑制

北海道の士幌農協では発芽抑制のために馬鈴薯にガン

マ線を照射しているが，反対運動などの影響もあり，馬

鈴薯の照射はそれ以外には普及していない.そのために

馬鈴薯の発芽抑制のためにマレイン酸ヒドラジドが収穫

前に散布されている. このような薬剤に頼らない物理的

な手段による新しい発芽抑制技術の開発に対する強い要

望がある.エネルギーが 250--300keVのソフトエレ

クトロンは， 馬鈴薯の発芽を抑制することができ9)， 行

政，生産者，加工業者ともに高い関心を寄せている.

7. おわりに

ソフトエレクトロンは対象物の表層部にしか当たらな

いために，品質にほとんど影響を及ぼさずに穀物，茶葉，

香辛料，乾燥野菜，豆，種子，ガラスなどを殺菌できる.
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さらに，穀物などでは，脱穀， t.島精などの処理により，

ソフトエレクトロンの当たった部分が除去されるので，

実質的にソフトエレクトロンが可食部に当たることはほ

とんどない. したがって， ソフトエレク卜ロンにより生

成した化合物はほとんど可食部に入ってこないので，ソ

フトエレクトロン処理した穀物などの安全性については

問題がない.

ガンマ線や高エネルギー電子線を用いる放射線殺菌や

食品照射では，透過力の大きい放射線を遮蔽するために

コンクリートと迷路に固まれた照射室の中で食品を殺菌

することになる.このために，放射線殺菌や食品照射は，

施設の大型化を余儀なくされ，施設の建設経費も高額で

ある.しかしソフトエレクトロン処理では，電子のエ

ネルギーが低いために，遮蔽は金属板で十分であり，装

置を食品工場内に持ち込むことができ，食品の製造ライ

ンにも容易に組み込むことが可能である.

ソフトエレクトロンは遮蔽のための大がかりな施設を

必要としないので，遮蔽のための施設の建設経費が不要

である.さらに，ソフトエレク卜ロンでは電子の加速電

圧が低いので，従来の電子線殺菌のための電子加速装置

と比べて装置自体の価格も低い.したがって，ソフトエ

レクトロン処理は装置，遮蔽ともに安くっき，ガンマ線

や高エネルギー電子線を用いた放射線殺菌や食品照射と

比べて安価な技術となる.

放射線は放射線障害防止法により厳しく管理されてい

る.法律のうえでは，電子線の場合， 100万電子ボルト

(1 MeV)以上のものを放射線として定義している. した

がって，ソフトエレクトロンは放射線障害防止法(原子

力基本法)でいう放射線には当てはまらないので，放射

線管理にかかわる法律上の義務が免除される.すなわち，

ソフトエレクトロンの使用に際しては，科学技術庁の許

可を得る必要はなく，放射線取扱主任者を任命したり科

学技術庁の立ち入り検査を受ける必要もない.

このように，ソフトエレクトロン処理は多くの特長を

有しており，食品業界での関心が高まっている.傾斜し

た振動板の上を試料を回転させながら落下させてソフト

エレクトロンを照射することによ り，確実に効率よく穀

物などを殺菌することができる 10) 現在， これらの実験

結果に基づいて，実用機の製作が進められている.
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一回宅問
高強度レーザーによる C60 • ベンゼンなどの

イオン化とクーロン爆発

大阪市立大学大学院理学研究科物質分子 中 島 信 昭

1.はじめに

レーザーはますます高強度になってきた. 1980年代

末に実現したチャープパルス増幅の技術，およびチタン

サファイヤレーザーの出現で，いくつかの研究機関では

テラワット (1012W)レーザーが設置され，また，さ ら

に発展途上である.テラワットレーザーは， 100 fsの

パルス幅の場合， 100 mJのエネルギー出力をもっ. こ

れを直径 60μφ， に集光すると 35X1015W/cm2 (35 

PW /cm2
)となり，その光の電場の強さは水素原子の

ボーア半径における原子内電場， 5.1 X 1011 V m 1 に

相当する. このようなレーザーにより新しい学際領域が

注目され1)， 2)， '本トピックス欄では最近超短パルス X線

発生とその利用の紹介があった3) ここでは高強度の

レーザーを表題の分子，および，ぺンタクロロベンゼン

に照射した結果を中心に紹介するか6)

2. 分子に集光照射

2.1 高輝度レーザー照射下における生成物と特徴

テラワットレーザーを原子 ・分子，クラスターに集光

照射すると伺が起きるか.代表的と思われるトピックス

を表 1にまとめた.

希ガスに集光し高次高調波を発生させる実験は歴史

があり，発生した VUV光の短波長側は水の窓の長波長

端の 4.37nm以下まで達している7) 2-3原子分子では，

多価イオンが生成し，クーロン爆発が起き，近年，詳し

く研究されている1) レーザー強度により分子の配向，

lonization and Coulomb Explosion of Large Mol-

ecules Induced by a High Intensity Laser 

Nobuaki NAKASHIMA (Graduate School 01 Science， 

Osakα City University， Sugimoto， Sumiyoshi， Osaka 
558-8585， ]a，ρan) 
~558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3- 138
TEL: 06-6605-2552， FAX: 06-6605-2522 
E-mail: nakashim@sci.osaka-cu.ac.jp 
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構造をある程度制御できる. したがって，光解離の経路

の制御につながるという，考え方がある 1)，2) クラス

ターでは，イオン化，それに続く電子衝突励起によるイ

オン化，ついにはマイクロプラズマの生成として説明さ

れ， 運動エネルギーが 106eVを超え， 核反応まで観測

されている8)

ベンゼン C60などの大きい分子では，2-3原子分子

とクラスター中間にあたると考えられる. C60では X線

への変換が注目され，また，高調波変換が観測されてい

る. 一般に， イオン化は分子内過程(無放射遷移， 分

解)との競争となる.電子衝突過程(原子の場合の高次

高調波を発生，クラスターの場合のマイクロプラズマに

至る過程)の割合はどの程度含まれているか，というこ

とが，当面，明らかにすべき課題である.これに伴い，

このサイズの分子の高強度レーザーによるイオン化機構

そのものが解明され，フェムト秒イオン化は微量分析へ

展開できるであろう.

2.2 高強度レーザー化学とレーザーの強度

種々のイオン化機構分類の目安として Keldyshの7

パラメ ーターが用いられる.ここでんはイオン化ポテ

ンシャル，Upはポンデロモーティブポテンシャルで:あ

る9)

γ=J75 
図 lでは Ip=9.2eVとし，レーザ一波長を 800nm 

とした場合の 7パラメーターが示してある.んが 7--10

eVをもっ有機化合物は多いので，それらに適用できる.

γ>1は従来の摂動論で取り扱える (多光子)吸収， お

よび，それらに続くイオン化の領域， r< 1ではトンネ

ルイオン化など，光強度の影響を直接的に受ける領域に

分類できる.

2.3 レーザーおよび飛行時間型質量分析計

励起レーザーとしてチャープパルス増幅チタンサファ

放射線化学
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表 1 フェム卜秒，高強度レーザーと原子，分子，クラスター

原子 ・分子，クラスター 生成物など(照射強度 Wjcm2) コメント 参考文献

He vuv発生 (4X 1015) 5 fsパルス 7 

N2 N2
1-6+ (3.5 x 1015) クーロン爆発

C6H6， C60 C6H6+， C601-4+ (1 X 1014) 本文参照

C6H61-3+， CI
-
4+ (1 X 1016) 

D20， 5 nm Cluster 中性子 (2X 1016) マイクロプラズマ 8 

(a)陀M>IとLlF (b)非共鳴多光子イオン化(NREMPI) (c) Field lonization 

12 10 

γ"""2γ .....， 1 

1013 α一一一α1014

α
‘

4るα

γ.....，0.1 

~ 
1015 

γ<<1 

16 10 

r-
17 10 

X線
α 

レーザー強度/Wcm・2

C 、Benzene60 

図 1 高強度レーザー化学とおよそのレーザー強度領域

(a)共鳴多光子イオン化 (REMPI)， レーザー誘起蛍光 (LIF):レーザー強度領域 <<1013W jcm2， (b)非共鳴

多光子イオン化 (NREMPI):"'1013 W jcm2， (c)光の電場誘起イオン化とクーロン爆発(トンネル， バリ

アーサプレッション): > 1014 W jcm2， (d)ビーム変換 >1016 W jcm2が適当.

イヤレーザーが，イオン化とクーロン爆発の観測には飛

行時間型質量分析計がよく用いられている.

• 24 ベンゼンおよびペンタクロロベンゼンのイオン

化(照射強度 3PWjcm2まで)

DeWittらはフェム卜秒レーザー (790nm， 170 fs， 

3.8X 1013 W jcm2) 励起により， ベンゼンをイオン化さ

せた生成イオンは C6Hピ のみであり，ナノ秒レー

ザー励起の場合と大きく異なり，フラグメントイオンは

ほとんどないことを見いだした13) Ledinghamらは

レーザー強度を 3X 1015 W jcm2 (750"'790 nm， 50'" 

90 fs)まで上げ，ベンゼンの 2価， 3価のイオンを検出

したこれを‘surprisingobservation'としている11)

適当な条件下では親イオンだけが生成し，多価イオンも

見られることから，フェム卜秒レーザー励起では「分子

の分解は抑えられ，原子のようにふるまう」という考え

方が出された.発展すれば，フェムト秒レーザー励起に

よる質量分析法 (FemtosecondLaser Mass Spectrome-

try (FLMS))となる可能性が指摘された14)

フェムト秒イオン化の機構に対し，芳香族化合物特有

第 70号 (2000)

のトンネル機構という主張があり 10) また，最近の注意

深い実験では， "'1X1014Wjcm2 
(γが 0.86) までは非

共鳴の多光子イオン化で説明できるとしている 12)

FLMSはハロゲンを含む励起状態の寿命の短い分子，

不安定分子などの検出に適していると，考え られる.と

なれば，ダイオキシン類の検出に応用できるかどうかが

焦点の一つで=ある.ダイオキシンの場合， リアルタイム

計測の実現が目標の一つで・ある.塩素が 1"'4個置換さ

れた分子が共鳴多光子イオン化 (REMPI)法で計測され，

ダイオキシン類のレーザ一計測の方向が示された15)毒

性の高いダイオキシン類は塩素 4"'6置換物である.塩

素が多置換された分子の蛍光寿命は重原子効果のため，

極めて短くなり， REMPI，レーザー誘起蛍光法 (LIF)

の感度が低下すると予想される.多塩素置換物の微量検

出の方法を探ることは重要である.筆者らは 5個の塩

素原子を含むペンタクロロベンゼンを調べることにした.

図 2にはペンタクロロベンゼンの結果を示した. レー

ザー強度が "'5X1013 W jcm2 のとき， この分子の親イ

オンを観測することができた.それ以上の強度では分子
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図 2 ペンタクロロベンゼン高強度レーザー励起

(120 fs， 800 nm)によるイオン化

なお，高強度では残留ガスのイオン化生成物

も重なる.

1.2 

0.2 
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図 3 C60を10PW jcm2， 120 fs， 800 nmで励起し

fこ
そのときの炭素多価イオンとそれらの相対的

強度のレーザーの偏光方向と，イオンの検出

方向との角度依存性を示す.C4+イオンはそ

れらが平行になったとき，最大強度となっ
fこ4)

はバラバラになる様子が見られた.フェムト秒レーザー

の強度のコントロールで，親イオンのみを観測できるこ

とを示している6)

2.5 C60，ベンゼンのクーロン爆発 (照射強度 10PWj

cm2，それ以上)

C60の高強度レーザー励起の実験は近年， 多数， 報告

された16). PW jcm2以下の励起では 1--3価の多価イオ

ンが観測され，等方的クーロン爆発が観測されている.
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図 4 C60のクーロン爆発のシミュレーション (照

射強度 10PW jcm2 
(矩形波を仮定))

小さい点は電子のトラジェクトリー (0.39

fsの時間)，最大の丸は C3+イオン.最初は

電子放出が起き，次に，電子ホッピングが予

想され，クーロン爆発に至る.途中の励起過

程では，炭素原子間のホッピングが重要で，

電子衝突励起イオン化の寄与は小さいと推定
された4)

一般にはフェムト秒パルス励起では分解などに打ち勝ち，

原子のようにふるまう，と考えられるが，それでもまだ，

C60の 50fsパルス励起において，熱的分解過程が残る

ことが報告された17) 波長変換を目指した実験では C5+

の 18.2nmの観測，高次高調波の発生の報告がある 18)

ここでは 10PW jcm2の高強度レーザーパルスで照射

した結果について，簡単に紹介する.1--4価の炭素イ

オンが観測され，分子イオンはほとんど観測されなかっ

た. これは C60の多価イオン (140価程度と推定してい

る)の生成に引き続き，クーロン爆発が起きたと，と解

釈した.クラスターの場合，クーロン爆発は等方的であ

るが， C60では異方的であった.4価の炭素イオンが

レーザーの偏光方向に強く観測されたことを図 3に示

した.計算機シュミレーションにより，途中の励起過程

では， 炭素原子間で電子ホッピングが起き (図 4参昭、)，

電子衝突励起の寄与は小さいと推定できた4)

ベンゼンの場合も C60と同様の過程が含まれると推定

している.100 PWノcm2励起ではクーロン爆発を観測

できた5)

謝辞 阪部周二グループ(阪大レーザー研，阪大院

工)，江潤卿(阪大レーザー研， (現)原研関西研)，清

水政二(大阪市大)らの成果をもとにまとめた.記して
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一百聖日
スクロースラジカル生成における

重粒子線照射の依存性

福島県立医科大学放射性同位元素研究施設 中 川 公 一

1.はじめに

放射線の物質に対する効果を調べるのは重要な研究の

ひとつで，なかでも重粒子線の物質効果に関する基礎研

究は，より身近になりつつある宇宙の宇宙線線量やガン

治療なと、の医療への応用が期待される分野である.重粒

子が，物質に衝突するとラジカルサイトができる.この

ラジカノレサイトは，重粒子線照射の物質に対するひとつ

の指標として有用でなL、かと考えられる.最近，有機結

晶であるスクロース(図1)に重粒子線を照射して新た

な効果を見いだすことができた1)，2)

スクロース (グラニュー糖)はr-線照射で‘安定なラジ

カルになることが報告されているがか5l，重粒子線照射

に対する LET(Linear Energy Transfer)の効果や生ず

るラジカルの詳細については明らかになっていなかった.

重粒子線照射で生ずるスクロースラジカルのスピン数

(スピン濃度)を詳しく調べたところ， ラジカルの生成

には LETの効果のみならず重粒子自身の依存性がある

ことを見いだしたので，ご報告させていただきたい.

2.方 法

スクロース(グラニュー糖)は市販の試薬を用いた.

スピンラベル (TEMPO.Aldrichネ土) は， スクロース

ラジカルのスピン濃度を算出するのに用いた.

重粒子の照射は，放射線医学総合研究所(放医研)の

HIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba) 

の生物照射室で行った.ビームは，ヘリウムイオン

E百ectof Heavy lons-Irradiation on the Production 

of Sucrose Radicals 
Kouichi Nakagawa (RI Research Center Fukushima 
Medical University 1 Hikarigaoka Fukushima. 960-
1295. Japαn) 
~960-1295 福島市光が丘 1 番地
TEL: 024-548-2111. FAX: 024-548-1715 

E-rnail: nakagawa@frnu.ac.jp 
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(150 MeV /u)とカーボンイオン (290MeV /u)を用いた.

LETは備え付けの PMMA[poly (rnethyl rnethacry-

late]のプレートの厚さを変えて調節した.

スクロースは. 4X4crn2のアクリル板に平らにしか

も均一になるようにしプラスチックのラップで動かな

いようにきつく包んだ. この試料板をビームに対して垂

直にマウントし重粒子線を照射した.照射した試料は，

外径 5rnrnの EPR/ESR(Electron Pararnagnetic Res-

onance/Electron Spin Resonance)の 試 料 管 に 入 れ

キャップをした.

重粒子線照射で生じたスクロースのラジカルは. 9 

GHzの EPR装置で測定した.測定条件は，掃引幅 100

G. 磁場変調幅 0.32G. マイクロ波出力 5rnWなどと

しすべての測定試料に対し同一の測定条件を用いた.

照射や EPRの測定は，すべて室温で行った.

スピン濃度 [spins/g]の算出は，スピンラベル

(TEMPO)の既知濃度の溶液をあらかじめ数種類用意し，

得られたスペクトルの面積を求めて検量線を作成した6)

次に，照射で生じたスクロースラジカルのスペクトルの

面積を求め，この検量線からスクロースラジカルのスピ

ン濃度を求めた.

3. 重粒子線照射による効果

ヘリウムイオン照射によって生じたスクロースラジカ

α12αf 

L-() TT aα1  
HA一一一、 H | 2 ，OK H I /H\I~\\、 l

kα1 Hλ KHα王:

UH ;--ー寸 rー「 田 2佃

Hαfα1  H 

Sucrose 
図 1 スクロースの化学構造
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図 2 ヘリウム (He)イオン照射で生じたスクロ ー

スラジカルの EPRスペク卜 jレ

線量は約 50Gy. 
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図 3 ヘリウムイオンおよびカ ーボンイオン照射の

LETと相対スピン濃度の関係

線量は約 50Gy. 
ルの EPRスペクトルを図 2に示す.同様なスペクトノレ

は，カーボンイオン照射でも得られた.得られたスク 160 

ロースラジカルのスペクトルは，既報のスペクトルと一

致した5) また， このスペクトルのパターンは γ-線照射

で得 られたものとほぼ一致した EPRスペク トルの全

幅は 70G程度で，スペクトルは中心に対して非対称で

あった.一般に， パウダーの EPRスペクトルは対称に

なる7) スペクトルが異方性を示していることから， ス

クロースラジカルは複数のラジカルサイトからなってい

るものと考えられる.

このスクロ ースラジカルは室温で安定であった.言い

換えれば，このラジカルの寿命は極めて長いといえる.'m試料管に入れキャ y フ。をしておいた状態で， 1年

後に測定してもほぼ同程度の信号強度が得られた した

がって，湿気に注意して照射試料を保存することで，長

期間再現性のあるスペク トルが得られるものと恩われる.

次に，ラジカル(不対電子スピン)生成における重粒

子線照射で LETの変化による影響と異なる重粒子によ

る効果を調べた.重粒子 (HeとC)とLETの関係をス

ピン濃度で求めたところ，図 3に示しであるような重 成量は， カーボンイオンに比べ多く ， しかも， LET依

粒子線の効果が明らかになった.ここで，以下のような 存性が強かった.このような重粒子自身の依存性と重粒

実験式が得られた 子線の LET依存性を明確に示した結果は，有機結晶に

(Relative Spin Yield)= -A ln (LET)+B おける初めての例である.

直線の傾きは，ヘリウムイオンで-2.0 x 1015 [yieldj さらに，線量の変化でスペク トルの信号がどのように

LET]となり，カーボンイオンでは -1.1X 1015 [yieldj 変化するのか調べた.その結果，図4に示すようにへ

LET]であったどちらの重粒子に対してもスピン濃度 リウムイオンの低線量から 30Gy程度の今回の実験で

はLETの対数に対し直線的に減少した.ヘリウムイオ よい比例関係が得られた.カーボンイオンに対しても同

ン粒子のエネルギーがカーボンイオンの約半分であるに 様な比例関係が得られた. ここで， 1回の掃引で認識で

もかかわらず，ヘリウムイオン照射によるラジカルの生 きるラジカルの信号は 1Gy程度の照射であるが，信号
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図 4 ヘリ ウムイオン照射で生じた EPRの信号強

度と線量の関係

LETは約 2.2keV j，μm. 
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の積算をすることでより低線量域に対しても測定は可能 粒子線の線量評価や物質効果の基礎研究がさらに進むも

になると考えられる.したがって，スクロースはこのよ のと期待される.

うな線量依存性を示すことから，生成したラジカル(ス

ピン数)を計測することで重粒子線線量計としての有用 謝辞 この研究は，放医研重粒子線がん治療装置の

性があるものと考えられる.

4. 結 語

重粒子照射で生ずるスク ロースラジカルは室温で安定

なラジカルを生成し，このラジカルは 1年後でもほぼ

同程度の信号強度を示した.スクロースラジカルのスピ

ン数を求めたところ，安定なラジカルの生成には重粒子

(Heイオンと Cイオン)自身の依存性と重粒子線の

LET依存性があることがわかった.さ らに，線量に対

してラジカルの信号強度は，よい比例関係にあることが

わかった.スクロースは安価で容易に入手でき， しかも

取扱いが簡単であり，重粒子線に対する ESR線量計

(ESR Dosimeter)としての実用性を示すものと考えら

れる.

重粒子線の有機物質に対する動的挙動や生ずるラジカ

ルサイトなどの詳細は明らかになっておらず，今後，重

42 

共同利用研究と文部省基盤研究 (C)(No. 10640562)の

援助によりました.
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一面聖日
レーザーウェーク場による電子加速

高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設 中 島 一久

1.はじめに

' 粒子加速器は基礎科学の分野のみならず産業および医

療分野などに広く応用され，その有用性，重要性は周知

のとおりである.それとともに加速器に対する高性能化

の要求はますます高くなる一方，加速器の大型化，建設

コストの肥大化が問題となっている. たとえば，現在

の最も高性能な高エネルギー粒子加速器でも加速勾配は

100 MeV 1m以下である.これは数 GHz帯の高周波加

速原理の限界によるものであるが，将来，原子核 ・素粒

子物理学の最前線で必要となる 10TeVのエネルギーま

で粒子を加速するには 100km以上の巨大な装置が必

要となる.このため加速器の巨大化に歯止めをかけるよ

うな粒子加速原理の発見や，新しい加速法に対する関心

がにわかに高まってきた.米国では，エネルギー省が中

心になって 20年以上前から「先端加速器コンセプ卜」

の名のもとに将来の加速技術の開発研究を進めているが，

この中で提案された高出力レーザーを用いるプラズマ加

速器が有望な粒子加速法として関心を集めるようになっ

， た レーザーを用いる粒子加速器のアイデアは，レー

ザーの発明と同時に提案がなされているがレーザー技術

の未発達ゆえに，高周波加速器にとって代わるような高

度に実用化可能な方法は実現しなかった しかし最近，

高強度レーザーの技術が進歩して Tキューブ (Table-

Top Terawattの略)レーザーと呼ばれる小型高出力超

短パルスレーザーが出現したのに伴って，これを用いる

レーザーウェーク場加速 (LaserWake-Field Accelera-

tion， LWFAと略す)と呼ぶ加速原理が効率的な高エ

ネルギー粒子加速法として注目されている.ここでは高

強度レーザーを用いる LWFAの原理を述べ， 筆者らの

Electron Acceleration by Laser Wakefield 
Kazuhisa NAKAJIMA (High Energy Accelerator 
Research Organization， Accelerlαtor Laboratoη1) 
事 305-0801つくば市大穂トl

TEL: 0298-64-5248， FAX: 0298-79-6130 
E-mail: nakajima@post.kek.jp 
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グループで、行っている研究を中心に LWFA電子加速の

実験的研究の最近の進展とその展望について記してみた

し、

2. レーザーウェーク場加速の原理

レーザ一光は，位相と周波数のそろった電磁波で集光

することにより非常に高い電場を発生することができる.

実際，強度 1018 W Icm2のレーザ一光の電場は 2.7x 

1012 V 1mになるが， 真空中を伝播する光は，電場の向

きが伝播方向に垂直に振動する横波で，集光した場合そ

の位相速度が光速よりも大きくなってしまうために高い

電場をそのまま有効に粒子加速に利用することはできな

い.このため高強度レーザー電磁場でプラズマを生成し，

さらにそのプラズマとの相互作用で励起される電子プラ

ズ、マ波の超高加速電場で、粒子を加速するレーザープラズ

マ加速器が田島 ・Dawsonによって提案され1)，最近の

高強度超短パルスレーザーの出現によって実験的検証が

可能になった. レーザープラズマ加速器には， 2波長の

レーザ一光を混合してビート波を励起し，そのポンデロ

ス'v 
e'' 

e
、.，，
 ザレ繍ク-

1
l
'
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速
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刷
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ハ
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図 1 レーザーウェーク場加速の原理
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モーティブ力で差周波数の振動数をもっプラズマ波を共

鳴的に励起するプラズマビート波加速と高強度超短パル

スレーザーを用いて衝撃的にプラズマウェークを励起す

るレーザーウェーク場加速が提案されている. レーザー

ウェーク場は，図 1に示すように，プラズ、マ振動の波

長にほぼ等しいパルス長の超短パルスレーザーがプラズ

マ中を伝播するとき， レーザーパルスのポンデロモー

ティブ力でプラズマ電子を排除しながら進むためウェー

クとしてプラズマ波が励起される. このプラズマ波の

位相速度はレーザーパルスがプラズマ中を伝播する速度

にほぼ等しく，真空中の光速よりわずかに遅いので電子

密度の粗密によって生ずる加速電場に粒子を捕捉し加速

することができる.プラズマ波の最大電場は原理的にプ

ラズマ電子の振動速度が波の位相速度を超えるために起

a) 圃街懐界霊LWFA
高強度組短

パルスレ-~-

電子ビーム

・4・'
鋼連OI

加速IUト焦点深度程度 1∞μm-lmm
加速エネルギー利得 .dW-10・1ω地 V

b) 11浪路型LWFA

加速E・-.浪路:fI 1 cm-1Ocm 
加速エネルギー利得 .dW-1・10GeV 

図 2 a)回折限界型レーザーウェーク場加速と b)

導波路型レーザーウェ ーク場加速

こる波の破壊電場の振幅まで励起することができ密度n

cm 3のプラズマに対して

Emax [V IcmJ之 0.96/可cm寸

となる.たとえば電子密度 1018cm-3のプラズマではほ

ぼ 100GV 1mの加速電場を発生できることになる. す

なわち 100GeVの電子線形加速器も 1mの長さの， ま

さにテーブルト ップサイズになることを意味している.

このようにプラズマ中に励起されるレーザーウェーク

場は，非常に高い粒子加速能力をもつわけで、あるが，電

子の加速エネルギーゲインはレーザーやプラズマを用い

ることによるいくつかの要因によって制限される. 図2

a)に示すように高強度レーザーパルスを単に集光し，

プラズマと相互作用させただけではレーザーパルスは回

折効果と強い非線形効果によりたかだかレーリー長の数

倍程度の短距離でエネルギーを失い，有効に加速エネル

ギーを粒子に与えることができない.このため高エネル

ギーまで粒子の加速を行うには，これらの効果を抑制し，

十分な長さレーザーパルスの伝播を制御する工夫が必要

で，図 2b)に示すような高周波加速器の加速管に相当す

るプラズマ光導波路が提案されている.電子は加速され

光速に近づくとともにプラズ.マ波の加速位相からずれて

最終的に加速を受けなくなる.さらに励起パルスのエネ

ルギーがウェ ーク場のエネルギーとして失われてしまう

と加速が止まってしまうので，加速を継続させるには多

段加速が必要となる.

3. 原理検証実験から高エネルギー電子加速の実証へ

我々は，1993年に世界最初に 30GeV 1mというレー

ザーウェーク場による電子加速を，阪大レーザー研の高

強度超短パルスレーザーを用いて実証実験を行った2)

Laser Pulse 17 Me V Electron Beam 
2 TW， 90fs PMQDoublet 

7MeV 

BeamDump ¥ 

Gas filled Chamber 

1 50cm 
αMagnet 

Bending Magnet C~;~.; l1 n.~ Scintillator Array 
B=2.6 kG - ----ê3ï-~h) 

図 3 レーザーウェ ーク場加速実験のセットアップ
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10 l∞ 
Energy Gain (Me V) 

4∞ 

図 4 ピーク出力 1.8TWを 20Torr Heガスに集

光しレーザーウェーク場を励起したときの加

速電子のエネルギースペクトル

Gas inlet 
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図 5 周波数領域干渉法によって測定されたレー

ザーウェーク場

Electron Density Profile 

図 6 高速 Zピンチキャピラリープラズマ光導波路の実験装置概略図

これは， 当時は世界でも最高クラスのピーク出力 10 証実験から一歩進んで，波の位相や伝播制御など従来の

TW. パルス幅 1psの高強度レーザーパルスがプラズ 加速器に備わっている機能を LWFAのために開発し

マとの非線形相互作用で自己変調し自励発振的な大振 高エネルギー加速と高品質ビーム生成可能な加速技術の

幅ウェーク場が励起されて電子が加速されることを検証 開発をめざす第 2世代 LWFAの研究が活発に行われ始

した実験である.その後，この自己変調型のレーザー めている.

ウェーク場による相対論的電子の発生・加速現象は T 我々のグループは，この研究動向にもいち早く着手し，

キュープレーザーを用いて多くの実験が世界中で、競って レーザーを含む加速システムの小型化を考慮し T

行われ. 100 GeV 1mを超えるレーザーウェーク場加速 キューブレーザーを用いた高エネルギーゲイン LWFA

が確認されている3) しかしこれらの原理検証実験では， の研究を開始した. 1996年には， 東京大学原子力工学

前述したレーザーパルスの伝播制御や加速電子の位相制 施設の電子ライナックを入射器として LWFA電子加速

御が行われていないので，たとえ 1PWのレーザーパ 実験を実施した.図 3に示すような装置でピーク出力 2

ルスを用いてもエネルギーゲインはたかだか 100MeV TW. パルス幅 90fsのレーザーパルスをヘリウムガス

程度である.また加速電子のエネルギースペクトルは， の満たされたチェンパーの中で集光してプラズマウェー

100%の広がりをもっていて，従来の加速器がもっ クを励起し加速された電子のエネルギースペクトルを

ビーム性能を凌駕するに至っていない.このため原理検 測定する実験を行った4) 図 4のような加速エネルギー
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ゲインに関するスペクトルが得られ， 20 Torrのガス中

で、は最高加速エネルギーゲイン 250MeVに達する電子

が観測されたまた周波数領域干渉計を用いたプラズマ

診断法により図 5に示すウェ ーク場の直接観測に成功

し 電子加速が LWFA機構によることを裏づけること

ができた.さらにレーザーパルスのトムソン散乱の観測

から 2cm以上に及ぶセルフチャネリングが判明し 加

速長をこのパルスの伝播距離とすると最大加速電場は

10 GeV 1mを超え， LWFAの理論的シミュレーション

の結果ともよく 一致した. このように 100MeVをはる

かに超える LWFA電子加速の実証結果は世界最初の成

功で， レーザーによる高エネルギー電子加速の可能性を

示す第一歩であると位置づけている.

14∞ 

，-..12∞ 
2 

，s1脚
静、.. 
a 8∞ 
副

‘ ... g 
恒圃

“)() 白
ω 
巳.) 4∞ 

2∞ 
60 120 180 240 300 360 420 

Channel No. 

図 7 2.2 TWレーザーパルスを 2cmガイディン

グさせたときの導波路出口での強度プロファ

イル

4. GeV電子ビーム加速への挑戦

LWFAでは加速可能な安定位相空間(加速器用語で

セバラトリクス)が非常に狭く，このセパラ卜リクスに

整合するビームを入射し高品質ビームの加速を行うには，

時間的に，....，fs，空間的にも ~μmの電子パンチを生成

し相対論的エネルギーまであらかじめ加速して入射しな

ければならない. このための超短パルス超低エミッタン

ス電子ビーム源は，現在の加速器技術では得られれない

ため何らかのブレークスルーが必要であることが認識さ

れ，先端電子ビーム源に関する多くのアイデアが提案さ

れた一つは，レーザーと高周波加速を組み合わせた

フォトカソード高周波電子銃で数ピコ秒， 数 MeVの電

子パンチを生成し低エネルギーライナックで加速した後，

磁場でパンチ圧縮を行い，低エミッタンスの極短電子パ

ルスを得る方法である. これは従来技術を用いてフェム

卜秒パルス生成，同期をめざしている.これに対してプ

ラズマカソードと呼ばれる方法は，ウェーク場を励起す

るレーザーパルス以外に入射用超短パルスを用いて背景

プラズマ電子を直接ウェーク場の加速位相に入射する方

法で，原理的にウェーク場の位相制御が可能であるが，

いままで実証実験に成功していない.このため我々は，

高品質電子ビーム源としてレーザー照射によるフォトカ

ソード高周波電子銃の開発を BNL，住重と共同で進め，

従来の熱陰極電子銃に比べ格段と上回るビーム性能をも

っ実用化レベルの高輝度小型電子ビーム源の開発に成功

した.

超短パルスX線
トムソン散乱

20MeV超短パルス 7線

図8 日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究センタ ーに建設中の GeVレーザー加速実験装置

46 放射線化学



レーザーウェーク場による電子加速

GeV加速を達成するための重要なブレークスルーで

ある伝播制御についてもいくつかの提案がなされている

が，グループではプラズマ光導波路の開発に取り組んで

きた.プラズマ光導波路は，図 6のようなキャピラ

リー中に光ファイバーのような屈折率分布をもっプラズ

マ密度チャンネルを形成し， レーザーパルスのガイデイ

ングを行うものであるが，従来の材料のアプレーション

を伴う真空放電方式に代わり，プレプラズ‘マ中での高速

Zピンチ放電方式を採用する ことによ りプラズマの電磁

流体不安定性のない，長寿命のプラズマ光導波路の開発

に成功した.最近， このプラズマ光導波路を用いて 2.2

' TW90fsのレーザーパルスを集光径 40μm(集光強

度 >1 X 1017 W jcm2) で 2cmにわたり伝播させる実験

に，世界で最初に成功した(図7)5).

グループでは，以上のような研究成果に基づき，昨年

完成した原研光量子科学研究セ ンタ ーにおいて図 8の

ような実験システムを建設し，センターが世界に先駆け

て開発に成功した 100TW Tキューブレーザーを用い，

約 2cmのプラズマ光導波路にウェ ーク場を励起し l

GeV以上の電子加速を行う実験を計画している.この

ためのビーム入射器はフォ トカソード高周波電子銃と

第 70号 (2000)

150 MeVマイクロトロンからなる装置で，最近ビーム

加速に成功した.さらにフェムト秒電子パンチ生成と同

期を行う超短パルスレーザーによるパンチスライス制御

技術の開発を計画しており，世界最初の高品質電子 ビー

ムの 1GeVレーザー加速に挑戦しようとしている.
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〔特別寄稿〕

放射線研究に関する雑談，あるいは略して放談

-第 2回:時計を照射したという.Charlesbyの話-

Charlesby once told me that he had a great difficul-

ty in measuring the extent of radiation-induced hard-

ening of metals. Eventually he had put hairspring-

driven watches in a nuc1ear reactor and successful-

ly determined the radiation-induced hardening of 

steel from the advance of the watches. After this ex-

perience he searched for materials with higher sensi-

tivity to irradiation， and hit upon high polymers， 

most notably polyethylene. 

Key words: metals， high polymers 

ポリエチレンが放射線照射で架橋することを発見した

のは，イギリスでは ArthurCharlesby，アメリカでは

Malcolm Doleで， いずれも 1950年頃のことであって，

両者は互いに独立であったという.Charlesbyは著名

な人で，経歴と人柄については， いくつもの記事1)-めが

ある.すなわち， Silverman1
)は， 1995年に Charles-

byが Radiat.Phys. Chem.誌の編集長を退いたおりに

心暖まる記事を書いた.1996年に亡くなったときには，

数人が追悼の文2)を書いた. 1997年には記念のセミ

ナーが聞かれ， その記録3)が出た.そして， Charlesby 

先生自身が書いた回想記4)もある.

私は Charlesby先生に彼の発見の経緯をたずねてみ

た.先生の返事は次のようなものであった.有名なベル

リン封鎖のときには，イギリス空軍の将校として，物資

の空輸作戦に参加した後， 1949年に Harwell原子力研

究所に勤めたら，原子炉の材料一般の放射線効果を研究

する仕事を与えられた原子炉の材料のうち最も基本的

Miscellanea in Radiation Research-2. Charlesby 
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なのは金属であるから，まずこれを調べることにした.

ところが，定量的な結果を出すことができなくて参った

金属の電気伝導率，熱伝導率，岡IJ性などが原子炉のなか

での照射によってどれだけ変わるかを測ろうとすると，

容易でない.というのは，今では周知のように，金属の

なかに転位など格子欠陥ができて，上に挙げたような物

性が変化するのをみるには，よほど大きな線量をあてな

い限り，極めて感度の高い測定が必要である. Charles-

by先生は悩みに悩んだあげく，たぶん Oxfordの街を

歩いていてある屈を見たときにふと思いついて，安い腕

時計をたくさん買い込んだ.現在と違って，当時の腕時

計は鋼鉄製のぜんまいで時を刻むものである.ぜんまい

を巻き上げておいて，腕時計を原子炉で照射すると，照

射時間に椅麗に比例する針の進みが容易に読み取れた.

このデータを解析して，岡IJ性率の増加に換算して，放射

線効果の報告をやっと書くことができた.岡IJ性率の増加

は，生成した転位の密度などに換算できるであろう.時

計の進みを見ることが，すばらしい高感度の測定になっ

たわけで，私は先生の独創性に感心したこの話は回想

記4)のなかで (p.40に)， ごく手短に触れてあるけれど

も，先生一流のユーモアのはいったデリケー卜な表現を

使っているし，文献 1--3に出ていないように思うので，

ここに紹介することにした.

この経験で金属を調べるのにうんざりした， Charles-

by先生は，何か別の物質でもっと放射線効果が見やす

いものはなし、かと思って，いろいろな物質を片っ端から

調べはじめたという.そして，当時利用が始ま っていた，

ポリエチレンを照射したのは，間もなくのことだったと

~ )つ.

周知のように，高分子の架橋，切断などの効果は電離

を含めて電子状態の励起から始まる.例えば，ポリエチ

レンの架橋の G値は， 100 eV当たり 2の程度であり，

すべての電子状態の励起の G値の大きな部分に相当す

る. したがって，ゲル化の線量が 3X104Gyの程度に

放射線化学
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なる.分子性物質の気体，液体の放射線効果も，主に電

子状態の励起から始まるとみてよかろう.

金属の格子欠陥を造るには，原子 1個当たりの凝集

エネルギーをはるかに超える運動エネルギーを原子に与

えて， 原子変位を起こす必要がある5) 一つの原子が動

き出すと，次々にほかの原子に衝突して，結局はかなり

の数の原子が動くことになる.これを原子の段々滝

(cascade)という. したがって， 最初の原子の運動エネ

ルギーは，かなり高くなければならない.一般に電子や

ガンマ線では，このような高い運動エネルギーの原子を

造りにくく， したがって原子変位を起こす確率が小さい.

' 中性子や重イオンでは，この確率がかなりになるけれど

も，電子状態の励起に比べればごく小さい.結局，原子

変位の G値はせいぜい 102のような程度になり，原子

炉内で金属材料が使えることになる.

金属のなかで電子状態の励起が起こっても，吸収され

たエネルギーの大部分は短い時間のうちに緩和されて熱

に変わるものと考えられる.電子状態の励起から金属の

格子欠陥が生じることもあることは， 岩瀬ら6)が低温に

おける照射によって見いだしている.

上の Charlesbyの話を，金属の放射線効果に関する

現在の知識から考えてみるとどうなるか.実はよくわか

らないので，岩瀬彰宏氏らの専門家に質問したところ，

次のようなことを学んだ.照射によって金属の弾性率が

どう変わるかは，照射前の試料の状態，例えは‘，転位密

度などに依存する.さらに，照射による体積の増加も考

慮する必要もありそうだ.それで，原子炉で照射した時

計が，進むのか，あるいは遅れるのかも直ちには明らか

' でない 科学の問題は終わりがなくて，それだから興味

が尽きないものである.

人工の高分子よりも，放射線効果がはるかに起こりや

すいのは，生体である.細胞の死を観測する実験は，数
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Gyの程度で可能である7) ガンの放射線治療で目安と

される吸収線量は， 60 Gyである.

以上のように，放射線効果を物質一般について考える

と，吸収線量の程度に著しい相違が見られる. これは放

射線科学の大切な基礎知識である.

著者の略歴 1962年，東京大学大学院で工学博士(応

用物理).1962-3年， Northwestern Universityで短

期研究員 1963年以来， Argonne National Laborato-

ryで研究員. 1985年以来 InternationalCommis-

sion on Radiation Units and Measurements (ICRU) 

の委員. 1996年以来， Journal of Applied Physicsの

副編集長.専門は原子，分子物理と放射線物理.
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必蚕.. 厨冨田宮

スウェーデ、ン滞在記

スウェーデンを初めて訪れたのは， 1995年の夏で，

ウプサラ大学で聞かれた国際イオンラジカル会議に出席

したのがきっかけである.ウプサラ大学は 500年以上

の歴史をもち，植物分類学のカール ・フォン ・リンネを

はじめ数々のノーベル賞受賞者を輩出している.私に

とって憧れの大学である.私はポスターセッションで

“イオンラジカルの光異性化反応"についての発表を

行った.初めての国際会議で緊張していたこともあり，

終始まとまりのない説明を繰り返していたような記憶が

ある. しかしながら世界的に著名な研究者の意見を直接

聞くことができ，非常に貴重な経験だったと思う.会議

が終わるころには，いつか海外で、研究を行ってみたいと

思うようになっていた.

ところがその“いつか"は意外と速く訪れ年後に

は留学生として，スウェーデンのリンシューピン大学に

半年間滞在することとなった.さらに日本で学位取得後，

同大学で 2年間ポスドクとして研究する機会を得た

都合 2年半の滞在である. リンシューピン大学の歴史

は浅く， 創立 30年足らずである.前述のウプサラ大学

とはまさに対照的であるが，学生数 2万人を誇るマン

モス大学でもある.また，大学のあるリンシュ ーピン市

は自動車メーカーの SAABをはじめ，さまざまな企業

の研究所が集結しており，いわゆるサイエンスパークを

形成している.大学も必然的に応用研究に強く傾向して

おり，企業との共同研究が盛んである.また，世界中の

さまざまな国からの留学生や研究者を受け入れて，視野

の広い研究を行っている.私が属した IFM(Depart-

ment of Physics and Measurement Technology)は

特に国際色豊かで，ロシア，中国そして東南アジアから

の研究者が多い. 日本人は比較的少ないが，その中で，

私は AndersLund教授率いる ChemicalPhysics 

Lab.で研究させていただいた電子スピン共鳴 (ESR)

を中心として，常磁性種の構造やダイナミックスの研究

を盛んに行っている研究室である.特に近年はパルス

ESRを導入しさらに研究の幅をひろげている. さらに，

SIMARC (Swedish Interdisciplinary Magnetic Reso-

nance Center)という組織を設立し，スウェーデンのみ

A Precious Experience in Sweden 
板垣吉晃(広島大学工学部応用化学講座)

~739-8527 東広島市鏡山 1-4-1

TEL: 0824-24-7737， FAX: 0824-22-7191 
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ならず北欧諸国の磁気共鳴研究の発展に大きく貢献して

いる. IFM内では， Material ScienceというLEDの

研究を行っているグループや医学部の ESR線量測定

チームと連携している. 去る 6月も， SIMARC主催で

実践的なパルス ESR測定の講習会を開いたところであ

る. 詳しくは http://www江m.liu.se/chemphys/を参

照されたい.私は主に電子一核二重共鳴法 (ENDOR)を

中心として，有機，無機ラジカノレの構造に関する研究を

やらせていただいた.また，単結晶の ENDORを行っ

ているオスロ大学の EinarSagstuen教授の研究室にし

ばしば出張する機会を与えていただいた. ENDORを通

じて得た経験は大学の助手となった今でも多いに役立つ

ている.少人数の研究室であることから，装置の自由度

が高く，働きやすい環境であった.それでも，装置は他

研究室の人間にも平等に開放していることもあって，長

期休暇前になるとここぞとばかりに予約で一杯になる.

時間の限られている外国人研究員にとっては休暇中もま

た貴重なマシンタイムとなるのである.休暇中の IFM

を訪れるとまるで中国かロシアにきたかのようである.

スウェーデン人が夏の長期休暇を大切にするのは当然の

ことであろう.元来休暇を通じてプライベートな生活を

大事にする風習はあるのだが，それにもまして，この休

暇が終わると，スウェーデンは厳しい寒さと暗闇に包ま

れるのである.

Lund研は比較的小規模であることもあって， 全体を

まとめたミーティングはあまりせず，自ら教授の部屋の

ドアを叩き，議論をもちかけるといったのが恒であった.

研究室のメンバーは Lund教授を“Anders!!..と First

nameでしかも友達であるかのように呼ぶ. Andersは

それに対してにこやかに“Yes!!"と答える.テレビを

見ていると記者が政治家にインタビューするときもこん

な具合である.これにはいささかび.っくりした.私のよ

うな日本の縦社会からきた人間にとっては，これに慣れ

るのが結構大変であった. しかし慣れてみるとお互い

の距離が近くなり，議論も円滑に進むことが多かった

スウェーデンの文化，そして Lund教授の気さく な性

格といえばそれまでなのだが，研究をしていくうえで，

教授，研究員そして学生も，すなわち“研究者"である

という意識が強いことも確かである.必然、的に学生の独

立意識や責任感は強く，自分の考えをしっかりともって

おり，萎縮することなくそれを主張する.日本でも

放射線化学
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First nameで呼び合うまでしなくていいが， 教育や研

究の場でこのような環境作りがもっと必要なのではない

かと強く感じた.また，スウェ ーデンでは“フィーカ"

と呼ばれるティータイムがあり，そこで雑談したり，研

究の問題点などを気軽に話し合っ たりという習慣がある.

研究室によっては，当番を決めケーキを焼いてきたりす

るところもある.とてもいい習慣だと思う.

さて，スウェーデンでの生活について少し書かせてい

ただきたいと思う.海外で生活するにあたって，最初の

問題は言葉であった.スウェーデンの母国語は文字どお

りスウェ ーデン語である. ドイツ語と英語に比較的近い

第 70号 (2000)

といわれるが，イントネーションは独特で，歌うような

しゃべり方をする.ちなみに“こんにちは"は“Hej

(へイ)"である.短すぎるので，“Hej，Hej"と繰り返し

て言う人もいるが.私は，とりあえずスウェーデン語の

ビギナーコースを受講していた. ドイツ人の受講生も数

多くいたが，彼らは言葉が近いこともあり，めきめきと

上達していた.授業のレベルもそれに合わせて上がって

いったような気がする.私などは後半ほとんど授業につ

いていけない状態だった.それでも何とか試験をパスし

たが，思わず笑ったのは送られてきた合格通知書の意味

がさっぱりわからなかったことである.結局使いこなす

までには至らなかったが，それでも国民の大半が英語を

流暢にしかも平易な言葉を使って話すので助かった.

食生活(学会紙上で適当な話かどうかわからないが)

はジャガイモを主食とし，肉類や魚とともに食べると

いったごく普通のヨ ーロピアンスタイルで:ある.私が気

に入ったのは， “ヤンソン氏の誘惑" というジャガイモ

とアンチョビのグラタンである. クリスマス時期に食べ

られる， スモーガスボード(さまざまな肉，魚，チ一ズズ
、

やハムなととど、許、がすず.らりとテ一フ

見ているfだだごご.けでで、も楽しめる.あと， ザリガ、ニをハーブと

ともに茄でて食べ，アクアビットというジャガイモ焼酎
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海外レポート

とともに楽しむというのがある.ザリガニは子供のころ ンターネットが使用でき，学習レポートを部屋から E

汚い沼で釣っていた記憶しかなかったので，いささか抵 メールで送るということもするようである.

抗があったが，結構これがいける. 以上まとまりもなく体験談(一部ツアーガイドのよう

スウェーデンの人々は，日本人に似てどちらかといえ になってしまったが)を書かせていただいた. 2年半滞

ば“シャイ"で人見知りする性格であるようだ(アル 在したわけだが，概してスウェーデンの人々から学ぶこ

コールが入ると別だが). しかし福祉先進国家に生き とは多かった.特に外国人とのコミュニケーションのう

る人々だからであろうか，困っていると見ず知らずの人 まさには敬服した文化や習慣の差から誤解を生じ，時

でも親切に助けを差し伸べてくれる.ただし，助けてほ として憂響になるときもないわけではなかった. しかし

しいということをきちんと伝えることが必要である.い この差がなければし、く意味もないのである.こう考えれ

ずれにしても，非常に好感のもてる人気質であると感じ ば，逆に楽しくまた勉強にもなった.機会があれば是非

た. 再び訪れてみたい，そんな魅力のある国であった.海外

私が住んでいたアパートは，留学期間は学生宿舎で 留学に興味のある学生の方々は是非候補の一つにしてい

あった.個室をもらえるが， 8部屋で一つのコリドーを ただきたいと思う.

形成しキッチンや居間を共同で使う.ここは，ス 最後に，スウェーデン渡航の機会を与えて下さった

ウェーデン学生との交流の場である.家賃は 2千ク Anders Lund教授と広島大学の塩谷優教授に深く感謝

ローナ(約 2万5千円)と比較的安いが，設備はしっ して筆をおきたい広島大学工学部板垣吉晃)

かりとしている.例えば，各部屋で LAN接続によるイ

52 放射線化学



〔学会賞〕

非炭素骨格高分子に対するイオンビーム

誘起反応に関する研究

1.はじめに

炭素以外の 14族元素で構成された骨格をもっ高分子

は，ポリシラン ・ポリゲルマンなどと総称され，従来の

炭素骨格高分子と比較して極めて特異な物性を示すこと

から注目を集めている. これら高分子材料は 1920年代

に初めて合成されたがり，不融 ・不溶性などの理由によ

り，その後約 50年の長きにわたって研究がほぼ途絶え

ている 1970年代に有機溶媒への可溶性を示す高分子

の合成が報告されると同時に， この材料への注目は俄か

に高まり，現在までに一つの大きな高分子材料のカテゴ

リーを形成するに至った2)，3) 本報では，この高分子材

料の光や放射線に対する反応とその特異性について議論

する.

2. ポリシラン薄膜中でのイオンビーム誘起反応

ケイ素で構成された骨格を有するポリシランは，最も

ポピュラーな半導体材料であるケイ素単結晶の l次元

モデルとして取り扱われることも多く，主鎖を構成する

σ結合電子の非局在化 (0共役系)に起因した非常に高

い正孔移動特性4)，5l，非線形光学係数6)などの物理的特

性が注目を集めてきた.一方で，この高分子材料の反応

は研究初期から一貫して詳細に調べられており，光や放

射線に対する高い感受性を利用した材料応用が， IBM 

やBell研究所のグループによって進められてきた3)，7)-9)

イオンに代表される粒子ビームは， ターゲットに与え

るエネルギー密度が極端に高いことから，光 ・熱 ・均一

化学活性種による一般の化学反応とは，決定的に異なっ

た反応様式を作り出しうると考えられている.有機材料

中で誘起される化学反応へのエネルギー付与密度依存性

は， Linear Energy Transfer (LET)効果として知られ，

ポリスチレン ・ポリエチレンなどの炭素骨格高分子では

早くから報告がなされてきた10) 特に粒子飛跡に沿った

化学反応活性種の高濃度分布，いわゆるイオントラック

構造は，理論的見地から検討が進められ， Mageeらに
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より詳細なモデルが提出された11) これを鑑み，現実の

材料への照射効果では，この極めて不均質な化学反応場

の構造を実験的に検証する試みが盛んである.

紫外光暴露によりポリシランの分子骨格は容易に分解

を起こすが，イオン照射においては反応挙動が完全に逆

転し架橋反応主導型となる 12)，13) 低 LET放射線によ

るランダム架橋反応の進行では，一般に分子量分散の単

調増加傾向を示しやがて不溶ゲル生成に至るが，この

高分子材料では高分子量域に新しい分布が観測され，照

射進行とともに分子量分散が再収束する傾向を示してい

る14) これはイオントラックに沿った局所的架橋反応に

よると考えられ，イオンビームが数 nm程度の半径を

有する極めて小さな空間内に，限定的に化学反応を誘起

できることが示された.架橋反応の G値(100eVの吸

収エネルギー当たりの反応数)は入射する放射線の

LETに極めて強く依存し，高 LET放射線では非常に高

い効率で架橋反応が誘起される.このような顕著な

LET効果が観測される高分子材料系は極めて珍しく ，0 

共役高分子は放射線と物質の相互作用を評価する材料と

して極めて有用であることが示された.

一般に，高分子材料の反応 ・物性はその固体構造に大

きく左右される.σ共役高分子もその例外ではなく，例

えば上記の PDHSは40
0

C付近において，高分子主鎖構

造が規則性状態からランダム構造へ大きく転移する.こ

れに伴い， PDHSの放射線反応様式も大きく変化し高

LETイオンビーム照射においても，主鎖分解が主導反

応となる 15) 照射時の温度が相転移点以下の場合，架橋

反応によって高分子ゲルが生成するが，閉じ 2MeV 4 

He+照射にもかかわらず，高温照射では主鎖分解によ

りアプレーションや溶解性の向上が見られる. このよう

に， この高分子系でミはバルク固体の温度効果と，イオン

照射に伴うトラック内のミクロ温度上昇の効果を切り離

して議論することが可能である.

かかる背景の下，イオン照射におけるポリシラン架橋

反応およびゲル化の挙動を説明するモデルとして，筆者
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らは次式を新たに提案した16)

g= 1-exp(-an) )
 

咽

E
A(

 

ここで gはゲル分率，nは単位面積当たりのイオント

ラック数(照射線量)， σは l化学コア面積を示す. (1) 

式は生成したゲルの分率に対し一致を示し，ポリシラン

薄膜での高分子ゲル化が，入射したイオントラック内に

おいて起こることを強く示唆している.また，生成ゲル

の上式による取り扱いは，唯一の最適化因子である単

一化学コア面積(半径)を与える.化学コア内の高分子

架橋体はナノワイヤーを形成し，その半径は (1)式によ

り求められた化学コア半径を，その数密度は照射線量を，

長さはタ ーゲット薄膜の厚さを完全に反映することが明

らかとなった.

一方で，化学コア半径はイオントラックモデルによる

ペナンブラ領域に位置しており，ここでのエネルギ一分

布は Mageeらによる計算から，以下のような分布式が

提出されている 11)

LET r ヮ ( e1
/
2rp¥1一l

ρp(r) =ーす一 12πr""ln，一一一川 rc<r豆町 (2)
'" L ¥ rc /..J 

(2)式に，本研究で実験的に求められた化学コア半径を

用いることにより， トラ ック境界領域での吸収線量が与

えられる. ポリシランの密度 (1g/cm3)および分子量，

さらに分子量分布の変化により求められた架橋 G値か

ら高分子架橋密度を算出すると，入射するイオン飛跡か

ら化学コア半径程度離れた領域では分子当たり数個

の架橋点が存在すると見積もられ，ここでは単純な高分

子架橋が進行しているものと予測される.一方で，生成

ゲルの赤外分光および元素分析結果はゲルの一定量が

SiCセラミクス構造を有していることを示唆しており，

ナノワイヤー中央部に SiCの芯を有し架橋高分子に

よって包まれた傾斜機能を有する量子細線が，単純なイ

オン照射法によって形成可能であることが明らかとなっ

た.

3. おわりに

イオンビームと物質の相互作用の研究を進めるにあた

り，非炭素骨格をもっ高分子材料，特にポリシランとの

出会いは筆者にとって非常に幸運であった.数ある放射

線誘起反応の中で，高いエネルギー付与密度を有する高

エネルギーイオンビームの特異性は，実験的ι 理論的に

指摘されながらもその実証例は極めて少なく，本研究も
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関修平

今後の応用展開の端緒をようやく開いたばかりである.

高エネルギーイオンビーム照射法が， 21世紀における

ナノ構造材料の形成技術のーっとなれば幸いである.

謝辞本研究を進めるにあたり，終始ご指導をいた

だいた大阪大学産業科学研究所・田川精一教授に深く感

謝いたします.また，同研究所・吉田陽一助教授，山本

幸男助教授， 前回兼作氏(現住友電気工業(株))， 国見

仁久氏神崎賢一博士 (現 NTT物性基礎研究所)， 日

本原子力研究所・工藤久明博士，杉本雅樹博士，瀬口忠

男博士，貴家恒男博士，森田洋右博士，ならびに東京大

学工学部 ・石樽顕吉教授(現埼玉工業大学)， 柴田裕実

助教授，浅井圭介助教授，安藤将人氏 (現日本原子力発

電(株))， 八巻徹也博士(現日本原子力研究所) にもご

指導， ご協力いただき，深く感謝いたします.なお，本

研究の一部は大阪大学と日本原子力研究所・東京大学の

共同研究により行われました
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. ニュース 置

日本化学会第78春季年会報告

日本化学会春季年会が平成 12年 3月 28日--31日日

本大学理工学部船橋キャンパスにおいて開催された.毎

年年会に参加しているが，今年も物理化学一反応の中で

放射線化学のセッションが消えなかったことに対し，ま

だ「放射線化学」が死語でないことを再確認した.放射

' 線化学のセ y、ンョンは 3月 29白川0--12:側に行

われた以下その講演題目を示す. DNAl電子酸化反

応により生成する中間体生成機構ーパルスラジオリシス

を用いた DNA損傷過程の解明 (2H804，阪大産研川

守ら)，サブピコ秒 ・ピコ秒パルスラジオリシス法によ

るアルカン中のジェミネートイオン再結合の研究

(2H805，阪大産研 吉田ら)，サブピコ秒 ・ピコ秒パ

ルスラジオリシス法による溶媒和電子生成過程の研究

(2H806，阪大産研沼田ら)， 4.2 K固体水素中， H原

子による連鎖的オルトーパラ転化反応 (2H807，名大

長坂ら)， 固体水素の放射線分解における H原子生成収

の圧力依存性 (2H808，原研基礎セ 熊田ら)，ナノ

秒パルスラジオリシスを用いたポリシランラジカルイオ

ンの骨格構造依存性の研究 (2H809，阪大産研 羽原

ら)， アクリル系， メタクリル系高分子の放射線分解機

構の研究 (2H810，阪大産研梅田ら)，パルスラジオ

リシス法を用いた塩素系溶媒中におけるポリスチレンダ

' イマーカチオンラジカルの研究 (2H811，阪大産研

岡本ら)，重粒子線照射で生成するアラニンラジカルの

照射温度変化に伴う G値の変動 (2H812，神奈川大理

平出ら)，陽電子ビームを利用した高分子薄膜の研究

(2H813，阪大産研 PUJARIら)，放射線化学反応に

よる分離型ラジカルカチオンの発光 (2H814，阪大産

第 70号 (2000)

研 真嶋ら)，電子線パルスラジオリシスーレーザーフ

ラッシュホトリシス法による励起ラジカルカチオンの発

光と消光 (2H815，阪大産研 一ノ瀬ら)， 5・ブロモ・6・

エトキシー5，6・ジヒドロチミジンの水溶液系光分解および

放射線還元の反応性 (2H816，京大院工高尾ら)，高

密度気体希ガス中の電子一正イオン再結合過程の研究-

解析法の改良一 (2H817，東工大院加藤ら)，低エネ

ルギー電子炭化水素分子の衝突過程ーパルスラジオリ

シス ・マイクロ波空洞法による観測一 (2H818，福井

工大砂)11)以上 15件である.

今年の特徴は，阪大産研グループによる講演が全 15

件中 9件を数えていることであり，放射線化学のセッ

ションを希望したグループが少なかったため，特定のグ

ループの講演が固まっていることがわかる.また，実験

色の強い内容となっている.講演内容は気相，液相，固

相への放射線照射による反応や構造の変化を対象とし，

希ガスから高分子まで試料物質のサイズもさまざまであ

る.また，照射源は LINACやイオンビーム 60Co，陽

電子ビーム， Febetronなど非常に多彩であり， 幅広い

領域を網羅した濃い内容となっている.

しかし毎年同じようなメンバーの集まりで，スリリ

ングでエキサイティングな雰囲気はなく講演が淡々と進

み，これといった特に印象に残るものはなかったと思う.

これは最近の放射線化学討論会においても言えることで

ある.やはり他分野の聴衆の少ないセッションは地味だ

と感じる.エネルギーみなぎる若手の爆発したような講

演を切望する.

(福井工大砂川武義)
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日本化学会第78春季年会報告

日本化学会第 78春季年会は平成 12年 3月 28日か

ら31日の期間， 日本大学船橋キャンパスにおいて開催

された初日午後は激しい雨に見舞われたが，後 3日

間は春霞の好天に恵まれた放射線化学のセッションは

2日目の午前中に行われた. セッション後半部の講演に

絞って報告させていただく.

神奈川大理 ・総合理研の峯岸 (2H812)は 12Cイオン

ビーム (HIMAC)照射で生成するアラニン由来ラジカル

G値の照射温度依存性に関する発表を行った室温にお

けるアラニン単結晶へのx-線照射では脱アミノラジカ

ルと脱水素原子ラジカルが主に生成することが ENDOR

法により明らかにされている.本講演では，部分的に重

水素置換したアラニンを用いたことで，重イオン照射に

より，脱アミノラジカルに加えて脱カルボキシルラジカ

ルの生成が ESRスペクトルから明らかにされた.G値

は，照射温度 160K以上で温度に依存して直線的に増

加したこの増加の原因として，イオンラジカルの分子

間反応よりも分子内反応が優先的に起こることが挙げら

れた.今後の研究の発展として， γ線照射と重イオン

ビーム照射によるラジカル生成に線質効果がより明確に

現れることが期待される.

阪大産研の P.K. Pujari (2H813)は， 低速ポシトロ

ンビームを用いた高分子間界面の構造に関する発表を

行った.試料は，ポリスチレン/ポリスチレンおよび

PMMA/ポリスチレンであった.試料深さ方向および界

面における空間分布の違いおよび高分子問界面における

架橋構造の有無が明確に示されていた.陽電子消滅法の

着実な進展を実感した.

阪大産研の真嶋 (2H814)は 1，1-ジアニシルエチレン

((P-CH30C6H4hC = CH2)ダイマーラジカノレカチオンの

部位選択的励起の蛍光観測に関する発表を行ったラジ

カル部位の光励起によりラジカノレと類似の蛍光およびカ

チオン類似のリン光が観測されたが，カチオン部位の光

励起ではカチオン類似の蛍光およびリン光のみが観測さ

れた.このことからラジカル部位からカチオン部位への

エネルギー移動が生じていることが示された.

阪大産研の一ノ瀬 (2H815)は，電子線パルスラジオ

リシスーレーザーフラッシュホトリシス・法による 1，3，5・

卜リヒドロキシベンゼン類のエーテルおよびエステル誘

56 

導体の励起ラジカルカチオンの分子内 ・分子間消光過程

に関する発表を行った.ベンゾニトリル (BN)中の

1，3，5・トリメトキシベンゼン (TMB)の消光過程は， BN 

および TMBのイオン化ポテンシャルおよび TMB+・の

励起エネノレギー値の相対的大きさから発熱的電子移動消

光であることが示唆された. また， TMBのメトキシの

メチル基を一つ水素原子で置換した 3，5・ジメトキシフェ

ノールのカチオンラジカルでは，蛍光量子収率が

TMB+・よりも約 2倍高くなる.このことから， TMB十

の無副射失活にメチル基が寄与していると結論した.

京大院工の高尾 (2H816)は5-ブロモ・6・エトキシ・5，6・

ジヒドロチミ ジンの水溶液系光分解に関する発表を行っ

た.この研究は， 一連のチミン類に関する研究の発展で

ある.γ線照射および紫外線照射で得られる生成物が異

なることの原因として，放射線分解で優先的に生成する

Br-および光分解反応で生成する Br.の安定性の違いが

指摘されていた. しかし C(5)-N(3)結合二量体はいす‘

れの方法においても生成したこのことから， Brラジ

カルは関与しない別の反応経路の可能性がある.

東工大院の加藤 (2H817)は，電子一正イオン再結合

反応速度定数の絶対値 (kr)が Debye式の値からずれる

原因を究明する一連の研究の発表を行った.今回は，空

間電荷効果を考慮した新しい解析法と従来の方法を用い

て評価した krの比較に関する内容であった.アルゴン

ガス中に比べて，クリプトンガス中の改善値は，従来の

方法による値と比較して大きく異なったしかしたr

の電場依存性は従来の方法で評価した値と類似しており，

定性的にはこれまでの議論を適用できる.

福井工大の砂川 (2H818)はノマノレスラジオリシス ・マ

イクロ波空洞法を用いた Xe-炭化水素分子 (CH4，C2H6， 

C3Hs)混合系における低エネルギー電子のエネルギー損

失過程に関する発表を行った.電子の損失エネルギーは，

3種の炭化水素化合物に共通して OeV付近に極大をも

っ. しかし C2H6および C3Hsでは 0.6eV付近に別の

極大をもつことが示された

日本化学会の年会は，他分野の人との意見交換を行う

絶好の機会でもある.残念ながら，当セッション会場の

聴衆は多くなかった.まずは，各人の積極的な参加が肝

要に恩われる広島大工駒口健治)
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国際シンポジウム

Prospects for Application of Radiation 

towards the 21 st Century報告

表題の国際シンポジウムが平成 12年 3月 13日(月)--

• 17日(金)の 5日間(13日は登録とケブトツギャザー

のみ)，早稲田大学国際会議場にて， 田畑米穂(東大名

誉教授)委員長，早稲田大学 ・理工学総合研究センター

主催，日本放射線化学会共催で開催された.本シンポジ

ウムは来るべき 21世紀の科学技術の中で放射線技術は

キーテクノロジーであり続け，その高度利用を推進する

ことが重要であり， ビーム・放射線利用技術の展開，応

用にはその基礎基盤技術の研究の着実な積み重ねが不可

欠であるとの認識に立ち，研究開発の現状について把握，

将来展望について議論を深める場を提供しようとするも

のであった.

• 

本シンポジウムは過去，田畑米穂先生が主催された

1982年の iFastProcesses in Radiation Chemistry J， 

1988年の iFast Excitation ProcessesJ 1989年の

iSymposium on the Radiation Chemistry of Poly-

mersJの流れを汲むもので，今回も田畑先生の発案で

企画しまた本シンポジウムの開発に必要な資金の一部

も田畑基金とでも申し上げるべきものから援助いただい

た.

会議は 3月 14日の午前中の開会式で開始された. 田

畑委員長の開会の挨拶が「ビーム科学研究利用の現状と

将来」といった特別講演になった感はあるが，将来展望

という点から感銘深いものであった.つづいて，イオン

ビーム放射線化学のセッションから始まり，高速反応，

ピコ，サブピコ秒パルスの開発と利用の発表が続いた.

短パルス発生技術と応用が将来展望の一つのキーワード

であろう. ピコ秒のパルスラジオリシスシステムも阪大，

写真 1 全員集合 ! 写真
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写真 2 ピュフェディナーでの鏡割り

左から Prof.Getoff， Prof. Sun，田畑先生，

Dr. Belloni， Dr. Belloni， Dr. Mittal 

写真 3 またお会いしましょう(ピュフェディナー

で)

ブルックへプン，東大，オルセー，早大，住重，アルゴ、

ンヌと世界各地で計画，建設が進み，すでに一部は利用

を開始している.

2日目 (3/15)は，放射線化学の講演が続いたが，超

臨界流体を対象とするものが極限条件下の放射線反応と

いう意味で，新しく登場してきた低温という極限状態

下での放射線反応は低温トンネリング反応(宮崎)など

日本の主導的分野であるが，宇宙科学への大きな寄与

(平岡)も見逃せない. ポスター Iが午後一番であった.

夜はビッフェディナー(後に紹介)が開催された.

3日目 (3/16)は生体関連物質や放射線重合のパルス

ラジオリシスの研究，放射光，高分子放射線化学架橋反

応の発表がなされた.ポスター 11も行われた.放射光

の基礎研究(鏡野，亀田)はもちろん，工業生産(平

田)，生命化学(中)11)に拡がる多才な側面を楽しむこ

とカiできた.
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4日目 (3/17)はエキゾチックな粒子であるミューオ

ン，ポジトロンの関連の発表が中心となった. ミュ ーオ

ンはともかくもポジトロンの研究者人口も増え，基礎研

究から応用までポジトロンをツールとした研究も盛んで

ある.研究者人口が増えると議論する機会に恵まれ，そ

の分野を活性化する.現在のポジトロンの分野はまさ

にこれであろう.午後， Dr. Wishart (アメリカ)，Dr. 

Mittal (インド)と Prof.Getoff (オーストリア)がシ

ンポジウムを通してのまとめを行った後，閉会した.

発表課題のキーワードを以下に示しておく. 3月 15

日， 16日は A，Bの2会場でパラレルセッションで進ん

だ.

3月 14日(火) Ion Beam Application， Ultrafast Pulse 

System， Fast Process 

3月 15日(7J<) Theory， H Atom， Geminate Process， 

Charge Transfer Process， Super Fluid Chemistry， 

Low Temperature Chemistry， Environmental， Earth 

and Human， Radiation Process，ポスター I

3月 16日(木 Pulse Radiolysis， SR Review and 

Application， Photo Reaction， Polymer Chemistry， 

Halogen System， Graft Polymerization， Polymer 

Reaction，ポスター 11

3月 17日(金 Positronand Muon， Application of 

Positron， Review 

まとめると，発表総数は 99件，うち口頭発表数が

63件，ポスター発表数は 36件であった.ここで発表

された論文は RadiationPhysics and Chemistryの特

集号として 2000年末に刊行されることになっている.

参加者総数は 126名，外国人 23名と同伴者 3名，それ

に日本人参加者一般 83名，学生 17名(外国人学生含

む)であった.

以下が外国人参加者の一覧である.

Prof. Jacqueline Belloni (University of Paris-Sud)， 

Prof. Rolf E. Buhler (ETH) and his wife， Prof. V sevo・

lod M. Byakov (Institute of Theoretical and Experi-

mental Physics)， Prof. Nikola Geto百 (Universityof 

Wien)， Prof. Hongfei Ha (Peking University)， Prof. 

David Hill (University of Queensland)， Dr. Richard. 

Holroyd (Brook Haven National Laboratory)， Dr. 

Charles D. Jonah (Argonne National Laboratory)， 

Dr. Byron J. Lambert (Guidant Corporation)， Dr. Jay 

A. La Verne (Univ. of Notre Dame) Prof. Kwang 

Pill Lee (Kyungpool王NationalUniversity)， Dr. Sueo 

放射線化学
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Machi (IAEA)， Prof. Jai P. Mittal (Bhabha Atomic 

Research Center)， Dr. B. S. M. Rao (Univer sity of 

Pune)， Dr. Mirzan T. Razzak (National Nuclear 

Energy Agency of Indonesia)， Dr. Ajit Singh (AHA)， 

Prof. Jia Zhen Sun (Changchun Institute of Applied 

Chemistry)， Dr. Fariborz Taghipour (Trojan Techno-

logies)， Prof. Bernard Tilquin (University of Lou-

vain)， Dr. Alexander D. Trifunac (Argonne National 

Laboratory)， Dr. John Warman (IRI， Delft Universi-

' MTechnoW)and hMfe Dr J…Wishart 

(Brook Haven National Laboratory)， Prof. Laszlo 

Wojnarovits (Institute of Isotope and Surface Chem-

istry) and his wife， Prof. Side Yao (Shanghai 

Institute of Nuclear Research)， Dr. Khairul Zaman 

(Malaysia Institute for Nuclear Technology Re-

search) 

懇親会(ビュッフェディナー)は 3月 15日の夜に

リーガロイヤルホテルで聞かれた.華麗で広々とした会

場でゆったりとした気分を味わい交流を楽しんだ.北大

の小泉均先生が進行役をされ，元会長の吉田宏先生にも

ご挨拶いただし 1た.何といっても鏡割りが印象深かった

酒樽を木鎚でたたき割り，その中のお酒を升で味わうの

は多くの外国人参加者にとっては初めてであり，升酒に

舌鼓をうっとともに，升に各々の友人のサインをもらっ

て記念のお土産にする光景がいたるところで見られた.

東南アジア(インド，中国，韓国，インドネシア，マ

レーシア)からの参加者があったのも大変意義深い.こ

ういったシンポジウムを通じた交流がアジア地域での放

射線研究や利用の展開に重要と思われる.

本シンポジウムの準備は 2年前の春頃から本格的に

スター卜した. シンポジウム委員長の田畑先生，実行委

員長の鷲尾先生を筆頭に精力的に進められた.組織委員

からも適切なアドバイスを受け進めてきた.実際の開催

に当たっては早稲田大学の漬義昌先生(現会長)， 鷲尾

方ー先生の獅子奮迅の活躍があった世界各国からの研

究者の予定を把握し対応いただいたおかげで大きな事故

もなく大変有意義なシンポジウムになった. この場を借

りてお礼を申し上げたい.なお， この会議の予稿集は残

部があり，早稲田大学の鷲尾方一先生に連絡すれば，希

望者 には実 費 で配付 さ れる勝村庸 介)

第8回放射線プロセスシンポジウム報告

第 8回放射線プロセスシンポジウムが，平成 12年 1

. 月 18日 胤 19日(水)の 2日間にわたって国立教育

会館 601大会議室におて，放射線プロセスシンポジウ

ム実行委員会(委員長:石樽顕吉先生)と(財)放射線利

用振興協会の主催で開催された本シンポジウムは，放

射線プロセスに関する研究開発および‘実用化の状況につ

いての情報交換を目的として，昭和 60(1985年)11 

月に第 1回が開催されて以来 2年ごとに開催されてき

た以下，本シンポジウムについて簡単に述べる.

1. センション構成

今回のシンポジウムのセッション構成および配置は，

以下のとおりであった.

第 1日目

午前中:セッション 1I線源 ・照射施設 ・照射技

術」

セッション 2I環境保全技術」

午後:特別講演「微粒子とその応用」

第 70号 (2000)

第 2日目

セッション 3Iイオンビームの実用利用」

セッション 4Iイオンビームの研究利用」

セッション 5I放射光利用」

午前中:セッ ション 6I電子 ・ガンマ線を用いた高

分子材料改質」

トピカノレセ ッション

午後:特別講演「一般市民と放射線」

セッション 7I生物 ・医療分野への利用」

セッション 8I食品照射技術」

2. セッションごとの講演内容

セッション 1においては， 三つの講演がなされた.

我が国で初めて設置され，最近注目されているロードト

ロン電子加速器照射施設および試験運転結果について赤

土氏(原子燃料工業(株))が，また 1998年 2月にオー

プンした 5MeV電子加速器を用いた X線照射施設につ
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いて日本照射サービス(株)の相川氏が報告した.さら

に，放射線プロセスの基本である線量計測に関する線量

標準化について国内外の動向について日本原子力研究所

の小島氏が報告した

セッション2においては，実証段階にある電子ビ

ーム排煙処理技術について，中部電力(株)が建設を

進めている 22万 kW重油火力発電所からの排煙

62万m3/hを処理するプラントについて小笹氏(中部

電力(株))が，また，順調に稼働している中国成都火力

発電所からの排煙30万m/hを処理するプラントの状

況について青木氏((株)荏原製作所)が報告した.さら

に，最近環境保全の観点から注目されている生分解性プ

ラスチックの放射線による開発の現状について吉井氏

(日本原子力研究所)が報告した.

特別講演 1においては，クラスターサイズ!から 0.1--

10ミクロンの大きさの微粒子加速とその応用例として

モリブデンや金の標的に銀粒子を衝突させた痕跡の観察

結果について柴田氏(東京大学)が講演した.

セッション 3においては，イオンビームの実用利用

例として 3例が報告された.サイクロトロンによる半

導体ウエハのイオン照射によって半導体の特性を改善す

る方法について設備の概要等について尾崎氏(住重試験

検査(株))が報告した.また，人工衛星に搭載する半導

体素子の耐放射線性強化を目指した放射線による特性劣

化機構解明，民生用半導体の耐放射線性評価を原研の

TIARAを用いて進めていることについて松田氏(宇宙

開発事業団)が報告したさらに，陽子，重陽子，ヘリ

ウムイオン等を用いた薄層放射化法による自動車エンジ

ンの摩耗計測についてその原理から実際の計測例に至る

報告が山本氏((株)豊田中央研究所)よりなされた.

セッション 4においては，イオンビームが研究に利

用されている 3例についてその現状が報告された.従

来の変異原とは異なった特徴を有しているとして注目さ

れているイオンビームによる植物の突然変異の新しい可

能性について井上氏(京都府立大学)が，またイオン照

射で製造したポジ卜ロン放出核種を用いた植物体内での

物質移動のリアルタイム計測について中西氏(東京大

学)が報告したさらに，浜氏(早稲田大学)は，高分

子物質に対するイオン照射効果について低密度 ・高密度

ポリエチレン，ポリプロピレンを用いて研究した結果を

報告した.

セッション 5においては，大型放射光施設 SPring-8

に関連して，産業界専用のビームラインの特徴とその利
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用について川戸氏(ソニー(株))が，また放射光を用い

た新しい微細加工技術ついて平田氏(住友電気工業

(株))が，さらに放射光 X線分析の応用の可能性にい

て中井氏(東京理科大学)が報告した.

セッション 6においては，電子・ガンマ線を用いた

高分子材料改質に関連した実用化研究もしくは実用利用

の現状について 4件の報告があった.現在実海域で捕

集試験が進められている海水中有用金属捕集プロジェク

トについて瀬口氏(日本原子力研究所)が，またポリテ

トラフルオロエチレンを放射線架橋させて作成したシー

トの特性について山本氏(目立電線(株))が報告した

さらに，ウェブ照射用 1.65mの幅広低エネルギー電子

加速器処理システムについて吉田氏((株)アイ・エレク

卜ロンビーム)カえ フッイヒビニリデン，テトラフ Jレオロ

エチレン，ヘキサフルオロプロピレンの共重合体の熱収

縮チューブの開発について早昧氏 (住友電気工業(株))

が報告した.

卜ピカルセッションにおいては，平成 10年に研究活

動を開始した同研究センターの概要について近藤氏

((財)若狭湾エネルギー研究センター〉が， また我が国

における放射線利用の経済評価について工業，農業，医

学の分野ごとに評価した結果について柳津氏 (日本原子

力研究所)が報告した

特別講演 2においては，中村氏((財)電力中央研究

所)が「一般市民と放射線」と題して放射線はどのよう

にマスコミに受け止められているかについて講演した.

我々原子力分野に携わる専門家にとっては大変示唆に富

んだ内容であった.

セッション 7においては，生物・医療分野での放射

線利用に関して 3件の報告がなされた.医療用品の滅

菌の国際標準の動向について武久氏(ラジエ工業(株))

が， また輸血後の GVHD (移植片対宿主病)発病を予

防する目的で行われている血液照射について坂本氏 (東

京都北赤十字血液センター)が報告した.さらに，平田

氏(テルモ(株))は，同社が検討を進めている医療用具

の電子線滅菌の特徴，導入設備の概要について報告した

最後のセッション 8においては，食品照射に関する 4

件の報告がなされた.伊藤氏(日本原子力研究所)が食

品照射の海外における最近の動向について，また，碧海

氏(食の教育推進協議会)が同協会が実施した食品照射

に関するアンケー卜調査結果について報告した.さらに

我が国における香辛料の放射線殺菌の必要性について小

林氏(全日本スパイス協会)が，低エネルギー加速器を

放射線化学
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用いた穀物殺菌装置について谷口氏(日新ハイボルテー

ジ(株))が報告した

3. 参加者数とアンケート調査結果

筆者は，本シンポジウムの主催者の一つで、ある放射線

利用振興協会に所属し，また同時に本シンポジウムの事

務局として開催に協力した.この立場で，アンケート調

査結果など参加者の意見の取りまとめに参加したので，

今後のシンポジウム開催の参考となるような事項を以下

. に述べる

(1) 本シンポジウムの参加者， 241名であったこ

れは前回の 191名を 50名上回った.セッションによっ

てばらつきはあるが，参加者数は第 1日目が 110--139 

名， 第 2日目が 140--164名であり， 第 2日目が約 30

名多かった.これは，世界的に見た場合新たな展開が期

待されている食品照射，実用化が進んでいる高分子材料

改質のセッションが第 2日目にあったためと思われる.

(2) 参加者へアンケート調査の協力をお願いしたが，

アンケート回答率 41%と極めて多くの参加者から回答

を得た. これによると， 回答者のうちの 60%が初めて

本シンポジウムへ参加した人であった.また，本シンポ

ジウムを何で知ったかに対しては，事務局から送付した

案内状が圧倒的に多く，インターネットはわずか 5%

にすぎなかった.

(3) 本シンポジウムの内容については，有益であっ

たとか面白かったといった好意的な評価をいただいた.

しかしテーマの取り上げ方， 1件当たりの講演時間

(短すぎた)， OHPが見づらいなどに対する注文も多く

あった.

以上第 8回放射線プロセスシンポジウムの総括を簡

単に述べた.本シンポジウム開催に当たり企画，講演，

参加などいろいろな面からご協力いただいたことに対し

て厚く御礼申し上げます.次回は，平成 13年に開催す

ることになっておりますので，またご協力のほど宜しく

お願い申しあげます.

((財)放射線利用振興協会高崎事業所 徳永興公)

TSRP2000報告

2000年 1月12--17日に，インド・ムンバイ市の

Bhabha Atomic Research Centre (BARC)において，

Trombay Symposium on Radiation and Photochem-

istry が聞かれた. 1992年に始まったこのシンポジウ

ムは隔年で聞かれ，今回が 5回目となる.放射線化学

から光化学まで幅広い分野を対象とし，インド国内外よ

り多数の研究者が参加している.また，国際会議として

だけでなく，圏内の若手研究者育成の場としても活用さ

れており非常にユニークである.

Bhabha Atomic Energy Research Centreはムンノイ

イ市の東に位置し，海と丘に挟まれた景観は正に要塞で

ある.研究用としては世界最高レベルの出力 100M W  

級が可能な Dhurvaを含む計4基の研究用原子炉を所

有し， RI技術，核燃料サイクルなどの原子力工学， 材

料科学，放射線防護，物理，化学，生命科学，生物，医

学など実にさまざまな研究がなされ，インドにおける原

子力開発および利用研究の中心的存在である.すべての

設備を把握することは残念ながら厳しい制約を受けるが，

化学に関してはマイクロ秒パルスラジオリシス用 Sバ

ンド線型加速器，ナノ秒 ・ピコ秒・フェム卜秒各レー

第 70号 (2000)

ザーを見学することができた.化学実験専用で用いるこ

とができ，正直羨ましい限りである.

さて， シンポジウムでは，主に招待講演者による口頭

発表が 52件，ポスター発表が放射線化学 53件，光化

学 81件であった日本からは勝村先生 (東大原施)，

立矢先生(物質研)， 漬口先生(東大理化)， 藤嶋先生

(東大応化)，田川先生(阪大産研)，吉原先生(JAIST)，

浜先生(早大理総)，安保先生(阪府大応化)，鷲尾先生

(早大理総)，木村先生(理研)が参加した発表は，光

化学では電荷移動反応におけるコヒーレント振動，ラマ

ン分光，クラスター反応など，フェムト秒ポンプ ・プ

ロープ分析に関する発表が多かった. 1. Belloni氏の講

演では，光励起されたハロゲン化銀結晶中の電子 ・正孔

の再結合をギ酸ドーピングにより回避しフォトン当

たり最大 2個の銀原子が生成するという.ラジオグラ

フィーや写真技術にも貢献する仕事であり，細分化 ・専

門化されていくものが研究であると思っていた筆者に

とって強く印象に残るものであった.放射線化学ではパ

ルスラジオリシス， r線照射， ESRなどの発表が主で

あったが，粒子径に依存し分子とは異なる挙動を示すナ
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ノ粒子に関する発表が筆者には目立っていたように思う. 何とか理解を得られように思う.何はともあれ熱心な議

これ以外にも数々のセッションがあったが，筆者にとっ 論を交わすことができ，あっという間のセッション終了

ては研究対象があまりに広く，初めて自にするものばか であった.

りであったため，理解するのが非常に困難であった.自 TSRP2000の報告は以上であるが，浜先生，田川先

らの勉強不足と視野の狭さを痛感したさて，筆者らの 生，鷲尾先生，勝村先生方に 9日間も金魚の糞のよう

進めている高時間分解能パルスラジオリシスシステム開 に付きまとわせていただいたことで，さまざまなことを

発に関しては，我々を含め早稲田大，阪大の 3件で 学ばせていただきました最後に，空港への送迎，食事，

あった.ポスターセッションは若手研究者中心であった 宿舎，市内見学など，常に懇切なサポートを手掛けて下

が，筆者のセッションにも多くの方が興味を示して下 さった1.P. Mittal氏， D. B. Naik氏，その他 BARC

さった.レーザーフォトリシスを前提に議論をされる方 の方々に深く感謝致します.

もおり，異なる極短パルスの同期が必要なパルスラジオ (東京大学大学院工学系研究科

リシスとの相違を交えつつの説明には多少苦労したが， システム量子工学専攻 室屋裕佐)
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. お 知 らせ .

日本放射線化学会賞技術賞奨励賞候補者の

推薦について

平成 13年度日本放射線化学会賞，技術賞， 奨励賞候

補者を本会規定により下記要領で募集します.該当する

会員の方がおられましたら，必要書類を添えて，ご推薦

いただきますようご案内いたします. ご推薦に基づき，

選考委員会で候補者の選考を行い，理事会で決定します.

なお，表彰は平成 13年度の放射線化学討論会で行い

ます.

1. 日本放射線化学会賞

(1) 受賞資格

言己

放射線化学および関連分野において，先駆的かっ独

創的な研究業績を上げた会員(個人)

(2) 必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(1，000字以

内)

候補者の履歴書

候補者の論文発表のリスト

主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印刷物

を5編以内

2. 日本放射線化学会技術賞

(1) 受賞資格

放射線化学の応用または技術開発に関して特に顕著

な業績のあった会員(個人またはグループ，同一業績

で 4名以内)

(2) 必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(1，000字以

内)

候補者の履歴書

候補者の論文発表，特許のリスト

主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印刷物

を5編以内

3. 日本放射線化学会奨励賞

(1) 受賞資格

放射線化学および関連分野において，特に顕著な業

績を上げた会員(個人)で受賞時に年齢 37歳以下で

あること

(2) 必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(1，000字以

内)

候補者の履歴書

候補者の論文発表のリスト

主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印刷物

を5編以内

提出期限:平成 12年 12月末日

推薦書類の提出先:日本放射線化学会賞選考委員長

~567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

大阪大学産業科学研究所 田川研究室内

日本放射線化学会事務局

TEL: 06-6879-8502. FAX: 06-6876-3287 

第43回放射線化学討論会

共 催:日本放射線化学会，日本化学会

会 期 10月3日(火)--10月5日(木)

会 場:理化学研究所鈴木梅太郎記念ホール

[交通] 東武東上線 ・営団地下鉄有楽町線和光市駅

より徒歩 20分

討論主題:放射線化学の基礎と応用

発表形式:口頭(一般講演:講演 11分討論4分) ポ

第 70号 (2000)

スタ ー

第 1日(10月 3日)

口頭発表一(9時 15分から)一

1A01 気体中のオルソポジト ロニウムの pickoff消滅

率の系統的測定

(東大院総合文化)。篠原紀幸 ・兵頭俊夫

1A02 電着法による 18Fの低速陽電子ビームと PET
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標識化合物への利用 (名工研 ・岐大院工)。武藤八三 ・楠森 毅

(理研)。斎藤文修 ・藤原一郎 ・鈴木直毅 ・金 一(13時 30分から)ー

宰弘 ・貌龍 ・長嶋泰之 ・栗原俊一 ・伊東芳 特別講演 1

子 ・後藤彰 ・兵頭俊夫

lA03 結晶中におけるポジトロニウム四重極相互作用

の検証

(理研 ・東大院総合文化 ・東北大金研 ・東京学

芸大 ・ICU・ベラルーシ国立大)。鈴木直毅 ・

斉藤晴雄 ・永井康介 ・兵頭俊夫 ・村上英興 ・佐

野瑞香 ・1.V. Bondarev・S.A. Kuten 

lA04 表面常磁性中心とポジトロニウムの相互作用

(東大院総合文化)。斎藤晴雄 ・長嶋泰之 ・兵頭

俊夫

lA05 磁気クエンチング効果を用いた固体中のポジト

ロニウムの研究

(東大院総合文化)。長嶋泰之 ・永井康介 ・兵頭

俊夫

lA06 放射線架橋による繊維強化ポリテトラフルオロ

エチレン複合材料の開発-11-

(原研)。大島明博 ・宇田川昂 ・田中茂

lA07 Radiation Processing of Biodegradable Poly-

mer 3 Crosslinking of Cellulose Ethers at 

High Concentrated Aqueoes Solution 

(群馬大工 ・原研高崎)oRadoslaw A. Wach • 

三友宏志 ・吉井文男 ・久米民和

lA08 放射線グラフト重合法を適用したイムノアフィ

ニティ材料の作成

(千葉大工 ・原研高崎 ・武田薬品工業)。後藤明

子 ・斎藤恭一 ・杉田和之 ・玉田正男 ・須郷高

信 ・船見孝博 ・郷田泰弘

lA09 側鎖に脂環基を持つアクリル系高分子の放射線

分解の機構の研究

(阪大産研)。梅田智志 ・松浦かおる ・山本幸

男 ・田川精一

lAlO リビングラジカル重合によるポリエチレン表面

へのポリスチレンの放射線グラフト

(北大院工)藤田憲明 ・小 泉 均 ・。市川恒樹

lSOl 理研 RIビームファクトリー

(理研) 矢野安重

口頭発表 ー(14時 30分から)一

lA13 ウラニル塩の共鳴ラマン効果

(原研東海)。曽我猛

lA14 架橋剤を共グラフト重合したアミドキシム吸着

材による海水ウラン採取

(千葉大工 ・原研高崎)。小川治彦 ・Kim

Min ・斎藤恭一 ・杉田和之 ・片貝秋雄 ・玉田正

男 ・須郷高信

lA15 光機能性 LB膜による金属イオンの選択的分離

と外部制御

(阪大院工 ・理研 ・原研東海)。泉佳伸 ・青木

基晋 ・山本 岡IJ・丑田公規 ・鈴木伸一 ・館盛勝

lA16 アラニン線量計の線量応答特性とその理論的考

察

(原研高崎)。小嶋拓治 ・V.T. T. Hanh・瀧津

春喜 ・石井保行 ・橘 宏 行

lA17 Solvation Structure of l-Bromonaphthalene 

Doped in Supercritical Xenon Studied with 

Photoionization Threshold Measurement 

(神戸大自然科学 ・神戸大発達科学 ・分子研

UVSOR) 0 Jin Zhaohui・中川和道 ・岸上陽

一 ・福井一俊

lA18 XAFSとイオン化ポテンシャルの双方からみ

た超臨界流体の溶解構造

(神戸大発達科学 ・京教大 ・千葉大理)。中川和

道 ・JinZhaohui・村田隆紀 ・早川久仁子 ・藤

川高志

lA19 超臨界水のパルスラジオリシス 2. (SCN)2 と

C03"の温度依存性

(東大工)呉 国忠 ・勝村庸介 ・室屋裕佐 ・森

岡知美

lAll コンポジット化による高分子の放射線酸化の抑 ポスターセッション (16時 30分から)

制 lBOl 大腸菌シトクロム bo型キノ-)レ酸化酵素分子

(物質研 ・早大)。小林慶規 ・鄭 万輝 ・平田浩

一 ・王采林 ・三浦俊明 ・岡 蕎 崇 ・漬義昌

lA12 短波長パルスレーザアプレ ーションの研究

(1) YAG5倍波とラマンシフト VUV-PLD
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内電子移動におけるセミキノンラジカルの過渡

生成ーパルスラジオリシス法を用いた研究

(阪大産研 ・東大院理)。小林一雄 ・田川精一 ・

茂木立志

放射線化学



. お 知らせ .

1B02 イオン穿孔膜の調製とそれのタンパク質分離特

1B03 

.酬
1B05 

性

(原研高崎 ・日大生産工)。浅野雅春 ・越川

博 ・前川康成 ・吉田 勝 ・久米民和 ・小倉紘一

Nanoscopic Control for Pore Dimensions of 

lon Track Membranes and Their Hybridiza-

tion with Copper Metal Using an Electroplat-

ing Method 

(原研高崎 ・蘭州化物所 ・東大工)。田 軍 ・前

川康成 ・吉田 勝 ・勝村庸介

有機半導体に対する放射線ドーピング法の開発

(北大院工)。山野維臣 ・小泉均 ・市川恒樹

生分解性ポリマーの放射線加工4カルボキシ

メチルデンプンの橋かけとその物性

(群馬大工 ・原研高崎)。長津尚胤 ・三友宏志 ・

吉井文男 ・久米民和

1B07 光架橋および光硬化反応によるインテリジェン

ト型薬物放出制御膜の製作

(近大理工 ・近大院総合理工)中山大 ・。嘉悦

勲 ・内田熊男 ・須谷康-

1B08 架橋 PTFEフィルムにおける放射線グラフ卜

反応:グラフト鎖の存在領域の制御

(名工大 ・日立電線)吉田安孝 ・山本勝宏 ・。嶋

田繁隆 ・西甫

1B09 放射線プロセス用アクリレートオリゴマーの重

合反応の研究

(早大理工総研 ・東洋インキ)。清水 広 ・鷲尾

方一 ・高山路男

1B10 ポリ(メチルフェニルシラン)励起状態失活過

程の観測波長依存性

(阪大産研)。松井良憲 ・関修平 ・田川精一

1B11 ポリ(フェニレンシリレン)類の放射線照射

(広大工)。篠崎圭介 ・山本直浩 ・太田信昭 ・大

下浄治 ・九内淳莞 ・井藤壮太郎

1B12 ケイ素骨格高分子上の過剰電荷の非局在化に関

する研究

1B14 イオン照射ポリエチレンの化学構造の経時変化

1B15 

1B16 

1B17 

(早大理工総研)。内山潤一 ・鍋田賢志 ・岡 霧

崇 ・漬義昌

ポリ塩化ベンゼン誘導体の脱塩素効率に関する

検討

(都産技研)。中川清子 ・下)11利成

4，4'，4ぺトリヒドロキシトリフェニノレメタン*

溶液のパルスラジオリシスによる酸化反応の研

'*' ブし

(阪府大先端科学研)。堀井英雄 ・岡田 聴

放射線化学反応によるアリールシクロアルカン

ラジカルカチオンの分解反応

(阪大産研)藤乗幸子 ・一ノ瀬暢之 ・。真嶋哲朗

1B18 ピコ秒パルスラジオリシスを用いたベンゼン誘

導体の研究

(阪大産研)。岡本ー将 ・佐伯昭紀 ・古津孝弘 ・

吉田陽一 ・田川精一

1B19 硝酸水溶液の放射線分解の LET可変反応モデ

ルに関する研究 (1)

(原研東海 ・三菱マテリアノレ)。永石隆二 ・千歳

範蕎

1B20 シリカゲルの 77Kガンマ線照射により生成し

た水素原子の捕捉サイト

(京大炉 ・阪大産研)。松浦かおる

1B21 低温固相での励起アルキルラジカルの 1.2・お

よび 1.3・水素移動の比較

(北大院工)。高田知哉 ・小泉均 ・市川恒樹

1B22 CHt. C2Ht. C3Htと芳香族炭化水素とのイオ

ン一分子反応

(九大機能研 ・九大院総理工)。辻正冶 ・有川

健志 ・田中有紀 ・西村幸雄

1B23 レーザー誘起衝撃圧縮下におけるテフロンの時

間分解ラマン分光測定

(東工大応セラ研)。中村一隆 ・若林邦彦 ・近藤

建一

第 2日(10月4日)

(阪大産研 ・NTT物性基礎研)。羽原英史 ・関 口頭発表 一(9時から)一

修平 ・吉田陽一 ・田川精一 ・J.R. Koe・藤木道

也

1B13 重イオン照射ポリエチレンの力学特性の LET

依存性一化学構造変化との相関一

(早大理工総研)。神戸秀典 ・問 書崇 ・鷲尾方

一 ・漬義昌

第 70号 (2000)

2A01 高時間分解能バノレスラジオリシスシステムの開

発 (III)

(阪大産研)。古津孝弘 ・佐伯昭紀 ・沼田佳朗 ・

岡本一将 ・紹、田浩司 ・山本 保 ・末峰昌二 ・吉

田陽一 ・田川精一

2A02 東大高時間分解能パルスラジオリシス ・高精度
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同期システム構築

(東大院工)。室屋裕佐 ・渡部貴宏 ・呉 国忠 ・

小林鉄也 ・森岡知美 ・上回 徹 ・吉井康司 ・上

坂充 ・勝村庸介

2A03 パルスラジオリシス法を用いたこ価ランタノイ

ドイオン生成の温度効果 ・イオン強度依存性に

関する研究

(原研東海 ・阪大産研)。永石隆二 ・木村貴海 ・

吉田陽一 ・古津孝弘 ・田川精一

2A04 サブピコ秒パルスラジオリシス法を用いた n-

ドデカン中でのジェミネートイオン再結合の研

?b 
ブL

(阪大産研 ・理研)。佐伯昭紀 ・古津孝弘 ・関

修平 ・丑田公規 ・吉田陽一 ・田川精一

2A05 パルスラジオリシスによる DNA鎖中の電荷移

動 (1)

(阪大産研)。川井清彦 ・一ノ瀬暢之 ・真嶋哲朗

2A06 パルスラジオリシスによる DNA鎖中の電荷移

動 (2)

(阪大産研)。高田忠雄 ・川井清彦 ・一ノ瀬暢

之 ・真嶋哲朗

2A07 芳香族分子 OH付加体の光化学反応

(北大院工)。住吉 孝 ・峯岸秀樹 ・B.S. M. 

Rao・津村貞史

2A08 フェムト秒レーザーフラッシュフォトリシス，

ナノ秒パルスラジオリシスによるポリ(メチル

プロピルシラン)励起状態の失活過程とその同

定

(阪大産研)。松井良憲 ・関修平 ・吉田陽一 ・田

川精一

口頭発表 一(13時 30分から)一

2A12 被照射リチウムヒドラジニウムサルフェイ卜

(Li(N2H5)S04)単結晶中に生成したヒドラジン

カチオンラジカルの構造 ESRとENDORに

よる研究

(リンシューピン大)。板垣吉晃 ・R. M. 

Kadam・A.Lund・E.Sagstuen 

2A13 マトリクス ENDOR法による 4.2K固体 HD

中の Hの捕捉サイトの解析

(名大院工)。熊谷純 ・野田知克 ・宮崎哲郎

2A14 高純度固体パラ水素中におけるエチルラジカル

の超高分解能 ESR

(原研基礎セ ・名大工)熊田高之 ・熊谷 純 ・

宮崎哲郎

2A15 生成ラジカルの分子運動 ・局所構造から見たネ

オペンタンーエタン混合系におけるトンネル水

素引抜反応の制御因子

(名大院工 ・原研基礎セ ・リンシェピング大)

熊谷 純・板垣吉晃 ・。石塚正展 ・熊田高之 ・

宮崎哲郎 ・AndersLund 

2A16 極低温トンネル反応を利用した半導体薄膜製造

法の開発

(山梨大工 ・ミヤ通信工業)。佐藤哲也 ・鈴木克

憲 ・高橋幸員IJ.菱木繁臣 ・岡崎重光 ・中川清

和 ・平岡賢三 ・宮田千治

2A17 水素原子とシラン薄膜の極低温トンネル反応:

a-Si薄膜の生成

(山梨大工 ・ミヤ通信工業)。菱木繁臣 ・鈴木克

憲 ・高橋幸員IJ・佐藤哲也 ・岡崎重光 ・中川清

和 ・平岡賢三 ・宮田千治

2A09 放射線化学反応による分子内ダイマーラジカル 2A18 低温凝縮分子の X線励起分解反応:直線偏光

アニオンの生成 角度依存性

(阪大産研)。一ノ瀬暢之 ・保母純平 ・藤乗幸 (原研東海 ・電総研 ・物質研)。関口哲弘 ・関口

子 ・真嶋哲朗 広美 ・今村元泰 ・松林信行 ・島田広道・馬場祐

2A10 n-ブタンの 77Kでの T線照射により生成する 治

ブチルラジカルの水素移動による光異性化及び 2A19 可視紫外 2Dけい光励起スペクトル法による超

熱異性化 励起炭化水素分子の研究

(広大工 ・広大理 ・近大工)。太田信昭 ・田林清

彦 ・市川隆久 ・井藤壮太郎

(東工大院化学)。加藤昌弘 ・亀田幸成 ・武田公

樹 ・小田切 丈 ・河内宣之 ・鏡野嘉彦

2All c・C4Fsの関与する特異なイオン/分子反応 2A20 電子一窒素分子衝突における窒素分子二電子励
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(山梨大工 ・奈良教育大 ・山梨県富士工技セ)

。江口大介 ・水野貴之 ・飯野知之 ・中川史之 ・

陶山寛子 ・平岡賢三 ・山辺信一 ・高尾清利

起状態の生成とその崩壊

(東工大院化学)。小田切丈 ・高橋健 ・吉川

和宏 ・河内宣之 ・旗野嘉彦

放射線化学
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2A21 アミノ酸蒸着膜の VUVスペクトルと化学進化 (理論放射線研 ・原研東海 ・原研高崎)。大野新

への寄与 一 ・古川勝敏・田口光正・渡辺宏

(神戸大 ・分子研 UVSOR)。児玉洋子 ・古結俊 3A06 金属酸化物のイオン励起自由励起子発光とイオ

行 ・田中真人 ・中川和道・福井一俊 ・三浦宏 ントラックプラズマとの相関

司 ・木原隆義 (理研)。木村一字 ・AnatoliPopov 

2A22 塩基配列に依存した DNAの 1電子酸化体のス 3A07 イオンビームを用いた GaAsの高密度励起効

2A23 

ベクトル挙動

(阪大産研)。小林一雄 ・田川精一

7線照射した生体に対する没食子酸添加効果一

新しし、抗酸化斉IJ評価方法一

(名大院工 ・Lab. SPIRAL S.A.・長崎大薬 ・

Univ. Catholique De Louvain) 

3A08 

果の研究

(東大原総セ)。越水正典・浅井圭介 ・柴田裕実

コヒーレントフォノン分光によるイオン照射半

導体の電子 ・格子ダイナミクス

(金材研 ・理研)。長谷宗明 ・石岡邦江 ・丑田公

規 ・北島正弘

熊谷 純 ・。)11浦都巴子 ・宮崎哲郎 ・Michel 3A09 イオン飛跡に沿った超微細構造体の形成

Prost ・EmmanuelleProst ・渡謹正巳 ・Joelle 阪大産研 ・原研高崎 ・東大原総セ)。関 修

Quetin-Leclercq 

-(17時から)一

平 ・前田兼作 ・田川精一 ・工藤久明 ・杉本雅

樹 ・森田洋右 ・柴田裕実

受賞講演 特別講演 2

2S01 非炭素骨格高分子に対するイオンビーム誘起反 3S01 リングサイクロトロンを使った植物の突然変異

応に関する研究 誘発

(阪大産研) 関修平 (理研)吉田茂男

第 3日(10月5日) ポスターセッシ ョン ー(13時30分から)一

口頭発表 ー(9時から)ー 3B01 パルスラジオリシスおよびエキシマーレーザー

3A01 UVB照射によって動物細胞中に生成する長寿 を用いた DNAの l電子酸化中間体

命ラジカルとその消去 (阪大産研)。小林一雄 ・川守崇司 ・辻 昭一

(名大院工 ・長崎大薬)。熊谷純 ・金森洋祐 ・ 郎 ・田川精一

宮崎哲郎 ・渡謹正巳 3B02 

t 3A02 生体中(植物，動物，細胞)における長寿命ラ

ジカルのダイナミックス

酸素 K殻領域でのアミノ酸蒸着膜の NEXAFS

測定

(神戸大自然科学 ・神戸大総合人間 ・原研関西

放射光セ ・神戸大発達科学)。田中真人 ・古結

俊行 ・児玉洋子 ・横谷明徳 ・安居院あかね ・赤

松憲 ・中川和道

(名大工 ・鉄道総研 ・農業生物資源研)。宮崎哲

郎 ・森川晃行 ・熊谷 純 ・池畑政輝 ・小穴孝

夫 ・菊池尚志

3A03 フェニルアラニン水溶液への重イオン照射によ 3B03 化学増幅反応を利用した有機フィルムの高感度

るチロシン生成の微分 G値 化

(原研高崎 ・群馬大工 ・理論放射線研)。田口光 (原研高崎)。越川 博 ・前川康成 ・浅野雅春 ・

正 ・小林泰彦 ・橋本昭司 ・早野一樹 ・善如寺 吉 田 勝 ・久米民和

芳弘 ・平塚浩士 ・大野新一 3B04 放射線による電荷分離を用いた圧電 ・焦電体作

3A04 重水素化レα-アラニンの重粒子線照射効果ーラ 製法の開発

ジカル生成 G値の照射温度依存性一 (北大院工)。北村香織 ・小泉 均 ・市川恒樹

(神奈川大理 ・放医研)。平出 功 ・峯岸安津 3B05 微粒子懸濁水への 7線照射による水素ガス発生

子 ・高木伸司 ・天野 力 ・杉谷嘉員IJ・村上

健 ・金井達明 ・古厚佳也

3A05 イオン飛跡構造に基づく新しい線質パラメー

ター
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の促進

(阪大院工)。橋本健輔 ・山本孝夫 ・清野智史 ・

藤本亮介 ・桂 正 弘 ・奥田修一

3B06 陽電子消滅法による低温 PMMAの研究
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(阪大産研)。田代睦 ・P.K. Pujari・曽正

義 ・誉田義英 ・西嶋茂弘 ・田川精一

公樹・児玉健作・新坂恭士 ・亀田幸成 ・小田切

丈 ・河内宣之 ・鏡野嘉彦

3B07 イオンビームパルスラジオリシス法によるアル 3B18 低温有機ガラス中に生成した Cu原子の ESR

カンおよびポリスチレンの励起状態の挙動に関 および分光吸収・蛍光特性 (1)

する LET効果の研究(11)京大炉・阪大基礎工 ・理研・長崎大工)長谷

(阪大産研 ・原研高崎)。吉田陽一 ・関修平・ 博友 ・。宮武陽子 ・星野幹雄 ・田島右副 ・大西

古津孝弘 ・田)11精一 ・田口光正 ・南波秀樹

3B08 パルスラジオリシス法による化学増幅型レジス

トの研究

(阪大産研)。辻 昭一郎 ・古津孝弘 ・山本幸

男 ・田川精一

3B09 放射光励起による架橋 PTFEの微細加工

(早大理工)。山口大地 ・加藤隆典 ・池田重利・

広瀬正起 ・青木康 ・飯田 稔 ・田畑米穂 ・鷲

尾方一

3B10 電子線パルスーレーザー複合照射法によるラジ

カルカチオンの蛍光

(阪大産研)。一ノ瀬暢之・去来川覚三 ・藤乗

幸子 ・真嶋哲朗

3Bll 解離型電子付着反応を利用した高分子主鎖の選

択的切断法の開発

(北大院工)。柳川篤史 ・小泉均 ・市川恒樹

3B12 CChBrの電子付着反応ー濃度依存性一

(都産技研)。中川清子

3B13 ハロゲン化シクロヘキサンの低エネルギー電子

付着過程の研究

(福井工大)。砂川武義

3B14 レーザ一同期ピコ秒パルスラジオリシスを用い

たシクロヘキサン溶液中での溶質中間活性種の

研究

(阪大産研)。認田浩司 ・佐伯昭紀 ・古津孝弘 ・

吉田陽一 ・田川精一

3B15 Iso-octaneとTetrahydrofuranの混合溶媒系

における量子ビート振幅の混合比依存性

(早大理工総研)。佐藤公理 ・奥田継範 ・鷲尾方

一 ・漬義昌

3B16 超臨界流体中イオンの溶媒和一圧縮性連続体モ

デjレによる解析-

(東大院総合 ・神奈川工大 ・BNL)。伊藤健

吾 ・西川勝 ・RichardHolroyd 

3B17 超臨界状態 Xe中の電一正イオン再結合速度定

数の測定

(東工大院化学 ・金沢工大工)。加藤竜一 ・武田
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正義

3B19 4K被照射メタン/稀ガスマトリックス系での

メチルラジカル生成とその機構

(広島大工 ・北大院工)。駒口健治 ・団地川浩

人 ・山田智也 ・塩 谷 優

3B20 放電フロー法による NOの分解処理技術の開

発

(九大総理工 ・九大機能研)辻 正治 ・。田中

敦・漬上太郎 ・西村幸雄

3B21 Ne+とSF6との中和反応による Ne*の生成過

程

(九大機能研 ・九大院総理工)。辻 正治 ・久野

真弘 ・田之上岡IJ・西村幸雄

3B22 Radiation E仔ectsin Pure and Doped CsI 

Scintillator Crystals 

(理研)0 Anatoli Popv・木村一字

3B23 塩基分子類の窒素 K殻励起の非経験的分子軌

道計算

(原研計算セ)。望月祐志

口頭発表 一(15時 00分から)一

3AI0 vdW薄膜衝撃における低エネルギーイオンの

エネルギー緩和過程に関する研究

(山梨大工 ・山梨県富士工技セ)。平岡賢三 ・佐

藤哲也 ・森邦彦 ・渡辺誠

3All 重粒子線照射で生ずるスクロースラジカルの

EPR法による解析

(福島医大 ・放医研)。中川公一

3A12 77 K被照射テトラメチルエチレン (TME)j

CC13F系での TME+生成の G値:線質及び溶

質濃度依存性

(広島大工・放医研)。駒口健治 ・福田裕樹・塩

谷優 ・村 上 健

3A13 イオン照射ポリエチレンの局所反応とエネル

ギー付与の相関

(早大理工総研 ・原研高崎研)。岡 需崇 ・内山

潤一 ・井上憲介 ・鬼頭昌利 ・鷲尾方一 ・演義

昌 ・杉本雅樹 ・工藤久明 ・瀬口忠男

放射線化学
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3A14 イオントラック内での高分子架橋 小林泰彦 ・市川恒樹

(北大院工 ・原研高崎)。小泉均 ・田口光正 ・

サテライトシンポジウム

「物質価電子の高エネルギ一高密度励起効果」

. 日時:平成昨 10月6日(金)9: 30--

場所:理化学研究所 ・大河内記念ホール

共催:理化学研究所，放射線化学会，日本化学会

放射線照射効果の中で最も重要と考えられる標記テー

マで放射線化学討論会サテライトシンポジウムを開催い

たします. ターゲットは非金属を主とし，プロジェクタ

イルが加速イオン，電子，光の系について，幸いにして

非常に強力な方々を講師に迎えることができました.以

下プログラムにあるように，本テーマについて，物理学

の方ではどのように考え，取り組み，把握しているのか，

伺うことにしましたその上で，我々放射線化学からト

ピックス ・コメン卜を示し，議論し今後の研究の展開

に役立てたいと考えます.なお，本シンポジウムは，

1997年物理学会放射線物理分科会による放射線化学者

を招いてのシンポジウムに対する呼応という意味合いも

あります.

11 重い荷電粒子による物質へのエネルギーイ寸与:低速

多価イオンから相対論的重イオン

(東大 ・理研)山崎泰規

各種荷電粒子による物質への各種のエネルギー付与過

程を，低速多価イオンによるポテンシャルエネルギー付

与，高速重イオンのエネルギー損失における closecol-

lisionとdistantcollisionの役割，反陽子と陽子のエ

ネルギー損失などを例にとって議論する.

存し，励起種間の種々の相互作用が基本的な役割を演じ

ている.本講演では，アルカリハライド結晶中の局所的

構造変化，半導体表面での表面構造変化など幾つかの代

表的事例を対象にして，高密度励起現象に支配的な励起

種間相互作用を，微視的な観点、から議論する.

3. フェムト秒ハイパワーレーザーによる硬 X線発生

とパルス X線回折による物質ダイナミクスへの応

用 (東工大応セラ研) 近藤建一

50 fs. 200 rnj (4 TW)のレーザーを金属に集光し，結

晶構造解析に適した波長域のピコ秒 X線パルスを発生

させた.ここでは，実験の方法，発生する X線のスペ

クトル，放射強度の角度依存性，パルス幅などを示すと

ともに，分岐レーザー光をポンプ光としてレーザーアプ

レーションの反作用による衝撃圧力をシリコン結晶中に

発生させ，パルス X線をプロープとしたポンプ ・プ

ロープ型実験を行い，衝撃圧力パルスの進展に伴う結晶

中の歪み波形の変化をピコ秒時間分解測定した結果につ

いて述べる.

4. 高線量照射下でのイオン注入の横広がり分布

(岡山理大)中川幸子

重照射下での注入イオンの横広がりの定量は興味深い

が，従来の低線量用パラレル ・モンテカルロ法は，高線

量の場合，蓄積する格子欠陥の影響のためそのままでは

使えない.我々は高線量下 3次元結晶中にも適用可能

な計算原理を提唱し横広がりの表式を完成させた.そ

2. 非金属国体の価電子系高密度励起下における電子格 のモデルの根拠を分子動力学法で検討する.また，ある

子相互作用 (名大理)谷村克己 種のイオンは母体原子と化合物を作らず不純物間で凝集

非金属結晶の価電子系を高密度に励起した場合，通常 してクラスタを作る. B-Siの場合，凝集が起こる条件

励起下では発生しない構造変化現象が高効率で発生する を分子動力学法によって解析してみる.

場合が多い.これらの現象は，励起強度に非線形的に依
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RadTech Japan 2000シンポジウム開催の

ご案内 (RadTechJapan 2000 Symposium) 

は じめに
日程概略

ご高承のとおり，紫外線 ・電子線硬化技術は， 日常の

身近な衣食住の分野から先端技術と言われる分野まで，

その重要性が認識されつつあり，さらに加えて地球規模

での環境保全にかかわる課題を解決するに当たって重要

な役割を果たすものであります.したがって， この技術

の開発，確立には違った分野間での緊密な情報交換，相

互理解，研究協力が重要と考え， 1986年以来，日本

(1986， 1988， 1991， 1993， 1997)，中国およびタイ

1 1月13日伺) 11月14日(刈 11月15日(水)

ロビー 受付，展示 受付，展示 受付，展示

大会議室開会式，講演講演 講演

大研修室講演 講演 講演

小研修室 ポスター ポスター

(懇親会は 11月 14日にセミナープラザすずかけ台

で開催)

(1995)，マレーシア (1999)で7回にわたり，国際会議 講演分野

(ラドテック ・アジア)が開催されました.次回の国際 特定テーマ

会議は中国で 2001年に開催され， 日本での開催は次次 ・オプトエレクトロニクス

回(2003)に予定されています ・情報記録材料

しかしながら，線源，硬化反応などの基本技術に加え 一般テーマ

て，オプトエレクトロニクス，フォトイメージングなど -技術 ・市場動向総合講演

の応用技術が著しく多様化されるとともに革新されつつ ・化学(合成，反応)

あります.このような状況に対応して，オプトエレクト ・カチオン重合系

ロニクスと情報記録材料を特定テーマとする紫外線 ・電 ・装置

子線硬化技術に関するシンポジウムをラドテック研究会 ・表面加工

の主催で開催することにいたしました印刷および塗膜硬化

このシンポジウムでは特定テーマおよび関連分野にお

ける国内外からの招待講演に加えて一般講演を行います. 予定されている招待講演

このシンポジウム開催によって関係者間で最新情報の交 <Specific Topics) 

換が図られ，紫外線 ・電子線硬化技術がさらに進展する Opto・Electronicsand Information Technology 

ものと期待しております FerroelectricLiquid Crystals for Second Order Non-

本シンポジウムに奮って参加されますようご案内申し linear 0ρtics 

上げます David M. Walba (University of Colorado， USA) 

なお，シンポジウムの参加登録期限は 9月 1日と Novel Photonics Polymers and Their Applications 

なっておりますが，人数に枠がある限りこれ以降でも参 Yasuhiro Koike (Keio University， ]apan) 

加を受け付けますので，参加ご希望の方は事務局までお Advanced Liquid Cηst，αl Displays 

問い合わせ下さい TatsuoUchida (Tohoku University， ]apan) 

シンポジウム概要

会期 2000年 11月 13日(月)--15日(水)

会場:東京工業大学 ・長津田キャンパス総合研究館

(~226-8503 横浜市緑区長津田町 4259)
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Photo-Initiators for Electronics Apρlications 

Hartmut Bleier (Ciba Specialty Chemicals， Inc.， 

Switzerland) 

Femtosecond Laser Micro・Fabricationfor Tailoring 

Photonic Cη1St，αls in Resins and Silica 

放射線化学
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Hiroaki Misawa (The University of Tokushima， 

]apan) 

Development of High Performance and Multifunction-

al UV-Cur，αble Oligomers 

Tadaomi Nishikubo (Kanagawa University， ]apan) 

(General Topics) 

Overview 

UV Curing Process-Recent Trends， Futωur，陀'ePotential 

T T n~~ :~dn~~訂rbour口r叩u…S 川 JV Systemω&υ仙山In叫n
LOlωv Energy Electron Beam Processors 

Edward F. Maguire (Energy Sciences， Inc.， USA) 

Chemistry 

Excited St，αte Processes in Photoinitiators of Polymeri-

zation 

J. P. Fousassier (Ecole Nationale Superieure de 

Chemie de Mulhouse) 

Thiol-ene Photopolymerization: With and Without Pho-

toimtzators 

Charles Hoyle ( University of Southern Mississip-

pi， USA) 

Cationic Systems 

New Development in the Field of Cationic Photoρoly-

merization 

]ames V. Crivell ( Rensselaer Polytechnic Insti-

tute， USA) 

t ~仰山tent Photo and T阿川仰tors，and 

Their Application to Polymer Synthesis 

Fumio Sanda (Tokyo Institute of Technology) 

Surface Finishing 

Plasma Surface Treatment of Polymers for Enhαnced 

Adhesion to Metals and Metal Oxides 
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Farzaneh Arefi-Khonsan (ENSCP， France) 

参加登録

参加ご希望の方は (別紙)登録用紙にご記入のうえ，

お申し込み下さい.

参加費:一般 30，000円，学生 5，000円

(参加費には要旨集代，懇親会参加費を含み

ます 学生の方の参加費は要旨集のみを含み

ます.) 

参加登録費の納入は銀行振り込み (手数料は自己負

担)でお願いします.

参加申込登録期限 2000年 9月 1日

これ以降の申込は原則として受け付けません.

振込先:第一勧業銀行高田馬場支庖

口座名 RADTECH] AP AN 2000 

口座番号: (普)2214268 

RadTech Japan 2000シンポジウム事務局

~169-0075 東京都新宿区高凪馬場 4-4-13

双秀ビノレ 401 ラドテック研究会内

TEL: 03-3360-0135. FAX: 03-3360-2270 

E-mail: EZY02105@nifty.ne.jp (担当:佐々木隆)

実行委員会

委員長:池田富樹 (東京工業大学)

副委員長:鷲尾方ー(早稲田大学)

委 員:市村園宏 (東京工業大学)，上田充 (東

京工業大学)，上林泰二 (大阪有機化学工

業)，木下忍 (岩崎電気)，酒井史郎 (関

西新技術研究所)，佐々木隆 (早稲田大

学)，津井健 (ラドテック研究会)，富永

幸溢 (ラドテ ック研究会)，西久保忠臣

(神奈川大学)，西谷太 (東亜合成)，矢

部 明 (物質工学工業技術研究所)，米原

祥友 (大日本インキ化学工業)
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書評

幕内恵三

ポリマーの放射線加工

ラパーダイジェストネ土

ハードカバー， 286頁

ISBN 4-947533-75-7 

本書は，“新ポリマー選書 2"のーっとして出版さ

れ，ポリマーの放射線加工に関する最近の動向と紹介

を踏まえた解説書である.現在行われている高分子材

料に対する放射線加工の原理と実施例が記されてお

り，広く世間に認知されているとは言いにくい放射線

加工技術の実態がわかりやすく解説されている.放射

線といえば世間一般では偏ったイメージが先行しがち

だが，古くからいろいろな産業分野において重要な役

割を果たしており，医学 ・工業 ・農業における最近の

放射線利用の経済規模は原子力発電の総売上を大きく

上回っているという.本書で対象となるポリマーは，

いわゆるゴムやプラスチックといった工業製品である

第 l回放射線加工概論

第 2回放射線橋かけ

第 3回放射線橋かけのプラスチックへの応用

第 4回 放射線橋かけのエラストマーへの応用

第 5回 放射線橋かけのラテックスへの応用

第 6回 放射線橋かけのハイドロゲルへの応用

第 7回放射線グラフト重合

第 8回放射線キュアリング

第 9回放射線分解と放射線重合

第 10回 ポリマー製品の放射線滅菌と耐放射線材料

第 11回再利用と環境保全

第 12回現状と動向

が，そこに紹介されるプロセスだけでも重合，加硫 いずれの章も豊富な実例とともに図や写真が多用さ

(橋かけ)，分解，さらには滅菌と多岐にわたってお れており，ポリマーの放射線加工の原理やデータの解

り，あらためて放射線の有用性がうかがえる.本書は 釈，実施例のイメージがわかりやすく示されている.

元々，放射線加工研究の第一人者である著者が『ポリ また，文中の随所に盛り込まれた放射線加工に関連し

マーダイジェスト』誌に l年にわたって連載した同 たエピソードは，読者の放射線利用に関する興味をひ

題の解説を単行本としてまとめられたものであり，以 きつけるであろう.研究者や技術者にとって有益な本

下に記した 12回のテーマごとに独立した構成をとつ であることはもちろんだが，放射線の有効利用を考え

ている. るときに役立つ本であるので専門外の方々にも一読を

お薦めしたい理化学研究所研究員 田島右副)

72 放射線化学



編集委員会からのお知らせ

1. 放射線化学会ホームページのご利用について

ホームページに掲載したい記事がございました

ら，事務局まで原稿をテキスト形式で送って下さ

い. Newsまたは掲示板への掲載にあたっては，以

下の手順を踏むことが理事会で了承されております

のでご承知おき下さい.

①人事公募や案内の内容については編集委員長が

目を通して，掲載可否を決める.

目であれば，ニュースレターに相応しい記事を即刻

掲載することができます(内容によっては編集委員

長が掲載可否を決定する場合があります).記事掲

載のご希望がある方は，編集委員会主任までお問い

合わせ下さい(下記に連絡先が記してあります).

また，会員の声も募集しております.放射線化学

会へのご意見やご提案などを会誌に掲載していくほ

か，ホームページにも掲載する予定です.こちらに

つきましても，編集委員会主任までお問い合わせ下

TI ②その他必要に応じて常任理事会の会議を経て掲 さい

載可否を決める.

2. ニュースレターと会員の声の募集

従来年 2回程度発行してきたニュースレターで

すが，緊急性のあるニュースに対応できないなどの

理由から投稿記事がほとんどなく，最近は発行に

至っていないのが現状です.ニュースレーターをで

きるだけ早急にメール配信できるよう，具体案を会

員情報漏洩などの安全策を含めて編集委員会と事務

局で協議中です.

ただし現時点でもホームページの Newsの項

3. r放射線化学J71号について

放射線化学の次号 71号は， 2001年 3月発行予

定です.記事掲載に関するお問い合わせは

干464-8603 名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院工学研究科

物質化学専攻第 5講座

熊谷純(編集委員会主任)

TEL/FAX: 052-789-2591 

E-mail: kumagai@apchem.nagoya・u.ac.jp

までお願いします.

日本原子力研究所・企画室 研究協力推進室

イオン照射研究施設 (TIARA)の利用案内

(平成 13年度実験課題募集)

日本原子力研究所高崎研究所では，平成 13年度

のイオン照射研究施設の利用にかかわる実験課題を

募集します応募される方は資料をご請求下さい.

なお，応募要領および様式は，原研ホームページ

(http: //www.jaeri.go.jp) の 「研究協力と技術移

転」の研究施設の紹介からダウンロードできます.

また，実験計画書提出時に必要な実験試料の放射化

の計算につき， IRACコードの使用および計算機へ

のアクセス方法などの詳細は下記にお問い合わせ下

さい.

応募期間:平成 12年 10月2日(月)，...， 

10月 31日(火)

第 70号 (2000)

対象加速器 AVFサイクロトロンおよび静電加速

器3台

研究分野:耐宇宙環境材料，核融合炉材料，ノてイ

オ技術，無機機能材料，有機・放射線

化学， RI製造・核科学，基盤技術，

その他

資料請求先 (*IRACコードに関する問合せ)

日本原子力研究所高崎研究所

放射線高度利用センタ一 利用計画課

貴家恒男(*西村浩一)

TEL: 027-346-9614 (*9616) 

FAX: 027-346-9690 
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下川利成氏の急逝を悼む

放射線化学会理事の下川利成氏が，平成 12年 3月

28日，享年 51歳でご逝去されました

下川氏は，東京理科大学大学院理学研究科修士過程を

終了後， 昭和 48年 4月，東京都立アイソトープ総合研

究所に入所されました.沢井 健，沢井照子両氏ととも

に，当時カネミ訴訟で問題となっていた PCBの放射線

分解処理の研究に従事されましたこの研究で， PCB 

をアルカリ性イソプロピルアルコール中で放射線照射す

ることにより，脱塩素反応の G値が著しく増加するこ

とがわかりました昭和 55年 11月には，液体窒素温

度での電子のトンネリングを示唆する論文，“Radia-

tion Chemical Reaction of Organic Halogen Com-

pound in Alcohol Solutions and 2・Methy 1 tetrah ydro-

furan Glass"で都立大学より学位を授与されました.

電子の トンネリングは，現在では当然のように認知され

ていますが，当時は，異論を唱える先生方もいらして，

苦労されたようです.また，修士までは地球化学が専門

で，放射線化学はアイソトープ研に入ってから勉強され

たことになります.そのため，当時，近くにあった都立

大学の近藤先生や増田先生の放射線化学研究室に通うな

と相当の努力をされたようです.

その後，下水汚泥の放射線処理や PCBの放射線分解

処理をフロン ・ハロン類に応用した研究などに携わって

おられました.また，地球化学の出身ということもあり，

元素分析や質量分析技術に関する知識も豊富で，光イオ

ン化一飛行時間質量分析などにも興味をもっておられま

した.ゆくゆくは地球化学に関する研究も再開したいと

考えておられたようです.

フロン ・ハロン類の放射線分解処理の研究は，筆者が

アイソトープ研に入所し，沢井夫妻と 4人で始めた

テーマです.筆者は，放射線分解反応の基礎となる，有

機ハロゲン化合物の電子付着反応で生成するイオンやラ

ジカルを調べていますが，下川氏には，実験のノウハウ

から，研究についての議論，研究計画書の作成や備品の

購入方法に至るまで，多くのことを教えていただきまし

た研究生活を通して叱時激励をいただき，筆者が今日

まで至りましたのは，氏のおかげと感謝しております.

また，公私にわたり相談に乗っていただき，心強い存在

でもありました.今でも， I下川さんがいてくれたら

…・」と思うことが何度となくあります.
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平成 9年 4月にアイソトープ研が産業技術研究所に

改組され放射線化学に携わる研究員が激減したため，下

川氏が，放射線化学会の理事になられました.氏は，そ

れ以前から，アイソトープ協会の委員や原子力産業会議

の放射線利用研究会照射利用グループの幹事も務めてお

られましたそのため，放射線化学の基礎知識のみなら

ず，応用や放射線利用，加速器など多方面の知識や人脈

も多く，氏を失った影響は大きいと思います.

下川氏は， 昨年 10月上旬， 突然の吐血で東京女子医

大第二病院に緊急入院されましたその後回復し一度

は職場復帰されましたが， 1月末，胆石による腹痛で再

度入院されました.胆石を取る手術が，簡単な手術のは

ずなのになかなか決まらず，結局，胃カメラを使った処

置をすることになりました.顔色も黒っぽくなり，不信

には思っていたのですが， I調子は悪くなし、」とおっ

しゃるので，気にしないようにしていました. しかし

3月 26日に見舞いにいくと，前日から 2日続けて吐血

しているとのことでした.よくよく主治医に話を聞くと，

肝臓が機能していないくらいに悪くて，あちこちに血栓

ができていて，いつ吐血するかわからない状態であり，

治療には肝臓移植しかない，とのことでした.このため，

胆石を取るにも麻酔を使った手術をするわけにはし、かな

かった，ということのようです.昨年の吐血も，胃潰壌

と診断されていましたが，実際は血栓が壊れたためのよ

うです.学生時代には，柔道をやっていた健康優良児で，

体には自信があったためか，あまり健康に留意しなかっ

たところもあったようで，非常に残念です.

言卜報を聞いたのは，おりしも下川氏の代理で出席した

放射線化学
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放射線化学会の理事会の終了直後でした携帯電話に母

からの連絡が入っており，かけ直してのことでした.

ショックで呆然として，言葉も出ないまま，帰途につき

ました.

昨年の入院の際は， I化学会のころには， 元気になれ

るかな」とおっしゃり 2回目の入院のときは， I化学

会には間に合いそうもないけれど，放射線化学討論会ま

でには」とおっしゃっていたのに.ご逝去は，その第

78回日本化学会春季年会の一日目のことでしたさぞ

かし無念であったと思います.二日目の筆者の講演は，

弔い合戦となってしまいました.

' 肝臓が悪かったため疲れやすかったようで，昨年 9

月の放射線化学討論会の後も， I大学の先生方は， みん

なお元気だね.Jと言っておられました. 疲れやすいの

は年齢のせいだと思っておられたようですが，すでに肝

臓が相当悪くなっていたはずで，気がついて病院にいっ

ていれば，と悔やまれます.

一昨年，福井工大の嶋森先生が亡くなられたときは，

同じ電子付着の研究に従事していたうえに，年齢が同じ

くらいということもあり，かなりショックを受けておら

れたようです. その際に， I僕が死んだら，放射線化学

に追悼の記事を書いてね」と言われ， I冗談でしょう」

と思っていたのに，こんなに早くそのときがきてしまい，

非常に哀しいです.

今はただ，氏の交誼を得たことを感謝しつつ，その優

しくおおらかであったお人柄を偲び，心からご冥福をお

祈り申し上げます. (都立産業技術研究所 中川清子)

研究室紹介

大阪大学産業科学研究所

附属放射線実験所

「水和電子による還元反応で生成するイオン(吸光係

数'""'"-'500m 1 cm 1) の過渡吸収(光路長 1'""'"-'2 cm)を

観測する」という思惑から， Lバンド電子ライナックの

共同利用(ナノ秒パルスラジオリシス)でここ 2，3年

お世話になっており，施設内を見学させていただいたこ

ともあって，放射線実験所のご紹介させていただきます.

詳しいことは(ただいま工事中のようですが)ホーム

ページ <www.sanken.osaka・u.ac.jp/labs/rad/> をご

覧下さい.場所は最近クマ出現で賑わいを見せる，茨木

市美穂ヶ丘の大阪大学内吹田キャンパスの北側にありま

す. お隣は原子力工学本館で， Iけもの道」で行き来で

きるようになっています.

さて，人員構成(集合写真)は磯山教授，吉田助教授

第 70号 (2000)

をはじめとする計 13名であり， Lバンド電子ライナッ

ク(主にパルスラジオリシスに利用)， Sバンド電子ラ

イナック(陽電子利用)，コバルト 60ガンマ線照射施

設を維持 ・運用しています.活動内容としては，内部資

料や報告会資料を参考にしますと，

・レーザ一同期パルスラジオリシス装置の開発:フェ

ムト秒白色光 (400nm'""'"-'l.Oμm)システムの導入

・フェムト秒パルスラジオリシス装置の開発:フェム

卜秒ストリークカメラの導入による時間分解能 800

fsの達成

・低速陽電子の発生と利用に関する研究:高輝度化，

短パルス化装置の改良， DC化ビームを用いた Sパ

ラメーター測定

-赤外線自由電子レーザー(FEL)の開発研究:マル

チパンチビームによる発振実験と短パンチビームを

利用した SASEの実験

・短パンチビームからのコヒーレント放射の研究:サ

ブミリからミリ波領域での強力な光源としての最適

化

-放射線誘起超高速過程の研究:アルカンなどの有機

分子の放射線化学初期過程

-放射線保護効果の研究:初期過程の解明
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であり，放射線発生装置の高度化のための研究 ・開発を 伺ったことがありますし，学生に実験を手伝ってもらっ

ベースとして基礎的研究を行い，その結果をさらに開発 たこともあります.さらに，電子銃の新たな開発に関連

にフィードパックするという体制が実際に見てとれます. して住友重機の青木さんにもお会いしました.

そして， i安定的に」運用できるようになった装置は共 最後に， Lバンド電子ライナックを共同利用させてい

同利用に活かされる，というところでしょうか.一見す ただいて気づいた点と言えば，他の電子ライナックの施

ると，煩雑で発散しがちな活動内容のように思われます 設との違い(制御室?照射室間の距離とか)もさるこ

が， これらをまとめ上げ，効率よく達成しているのは， とながら， iマシンタイムの有効かっ有機的活用」につ

ひとえに事務・技術的支援の方々と研究 ・開発の方々 ， いてです.共同利用上，重要な条件は主にパルス幅と測

そして周辺の研究室の方々の連携が非常によくなされて 定体系ですが，同ーの条件で実験ができるのであれば，

いるからでしょう. 複数の方がスケジュール上，特定の方のマシンタイムで

次に， i私の目から見た」人的交流に関してお話しま 実験することも可能になります(例えば，一連の試料の

すと，いつ訪問しても，大学内外からの人の往来が絶え 脱気に数時間要する場合，他の方が実験できるとか，特

ず，活気にあふれでいるという印象をもちます.産研 定の方の実験がドタキャンになった場合とか).事実，

子ビーム物質科学研究分野の田川研 <www.sanken. 頻繁に行われています. i隙あらば」という雰囲気で気

osaka-u.ac.jp/labs/bms/>とは研究的にも事務的にも が抜けないと思う半面，利用する研究者の多さと意欲を

密接なつながりをもっているのはご存じのとおりで，誰 感じずにはいられません.

がどちら の 所 属 か わからなくなるくらい(?)です.また日本原子力研究所環境科学研究部

原子力工学科の旧第四講座(原子核化学工学)の泉さん 分析科学研究グループ永石隆二)

のグループとは，雑誌会等を合同で行っていることを
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。
玄 記事

理 72・2に基づき報告がなされ，以下の確認事項の上承

認された

1) 6月-8月の活動状況については前回理事会に報

告済みであること

2) 10月開催の日中放射線化学シンポジウムについ

ては，後ほど詳細な報告がなされる予定であるこ

と.

3) 12月の放射線化学セミナーは東京大学山上会館

において行われたこと.

4) 3月開催の“InternationalSymposium on Pros-

pects for Application of Radiation towards 

21st Century"についても後ほど詳細報告がある

こと.

5) 会誌発行の遅れについて 4月第 l週には発送の

予定であることが報告された.

1.3 入退会の承認について

平成 11年度下半期の放射線化学会新規入退会につい

て，事務局資料 72理-7に基づき入退会申請の報告がな

され，この半期中の津田・高椋両名誉会員および江草会

員のご逝去について浜会長より追悼の辞が述べられた後，

承認された

1.4. 会議共催について

鷲尾理事より別添資料に基づき， Rad Tech Confer-

ence 2000国際会議共催について説明があり，以下の議

(以上事務局配付資料) 論のうえ，承認された.

(別添資料 1) Rad Tech 2000共 催依頼(鷲尾理事1) 田畑米穂本会名誉会員が発起人となる国際会議で

(別添資料 2) 日中放射線化学シンポジウム決算報告 あること.

(同シンポジウム実行委員会 2) 本国際会議の日本における開催は，近年ほとんど

(別添資料 3) 日本放射線化学会第 72回理事会検討 ないこと.

事項(常任理事会 3) 会議開催地は現在のところ東京工業大学長津田

本

日本放射線化学会第 72回理事会は，平成 12年 3月

28日(火) 18: 00から日本原子力研究所本部(富国生

命ビル 12階第6会議室)において開催された.出席

者は次のとおりであった.

会長 漬義昌

. 副会長 田川精一，田中隆一，鳥山和美，長谷博友，

常任理事上野桂二，勝村膚介，河内宣之，塩谷優，

新坂恭士，宮崎哲郎，山岡仁史

理事 青木康，伊藤久義，嘉悦勲，小林慶規，

鈴木信三，砂川武義，中川清子，西川 勝，

藤原邦夫，水津健一，百瀬孝昌，吉田陽一，

鷲尾方一

幹事 荒井重義

以上 26名

配布資料

72 !里-1 第 71回理事会議事録

721里-2 平成 11年度事業報告

72理-3 平成 11年度会計報告

72理-4 平成 12年度事業計画

72 f里-5 平成 12年度予算

72 f里-6 平成 12年度役員名簿

72 f里-7 入退会一覧

• 72理-8 会費未納者の取り扱いについて

72理参-1 出席者名簿

以上 12種

主な議事内容は次のとおりである.

第 72回理事会議事録

キャンパスを予定していること.

4) 本会への共催依頼にあたり，あくまでも共催にお

1.審議事項 ける予算措置は不要であること.

1.1.第 71回理事会議事録の承認 また，例年本会共催により行われている第 37回理工

事務局配布資料 72理-1，こ基づき，事務局から説明が 学における同位元素研究発表会 (7月東京)共催につい

なされ，すでに全理事に議事録を配布済みであることか て，すでに 71回理事会において承認済みである旨，確

ら，資料のとおり承認された. 認がなされた.

1.2. 事業中間報告 2. 報告事項

平成 11年度日本放射線化学会の活動について，資料 2.1. 平成 11年度会計報告

第 70号 (2000) 77 
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平成 11年度本会会計について， 3月 24日現在の状

況が， 資料理 72・3に基づき説明された. 主な点を以下

に示す.

1 ) 概況

①〈収入>3月 24日現在で，賛助会員数件の会費納

入予定が未定のため，賛助会員収入に若干の不足

カ三あること.

②〈支出〉印刷費について編集委員会の努力により，

本年度の印刷費が大幅に圧縮される見通しである

こと.また会議費の計上が予算の約半分に留まっ

ているが，これは本理事会の費用を計上予定であ

ること学会賞についても平成 11年度は受賞者

がなかったために，決算は 0となること

以上のような概況が田川副会長より報告された.これ

に対し以下のような議論および報告がなされた.

2) 印刷費の抑制が本年度収支の改善に大きく寄与し

ており，長谷編集委員長以下，編集委員各位の努

力に感謝が述べられた.

3) ホームページ運営費の使途について，本年度共催

を行った日中放射線化学シンポジウムの追加補助

として支出した旨，報告がなされ，審議の結果，

理事会としてはホームページ運営費を日中放射線

化学シンポジウムの追加補助と項目を変えて処理

することとした.

4) 本年度は委員会の改編により企画委員会の立ち上

がりが 10月になってしまったため，放射線化学

セミナーのみの開催となってしまったことが，企

画委員会より報告された.

2.2. 平成 12年度事業計画

平成 12年度本会事業計画について，資料理 72・5に

基づき以下の補足を加えて説明された.本案はすでに前

回理事会において承認済みである.

1 ) 本理事会において承認された RadTech 2000の

共催を加える.

2) 第 43回放射線化学討論会の開催日程について，

平成 12年 10月 3日--5日であることが説明さ

れた.

2.3. 平成 12年度予算

平成 12年度本会予算について，資料理 72・4に基づ

き以下の事項を確認のうえ，説明がなされた.本件につ

いてもすでに前回理事会において承認済みである.
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1) 前回理事会および総会において承認されたように，

平成 12年度から本会会費の値上げが行われ，正

会員会費 4，000円/年，学生会員会費 1，500円/年

となる.

2) 昨今の緊縮予算および前項の会費値上げにより，

来年度からは会員数の減少がなければ次年度繰越

金がプラスに転じる見込みであること.

3. 審議事項(学会の会計年度の変更等に関する常任理

事会提案について)

本会会計年度の変更などに関する常任理事会提案の案

件について別添資料に基づき，鳥山副会長によりまず，

説明がなされた.案件概要は以下のとおりである.

1) 会会員が集まる総会は，毎年秋に行われる放射線

化学討論会に合わせて開催されているが，現状の

決算期 (4月新年度 ・3月決算)では，総会議決

が予算 ・決算とも約半年遅れて行われることとな

り，即時性に欠けること，および事務手続きの煩

雑さを招く原因となっている点が指摘されている.

かかる背景に鑑み，本会会計年度を 9月から翌8

月とする. これに合わせて，総会を会計年度終了

から 2カ月以内に行うこととし，役員の任期を

総会の翌日から次年度の総会までとする.

2) 学会ホームページの更新頻度が非常に低くなって

いる現状を踏まえ，ホームページの活性化案とし

て， ①入力担当者の複数化， ②ホームページ利用

のルール作り，特に掲載内容を吟味するホーム

ページ担当常任幹事の設置，③原稿の入稿方法の

統一.

3) 前回理事会において，常任理事の選出方法につい

て再検討の必要があるとの結論が出されたことを

踏まえ， ①常任理事は理事の中から選出され，選

出基盤を現在の地域事情を考慮した方法から専門

分野別に改め，その分野別の定員を別途定める，

②常任理事の任期を原則として 2年とする.

以上， 3点の提案がなされた. これに対し以下のよう

な議論がなされた.

1) 会計年度の変更について

①学会の日程が一定していないので総会の時期が前

後する場合がある点，および本提案の実施に際し

役員の任期をどのように設定するかの 2点の問

題がある.

②8月決算にすることによる具体的デメリッ卜とし

て入退会が 3・4月に集中することから，会費の

月割制などを検討する必要があること

③本会最大行事である放射線化学討論会の予算決定

時期について，原案では討論会時の理事会 ・総会

において追認形式をとる， 3月理事会にて提案 ・

決議，予算は総会決定事項であるので l年前の

総会にて決定する必要などの意見が交わされた

放射線化学
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④若手の会夏の学校の開催時期も流動的であり，場

合によっては同一会計年度に 2回の予算計上を

要する場合が出てくることが指摘された

⑤討論会予算は基本的に固定としておけば，追認方

式でも問題ない.

⑥1月--12月会計年度とする案.

⑦総会時期流動的であるため，予算追認方式は難し

⑧印刷費計上も次年度送りになることが考えられる.

⑨企業決算時期とのずれから，賛助会員会費の納入

状況とその動向の検討要.

⑩代議員制の導入

. 以上のような意見が交わされた結果，本件に関しては

今後常任理事会を中心に再検討を行って試案を作成し

次回理事会に諮ることとなった.

2) ホームページの活性化について

①現在学術情報センターに全ページを設置している

ための問題点，コンテンツ管理については多くの

掲載内容が会誌と重なることが考えられるため学

会事務局と編集委員会の役割の明確化が必要であ

ることなどが議論された.

②複数人管理はかえってデメリットとなる可能性が

あること，また活性化について，具体的に想定さ

れる新しいサービスおよびコンテンツについて議

論がなされた. また NewsLetterの発行を電子

メールベースとしある程度の紙媒体による配布

はやむなしであるが， Webベースの発行も同時

に行って良いのではなし、かとの見解が示された.

求人広告の依頼などに対し，年 2回の会誌発行

では応募期限に間に合わないことも予想されるた

め，このような情報の発信媒体としてホームペー

ジを利用したらよいのではないかとの意見が出さ

れた.

これらについて討議の結果，本件に関しては次のよう

に承認された.

①複数のホームページ入力担当者を任命し，予算措

置がつきしだい，独自サーバーへ移管する.

③事務的掲載内容については事務局担当副会長が掲

載内容に対する所責となり，必要に応じて常任理

事会に諮る.

③学会誌関連情報に関しては編集委員会の所責とな

る.

3) 理事の選出 ・任期について

本件に関しては以下の点について原案どおり承認され

fこ.
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①専門分野別の常任理事選出を行う.

②常任理事任期を2年とする.

4) 学会賞についての検討

①功労賞(ないしそれに準じる賞)の新設，常任委

員会内に各学会賞候補者の推薦委員会の設置，の

2点を骨子とする学会賞改革に関する提案がなさ

れた推薦委員会は選考委員会とは全く別個に設

置しこれまで高い技術をもち学会の発展に大い

に寄与をしたにもかかわらず，埋もれていた新た

な受賞候補者の発掘を目的とすることなどの説明

がなされた.

②宮崎常任理事より，別添資料中の常設委員会とは

何かとの質問があり，前述の推薦委員会にあたる

との見解が示された

以上のような議論のうえ，本件に関しては将来構想委

員会にて検討を行うこととなった.

4. 報告事項(各種委員会報告など)

1) 編集委員会報告

長谷編集委員長より平成 11年度下半期編集委員会活

動報告がなされた.主な報告内容は以下のとおり.

1) 3月 29日に編集委員会を開催し半数の編集

委員が交代する見込みであること.また編集委

員会主任は物質研 ・加藤氏から名大 ・熊谷氏に

交代する予定であること

2) 前述のとおり NewsLetterについては来年

度より電子メールおよび Webの積極的な活用

を推進する予定であること

3) 新しい NewsLetterの配布 ・公開形態(電子

メールおよび Webページ)の担当について，

編集委員会 ・事務局双方において議論すること

となった.

2) 第 43回放射線化学討論会の準備状況について

第 43回放射線化学討論会の準備状況について，担当

の木村理事に代わり田川副会長より報告がなされ，現在

のところ順調に準備が整いつつあるとの報告がなされた

3) 日中放射線化学シンポジウム報告

日中放射線化学シンポジウムの開催経緯について山岡

前常任理事より報告がなされ，会議録については日本原

子力研究所 ・高崎研究所の費用負担により出版される見

通しであることなどが報告された.

これに補足して， 田中副会長より会議録は JAERI 

Conf.として 4月に発刊予定であることが説明された.

4) “International Symposium on Prospects for 

Application of Radiation towards 21st Centu-

ry"報告

79 



本会記事

3月開催の上記国際会議について， Symposium Sec- 学産業科学研究所 ・関 修平氏を推薦したいとの報告が

retariatである鷲尾理事から報告がなされた.主な内容 なされ，了承された.

は多数の参加に対す感謝，会議録の頁数制限，また収支 7) 日本放射線化学会事務局の移管について

の黒字化などであった. これまで事務局担当であった大阪大学は来年度(平成

5) 第 44回放射線化学討論会開催地の検討について 12年度)を目処にその任を外れ，次期担当機関に移管

第 44回放射線化学討論会開催地は近畿大学の休暇日 すること，また次期機関については重ねて議論を行うが，

程の都合上，討論会開催を 9月中旬を目処に開催した 在京機関が適当ではなし、かとの意見が交わされた.

い旨が述べられ，了承された. 以上の議事をもって第 72回日本放射線化学会理事会

6) 日本放射線化学会各賞の推薦について は終了した.

本年度の日本放射線化学会奨励賞受賞者として大阪大

平成 11年度事業中間報告

平成 11年 6月ポジトロン ・ポジトロニウム化学国際 第 35回総会 (9日広島大学)

ワークショップ共催 10月 日中放射線化学シンポジウム

(7 --11日つくば (25--29日京大会館)

7月 第 36回理工学における同位元素研究 12月 放射線化学セミナー

発表会共催 (5--7日東京(1--2日東京大学山上会館)

第 21回原子衝突物理学国際会議後援 平成 12年 1月 第 8回放射線プロセスシンポジウム

(21--27日仙台(18--19日東京)

第 3回低温化学国際会議共催 3月 第 72回理事会

(26--30日名古屋) 会誌 No.69発行

8月 若手の会夏の学校 International Symposium on “Pros・

9月会誌 No.68発行 pects for Application of Radiation 

第 42回放射線化学討論会 (8--10日 towards the 21st Century" (13--17 

広島大学ライブラリーホーjレ) 日早稲田大学国際会議場)

第 71回理事会 (8日広島大学)

平成 11年度会計報告 (平成 11年 3月 24日現在)

収入の部 (単位:円)

項 目 予 算* 収入状況 備 考

賛助会費 2，000，000 1，410，000 
個人会費 1，000，000 954，500 

雑収入 400，000 349，100 

銀行利息 3，000 587 

放射線化学討論会費 774，438 774，438 

前年度繰越金 1，770，731 1，770，731 

iEL コ 言十 5，948，169 5，259，356 
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支出の部 (単位:円)

項 目 予 算* 支出状況 備 考

事務費 400，000 396，335 

通信連絡費 300，000 286，394 

印刷費 2，000，000 1，390，567 

会議費 200，000 85，000 

会誌発行費 100，000 32，000 

放射線化学討論会援助 150，000 150，000 

応用シンポジウム援助 150，000 。
放射線化学セミナー援助 150，000 150，000 

若手・夏の学校援助 200，000 200，000 

日中放射線化学シンポジウム援助 300，000 300，000 

学会賞 70，000 。
同位元素発表会分担金 9，000 9，000 

企画委員会経費 50，000 50，000 

将来構想委員会経費 50，000 50，000 

編集委員会経費 100，000 100，000 

国際交流委員会経費 50，000 。
ホームページ運営費 100，000 100，000 

予備費 300，000 。
放射線化学討論会費次年度繰越 774，438 774，438 

次年度繰越金 494，731 1，185，622 

メEコL 計 5，948，169 5，259，356 

現預金残高 1，960，060円

(現金 10，390円 郵便貯金 4，454，374円 銀行預金 1，717，958円)

上記内 学会基金積立分 4，222，662円

平成 12年度収支予算

収入の部 (単位:円)

項 目 予算

賛助会費 1，790，000 

個人会費 1，707，500 

雑収入 400，000 

銀行利息 3，000 

放射線化学討論会費 774，438 

前年度繰越金 494，731 

ぷにコ弘、 言十 5，169，669 
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支出の部

項 目

事務費

通信連絡費

印刷費

会議費

会誌発行費

放射線化学討論会援助

応用シンポジウム援助

放射線化学セミナー援助

若手 ・夏の学校援助

学会賞

同位元素発表会分担金

企画委員会経費

将来構想委員会経費

編集委員会経費

ホームページ運営費

予備費

放射線化学討論会費繰越金

次年度繰越金

A 
Eコ +ー==ロ
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(単位:円)

予算

300，000 

250，000 

1，300，000 

150，000 

100，000 

150，000 

100，000 

100，000 

200，000 

70，000 

9，000 

50，000 

50，000 

100，000 

50，000 

100，000 

774，438 

1，316，238 

5，169，676 
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平成 12年度事業計画

平成 12年 6月 NEWS LETTER No. 27発行

7月 第 37回理工学における同位元素研究

発表会共催 (3-5日東京)

9月会誌 NO.70発行

10月若手の会夏(秋)の学校

第 43回放射線化学討論会

第 73回理事会

第 36回総会

(東京理化学研究所)

12月 NEWS LETTER No. 28発行

平成 13年 3月 第 74回理事会

会誌 NO.71発行

鈴木信三 (都立大理)

小林慶規(物質研)

永石隆二(原研東海)

岡田激平(原研高崎)

伊藤久義(原研高崎)

河西俊一(原研関西)

木村一宇(理研)

下川利成(都立産研)

徳永興公(放振協)

新坂恭士 (金沢工大工)

百瀬孝昌(京大理)

中山敏弘 (京工繊大工芸)

吉田陽一(阪大産研)

森利明(大阪府大先端研)

日本放射線化学会平成 12年度役員名簿

会長 浜義昌(早大理工総研)

副会長 田川精一(阪大産研)

長谷博友(京大原子炉)

鳥山和美(名工研)

田中隆一(原研高崎)

理事 市川恒樹(北大院工)

竹中康之(北教大)

飯沼恒一(東北大工)

近藤健次郎(高エネ研)

勝村膚介(東大院工)

石樽顕吉(東大院工)

柴田裕実(東大原総セ)

河内宣之(東工大理)

鷲尾方ー(早大理工総研)

仲川勤(明大理工)

西川勝(神奈川工科大)

平岡賢三(山梨大工)

嘉悦勲(近畿大理工)

中川和道(神大発達)

塩谷優 (広大工)

入江正浩(九大工)

上野控二(住友電工)

青木康(住友重機)

藤原邦夫(荏原総研)

水津健一(日新ハイポル)

砂川武義(福井工大)

宮崎哲郎(名大工)

監事 荒井重義(ヒルリサーチ (有))

萩原幸(ラジエ工業)

事務局 大阪大学産業科学研究所

顧問 佐藤伸 田畑米穂 笛木賢二

吉田宏 鎌野嘉彦

名誉会員鹿田鋼蔵 志田正二 団野結文

岡村誠三 近藤正春 桜井洗

今村昌

入退会希望者一覧

(平成 11年 8月 20日~平成 12年 3月 25日)

入会

区 分 会員番号 氏 名 所 属 紹介者

正会員 494 高木伸司 神奈川大学理学部 峯岸安津子
〆〆 498 梶 田 高 早稲田大学理工学総合研究センタ ー 漬義昌

学生会員 491 耀朝輝 神戸大学総合人間科学研究科 中川和道

492 岸上陽一 神戸大学総合人間科学研究科 中川和道

493 古結俊行 神戸大学総合人間科学研究科 中川和道
〆〆 495 加藤昌弘 東京工業大学理工学研究科 河内宣之
〆〆 496 加藤竜一 東京工業大学理工学研究科 亀田幸成
〆〆 497 辻昭一郎 大阪大学産業科学研究所 田川精一

500 岡本一将 大阪大学産業科学研究所 田川精一
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本会記事

退会

区 分 会員番号 氏 名 所 属 備 考

正会員 53 江草茂則 日本原子力研究所 Hll退会

213 高椋節夫 Hll退会

330 藤田岩男 大阪電気通信大学 Hll退会

16 池添康正 日本原子力研究所 H12退会

19 石岡邦江 金属材料技術研究所 H12退会

127 小暮陽 大日本インキ化学工業 H12退会

212 高橋正彦 東北大学 H12退会

228 谷口正行 日立製作所 H12退会

246 津田覚 H12退会

302 j賓島求女 H12退会

345 堀内由紀彦 物質工学工業技術試験所 H12退会

353 増田高麗 H12退会

359 松下道雄 分子科学研究所 H12退会

381 宗像英二 H12退会

406 山本忠利 日本原子力研究所 H12退会

403 山崎敏規 工業所有権協力センター H12退会

• 
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成工業(株)

岩崎電気(株)

(株)英光社

(株)荏原製作所

核燃料サイクル開発機構

関西電力(株)

関西ペイント(株)

原子燃料工業(株)

(株)コーガアイソトーフ。

四国電力(株)

住友化学工業(株)

住友重機械工業(株)

住友スリーエム(株)

住友電気工業(株)

大日本インキ化学工業(株)

中国電力(株)

中部電力(株)

電気興業(株)

東京電力(株)

東北電力(株)

日新製鋼(株)

日新ハイボルテージ(株)

日本原子力研究所

日本電子(株)

ビームオペレーション(株)

日立化成工業(株)

フルウチ化学(株)

古河電工(株)

(財)放射線利用振興協会

北陸電力(株)

北海道電力(株)

(株)ユアサコーポレーション

(株)吉野工業所

ラジエ工業(株)

(アイウエオ順)



応用放射線化学シンポジウムのご案内

く21世紀に向けた放射線利用の展開〉

放射線利用の現状として，工業利用分野における経済規模調査の結果を紹介して，放射線の工

業利用の新たな可能性見いだすとともに， 21世紀に向けて展開が期待される分野として，照射

設備や加工処理への応用を取り上げ，その取り組みと将来展望を紹介する.

日 時 :平成 12年 10月 11日(水)10: 30---16 : 30 

場所:原研本部第 1会議室

(東京都千代田区内幸町 2丁目2番 2号富国生命ビル 15F)

参加料:無料

1. 放射線利用の経済規模

2. 低エネルギー電子線の現状との将来展望

3. 小型サイクロトロンの現状との将来展望

4. プラズマプロセスの工業利用

5. 負イオンビームによる材料創成

6. グラフト重合による材料の創成

7. 高エネルギービームを利用したリソグラフィー

/ 臓破までの交通のご案内 7 

原研高崎柳津和章

ウシオ電機(株) 水島康守

イオン加速(株) 若狭秀一郎

東洋大学柏木邦宏

原研東海渡温和弘

千葉大学斎藤恭一

原研高崎前川康成
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く問合せ先〉

日本原子力研究所高崎研究所材料開発部

玉田正男

TEL: 027-346-9383 FAX: 027-346-9381 

E-mail: tamada@taka.jaeri.go.jp 
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