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〔巻頭言〕

TIARAの
施設利用

原研高崎研究所所長 石垣 功

当学会をはじめ多くの学術団体や国公立研究機関な

どの理解ある支援を得て、高崎研のイオンビーム照射

研究施設TIARAが設立され、その本格的照射研究利

用が開始されて 3年目(サイクロトロン及びタンデム

加速器については 5年目)に入りました。

TIARAは、材料科学及びバイオ技術の分野で先端

的科学技術に寄与する研究開発を主目的とした研究施

設であり、軽イオンから重イオンまで非常に多種類の

イオン種を、数十keVから数百MeVの広いエネルギ一

範囲で照射出来るように 4台の加速器と、数々の特徴

を有する照射装置、測定・解析機器類を装備した、国

内外にも類のない施設であります。したがって、イオ

ンビーム利用の拠点的研究施設として、これを利用す

る機会を、広く内外の研究者に提供し、互いに協力し

つつ効率的に研究を進めることにより、先端的基礎 ・

基盤研究が大きく発展するものと期待されます。国内

外の大学、国公立研究機関、及び民間機関からの研究

者からのTIARA利用についての要望に応えて、その

利用の機会均等を原則とした以下のような研究利用が

実施されて居ります。

毎年TIARAの運転計画や利用条件等を所内外に周

知すると共に、実験課題が公募されます。応募された

実験課題は、学術的意義、技術的価値、技術的実行可

能性等の観点から、所内外の学識経験者で構成する「イ

オン照射研究施設利用委員会」で審査を受け、 TIARA

の実験課題としての採否が決定されます(原研職員の

実験課題についても全く同等の扱いを受け、課題審

査・採択が不可欠です)。採択課題に対して、年 3期か

らなる加速器運転計画に基づき、各期毎にマシンタ イ

ムの配分が行われております。

このような方法で、 TIARAに採択された研究課題
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は、宇宙環境材料、核融合炉材料、バイオ技術、新機

能材料、 RI・核化学、 放射線化学、基盤技術の 7分野

に分類され、平成 6年 1月のTIARAの全加速器の稼

働以来、応募課題数90余でほぼ定常化しております(平

成 8年度:サイクロトロン45課題、静電加速器45課

題)。これまでの利用で、施設利用者からのTIARAに

対する要望や不満点は数多く出されていますが、その

中の一つにマシンタイムが少ないことに不満を訴える

人が沢山おります。マシンタイムには限りがあるため、

課題数が増えればそれだけ l課題当たりのマシンタイ

ムが減るのは当然であります。平成 5、6、 7年度に

ついては、応募課題はほぼ全て採択し、全ての課題に

対して、出来るだけ公平にマシンタイムを配分するよ

う配慮してきたためでもあります。

現代の科学技術はビッグサイエンス化の宿命を負っ

ています。イオンビーム利用技術も然りであります。

イオンビームを利用して優れた研究成果を挙げるには、

TIARAのような先端的かつ特徴ある研究施設が不可

欠であります。科学技術の世界での競争は、そう云っ

た研究施設を有するもの、使える者が優位に立つわけ

です。この競争が織烈であるだけに、施設を持ち、そ

れを使える者に対しては、周囲の厳しい目が注がれ、

施設に相応しい研究成果を挙げることが当然のことと

して期待されることになります。

高崎研のTIARAが、正しくこの立場に立っている

のであります。 TIARAに相応しい研究成果を一刻も

早く挙げることを期待されているのであります。それ

には、応募課題のほぽ全てにマシンタイムを公平に配

分するという今の施設利用方法では、研究成果を挙げ

るのに時間が掛かり過ぎます。研究開発は時間との勝

負でも あります。どんなに優れた成果でも、他人に先
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を越されたのでは、単なるコピーに過ぎないものとな

ります。したがって、施設利用における課題の採択マ

シンタイムの配分において、重点化を図られるべきで

あります。つまり、研究課題の審査及ぴ採択を厳しく

行うとともに、審査における評価結果に基づいてマシ

ンタイムの増減配分が行われるべきであると考えて居

ります。研究目的、研究内容などに独創性があり、 学

術的意義のある優れた研究課題には、他に優先して多

くのマシンタイムが提供され、速やかな研究の遂行が

図られて然るべきであります。今後のTIARA施設利

用がこのような方向で進むべきであると私は考えて居

ります。

第 7回日中放射線化学シンポジウムのお知らせ

2 

日中放射線化学シンポジウムは，第 1回が1983年

に中国の上海市で聞かれて以来 2国間で交互に開

催されてきました.この会議は， 日本と中国の放射

線化学に関与する研究者が一堂に会し，それぞれの

研究成果を発表することによって， 学術および技術

の交流を促進することを目的として行われておりま

す.第 6回シンポジウムは，早稲田大学， 日本放射

線化学会， 日本原子力研究所の三者による共催，お

よび放射線照射振興協会の後援によ って1994年11月

に早稲田大学において開催され，成功裡に終了しま

した.

第 7回シンポジウムは. 1996年10月末に中国側の

お世話によって，下記のように開催されることにな

りましたので，ふるってご参加くださるようお願い

いたします.研究発表は，基礎から応用まで広い範

囲を対象とし，中国側はとくに工業的応用に強い関

心を示しておりますので，企業の方々の積極的な参

加を期待しております.

〔開催要領〕

1.会議名:第 7回日中放射線化学シンポジウム

(The 7th J apan-China Bilateral Symposium on 

Radiation Chemistry) 

2.主催:中国放射線化学会， 日本放射線化学会

3.日時:1996年10月28日(月)-11月 1日働

4.場所:中国四川省成都市

5.テーマ:放射線化学の基礎から応用まで放射線の

関与する広い研究分野

6.参加登録費:未定(現在，中国側と打ち合わせ中)

なお，詳細につきましては，次号のNewsletter'こ

てお知らせいたしますが，ご不明な点は下記の世話

人までお問い合わせください.

〔連絡先〕

〒606-01 京都市左京区吉田本町

京都大学工学部高分子化学教室

山岡仁史

TEL : (075) 753-5601 FAX: (075) 753-5609 

放射線化 学



〔 解 説 〕

加速器質量分析(AMS)による宇宙線生成放射性

同位体の測定と年代測定への応用

名古屋大学年代測定資料研究センター 中 村俊 夫

1.はじめに もr、法， K-Ar法など2，4)により， ~員石，月の岩石，地球

考古学の土器編年などのように土器形式や土器文様 上の岩石などを試料として太陽系の形成年代，地球の

の対比による相対的な新旧の判定ではなく，試料の年 形成年代，地球の固化年代などが数値として与えられ

代を数値で与える年代測定法が近年急速に発展したり. るようになった2，4) また， 238U， 235U， 232Thの放射性

周囲の自然放射能を受けて試料に蓄積された放射線量 壊変の系列に属する放射性同位体や238Uなどの自発核

から年代値を推定する方法(熱ルミネッセンス法，電 分裂により生成きれる放射性同位以外にも，地球の年

子スピン共鳴法，フィッショントラック法，など)や， 齢に比べると寿命がずっと短い放射性同位体が天然に

特にここで紹介する，放射性同位体の放射性壊変によ 存在することが知られている.これらは，絶え間なく

る減少量から年代値を推定する方法の発展はめざまし 地球上に降り注ぐ宇宙線により大気中や地表面で形成

きれているいわゆる宇宙生成放射性同位体である.こ

放射性同位体の壊変定数はその同位体に固有の値で れらの宇宙線生成放射性同位体のなかで，適当な長き

あり，温度，圧力あるいは化学形態にはほとんど影響 の寿命を持つ放射性同位体を用いると適用できる年代

を受けない.すなわち，放射性同位体は，地中深くで 範囲は限られるが詳細な年代測定が可能となる.例え

高圧高温下にあっても，地表面やまた高層大気中にあ ば，半減期が5.730年の放射性炭素14Cを用いると，数百

ってもほとんど同じ早きで壊変する.そこで，放射性 年前から 5万-6万年前に遡って数十年から数百年の

同位体の放射性壊変が，正確に時を刻む時計の振子と 測定精度で年代測定が可能となる.

して利用されるのである. 放射性同住体(放射性壊変で生成される娘の同位体

放射性同位体の放射壊変による親の放射性同位体の を含めて)の定量方法としては， (1)気体 ・固定試料の

減少量や娘の同位体の増加量が正確に測定できる技術 質量スペクトロメ トリ， (2)放射能測定， (3)加速器質量

f開発され，地球の年齢や火山岩の噴出年代などの地 分析 (AMS)などがある.

質現象の発生年代が数値として与えられるようになっ 気体 ・固体質量スペクトロメトリに用いられる質

た.例えば，地球が形成された時から存在している238U スペクトロメータは，イオン源，高分解能質量分析装

(T 1/2 = 4. 468x109年)， 235U (T 1/2 = 7 . 038x108年)， I47Sm 置およびイオン電流計測のためのファラディカップ

(T 1/2 = 1. 06x1011年)， 87Rb(TI/2=4.88x1010年)， 40K 同位体比の値の変動幅に応じて，磁場強度をスイー

(T 1/2 = 1. 25x109年)などの長寿命放射性同位体を利用 プしてイオン電流を一つのファラディカップで受ける

した年代測定法，すなわち，U-Pb法， Sm-Nd法， Rb 方式や，同住体のイオンを同時に測定できるように同

Measurements of Cosmogenic Radioisotopes with Accelerator Mass Spectrometry and Their Application to 
Age Determination 

Toshio Nakamura 
名古屋大学年代測定資料研究センタ一助教授

(略歴) 1973年広島大学理学部物性学科卒， 1975年同大学院修士課程修了， 1980年同大学院博士課程単位修得退学，

同年名古屋大学教務職員，同年理学博士， 1990年より現職(専門) 加速器科学，地球化学 (趣味)園芸，ハイキン

グ(連絡先)〒464-01名古屋市千種区不老町 名古屋大学年代測定資料研究センター 第一実験室 Tel: 052-789 

-2578(ダイヤルイン)， Fax: 052-789-3095， e-mail: g44466a@nucc. cc. nagoya-u. ac. jp 
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位体の数に応じて複数個のファラディカップを用いる

方式もある)で構成され， 10-2-10-5程度の同位体比を

高精度 (5-7桁の有効数字)で測定する.一方，放

射能測定は，放射性同住体が放射性壊変する際に放出

されるα線， β線， γ線などの放射線を，ガス比例計数

装置，液体シンチレーション計数装置，半導体計数装

置などを用いて計測し，試料に含まれている放射性同

位体の個数を定量する.また， 1977年に開発された

AMSでは，放射性同位体の放射性壊変を待つのではな

く，放射性同位体自身を識別して直接計数する.すな

わち，目的の放射性同住体とその安定同位体をイオン

源でイオン化し，タンデム加速器で加速する.加速さ

れたイオンのエネルギー選別，質量選別を行ってパッ

クグラウンドイオンを除去したあと，安定同住体イオ

ンをファラディカップを用いて電流として定量し，さ

らに放射性同住体のイオンを重イオン検出器を用いて

識別して 1個 1個計数する.AMSは， 10-12_10-16の同

位体比が測定可能な超高感度同位体比分析法である.

o:射健測定

貴賓スペクトロメトリ
....敏射性向色体および

その鎗の同位体の定畳

・同位体比 R:1G-Z-l0-5 

-・・命館射性同位俸の定畳 S由連総寅畳分続(AMS)
'11c-'n(2)' 'c ・叫IT1fZ ・中-...敏射性向位体の~・
・()肉~...同位体比 R:1G-l0-1G-川

図 1 質量スペクトロメトリ，放射能測定およびAMS

により測定される放射性同位体(娘の同位体を

含む)とそれらの定量方法の特徴

AMSで定量される放射性同位体の半減期につ

いては表 3を参照のこと.

図 1に，これらの 3方法の特性を示した.数千万年

以上の半減期を持つ長寿命の放射性同位体やその娘の

同位体は質量スペクトロメトリによって測定されるが，

これらを除くと，天然の放射性同位体の定量には，放

射能測定法がもっぱら用いられていた. しかし最近で

は，半減期が短いため放射能測定が有効に適用できる 3

Hや7Beなどを除くと，かなりの種類の放射性同住体が

AMSによる定量によって置き換えられつつある.ま

4 

た，制U_230Th年代測定では，従来の放射能測定である

α線計測， γ線計測に加えて，質量スペクトロメトリ

(TIMS， Thermal Ionization Mass Spectrometry) 

が利用されるようになってきた5-6) 後者の方が，測定

精度がー桁高いこと，測定試料の量が十分のーですむ

などの長所がある 7)

本稿では，これらの 3方法のうちAMSによる方法の

特徴を，名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計を

用いて進めている14C測定を例にとって，放射能測定と

比較して詳述する.さらに， AMSによる宇宙線生成放

射性同位体測定の応用および名古屋大学で行われてい

る14C測定の応用について簡単に紹介する.

2.放射性同位体による年代測定の原理

放射性同位体の壊変の理論によると，放射性同住体

の個数Nは時間tと共に規則正しく減少し，単位時間に

壊変する個数は壊変定数λまたは半減期T1/2を用いて

次式で与えられる.

-dN/dt=λ・N= (1n(2)/T 1/2) ・N (1) 

また， (1)式を積分することにより時間tにおける放射性

同位体の個数は次式で与えられる.

N=No・exp(ーλt)=No・(1/2)t/T川 (2)

ここで， N。は時間がゼロのときの放射性同位体の個数

であり， 1nは自然対数である. N， N。およひ寸1/2 (あ

るいはλ)がわかれば，次式により放射性同位体がN。

個からN個へと減少するに要する時間tが得られる.

t= (1/λ)・(No/N)= (TI/2/1n(2))・1n(No/N) (3) 

これが放射性同位体を用いた年代測定法の原理である.

(1)， (2)， (3)式において， N。およびNは放射性同位体の

個数としたが，むしろ放射性同位体の濃度，すなわち

安定同位体に対する放射性同位体の比とした方が年内.

測定を実施する場合にはより明確である. (3)式が，あ

る試料について適用でき正確な年代値tが得られる条

件として，現存する放射性阿佐体の濃度Nが正確に測

定できることの他に.次の 3項目が挙げられる.すな

わち， (1)試料が外界から隔離された際の試料中の放射

性向位体の濃度N。が正確にわかっていること， (2)試料

が外界から隔離されてから年代測定に供されるまでの

聞には，目的の元素について外界との交換は全くなく

閉鎖系に保たれていたこと， (3)目的とする放射性同住

体の半減期が正確にわかっていること，である.条件

(3)以外は，測定対象となる試料自身の性質であり，試

料の年代が古くなるほど，初期濃度は不確定になるし，

試料が自然環境に置かれていた間に条件(2)が満たされ

ていたか否かはより不明確になる.初期濃度について
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は，放射性向位体の濃度と共に娘の同位体の濃度を測

定することにより，測定対象となる試料自身から推定

できる4)こともあるが， 14Cの場合には，娘の同位体が大

気中に多量に存在する14Nであることから初期濃度の

推定は困難であり，別の方法による初期濃度の検討が

必要になる 1，8) また，試料の正しい年代値を得るため

には，測定対象とする試料の吟味 ・選別がきわめて重

要な検討課題となる.

地球上のいろいろな物質や地層の年齢，あるいは考

古学上のさまざまな試料の年代を測定するには，年

齢・年代の大きさに応じて，半減期が地球の年齢46億

年よりずっと長いものから数十年と短いものまで，さ

まざまな放射性同位体が用いられる.また，用いる放

射性同位体の特性や試料の性質に応じてさまざまな工

夫がなされている.種々の放射性同位体を用いた年代

測定法については文献(1 -4)などを参照されたい.

ここでは，主として， N。が既知と仮定され， Nが定量

される14C年代測定を例にとって議論を進める.

3.加速器質分量分析(AMS)と放射能測定との比較

年代測定の際には，測定誤差をできるだけ小さくす

ることが重要な課題の一つである. (3)式の年代値の誤

差は，

At= (1/λ)・(AN/N)= (T1/2/1n(2))・(AN/N) (4) 

で与えられる.すなわち，年代値の誤差は現存する放

射性同位体の濃度の測定精度で決まる.放射性同位体

の濃度の測定誤差は，測定の系統誤差を除外して考え

ると， AMSにしろ，放射能測定にしろ，放射性同位体

の計数誤差で決まる.すなわち，放射能測定では(1)式

の左辺の放射線計測の統計誤差， AMSでは放射性阿佐

許の計数における統計誤差である.これに比べると安

F 定同位体は，放射能測定では試料の量として， AMSで

は電荷量として定量されるため，その測定誤差はずっ

と小さく無視できる.計数Nの統計誤差は:tJNで与え

られることから， (4)式は次のようになる.

At= (T1/2/1n(2))・(AN/N) = (T 1/2/1n(2))・

(1/JN二~) (5) 

ここではNωtalは，全測定時間内の，放射能測定におけ

る放射線の総計数あるいはAMSによる放射性同位体

計数の総計数である.

放射能測定では，単位時間に計数される放射線のカ

ウント数I1cは，

I1c= 1n(2)・εc• Nr/T1/2 (6) 

で与えられる.ここで， εcは計数効率， Nrは放射性同

位体の数である.I1cがT1/2に反比例することから，半減
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期の長い放射性同位体では，たとえ放射性同住体の個

数が多くても計数率は大きくならない.すなわち，時

間をかけて(5)式のNtotalを増やすことは実際上むづが

しい.このため，放射能測定によって長寿命の放射性

同位体の測定を行うことは大変な労力を必要とした9)

一方， AMSにおいて単位時間に計数されるカウン ト

数nAMSは，分析計のイオン輸送効率をむMS，イオン源の

イオン電流を1，安定同位体の数Nsとすると

nAMS-εAMS • 1 • Nr/Ns 

で与えられる.

(7) 

放射能測定およびAMSで測定される14C(T1/2=

5730年)およひっOBe(T 1/2 = 1. 5x106年)について計数率

を比較すると表 1のように得られる.ここで， εc-

1.0，εAMS=O.l， 1=10μA (6. 2x1013ions/s)とした.現

在の技術水準からすれば，ここで用いたAMSのイオン

輸送効率もイオン電流値もむしろ控えめの値である.

表 1から， 1mgの現代炭素(14Cjl2C=1. 2x10-12)およ

ぴ1mgのNBSペリウム標準体(10Be/9Be= 3 .lx10-ll
) 

について， 1時間の測定で， AMSでは， 26，600個の14C

また684，000佃のlOBeがそれぞれ計数される. しかし，

放射能測定法では，測定時間を 1時間かけても， 14Cお

よびIOBeの放射壊変による放射線が計算上それぞれ

0.83佃および0.11個計数されるに過ぎない.放射能測

定法では， (5)式に基づき，放射線の総計数を増やして

年代値の測定誤差を小さくするために，試料の量と測

表 1 AMSと放射能測定におけるIOBeおよぴ14C測定

の効率の比較

・AMSでは数mg程度の試料があれば，それ以上

多くの試料があってもイオン化の効率は増加し

ないため計数も変わらない

**AMSでは， 1つの試料ターゲットは 1-3時間

使用するとイオン化の効率が著しく悪くなるた

め，複数個のターゲットを準備して取り替える

必要がある.

Counting S.mple "c '、e
hours amount n. IIA蝿 n. n岬帽

1 hr 1mg 0.83 Z6，6α3 '0.11 684，0∞ 
1 hr 1000mg 830 ~Z6，600・ 110 

6SE.688440 •• 00∞00・.. 10 hr 1000mg 8，300 Z66，OOO.. 1，1∞ 
lc・1.0 e融暗-0.1 ....1.0 庫岨暗-0.1

Condi- T.担・S，730yr1-10μA(6.Zx TIIZ・1.6x10'1・10"A(6.2x 

tions: 
10" ions/s) yr 

偽/1ぬ0・"ぷ3i.『o1BXne1sf0/sSeH}e|| | 偽/ぬ・，'.C/"C

一ーーー一一L---
-1.2x10刊
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定時間を増やすことになる.AMSでは，数mg程度の試

料があれば，それ以上多くの試料があってもイオン化

の効率は増加しない.この比較から， AMSは，従来の

放射能測定に比較して，測定に必要な試料の量が千分

の一以下または測定時間が十分の一以下と，大幅に節

約できることがわかる.

4. タンデトロンAMSによる14C/13C比の測定方法

名古屋大学に設置されている14C測定用のタンデト

ロンAMSの全体図を図 2に示す.この構成は，圏内や

諸外国の施設のAMSと基本的に同じである.すなわ

ち，数十個の試料を同時に装填して次々に測定するた

めのマルチカソードのイオン源，タンデム加速器，質

量 ・エネルギ一分析装置および重イオン検出器の組み

合わせである.

タンデトロンAMSによる14CjI3C比の測定の方法を

例にとって，加速器質量分析計の各部の働きを以下に

示す(図 3). セシウムスバッタ負イオン源を用いて，

セシウムの陽イオンで炭素国体試料をたたき，固体炭

素を原子レベルでバラバラに分割して，炭素原子の負

イオンを作る.負イオンを電磁石で90度曲げて，質量

数12，13， 14のイオンを選別し，それぞれ別々にタン

デム加速器へ入射して加速する.タンデム加速器では

-ω'-..・
aωlS凶 UJ副司 I削 u

PIIIl~O・副島Jl 圃措喧

. ，・'S ・lI'Z

.ー

国首

勾

副同lS凶UD~aIÐ)噌岨1 副掬花園1狗JD曲 Jd凶1

図2 名古屋大学タンデトロンAMSの全体図
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Al， A2， Sl， S2， S3:ビームスリ ット， GEL， 

ML，TL，QL:静電レンズ系， LEC，HEC， 12C 

cup， 13C cup， FC :イオン電流計測用ファラデ

ィカップ， Csgun:セシウムスノfッタ負イオン

源， Mt凶，M1，M2:質量分析用電磁石， ED:エネ

ルギ一分析用静電型15度デフレクタ， ACT1， 

ACT2 :加速管， GVM:発電型高 電圧計，

ESC: ;荷電変換カナル， TP:荷電変換ガス(ア

ルゴン) トラ ップ用のターボ分子真空ポンプ，

OS:高電圧発生用の高周波交流電源の発振器，

TF:高周波交流電源のステ ップアップ トラン

ス

初段の加速管で負イオンが加速され，加速器の中央点

にある荷電変換カナルで陽イオンに変換され，後段の

加速管でさらに加速される.こうしてタンデム加速器

で数MeVのエネルギーに加速された陽イオンについ

て，静電型デフレクターを用いたエネルギ一分析 (E/

q=一定)により +3価の炭素イオンを選別する(加速

器の加速電圧 (Vt) は1，8MVであるから +3価のイオ

ンは7，2MeVの運動エネルギー (E) に加速される

(E= (1 +q)・Vh q:電荷数).そこで14C3+では核子

あたりの運動エネルギーはO，51MeVである).次に，電

磁石を用いた質量分析 (m'E/q2=一定，m イオン

の質量数)によって14C3¥13C3+およぴ12C3+を別々 の軌

道に振り分ける.14C3+は中央軌道を通って重イオン検

出器へ導かれ，そこで14Cの個数を 1個 1個計数する.

一方， 13C3+は質量分析で内側の軌道に分離された後，

その軌道に設置されたファラディカップを用いて電流

として定量され， 14C/13C比が測定される.なお， 14Cと

13Cとは入射電磁石によりパックグラウンドイオンか

ら別々に選別されて、イオン源の引き出し電圧の制御

により，それぞれ時間を分割して加速器に導かれ定量

きれる.すなわち，放射性向住体と安定同位体とは，

同時にではなく時間分割で交互に測定される.名古屋

大学タンデトロンでは， 14C測定が50秒間， 13C測定が5

pro<負Jct閥、 ofr噌gativeions 

J・C，IIOf， 11∞ー
-"c， "Of 
_"c-

割拠ctionof附鳩injectedinto 

・∞eIer冒tor
(m*ElqZ・倒喝t創 t)

舵 celer司tionof憎 gative悶鳩町1d

傷 C町 時 開sitionof rnOI間前防暗

c →C，c'・， C"， C"， C..，c"' 
of -+C'， C"， c'¥C・， C" ，c"'， H'， 

etc 

acceler司tionof P帽 tiveions 

控除ct町、。If+3 ch町酔d附暗

町、drejection of background問、s

( Elfl-cor暗tant)

m闘 .5ana/ysis of carbon除。，top田

町、dreject剛、 ofb託 IIgroU1、dior暗
(m宅IqZ_αm雪tant)

開';ect剛、 ofbackground ions 

(m宅IqZ・∞nst加 t)

me筒岬割引entof閉鎖d且len慣習yof
防coming 町四宮叫 l~identi向:ation

calculation of "C/"C ratio， 
'''c勾eanderror 

E:制問tにen智司yofぬn

m:massof剛、

q: charge state of剛、

図3 14C測定用タンデトロンAMSの構成
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秒間で，相互の切り換えが 1秒間内に行われる.12Cの

測定は可能であるが実際的ではないため行っていない.

すなわち， 12Cは炭素イオンの99%を占める.このた

め， 1
2Cイオンを加速すると，加速器の高電圧発生装置

に大きな負荷がかかると共に漏洩放射線量も著しく増

加する.これを避けるためにミリ秒オーダーのごく短

時間の測定時間が12Cに割当てられる.このためには特

殊な高電圧制御装置を必要とするが，現在の装置は装

備していないためである.

加速器を伴わない通常の質量スペクトロメトりでは，

目的とする同位体のイオンと同じ質量数を持つ同重体

イオンや分子イオンとを，個々のイオンのレベルで区

別することは不可能である.AMSでは以下の 3点の

夫によりその区別が可能となっている.

(1)質量スペクトロメトリでは不可分な同重体である元

素が負イオンを形成していくことがある.負イオン源

では，この性質を利用して同重体を排除できることが

ある.例えば， 14C測定の際には， 14Nの負イオンは不安

定で形成きれないため， 14Cの同重体である14Nはイオ

ン源においてはぽ完全に排除され，あとの分析系で14C

の分離 ・検出を妨げるこ とはない.

(2)図3に示されるように，負イオン源では目的の放射

性同住体と同じ質量数をもっ分子イオンが14Cーに比べ

て107倍も多量 (13CH-/12C--10ーへ 14C-/12C-_10-12) 

に作られるが，これらの分子イオンはタンデム加速器

を用いることで排除される.すなわち，タンデム加速

器では，まず負イオンを加速し，加速器の中央点にあ

る荷電変換カナルでフオイルまたはガスのストリッパ

ーを用いて負イオンの軌道電子をはぎ取って陽イオン

へと変換するが，この際に，分子イオンをその構成要

素である原子イオンに分解して，質量スペクトロメト

リのみでは不可分な同じ質量数の分子イオン(14C測定

の場合には13CH，12CDなど)を完全に除去することが

できる.また， 14C測定の際には，分子イオンのパック

グラウンドを完全に除くために+3価以上の荷電数の

イオンが用いられる.

(3)核子あたり 0.5MeV程度に加速されたイオンが，薄

膜あるいはガス体を通過する際のエネルギー損失率の

違い (Betheの式より，入射イオンの原子核の電荷(原

子番号を示す)の 2乗に比例し，速さの 2乗に反比例

する)を，重イオン検出器(シリコン表面障壁型半導

体検出器)を用いて定量することにより，イオンの原

子番号を識別して，目的の同位体とその同重体や他の

パックグラウンド原子とを区別する.

14Cと基本的には同様な原理ではあるが IOBe，

第 61号 (1996)

26 Al， 36Cl， 41Ca， 1291などの放射性同位体の定量は，さ

まざまに工夫をこらしたAMSにより行われる10-12)

AMSでは，これらの工夫を用いることにより，目的の

放射性同住体に対する比で，例えば14C/12C比で3.1X

10-16 (大気中の CO2では14Cjl2C比は1.2 X 10-12) ， 

IOBe/9Be比で3X 10-15， 26 A1/27 Al比で1X 10-15， 32Si/ 

28Si比で3.3X 10-15， 36C1/35Cl比で1x 10-1¥ 41Ca/40Ca 

比で1X 10-15， 1291/1271比で4X 10-14のレベル2.8.11.12)ま

で検出できる.

5. AMSによる14C測定とその特徴

タンデトロンAMSによる14C測定は，炭素を含む試

料から調製した炭素ターゲットについて以下のように

して実施される8.13)すなわち，前章で述べたようにし

て放射性炭素14Cと炭素安定同位体である 13Cとの存在

比 (R，すなわち14C/13C比)が未知試料 (RsamPle)

と， 14C濃度が既知の標準体 (RADI950) とについて，

10-15分毎に交互に繰り返して測定され， RsamPle/ 

RAD1950比が得られる.この比から試料の14Cjl3C比が，

きらに， RsamPle/RAD1950比が(3)式のN/N。に対応するこ

とから， (3)式により 14C年代値tが算出きれる.RsamPle/ 

RADl950比の測定の誤差としては， 14Cの総計数に基づく

統計誤差と RsamPle/RAD1950比のばらつき(すなわち分

析計の安定度)に基づく誤差の両者が算出され，大き

い方の値が測定誤差として採用きれる.通常の測定で

は，測定に要する時間は 1試料あたり 2-4時間であ

る.14C濃度の標準体としては，国際的な標準体である

シュウ酸やオーストラリア国立大学で準備されている

ショ糖などが用いられる.
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表 2 AMSと放射能測定による14C年代測定の性能の

比較

Item Tandetror司AMS ∞z gas pr叩 ortionalcounter 

at Nagoy富 University at抱ot句 eAssociati朋 ofJapan 

Amount of carb樹、 0.2・， mg 2.2g 

necessary 

Measura制e 凶 .60，000 yr BP 35，000-40，000 yr BP 

oIdest句@

Precision 士60・80yr 士BOyr

Counting time 2-4hr '6-20 hr 
(both舗 mpleand standard) (sample only) 

タンデトロンAMSによる14C濃度の測定例を図 4に

示す.これは，測定時間を約12時間かけて，統計誤差

:t0.5% (年代値の誤差にして:t40年::t 1~) の 14C測

定を行った特別な例である.ルーテインの測定では，

試料および標準体について， 14Cをそれぞれ 2-4万個

程度計数し， :t60-:t80年(:t1~) の測定誤差を得てい

る.

タンデトロン分析計による14C年代測定の特徴を，

CO2ガス比例計数管を用いた放射能測定法と比較して

表 2に示す川.

まず第一に，炭素試料の量が従来の千分のー以下で

すむ.従来の放射能測定法では 1-5gの炭素が必要

とされるが，タンデトロン加速器質量分析計では

0.2-1 mgの炭素で測定できる.例えば，コメ粒 1個程

度の炭素量で年代測定が可能である.従って，採取で

きる炭素の量が少なくて従来の方法では測定できない

試料や，貴重な文化財などのようにほとんど破壊する

ことが許きれないような試料についても，その破片の

一部を使用することが許きれればこの分析計を用いる

と年代測定を実施できる可能性がでてくる.

第二には，測定可能な年代の上限があげられる.従

来の方法では 3万-4万年前までが限界となっている

が，タンデトロと加速器質量分析計では 6万年前に遡

って年代測定ができる.

第三に，従来の方法では一試料を約20時間かけて測

定している.一方，タンデトロン加速器質量分析計で

は，一試料の測定時間は 2-4時間であり，一日あた

り5-6個の試料の測定が可能である.

タンデトロン加速器質量分析計による年代測定の精

度は，現在のところ，従来の方法と同程度となってい

る.すなわち，年代値の誤差は，数千年前までの比較

8 

的新しい試料で:t60-:t80年(:t1σ)，それより古い試

料では:t150-:t200 (:t1σ)年である.

6. AMSによりl(C測定に用いられる試料と処理方法

14C年代測定の対象となる試料は炭素を含有し，その

炭素が試料中に固定された後は炭素に関して閉鎖系に

あって外界と炭素を交換していないものでなければな

らない.

試料として，木片・草片・竹片・木炭・炭化物，泥

炭，骨・牙・歯，動物の筋肉・体毛，絹糸・綿糸・紙

片，土壌，湖底・海底堆積物，員殻・サンゴ・プラン

クトン，淡水・海水中の溶存無機炭酸・有機態炭素，

大気中のCO2・CH4，古代鉄中の炭素などである.比較

的大量に採取できる木片，木炭，泥炭，土壌，貝殻，

サンゴなどを除くと，これらの試料の年代測定はAMS
の開発によって初めて実用可能になった，あるいは比

較的容易に測定できるようになったといえよう.

これらの試料のうち， 14C年代測定によく用いられる

試料の調製方法の流れを図 5に示す.放射能測定の場

合と同様にAMSにおいても，採取した生試料を直接測

定に用いることはできない.正確な年代値を得るため

の上述の条件に適合する炭素物質を，生試料から物理

的・化学的に選別，抽出して， AMSのイオン源に用い

る固体状炭素(グラファイト)を調製する化学操作が

不可欠である.図 5には，試料の種類，必要とされる

生試料のおおよその量，化学処理による汚染の除去方

法，試料中の炭素をCO2として抽出する方法，CO2から

グラファイトを作製する方法が簡単に示されている.

試料調製方法の詳細については文献 (15，16) を参照

されたい.
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図5 AMSによる14C測定のための試料調製方法の概

略
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表3 AMSで測定対象となる主な宇宙線生成放射性同位体とその応用

敏射性同位体 主幹2暖期 主な生.・・・

'H 12.26年
'4N(n，t)'lC 

N，Oの司*~反応
7
Se 53.38 N，Oの司直除反応

N，Oの鍍降反応

'OSe 1.5x10'年 経石.面のSi，Oの破

~反応

'‘c 5730年 '~(n，p)同C

Z6AI 7.1x10S年
Fe，Arの破祷反応

AI， Siとの敏反応

SZSi 101-172年 Arの債砕反応

目CI(n，7)1&CI，

"CI 3.0x10S年 "Ar(n，p)MCI， 

Arの.砕反応

4'Ca 1.0x105年
制 Ca(n，7)削 Ca

5'Mn 3.7x10'年
Feとの繊反応

(崎Fe(p， α)S~n，etc)

"Xe(n，p)'"I. 1291 1.57x10'年 nauの自発線分量

7. AMSによるl‘C測定の応用

表 3に示した宇宙線生成放射性同位体がAMSによ

り測定ざれ，さまざまな研究に利用されている 12) 主と

しては年代測定への応用であるが，放射性同位体をト

レーサとして利用した医学利用，地質現象・物質循環

の解明，あるいは宇宙物理学などへの利用があげられ

14~代測定

単'1'1.: 

..・fil.14Cトレーサー

-・・の14CU-lRIU
09&4・U陶}

針量細大気∞2・・大貨の混合

..・大.∞z-大貨のa合

・*“金・・の民.・・
.lIII旗康.ー大気・.lIIIの..実.

大気中メ'ン-;l.~シのe.
エアロゾルー鑑濁

.の14CU-."1・，，14Cの・・
ー食.代"

R I _周辺の，，-14C，の... ・

"膚化学・字膚昔..:

・*・・の14CU-‘・‘・...ー字・・・a・・14C跡、蝋峰.-1'.....・
-u応・・・

図6 AMSによる14C測定の学際利用

第 61号(1996)

応 用

地下水の年鯵と.動遺跡.

トレーサーとして医学利用

...一対流・大気の混合

海洋治積物や氷床の年代測定，

宕石器質冨照射年代刻定，

字...度.M，地!l・a・強度量動.

太陽活動の.働，火山絡のマグマのe.
各..式斜の年代測定.蹟石の落下隼代測定，

トレーサーとして調寝中の...環の解析や医学利用

活石..照射年代謝定，

トレーサーとして医学利用

地下京の年.

繍石の落下年代，地下水の年・.，

w石漫画煩射年代測定.太陽活動の震動，

トレーサーとして医学刺m
-などの年代測定.

トレーサーとして医学刺用

年代測定，宇宙s・g・度夜勤

年代測定，火山活動のB史.

宇宙線檀度夜勤，

トレーサーとして地下水の涜動遺跡

る.

名古屋大学のタンデトロンAMSでは.1982年3月に

導入されて以来， .μC測定に絞って利用が進められてき

た.タンデトロンAMSを用いて学内・学外の共同利用

研究として行われてきた14C測定の学際的利用を図 6

にまとめた.図 6の左側は， 14Cを時計として用いる年

代測定に関する応用，図 6の右側は14Cをトレーサとし

て用いる環境科学分野への応用である.このように，

AMSによる14C年代測定の応用は，地質学，堆積学，古

環境学，海洋学，地震学，活断層科学，雪氷学"水理

学，考古学，人類学，文化財科学などの分野で，また

環境14C濃度測定では，地球化学，環境科学，海洋科

学，木材科学，保健物理学，医学，薬学，食物科学な

どの分野で利用されており，多分野に広がる学際的共

同研究の典型的な例のーっと言えよう.これらの研究

成果は，名古屋大学加速器質量分析計業績報告書17)と

して報告されている.

8. おわりに

1977年に，カナダのマクマスター大学およぴ米国の

ロチェスター大学のタムデム加速器を用いたAMSに

より初めて14C測定18，19)が行われてから早くも18年が

経過した.原子核物理学の実験などに用いられていた

既存の汎用タンデム加速器(加速電圧 5-12MV)を改

造してAMSに利用することで，既に全世界で30を越え

9 



る施設でAMSが利用可能となっている.こうした既存

のタンデム加速器り改造とは別に，小型タンデム加速

器(加速電圧 2-3 MV)を用いたAMS専用のシステ

ム(タンデトロンAMS)が米国GeneralIonex社によ

っていち早く開発され， 1981-1983年にかけて米国，

日本，カナダ，イギリス，フランスに導入された.名

古屋大学のタンデトロンAMSはその 1台である.この

AMS専用機はきわめて安定した性能を持ち，これらの

数台で全世界のAMSによる14C測定データの過半数を

生み出していると言って過言ではない.さらに， 1991 

年以降は，形状こそ従来のタンデトロンAMSと同程度

であるが，最新のコンビュータ，機械制御の技術を取

り入れた高性能の新型タンデトロンAMSが開発され

ている.この新型のタンデトロンAMSでは，測定誤差

が::t20::t 40年で，年間3，000個の試料を測定できる能力

を持つとされている.新型機は現在，米国WoodsHole 

海洋研究所20)，オランダのGroningen大学21)，ドイツの

Kiel大学に設置されており， 1996年 3月には名古屋大

学にも設置されることになっている.

日本では， 1982年ごろ東京大学のタンデム・パンデ

グラーフ加速器を改良したAMSが開発きれ 10Be，

14C， 26Alの測定が1991年までルーティンに行われてい

た.その後1991-1993年にかけて，加速電圧 5MVの新

型タンデム加速器に更新された22) この装置は多目的

利用の加速器ではあるが， AMSを主たる目的として設

計・製作されたものであり，近々稼働を開始する予定

である.また，これと同型のAMS装置が，国立環境研

究所に1995年の秋から設置が始まり， 1996年早々には

ビーム加速テストが開始される予定である.このほか，

筑波大学23)，京都大学，九州大学でも既存のタンデム加

速器を用いたAMSが推進されており，日本における

AMSの利用は今後一層進展するものと期待される.
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〔展望〕

多価イオンビームを利用した最近の研究の紹介

しはじめに

新しいビームによる開発，利用をテーマにした研究

会，プロジェクト等はここ数年頻繁に開催され，ある

いは計画されている.これはちょうど加速器あるいは

原子力関連の研究が，まさに世代変わりの時期に来て

いることと，政府の基礎研究政策重視の傾向と，景気

拡大策の補正予算とが重なり，さらに，新しいパラダ

イム， 学際的，分野横断的といった「術語」が叫ばれ

ている世相が絡み合っているのではと憶測する.

こういったなかで，原子物理分野で注目を集めてい

るものの一つが r多価イオン」である.この多価イオ

ンに関する研究は，ここ数年鰻登りに発展してきた分

野であり，今まで容易には使えなかったイオンが利用

できるようになったおかげで，プレイクスルー的に発

展してきた.

筆者は大学院生時代より毛色の変わったものをやり

たいというごく単純な動機から，色々な加速器とビー

ムを使わせていただいてきた。最初この報告は，エキ

ゾチック粒子の発生と利用というテーマで，様々なビ

ームの紹介をしようという目論見であった. しかし，

限られたスペースの中で表層的に紹介するより，対象

を一つのビームに絞った方が有益と考えた.面白き，

奇妙きという観点からは， 一見，例えば素粒子ビーム

等に比べ，地味に思える「多価イオン」が(イオンの

価数が上がっただけでだからどうしたのだ?)，調べて

いくうちに，たいへん独特で謎にみちた振る舞いをす

る事に気づく .実は，多価イオンは「エキゾチック」

東大教養学部 東 俊行

という形容詞に，ぴったりである.

このレポートではその辺りがどう面白いのかにど

んな可能性をもっているのかにそして出来れば放射

線化学反応にどう絡むのか?，などを現場の人聞の私

見に基づいたレポートとして紹介してみたい.なおこ

の報告では，多価イオンのなかでもさらに限定して低

エネルギー(数百keV以下)のものを中心に紹介させて

いただし 一読後に「ははあ'"なるほど多価イオン

はおもしろいなあ」と思っていただければ幸いである.

その後は，最近発表された数多くの詳しい総説や会議

の報告1)2)3)4)5)を参照していただきたい。

2.多価イオンの作り方

まず，多価イオンの性質を述べる前にこの分野の発

展の引き金となったその作り方を少し記述する.

我々にとって最も身近であるイオンビームは，おそ

らく分析用のHeビームや，スバッターのための 1価の

Arビームである.だが，多価というからには，もう少

し価数の高い重いイオンでなければならない.むろん

この低価の重イオンをどんどん高エネルギーに加速し

てゆき，ガスやフオイルによる電荷損失過程によ って

電荷を剥げば，多価のものが利用できる. しかしその

ためには巨大な加速器が必要となる.こうやってきた

高エネルギー重イオンの研究はここで省略する.

ただそういう加速器を利用するにしても，入射条件

として，例えばサイクロトロンの場合，磁場を小さく

して小型化したという理由から，元々の入射イオンを

Introduction of recent studies with slow multiply charged ion beams 
Toshiyuki Azuma 
東京大学教養学部総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系，職位(学位):助手(工学博士)
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多価にしたいという要求がある.このため，入射イオ

ン源としての多価イオン源の開発が，原子核物理の加

速器開発の一部として進んだ.

しかし現在では，原子物理や材料研究専用の多価イ

オン源が数多く作られるようになった.世界的に見て

も，今や数十台が稼働している.この中で日本はこの

2-3年で新たに多くの多価イオン源が作られた，あ

るいは，建設中であるため，実は世界で最も多くの多

価イオン源を保有している国のーっということになる.

多価イオン源は大別するとECR(Electron Cyclo-

tron Resonance)型とEBIS(Electron Beam Ion 

Source)型イオン源の 2種類に分類される 6)7). ECRイ

オン源は，最近では産業用にも低価(価数が低いとい

う意味)のものが半導体プロセス用として広く使われ

るようになった.原理的にはイオンと電子からなる中

性の希薄なプラズマを磁場中に閉じ込め， RFを印加し

て電子にエネルギーを与える.イオンにはこの加速さ

れた電子と衝突し，逐次電離によって，次々に価数を

上げるという方式である.多価イオン源としての特徴

は大電流が安定して取り出せることである.今や例え

ば， Ar8+で100が得られている.欠点としては非常に多

価になると急に取り出せる電流が減少すること，また

ビームのエミッタンス'があまり良くないため，ビーム

実験としてやや使いにくいことが挙げられる.加速器

への入射用としてはこちらが専ら使われている.我々

のグループは，現在東京大学原子核研究所の原子物理，

材料科学専用のHyperECRイオン源を研究に利用し

ている.国内には同様の原子物理専用のものが東京都

立大で稼働中，理化学研究所で建設中である.

一方のEBIS型イオン源は磁場で細く絞られた，加速

電子ビームを利用する.イオンは，静電的にこの電子

ビームの内部および周りに閉じ込められ，この電子に

よって逐次電離される.ビーム強度があまり取れない

という欠点のかわりに，生成できるイオンの価数が高

いこと，さらに取り出すときのビームのエミッタンス

が良いことが特徴である.このEBISはまさに一種のイ

オントラップであり，外へとりだすことを考えずに，

トラップの中の多価イオンを分光研究に使おうという

ものがEBIT(Electron Beam Ion Trap)である.最

近ではついに楳のウラン， U92¥ をイオン源内で生成

することに成功したという報告がなされため.圏内で

は従来から数多くの成果をあげてきた名古屋大の

NICEがある9) そして現在，電通大のEBIT型イオン源

が建設中である.また東京都立大で開発された小型の

mini-EBISは，既に数台動いている 10) 我々のグループ

第 61号 (1996)

もこのmini-EBISを製作し，現在実験に使っている.

3.物質との相互作用

ではいったい多価イオンはどんな特徴をそなえてい

るのか.なにが面白いのか.まず第一に，実に反応性

に富んでいることが挙げられる.

例えば，裸の多価イオンは，媒質中で周りの電子を

多数個一気に吸いこんで中性化する.吸い込むだけで

なく後に述べるようなAuger-Decayなどの色々な過

程で電子を逆に再放出する.ここで裸のU92+を例に採

って考えると，周囲から一気に数百個の電子を奪い，

さらに放出するというすさまじいものになる.この時

放出する全エネルギーは，いわゆるポテンシャルエネ

ルギー(ここではこれをイオンが中性化するのに必要

な全エネルギーと定義する)として数百keVが放出さ

れる.極端な見方をすれば，数百keVの運動エネルギー

を持つ普通のビームは媒質中で止まるまでそのエネル

ギーを付与するが，これは，たとえ静止していても同

じ大きさのエネルギーをその周囲という局所的領域に

与える激しい改質作用があると言える.

ただし，普通，化学でもっとも興味があるものの一

つは，液相との反応、であるが，多価イオンは，今述べ

た事情ゆえ，液相では長く生き残り得ない.むろん，

最近はしばしば使われているようなクラスタービーム，

あるいはいわゆるdropletといったものとの反応の研

究は可能なはずであるが，この種の研究例はクラスタ

ーとしてC60といった特殊なものをとりあげた11)以外

まだ全く報告されていない.何しろ分子との反応も始

まったばかりである.そこでまずは，電子供給源とし

て無限という近似のできる金属表面との反応をモデル

として紹介する.

A.金属表面との相互作用

この分野は 4， 5年の間に実験的にも理論的にも

最も活発に研究が進んだ.その結果，ょうやく反応の

シナリオに対して共通認識が出来てきたと思われる.

言い替えれば，それだけ面白いホットな領域とも考え

られる.

理論的には，イオンと金属表面の研究は，古典的な

1954年のHangstrumによるHeイオンの研究に遡る 12)

ここで初めてポテンシャルエミッションと呼ばれる

Auger電子放出過程の重要性などが指摘された.これ

はその後準安定状態の励起ヘリウムビームを使ったぺ

ニングイオン化分光などの応用に開花している.Heイ

オンの場合は，電子は高々数個動くだ'けであるが，多

13 



価イオンになると，多いときには100個単位で動く.数

年前までは，この電子が金属表面からイオンへ流れる

主な過程はトンネル効果による共鳴中性化であるとみ

なされていた. しかし現在では，古典的なポテンシャ

ル障壁の上を通る共鳴中性化過程 (classicalover the 

barrier model: COB)がより重要であると認識されて

きている.このCOBモデルは，元来，龍福，佐々木，

渡辺といった日本人によって1980年に発表されたも

の川であり，気体の，多価イオン・原子衝突における電

荷移行断面積を良く説明するモデルであることが知ら

れていた.その後Niehausら14)によって改良されてき

ており，これをBurgdorferが，イオン・金属表面反応

に適用，発展させた15)16)17)

ここで，イオンが金属表面に近づいたときの電子移

行過程にういて少しまとめてみる.考慮すべき過程を

図 1のように 4つに分ける.つまり， (a)共鳴中'性化(b)

オージェイオン化(c)表面イオン問オージェ脱励起(d)表

面イオン間オージェ中性化である.

図 1 表面イオン聞におけるエネルギーダイアグラム

(a)共鳴中性化(b)オージェイオン化(c)表面イオン

間オージェ脱励起(d)表面イオン間オージェ中性

化32)

(a)は，金属のフェルミ面より低いイオンの離散的準

位が開いていれば，イオンの離散的準位と等しい金属

の連続準位から，電子が移行するものである.勿論金

属のフェルミ準位より高いイオンの準位に電子が存在

していれば，電子はイオンから逆に金属へも移行(共

鳴イオン化)し得る. (d)は金属の連続準位の電子がイ

オンのより準位の低い内殻の準位に移行し，余ったエ

ネルギーで金属のもう一つの電子を電離するものであ

る. (b)や(c)は(aXd)の後に続く過程であり，内殻に空孔

を持った励起イオンが脱励起する際， (b)のような，イ

14 

オン内のオージェ電子放出過程や， (c)のように金属の

連続準位の電子がイオンのより準位の低い内殻の準位

に移行し，余ったエネルギーでイオンの励起状態の準

位にある電子を電離する過程が挙げられる.表面から

の電子移行は，これらの過程が競合するのであるが，

(d)のオージェ中性化は 2電子が関与する過程であり，

内殻の電子の波動関数が広がっていないために(a)の共

鳴中性化がまず主な過程となる.

きて，イオンが表面に近づくと，初めは先に述べた

ようなトンネリングによる共鳴中性化で電子は移行す

る. しかし，イオン・金属聞の電子に対するポテンシ

ャルには図 2に示すような鞍点が存在する.

図2 イオンの核と金属表面によって作られる電子に

対する静電ポテンシャル.金属表面はx軸とy軸

を含む平面上に位置し，電子は表面に垂直なz軸

を含む平面内に位置する.zは金属表面からの距

離を表す同.

この鞍点の高きが鏡像力のため，ついには金属のフ

ヱルミ準位より低くなると，古典的に電子が障壁の

をとおってイオン側に流れ始める この流れこそが実

質的な電子の移行を支配する.つまり量子力学的なト

ンネリングより実は古典的な流れの方がずっと主流で

あるという考えがCOBモデルである.流れ始める位置

は表面から測って，

Rc主豆長編芋玄

のポイントになる 16).Wは金属の仕事関数， qはイオ

ンの価数を表す(単位はすべて原子単位).例えばAr18+

がAl表面に近づいたとして約20Aのところであり，表

面からかなり離れた所から，表面との実質的電子のや

りとりが始まる.

さて共鳴中性化でイオンに流れてきた電子は次に，

(b)のAuger過程によって下の準位に落ちる.最も起こ

放射線化学



り易いのは，波動関数の重なりが大きくかっエネルギ

ー差の小さい，すぐ下の準位である.するとまた開い

た準位に金属側から電子が供給される.このようにし

て電子は次々と下の準位へ階段を掛け降りるようにし

て落ち，それとともにAuger電子を放出する.これに，

銭像力などのためイオンのエネルギー準位が上がる効

果が絡み合って，実質的に電子はより低い準位を占め

るようになる.

ここでたいへん興味が沸くことは，一時的に，内穀

のK，L殻には電子がなくカラッボで，遠くを幾つもの

高励起電子が回っているというたいへん奇妙な今まで

には存在しなかった電子配置をとる可能性があること

である.これは「ホローアトム」と名付けられてお

りlへその構造について大きな分光学的興味が寄せら

れてきた.

しかし，時間スケールを考えると，オージェ過程で，

階段的に落ちてくる際の速度として，おおよそ10-14秒

程度は必要であり，このイオンが基底状態に落ちつく

前に表面にぶつかってしまう.勿論，多価イオン入射

速度を落とせば，表面に衝突するまでの時間を稼げる

が，イオンは金属表面の鏡像力のため必ず加速されて

しまうので速度の下限が存在する.そのために全部の

励起電子が失活するにはいたらず，空孔を残したまま

国体内に衝突する.いったん，衝突すると，国体内で

の伝導体電子によるスクリーニング長より大きい軌道

半径にある電子は剥されてしまう (peelingoff). K， 

L，M殻等の内殻の空孔は，団体内との近接 2体衝突に

よって，電子をもらって埋められ，それに引き続く，

Anger-Decayで，最終的に基底状態に落ちる.以上が

大まかなシナリオである.これをややポンチ絵的に描

いたものが図 3である.

ToI"・IOnd Insld・Ih・Solld Afl.rO.n・ctlon

図3 斜め入射の場合の多価イオンの金属表面衝突過

程ダイアグラム37)
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さて，このシナリオを支持する最近の実験結果を次

に一部紹介する.実験で得られる情報は，表面反射後

のイオンの価数及ぴエネルギー，全 2次電子収量， X線

スペクトル，さらにオージェ電子スペクトルなどであ

る.

表面反射後のイオンという点では， H. Winterの

ArQ+ (1ζq云6)イオンを清浄Al表面すれすれに入射さ

せ，鏡面反射して中性子になって出てくる粒子の軌道

から，表面近傍でのイオンの価数を決定するという実

験がある 19) ポイントはイオンが表面近傍で銭像力の

ため加速されることであり，その測定された加速エネ

ルギーは表面から見たイオンの電荷に依存しているこ

とである.この測定値は，先のCOBモデルに基づく計

算と実に良く一致しており，表面の近くでの中性ある

いはさらに負に帯電した「ホローアトム」の存在を示

唆している 17)

次に放出二次電子収量の測定では，最近，イオン源

の性能の向上から，価数にして80程度のものまで測定

できるようになった.全放出電子収量とポテンシャル

エネルギーの関係は大きく比例関係からはずれ，むし

ろ入射イオンの価数に比例することが図 4に示すよう

に観測された制21)22)山 川.

{ 、E。e ‘・-
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図4 衝突速度を5X104m/s(臼)，及ぴ5X105m/s(黒)

にしたときの多価Ar(ム)， Xe (く))， Th (0) 

イオンを多結品のAuに衝突させた際の，全 2次

電子放出量とイオン価数qの関係24)

この 2次電子の中味は，実はAuger電子だけではな

い.図 5に示したように，真空中で金属表面の鏡像力

のため，さらに電子捕獲のため核がスクリーニングさ

れる効果により，イオン中の電子の準位が上がる.そ

して一部は連続状態の準位に上がってしまい，電子が

放出される.さらに，さきに述べた rpeeling offJの
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図5 金属表面に近づく際の多価イオン (MCI)の中

性化のシナリオ.電子は共鳴中性化 (RN) さ

れ，その後自動電離(AI)，真空への昇位， rpee-

ling offJによって真空中に放出される.エネル

ギー準位は遮蔽シフト (SS)や鏡像シフト(IS)

によってシフトする.きらに，共鳴イオン化

(RI)による電子の再捕獲も起こる 21)

結果からも，一部の電子が放出される.よって全二次

電子収量に対するこれらの寄与も大きい.これらの過

程を含んだモデル計算は，図 4に示したThQ+(q=80)

にいたるまでの入射イオン速度依存性や価数依存性を

定性的に再現した15)21)23)24) 

蛍光X線は，オージェ電子放出と相補的な現象であ

る.一般にX線でK殻の空孔を埋める確率，すなわち蛍

光効率は，原子番号が小きいほど，つまり電子の結合

エネルギーが小さいほど，小きくなってしまう.例え

ばArの場合でも10%ほどにすぎない.またL殻， M殻に

対してはさらに小きい. しかしながら結晶分光器など

を使うと，エネルギ一分解能の良いスペクトルが得ら

れ，イオンの電子配置についてより明確に特定できる

強みがある.

このような結品分光器を使った精密測定の結果が

Gronobleのグループから報告された18) 観測したの

は， Ar17+や， Ne10+イオンをAgやTa表面に入射したと

き放出されるK-X線である.例えば図 6に示したよう

に， 2p早 ls遷移のKLラインでL殻の詰まり具合の違い

から数本のサテライト線が見える.このときのM殻の

詰まり具合も，エネルギーの計算からおおよそ見積も

ることが出来る.これらの電子配置から分かったこと

は，確かに内殻に穴が多く開いていて，最外殻に電子

のたくさん存在する「ホローアトム」が観測されてい

ることである.ただし残念なことにこのX線は真空中

で光ったものではなしじつは表面に衝突した後に放

16 

20 

2960 30∞ 3070 3120 

図 6 340keV Ar17+をAg表面に衝突させたときの(1

s) (2p)→(1s) 2X線スペクトル.図中にサテ

ライト線の同定を示しである.殻の記号の右肩

の数字がそれぞれの殻に詰まっている電子の数

を示している 18)

出されたものである.従って「ホローアトム」本来の

寿命ではなく，固体にぶつかって電子が内殻の空孔に

直接入ったものから出ているX線である.さらに，入射

エネルギーを変化させたときに，空孔の埋まり方が変

化することも観測された25)

最後に，電子分光は，前述したようにK，L殻が埋ま

っていくのが大部分オージェ過程であるため，直接的

に起こっている物事の本筋を観測できる強みがある.

このためかX線に比べ報告例も多い. KLLオージェ過

程(つまり L殻にある 2個の電子のうち 1つがK殻の空

孔に落ち他方が真空中に放出されるもの)および

LMMオージェ過程 (M殻にある 2個の電子のうち l

つがL殻の空孔に落ち他方が真空中に放出されるも

の)で放出される電子が観測されている.

歴史的な流れとしては，当初， KLLオージェ電子ス

ペクトルにおけるドップラーシフトのイオン入射角度

依存性から，オージェ電子は表面にぶつかる前に放出

されていると解釈されていた 26) しかしその後の実験

から，主に固体の中で放出されるという解釈に変化し

てきた.つまり固体中に潜り込んで，直接LやM殻に電

子が供給きれるよつになり，ここからAuger電子が放

出されるということである.

その様子をいくつかの実験グループ別に見ていく。

まずGronigenのKVIグループ。は， KLLオージェ電子と

LMMオージェ電子を同時に測定すると，必ずしも

LMMオージェ電子放出に引き続いてKLLオージェ電

子放出が起こるのではなく， L殻に直接入る過程の存

在することを明らかにし，固体内での過程の可能性を

放射線化学



目前tronenergy (eV) 

図7 N6+をAl(100)に衝突させたときのオージェス

ベク トル.すべて110方向の鏡面反射条件下でと

られている.表面に平行な速度(Vtt) は20倍変

化する 3t)

指摘した 27)きらに， KLLオージェピークを詳しくみ

るとKoLLとKtLLピーク，すなわちK殻に電子がない

ときのものと，一個あるときのものに分けられる.む

ろん前者の過程が起こった後に，後者の過程が続く.

従ってもし入射イオンが固体中にあれば， KtLLオー

ジェ電子を出すと きの方がKoLLオー ジェ電子を出す

時より固体内深くに進入しているため，固体からの脱

出確率が落ちピーク収量が落ちるはずである.果たし

て，実験結果は入射角を大きくしてやったときの後者

のピークが相対的に小きくなり，国体内からの寄与を

支持する結果が報告された28)

しかし入射速度が非常に遅いときには表面の上で電

子を出しているものと，下で出しているものの両方が

見えるということも報告されはじめた29)30) 最近は，図

7に一例を示すように非常に入射エネルギーを落とし

た場合のKtLLピークの中の構造，つまりL殻の埋まり

具合をX線の時と同じように議論して，入射エネルギ

ーを下げていくとL殻に多くの空孔が開いた電子配置

からのオージェ電子が増加することが指摘されるに到

っている 31)

Oak Ridge国立研究所のグループも入射イオンの角

度依存性やシミュレーションから電子がL殻に直接入

る固体内での大きいことを見いだした 32)その後イオ

ンをすれすれに入射させて，表面の上で放出される電

子を観測することに成功した.ただしその割合は彼ら

の入射エネルギーが60keVと高速であるため，イオン

入射角が0.20

のときでも 1割程度である33)川 町 .

Hahn-Meitner研究所でも以前よりオージェ電子が

観測されているが36)37)，最近彼らは，オージェ電子エネ

ルギーのDoppler効果を議論するときには，団体内か

第 61号 (1996)

ら放出されるオージェ電子のピークのシフトを考慮す

る必要のあること"にさらに，オージェ電子の観測度依

存性の実験から入射エネルギーが135eVといった低速

イオンの場合でも，おもに国体中で電子を出している

との解釈を主張しており 39)，まだまだ議論の余地があ

る.

しかしながら，これらをまとめると，表面の上では

「ホローアトム」は一部はAuger-Decayするが，大部

分は国体の中で電子を放出するということに落ちつい

てきた.いずれにせよ「ホローアトム」が生成されて

もすぐに固体内にぶつかってしまうという筋がきであ

る.実際今まで報告されてきた実験データは，おもに

この死に際を捉えたものでしかないということになる.

最近ではこの固体中で一度 rpeeling offJによって外

側の電子をはがきれ， M殻やL殻に直接電子が供給さ

れた状態で，実際に観測にひっかかっているものを，

やや苦し紛れに「第 2世代のホローアトム」と呼ぶ場

合もあるようである 現在は残された未解決部分であ

る「固体に入ったときどのようにターゲットの電子が

直接イオンへ入るか」という問題が， エネルギーマッ

チング等の点から盛んに議論されている州.

B.絶縁体・誘導体表面との相互作用

今まで見てきたように，金属表面であるかぎり，た

とえ表面にすれすれに低速多価イオンを入射しホロ

ーアトム」が生成されたとしてもそれを真空中へ取り

出すことは容易ではなく rホローアトム」自身の固有

の寿命より短い時間でつぶれてしまう.これを避ける

方法は，表面に非金属を選ぴ(やはり鏡像力は働くが

やや小さい)，しかもすれすれに入射する確率が大きい

ようにしてやり，さらにぶつかる前に相手の表面が無

くなれば良い!という考えに我々のグループでは到っ

た.そこで，最近、我々はA1203でできた穴の直径編約

100nm，厚さ10μmの，断面が周期的な蜂の巣状の構造

を持った，あなぼこの集合体(ここでは，マルチキャ

ピラリーと呼ぶ)をターゲットとして選んだ.

具体的には，東大核研のHyperECRイオン源からと

りだした低速多価イオン， 9keV /amuNe9+をこのマル

チキャピラリーに軸方向に通し，通過して出てくる入

射イオンから出るKL-X線をターゲットの下流でSi

(Li)検出器により測定した47) すると，図 8に示すよ

うに，ターゲットの入り口側を覗いたときに観測され

る，普通の二体衝突によりK殻の空孔が作られた後放

出きれるX線に比べ，ターゲットを通り抜けたものが

出すX線のピークエネルギーが50eVほど高い方へず

17 



ギーイオンの場合は，弾性衝突による核のはじき出し

が主な機構である(核的励起にさらに高エネルギーに

なると電子励起の寄与が大きくなり，そのエネルギー

は，ターゲットの電子の電子励起やイオン化によって

ターゲットに移る(電子的励起>.ただし標的が金属で

ある場合は(最近注目されている特に重い高速イオン

の場合叫を除けば)，格子が加熱されるだけで，電子励

起の照射効果は，絶縁体や半導体に限られる.

ところが，多価イオンビームの場合は，標的に与え

るエネルギーが前述したようにイオンの中性子に伴う

ポテンシャルエネルギーである そこでこの結果引き

起こされるスパッタリングを総称してポテンシャルス

パッタリングと呼ぶことにする.

その中味についての研究はまさに始まったのである

が， Parilisらのグループによってかなり以前から唱え

られていた粗いモデルとして次のようなものがある州.

標的が一度に電子を多数個失い，それが周りから供給

きれなければ，電荷的には局所的なチャージアップが

おこる.その結果，結合を担っていた電子が無くなっ

てしまい，核同士がバラバラになる.こうなると核の

正の電荷どうしがクーロン反発を起こし，結局はパラ

パラにそれぞれの核が飛び出す「クーロン爆発」が予

想されるというものである.これはまさに運動エネル

ギーの寄与が小さい低速の多価イオンについて顕著に

現れるはずである.初期の頃はこれを支持するような

報告も見られたが，例えばS.T.deZwartらが清浄表面

のSiに20keVのArQ+(q = 1-9)を打ち込んだときには，

入射価数qが増加するに従って 2次イオン収量は増

加したものの，中性原子を含めたスパッタリング収量

については，全く影響を受けず，一定であったと報告

されている“このようにモデルに対する結論ははっ

きりしていなかった.

最近この検証実験が， LiF表面を使って行われてい

る.LiFについては，電子分光， 2次イオン収量，入射

イオンの出射角度及ぴ電荷といった多くの観測を，欧

州|の研究グループがプロジェクト的にそれぞれ分担し

て行っている.LiFは，従来よりバンド構造が良く分か

っていること，電子や光照射のデータが揃っているこ

と，金属以外のターゲットで必ず問題になる表面のチ

ャージアップが，数百度に加熱することによって回避

できるといった利点がある.このなかでHP.Winter，P.

Vargaらのグループは， 100-1000eVのArl
-
9+をLiF表

面に入射したときのスバッター収量を測定した22) 結

果は全スバッター量のほとんどは中性で，入射イオン

価数が上がると，ほぽポテンシャルエネルギーに比例

れていることが観測された.さらにその寿命をビーム

フオイル分光のようにX線放出の位置依存性を測定す

ることによって求めた.すると，この状態の寿命は約

1ns程度と，一般のK殻に穴が聞いた場合の寿命に比

べ，非常に長いものであることが判明した.M殻より

外の電子配置についての情報はこの観測だけでは得ら

れないため価数等は不明であるが，我々はこれは高励

起準位に電子が配置しK殻やL殻に多くの空孔がある

ような状態，つまり「ホローアトム」に近いものを観

測しているのではないかと考え，例えば， ls2s2p.Pとい

った， ls， 2s， 2p準位に， 1個ずつスピンの向きが揃っ

た電子が入っている，スピン多重度の高いコアの配置

をとっているのではないかと予想している.
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次に反応する相手が金属で無ければ，相手の媒質の

方は反応によってどうなるのか.ここでは，スパッタ

リング現象という観点から考えてみよう.荷電粒子が

固体標的に衝突する際，エネルギー付与の結果として

2次イオンや中性粒子が標的表面から放出される.イ

オンの価数が低い時にはこの付与されるエネルギーの

源は入射粒子の運動エネルギーである.従ってこれを

カイネティクスパッタリングと呼ぶことにする.この

従来から知られているカイネティクスパッタリングの

機構は，大まかに言って 2つに分類される.低エネル

，>.Lι 
寸 ー化線射放18 



してその収量が増加することが観測され，ポテンシャ

ルスパッタリングを実証した.ただしその生成機構に

ついては，多価イオンによる電子の引き抜きがあり，

これによって出来る電子・ホール対を経て， Hあるいは

Fセンターができ，最終的には中性のフッ素が飛び出

るという過程を想定した.彼らは，この過程以外に，

特にクーロン爆発による影響を取り入れる必要はない

としている.

さらに，最近我々の見いだした，応用的にもたいへ

ん興味ある研究例を紹介しょっ州47) 我々はフラーレ

ンや酸化銅といった半導体及ぴ絶縁体表面にmini-

EBISからとりだしたAr←16+などの低速の多価イオン

を入射したときに放出される 2次イオン収量分布，及

ぴそのエネルギ一分布を測定した.当初はこれらのフ

ヲーレンがどうバラバラに分解するかを検証できるの

ではという目的で始めたが，実際測定してみると，驚

いたことに，分解生成物に比べ圧倒的に水素が多く観

測された.もちろん高エネルギ一入射のSIMSやESD

(電子励起脱離)を測定する際にも，水素が多く出て

くることはおなじみと思う.

ところが図 9に示すように，多価イオンの場合はそ

の収量は価数の約 5乗に比例して増加したのである.

つまり 4価入射のときに比べ， 16価入射ならば，なん

と45=1000倍に増加した.これは検出効率も考慮に入

れると，実にAr16+では，入射イオン 1個あたり， 0.3個

以上の水素が検出できたことを意味する.この水素は，

おそらく表面に吸着した有機分子の不純物に起因する

ものと思われる.
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図9 500eVおよび4.8keVAr入射のときの水素原子

収量の入射価数依存性.実線および破線はそれ

ぞれq“， q3・8のラインを表す州.

第 61号 (1996)

しかも図10に示したように，検出される水素の運動

エネルギーを見ると，入射エネルギーを上げたときに

観測されるいわゆる核的励起によりはじき出されたエ

ネルギーを持つ成分は低速の時には全く消えてしまい，

ポテンシャルスパッタリングによる低エネルギーの成

分のみが残り，我々の観測している現象がイオンの運

動エネルギーに起因しているものではないことを確証

した.

ここで少し起こっている過程をCOBモデルに基づ

いて考えると，多価イオンは表面上のある有限領域か

ら電子を引き抜く.この時イオンの価数が高くなると

それだけ表面から離れたところからも引き抜けるよう

になるため，電子が引き抜かれる領域もそれにつれ大

きくなる.従ってqが大きくなっても実は表面上の電
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荷密度は変化しない.そのかわり大きな領域から電子

が奪えるようになるだけである.従ってポテンシャル

スパッタリングは起こるが， qが大きくなっても，局所

的なチャージアップの度合いが増加するということは

なさそうである.さらに時間的には，入射イオンが表

面にぶつかる前に多電子移行が起こると考えられる.

我々はこの研究を押し進めて， UHV条件下の清浄表

面を使ってこの観測を行うため，現在実験準備中であ

る.これにより，もう少しH原子の素性や吸着について

の情報が得られるものと思われる.また将来的には金

属表面上に簡単な有機分子が乗った場合どうなるのか，

そのときの金属への吸着の仕方による影響はどうなる

のかといった化学的な興味に答えることのできる大き

な領域に広がることを期待している.水素検出法とし

てはこの多価イオンは超高感度であることがすでに実

証された訳で，応用分野でも，従来むづかしかった表

面吸着水素の検出の強力なtoolとなる可能性がある.

さらに，応用という点では，多価イオンは，表面で

止まって大きなエネルギーを解放するため，言い替え

れば，表面第一層だけを改質し全くバルクを損傷しな

いという点で徴細加工にとって理想的である.

Lawrence Livermore国立研 (LLNL)では， SEM， 

AFMなどを使って低速多価イオンで照射された有機

高分子材料表面を観測している.通常のイオンビーム

に比べ，ずっと小さい穴が得られることが報告されて

おり，これを将来の徴細加工技術に応用しようという

提案がなされている州.

c.気相分子との相互作用

表面を離れて，気相分子との反応も，非常に興味あ

る領域である. しかしまだ手がつけられ始めたばかり

で報告例も限られている.基本的には，多価イオンが

分子に近づいた場合にも，分子中の電子が一気にはぎ

取られる結果，核の正電荷同士のクーロン反発をおこ

して解離する.このときバラバラになった粒子の飛ん

で行く方向とエネルギー，粒子種等が同時測定できれ

ば，分子の核の振動や回転に比べ，電子がはぎ取られ

る時間は十分に短いため， もとの爆発時の核配置がス

ナップショットで測定できるはずである.

これは良く研究が進んでいる電子あるいは光による

分子解離が普通 1個の電子だけをはぎ取るのとは大き

く異なる.むしろこのようなアイデアは，数MeVの高

エネルギーにまで分子イオンを加速し，これをフオイ

ル等の固体中を通過させることにより，電子をはぎ取

ってクーロン爆発させるという手法が従来より良く知

20 

られており，こちらに近い州.

しかしながら，さきに述べたようなパラメーターす

べてを同時測定する技術を開発するのは容易ではない.

前回の多価イオン国際会議で報告されている

Gronigenからの報告例50)51)では，解離時に放出される

電子をスタートとし，解離イオンを位置，時間検出多

粒子検出器で検出し，それぞれを同時計測するという

大がかりなものや，解離イオンの生成場所によるポケ

を小きくする特別に開発した反射型質量分析器と呼ば

れるものを導入したりといった工夫がなされている.

H20，H2，CO分子などについての結果は単純なクー

ロン爆発モデルからのズレが観測されており，いくつ

かの中間状態等を導入する必要があることが示唆され

ており，これからの発展が期待できる.

さらにArs+と気相のC60との反応も報告されてい

る11) 衝突後のイオンの電荷と， C60が解離したイオン

の時間飛行スペクトルの同時測定が行われた.近接衝

突のときは，フラーレンがバラバラに壊れ，C¥C2+，C3 + 

が生成きれ，遠方をかすめたような衝突では， COBモ

デル的にイオンは電子を静かに奪い，フラーレンの多

価の， C606+などが作られることが，観測されている.

4. その他の興味について

以上多価イオンの物質との反応という点から紹介し

たが，最後に，これ以外の研究についてもざっとかい

つまんで並べる.実は，これらこそが多価イオン研究

のもう一つの柱である.

・勿論，原子物理の興味は，やはり原子衝突である.

多価イオンと衝突する相手として電子，申性原子

等色々であり，この分野の人口が最も多い.この

うち電子との衝突のデータは，現在CoolerRingお

よび， EBISを使ったものが最新のデータを供給し

ている.さらに中性原子については従来から活発

に測定されてきた多電子電荷移行過程などが盛ん

に議論されている.

もう一つの大きな興味として， QEDチェックが挙

げられる.多価イオンは核の電荷が大きくその近

くの準位は，もっとも理想的なQEDチェックの物

理量である.このため 1電子系 (H様)の基底状態

の結合エネルギーや 3電子系 (Li様)のラムシ

フトの分光測定などが試みられている.大型加速

器で高エネルギー多価イオンを作る場合には，一

般に高速で飛んでいるが故のDoppler効果のため

に測定精度が悪化してしまう.従って，一度加速

して出来たものを再びCoolerStrage Ringに入れ

放射線化学



て減速する方法がドイツのGSIで，また初めから

EBITのようなイオン源で作り出してしまう方法

が米国のLLNLで試みられている.

さらに精密質量測定によるQEDチェックも注目

されている.これはイオントラップとの関連で興

味ある実験であるが，裸のイオンと 1個電子を持

ったイオンの質量の差こそ まさにls電子の結合エ

ネルギーに相当し，例えばウランの場合130-140

keVにもなる.これを精密に測定することにより

まさにQEDチェックに使おうというものである.

すでにぺニングトラッフ。にAr1ト 18+を貯めた例が

報告されており，物質にして10-9の精度，結合エネ

ルギーにして%オーダーの精度が得られている.

これは，さきに述べたUのls電子のラムシフトの

測定精度の 2倍程度の分解能にまで達しているこ

とになる52)

・また核物理と原子物理の境界領域として，束縛ベ

ータ崩壊が挙げられる.一般的にはベータ崩壊は

放出される電子は高エネルギーを持って原子から

飛び出すものと考えられている. しかし前者は核

の周りに電子が詰まっている普通の原子の時には

ベータ崩壊できなかった核子が，核子の周りのK

殻に空孔が存在すると，ここに崩壊時の電子がト

ラップされるという過程が新たに出来，ベータ崩

壊するようになるというものである.このような

状態は以前から予言されていたが，実験的には観

測することができなかった. しかしながら多価イ

オンをStorageRingに貯めることが可能となり，

1992年に163Dy66+が初めて，最近187Re75+の崩壊が

観測された間同.

5. おわりに

浅学なために付け焼き刃な知識の羅列に終わってし

まった箇所も多いが，多価イオンの魅力が少しでも伝

わればと思う.この分野の研究者人口は筆者も含めて

どんどん増加している. もう大体のことには手がつけ

られているように一見思えるが，実は， もっとも基本

的な金属表面との反応にやっと筋書きが見えてきただ

けである.他の有機系との反応などの部分はほとんど

手つかずである.従ってこれから頑張れるチャンスも

大きいのではと甘い期待を抱いている.

最後に筆者のグループのリーダーである小牧研一郎

教授，山崎泰規教授，および博士課程大学院生の角谷

暢一氏，二宮史郎氏に心から感謝を述べて締めくくり

fこし¥
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〔解説〕

研究炉における中性子ビーム利用の足跡と展開

1.はじめに

研究用原子炉は，原子力研究開発の繋明期から研究

のための中性子源として常に主導的な役割を果たして

きており，照射実験やビーム実験において計り知れな

い大きな貢献を行ってきた.特にわが国の中性子ビー

ム実験に関しては，これまで日本を代表する日本原子

力研究所(以下「原研」という)の]RR-2と京都大学

のKURの利用を中心に，長年にわたって基礎研究が育

まれてきた.これらに代わって今，高性能汎用炉とし

て更生った原研の]RR-3Mが，わが国の中性子ビーム実

験センターとしての重要な役割を担っている.利用が

開始されてから僅か 5年足らずであるが，世界的に見

ても 5本の指に入るといわれている強力な原子炉中性

子源と冷中性子源のお陰で， 研究の環境が飛躍的に向

上し，すでに優れた研究成果が相次いで報告されはじ

めている.ここでは，その]RR-3Mを中心に，中性子

ビーム利用の概要及ぴ現状について述べることとする.

11.原子炉中性子源とその利用

1.中性子の発見

昨年10月，仙台国際センターを会場として全世界の

中性子散乱研究者を一堂に会して聞かれていた中性子

散乱国際会議(ICNS)の会場に，中性子散乱研究のパ

イオニアであるブロックハウス (Brockhouse)とシャ

ル (Shull)両教授のノーベル物理学賞の受賞が報じら

れ，会場は喜ぴと興奮の渦に包まれた.スピーチの多

くがこの話題に触れる等，まるでこの会議がノーベル

賞受賞に合わせて準備されていたかのような趣であっ

たと，伝えられている.受賞については，朝日新聞の

科学欄をはじめとする多くの新聞紙上に紹介の記事が

報道さていたことから，ご記憶の方も多いと思う.x線
ビーム利用の分野では，既に1914年にラウエ (Laue)

が， 1915年にブラッグ(Bragg)が受賞している.それ

だけにX線に比べ大きく遅れをとったが，ようやくこ
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こにきて中性子ビーム実験が市民権を得ることができ

たと言うことで，関係者にとって大変明るいニュース

であった.

中性子に関する最初のノーベル物理学賞は， x線の

発見に遅れること40年後の1935年，中性子の発見に対

して英国の実験物理学者チャドウイック (Chadwick)

に贈られた.この発見に至るまでの間に大きな研究の

進展があった.まずはじめにラザフォード (Rutherfor-

d)が，原子核中には陽子とほとんど同じ質量を持ち，

電気的には中性の粒子が存在しているのではないかと

予想した.もしそういう中性粒子が存在すれば，同位

体について，その原子核の陽子の数は同じで，中性粒

子の数の異なった原子核を持つ原子として説明できる

からである.1930年にポーテ (Bothe) とべッカー

(Becker)が，翌年キューリー (Curie)夫妻がα線を

ベリリウム (Be)に当てると非常に透過性の強い放射

線がでることをいち早く見出していた.最初この放射

線はX線ではないかと思われていたが，チャドウイッ

クはこの放射線を詳しく調べ，それがX線に比べて異

常に透過性の強いことと，それを水素原子に当てると

水素の原子核がはね飛ばされることから，それが質量

を持った中性の粒子であると結論し，水素の反跳の様

子から，この粒子の質量がほぼ陽子の質量に等しいこ

とを証明した.彼はこの中性粒子に「中性子」の名を

与えた.

中性子の研究において，忘れてならないもう一人の

ノーベル物理学受賞者としてイタリア生まれの原子物

理学者フェルミ (Fermi)がいる.フェルミは， 1932年

にチャドウィックが発見した中性子を用いて原子核を

変換する研究を行い，画期的な成果を挙げた. とくに，

超ウラン元素の存在を予言し，また中性子と原子核の

相互作用の理論を展開させた彼の研究は，のちの原子

エネルギーの解放，原子爆弾をもたらした.第二次世

界大戦中，フェルミは原子エネルギ一計画に参加し，
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理論と実験の両方面にわたる最高指導者の一人として

活動して， 1942年，フェルミ炉と呼ばれる世界最初の

原子炉を建設することに成功した.中性子照射による

人工放射能の発見および遅い中性子による核反応の発

見に対して， 1938年のノーベル物理学賞が贈られた.

2.主な中性子源

きて，その中性子の線源としては，現在放射性同位

元素(RI)，加速器，原子炉が実験の用途に応じ，それ

ぞれ使い分けられている.このうち古くから使われた

方法として，ラジウム (Ra) とかアメリシウム (Am)

のようにα線を自然放出するRIの直ぐ側にべリリウム

を近づけると，中性子が発生するので，これを利用す

る.このRIとべリリウムの組み合わせは， 1930年ごろ

から最近まで，手軽に中性子源を得る方法として使わ

れたが，現在ではもっと便利なものとして，人工的に

作られた超ウラン元素のカリフォルニウム (Cf)の利

用がある.これはべリリウム等がなくとも直接自らが，

たった 1グラムで小型の原子炉並の強い中性子を出す.

しかし，半減期が2.65年と短く法外な値段であること

から特殊な用途がない限り経済的には引き合わない.

次に加速器といえば，今では原子核を専門とする研

究者にとって欠くことのできない実験道具である.加

速され大きなエネルギーを持った電子または陽子をタ

ングステン (W)あるいはウラン (U)のような重い元

素でできた標的に当てると，そこから中性子が発生す

る.昔は原子核の実験に使われていた道具がいまは中

性子を作る実用装置として使われるようになった.最

近では電子の代わりに，陽子を使った大強度加速器が

登場している.この装置で得られる中性子の強さは間

欠的であるが，瞬間的には原子炉に匹敵するか，ある

いはこれを超えるものが作り出されるようになった.

一方，今日中性子源として最もポピュラーに使われ

ている原子炉は，目的によっていろいろな種類がある.

主に中性子ビーム実験や照射実験を目的とする研究用

原子炉(以下「研究炉」という)の場合は，できるだ

け強い中性子が得られるよう，炉心の中性子密度を高

めるため235U濃縮度の高い燃料を用い炉心をコンパク

トにする設計上の工夫がなされている.核分裂で生じ

たばかりの中性子は高速中性子と呼ばれ，数メガボル

ト(MeV)のエネルギー，つまり速度に換算すると秒

速数万キロメートル，光速に近い速さで飛ぴ出してく

る. しかし，こんなに速い中性子は，他の原子核と核

反応を起こしにくいため「減速材」と呼ばれる軽い原

子核でできた物質に当てて，速度を弱めてやる必要が
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ある.減速材でその温度にふさわしいエネルギーに調

整された中性子は，減速材の温度が室温のときは「熱

中性子J，温度が絶対温度20度の時は「冷中性子」と呼

ばれる.この減速材としては，中性子と同じ質量を盛

った原子核，つまり水素の原子核が適している.水素

をたくさん含んで安価なものとして水(軽水)がある.

ところが，少し都合の悪い点として，水素の原子核，

つまり陽子は自分自身が中性子を取り込み重水素に変

わるため，速中性子を減速する一方，中性子をある確

率で吸収する欠点を有している.そのため，水(軽水)

に比べ少し減速能力が落ちるが，中性子をほとんど吸

収しない重水素でできた重水 (D2u)の方が効率がよ

い.これが，研究炉で重水がよく重宝される所以であ

る.

さて，中性子の強度については，炉体内の 1平方セ

ンチの面積を 1秒間に通過する粒子数をもって表し，

これを中性子束と呼んでいる.例えば，高性能な研究

炉の場合，その中性子束は場所によって異なるが， 1015 

n/s/cm2に達するものもある.ところが，これだけの中

性子が全部実験に使い得るとなると実験者にとって誠

にうれしい限りであるが，実際にビーム実験の位置に

おける中性子束は，かなり減衰しており，高々109n/s/

cm2ぐらいである.この数を少しでも増やそうと，競っ

て工夫が行われているが，限界に近くなかなか良い結

果が期待できないのが現状である.ところで，このよ

うな高性能な研究炉はめぽしいものだけでも，現在世

界中に10基ぐらいある.原研の改造炉]RR-3Mもその

一つに数えられている.原研の研究炉の諸元を表 1に，

]RR-3Mの施設鳥撒を図 1に示す.

3.研究炉の利用九九 3)

一般に研究炉は，中性子源としての利用のほかに，

表 1 原研研究用原子炉の諸元

原子炉名綜 ]RR・2 ]RR・3M ]RR・4 JMTR 

g 約
ピーム実・ー.I!章者 ピーム.・a.信4者 遭奮.・.歓鮒化 鎗将斜照射.

斜照射.悶鰻遭 斜照射.Rl鍵遭 分割1f.8:宵- RI.iI 

..ゥ，ンa水続適 .."ン包水線適 ..守，ン・ホ減速 ..ゥ，ン‘水厳重

露 軍民 冷却タンク盟 冷.プール..  水 冷却スイミングプ 冷却~ンタ11

度射4寧付 ール量

臨界年月日 昭和35年10月1日 平成2隼3月n目 昭和40年1月21日 昭和43隼3月初日

.大e出力 10MW 20MW 3.5MW 鈎 MW

量旭中佳子車 2XI0" 3xlO" 7x10" 4xI0" 
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図 1 JRR-3M原子炉施設

表 2 原子炉中性子の利用

利用項目 利用目的 利用の特徴など

中佳子散乱実検 &礎的物性研究 個別目的の裳置の殴置

結晶4肩透.1Il気情途 -中佳子園針装置

修子.動.分子相暗遺 -中性子小角敏乱量産置

-中性子トポグラフィなど

中?ム置中佳子山グラ 非厳司量検査.金属などの中の水・泊 動的等動解明用

フィ などの含水無物質の司書動調査 テレビシステム

即発 7線分析 S置盆元来の定住・定盆分析 多元来岡崎非磁調R分析

低ya車照射喝

医11・生物照射 脳血11及び皮膚衝の治疲照射 低y.・広い照射喝

生物への中性子照射効果研究

II!斜・卒者斜 経水炉用車E斜・材斜の安全性研究 多様な照射条件

照射鉱厳 高温ガス炉など慾斜・材料の開発研究 照射中の計測制"

4重融合炉用材料の開発研究

照 放 射 化 分 析 後Jt不純物の定住・~盆 微量J;tfヰの照射

射 環境鼠斜などの定性・~畳分析 簡便照射

事j
生物E式科などの分析

RI創造 医11・工費量用及び研究用 RIの創造 定常的利用
用

被圏直合炉用銀斜の銀法研究 出荷予定生成盆・時間の確保

RII国法の研究開発

学場体の段違 シリコンドーピング 鼠斜回転などによる照射盆の

勾一位

進高UlM 船舶用原子炉の開発 鼠厳周辺ii体
逮高E解締法の検証

の E十包の俊正 原子炉篠計量UllIの開発.tt.iE 適正な信号を得るための原子

他 炉出力の飼盛運転

原子炉の遠征訓練 原子炉鐙術者の発成 出力上界.停止などの織り返し

特異なところとして原子炉物理実験，遮蔽実験，計器

校正，原子力技術者の教育訓練等と いった原子炉その

ものを対象とした使われ方がある.さらに，中性子源

としての利用は，中性子の利用の仕方に より「照射利

用」と 「中性子ビーム実験」とに大別される.照射利

用が原子炉の中に試料を挿入してこれに中性子を照射

するのに対して，中性子ビーム実験は中性子を原子炉

の外に導き出して中性子物理実験等に用い る利用法を

L 、J.

これらへの対応は，それぞれの研究炉の特徴，すな

わち炉型や性能，運転方式，実験装置の種類等を考慮
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図2 中性子ビーム実験利用状況

して効率よく利用される.利用目的などの分類を表 2

に示す.

照射利用の分野では，燃料 ・材料の照射試験，放射

化分析， RI製造，半導体の製造等の利用がある.この

ためリグ照射装置，水力あるいは気送力を用いたオン

パワーハンドリング照射装置，均一照射装置等が用途

に応じて使われる.このほかリグ照射装置に比べ，よ

り本格的なパラメータ実験が行えるループ試験装置が

使用されることもある r照射利用」に関しては，本稿

の主題ではないので，これ以上の説明は避け，詳細は

改めて別の機会に紹介させていただくとする.

中性子ビーム利用の分野の場合は，中性子散乱実験，

中性子ラジオグラフィ，即発γ線分析，医療・生物実験

等の利用がある.中性子ビーム実験として最も多く 利

用されているのは，図 2に示すとおり中性子散乱実験

であり，次いで，中性子ラジオグラフィ ，即発γ線分析

と続く .その他，実施例は少なくなるが医療 ・生物実

験，放射線化学，中性子基礎物理研究等に利用されて

いる.また，これらの中性子ビームの利用は， 主に原

研，大学の研究者を中心に，はぽ同等の割合で行われ

ている.実験利用者の数の急激な増加も目を見張るも

のがあるが，既に深刻なマシーンタイム(実験割り、
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図3 JRR-3M原子炉本体

て時間)不足に直面しているのが現状である.因みに，

平成 6年i度においてJRR-3Mを引用した中性子ビーム

実験者数は約13，000人・日であり，実験応募者数は実

にこの倍に達している.また，従来中性子ビーム実験

についての海外との共同研究等は，わが国の研究者が

海外に出向いて実験を行う一方通行の研究がほとんど

であったが， JRR-3Mの完成によって双方向の交流が

可能となり，今ではこの分野の先進国であるヨーロッ

パや米国からの研究者の実験姿を目にすることも珍し

くなくなっている.

4. 研究炉JRR-3Mの概要 5)

研究炉における実験では，主に熱中性子が利用され，

多くの場合大きな中性子束を必要とし，実験の妨害と

なるエネルギーの高い速中性子やγ線の混入は可能な

限り少ないことが望まれるが，利用の目的によっては，

高速中性子や逆にエネルギーの低い冷中性子の利用が

特に重要となる場合がある.

現在，高性能原子炉中性子源として利用されている

研究炉JRR-3M'ま，熱出力20MWの軽水減速，冷却型

のプール炉である.燃料は20%濃縮のU-Al分散型板

状燃料を用いている.中性子ビーム実験のための配慮

が要所要所に施されている.
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図3に概略を示すよう，速中性子成分の少ない良質

な熱中性子を得るため，炉心の周りに大きな重水反射

体のタンクを設けている.そして，この重水反射体の

タンクに取り付ける水平実験孔のビームチューブは，

その先端が熱中性子束分布の最大位置になるように配

置してある.またビームチューブの向きを炉心に対し

接線方向にすることにより，高速中'性子やγ線の混入

をできるだけ抑える工夫もなされている.さらに重水

反射体内に容量約800ccの液体水素の冷中性子源装置

を設け，冷中性子ビームが利用できるようになってい

る.冷中性子源の装置概略を図 4に示す.

炉室内には，精密な角度依存測定を要するビーム実

験装置が数多く配置されることから，装置の空気浮上

のため床面を高精度に磨いた黒花崩岩で敷き詰めてい

る.炉室内で利用される 7本の水平ビーム実験孔のう

ち， 1G-6Gと呼ばれる 6本の実験孔が中性子散乱用で

ある.実験孔コリメータを全開にした状態で，モノク

ロメータの位置での熱中性子束は約 3X 109n/s/cm2 

である.特筆すべきことは，炉室に隣接して50mX35m

の広々としたビームホールを持つことで，原子炉とこ

の間を中性子の全反射を利用した中性子導管を通して

中性子ビームをほとんどロスせずに導いている.これ

によって実験装置は，従来のように狭い炉室の中で互

いにその領域を気にしながら，ひしめき合って設置さ

れる必要はなしこの広い空間を十分に享受すること

ができる.これは，世界的に見て新世代研究炉に共通

した重要な特徴でもある. JRR-3M中性子ビーム実験

装置の配置を図 5及び写真 1に示す.

熱中性子は，水平ビーム実験孔8Tに設置されている

2本の中性子導管T1及びT2(特性波長 2A)を通して

搬送され，冷中性子は炉体の冷中性子源から実験孔9C

を経て 3本の中性子導管Cl， C2， C3 (特性波長 4

-6 A) を通して搬送される.中性子束は冷中性子，

熱中性子導管共に終端で約 2X 108n/s/cm2である.さ

らに各導管には途中 2， 3ケ所の分岐点にビーム取出

孔が設けられており，全体で16ケ所のビーム取出孔が

利用できる.従って，炉室内の 7本の実験孔を加えて，

JRR-3Mでは合計23基の中性子ビーム実験装置が設置

されるわけで，これは従来の研究用原子炉に比較して

約 3倍のビーム実験が行えることになり，結果的に研

究炉 3基分の価値をもたらしたことに相当する.

III. 中性子ビーム実験での利用状況7)

1.中性子散乱実験8)

中性子散乱実験は，試料に入射された中性子の散乱

放射線化学



真空容器

液体水素

減速材容器

第 61号 (1996)

ビーム実験装置

図4 冷中性子源

図5 ]RR-3M中性子ビーム実験装置の配置

写真 1 ビームホール内の中性子ビーム実験装置
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の方向やエネルギーの変化の測定結果から，物質中の

原子配列やエネルギー状態を知り，結晶構造を決定す

ることを主目的とする.これは中性子が原子を構成す

る原子核と相互作用する性質を利用したものである.

また，中性子はスピンによる磁気モーメントを持って

いる.もし，物質中に磁気的性質を持つ原子があれば

それらとの磁気的な散乱の情報から磁気構造も決定で

きる.物質の構造とその観測手段の概略を図 6に示す.

構造と観測手段

一回 bv一制
限
》

10・3

サイズ (m)

図6 物質の構造と観測手段

中性子は粒子及ぴ波動の両方の性質を合わせ持つこ

とから，物質の結晶格子の間隔と同じような波長を持

つ場合には回折を起こし，原子の運動に近いエネルギ

ーの場合には散乱される.このことが，波長やエネル

ギーが物質の持つものに近い熱中性子が使用される所

以でもある.エネルギ一変化を伴わない弾性散乱実験

では，回折現象を測定することにより原子配列や結品

構造が調べられる.一方，エネルギ一変化を解析する

非弾性散乱実験では，エネルギー変化量から物質中の

原子のエネルギー励起等を知ることができる.特に，

長波長や冷中性子が利用できるようになって，生体物

質や高分子等の大きな構造物の解析が盛んになりつつ

ある.

物質の構造を研究する類似の手段として， X線回折

や電子線回折がよく知られているが，これらは核外電

子による散乱のため表面付近の情報に限られる.さ ら

に磁気的な散乱や非弾性散乱の観測ともなると手も足

も出ない.これに対し，中性子は電荷を持たないため

物質全体の情報を得ることができる.従って，最近話

題の高温超伝導体の機構に関連した磁性とゆらぎ(運

動)の研究等において，その威力を存分に発揮するこ

とができる.また， X線回折では，水素のように電子数

の少ない原子の場合，散乱強度が徴弱なるに比べ，中
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性子ではそのようなノ、ンディがないため，水素元素が

主要構成要素の一つである蛋白質や酵素等の生体高分

子の構造研究等にも適している.さらに，中性子は物

質に対する透過性が優れていることから，試料を金属

製のセル内に入れた状態で低温，高圧等の特殊な実験

が可能である.このような中性子固有の特徴を活かし

た中性子散乱実験は， ]RR-3Mの完成によって， 高速

中'性子やγ線の混入の少ない，良質の熱・冷中性子の利

用が可能となり，加えで性能の良い実験装置や検出器

の実現とが合侠って，格段の飛躍を遂げている.

中性子回折，散乱装置を大別して，エネルギー積分

型 (D-型)とエネルギー分析型 (s-型)にわけること

ができる.前者は運動量空間でのスペクトルを観察し，

結果は物質の平均構造についての情報を与える.後者

はエネルギー運動量空間でのスペクトルから物質中の

励起エネルギーやランダムな運動の緩和定数等の情報

を与える.D型には 4軸回折計や小角散乱装置，中性子

カメラ等が含まれる， s型には 2軸回折計に結晶アナ

ライザーを付加した 3軸分光器や飛行時間 (TOF)分

析による分光器等が含まれる. ]RR-3Mにはこれらの

多様な組み合わせによって利用者のそれぞれの研究目

的に合致した回折，散乱装置が選べるように整備され

ている.表 3に各装置の分類とその特徴を示す.

以下に最近]RR-3Mで得られた中性子散乱実験の成

果のいくつかについて概説する.

(1)高温超伝導体の研究9)

図 7は，中性子散乱実験の結果得られた高温超伝導

体YBa2Cu306+O結晶と磁気構造を示している.銅

(Cu)イオンの持つ磁気モーメント(矢印)が互いに

逆方向を向く「反強磁'性構造」をとっている.この銅

イオンの特殊な反強磁性相関が高温超伝導が起こる重

要な要因と考えられている.

中性子非弾性散乱実験を行うことにより，この相関

の性質を直接観察した結果の例を図 8に示す.この図

は，実験孔5Gに設置した偏極中性 子散 乱装置

(PONTA)により得られたもので， 60Kで超伝導を示

すYBa2Cu306.75と，銅イオンを非磁性の亜鉛 (2n)イ

オンで 3%置換した超伝導を示さないYBa2Cu2.92no・1

06.75の「磁気ゆらぎ」の測定結果の比較である.低エ

ネルギーにおいて，両者のゆらぎに大幅な違いが生じ

ているのは，高温超伝導体と銅イオンのもつ特殊な反

強磁性相関状態との密接な関係を示すものであり，高

温超伝導メカニズムの解明への重要な手がかりを与え

fこ

(2)酸素単分子層の磁気相転移の研究10)

放射線化学



型 機 視 略称 ビーム孔 性能・符徴など
粉末回析装置 HRPD 1G A d/d~O.∞2 

中性子園折E十 叩 8I X....:・.... ~:l . G ~A 二 ビPーSムo角25度cm分×叡205.c3m度X2台

粉末回街装置 KPD T 1-3 4X10-~<0 く5

一輸固銃計 KS 0 Tl-2 4X10・どく0<5

SANS-J C3':"'2.，i:;;・.1 2X10・;jくQく2

ひ型 小角倣乱装置 SANS-U Cl-2 5X10・4く0<2

ULS Cl-3 10・5<0<10・3
5単位倣乱型 01 V E..'"，ゃ '.T2-1' ピデコヲ方式

ctt笠子回続カメラ NDC Tl-4-2 写真方式(TL 0シート)
PNO 3G叩 トポグラフィー
PNO 3 G ~- . ':，:: .:; 2結昆型

中佳子干渉計 ULS Cl-3 2結局型
MINE C3-1-2 多居眠型

TAS-1'" 2 G :~~.~ ~;:i::~' f;~~1~~ 10・2くQく10

GPTAS 4G 10・1くEく102

PONTA 5G AE孟0.2meV
TOPAN 6G 

s-型
三軸型分光鑓 HER C1-1 10・2く0<10

:'L TAS : 駒~.~ ーと2三i1喝;:
10・1くEく102

~~~単位置宣乱型 AEミ0.02meV

HOR T 1-1 10・2くQく5

AO--..Q.∞5 
T AS":' 2;t :'1' 2￥ 4・•• I:.:;i- AE孟0.2meV

特殊偏極解析装置 NSM 
C2-2 

10・3<0<10・1，10・3<E<10・1

NSE 10・3くQく10・1，10・5<E <10・1

中佳子治光箆 AGNES C3-1-1 10・1くQく2 ，10・2くEく5、
一一一~

表 3 中性子回折・散乱実験装置

図7 高温超伝導体YBa2Cu306+Oの結品と磁気構造

酸素分子はスピンS=1を持ち， 黒鉛表面上に物理

吸着させることにより，図 9のような純粋な 2次元反

強磁性体をつくることができる.図10は，冷中性子導

管C1-1に設置した高エネルギ一分解能三軸分光器

(HETAS) を用いて測定した7Kでの磁気散乱であ

第 61号 (1996)

，-.、

.L 

;、 150
f、 ー。-YBa.Cu.O"旬

R ーー-YBI.Cu...Zn..，O師

制 100

制
同 I • 

語 50 

トト
相
fト 。。

20 40 60 

エネルギー(me V) 

図 8 超伝導を示すYBa2CU306.75と銅イオンを非磁性

の亜鉛イオンで 3%置換した超伝導を示さない

YBa2CU2・9ZnO・106.75の磁気ゆらぎ

図 9 酸素単分子層を黒鉛表面上に吸着させた反強磁

性体の原子構造
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図10 黒鉛表面上に吸着させた酸素単分子のε相に観

察された磁気ブラック散乱

|←一一約 220A 

図11 測定した中性子散乱強度を基に得られたB型肝

炎合成ワクチン粒子のモデル

り，短波長側に裾を引く 2次元系特有の形状を示して

いる.この系は， 11.9Kで格子歪みをともなった 1次磁

気相転移を示すことが観察された.

(3)8型肝炎ワクチンの研究11)

B型肝炎ウイルスをそのままワクチン化するのは危

険を伴うため，遺伝子組み替えによりウイルス表面蛋

白のみを酵母菌により発現させる.そのため，ワクチ

ン粒子には肝炎ウイルス由来の抗原体の他に，酵母菌

由来の脂質や炭化水素鎖が一緒に発現される.そのよ

うな合成ワクチンを異なる重水バッファ中において，

冷中性子導管C1-2の 2次元位置測定小角散乱実験装

置 (SANS-U)を用いて測定し，求めた抗原蛋白の分
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布の解析から図11に示すようなB型ワクチンの粒子モ

デルが得られた.

(4)Nd2Fe17系窒化物の磁性研究12)

従来の研究からRxMy系 (R:希土類，M:遷移金

属， x = 1 -2， Y = 2 -17)金属間化合物が実用性の

高い永久磁石材料であることが知られており，とりわ

けx=2，y=17系磁石が優れている.2/17系化合物に

B， C， N， H等の軽元素を添加するとキュリー温度や

保磁力を向上させることができるので，添加元素の量

や侵入位置と磁性の関係を調べることは材料開発の点

1.8から極めて大切である.このことから，日本の研究者

グループによ って発見された永久磁'性体Sm2Fe17系窒

化物についての磁性研究が，実験孔1Gの高分解能粉末

中性子回折装置 (HRPD)を用いて行われた.この窒

化物の結晶構造を調べるために中性子吸収断面積の大

きいSmをNdで置換したNd2Fe17Nx系を用いて実験が

行われた.得られた粉末回折データを用いて結品精密

化プログラムによる結晶構造モデルの解析結果から結

品及び磁気構造と磁性体特性との関係が明らかになっ

た.

(5)Co-Cr磁気記録薄膜における微細磁気構造の研究13)

磁気記録密度は10年で10倍の割合で向上し，最近で

は10Gbit/inch2を実現するための様々な開発が行われ

ている.磁気記録媒体にはこれまで磁性微粒子を塗布

した膜が用いられてきたが，最近磁性薄膜が主に用い

られるようになった.磁気記録には微小磁石の集合体

とみなせる薄膜が必要とされ，この微小磁石のす法に

より高記録密度化の限界が決定されると考えられてい

る.従来，合金薄膜においてはその結晶粒が最小の磁

石になりうるものと考えられており，その実現を目指

してきた.

ところが，Co-Cr合金磁'性薄膜をある基盤温度で作

成すると，その結品粒内に濃度むらを示唆する独特の

微細構造が現れることがNTTにとって発見された.薄

膜の電子顕微鏡写真や核磁気共鳴法による検査の結果，

濃度むらはCo濃度のほぽ100%の領域がナノメータオ

ーダーの縞模様に現れているらしいとの結論を得たが，

徴細構造の素性は明らかにできなかった.そこで，こ

の微細磁気構造の存在を検証し，磁気特性との関係を

明らかにするために冷中性子導管C3-2に設けられた

冷中性子小角散乱実験装置(SANS-J)を用いて実験が

行われた.その結果，図12に示すように，薄膜面内で

は82nm程度の大きさを持つ結晶粒の内部に細長く 8.4

nmX36nm程度の大きさを持つCo濃度の高い磁性粒

子(領域)が存在し，この領域はCr濃度の高い非磁'性

放射線化学
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領域により磁気的に分離されていることが明らかとな

った.図13に示すように，この研究で実証された徴細

磁気構造を利用することにより， 10Gbit/inch2の記録

密度を実現する夢が大きく膨らんだ.この微細磁気構

造を2.5インチのハードディスク装置に使用すること

ができるようになれば，光ディスクの10-100倍に相当

し新聞の朝刊約10年分の情報量を格納することも可能

となる.

図12
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10 
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10 

図13

特定の元素での減衰が顕著であり，世の中で最もよく

使われている鉄 (Fe)やアルミニウム (Al)をはじめ

多くの金属での減衰は小さい.この相違を利用してX

線ラジオグラフィでは困難な又は中性子ラジオグラフ

ィ特有な非破壊検査が可能となる.例えば，原子力分

野への応用として，使用済燃料の非破壊検査，原子炉

冷却材の熱流動現象の可視化等が積極的に進められて

いる.また，工業分野では，航空機関係においてハネ

カムコアやタービンプレードの健全性検査，宇宙工業

でロケット火工品等の機能検査，自動車産業でエンジ

ン内の燃焼，潤滑動作の確認等へ利用されている.医

学，生物学，歯学関係では， X線の利用が主流であり，
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2.中性子ラジオグラフィ 14)

中性子ラジオグラフィは，X線やγ線ラ ジオグラフィ

と同様に物質の透過像を得る技術で，非破壊検査の一

方法として着実に発展してきた.歴史的には古く 最初

の実験は， 1935年にごく小型の加速器が用いられて行

われた.原子炉を利用したものでは， 1956年に英国の

研究炉BEPOにおいて小型加速器より数段優れた画像

が得られている.X線やγ線が主に物質の核外電子と相

互作用するのに対し，中性子は原子核そのものと作用

するためそのエネルギーに応じて元素に固有な減弱特

性を有している.X線が質量の大きいものなら区別せ

ずに写し出すのに対して，中性子は概して軽い物質，

特に水素に対して感度が高い.この様子をよく示して

いるのが図14である.この図には熱中性子とX線の各

元素に対する質量減弱係数が示きれている.X線の場

合はエネルギーに関係なく原子番号に対して規則性を

有し，質量減弱係数が単調に増加している.これとは

対照的に，熱中性子の場合は，水素 (H)，ボロン

(B) ，ガドリニウム (Gd)，カドミウム (Cd)などの

第 61号 (1996)
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図14 中性子とX線の質量減弱係数

中性子が診断等に応用される段階にまだ至っていない

が，かなりの拡がり を見せ始めていて興味深いものが

ある.

JRR-3Mに設置された中性子ラジオグラフィ装置は，

熱中性子 を利用する TNRFと冷中性子を利用する

CNRFとがある.TNRFは撮影室を 2箇所持ち 1箇

所は使用済燃料や照射後のリグキャプセルのように強

い放射能を持った試料の内部観察に用いる.他の l箇

所は放射能を持たない試料，例えばエンジンの観察等

に用いる.特に今後，中'性子のエネルギーの差による

物質の透過度の違いに着目した冷中性子の利用の進展

が注目される.

以下にJRR-3MのTRNFを用いた得られた最近の

応用研究の成果のいくつかを紹介する.

(1)高い解像度のテレビシステムと組み合わせにより，

受動的安全炉や軽水炉における伝熱流動を対象に 1

秒間に30枚の動画像の撮影に可視化に成功している.

またCT(Computed Tomography)で得られた画像の

処理と解析から定量データの抽出等の有用な実験成果

が得られている.

(2)動植物の応用では，植物の根近傍の土壌の中の水分

の定量化や土壌の改良剤として着目されている吸水性

ポリマーの効果確認等に威力を発揮している.特に，

非破壊で時系列的に測定で、きる点で他の実験法より優

れている.

(3)埋蔵文化財は発掘後保存のため処理がなされるが，

処理の前に文化財の内部及ぴ外部の状態を確認してお

く必要がある.この際，当然のことながら文化財を傷
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写真 2 鏡の中性子ラジオグラフィ

つけることは許されないので非破壊的手法に頼ること

になる.X線ラジオグラフィの検査も行われるが，素材

が金属である鋳造物の場合には，その内部の状態の観

察は難しい.これに対し，中性子ラジオグラフィの場

合には，金属あるいは金属容器内の有機物の確認が容

易である.写真 2は鏡の中性子ラジオグラフィを示し

ている.紋様等は，外観から観察できるものとあまり

変わらないが，内部の錆の発生様子がはっきりと確認

できる.

放射線化学
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3. 110発γ線分析15)

中性子の利用として有力なものに，放射化生成核種

の壊変γ線を測定する放射化分析がある.多元素の同

時非破壊分析として広い分野で利用されているが，最

近は，中性子捕捉反応時の非常に短時間(10-14秒以内)

に放出される即発γ線を測定する即発γ線分析が有用

になってきた.即発γ線分析は放射化分析法では困難

なH，B， N， Si， P， S， Cd， Gd等の分析を特長とす

る.本分析方法は，これまで良好な中性子源が得られ

ないこと等から研究例も少なく，歴史が浅いことでま

だ一般的なものになっていなかった. しかし近年，冷

，中性子源や中性子導管が整備されたことから，分析感

度及ぴ検出限界が飛躍的に改善され，海外の主要研究

炉でも即発γ線分析の研究が盛んに行われるようにな

った

]RR-3Mに設置された装置は 1台を移動すること

により熱中性子と冷中性子の両方が使用できるように

なっている.分析感度は冷中性子ビームポートの方が

約10倍高い. ]RR-3Mの即発γ線分析装置およびそれ

による元素の分析感度と検出限界のフ。ロットを図15と

図16に示す.

図16から分かるように，ポロン (B)が最も高感度な

元素で， ppbレベルでの非破壊分析が可能である.これ

までに，原子炉材料，岩石， ~員石，生物，環境試料等

のBの定量や]RR-2を使って行われるホウ素中性子捕

捉療法 (BNCT)による脳腫蕩治療の際の血液及ぴ腫

第 61号 (1996)
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図16 ]RR-3M冷中性子ビーム即発γ線分析装置の分

析感度と検出限界

傷組織中の10Bの定量に利用されている.また，即発γ

線分析は有害元素のCd，Hgに高感度てゆあることから，

毛髪，米等の各種環境試料の元素分析にも利用されて

いる.

水素 (H)は材料科学的に重要な元素であり，また地

球化学的にも水分として重要である.冷中性子を利用

する即発γ線分析は，中性子の遮蔽に含水素材料を必
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要としないことから水素 (H)のパックグラウンドが低

く，徴量Hの分析が可能となる.このことから，ジルコ

ニウム，ジルカロイ， C60フラーレン，超伝導体及び各

種材料中の徴量Hあるいは岩石，火山噴出物中の微量

水分分析の検討が進められている.例えば，ジルカロ

イ中のHの検出限界を測定した結果は8.4ppmとかな

り低い値が得られ，その有用性が認められた.

元素分析以外の利用として， S， Si， Fe， Niの同位体

希釈定量法，隙石中のFeの同位体分析及ぴ30S1トレー

サ実験の分析等への応、用も行われている.

冷中性子ビームを使用した即発γ線分析は，熱中性

子を利用したものに比べはるかに分析感度が優れ，元

素及び同位体の非破壊分析法として様々な分野の分析

に有用であることが明らかになりつつある.さらに，

今後中性子ビームの強度が増しマイクロビーム化が実

現できれば試料中の元素分布分析も期待できる.

4.中性子医療照射6)

中性子ビームのユニークな利用の一つに中性子医療

照射がある.この治療法はホウ素中性子捕捉療法

(BNCT: Boron Neutron Capture Therapy) と呼

ばれ，悪性の脳腫蕩や黒色腫の治療で高い成果を挙げ

ているものである.BNCTの原理は，腫蕩細胞のみに

選択的に取り込まれるホウ素化合物の使用と人体に害

を及ぼさない程度の熱中性子の照射により 10B (n， 

α) 7Li反応によって発生するα線及びLi粒子によって

腫蕩細胞を破壊する治療法である.都合の良いことに

α線とLi粒子は，生体内での飛程が極めて短く細胞の

直径にも満たないため周囲の正常組織への影響が少な

し、.

ガン治療には，大きく分けて手術切除，放射線，薬

物の 3つが挙げられる.手術切除が最も確実なもので

あることは異論のないところであるが，周辺臓器にガ

ン細胞が浸透したものに対しては難しい場合があると

いわれている.例えば，胃や乳房のガンでは全切除が

できても脳の全切除はあり得ない.特に悪性脳腫蕩の

ように網の目状の血管に生じたものは大変厄介で、ある.

歴史的にBNCTが脳腫蕩を中心に利用されてきた背

景に，こうした理由がある.

この原理は1936年に米国の物理学者Locherによ っ

て発案された.米国では1951年を最初に36例の脳腫蕩

の臨床治療が行われたが，残念ながら結果ははかばか

しくなかった.失敗の主原因は，ホウ素化合物の選択

性能の低さによると考えられた.米国の失敗を受けて

わが国では，大学の医学及ぴ原子力工学，国の研究機
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関及ぴ製薬会社等の多数の協力によって“悪性細胞に

しか入らず，正常細胞には入らない"条件を満たすホ

ウ素化合物(Na2B12HllSH)の実用化に成功した.こ

れが世界に先駆けてわが国がBNCTに成功を収めた

重要な決め手となっている.

わが国では， 1968年に東京原子力産業研究所のHTR

を使って最初の医療照射が行われ，翌69年には原研の

JRR-3で 1例行われた.HTRが75年に利用を停止した

後は，武蔵工大のM1TRRへその利用が移り 99例の治

療が行われた. 89年M1TRRにトラブルが生じ運転の

続行が困難になったことから，急逮原研のJRR-2と京

都大学のKURにBNCTのための医療照射設備が設置

表4 医療照射の実施例

199!5隼 H ...，A 

原子炉 研究梅関 脳血翁 黒色皿 実施期間

H T R 東京原産 1 3 。 1968-1974 

1日JRR-3 原 研 o 1969 

1974(1) 1987(1) 

K U R 京都大学 45 1 2 
1 99 1より再開

MITR 武蔵工大 99 9 1977-1989 

JRR-2 原 研 28 o 1990-

dZa2 h 計 一 181 23 

され臨床治療を開始した.これまで国内で実施された

実績を表 4に示す.

BNCTに必要な照射場の条件は，熱中性子束が 1x 

109個以上， γ線強度がlSv/h以下，中性子ビーム視野が

20cmX20cm以上である.強力な中性子源として原子炉

を利用する場合， γ線の混在が避けられない.γ線は

常組織も患部組織も同じように破壊し，治療効果のだ ノ

きな妨げとなる.そこで，治療に必要な熱中性子はあ

まり低減きせず，不要なγ線のみを遮断するためBiフ

ィルタを用いたり，また構造物から 2次γ線が発生し

にくいよう LiFタイルやB4Cゴム等を用いた設備上の

工夫が行われている. JRR-2の熱中性子柱 (サーマル

コラム)を改良して設置した医療照射設備を図17に示

す.

この治療法は，それまでは羅患するとし 2年で80

%が死亡するといわれていた悪性脳腫蕩患者の 5年生

存率(術後 5年間生存した割合)を約30%まで高め，

中でも腫蕩が脳の表面に近いなど，中性子が患部によ

く当たる条件では生存率約60%の好成績を挙げている

との報告がある.日本でのこうした実績が刺激となり，

放射線化学



図17 ]RR-2医療照射設備

欧州では， ECチーム(ドイツ，英国，スイス，スウェ

ーデン，オランダ)がオランダのHFP炉に医療照射設

備を整備し，初の臨床実験に備えている.オーストラ

リア，チェコスロパキア，フィンランド等でも相次い

でBNCT用照射場の準備を進めている.また，久し く

中断してきたBNCTを昨年から米国がMIT及ぴBNL

でそれぞれ再開し，着々と実績を挙げている.このほ

か，ロシア，東南アジアをはじめ研究炉を持つ国がこ

ぞってBNCTに並々ならぬ興味を示している.

ここでもいち早く米国は，世界で初の熱外中性子に

よる医療照射を行っている.熱外中性子を使用する利

点は，生体による減衰が熱中性子に比べ少ないことか

ら脳の表面から深いところにある患部の治療に適して

おり 5年生存率の向上が期待できる.また，これまで

のように頭蓋骨を開ける必要もないことから患者への

負担が大きく軽減されることにある.この熱外中性子

が利用できる医療照射設備は，今年KUR炉で完成す

る.次いで，現在進められている]RR-4炉の改造の中

でも設置の準備が行われている.

5. その他の利用分野

中性子ビームを利用した研究分野は，これまでに取

り上げてきたものが全てでなく，多くのアイデアを生

かした魅力ある利用方法がまだたくさんある.例えば，

放射線化学の分野では，古くからホットアトム化学，

フィッショントラック法等の研究に多いに利用されて

きた.最近では (n，p)や (n，α)反応を利用して試

料中の元素分布を測定する中性子デプス ・プロファイ

リング16)の研究も盛んである.

以下に，これ以外のなかから興味ある新進の研究に

ついて紹介しておく.

第 61号 (1996)

(1)トリチウムの極低温トンネル反応

4Kまたは77Kの極低温のもと γ線の低い中性子場で

反跳トリチウム (T)の化学反応を行わせ， T反応にお

けるトンネル効果を調べる実験に研究炉が利用きてい

る.H2-D2， H20-D20や有機物などの反応物質中に6Li

を混合した試料を液体窒素温度 (77K)や液体ヘリウム

(4K)温度に冷却し，試料に熱中性子あるいは冷中性

子ビームを当ててやる.その結果6Li(n，α)T反応で

生成するトリチウムと反応物質との化学反応によって，

試料から放出されるフォトンの量を計測する.あるい

はまた，ガスクロマトグラフィ装置を用いて試料中の

生成物やその トリチウム量を測定する.これらの結果

から極低温下における原子トンネル効果の同位体反応

率を知る.しかし，この実験を行う上で， γ線が存在す

ると γ線による影響が顕在化し，反跳トリチウムのみ

の素反応を正確に観察できなくなる.従って，本実験

は，中性子強度が大きく，かつγ線が極めて少ない]RR

-3Mの中性子導管の完成があってはじめて可能になっ

た.

Tは， H，D等の水素同位体として化学反応論的に興

味ある対象であると共に原子炉，核融合炉とも関係の

深い放射線同位体である.現在H，D， Tの同位体分離

は，レーザ光照射等を利用して行われているが，原子

トンネル効果による同位体分離が実現可能になれば，

原理的に化学プラント系への組み込みやすさから将来

核融合炉のトリチウム精製系等への有効な手段として

期待できる.

(2)レーザスピンによる中性子制御

最近，光ポンピングによるヘリウム 3原子核のスピ

ン偏極は中性子スピンを偏極する理想的な手段として

注目され始めた.ヘリウム 3原子核は，中性子に対し

て非常に大きな吸収断面積を持っている.それは， 1eV

以下の入射中性子エネルギーで，吸収断面積が1000パ

ーンをこえる非常に強い共鳴反応によるものである.

共鳴状態のスピンは Oであり，中性子スピンとヘリウ

ム3スピンは，共に1/2であるため，両者のスピンが反

平行のとき，吸収が起こる.ヘリウム 3スピンを偏極

し，それを標的とし，そこに中性子ビームを透過させ

ると偏極方向に反平行のものが，選択的に吸収され，

透過ビームが偏極する.ヘリウム 3標的の厚さが，中

性子の平均自由行程より十分大きいとき，また，ヘリ

ウム 3偏極が100%のとき，透過中性子は100%偏極し，

透過率は50%になる.この原理に着目し， ]RR-4炉の

中性子ビームとHe3+Neレーザを用いた実験により，

新しい中性子制御技術の可能性の開発が進められてい
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る. JRR-4炉は研究のニーズに合わせて原子炉の出力

を自由に変えることができるため，この種の実験に適

した原子炉である.さらに，このスピン偏極は原子炉

への応用に限らず，もっと研究的なところとして中性

子ビーム実験におけるスピン分析器等として，物性分

野への新しい研究手段としても有用である.

6. まとめ

はじめで触れたように中性子が発見されて約65年，

中性子の優れた性質は早い時期から着目され種々の基

礎研究に利用されてきたものの，ょうやく中性子ビー

ム利用の研究が評価されノーベル物理学賞に浴しえた

ことは，これまでの地道な研究に加えて，ここ10年あ

まり前から強力な原子炉や加速器中性子源の誕生，組

織的な国際協力の実現，研究者の層の厚みの増大等相

次いで中性子ビーム利用の新しい展開が拓け，中性子

ビーム利用がいまや完全に成熟した証としてとらえて

よいであろう.

研究炉の中性子ビームの利用は，これまで以上に非

原子力を主体とする科学技術分野への拡がりを示すと

ともに，より先端的研究を指向する方向に向かうもの

と推察される.こうした研究の進展に備え，さらに将

来を目指した新しい中性子ビーム利用の萌芽のために，

ハード，ソフトの両面から利用環境に係わる様々な開

発計画が進められている.例えば，中性子ビームの向

上を目的として，中性子の集束や湾曲をねらった多孔

グラスファイパを用いた中性子レンズ17にあるいは中

性子ビームを比較的に小さな半径で曲げるための多層

膜中性子ベンダー，さらにまた中性子ラジオグラフィ

用に5000画像/秒を目標とする高速度撮像システム，

新中性子検出器としての応用が嘱望される中性子イメ

ージングプレート川等，新しい中性子光学デバイスの

開発が進められている.また，ビーム実験装置に関し

ては，生体物質の研究のための白色中性子回折装置や
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界面研究に有用な中性子反射率計，またビーム実験用

の極限条件(超高圧，極低温，強磁場)発生装置等の

開発も積極的に行われている.勿論，国際協力や加速

器との棲み分けを視野に入れながら，次世代に向けて

の超冷中性子源や次期新型高性能炉の検討も怠ること

はできない.ややスタートが遅れたものの，マシーン

タイムや利用システムの向上等のソフト面の検討も開

始されたところである.

これらの弛まぬ開発により，貴重な研究資源である

中性子が一層有効に利用され，研究がさらに発展する

ことを期待する.
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司副2N記

放射線障害を受けた細菌の宇宙環境での回復促進

しはじめに

人聞が長期間宇宙で活動する際には，宇宙の様々な

環境要因の中でも特に宇宙線と徴小重力のリスクを評

価しておく必要がある.軌道上で被曝する宇宙線には

|地上の自然放射線には存在しない極めて高エネルギー

の銀河宇宙線が含まれており，その人体への影響は，

加速器を用いた重粒子線照射実験によってある程度推

定することが可能だが，地上での実験結果を宇宙環境

におけるリスク評価に適用する際には，生物が本来有

している放射線損傷の修復能力が微小重力などの宇宙

環境によ ってどう影響されるかを知っておかなければ

ならない.この観点から，これまでにも人工衛星や有

人宇宙船によって，細菌やカビのような微生物から植

物，昆虫，ラットに至る様々な生物を用いた実験が行

われてきたり.その方法は以下の三つに大別できる.

第 1の方法は，宇宙飛行の前あるいは後に生物試料

を放射線照射し，人工衛星や宇宙船に搭載した試料と

地上対照試料との間で照射効果の違いを比較するもの

である. 1970年代の人工衛星コスモスなどによる実験

では，放射線照射した乾燥種子や酵母菌の突然変異誘

宅効果に対して宇宙飛行の有無は特に目立つ影響を与

えなかった1，2) しかし1992年の第 1次国際微小重力実

験室 (IML-l)では，打ち上げ前にX線照射した酵母

菌のDNA損傷修復に対して宇宙環境が抑制的に作用

した らしいという報告3)もある.

第2の方法は，放射線源を生物試料と共に打ち上げ

て軌道上で照射実験を行い，地上での照射実験と比較

するものである.1960年代よりジェミニ宇宙船などで

多くの実験が行われ，微生物の場合は地上での照射実

験結果と変わらず，植物や昆虫では宇宙環境で照射し

原 研 高崎 研小林泰 彦，渡辺 宏

た方が突然変異や形態異常などの効果が起こり易いと

いう傾向が見られる 1)が，互いに矛盾する結果もまた

報告されている←6)

第 3の方法は，擬似重力を発生する低速遠心機を宇

宙船に搭載し，宇宙線被曝の効果に重力の有無が影響

するかどうかを直接比較するものである.1985年には，

宇宙線被曝量を推定するためのトラックディテクター

でナナフシの受精卵を挟んで19の重力で擬似重力処

理した群と微小重力環境に放置した群とに分け，地上

対照実験も合わせて相互に比較したところ，宇宙線の

ヒットに伴う高頻度の形態異常誘発に対して徴小重力

が相乗的に作用するという結果10，11)が得られた. しか

し，この実験に用いられたトラックディテクターは，

LETが100keV /μm以下の宇宙線は検出できず，観察

された徴小重力による相乗作用が，実は検出し損ねた

宇宙線のいたずらであった可能性も捨てきれない

このように， 1960年代から人工衛星や有人宇宙船を

用いた生物実験が行われてきたとはいえ，従来用いら

れた実験材料はいずれも宇宙線に少なからず感受性で

あるばかりでなく個々の実験試料の宇宙線被曝量を必

ずしも正確に把握することが困難であったことから依

然として明確な結論は得られていない.そこで我々は，

宇宙線の影響を極力除くために極めて高い放射線抵抗

性を有する細菌デイノコ ッカス ・ラジオデュラン

ス12，13)を用いて，放射線障害からの回復に及ぼす徴小

重力などの宇宙環境の影響を調べることを目的とした

実験を計画し， 1994年 7月のスペースシャトル ・コロ

ンビアによる第 2次国際微小重力実験室 (IML-2)で

実施した.

Enhanced Recovery of Radiation Damage of D. radiodurans under Microgravity 

Yasuhiko KOBAYASHI and Hiroshi WATANABE 

Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment， ]apan Atomic Energy Research Institute 

(住所)〒370-12 群馬県高崎市綿貫町1233 Tel: 0273-46-9542， Fax: 0273-46-9688 
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2. 実験方法

2. 1 実験方法の概要

デイノコッカス・ラジオデュランスの放射線抵抗性

野生株は， 6kGyまでのγ線照射でも生存率は全く減少

せず，銀河宇宙線のような高LET放射線に対しても γ

線と同程度の耐性を持っている 14-16) また，この細菌

は，放射線照射で生じるDNA2本鎖切断を効率良く修

復でき 17にこの修復には照射後に誘導合成される蛋白

質が重要な役割を担っていることがわかっている 18)

さらに，この細菌には， DNA損傷の修復が完了するま

では細胞分裂を開始しないという特徴があり，かつ修

復系蛋白質の誘導合成と修復反応に時間がかかるため，

その聞に起こる反応に対する微小重力の影響を観察し

やすい材料である.

以上の特徴を利用して，本実験では次のような実験

方法を採用した.この放射線抵抗性細菌を凍結乾燥し

て生理的に休眠状態にした上で，予め60COのγ線で 2

-12kGyの線量を地上で照射してからスペースシャト

ルに搭載し，軌道上の徴小重力環境下で培養液を加え

ることによって初めて修復反応を開始させる.こうし

て，一定時間DNAの修復を行わせた後に，低温に移し

て修復反応を停止させ，その状態で地上に回収して生

存率を調べる.同時に地上でも宇宙と同ーの操作を行

い，両者の生存率を比較することによって，修復反応

に及ぽす徴小重力の影響を解析するというものである.

この方法により，宇宙線の影響は予め地上で照射した

γ線よりもはるかに低い線量に過ぎないために無視で

き，また凍結乾燥状態では照射損傷を修復する機能が

停止したままで長期間安定に保存できるというこの細

菌の性質を利用して，放射線障害からの回復反応だけ

を宇宙と地上とで厳密に比較することが可能となる.

2. 2 軌道上実験の制約条件と実験手法の検討

この実験は，スペースシャトル船内での宇宙線を実

時間計測するために搭載されたRRMDI9，20) (Real-

time Radiation Monitoring Device)のディテクター

ユニ ット(図 1)上の空間を利用して行われた.

試料をRRMDに取り付けるための容器 (SAMPLE

HOLDER，図 1)の容積は12x 12 x 1 cm3であり，きら

にその半分だけが本実験に使用できることになった.

すなわち，全ての試料をこの容積内にコンパクトに詰

め込んだ上で，乾燥細胞に培養液を加えてインキュベ

ートするという実験をできるだけ簡単な操作で行える

ように工夫する必要があった.また，スペースシャト

ルに搭載する実験装置や試料に関しては，難燃性であ
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図 1 軌道上でRRMDのディテクターユニットに取

り付けられたSAMPLEHOLDER 

ることはもちろん，打ち上げ時の激しい振動に耐え，

急激な減圧が起こっても容器が破裂したり内容物が飛

散することがないように密封されていること，また過

熱されても有毒なガスを発生しないことなどが

NASAから厳しく要求された.さらに，実験に使用す

る乾燥細胞は，我々の実験室で調製後， NASAへの輸

送と保管も含めて室温で数カ月は安定でなければなら

ない.これらの条件を全てクリアするために，デイノ

コッカス・ラジオデュランスの細胞を長さ40mm，内径

3 mmのシリコンチューブ内で凍結乾燥したものを準備

し，そこへ滅菌済みの培養液100μlを封入した細いガ

ラス管を挿入し，シリコンチューブの両端をポリカー

ポネート製プラグで密栓した(図 2). このシリコンチ

ュープを 1本ずつポリプロピレンフィルムに包み減圧

下で熔封した上で浅い箱型のポリカーポネート製容器

(BIO-SPECIMEN BOX，図 3)内にー列に並べ，ス

ペースシャトル内でクルーがシリヨンチュープを外か

ら棒 (SAMPLEPUSH BAR，図 3)で抑えてガラス

管を押し割ることによって乾燥細胞と培養液とを混合

できるようにした.

シャトルに搭載できる試料は容積の制約上シリコン

チュープ(図 2)17本だけとなったが，生存曲線を得

るためには 1セット 17本の試料中に非照射 2， 4， 

6， 7， 8， 10， 12 kGyの照射試料区が必要であり，

試料のパラつきを無くすためには各々 2本が最低必要

であることから， 4 kGy照射試料 l本を追加しただけ

で，その他の試料を追加する余裕は無かった.同ーの

試料を合計10セット同時に調製し，そのうち 1セット

をフライト試料としてスペースシャトルに搭載し，残

りは地上対照実験に使用した.

スペースシャトルの実験室(スペースラブ)の室温

放射線化学



シャトル軌道上の徹小重力下で
ガラスキャピラリを押し1削って KSC)から打ち上げられ，高度300km，軌道傾斜角28.5。

乾燥細施と培養複を混合する の地球周囲軌道に乗った.

1~一ー一一一一一~ I 
ガラスキャピラリ

乾燥細施(地上で予め γ線照射)

シリコンチュープ(内径3mm、憂き 40mm)

図2 シリコンチュープ内にパッケージングした放射

線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュラン

スの凍結乾燥細胞と培養液

図3 ポリプロピレンフィルムで密封したシリコンチ

ューブ17本をー列に下半分に並べたポリカーポ

ネート製容器 (BIO-SPECIMENBOX)及ぴシ

リコンチューブ内のガラス管を押し割るための

SAMPLE PUSH BAR 

は25.C前後と考えられたので， γ線照射後のDNA2本

鎖切断の修復に必要な時間の線量依存性と，培養温度

の影響を検討した結果， 10kGy照射後25.Cでは少なく

とも 8時間以上で11時間程度まで培養する必要がある

と推定された.そこで実際の宇宙実験では，クルーの

実験スケジュールなども考慮して， 11時間培養するこ

とにしfこ.

3.飛行実験の経過

向井千秋宇宙飛行士ら 7名のクルーを乗せたスペー

スシャトル・コロンビアは， 1994年 7月8日(金)午

後O時43分(米国東部夏時間)，米国フロリダ州のケネ

ディ宇宙センター (KennedySpace Center，略して
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シャトルに搭載されたフライト試料は，打ち上げ後，

乾燥状態のままスペースラブの室温に12日開放置され

た後，着陸予定時刻の40時間前に向井宇宙飛行士の手

によって培養液との混合操作が行われ，実験が開始さ

れた.培養中のスペースラブの室温は22-26.Cの範囲

でふれたが，ほとんど24.Cであった.試料はこの室温

で11時間培養された後，冷蔵庫に収納された.シャト

ルの着陸がKSC付近での雷雲の発生により 1日延期

されたため，培養終了後7月23日(土)午前 6時39分

(米国東部夏時間)にKSCに着陸するまでの 2日間と

5時間及ぴシャトル着陸後試料の引渡しまでの 3時間

は10.C以下の冷蔵庫で保管された.引き渡された試料

は直ちにドライアイス温度で冷凍され，日本に輸送さ

れた.

打ち上げ後の地上対照実験はKSCの生物実験支援

施設のある実験室 (HangarL)で行った.スペースラ

ブでの乾燥細胞と培養液の混合操作の開始や培養の終

了などの軌道上実験の進行状況を確認し記録すると共

に，シャトルから送られてくるスペースラブの室温セ

ンサーの情報をもとに，同様の操作を 1日遅れでフラ

イト試料の温度履歴を模擬しながら行った.この地上

対照試料もフライト試料と同様の経過で冷蔵・冷凍処

理を行った.

4. 実験結果の解析と今後の課題

宇宙から回収した試料(IML-2flight sample) と，

KSCのHangarLの実験室で打ち上げ直後から試料回

収後の冷凍までのフライト試料の温度履歴を模擬した

地上対照試料 (KSCground control)及ぴ培養温度を

24.Cで一定とした以外は全く同様にフライト試料を模

擬して原研で行った地上対照試料(Iaboratoryground 

control)の 3点について，その生菌数の測定を行っ

た.各線量での生存率を求めた結果を図 4に示す.な

お，図 4のデータは 2本の別々のシリコンチュープか

ら得られた結果の平均値を示している. 7 kGyまでの

線量では，地上対照試料で幾分生存率が低下する傾向

が見られるものの，フライト試料の生存率と大きな違

いは見られない. しかし8kGy以上で生存率の差が大

きくなり，特に10kGy以上では，フライト試料の生存

率は地上対照試料よりも 1桁以上大きく，有意に生存

率が高くなった.

なお， 11時間の培養とその後の冷蔵・冷凍処理を行

った非照射の対照試料では，冷蔵 ・冷凍処理をせずに
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でに実施された多くの宇宙実験の経緯から考えても，

再現性の確認が必要であると同時に，本細菌の修復欠

損変異株への影響などを確認する必要がある.さらに，

上記の仮説を検証するためには，徴小重力環境下での

DNA修復の電気泳動等による定量や修復酵素系の誘

導量の定量等を実施する必要があると考えている.
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直ちに生菌数を測定した場合に比べて凍結障害のため

に幾分生菌数の低下が見られたが，フライト試料と地

上対照試料の聞には差が見られなかった.このことは

非照射のフライト試料において，微小重力が細胞数の

増加や減少に何ら影響を与えなかったことを示すもの

である.また，今回のフライト中に受けた宇宙線の線

量は1.3-1.6mGyであり，その中の高エネルギ一成分

の寄与は90-120μGyで、あった20) 培養中に受けた線

量は高々50μGyで・あるから，予め照射した線量の10-8

以下であり，その影響は無視できる.

今回の宇宙実験の結果から，予め地上でγ線照射し

たデイノコッカス・ラジオデュランスを宇宙環境下で

放射線障害からの回復を開始させた場合，地上に比べ

て生存率が有意に高くなり，宇宙環境では放射線障害

からの回復反応が地上より効率良く起こることが示さ

れた.この細菌の極めて高い放射線抵抗性は，放射線

によるDNAの損傷，特にDNA2本鎖切断の修復能力

に由来するものであるから，今回の結果は，この細菌

のDNA修復能が宇宙環境(おそらくは微小重力環境)

において促進されたことを示唆するものと考えられる.

これは従来の実験結果と対立するものであり，この促

進効果は放射線抵抗性細菌に特異的なものかもしれな

いが，従来の実験系は銀河宇宙線のような高LET放射

線に対して感受性の高い生物系であって純粋に微小重

力の影響を反映しにくかったことも考えられる.

今回見いだされた放射線障害からの回復の促進効果

の原因として， (l)DNA損傷修復酵素系が微小重力下で

はより多く誘導合成された， (2)DNA損傷修復酵素系に

よる修復反応自体が微小重力下でより効率的に進行し

たという 2つの可能性が考えられる. しかし，これま
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司西国面

岩石の放射線照射による風化について

1.はじめに

地球上の物質は，雨一川水一海水ー水蒸気一雨とい

う水の循環で代表されるように，常に循環している.

， 一見動かないものの代表とされる岩石とてその例外で

なく，岩石一川砂-海底堆積物ープレートの沈み込

みーマグマ一岩石のように地球上での輪廻を繰り返し

ている.ただそのサイクルは数千万年~数億年と極め

て長い時間である.この輪廻は地球化学サイクルとよ

ばれ，地球上での物質循環を議論する基本的な概念と

なっている.この地球化学サイクルの中で大きな役割

を果たす機構の一つが風化作用で，岩石が川砂になっ

たり化学種として溶け出すことを指す.

一方岩石は，多種類の鉱物から構成されている.石

英や長石はよく知られており，それらに雲母や角閃石

が加わった全体的に白っぽい岩石は花開岩と呼ばれ，

駅の階段やビルの外装，墓石などに広く用いられる.

この岩石はSi02成分の多いマグマが地下深くで数十

万年かかって固まったものである. したがってそれぞ

れの鉱物結晶は大きく成長している.富士山や伊豆大

島に見られる岩石は黒っぽい色をしている.これは長

石のほかに輝石やかんらん石あるいはマグマが急冷し

てできたガラスなど，濃い色のついた鉱物が多いこと

による.個々の鉱物結晶は小さく，熔岩が急冷して出

来た事と矛盾しない.このような岩石は玄武岩と呼ば

れ，~員石や月の石もこの岩石の部類に属する.

2. 自然界での岩石風化

自然界における岩石の風化は鉱物の熱膨張の違いに

よる崩壊など物理的風化と造岩鉱物自身が溶解したり

他の鉱物に変化する化学的風化が挙げられる.化学的

風化についての研究は1930年代から活発化し， 1960年

Weathering of Silicate Rocks by γ-ray Irradiation 

名古屋大学理学部 田中 剛

表 1 地球上における 1mm結品の平均存在期間1)

鉱物 化学組成 存在期間(年)

石英 Si02 

白雲母 KA12[(OH)2AlSi301o] 

34，000.000 

2，100.000 

600.000 

520，000 

6.800 

112 

かんらん石 MgFeSi04

カリ長石 KAlSi 308 

輝石 CallgSi206 

斜長石 CaA12Si 208 

代にはさまざまな鉱物やガラスの溶解についての実験

的研究がなされた. 主な造岩鉱物の平均残存期間は表

1のように見積もられている.石英の溶解には長時間

を要し，カルシウムを含む長石は短時間で溶解が進む.

風化は鉱物のすべてが溶液になり河川水に溶け出すの

ではなく，例えば長石は

CaA12Si20s +2C02 +3H20 

→Ca2++2HC03 -+ A12Si20s (OH)4 

の反応により Ca2+が溶け出し，新たに粘土鉱物のひと

つカオリナイトが生ずる.このような化学的風化作用

にかかわるメカニズムとして二つの仮説が提唱され，

多くの議論がなされてきた.一つは風化は鉱物一水溶

液の境界面での化学反応が律速するという考えで，他

の一つは表面にできる溶脱層中の元素移動(たとえば

拡散)が律速するという考えである.一般に前者が有

力と考えられているが，直接的な証拠は得られていな

し、

一方，風化にかかわる水の存在は鉱物の反応性や力

学的性質を大きく変える.徴量な水分((H20かH+かわ

からないが)が鉱物中のSi-Oの結合を切断する事によ

Tsuyoshi TANAKA， School of Science， Nagoya University 

(連絡先)名古屋市千種区不老町 名古屋大学理学部地球惑星科学科(電話)052-789-2595 (FA叉)052-789-3033 
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る.図 1に見られる岩石間の希土類元素存在度の連続

的な変化(存在度パターン)の違いはマグマ作用の違

いとして解釈できるものであるが，小さな， しかしは

っきりと見られるセリウムの存在度異常はどのような

理由によるものであろうか(ユーロピウムの存在度異

常はEuが 2価の原子価をとり，斜長石の結晶格子中に

取り込まれやすいことに因ることが分かっている).

セリウムは他の希土類元素と異なり 4価の原子価を

とることがある. 4価のセリウムは 3価のそれにに比

べ溶解度が極めて小さい.すなわち，風化に際して，

残留しやすい元素である.月の玄武岩中のセリウム存

在度異常は，ある時期セリウムが4価として存在した

ことを暗示する. しかるに現在の月は水も酸素もない

世界で，鉄も金属か 2価にまで還元されている.その

ような中でいつどのような時にセリウムが4価として

挙動したか定かでないが，いま見ているのはほかの希

土類元素と異なった挙動の化石であろう.

月面が地球上と異なっていただろうと思われる環境

の一つに放射線(宇宙線)の被曝が挙げられよう.と

くに月の形成された初期はその違いが大きかったに違

いない.我々はこのような動機から放射線照射下にお

ける岩石の風化の研究を始めた.

り水素が発生することや，鉱物の物理的強度を大きく

低下させる (hydrolyticweakning)はよく知られてい

ることである.このようなメカニズムが統合され，元

素の溶脱や鉱物層の組み替えが起こると考えられるの

だが，反応界面での表面層の形成問題など解析は複雑

化している.

3.月・損石試料に見られる元素存在度異常

地球化学の分野ではさまざまな物質中の元素や同位

体存在度を解析し，物質の由緒来歴ときには未来を論

ずる.そのときよく用いられるのが希土類元素存在度

パターンである.希土類元素は 3価の原子価をとる内

部遷移元素として化学的性質は相互に類似するものの，

イオン半径など物理的性質が連続的に変わるため，岩

石や鉱物中の存在度パターンにはそれらの起源を反映

した連続性が見られる.

およそ25年ほど前，アポロ計画によって月試料が地

球に持ち帰られたとき，それを分析する機会が得られ

た.アメリカの研究者に比べて配分される試料の量も

少なく，それだけに精度の高い研究を心掛けたへその

結果の一部を地球の岩石に比較して図 1に示す.これ

らの玄武岩試料は質量分析計を用いた同位体希釈法で

分析されたもので，相対誤差は0.5%以下と考えられ

4.ガンマ線照射下での水-岩石反応

ガンマ線の照射下で水の中に岩石を浸けておき，時

間や照射線量とともにどのような元素がどれほど溶出

するかを，ガンマ線照射のない通常の実験室で行った

実験と比較観察した. 1-2mm大の大きさにそろえた

伊豆大島の玄武岩500gをテフロン製の反応容器に入

れた蒸留水1500gに浸す.ポンプで空気を送り込み，た

えず水を循環させた.実験は名古屋大学工学部のコバ

ルト 60照射室で行い，ガンマ線の線量率は水の吸収線

量fこして7.83X 103rad/時間であった.反応を促進さ

せるため，水温は50:t2.Cとした.約 1カ月間，一定

時間毎に反応容器の水を採取，分析した.採取後同じ

量だけ蒸留水を補給し，水/岩石比が一定になるよう

にした.採取した試料は，中'1宝子放射化分析でNa，

Sc， Cr， Co， Zn， Rb， Ba， Cs， Wを，イオンクロマ

トグラフィーでNa，K， Ca， Mgを分析した.

分析結果から各元素について溶出開始時から試料採

取時までの岩石から水への総溶出量を算出した.図 2

にコバルトの照射下と非照射下における総溶出量の時

間変化を示す.縦軸は総j容出量を被抽出試料として用

いた玄武岩中の総元素存在量で害IJった値である.図 2

に示した照射下での総溶出量から非照射下での総溶出
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量を差し号|いた溶出量の差と水の吸収線量との関係を

図 3に示す.この各採取時点における溶出量の差はガ

ンマ線の照射に起因するものと考えられる.これらの

関係には大きくわけで 4つの異なったパターンがみい

だされた. Na:， K， Ca， Csでは，水の吸収線量(Co60

照射時間)の増加にたいして溶出量の差は直線的に増

加した.Wでは逆に直線的に減少した.Scでは照射の

初期において差の増加は徴小だったが，あるところか

ら急激な増加を示した.Mg， Baなどそのほかの分析さ

れた元素は， Coのように対数関数的な増加傾向を示し

fこ.

以上の結果から，放射線照射下における岩石からの

元素の溶出反応には水の放射線分解生成物が重要な役

---ー照射下での溶出

ーやー非照射下での溶出
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図3照射下での総溶出量と非照射下での総溶出量の

差の水の吸収線量に対する変化

量線収吸
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照射下での総溶出量 と非照射下で、の総溶出量の差の水の吸収線量に対する変化図3
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割を担っていることが考えられる.水はガンマ線など

の放射線の照射により，励起きれ，さまざまなイオン

や分子に分解されることが知られている.ここで図 2

に示したCoの総溶出量の時間変化に注目してみよう.

照射下での実験において 1回目と 2回目の試事付采

取時の間には，ガンマ線の照射は行われなかった.こ

の間の総溶出量の増加は，非照射下と変わらない.こ

のことは特に照射に特有な現象が，岩石からの元素の

溶出を促進する働きをしていることを示している.水

の放射線分解は放射線を照射しているときに固有な現

象であり，分解生成物が水一岩石反応を引き起こす要

因の一つではないかと考えている.岩石は酸やアルカ

リの存在によってその風化は著しく促進される.本実

験で用いたのは蒸留水であるが，放射線分解によって

生ずるH，OH，やH202は極めて活性の高いものであろ

う.放射線分解生成物と岩石を構成する鉱物との反応

が，鉱物の結晶構造や化学組成毎に異なることによっ

て，元素ごとに照射によって促進された溶出量と線量

との相関パターンの違いが生じたと考えられる.

5. おわりに

ここに紹介したものの骨子は名古屋大学大学院生米

津千夏の修士論文(公表予定)3)にある.興味深い結果

は多いものの，まだ始まったばかりの研究で，多くの

不確定きを含んでいる.例えば，研究の動機は月試料

中にみられるセリウムの存在度異常にあった訳だが，

ガンマ線照射で 4価のセリウムは 3価になる.この反

応は線量計として使われるほど定量的な反応で，明ら

かに研究動機と矛盾している. しかし，同時に 2価の

鉄は 3価になる.自然界で両者が混在したときどのよ

うな結果になるのだろうか.月試料のセリウム異常は

カルシウム，アルミニウムとケイ素の酸化物からなる

長石には無く，鉄を含む輝石に特徴的に見られる.放
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射線分解生成物が岩石・鉱物のどの部分の風化を促進

するかを明らかにするのもこれからの問題である.

また，上記の反応実験ではテフロン容器を用いた.

これは溶出した成分が容器の内壁に吸着されることを

恐れた結果であるが，第38回放射線化学討論会ではテ

フロンの分解により生ずるHFの影響についてのご指

摘をいただいた.石英容器を用いた実験との比較の結

果，放射線照射は水一岩石反応を促進するものの，上

記結果にはHFの影響を相当量含むこともわかってき

た

本実験の目標とするところはそのきっかけなった地

球外での岩石の風化現象の解明に加えて，放射性廃棄

物の地層処分との関連性にもおかれている.地層処分

はもっぱらそこに存在するα核種の保持に注意が注が

れ， γ線の影響はほとんど考えられていない.もちろん

これはγ線が珪酸塩鉱物の直接的な風化にほとんど関

与しないことによるのだが， γ線が地下水に影響を与

え，それによって風化や物質の流動化が進むのなら，

γ線についての考慮も必要となろう.しかし，放射線の

照射下での岩石一水反応にはまだまだあいまいな事が

多い.それだけにたくさんの可能性を残しているとも

言えよう.

この研究では名古屋大学コバルト 60照射室の宮崎哲

郎先生，今井重文技官に多くのご指導をいただいてい

る.記してお礼申し上げる.

1) A. C. Lasaga， J. Geophys. Res. 89， 4009 (1984). 

2) A. Masuda， N. Nakamura， H. Kurasawa and T. 

Tanaka Proc. Third Lunar Sci. Conf. vo1.2， 

1307， M.I.T Press (1972). 

3) C. Yonezawa， T. Tanaka and H. Kamioka 

Appl. Geochem. 11， (in press). 
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|施 設 紹 介 |
側日本アイソトープ協会

仁科記念サイクロトロンセンターの概要

(Nishina Memorial Cyclotron Center) 

船日本アイソトープ協会NMCC研究開発課 二ツ川 章 二

[はじめに]

船日本アイソトープ協会仁科記念サイクロトロンセ

ンター (NMCC)は超小型サイクロトロンを使用して

PET核医学 (PositronEmission Computed Tomogra-

phy) とPIXE微量元素分析 (Particlelnduced X -ray 

'Emission Analysis)を行う全国共同利用施設です.盛

岡市から北へ約16km，西に岩手山，東に姫神山を望む

風光明娼な岩手県滝沢村の一本木に建設されました.

敷地面積が約120.000m2のラジオメデカルセンター内

の研究施設であり，同一敷地に医療アイソトープ廃棄

物の処理施設である茅記念滝沢研究所，現代医学及ぴ

放射線に関する展示館である武見記念館が隣接して建

設されています.NMCCのPET核医学における医療行

為は地元岩手医科大学の管理の下に行われています.

NMCCはアイソトープ協会会員のための共同利用施

設であり，医療行為を管理する岩手医科大学との共同

研究施設でもあります.

[施設・ 設備]

NMCCは平成元年 5月に建築工事に着手し， 12月に

写真 l 仁科記念サイクロトロンセンター全景

S. Futatsugawa 

R & D Section 

N ishina Memorial Cyclotron Center 

J apan Radioisotope Association 
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サイクロト ロン等主要設備が搬入・据えつけられまし

た.翌平成 2年 3月に最初のビームテストが行われ，

様々な基礎実験を積み重ねた後，平成 5年度から当初

の予定であった全国共同利用を開始しました.加速器

を設置し，医療行為を行う施設であるため放射線障害

防止法と医療法の規制を受けています.建屋は事務管

理棟，研究棟からなり，平屋建て，述べ床面積が約1000

m2，放射線管理区域は約600m2で、す.主要設備であるサ

イクロトロンを放射線管理区域の中心に据え，左右に

PIXE分析実験区域， PET核医学区域が配置されてい

ます.また，サイクロトロン室は，サイクロトロンか

ら発生する γ線と中性子線を遮蔽するために1.5mの

コンクリート壁に覆われています.

NMCCのサイクロトロン(島津製作所製MCY-

1750} は医療専用サイクロトロンとして設計されまし

た.陽子を16.9MeV，重陽子を8.3MeVそれぞれ加速

し， PETのためのポジトロン核種であるllC，13N， 15 

0， 18Fを製造することができます.これらの粒子の加

速エネルギーは固定であり，当初の設計ではPIXE分

析には陽子エネルギーが高すぎるため利用できません

写真 2 超小型サイクロトロン
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図 l 仁科記念サイクロトロンセンタ一平面図

でした. しかし，東北大学サイクロトロン・ラジオア

イソトープセンターの指導の下，重陽子加速ノfラメー

ターで+H2を加速することにより 2.9MeVの陽子を得

ることができることとなり，核医学利用と共にPIXE

利用が可能となりました.また，核医学のために11

CO， CI50， C1502， H2150， 1502， 11Cーメチオニン，

18FDG，l1C-スピペロン等の薬剤を合成する放射性薬

剤自動合成装置 (CBB)が設置されています. PET画

像は 4層 7スライスの全身断層像を測定できるPET

装置(島津製作所製HEADTOME-VI1400W-10)で画

像化します.PIXE分析のためには2.9MeVに加速した

陽子を1.5mのコンクリート壁を貫通して隣接する

PIXE実験室まで輸送し，試料に照射します.試料から

発生するX線は相対しておいた二台のSi(Li)半導体検

出器で測定し， Na 以上の全元素を短時間で同時測定

し，定量分析することができます.

[全国共同利用]

全国共同利用は一年間を前・後期の二期に分け研究

課題を公募します.全国から応募された研究課題は

PET. PIXEの専門の研究者で構成されたNMCC全国

共同利用委員会が審査します.ここで採択された課題

の研究者はプログラムに従いNMCCを共同利用する

ことができます.PET研究課題としては，脳の虚血性

疾患，アルツハイマー型痴呆症，脳機能地図の作成等

脳の研究，腫蕩に関する研究，心疾患に関する研究が，

岩手医科大学を中心として進められています. PIXE 

研究課題としては，心臓，脳等の各種疾患と血清，臓

器等の体内微量元素との関係の研究，各種動植物にお

ける微量元素の挙動の研究，環境試料中の有害元素の

検出に関する研究等，いわゆるBio-PIXEを中心とし

た研究が全国各地から来訪する研究者によって進めら
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表 1 NMCC共同利用実績(平成 5年度/平成 6年度)

研究1111 割当回数 利用実績

(件) (回) (回) (時間)

P E T 16 I 19 144 I 152 127 I 166 381 I 498 
PIXE 36 I 42 184 I 176 216 I 193 1145 I 963.5 

111物.. 2 I 0 9 I 0 2 I 0 8 I 0 
寮綱合成 7 I 10 23 I 41 24 I 38 72 I 114 
マシン開発 3 I 3 11 I 9 8 I 8 17 I 19 

合計 64 I 74 371 I 378 3n I 405 1623 I 1594.5 

れています.また，土器の産地の特定等考古学試料，

さらに金属材料中の不純物の分析，鉱物中の徴量金属

元素の分析等工学試料を対象としたPIXE研究も行わ

れています.薬剤合成研究課題としてはPET臨床利用

を目的とした各種新薬の開発のための研究が行われて

います.また，サイクロトロンの性能を十分に引き

すためにマシン開発の研究も進められています.

[おわりに]

NMCCは公益法人が運営するサイクロトロン研究

施設として，専門分野の隔てがない学際的な研究が，

縦と横のつながりをもって進められています. PET， 

PIXEの分野で他の施設ではできないような幅広い内

容の研究が行われることを目的としています.

また， NMCCは誰にでも聞かれたユニークな施設で

あり，多くの研究者から利用されています.岩手県滝

沢村は東京からは少々離れてはいますが，静かで落ち

ついた雰囲気で研究ができます.より多くの研究者の

皆様がNMCC共同利用に申し込まれることをスタッ

フ一同期待しております.

放射線化学
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ヒューストン大学Kevan研究室滞在記

1994年10月から一年間，テキスト州ヒューストン大

Kevan研究室に博士研究員として滞在する機会を得た.

ヒューストンは今世紀初頭から半ばにかけて，石油

産業の興亡と共に急成長と荒廃を経験したが，その後

ハイテク，宇宙産業の育成により次第に経済は復興し，

犯罪も減りつつあると聞いている.私が訪れた時も荒

廃した町という印象は受けなかったが，ダウンタウン

には行く機会がなかったので真偽の程はわからない.

ヒューストン大学はダウンタウンの東南約 4kmの所

にあり，約3，300名の学生を擁する総合大学である.国

際色豊かで学生の約1/4は外国籍である.研究室のスタ

ッフはKevan教授と秘書の方のみで，その他ポスドク

5-6名，客員教授(或いは研究員)2-3名，大学院学生

2-3名から成っている.化学科全体として machine

shop， glassware shop， electronicshop， stockroomを

持っている. stockroomでは一般的なガラス器具や共

通性の高い試薬等をその場で入手できるので，非常に

効率よく仕事を進めることができた.

研究室は，新しいタイプのミクロ及びメソ多孔体を

用いた触媒反応について研究を行うグループと，不均

一系における光イオン化について研究を行うグループ

こ分かれており私は後者に属した.

前者はSAPO-n(silicoaluminophosphate)， AIP04 

-n (aluminophoshpate)， MCM (Mobil's Composition 

of Matter ; silicate)等を担持体として用い，これら

の合成時に骨格に遷移金属イオンを導入したり，合成

後イオン交換等により骨格外に導入したりして触媒活

性サイトを生成させ，その触媒能，触媒反応、について

研究を行っていた.この様な系においては触媒能は遷

移金属イオン種の位置，多孔体表面との相互作用に大

きく左右されるので，電子スピン共鳴 (ESR)法及ぴ

パルスESR法を駆使して，精力的にその局所構造の解

明を行っていた.更にオレフィンの二量化等の触媒反

応についてESR，パルスESR，質量分析， IR等により

研究を行っていた.後者の光イオン化のグループは光

エネルギー貯蔵の最適化を目指し，光活性分子につい
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名工研 松浦 かおる

てESR，パルスESR，及ぴ可視紫外分光法により研究

を行っていた.これまで行ってきた， ミセル，逆ミセ

ル，べシクル中における芳香族アミン等のイオン化に

関する研究蓄積を基に，シリカゲル，ゼオライト，更

には触媒グループ。と同様SAPO-n，MCM等を媒体と

した光イオン化の研究に移りつつある過渡期であった.

私の研究課題は 『溶液及ぴミクロ多孔体中における

Ru (bpy) 33+の安定イヒ』であった. Ruのトリスビピリ

ジン錯体(二価のカチオンで存在)のカチオン (Ru

(bpy) 33+)は，太陽エネルギー貯蔵の観点において重

要であるので，これを安定に捕捉しようというもので

ある. しかしRu(bpy) 33+そのものの化学的安定性に

ついての情報も乏しかったので，まず他の方、法でRu

(bpy)) 33+の安定化を試みた処， γ線照射及ひ・塩素ガ

ス酸化により Ru(bpy) 33+を安定化させることができ

た.更に非常に強い電子受容体を用いることにより，

Ru (bpy) 3
2+を吸着させたシリカゲルの光照射によっ

てもRu(bpy) 33+を安定化させることができた.

5月に北大の熊谷純博士が光イオン化グループに加

わったが，彼は得意の有機合成の経験を活かして

SAPO-n， MCM等の合成を行っていた.

二人共まだ蓄積データの少ない新しい媒体中での光

イオン化の最適条件を模索する中で，その方面では膨

大な蓄積を持つ触媒グループとの議論により多くの知

見を得ることができた ポスドクのパックグランドは

有機合成屋， NMR屋， ESR屋と様々であったが，大半

が無機多孔体には馴染みのある人達であり，シリカゲ

ルやゼオライ トさえ扱ったことのない私にとって彼等

の助言は有益であった.

セミナーは隔週で行われた.得られたデータや結果

についてOHPを用いて，議論も含めて約一時間の研究

報告を行う .きながら学会発表であった.Kevan教授

は一年の半分位は不在であるたため，セミナーは教授

と議論を行う貴重な場であり， Kevan教授から厳しい

コメン トや質問がなされることが多かった.

秘書室にはKevan教授縁りの方々の写真が貼ってあ
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り，その中には現在日本の放射線化学を背負っておら

れる大先輩方の写真も多く見受けられた.そして如何

に多くの先輩方がKevan教授と親交を温めてこられた

かについて思いを馳せた.

よく手入れされた大学の構内は緑が一杯で，噴水が

あり， リスが駆け回り，美しい鳥が沢山いて，散歩に

はもってこいの場所であった.人々は芝生に寝そべっ

たりベンチに腰をおろしたりして，本を読んだりお喋

りをしたりして思い思いにくつろいでいた.
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アメリカの大学は一日中眠らない.そして畳と夜と

異なる二つの顔を持つ.人気も少なくなった深夜， 一

日の活動を終えたかに見える大学で昼間とは別の世界

が繰り広げられる.黙々と掃除をする人がいる.建物

の保守を行う人がいる.そして夜明け間近に彼等は帰

途につく.また別の世界が始まるまでのほんの一，二

時間大学は静寂につつまれる.そしてそんな夜の営み

をまるで知らないかのように畳の世界が始まる.それ

がアメリカとい う所なのだと思った.

放射線化 学
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〔特別企画〕

Biweekly List of Papers on Radiation 
Chemistry and Photochemistry廃刊と

アメリカにおける放射線科学の危機

ノートルダム大学のRadiation Chemistry Data 

Centerが発行していた“Biweeklylist of Papers on 

Radiation Chemistry and Photochemistry"が財政的

な理由から1995年12月をもって廃刊となった.この出

版物は，我々放射線化学に従事しているものにとって，

最もなじみの深いものの一つであっただけに，ショッ

クを受けた方も多いと思う.

事情をご存知ない方のために若干説明させていただ

くと，昨年の11月 7日付けで，ノートルダム大学の

Radiation Chemistry Data Centerからこの雑誌を購

読していた大学，研究機関等に対して， 1995年12月を

もって同誌を廃刊する旨の連絡が入った.これまでに

同センターが集録した148.000件に及ぶ文献類は，デー

タベースとしてこれまで同様に用いることができるが，

以降は新規の集録は行なわないとのことであった.

このため，東大の勝村先生を通じて，ノートルダム

Dear Prof. Katsumura， 

1 want to give you a little more information on the 

status of the Notre Dame Data Center. You are free 

to circulate白ismessage. 

1 know you and your colleagues will miss the 

biweekly list from the N otre Dame Data Center : we 

will all miss it. Unfortunately， budget cutbacks from 

the Department of Energy and the complete elimina-

tion of funds from仕leNational Institute of Stan-

dards and Technology have forced us to terminate 

several positions in the Center. Since the biweekly 

list requires extensive manpower it has been 

eliminated. We hope that in the future some elec-

tronic version of a literature update can be 

maintained. Options are now being examined. 
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大学のProf.Laverneにこの辺りの事情に関して，寄稿

して戴いた.以下にProf.Laverneの手紙を転載する.

なお， Radiation Chemistry Data Centerの責任者

であるDr.K. P. Maddenからの最近の手紙によると，

同センターでは，現在インターネットのWorldWide 

Webを用いた情報提供の準備を進めているとのこと

である (http://www.rad.nd.edu). 

また，前回の放射線科学討論会のインフォーマルミ

ーティングにおけるアルゴンヌの井口先生の講演「ア

メリカにおける放射線化学の危機」も，参加者に大き

なインパクトを与えていた.

今回は，この 2つのテーマをとりあげ，米国におけ

る放射線化学の現状-それはまた日本の放射線化学と

も関係するわけであるがーについて考える一助とした

(編集委員会)

Our first priority is the preservation of the present 

bibliographic data base. These references， almost 

150，000 of them， are on a computer出atin becoming 

obsolete and they coded is such a manner that they 

cannot be readily transferred to other data bases. 

We will translate these entries and transfer them to 

a mere nodern platform using commercial database 

software. It is planned that in the future outside 

users will be able to scan the hibliographic data 

base and even down load entries using a web brow-

ser. 

The Data Center will also maintain its ability to 

compile and publish critical evaluations of data 

pertinent to radiation chemistry. These compila-
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tions， such as radical rate constants in aqueous 

solutions， have proven to be invaluable to those of 

us working in the field. 

Certain compilations will be periodically updated 

and users will be invited to start new ones. 

One of the biggest problems facing the Data Center 

is how to scan the new literature so that researchers 

can be made aware of current work and to prevent 

the bibliographic data base from becoming obsolete. 

It may not be possible to perform such a service 

with the available resources. However， several 

ideas are being explored and we will keep you 

informed of our progress. 

The future N otre Data Center will definitely not 

be the same as we have grown accustomed to under 

Alberta Ross. However， the changes in the Center 

are not due to her retirement， but rather due to 

budget restrictions. The effective loss of funding has 

forced the reallocation of our resources toward our 

main goal of doing research. The new supervisor， 

Keith Madden， will need the patience and coopera-

tion of the radiation chemistry community. Please 

contact me if you have any more questions and we 

certainly appreciate any advice that anyone may 

have. 

Sincerely， 

Jay 

November 17， 1995 

アメリカにおける放射線科学研究の危機

起・・・現状

生涯の仕事とする心算で，私が40年近くも従事して

きた，放射線科学の研究 (radiationresearch)が，ア

メリカでは未曾有の危機に瀕しています.この分野に

対する，政府の資源援助がひどく削られてしまいまし

た. どうしてこんなことになったのかについて，手ムの

解釈を述べることにします.

放射線科学のことを論じる前に，背景として， もっ

と広く伝えられている出来事を取り上げましょう.ま

ず，昨年のSSC(Superconducting Super Collider) 

の中止です.SSCは，次期世代の素粒子研究用に予定さ

れた，超高エネルギーの陽子加速機でした.これは典

型的なbigscienceで，その規模も予算も膨大なもので

あったので，この計画が進んでいる聞は，我々small

scienceをやっているものは，脅威を感じました.しか

し，多くのノーベル賞受賞者を含む，影響力の強いと

思われる科学者が熱心に推進したにもかかわらず，計

画が中止になってみると，博然としました.ここでは，

この中止に至った経緯を述べる暇がありませんが，端

的にいって，アメリカの政治家が有名な科学者のいう

ことを従来のようには鵜呑みにしなくなったためと思

われます.

次は， IFR (Integral Fast Reactor)の中止です.

IFRは，アルゴンヌ国立研究所で長く進められきた，高

速中性子増殖炉の研究・開発計画でした.というより

も，アメリカでただ一つの中性子増殖炉の研究でした.
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これがあと二三年で実証段階に達するところで中止に

なったのも，科学・技術的な問題があったからではな

くて， もっぱら政治的・社会的な理由のためです.す

なわち，現政権及び多数の政治家の考えによれば，プ

ルトニウムのような，取り扱いが難ししまかり間違

えば原子爆弾に転用されるかも知れない物質を大量に，

かつ長い期間にわたって操作することは，子孫のこと

を考えると「道徳的に正しくないJ (morally wrong) 

という判断です r何十年か，何百年後に，中性子増殖

炉がどうしても必要になったらどうするのか」と訪ね

ると rその時には，日本かフランスあたりから，必要

な技術を買えば良かろう」という答が出てくるのです.

本題の，放射線科学の研究事情に話を戻しましょう.

まず，私の仕事の，放射線物理は，エネルギー省(De-

parment of Energy，略してDOE)の，予算項目とし

ては消滅しました.放射線化学は，細々として残って

いますが，主な研究の目的が，放射線廃棄物の処理に

寄与するための化学を進めるためとなっているようで

す.放射線生物学もまた，同じようなことになってい

ます.すなわち，原子炉の事故の後始末などで，要員

が多量の放射線をあぴるときに備えて，放射線防御剤

(rediation protectors)として働く化学薬品を開発す

るというような仕事だけが続けられているというのが，

現状です.

承・・・要因

どうしてこんなことになったのでしょうか.そもそ

放射線化学



も， DOEでは，放射線科学は，原子力技術の一部とし

て認められてきました.すなわち，動力用原子炉の研

究・開発・運転を行なうにあたって，関係する人間の

健康を保つため，そして環境を護るためには，少なく

とも放射線と放射能の測定が必要であり，できれば放

射線の生物学的作用を十分に理解することか望ましい

というのが，研究の理由でした.

いうまでもなく，放射線科学は，他にも重要な応用

分野をもっています.第一に，医学では，放射線によ

る診断とガンの治療の重要性が広く認められています.

第二に，工学では，高分子材料，半導体，その他の製

造・加工のために放射線が用いられており，この方面

の技術を進歩させるために，広い意味の放射線化学の

研究が必要です.第三に，地球の大気圏外，すなわち

「宇宙空間」には，多量かつ多種の放射線があります.

従って，宇宙空間における研究や技術開発のためには，

放射線科学一般の知識を欠くことができません.にも

かかわらず，この種の応用は従来DOEでは大きな予算

項目になっていません.医学関係の研究は，主として

保健省のNational Institutes of Hea1th (NIH)の担

当です.宇宙関係の研究は，主としてNational Aer-

onautisc and Space Administration (N ASA)の担

当です.そして，工学関係の研究は，政府よりも民間

企業の仕事と見なされてきました.

という背景に加えて，アメリカでは当面のエメルギ

ー供給が充実しています.さらに， Three Mile Island 

と，チェルノブイリの事故以来，原子炉に対する危倶

が広がり，規制が厳しくなっていることは，ご承知の

通りです.その結果，動力用の原子炉の建設は， もは

や健全な投資対象とは見なされなくなってきました.

lこの事情の下では， DOEが放射線科学の研究から手を

引くのは当然の成り行きということになります.

さらにもう一つ， 日本にはないことですが，放射線

科学と軍事技術との関連があります.核兵器の使用は

もとより，その保持のために，放射線測定や放射線効

果の研究が必要です.この方面の仕事も， DOEの所管

です.ところが，周知の冷戦の終結により，この方面

の仕事は，当然，優先性を失いま した.そればかりか，

原子力と軍事という二つの大きな分野の退潮により，

DOEそのものが大幅に縮小され，ついにはDOEの長官

が閣僚以下に格下げされる可能性も出てきました.

転・・・展望

きて，将来はどうなるでしょっか.私は次のように

考えます.

まず，アメリカの現在の，原子力や放射線科学に関
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する政策は，余りにも近視眼的であるという他ありま

せん.ここ数年以上の将来を考えれば，この分野の研

究に対する投資は国益にとって大切です. しかし，私

のような意見には，現在のアメリカでは，一般の人々

の充分な支持が得られません.

ときどきこのようなことになるのは，民主主義社会

では止むを得ないことです.アメリカの近く過去の歴

史を振返ってみると，誤った政策が一時行なわれて後

に，改められた例がいくらでも見られます.例えば，

1920年から1933年まで行なわれた禁酒法， 1950年代に

行なわれたマッカラン法(マッカーシズムという方が

解りやすいでしょうか)，そして，ベトナム戦争などが

ありました.

このように考えて，私はアメリカの民主主義の，最

終的な健全性を信じています.すなわち，将来のいつ

かには，原子力や放射線研究に対する，政府の充分な

援助が戻ってくるでしょう.

民主主義社会では，ときには，知識人が辛い目にあ

わなければならないのは，止むを得ないことです.古

代ギリシヤにおける，ソクラテスがその良い例です.

(念のために付け加えておけば，プラトンがゆめみた

ような r知識人による政治」が本当に実現すればよい

のですが，このような志向は余りにもriskが大きいと

思います.今世紀に行なわれた，この志向による政治

的実験は，すべて悪い結果をもたらしました.) 

原子力と放射線科学の話に戻って，日本ではどうで

しょうか.まず， 1994年 6月，原子力委員会が発表し

た「長期計画」を見ても明らかなように，日本の原子

力政策はまことに健全です.アルゴンヌ国立研究所の，

私の同僚は，この文書の英語版を読んで r羨ましいこ

とだ.アメリカの政府もこのような文書を出して欲し

いものだ」といいました. 日本の原子力政策は，エネ

ルギー供給の対外依存性という，長期間にわたって殆

ど変わり得ない現実に基づいています.軍事との関係、

もありません.そして，放射線科学の研究の，工業的

な重要性が，政府によって，かなり認められています.

このような事情はすべて，アメリカの場合と大いに違

っています.このように考えて，アメリカで今起こ っ

ているような，原子力や放射性の研究の，大規模な退

潮は日本では起こりにくいと，私は考えます.事実，

生物 ・医学関係の，放射線影響学会，放射線化学会，

応用物理学会の放射線分科会は盛んに活動しています.

(ちなみに，アメリカでは，生物，医学，化学，物理

のすべてを含む， Radiation Research Societyがあり

ます.このような学会組織は，たしかに理念としては
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良いのですが，日本では望ましいかどうか，私にはよ

くわかりません.) 

ただし，今述べたような楽観論には一つの留保を付

けなければなりません.すなわち r日本の政治家，官

僚，あるは一般人が，無批判にアリメカに追従しない

かぎり」という留保です.

もう一つ，皆さんにお薦めしたいことがあります.

それは，アメリカにおける危機をひとつのチャンスと

みて，日本の科学技術を強化することです.アメリカ

で今，政治的・社会的な理由で退潮になっている分野

の研究を進めておけば，将来日本が指導的な立場に立

つことになるでしょう.さらに，現在アメリカには，

広い知識をもち，長い経験をもった多くの科学者が，

職場を失っています.このような科学者を一時日本に

招いて，働かせるのは，日本のためにもなることはも

とより，将来のいつかに備えて，アメリカの貴重な人

材を保全することにもなるでしょう.

他の諸外国を見ると，どうでしょうか.まず，アメ

リカの隣国，カナダでは，すでにアメリカへの追従が

始まって，放射線研究は難しくなっています.イギリ

スでも，似たような事情だと思います. ドイツでは，

まだ放射線科学の研究が盛んですが，将来は楽観を許

きないと聞いています.フランスと中国は，最近の核

兵器実験からも解るように，独自の政策をもっており，

少なくともアメリカにやすやすと追従することだけは

ないでしょう.放射線科学の研究も従来のように続い

ているようです.インドでも，放射線科学の研究はま

すます盛んに行なわれているように思われます.

結・・・広い意味での「教育」の必要性

最後に r敗軍の将兵を語る」ということにもなりま

すが，以上に述べたような事情についての，私の感想、

を述べます.はじめに申し上げたように， DOEにおけ

る，放射線科学の位置づけは，原子力技術の一部，な

いしは保健・環境に関する配慮ということで，きわめ

て限られたものでした.放射線科学の，医学，工学，

宇宙科学・技術における重要性をもっとはっきりと政

治家に理解させておくべきでした.

もっと広く基礎科学一般についていえば，ある研究

を提案するときに，余りにも気安く軍事技術への応用

に言及することが，従来のアメリカではよくありまし

た.これは，政治家や，一般の人々に強い印象を与え

るので，当面の予算獲得のためには， しばしば有効で

した. しかし，これによって，科学の仕事の，本当の

意味が歪んだ形で描かれてしまうわけです.冷戦終結
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後の現在では，軍事技術への応用は，絶対的な優先性

を失いました.それで，今度は，国の経済競争力 (eco・

nomic competitiveness of the nation) ということが，

新しい語い文句になっています.これは，日本やドイ

ツに対する，アメリカの貿易収支の赤字が，大きな政

治問題になっているという背景に支えられています.

しかし，科学研究を，ただ経済競争力への寄与という

理由だけで，政治家に売ろうとすれば，これまた牽強

付会に陥ることも，あり得るでしょう.

では，どうしたら良いでしょうか.科学者は，社会

に向かつて自分のしている仕事の意味をできるかぎり

丁寧に，正確に，そしてできるかぎり多くの人に説明

することに努めるべきです.

数年前に，当時東大総長だ、った有馬朗人先生(現在

は理研理事長)の講演をうかがいました.そのうちの‘ ノ

主題は，旧帝大など古くからある国立大学の建物や設

備が老朽化していること，これを改めるために，どの

ようにして文部省と政治家の理解を得るかということ

でした.有馬先生は，大学関係者があらゆる機会を促

えて，一般の人々に教育と研究がどのようなものであ

り，どのように大切かを語ることが必要だとおっしゃ

いました.私はまさにその通りだと思います.半年前

に，アメリカで，国立科学財団 (National Science 

Foundation，略してNSF)の長官を勤めている， Neal 

F. Lane博士の“TheScientist in a Chaotic Socü~ty" 

と題する講演がありました.同博士は，専門が原子物

理理論で近いので，長年の知己です.講演では，冷戦

後のアメリカで，国家の目標や価値観を再定義する必

要が生じたとし，今の社会の暗中模索をしている(と

いう意味でchaoticだ)ということを詳しく説明じまし

た.そして，科学者一人一人は，一般の人々に，仕事

の意味を丁寧に語る義務があると述べました.また立

教大学名誉教授の松浦辰男先生は，学校教育における，

原子力，放射線，放射能などの取り扱い方に大きな改

善の必要があることを指摘し，改善を進めるために「放

射線教育フォーラム」を創始して，精力的な活動をし

ておられます.問先生のお考えもまた，私がここで述

べてきたことと密接に繋がっています.

結論として繰り返せば，広い意味での社会，政治へ

の正確な情報提供，あるいは合理的な判断への働きか

けは，民主主義社会における科学者の義務であるとい

うことになります.

(アルゴンヌ国立研究所，名誉主任研究員)
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〔編集委員会から〕

「放射線化学J 誌とNEWSLETTERに関する

アンケート集計結果

別掲のような「放射線化学」誌とNEWSLETTERに

関するアンケートを1995年 6月30日付で会員の皆様に

お願いしました.お忙しい中，回答をお寄せいただい

た皆様に感謝いたします.ここで結果について報告い

たします.

1.集計結果について

アンケートは，日本放射線化学会の会員全員に送ら

れました.送付総数462(内訳:大学・高専163，学生

20，公立研究機関(特殊法人，財団法人を含む)133， 

民間企業115，個人31)のうち，回答総数58(回収率12.6

%)，内訳は大学・高専29(回収率18.0%)，学生 4(20 

%)，公立研究機関16(12.0%)，民間企業 9 (7.8%) 

でした.主な集計結果を図に示しました.

1)放射線化学箆について

放射線化学誌全般については，比較的良い評価を得

ているようです(問1-1，図 3). とりあげる主題につ

いては意見が分かれていますが(問2-2，図 4)，ほぽ

今のバランスで良いというコメントを書かれた方がか

なりいました.

記事の内容については(問2-2，図 5)，解説は，も

っと専門外のものにもわかるような内容に，展望と解

説はもっと総説的な性格をという希望がやや多くなっ

ています.また，問 5の新設欄の希望にも多かったの

ですが，入門講座的記事に対する希望がかなりありま

す.

投稿規定を決めるべきかどうかについては，意見が

分かれています(問 3，図 6).会員からの投稿につい

て，解説，展望，とぴっくすについては査読がきちん

と行われるなら募集しても良いという意見が多く (問

4-1，図 7)，投書については募集すべきだという意見

が大多数を占めました. (問4-2，図 8).

新設欄の希望については，実験技術(9人)と入門

講座(6人)の希望が多く，会員の動向(異動や新博
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民間企

業

24.9覧

個人

6.7覧

公立研究機関*

28.8‘ 

編集委員 会

大学・高専

学生

4.31 

$特殊法人.財団法人を含む

図 1 送付先内訳

民間企業

15.5'覧

公立研究機関

27.6‘ 
大学・高専

50.01 

学生

6.9覧

図2 回答者内訳

悪いその他無回答

やや悪し

8.6‘ 

普通

51. 7‘ 
図3 最近の「放射線化学」誌に対する評価
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0.0 

~ 
寸ーイじ

その他

線

依車種原稿のみにす

ぺき

一般投稿について

射放

図7

一般投稿を募集しで

も良い

54 



その他

12. 1覧

必要ない

10. 3" 

無回答

6.9" 

募集すべき

である

70. 7首

図8 会員からの投書の募集

使用予定無し 無回答

ドい将来可能 プ// 17%

8倒 ¥ rT/ 

4 
使用可能

8.6弘

図 9 電子メールの使用

わからない

20. 7施

不可能

1.7施

無回答

5.2" 

図10 Telnetの使用

無回答

8.6覧

わからない

31. 0% 

不可能

0¥ 
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図11 FTP使用

{吏っている

75.9首

可能

72.4覧

可能

60.3気

NEWSLETTERのネットワークへの切り替え

無回答

広報は不用その他 3.5首
O覧

現在のままが‘良い

10.3部

50.0% 
図12

早期に切り替えを

17.2覧

時期尚早

15. 5" 

士の紹介など)，技術開発や産業界の情報欄，座談会，

放射線化学の基本問題についての現状を整理する欄な

どの提案がありました.

会誌の体裁などについては，サイズをA4版にしたら

どうかという意見(4人)，誤植を減らすようにとの指

摘がありました.

2) NEWSLETTERに関して

NEWSLETTERに関しては主に，コンビュータネ

ットワークの利用の可能性についてお聞きしました.

コンビュータネットワークに関しては，回答者のか

なりの部分の方が，電子メールを利用しており(問 8，

図 9)，TelnetやFTP(問9，図10，図11)も多くの場

所で利用可能になってきている現状がわかりました.

しかし， NEWSLETTERからネットワークへの切り

替えに関しては， NEWSLETTERを存続すべきとの

意見が大多数であることがわかりました(問10，図

12)， 

コンビュータネットワークを利用した広報の手段と

してメーリングリストがあります(アンケートの注釈

2参照)，それを運営するために必要なリストサーバー

について(問11)，提供しても良いという方が4人，他

に提供するところが無ければ提供するという方が3人

ありました.ただし，どういうものかわからないとい

う方がかなりありました.

2.編集委員会の対応について

「放射線化学」誌全般については，比較的良い評価

を与えられていることから，編集方針等の大幅な変更

は必要無いと考えていますが，アンケートに基づき幾

つかの改善を行いたいと思います.

アンケートでは，入門講座的記事や実験技術に関す

る記事に対する希望が多くありました.この点に関し
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ては，当面，解説やとぴっくすの欄にこのような内容

の記事も取り入れるということを考えています.募集

すべきとの意見の多かった投書については「会員の声」

の欄を設け，放射線化学，学会，会誌などに対する会

員の声を募集することにしました.本号に投稿要領を

掲載しましたので，ぜひ積極的な投稿をお願いいたし

ます.

投稿規定については，不用との声がかなりありまし

た.問で“主な内容を決める"という言葉を使ったの

が不適切であったと思います.考えていたのは，解説，

展望， とぴっくすなどのおおまかな性格を決めておく

ということです.例えば，アンケートの結果とそれぞ

れの言葉の持つ意味から判断すれば，解説は「専門外

の人にもわかるように解説する j，展望は「総説的な性

格を持たせる j，とぴっくすは「周辺分野を含め新しい

研究の話題を提供する」というような事が要求される

のではないかと思います.今まで，特に解説と展望の

性格があいまいで，号によって随分変化しています.

このような各分類の性格は，各号毎に変えるべきもの

ではなく，編集委員会の個性は，どういう方に，どう

いう題材について，どういう切り口で書いていただく

かという点で出せば良いと考えます.また，これらの

分類の範曙に入らない記事も特別企画や特別寄稿など

として取り入れることは可能です.今回は，投稿規定

として定めるということはしませんが，編集委員会の

方針として各分類の性格を決め，次期編集委員会に申

し送りたいと思います.

一般投稿については，投稿原稿がどの位集まるか，

それに対する対応法などを検討した結果，今回は投書

以外について特に募集はしないということにしました.

しかし， もっと会誌を充実させるため編集委員以外か

らも執筆者の記事の題材について推薦をお願いするこ

とにしました.推薦を依頼された以外の方も何かご希

望があればぜひ編集委員にお伝えください.また， 一

般投稿は受け付けないと決めたわけではありません.

ただし，投稿したいとお思いになった場合，ぜひ事前

に編集委員のどなたかにご相談いただくようお願いし

ます.

会誌の体裁については， A4版にしたらどうかという

提案がありましたが，どうするかの判断は，全員の意

見， A4版化した場合のレイアウトや体裁の問題，他の

学会誌の動向などをもう 少し検討してから判断したい

と思います.

NEWSLETTERに関しては，郵送による現在の方

法を続けます.ただし，コンビュータネットを利用し

た会員へのサービスについても今後検討していく必要

があると考えています.

(文責北大工小泉均)

「放射線化学」誌とNEWSLETTERに関するアンケート

1. r放射線化学」蕗について

問1. r放射線化学」誌全般について

1-1. 最近の「放射線化学」誌の内容についてどう評

価されていますか? (0は一つ)

1.良い 2.普通 3.やや悪い 4. 悪い

5. その他

1-2. それは主にどういう点ですかご自由にお書

きください.) 

問 2.r解脱j，r展望j，rとびっくす」について

2-1. 取り上げる主題について

「放射線化学」誌は，放射線化学だけでなく，放射

線化学の周辺分野の方にも解説や展望の執筆をお願い

してきました.この数年，その割合がかなり増えてお

り，号によっては，周辺分野の解説や展望が一番メイ

ンの記事となっている場合もあります r放射線化学と
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いう分野がいろいろな方向に発展しているのだからそ

れで良い.j r周辺分野の記事がたくさん入っていた方

が会誌がおもしろい.j という声もありますが r日本

放射線化学会の唯一の会誌であるのだから，放射線化

学の中心的テーマに関する解説を軸に編集すべきだ.j 

「放射線化学という学問を他分野の人に宣伝するため

にも，現在放射線化学で問題となっているテーマにつ

いて解説した記事を増やしてほしい.jという意見もあ

ります.このことについてどうお考えになりますか?

(番号にOをつけ，選択した番号のa，b， dこもOをつ

けてください.番号， a， b， cともいくつでも可.) 

1. (a. r解説j，b. r展望j，c. rとぴっくすj) は，

もっと放射線化学の中心的主題についての解説を

増やしてほしい.

放射線化学



2. (a. r解説J，b. r展望J，c. rとぴっくすJ) は，

もっと周辺分野の解説を増やしてほしい.取り上

げてほしい分野( ) 

3.その他

2-2. 内容について

記事の内容について，専門的すぎるものが多いとい

う声もあります.また学生など，この分野に新しく入

って きた人のために入門的な解説記事も載せることも

考えられますが，どのようにお考えになりますか?(番

号Oをつけ，選択した番号のa，b， dこもOをつけてく

ださい.番号， a， b， cともいくつでも可.) 

1. (a. r解説J，b. r展望J，c. rとぴっくすJ) は，

もっと専門外の人にもわかる解説にしてほしい.

2. (a. r解説J，b. r展望J，c. rとぴっくすJ) は，

もっと専門的な内容にしてほしい.

3. (a. r解説J，b. r展望J，c. rとぴっくすJ) は，

もっと総説的な性格をもたせ，その主題について

現状と展望を説明してほしい.

4.入門講座的な記事も載せてほしい

5.その他

問 3.投稿規定について

現 在 解 説J，r展望J，rとひゆっく すJ，r海外レポー

トJ，ニュース」など各欄について，どのような内容

を書くかについては何も決められていません.いまま

でに載せられた内容を参考に，編集委員と執筆者が判

断しています主な内容についてある程度決めておく

ことは会誌の内容を維持するために必要であり，執

筆者や編集委員にとってもやりやすいのでは」との意

見もありますがどうお考えになりますか?(0は一つ)

1. 決めておくべきだ 2. どちらでも良い

3. 決める必要はない 4. その他

問4.投稿の募集について

「放射線化学」誌では，現在，投稿をあらわには募

集せず，ほとんど編集委員会の依頼による寄稿に頼っ

ています.そのため，記事の主題は編集委員の判断に

かなり左右され，記事の不足に悩むということにもな

っています.ま た，記事の内容や学会自体のあり方な

どに関する意見や感想など を投書と して載せることは

学会自体の活性化のためにも必要で、はないかとも思わ

れます.一方，投稿をあ らわに募集 した場合，会誌自

体のレベルの低下を危倶する声もあります.このこと

についてどうお考えになりますか複数回答可)な

お，討論会， セミナ講演会などのお知らせについ

ては，〆切を設定し， NEWSLETTER，会誌で募集を

行うようにする予定です.

第 61号(1996)

4-1 r解説J，r展望J，rとひ。っくす」などについて(番

号にOをつけ，選択した番号のa-dにもOをつけてく

ださい.番号， a-dともいくつでも可.dにOをつけた

場合はその内容についても記入を)

1. 査読がきちんと行われるなら (a.r解説J，b. r展

望J，c. rとひ。つ くすJ，d.そ の他)) 

は，一般投稿を募集しても良い.

2. (a. r解説J，b. r展望J，c. rとぴっくすJ，d.そ

の他( ) )は，依頼原稿のみにすべきである.

3. その他

4-2 会員からの投書について (0は一つ)

1. 投書を募集すべきである 2. 投書を募集す

る必要はない 3. その他

問 5.新設欄の希望について

現在の会誌の内容以外に，新しく設けてほしい欄(例

えば，実験技術，入門講座など)はありますか?あれ

ば，欄の名称、と内容をお書 きください.

問 6.体裁などについて

会誌の体裁，印刷などについてご意見があればご自

由にお書きください.

問 7. その他

「放射線化学」誌について，他に何かご意見があり

ましたらご自由にお書きください.

11. NEWSLETTERについて

NEWSLETTERは，会誌「放射線化学」の広報誌と

しての役割を補うために， 1986年より年 6月と12月の

年 2回発行されています. しかし，コンビュータネ ッ

トワークが普及しつつあることを考えると，将来的に

はコンビュータネ ットワークを利用した広報(メーリ

ングリスいなど)に置き換えることも考えられます.

それは， 1)情報伝達がより迅速で、ある， 2) NEWS-

LETTER発行および発送のための労力が減らせる， 3) 

郵送費を節約できる，などの利点があるからです. し

かし，そのためには，会員のほとんどがネ ットワーク

を利用できるような状況である必要がありますし，メ

ーリングリストを管理するリストサーバをどこかにお

願いし，管理してもらう必要があります.この課題に

関し，次のアンケートにお答えください.

問 8. あなたは電子メールを使っていますか (0は

一つ)

1. 使っている.

2. 現在は使っていないが，必要になれば使用可能.

3. 現在は使っていないが，近い将来，使えるよう

になる.

(使えるようになる時期は， ごろ)

57 



4. いつ使えるようになるかわからない，あるいは

使うつもりはない.

問9. あなたのところからネットワークを使った次の

ようなことは可能ですか?

9-1 他の大学や研究所の コンビュータへのTelnet

(0は一つ)

(ネットワークに繋がった他のコンビュータに接続し

て，その端末として使用する.) 

1. 可能 2. 不可能 3. わからない

9-2 FTPによるファイルの転送(他のコンビュータ

に保存しであるデータをFTPという標準ファイル転

送プロトコルで取得したり，送ったりする.) (0は一

つ)

1. 可能 2. 不可能 3. わからない

問10. NEWS LETTERを廃止し，ネットワークを利用

した広報に切り替えることについてどう思われま

すか (0は一つ)

1. なるべく早い時期にNEWSLETTERを廃止し，

ネットワークを利用した広報に切り替えるべきだ.

2. NEWSLETTERを廃止し，ネ ットワークを利

用した広報に切り替えるべきだと思うが，時期尚

早である. ( 年くらい後なら可)

3. ネットワークを利用した広報も導入すべきだが，

NEWSLETTERも存続すべきである.

4. ネットワークを利用した広報は不用，現在のま

まが良い.

5. NEWSLETTERもネットワークを利用した広

報も不用.

6. その他

問11.メーリングリストを運営する場合，あなたの研

究室あるいは周辺の方でリストサーバを提供して

いただけるところはありませんか (0は一つ)

1. 提供しても良い.
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2. 提供したくはないが，他にやるところがなけれ

ば，提供しても良い.

3. 提供できない.

4. その他

問12.NEWSLETTERなど放射線化学会からの広報に

関して，ご意見等がございましたら，ご自由にお

書きください.

l例えば，日本物理学会会誌の投稿規定に書かれてい

る，各欄の主な内容についての記述をいくつか抜き出

すと次のようです:

解説;一つの主題について，専門外の会員に対する

入門的な説明から説きおこし，専門的な最近の成果ま

で解説する.

話題;広く会員の関心をひき，議論を引き起こしそ

うな新しいアイディア，珍しい実験結果などを紹介す

る.ただし，オリジナルな論文を発表する場ではない.

会員の声;1)物理学会の全員としての自由な感想や

意見などを掲載する.主として投書にする. 2)編集委

員の判断に よって，特に不適当なもの以外は，そのま

ま又は多少の字句の修正の後に掲載される.(したがっ

て，その内容に対する主な責任は投稿者が負う.)3) 

(略).

2電子メールのアドレスを登録しておき，メーリングリ

ストのアドレスに電子メールを送れば，登録者全員に

その電子メールが送られるような仕組み.“放射線化学

会会員全員"の他に“理事“編集委員"などのメー

リングリストを作って置けば，ある特定の会員のみに

も送ることができる.
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会員のページ

元会長(1966-1967年度)

篠原健一先生を偲んで

本学会の第二代会長として本学会の創設と育成に努

‘力きれた篠原健一先生は，平成 7年10月2日89歳で亡

F くなられ，護国寺の墓地に眠っておられます.

先生は東京帝国大学理学部物理学科をご卒業後，理

研の西川研究室でX線結品物理学のお仕事をされまし

たが， 1934年から 2年間，アメリカのCaltechとイギリ

スのCavendishLabへ留学され，ここで多くの俊英と

交遊されて新しい物理学の息吹を感得されました.お

話を聞いていると， Rutherford， Lauritsen， Bohr， 

Bethe， Gray， Cockcroft， Laue， Meitnerなどという

「歴史上の人物」がよく登場して驚いたものです.

帰国後，第 2次世界大戦をはさむ困難な時期，九州

大学で加速器の研究をされたのち，再ぴ理研(当時は

科研)へ主任研究員として戻られました.この間，広

島，長崎で行われた原爆の調査結果はもっとも正確な

ものと高い評価を受けていますが，これは先生の高い

実験技術を示すーっの証左であると思います.

理研ではCo-60と，先生が三菱電機でつくられたパ

デグラーフを用いて高分子の放射線照射の研究を始

められましたが，ここで日本の放射線化学の産声が上

がったと言っても過言ではないでしょう .1956年には

日本放射線高分子研究協会が発足し， 1958年にはこの

東京研究所が設立されて先生は所長に就任されました.

この研究所は原研の高崎研究所の母体になりました

(1964) .この間，先生はアメリカと欧州|の放射線化学

の実情を視察され，多くの放射線化学者とお会いにな

って，放射線化学の動向を深い知識と卓越した勘で察

知されたのだと思います 私が理研で実際に研究を始

めたのは1962年のことですが，放射線化学の新参者が

曲がりなりにもこの道に入れたのは，先生のこのよう

な多くのご経験とすぐれた洞察力，先生の知己であっ

た欧米の研究者と知り合いになれたことが大きな力に

なっていることは疑いを差しはさむ余地がありません.
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研究の第一線を退いた現在でも，先生の普咳に接する

ことができなくなった寂しきは，ひとしお身にしみる

ものがあります.

わが国における放射線化学の研究が日を追って盛ん

になり，外国との交流が多くなるにしたがい，国際的

な「窓口」となる学会をつくろうという気運が生まれ

てきました. もちろん先生も熱心な推進者のひとりと

して参加され， 1965年11月13日に日本放射線化学会の

設立総会が聞かれました.初代の会長は私の大学時代

の思師である千谷利三先生で，篠原先生は第二代目の

会長をつとめられました.

会長になられたころの先生は理研を定年で退職きれ

て早稲田大学に移っておられましたが，ハワイで聞か

れた第一回の日米放射線化学会議にご一緒させていた

だいたことも懐かしく思い出されます.先生はここで

旧知のアメリカの学者たちと会われ，昔話に花が咲い

たようでした.

先生はたいへん九帳面で， 日々の出来事や感想を克

明に手帳に書いておられました.また，山歩きがなに

よりもお好きで，行かれた先々の記録，写真もきちん

と整理きれておられました.

山がお好きなこともあって，穂高に山荘を構えられ，

夏になるとよくひとりで滞在しておられました.ある

とき，やはり穂高に山荘をもっておられる，大阪市大

時代の教授である藤代先生のところへ，昔学生だった

6人と伺ったことがありました.そのとき藤代先生が

「となりに篠原さんという方がおられる」というので

半信半疑でお訪ねしたところ，まさに篠原先生だった

のでひゆっくりしたことがありました.その晩は皆でバ

ーベキュー ・ノfーティーを楽しみましたが，先生はす

っかり若返っておおいに飲み，おおいに語り，いつも

はお強いはずなのにとうとう千鳥足になられたのを見

たのはそのときが最初で最後でした.十数年前のなつ
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かしい出来事です.

若いころとは違って，先生の晩年は写真のように優

しい，温顔をしておられますが，研究やことば遣いか

ら，世の中のすべてのことに対して，歳をとられても

厳しい批判精神をお忘れになりませんでした.先生の

法名は「玄峯院理徹勝健居士」ですが，先生のすべて

がこれらの文字によって表されているように思います.

先生からいただいた教えとご恩に対して，その何分

のーもお返しすることができなかったのが心残りです

平成 7年10月 2日の深夜帰宅した私を待ち受けてい

たのは恩師である篠原健一先生がお亡くなりになった

との悲しい知らせでした.先生との初めての出会いは

昭和41年の秋だったと思いますが，私が倉敷レイヨン

側の中央研究所に勤務していた当時四国の学会の帰路

倉敷を訪問されたときでした.先生は同年の 3月に理

化学研究所を定年退職され 4月より早稲田大学理工

学研究所の教授になられていました.これがご縁で42

年の 4月より大学院博士課程の学生として先生の御指

導を受けるようになりました.その意味で先生から御

指導いただいた最初の学生でした.当時の私学におい

ては放射線化学の実験を行うような装置は何もありま

せんでした，先生のご努力で日本放射線高分子研究協

会からコバルトー60照射装置やESR，理化学研究所か

らパンデグラーフ型加速器を譲り受けどうにか実験が

出来るようになりました. しかし，装置としては日本

での一号機相当のものが多かったのでその移設，調整

に手間取ったことを覚えています.今にして思えばそ

れもよい経験でありました.この辺のいきさつについ

ては先生がお纏めになった「放射線と共に一世紀」と

いう自分史の本の中に詳しく記されています.先生は

とてもまめな方で，気付かれたことはいつもメモをさ

れていました.この本はそれを纏めて早稲田大学を退
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が，私の心のなかにはいつまでも先生の温顔が生きつ

づけることでしょう.

(理化学研究所・名誉研究員今村 昌)

(付記)わが国における放射線化学の生い立ちにつ

いては，篠原先生が本誌No.20(1975)， P2に「放射線

化学事始めの頃の思い出」という一文を書いておられ

ます.

職後，自分史として発行されたものです.理研の今村

先生等と少なからずお手伝いをさせていただきました e
が，先生の記憶力と凡帳面さには本当に感服させられ

ました.まだ，残部も少々ありますのでご希望の方は

お申しで下さい.

先生の思い出には書き尽くせないものがありますが，

山や旅行が大変お好きで良くお供させていただきまし

た.先生の健脚振りは有名ですが，先生はほとんど毎

日目白の御自宅から大学迄片道40分程をお歩きになっ

ていました.歩くことが本当にお好きだったようです.

学会の折にも必ずと言っていいほど帰途近くの山を訪

れたのも楽しい思い出です.一度などは福岡の学会の

後，遠く屋久島迄遠征し雨の宮野浦岳を征服したのも

そのーっとして残っています.その健脚だった先生も

晩年になられて膝の痛みを良く訴えられるようになり

ました.回復されていればまた，昔話などをお聞かせ

いただけたのにと残念で‘なりません.

先生の面影を偲ぴつつ先生が早稲田大学に築かれた

放射線化学研究の基盤をさらに発展させなけらばと胆

に命じる次第です.慎んで篠原健一先生のご冥福をお

祈りいたします.

(早稲田大学 ・理工総研浜義昌)
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第38回放射線化学討論会報告

標記の討論会が平成 7年10月17日(火)-19日(木)

の3日間にわたり，北陸の地域では初めて金沢工業大

学において開催された.私どもはホストの片割れでも

あり，すべてにわたって十分に発表を聴く余裕がなか

ったことから，個々の発表よりはむしろ討論会全体の

概要と印象についておもに報告することをお許し願い

たい.発表の内訳は，口頭発表53件，ポスター発表35

j牛，受賞講演 1件，特別講演3件であり，参加登録者

は157名であった.

第一日目は， 22件の口頭発表(イオンビームによる

照射効果 ・マイクロドシメトリー，放射線照射効果，

クラスターイオン他など)が行われた.毎年放射線化

学討論会に参加し感じることは，素過程から放射線利

用と幅広く，なおかつ理学・工学 ・生物学などとの他

の分野との境界がさらに無くなっていることである.

また，年追うごとにイオンビームに関する基礎 ・応用

に関する討論が活発になり，新しい放射線源としてイ

オンビームが定着してきたものと思われる.高レベル

放射性廃棄物ガラス固化体を照射源とした研究や低エ

ネルギー電子線による天然ゴムラテックスの放射線加

硫等応用分野や生体化学，星間塵における化学シミュ

レーション等放射線化学分野の領域の広さがうかがえ

る興味深い報告が続いた.

第二日目の午前中はイオンビーム照射特性，イオン

・ームパルスラジオリシス法の開発，水溶液の放射線

'分解におけるスパー拡散モデルの検討，ポリマーへの

照射効果，バリウム化合物へのイオンビームおよびγ

線照射効果など口頭発表11件，午後は様々な話題合同

のポスター発表があり，ついで学会奨励賞受賞式なら

びにその講演(ジェミネートイオン再結合過程および

初期空間分布に関する研究， 吉田陽一)と特別講演 2

件(多光子イオン化における高分解能ゼロエネルギ一

光電子分光，木村克美;Transport Phenomena in 

Radiation Chemistry， R. Schiller)があった.18時か

らの懇親会は金沢工大食堂セレスで行われ，約60名が

参加した.

第三日目は口頭発表20件と特別講演 l件(放射線作

用解明のための原子 ・分子データの収集 ・評価活動，

井口道生)で，午前中は高分子材料への放射線照射効
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果やラジカルの挙動等の発表が大半を占めた，その中

で「ガンマ線照射下における岩石一水反応実験」は他

分野からのユニークなアフローチで注目を号|いた.午

後からは有機化合物の放射線化学反応および素過程の

研究がその大半を占めており非常に多くの方が最後ま

で討論に参加した.

イオンビーム関連の研究が非常に多くなったこと以

外に全体の印象として感じたことは，素過程関連の発

表が一時に比べて増大してきたことである.中でも，

星間塵の中の反応，クラスターイオンの反応と構造，

放電フ ロー中でのイオン一分子反応と電子 ・イオン再

結合，芳香族分子の光イオン化などの話題はいわゆる

放射線とは直接関係していない. しかし，放射線作用

に含まれる活性種や反応過程を対象とすれば，それら

の生成手段や検出方法が放射線とは関連のない場合で

も討論会で扱う内容として十分であり，また多くの放

射線化学者も大いにそれに興味があると思われる.歴

史的にも放射線化学の研究が新しい活性種や反応素過

程を明らかにし，他分野に貢献してきたことを考える

と，このような傾向が一層進むことが望ましいと感じ

た.

今回 3件の特別講演のほかに，おそらく始めてで

はないかと思われるがinformalmeetingの形式で 2件

の話題が第 1日目一般発表終了後にとりあげられた.

一つは，名大工の宮崎哲朗氏から，平成 8年度の科研

費重点領域研究に「多自由度系としての原子集団およ

び原子の トンネル現象」が採択されたことで，とくに

低温固相でのトンネル現象に関係のある公募研究の募

集案内があった. もう一つは特別講演も行ったアルゴ

ンヌ国立研の井口道生氏が「アメリカにおける放射線

科学の研究の危機」と題して，ここ数年にアメリ カで

放射線や原子力に関連する基礎研究への研究費削減が

急速に進んでいる現状とその原因，将来の展望などに

ついて述べられた.世界的な冷戦構造の集結とアメリ

カ国内の政策の変化がこのような基礎研究の分野に波

及している現実に唖然としたが，他方日本の放射線化

学コミュニティーにとっては飛躍的発展の良いチャン

スであるとのことで，奮起させられた出席者もおられ

たかと思う .今後ともこのような形式で，一般発表と
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は別の話題が取り 挙げられることを望みたい.

井口道生氏が全日程にわたって参加され，上記のin-

formal meetingと特別講演で一般発表とは異なる話

をされたほかに，個々の研究発表の際にも幾度となく

発表テーマの核心に迫る質問を発せられ，その研究の

位置づけや問題点を浮き彫りにしていた.いわゆる御

大とか大御所と目きれる人の参加により，討論会が盛

り上がる例は何度となくあったと思うが，今回は，第

一線で深く放射線化学を極めてきた研究者の参加が研

究発表を如何に興味深くさせるかを改めて実感させら

れた.

運営面での感想、を述べてみる.今回は口頭発表時間

12分討論5分と比較的時間に余裕をとったため，質疑

応答の充実により討論会の名に相応しいものとなった

が，その反面，スケジュールがタイトになり，昼食時

間以外の休憩時間が皆無になった. しかし，座長の協

力と，発表時間を画面上に示す方式をとったため， 幸

いにも討論はほぼ時間通りスムーズに進行した.休憩

時間を無くする事について賛否両論あると思う .例え

ば，長時間集中力を持続させることは非常に困難かっ

苦痛であり，各自が自由に休憩を取るために室外へ出

るとき講演に何らかの悪影響を及ぽす可能性もある.

逆に，関連性の強い発表が連続した場合，間に休憩を

置かないことによりより熱気ある討論が実現し，また

進行が非常にスムーズに行える利点がある. しかし，

十数年前には 2会場で行うことが多く，他会場の発表

をほとんど聴くことができなかったことを考えると，

l会場で行う場合には各人が適宜休憩をとるシステム

ス・
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でも良いように思える.この問題は昨年の討論会報告

でも指摘されたことで，今後の参考のために，昨年報

告された最近10年間の発表件数と講演時間の推移につ

いて今年のものを含めて再度図示してみた.今回は発

表件数を口頭とポスターとに分けてみた.口頭発表件

数はここ数年50件以上の水準にある. もしも発表時間

と討論時間を今回以上に確保し，かつ休憩を充分とる

とすれば，たとえば化学反応討論会のように口頭発表

件数を厳選し (20-30件程度に)，大多数をポスター形

式にすることなどが必要となろう .今後の検討課題と

して残した.

(福井工大嶋森洋，辰巳佳次，砂川武義)

~ 1995環太平洋国際化学会議報告』

1995環太平洋国際化学会議(1995 International 

Chemical Congress of Pacific Basin Societies) カ久

米国ハワイ州ホノルル市において，昨年12月17日から

22日にわたって聞かれた.この会議は，米国，オース

トラリア，カナダ，ニュージーランド， 日本の各化学

会が後援するもので，今回が第 3回目になる.148にお

よぶシンポジウムにおいて6300件以上の発表が数千名

の参加者によっておこなわれた.放射線化学関連では，

阪大の田川精一先生が世話人の一人をされた， "Sym-

posium on Radiation Chemistry of Polymers"と"
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Symposium on Polymers for Microelectronics and 

Photonics"の2つのシンポジウム，さらに，東工大 ・

鎌野嘉彦先生が，世話人となった"Symposium on 

Chemical Application of Synchrotron Radiation (シ

ンクロトロン放射光の化学への応用)"が開催されてい

る.この内，レポーター自身が参加した rシンクロト

ロン放射光の化学への応用シンポジウム」について，

簡単に報告する.

このシンポジウムは，化学分野における放射光の利

用に関して，前回(第 2回会議'89)に引き続き，組織

放射線化 学
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されたもので，今回の会議では，鎌野教授の他， R. A. X-rays"， R. A. Holroyd and ]. M. Preses 

Holroyd (米国)， T. K. Sham (カナダ)が世話人を

されている.会議の内容は，

(1)分子の分光と反応ダイナミ ックス

(2)放射線化学および光化学

(3)環太平洋諸国における放射光施設の現状

(4)XAFS分光および回折・散乱

であり，口頭とポスターを合わせて53件の発表が行わ

れた.昨年は， ICPEAC， VUV -11，王子セミナーとシ

ンクロトロン放射光関連の国際会議が続いたため，内

容的には，重複しているところがあったが，他の物理

よりの内容を持つ放射光関連の国際学会に対して，唯

一 「イヒ学への応用」という色彩を強めていることに特

色をも っている.発表件数も第 1回会議 ('84)の 2，

3件，第 2回会議における43件から着実に増えており，

化学分野において放射光が，上に記したような各分野

で広く用いられるようになってきていることが示され

ている.

発表の中から放射線化学に特に関係あるものを抜き

出して最後に記した.放射線化学会でおなじみのメン

バーの活躍がわかると思う.

"Track effects in hydrocarbon liquids exposed to 

"Variation around the inner-shell ionization thresh-

olds in photon W-values and ion-yield ratios of 

small molecules"， 1. H. Suzuki and N. Saito 

"Effect of inner-shell excitation on ion-pair forma-

tion from freon molecules"， 1. H. Suzuki et al. 

"Photoabsorption， photoionization， and neutral-

dissociation cross sections of CH4， C2Hs， and C3Hs 

in the extreme-uv region"， K. Kameta et al. 

"Effect of high pressure on photoionization of aro-

matic molecules in alkane liquidsぺR.Katoh et al. 

"Radicals produced on VUV irradiation by mono-

chromatic synchrotron radiation for N -acetylamino 

acid at 77K"， A. Minegishi et al. 

"Photoionization spectra of naphthalene in non-

polar solventsぺK.N akashima et al. 

(東工大理・亀田幸成)

ミラー会議に結加して

最初のミラー会議は，今から24年前の1971年に，イ

タリアのサルデイニア島で聞かれたそうです.それか

らl年または 2年おきに聞かれて，今年(1995年)の

チェルビア/ミラノマルチーマの会議は19回目にあた

ります.その性格から，ゴードン会議のヨーロッパ版

といえるでしょう .私は， 今から 4年前に南フランス

のジオンで聞かれた第17回目の会議に出席して以来す

っかりファンになって，今回も講演依頼があったのを

幸いに喜んで参加させていただきました.

チェルピア/ ミラノマルチーマ(2つの町を一緒に

してこう呼ぶのだと思いますが)は，北イタリアの古

都ポローニアから鉄道で 2時間ぐらいのところにある

アドリア海に面した保養地です.結加者が揃った 9月

16日の晩に，まずウエルカムドリンクがあり(写真参

照)，ついで 2時間もかけた本格的なディナーがあり，

第 61号 (1996)

それが終わった夜の 8時30分から最初のセッションが

始まりました.ジオン以来おなじみの南欧風のオープ

ニングです.翌日からは，午前中はセッション，午後

は昼寝かテニス，夜はゆっくりディナーを食べてから

再びセッション，夜遅くまで討論，という日課を 5日

間繰り返しました.慣れてしまうと，これ以上は無い

というほど快適で充実した毎日を送ることができます.

DNAなどの生体物質の関係した反応や水溶液中の

反応、を扱った研究が多く，この分野の水準が高いのは

ヨーロッパの放射線化学の伝統だろうと思います.ア

メリカの研究ではありますが， Schoneichの「ぺフ。チド

化合物および蛋白質とフリーラジカルの反応、機構」と

いうセッションで，むかし生化学分野で一世を風慶し

たカルモジュリンに関するモデル反応が出てきました.

放射線を利用した反応素過程の研究がこのような分野
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にも使われているのだなと感心しました.

ヨーロッパの放射線化学が，放射線影響関係も含め

て応用研究に大きく流れていることも注目すべきだろ

うと思います.オープニングの 2つの講義がMcKe-

ownの「環境問題に対する放射線化学の応用」とFuo・

chiの「イオン化放射線の産業利用」であったことは，

このことを象徴していると思います.ただし，放射線

イオン重合に始まる日本の先駆的で重厚な応用研究の

展開を身近に感じて育った人間にとっては，ややとっ

てつけたような感じがしないでもありません.講演者

の一人が基礎研究と応用研究の違いは，単に社会か

ら注目されるかどうかの違いだけだ」などというのを

聞くと，本当にわかっているのだろうか，と感じるこ

ともありました.

そういうこともありますが，さすがにヨーロッパで

の国際会議だけあって，いずれの講演も歴史的な流れ

や哲学的な意味を感じさせる本格的なものでした.支

援団体のミラー ・トラストの議長をしているリーズ大

学のBuxtonは，数少ない言葉ですべてを語ることがで

きる当代一流のスピーカーだと思いますが，その彼が

懇親会のオープニングの挨拶を「ここに集まった人々

はすべて同じコミュニティーのメンバーである」とい

う言葉で始めました.中世楽器による演奏もあって，

ヨーロッパ文化のふところの深さを感じさせる良いパ

ーティーでした.

最後に，パクセンデール奨学金でミラー会議に招待

された若い世代の講演についてぜひ触れたいと思いま

す r自分のことを若い世代に入れてくれてありがと

う」とやや皮肉な挨拶して笑いを誘ったノートルダム

大のピンプロットは別格として， 30才になるかならな

いかの若い科学者たちが，各国代表という形で 5分ほ

どの短い講演を行いました.いずれも非常によく準備

されたみごとなものでした.こういう世代をしっかり

養成できるかどうかが，その国の学問の実力だろうと e
感じて帰って来た次第です.

(北大高等センター小笠原正明)

Title: Impression on 19th Miller Conference Radia-

tion Chemistry 

Author: Masaaki Ogasawara (Center for Research 

and Development in Higher Education) 

最初の晩のウエルカムドリンクにて.左から立矢正典氏，筆者，ジェルシー・ゲンピツキ氏.
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第 6回放射線プロセスシンポジウム参加記

このシンポジウム(1996.1.17・18，会場:東京 ・国

立教育会館，主催:放射線照射振興協会)には，放射

線化学会の会員はあまり参加していないようであるが，

放射線化学の応用として，実生活に役立つ形で放射線

がどのように使われているかを知るのに格好の場であ

る.石樽(東大教授)実行委員長の挨拶によれば，こ

のシンポジウムの目的は，放射線プロセシングの各分

野に携わっておられる専門家が参集し，情報交換によ

り，放射線利用の全体像をつかむことだという .たし

かに 2日間にわたって線量測定・線源技術J， 滅

菌J，食品・バイオJ，r環境J，rキュアリングJ，イ

オンビーム材料J，r高分子加工」のセッション，それ

に特別講演「重粒子治療の現状」と rTIARAと材料研

究J，さらにトピカルセッション「放射光利用」と多岐

にわたる.それぞれの専門の「部分」から「全体」像

は見えにくいかも知れない 私のような素人でも座っ

ているだけで以下のような知識が得られる:

線量測定はもっぱらフリッケというのが放射線化学

の常識であろうが，工業フ。ロセスともなるとアラニン

結晶中にできるESRシグナルを用いるという .国際標

準に対するトレーサビリティの制度化の報告(小嶋)， 

そして照射用加速器の進歩(小寺)として， 5MeV以上

のマイクロ波ライナックと熱フィラメントなしの低価

格装置(商品名:WIPL)の紹介(熊田)があった.

滅菌」では，医療器具を放射線滅菌する際の線量

の設定方法について米国規格と日本側からの提案がご

たごたしているということ(武久)，さらに注射針の滅

菌，バイオパーデン(医療器具から採取した微生物?) 

管理，骨移植のきいの凍結乾燥骨の滅菌など.

特別講演の重粒子線治療(辻井)は， 250MeVフ。ロト

ン(つくば大)の場合の実際の治療例の紹介と線量集

中性と生物効果に秀れた炭素イオン(放医研)臨床試

行例の話はタイムリーでもあり，有益で・あった.

つづいて食品照射の世界各国の許可や実用化の状況

(林)，照射食品の検知技術(河村)一一食品は照射に

より不変であることを前提としていながら，なお変化

したものを見逃さずに照射食品を見分ける技術の開発

はおもしろく感じられた.動物 ・魚の骨や殻あるいは

砂に残るESR，熱発光，その他の方法の紹介があ っ
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た.また地球上で見られる生物種140万という多様さは

もちろん43億年の時間をかけた結果であるが，さらに

イオンビームを使って種あるいは属の聞の交雑不親和

性を打破して新品種を得ょうとする試み(井上)，タバ

コ匪細胞への実験(吉田)など，将来への可能性を秘

めているように思った.

環境保全に対する放射線利用は，フロン分解(下

川)，廃水処理用黒船の照射再生(新井)，石炭燃焼排

煙ガス処理では経済性評価も含めてのプラント試験結

果の報告(田中)， トンネル内自動車排ガス処理(青木)

と，どれもいかにも放射線化学の応用らしい話とその

大量の処理に相応しい大出力加速器開発のこれまでの

歩み(水沢)を報告，要するにMWクラスの加速器の

開発が待たれるらしい.フロセスの評価については，

当事者が自分で行うのでなく，第 3者(しかし専門家)

の評価が不可欠なのではないか?

2日目はキュアリングから.紙加工，印制技術，感

圧接着剤，金属内装板，フロッピーディスクなどの低

エネルギー電子線による表面加工(佐々木，神谷，上

野，久保田)や帯電防止の高分子フィルムの作成の紹

介(木下)で，質問の内容からももっとも実用に近い

部分のセッション，そして製品の使われ方の説明が加

わるのでわかり易かった.

放射光の材料 (LSI素子)開発(尾嶋)，ライフサイ

エンス(生体反応中のタンパク質の構造変化;雨宮)

は，研究の先端で活躍する人たちの報告であろう，い

きいきとした内容が感じられた.高崎研TIARAをは

じめ，イオンビームによる金属改質，ミキシング， C60 

とTi02，Si02との超格子構造の作成とその評価，炭素

材の構造変化など，そして最後は放射線プロセスとし

てはおなじみの高分子の橋かけ，グラフトなどによる

耐熱炭化ケイ素繊維の製造，耐熱電線の開発，耐熱チ

ューブの開発，イオン交換不織布を使った空気浄化フ

ィルターへの応用などの話が続いた.

私はこの種のシンポジウムには初めての参加であっ

たため，得るところは大であった.毎年出席してもそれ

ほど新しいことはないと思うが，まだ参加されたことのない方

には参加をおすすめしたい.ただし参加費 4千円，まる 2日

を費やすことになる東海大開発技研 大 野新一)
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TSRP-96報告

1996年 1月 8日ー12日の 5日間，インドのボンベイ

郊外にあるBhabhaAtomic Reseach Centre (BARC) 

において， Trombay Symposium on Radiation and 

Photochemistry (TSRP-96)が開催された. Trombay 

は研究所のある地名である このシンポジウムは1992

年に第 1回が開催きれ，以後1994年に第 2回，今回が

3回目である.主催はDAE(Department of Atomic 

待講演 (25-30分)国内参加者中心のポスター発表で構

成され，ポスター件数は放射線化学59件，光化学63件

であった.具体的なセッションのー欄を下に示す.

1 . Fundamentals 

2. Atom. electron and H-transfer 

3. Pulse radiolysis 

4. Gas-phase photochemistry and chemical 

dynamics 
司ごノ

Energy)でBARCの化学グループの総括者であるDr.

Mittalを中心としてChemistrygroupが中核となり， 5. Semi-conductors， small particles and agglomera幽 ヤ

インド国内の大学，研究所と協力して準備された.外

国からの招待者は28名，インド国内から約150名，計180

名の参加者があった.シ ンポジウムの目的は，外国の

研究者を招待し，若手に議論や講演を通じて経験を積

ませ，放射線，光化学分野の発展を促すことである.

シンポジウムの報告の前にBARCの紹介をしておこう.

BARCにおける放射線化学研究については本紙60号

p.27にMittal博士の記事があるので参考にされたい.

BARCはインドの原子力研究所としてインド国内の原

子力研究の核になるようにと1954年に設立された.原

子力開発の中心は原子炉の建設であるから，これを実

現する分野としてウラン採鉱，製練，燃料製造，原子

炉自体の研究 ・建設，照射燃料の再処理，放射性廃棄

物の処理・処分が必要となり，これら全てをこの研究

所の内部で実現できるように構成されている.さらに

種々の基礎研究分野とともに放射線利用分野の研究も

行われている.この研究所の呼称はインドの高名な核

物理学者で， 1965年にウィーンでの飛行機事故により

亡くなったH.J. Bhabhaにちなんで1967年に命名され

た.現在は総勢15，000人の所員 6つの研究用原子炉

を擁する大研究センターである.原子力研究は科学技

術開発の中心と位置づけられて多額の資金援助が政府

より与えられており，原子力研究所を中心とした先端

科学技術中心としての役割を果たしている.事実，各

種の最先端装置も整備されている.放射線，光化学関

連では，ナノ秒，ピコ秒，フェムト秒レーザーフォト

リシスシステム，ナノ秒ソfルスラジオリシスシステム

を保有するとともに，これらは圏内研究者へ開放され

インド国内の共同研究所としての機能も果たしている.

シンポジウムは外国人招待者を中心とした43件の招
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tion 

6.ISRAPS (lndian Society of Radiation and Photo-

chemical Sciences) seminar on "Applications" 

7 . Controlled chemical reactions 

8. Electron transfer， magnetic field effects and 

photo catalysis 

9.DNA damage， photosynthesis and fluorescence 

百llcroscopy

10. Time-resolved study 

11. U1trafast spectroscopy 

外国からはG.R. Freeman (カナダ)， C. D. Jonah， 

M. C. Thurnauer， A. D. Trifunac， G. N. R. Tripathi， 

T. Ffrancon. Willams (米)， J. Michalik， M. W olszc-

zak (ポーランド)， B. Vojnovic， R. E. Dennis， P. 

Fielden， P. O'Neill (英)， S. Rosenwaks (イスラエ

ノレ)， O. Brede， E. J anata， C. von Sonntag (独)， R. 

Schiller (ハンガリー)， J. Pola (チェコ)，日本からは

小笠原(北大)，浜(早大)，閑(群大)，長谷川(静

大)，荒井(京工繊)，高椋，田川(阪大)と私の 8名

が参加した.

ポスターセッションですごい数のノfルスラジオリシ

スの発表がされていたので，皆さん大変驚かれたよう

である.パルスラジオリシス装置はインド国内に

BARCに 1つあるだけであり 1日は 4時間を 3シフ

トで月→金までフル稼働で，非常に効率良く使用きれ

ているためあり，その成果はめざましいものがある.

一方，高分子関連の発表は数件で，その点では日本と

は異なった傾向である.さらに，原子力分野での放射

線効果としては水化学関連の腐食防止剤のパルスラジ

放射線化学
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オリシスや再処理溶媒の放射線劣化とその評価等の発 住者まで非常に広い層の人々が生活しており，いくつ

表もあり， BARCらしい研究もあった.ティープレイ もの宗教，言語，古いものとモダンなものが，何とも

クや講演直後には若い人が質問のために講師を囲む光 言えないエネルギーと道路あふれるばかりの人，車，

景が多く見られた.欧米での放射線化学の勢いが衰え さらに大気汚染とともに，混沌としたスープとなって，

る中で，インドの活力には目を見張るものがあり，中 インドに一度行くと病みつきになる人も多い理由も少

国を始めとするアジアの放射線化学研究の勢いは強く， し分かるような気もした.行きは 7時間，帰りは11時

今後，アジアを中心とした，この種のシンポジウムが 問も飛行機が遅れ，ここでもインドらしさを満喫して

開催することが必要ではないかと強く感じた. 帰国した.

ボンベイでは路上生活者から警備員付マンション居 (東大工 ・勝村庸介)

プーナ大学(インド)における放射線研究に関する

ワークショップの報告

ボンベイ郊外のトロンベイでのTSRP-96(勝村先生

の報告を参照)の終了後，ボンベイの東南東約200Km

にある人口約250万人の都市プネー， Pune(英語ではプ

ーナ， Poona)で，プーナ大学のRao博士のお世話で，

1996年 1月14日-15日の 2日間， 日本(4)， ドイツ(3)，

英国(2)，ポーランド(2)，米国(1)，ハンガリー(1)，チェ

ス(1)の 7ヶ国14名の外国人招待講演者が参加した放射

線化学に関する国際ワークショップが開催された. 日

本からは高椋(阪大)，荒井(京都工繊大)，長谷川(静

岡大)と私の 4名が参加した.この会議は当初，予算

的にもインドとドイツとの聞の 2国聞のワークショッ

プとして企画されていたが，主催者の努力によって，

最終的には形式的なことは別として，実質的には国際

ワークショップとして運営された.国外14件，インド

ョ内11件の計25件の口頭発表のみの会議で， 自由な雰

囲気で，非常に活発な議論もあり，参加者にとっても

大変有意義で，広い意味での放射線化学に関する国際

交流という主催者の当初の目的も十分に達した満足す

べき会議であったと思われる.研究手法としてはフェ

ム卜秒パルスラジオリシスなどの次期計画も含め，半

数はパルスラジオリシス関係の講演であった.ただ，

パルスラジオリシスの応用範囲は欧米が狭く，日本は

割と広いが，インドはもっと多様な研究に応用してお

り，非常に活発な印象を受けた.TSRP96の特徴が120
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件を超えるポスター発表に見られた若い研究者の荒削

りであるが活気に満ちた雰囲気であるならば，この会

議は成熟した研究者によるまとまった発表と自由な質

疑応答に特徴があった.

ボンベイのピル群と路上生活者，古代文明発祥の地

でありながら，近代化の過程におけるあまりにも多様

な生活レベル oを発見した国インドを理解するのに

はあまりにも短い滞在であった. しかし，理解するの

には短かったが，ボンベイからプーナへの土， 日の移

動日に見た石窟寺院における無数の無名の人々の宗教

的な献身と石窟のすばらしさ，インドの放射線化学研

究の活発さなど多くの感動と驚きを受けるのには十分

に長い期間でもあった.ただ，同じ驚きでも，国営の

ためか，インド航空のフライトのキャンセル，遅れ，

そしてそれ以上に無責任な態度には不愉快な思いをし

た人が多かったと思います.

最後に，インドに初めて実際に行ってみて，インド

との国際協力，特に我々自身でもできる研究や学術交

流が今後非常に大切だという気持ちを強く抱きました.

また，今回はアジアからの参加者は日本のみに偏って

いましたが，アジアにおける欧米とは異なった実用的

な研究も含む多様性に満ちた，活発な放射線化学の活

動に対応したこの種の国際会議が必要な時期にきたと

いう印象を強く持ちました。(阪大産研 ・田川精一)
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1995年度放射線化学若手の会夏の学校報告

1995年度放射線化学若手の会夏の学校は 8月20日

から 8月22日にかけて，長野県飯山市斑尾高原で開催

されました.放射線化学とその周辺分野の研究をして

いる若手23名が参加し，講演，研究紹介，観光等を通

じて多くのことを学び，親睦を深めることができまし

た.今回の夏の学校の運営は，阪大産研の田川研が担

当しました.今回は，少し欲張って「放射線化学の基

礎」と「放射線化学に関わりの深い周辺分野」の両方

について勉強しようと考えました.そこで，放射線化

学の基礎的な部分について神大の中川和道先生に，そ

して，放射線化学の手法を応用した生化学の研究につ

いて阪大の小林一雄先生に講義していただきました.

また，今回の若手の会では，参加者同士が研究内容を

把握し，今後の研究を励まし合って進めていけるよう

に，参加者の研究紹介にも重点を置きました.

初日は，午後 2時に宿泊場所である斑尾高原のペン

ション「メルヘン」に集合しました.部屋に荷物をお

いて一息つくとすぐに，多目的ホールで研究内容と研

究室の紹介を始めました.理研の丑田公規さんが「超

高速分光，凝縮相の放射線化学初期過程」について紹

介なさったのからはじまり，東大から千歳範寿さん，

東工大から北島昌史さん，植村典弘さん， Khadka， 

Deba Bahadurさん，福井工大から砂川武義さん，阪大

から関修平さん，荒巻華世さん，神大から下山巌さん

が日頃の研究内容について発表されました.どの研究

紹介のあとも講師の先生の鋭い質問など白熱した質疑

応答がされ，各自研究内容の理解を深めることができ

ました.また，研究紹介ではユニークな発表が続き，

和やかな雰囲気となりました.途中，食事とお風呂を

はさみましたが，それでも全ての発表が終わったのは

夜の11時をまわっていました.その夜は，次の日に備

えてぐっすり眠りました.

二日目の午前中は，中川和道先生が「放射線化学と

光化学との架け橋:シンクロトロン放射による物質の

照射効果の基礎過程の研究」といっテーマでお話して

くださりました.講演の前半に「光化学と放射線化学

の基礎概念」をわかりやすく説明してくださり，大変

勉強になりました.また，内殻励起によ って起こ るオ

ージェ電子，オージェカスケード，多価イオンクーロ
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ン爆発等について興味深いお話を聞かせてくださりま

した.後半では，先生ご自身の研究の中からアントラ

セン単結晶の内殻励起等について色中心の話など具体

的に説明していただきました.

二日目午後は，ペンションの周辺を観光しました.

まずは，一茶旧宅，一茶郷土民俗資料館，俳譜寺を，

それから，野尻湖周辺の野尻湖博物館，野尻湖水族館

をみんなで見てまわりました.中でも博物館にある発

掘されたナウマン象の実物大模型は圧巻でした.また

野尻湖水族館では他の水族館では見られない変わった

魚に出会えてなかなかの好評でした.その夜は，お酒

を飲みながら懇親会を行いました.丑田さんより「放

射線化学若手の会の歴史」についてお話をいただき，

今後の若手の会のますますの発展を願って乾杯をしま

した.この場では，お互いの研究や将来の目標など，

夜遅くまで語り合い，参加者同士親睦を深めました.

最終日は，小林一雄先生が「生体系における活性酸

素とー酸化窒素とのかかわりーパルスラジオリシス法

を用いた研究」というタイトルで講義してくださりま

した.生体反応について放射線を用いた研究結果につ

いて他分野の人にも分かるようにやさしく説明してく

ださり，みんな最後まで熱心に聞き入っていました.

以上で夏の学校の全日程を終了し，次年度の若手の

会での再会を約束して帰路につきました.

今回の夏の学校の運営にあたり， 日本放射線化学会

からは，運営費援助だけでなく NEWSLETTERへの

紹介記事の掲載等多大なご指導，ご援助をいただきま

した.ここに厚く御礼申し上げます. 日本放射線連合

放射線化学



ーニュース・
からも運営費の援助をいただき心より感謝しておりま た.いままで参加されていなかった大学の方も遠慮な

す.お忙しい中，夏の学校の講師を快くお引き受けて きらず奮って参加してください. 1996年度は更に大き

くださりました中川和道先生，小林一雄先生に深く感 な若手の会に発展し，若手同士交流を深められること

謝いたします.

なお， 1996年度の若手の会夏の学校の運営は，東京

大学の石樽・勝村研究室にお願いすることになりまし

を願います.夏の学校でお会いできることを楽しみに

しております大阪大学永原誠司)

第39回放射線化学討論会

主催:日本放射線化学会

共催:日本化学会物質工学工業技術研究所

会期:平成 8年10月15日ω-17日附

会場:工業技術院共用講堂(つくば市東 1-1) 

東京駅八重洲南口より高速パス「つくばセン

タ一行き」で約 1時間，並木大橋下車徒歩15

分

発表申込締切:6月24日(月)

予稿原稿締切:8月12日(月)

討論主題:放射線と物質の相互作用及ぴ放射線の化

学的利用

放射光の化学的利用に関するミニシンポジウ

ムも計画していますので，関連する講演の申

込みも歓迎します.

発表申込方法:発表 1件毎に以下の内容を記入して

e-mailまたは郵便でお申込み下さい.

第 61号 (1996)

出来るだけe-mailでお申込み下さい.郵便で

申込む場合にはB5判用紙を縦長にしてご記

入下さい.

①講演題目②研究場所(略記して下さい)③発表者

全員の氏名(ふりがな，講演者にO印)④希望発表

形式(口頭発表 :A，ポスター発表 :B 場合によっ

ては発表形式の変更をお願いすることがあります)

⑤講演概要(100字程度)⑥申込者氏名及び連絡先(郵

便番号，住所，電話， FAX， e-mail) 

参加登録費:4000円(講演要旨集代を含む)

懇親会:10月16日夜工業技術院食堂

会費一般5000円，学生2000円

申込先:305つくば市東1-1

物質工学工業技術研究所立矢正典

電話 (0298)54-4410 FAX (0298) 54-4487 

e-mail: radchem @ nimc. go. .~P 
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日本放射線化学会 第63回理事会議事録

日本放射線化学会第63回理事会は，平成 7年10月17 して扱う .若手の会・夏の学校援助費について

日ω18: 00から金沢工業大学 1号館1-110室において は色々な意見が出されたが，若手からの要望等

開催された.出席者は次のとおりである. が未確認であることから提案どおりとする.援

助額については状況により考慮するが現段階で

は提案どおりとする.理工学における同位元素

研究発表会分担金については，次回より 1口

3，000円となったことから 3口9，000円で計上す

ることで了承された.

3 )平成 8年度役員選任について

会長から役員提案が提案され，審議の結果，

別紙のとおり承認された.なお，西川勝副会長

が任期満了のため荒井重義氏に交替し，西川副

会長は会の運営に参画するため理事として留任

することとした.ま た，田村直幸常任理事が川

上和市郎氏に交替すること，顧問に相原久二先

生を追加することが提案され了承された.

会 長吉田 宏

副会 長 西川 勝，石樽顕吉，石垣 功

監 事鎌野嘉彦，上野桂二

常任理事田村直幸(代理出席:川上和市郎)

理 事住吉 孝，小笠原正明，勝村庸介，

浜 義昌，平岡賢三，宮崎哲郎，

新坂恭士，嶋森 洋，長谷博友，

田川精一，平出哲也，南波秀樹，

岡本次郎下川利成、木村一宇，

武藤八三

主な議事内容は次のとおりである.

1.事務局報告事項

1 )平成 7年度事業中間報告について

事務局から別紙のとおり報告があり，了承さ

れた.

2 )平成 7年度会計中間報告について

事務局から別紙のとおり報告があり，金額の

確認のうえ了承された.但し，放射線化学討論

会援助費については今年度は15万円であったが，

運営の弾力性を考えて次年度以降は35万円を計

上しておく .また，第37回放射線化学討論会で

の賛助会費・広告費等による余剰金約70万円に

ついては，性格を明確化し別口で扱うことで了

承された.

2.審議事項

1 )平成 8年度事業計画について

事務局提案の事業計画について審議が行われ，

別紙の計画が承認された.主要な事業は放射線

化学討論会及び10月または11月に中国で行われ

る日中放射線化学シンポジウムの開催である.

2 )平成 8年度収支予算案について

事務局提案の予算案について審議が行われ，

別紙の計画が承認された.なお，放射線化学討

論会援助費は運営の弾力性を持たせるため35万

円を認める.余剰金は次回討論会への繰越金と

70 

4 )入退会の了承について

事務局から別紙のとおり報告があり，承認さ

れた.

7 )その他

日中放射線化学シンポジウムについて，平成

8年10月-11月に中国の桂林(成都)で開催さ

れる予定となっているが，今後の計画，場所，

運営など詳細については11月に中国で打合せを

行うとの報告があった.本シンポジウム及び次

回関西地区で行うシンポジウムの実行委員とし

て，山岡仁史，田川精一，松山奉史，浜義昌，

市川恒樹の各氏を選出し，必要に応じて増員す

ることとした.

その他，若手の会の運営， 日中放射線化学シ

ンポジウムのあり方などについて議論があった.

また，学会事務局について，放照協が平成 9

年 3月まで(全 3年間)まで担当すること，次

期事務局については直前にお願いするには難が

あり平成 8年 3月までに決めることが了承され

た

3.報告事項

1 )各委員会活動報告について

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員

会及び編集委員会の活動状況の報告が行われた.

放射線化学



〔将来構想委員会〕

委員長から，学会費の性格の枠を広げ，功

績賞または功労賞的な賞の新設の提案があっ

た.この件に関しては，今後，常任理事会，

各委員会等で慎重に検討を進めることになっ

た.また，学会の国際化についての提案がな

され，提案趣旨は十分に理解され，今後検討

していくことが確認された.

〔企画委員会〕

委員長から 7年度の放射線化学セミナー

「陽電子化学の展望」が平成 8年 1月下旬に

開催する計画があること，応用放射線シンポ

ジウム「機能性高分子材料」が平成 8年 2月

に開催する予定であるが，期日，場所につい

ては検討中であるとの報告があった.

〔国際交流委員会〕

委員長から，これまで会をもっ機会が特に

なかったが，各委員との個別の意見交換では，

討論会の国際性，日中のあり方，国際化など，

今後検討する必要があることが認識されてい

るとの報告があった.

〔編集委員会〕

委員長から，会誌の発行，ニュースレター

の発行は順調に行われている旨，報告があっ

た.また，会誌，ニュースレターに関しての

アンケート調査を行ない，回収率は低いが基

本的には現状維持が望まれていること，会員

からの投書，入門記事を掲載してはなどの意

見が多いこと.この結果については，会誌61

号に掲載されることが報告された.また，会

員名簿は改定版として62号に掲載する予定で

あることが報告された.

2 )第38回放射線化学討論会について

第38回放射線化学討論会の開催概要が実行委

員会の新坂理事から報告された.一般講演88件，

特別講演3件及び受賞講演は 1件であった.

3 )第39回放射線化学討論会の準備状況について

第39回放射線化学討論会は，物質工学工業研

究所(つくば市」で開催される.開催日は，第

1候補が平成 8年10月15日-17日，第 2候補が

平成 8年 9月24日-26日であることが報告され

た

4 )その他

a 鎌野監事から，放射線国際研究連合の次

回開催地がアイルランドのダプリンあるこ

第 61号 (1996)

と，日本放射線連合の現状などが報告され

た

また，同監事から， 学術会議における放

射線科学研連の位置づけの討議の結果，原

子力基礎研連と統合され，核科学総合研究

連絡委員会になったことが報告された.

b.事務局から，データベース作成のため

JICSTより放射線化学会が主催する各会合

の資料の提供の要請があるので，セミナー，

研究会，シンポジウム等の資料を 3-5部，

事務局に提出するよう依頼があった.

次回の第64回理事会は，平成 8年 3月末に東京で開催

する予定となった.

第63回理事会

日時平成 7年10月17日伏) 18: 00-20 : 00 

場所金沢工業大学 1号館1-110室

議題

1.事務局報告事項

1 )平成 7年度事業中間報告について

2 )平成 7年度会計中間報告について

2. 審議事項

1 )平成 8年度事業計画について

2 )平成 8年度収支予算案について

3 )平成 8年度役員の選出について

4 )入退会の了承について

5 )日中放射線化学シンポジウムについて

6 )その他

3.報告事項

1 )各委員会活動報告について

1-1 将来構想委員会

1-2 企画委員会

1-3 国際交流委員会

1-4 編集委員会

2 )第38回放射線化学討論会について

3 )第39回放射線化学討論会の準備状況について

4 )その他

事務局配付資料

63理一1 平成 7年度事業中間報告について

63理一2 平成 7年度会計中間報告について

63理一3 平成 8年度事業計画について

63理一4 平成 8年度収支予算案について

63理-5 入退会の承認について
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63理一6 平成 8年度役員の選出について

平成7年度事業中間報告

平成7年

6月 NEWS LETTER N o. 20発行

7月 第32回理工学における同位元素研究発表会共催

(10-12日，東京)

第 1回低温化学セミナー「トンネル反応と極低

温技術J (31日，東海村)

8月 若手の会夏の学校 (20-22日，長野県飯山市

斑尾高原ペンション・メルヘンハウス)

9月会誌NO.60発行

10月 将来構想委員会(16日，金沢)

編集委員会(17日，金沢)

第63回理事会(17日，金沢)

第38回放射線化学討論会(17-19日，金沢)

第31回総会(18日，金沢)

12月 NEWS LETTER No. 21発行

低温固相反応に関するシンポジウム

平成8年

1月 放射線化学セミナー「陽電子化学の展望」

2月 応用放射線化学シンポジウム「機能性高分子材

料」

3月 第64回理事会

会誌NO.61発行

平成7年度会計中間報告

収入の部 平成 7年 9月30日現在

項目 予算・ 中間 予定

賛助会費 1，900，000円 2，040，000円 2，070，000円

個人会費 1.000.000 793.500 1，000，000 

雑収入 400，000 235，800 400.000 

銀行利息 3，000 597 1.000 

繰越金 2，826，451 2，826，451 2.826.451 

メ日入 計 6，129，451円 5，896，348円 6，297，451円
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平成8年度事業計画について

平成8年

6月 NEWS LETTER N o. 22発行

7月 第33回理工学における同位元素研究発表会共催

第 2回低温化学セミナー

8月 若手の会夏の学校

9月会誌NO.62発行

10月 第65回理事会

第39回放射線化学討論会

第32回総会

日中放射線化学シンポジウム(中国)

12月 NEWS LETTER N o. 23発行

放射線化学
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平成9年

1月 放射線化学セミナー

2月 応用放射線化学シンポジウム

3月 第66回理事会

会誌NO.63発行

平成8年度収支予算案について

収入の部 支出の部

費 助 金 費 2，000，000円事 務 費 300，000円

個人会費 l.000.000 通信連絡費 300.000 

雑 収 入 400，000 印 jlJ 費2，000，000

銀 行 利 息 1.000 会 議 費 200.000 

繰 越 金1，535，045 会誌発行費 100.000 

放射繰化学討論会援助 350，000 

応用シンポジウム援助 150.000 

政射線化学セミナー援助 150，000 

若手・夏の学校援助 150，000 

学 会 賞 35.000 

同位元素発表全分担金 9.000 

企画委員会経費 50.000 

将来構想委員会経費 50.000 

編集委員会経費 100.000 

国際交流委員会経費 50，000 

予 備 費 100.000 

繰 越 金 842，045 

A ロ 計4，936，045円合 計4，936，045円

入退会希望者一覧

入退会 全員翻1 氏名 所 属 紹金者

入金 正会員 関口広美 電子技術総合研究所 鈴木功

車乗幸子 大阪大学産耕学研究所 真鳴哲朗

寺津昇久 京都工芸縦大学 新坂恭士

福田 豊 住友電気工耕大阪研究所 宿島 情

学生全員 小高責措 東京工業大学虹学研耕地 河内宣之

小書 願 東京工業大学理工学研姉tMl 亀田幸1A

福地雄士 東京工業大学虹学研矧Ml 河内宣之

村松真彦 東京工業大学理工学研矧:tMl 河内宣之

退会 正全員 相棋典男 積水化学工業鯛

旧橋 章 プラスナyクコンサルタント事務所

中山博之 関西ぺイント株

高橋事ー

学生全員

賛助金員 リンデyク掛 (3日)

第 61号 (1996)

平成8年度役員の選任について

(*は新任)

メ~ 長吉田 宏(北大工)

副会長 石樽 顕吉 (東 大工 )

石垣 功(原研高崎)

荒井重義(京都工芸繊維大) * 
常任理事川上和市郎(放照協) * 
理 事住吉 孝(北大工)

小笠原正明(北大高教セ)

飯沼恒一(東北大工) * 
西川 勝(神大川工科大)

長谷川園彦(静岡大理)

柴田裕実(東大原総セ) * 
勝村庸介(東大工)

河内 宣之(東工大理)

鈴木信三(都立大理)

浜 義昌(早大理工総研)

仲}II 勤(明大理工)

平岡 賢三(山梨大工)

宮崎哲郎(名大工)

新坂恭士(金沢工大工)

嶋森 洋(福井工大工)

志田忠正(京大理) * 
長谷博友(京大原子炉)

中山敏弘(京工繊大工芸)

田川精一(阪大産研)

森 利明(阪府大付属研) * 
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(九大機能物質)

平出哲也(原研東海)

岡田激平(原研高崎) * 
南波秀樹(原研高崎)

河西俊一(原研大阪)

岡本次郎(放照協)

下川利成(郡ア研)

木村一宇(理研)

立矢正典(物質研)

武藤八三(名工研)

鷲尾方ー(住友重機)

水沢健一(日新ハイボルテージ)

監 事旗野嘉彦(東工大理)

上野桂二(住友電工)

顧 問笛木賢二，後藤田正夫佐藤 伸，

田 畑米穂 ， 高椋節 夫 ，柏原 久二

名誉会員贋田鋼蔵，志田正二， I団野時文，

岡村誠三，津田 覚，近藤正春，

桜井 洗，今村 EEヨヨ
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーガアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

島津製作所株式会社

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

74 

中国電力株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

目立化成工業株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

株式会社ブリジストン

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線照射振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

(アイウエオ順)

放射線化学
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