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〔巻頭言〕

新しい放射線化学会を目指して

早稲田大学理工学総合研究センター 浜 義昌

1999年4月より旗野嘉彦先生のあとを受けて日本放射

線化学会会長を引き継ぐことになりました。 1965年11

月に本学会が発足して以来33年が経過し、 2(削年には

35周年を迎えることになります。この開放射線化学の

研究分野においても世界的に多くの変革を経てきてい

ると思います。このような時期にあって本会において

も21世紀に向かつての学会のあり方について真剣に議

論して行かなくてはならないでしょう 。これまで新し

い方向性を目指して、国際交流委員会、将来構想委員

会、企画委員会、会誌編集委員会などにおいて活発な

議論が展開されてきています。これまでに話題にあが

った主な問題を私の知る限りにおいて列挙すると、

l学会の名称

2.年会費の改定

3.会誌の内容、体裁、発行回数

4.放射線化学討論会を始め学会行事のあり方

5.他学会との交流、国際交流のあり方

6.学会運営

などでしょうか。学会名については将来構想委員会の

議論の中で、本会のあり方を議論する刺激剤的な効果

も含めて「高エネルギー化学会Jなどの候補もあがっ

ています。変更するしないに関わらず議論を継続して

いくことは重要な問題でありましょう。

科学技術の進展に伴って学会の性格も当然改革をし

て行かなくてはならないと思います。海外の関連した

国際会議であるミラー会議、ゴードン会議などにおい

ても放射線生物学分野の進出はめざましいものがあり

ます。このままでは放射線化学分野はこれらの会議か

ら駆逐されてしまいそうな勢いです。また、国際放射

線会議(ICRR) においても一時期放射線化学の名前が

For hopeful Japanese Society of Radiation Chemistry 

Y oshimasa HAMA 

消えかかったことがあるようですが、鏡野会長や関係

者各位のご努力によって生き延びたとのことです。囲

内においてはこのような傾向は顕著ではありませんが

いずれは直面することになるのではないでしょうか。

このような観点からすると、今後の学会の在り方とし

て他分野との交流をいかに行い、それらとの融合を計

っていくかが重要な課題となるでしょう 。よく言われ

てきたことですが、本会行事の最大のイベントである

放射線化学討論会においても応用面をもっと重視して

行くべきとの意見も根強くあります。放射線利用の分

野は今後発展していくことは間違いありません。また、

応用分野の会議や研究会もかなりの数行われています。

しかし、我々が長年にわたって蓄積してきた放射線化

学の基礎に関する研究は世界的に評価されています。

この土台の上に立って、放射線利用の研究者とのふれ

あいを深めていくことは世界をリードする新しい方向

性を学会にもたらすことと思います。このような視点

に立って討論会運営の在り方も議論してみてはどうで

しょうか。また、最近の討論会においては外国人研究

者の数も増加しています。討論会の国際化を目指して、

討論会の中に国際セッションを設けるという議論もあ

りますが今後の重要な課題と思います。長年行われき

た日中放射線化学シンポジウムも本年第八回を迎え10

月に京都で開催され、今回でこれまでの開催様式を見

直すことが日中双方において確認されています。今後

のシンポジウムに関しては参加国の範囲を広げるとか、

討論会の中に定常的にセッションを設けるとか新しい

企画を考えるべきでしょう 。

学会誌「放射線化学」の在り方についても幾多の議

論が行われてきました。現在年 2回発行されている発

Advanced Research Institute for Science and Engineering， Waseda University 

〒169・8555 東京都新宿区大久保3-4-1
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行回数、内容、会誌名、サイズの問題等があがってい

たと思います。内容に関しては「解説J的な記事を充

実させ本分野の啓蒙を計っていくとか、学術論文誌の

発行を行つてはなどの意見が出ています。これらに関

しても実行に移せる可能性のあるもの、さらに議論を

煮詰めなくてはいけないと思われるもの等、問題は山

積みだと思います。

最後に一番大きな問題として浮かび上がってきてい

る会費改定の問題に触れておきたいと思います。現在

の正会員年会費25∞円はこの規模の学会としても破格

に安いでしょう 。前回の理事会においても明らかにな

ってきているように、繰越金の減少が目立ってきてい

ます。 このままでは1~ 2年内には赤字になることは明

らかです。理事会においても改訂の基本的な合意に達

していますが、その詳細については、会の在り方等も

2 

含めて慎重かつ迅速に議論を深め実行に移して行かな

くてはならないと思います。また、賛助会員の増加に

積極的に取り組まなければならないと思います。現在

においても運営費に占める賛助会費の割合は個人会費

より多くなっています。収入の問題も大事ですが、賛

助会員の増加を計ることは学会の在り方自体の問題で

もあります。放射線利用を啓蒙していくという点から

も賛助会員の増加を計り、積極的な学会運営に参加を

お願いすることが新しい学会運営には必要なことでは

ないでしょうか。

まだ他にも問題点は山積みだと思いますが、会員諸

氏の英知を結集して21世紀に向けて新しい放射線化学

会の展開を計って行きたいと思います。ご協力をお願

いいたします。

放射線化学



〔展望・解説〕

生命の起源・進化における

放射線の役割

表題をテーマとした国際会議が1998年3 月 1~5 日の

問、京都大学主催，r生命の起原・進化学会」共催によ

り泉大津市のホテル 「サンルート関空Jにおいて開催

された。このテーマを専門とする研究者の極めて少な

い領域ではあったが、国際的にも初めての試みであっ

たので内外約 150名(内、外国人 25名)の参加を

得て、極めて熱心な討議が交わされた。

1.はじめに

およそ 45億年と考えられる地球の歴史の中で私た

ちが何らかのかたちで生命の痕跡を見出すことができ

るのは、今から遡って約35億年迄である。それ以前、

約 10億年の聞は生命体は存在しなかったと考えられ

る。しかし、生命が存在しなかったとは言え、その問、

地球は決して静的な状態でいたわけではない。そこで

は生命の発生を準備するための様々な過程が止まるこ

となく進行していた筈である。地殻内での諸々の変動

や地表における風化作用、そして熱や放電や放射エネ

ルギーによる無機物質の変化、有機物質の生成および

その高次化・複雑化がそれである。こうした一連の過

程は地球上における化学進化と呼ばれる。化学進化の

過程は地球上に与えられた初期条件の下に生起する必

然の過程であり、その行き着くところに生命の起源と

進化がある。そしてまた、後に生物がたどった一連の

進化の過程や社会発展の過程も、ともに必然の過程と

してその延長線上にあると考えることが出来る。

2.仕浮遊劃ヒ・生命の起源~その実軍民間究~

1 9世紀半ばにかけて展開された幾つかの近代生物

学上の重要な発見(図1)に基づいて化学進化から生命

The Role of Radiation in the Origin and Evolution of Life 

Mitsuhiko AKABOSHI 

Noriko FUJII 

〒590・0494 大阪府泉南群熊取町野田
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京都大学原子炉実験所 赤星光彦・醸井紀子
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図1 化学進化・生命の起源研究の年代譜

の起源・進化への道筋を科学的空想の段階で見事に予

見したのはEngels (l 873~ 1883)であった。Pasteurによ

って生物は決して自然には発生しないこと(自然発生

の否定(1862))が立証された僅か十数年後に、新たな形

での自然発生を予見したこの思想家の洞察力は見事で

ある。この問題に対する自然科学者側からの取り組み

はそれから約50年後のこととなるo すなわち、コアセ

ルべートに関する実証的研究を踏まえつつ、より克明

にその道筋を示したのは句arin1) (1938)であった。約四

半世紀後、この提示を受けてMillerが初めて実証的研究

に着手することになる。 Millerの先駆的な実験υ (図2，3)

3 



←-lOcm-f 

図8 ミラーの用いた火花放電の装置

当時は原始大気は還元的 (匂担任U町大気、す

なわち、水素:lOmmHg、メタン:2fuunHg、ア

ンモニア :2伽unHg、水)であったと考えられ

ていたので、(B)中にこの組成のガスを封入して、

テスラーコイルを用いて放電させた。生成物を

冷却管(。で冷やし、凝集物はU字管(D)を通りフ

ラスコ(A)に環流する。従って、出発物質に満た

されることになり、反応は一方的にしか進まな

い。化学反応は平衡によって成り立つことを当

然と考えた化学者ミラーの面白が伺われる。

が報告されて以後、化学進化と生命の起源に関する数

多くの実証的研究が行われるようになった。これらの

研究においては放電ヘ 熱ヘ 電磁波 (紫外線)ヘ 衝

撃波ヘ 超音波7)等が主たるエネルギー源として利用さ

れている。これらエネルギーのうち、強エネルギー紫

外線は原始地球大気の表層部において、また低エネル

ギー紫外線は原始海洋にまで到達してそれらの場にお

ける化学反応に重要な役割を果たしたであろう 。一方、

原始地球表面にあっては、放電や火山からの熱によっ

て様々な化学反応が進行したものと考えられる。事実、

MiUer 以降の実験において際だっているのは Fox-HaradaX 

わによるアミノ酸、蛋白様物質とPonnamperuma10.1 1)等

による核酸関連物質の無生物的合成に関する研究であ

ろう 。前者は熱を後者は紫外線をこれらの研究に主と

して利用した。放電や熱、紫外線が多く用いられてき

4 

時間に対してアンモニアがいち早く消失し、その

代わり HCN、アルデヒド、アミノ酸が増加する経

過がわかる。アミノ酸としてはグリシン、アラニ

ンが、また有機酸としてはギ酸、酢酸、グリコー

ル酸等が主として検出された。

たのはこれらのエネルギーが原始地球上に大量に存在

したと考えられたからでもあるが、同時にこれらのエ

ネルギーが何処の研究室においても容易に利用できる

ものであった点が大きい。これらのエネルギーに比べ

ると電離放射線は設備を作り維持するのに莫大な経費

が必要となるので何処でも自由に利用できるものでは

なかった。電離放射線を利用した数少ない仕事と して、

x-線を用いて低分子有機化合物類を合成したDoseand ~ 

Rajewsky 1 l)、 F線によりアミノ酸類の合成に成功 した 司

Hasselstrom 1 3)の注目すべき報告がある。さて、 どのよ

うなエネルギーがどの様な反応に寄与するかを考察す

るに当たって最も大切なことはその地球上における存

在量ではなく、当該のエネルギーが知何に特異的な場

所において特異的な反応に寄与したかである。電離放

射線は疑いもなく原始地球上に大量に存在し、化学進

化や生命の起源にとって重要な分子の合成に役立つた

と考えられる。また、ひとたび生命体が出現するや、

突然変異を通してカンプリア紀その他に見られる生物

のより早い拡散にも役だ‘ったであろう 。しかしながら、

電離放射線は実験上で、の制約が強かったため、その役

割を実証するための研究は殆ど行われなかった。

放射線化学



原始地球

j原

HKの崩壊 (現在)

• OKの崩壊 (2.6X109年前)

紫外線照射，150nm以下 (15∞A)

紫外線照射， 200nm以下 (2∞OA)

火山活動 (1000-Cの溶岩から)

いん石衝突

雷
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放 電

放 射 能

火 山
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図4 原始地球および現在の地球上において利用さ

れ得るエネルギー量

エネルギー量として考えると全太陽光が圧倒

的に多いが化学反応等に利用され得ないエネ

ルギーの弱い成分 (つまり、波長2∞nm以上の

成分)を除き、さらに強エネルギー紫外線

の水中での飛程の短さを考慮するならば、放

電や放射能等他のエネルギーの反応場におい

て予想される寄与は高いものとなる。

3.繍搬による反応の局在性と特異性

原始地球上の電離放射線源としては太陽からの紫外

線を除くと、宇宙線と地殻由来の放射線とに大きく分

けることができる。両放射線エネルギーの量は地球の

生成直後は別として、安定に達した頃以降、すなわち、

化学進化や生命の発生および進化の過程が進行したで

あろう頃には今日と大きくは変わらなかったと考え ら

れている (図的。このうち、地殻由来の放射能 (40K、

~7 Rb、 U-， Ac-系列の諸核種)は土壌近辺に存在し、そ

の周辺のみにエネルギーを供給することになるので、

宇宙線に比べるとはるかに局在性が高い。また宇宙線

由来の放射線の場合でも、例えば速中性子が空中や水

中を通り抜ける過程で減速され、熱中性子となって土

壌中の各種の元素に吸収された後に発生する放射線や

反跳原子核の寄与を想定するならば極めて局在性の高
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いものとなる。筆者らは原子炉を用いた lOSiの(n，y )反

応によってつくった31SiのF壊変により生じた反跳:llp

核を利用したヌクレオシド類のリン酸化反応を実証す

ることにより、そうした例を示している 11.1:.，。 また、

32pのF壊変によって生じた反跳.12S核を利用するなら

ば、アラニンやゼリンが容易にシステインに変換する

ことも実証されている 1O I。一方、他種のエネルギーに

は見られない放射線だけの特異性と言うことになると、

/1壊変を含む弱い相互作用におけるパリテイ非保存を

挙げねばならない。このことが Pasteurの「宇宙は本質

的に非対称であり、生物を構成する分子の非対称は地

球上に存在する何らかの非対称の反映である」との予

見を説明する可能性を提起するからである。ここで本

論に入る前に、生物がその身体を構成するのに使って

いる各種の分子がもっ非対称性の問題につき概説する

こととする。

4.生物における手側利性(BiCtICJrOd育訓ty)

生物の身体を構成しているタンパク質はアミノ酸のポ

リマーであり、遺伝情報の担い手である核酸は糖、塩

基、リン酸を構成単位とする巨大分子である。この内、

アミノ酸や糖はちょうど右手と左手に当たる光学異性

体が存在する。我々が実験室でアミノ酸や糖を化学的

に合成すると、何か特別なことをしない限り、し体と

D-体が1:1の割合で合成される。これらは鏡像体の関係

で光学的性質が異なる以外すべての物理的、化学的性

質は等しい。原始地球上でも、実験室と同様にし体と

D-体が1:1の割合で合成されたはずである。 しかし、生

命の発生以前の原始地球上ではなぜか、アミノ酸はし

体が、糖はD-体が選択された。 D-アミノ酸、 L-糖から

成る生物の存在も可能であったはずである。なぜ、 L-

アミノ酸、 D-糖でなければならなかったのか、この選

択は必然であったのか、偶然であったのかについては

諸説があり、次節に示すように弱い相互作用ではわず

かにしアミノ酸が優位に存在し、それが化学進化の過

程で増幅し今日のしアミノ酸世界を構築したという報

告もある。

いづれにしても生命の誕生以前にアミノ酸や糖が完

全に片手構造でなければならなかったという必然性は

ある。アミノ酸や糖が高分子化していく際に両方の異

性体が混在していれば膨大な数のジアステレオマーの

混合物となり規則正しい高次構造を取ることができな

いからである。遺伝情報の伝達に必要なDNAが右巻き

の二重らせん構造を取ることができるのはその構成糖

であるデオキシリボースがD-体という片手構造からな

るためであり、タンパク質が右巻きの r ヘリ ックス構
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造を取り、折りたたまれて、機能を発現することがで

きるのはしアミノ酸という一方の対掌体から構成され

ているからである。DNAにしデオキシリボースが、混

在すれば、二重らせん構造は崩壊し、遺伝情報の伝達

は不可能となり、タンパク質にD-アミノ酸が混在すれ

ばα・ヘリックス構造も乱れてその機能を発揮しなくな

るであろう 。それゆえ、生命体にとってはこの「片手

構造の保持が生きていることの証jといっても過言で

はない。言い換えれば、生体が生命活動をやめてしま

うとタンパク質中のアミノ酸はその化学的'性質に従っ

て次第にラセミ化する。この性質を利用して化石や堆

積物の中のD-アミノ酸の量を測定し、その試料の年代

を推測するという事も可能で、簡便な年代測定法とし

て広く用いられている 1i)。

タンパク質はL-アミノ酸のポリマーであるから、 L-

アミノ酸とD-アミノ酸を識別する。我々の舌の受容体

はタンパク質であるからL・グルタミン酸ナトリウム(肉

や昆布の旨味成分)を旨味として感じるが、ひ体では全

く旨味として感じない。中性及び塩基性アミノ酸では

D・体が甘味を呈するが、 L-体では(特に側鎖の大きな

アミノ酸では)苦味として感じる。味の問題はさほど

深刻ではないが、薬剤で社会的に大きな問題となった

のがサリドマイドである。サリドマイドはR(+)体とS(ー)

体の光学異性体が存在するが、妊婦のつわり止めとし

て服用されたのはラセミ体であった。 R(+)体のみに催

眠効果があり、 S(・)体のみに奇形を生じさせる作用があ

るということは1960年代頃にはよく理解されていなか

ったのである。これ以降、薬剤の開発ではラセミ混合

物で合成されたものを完全に一方ずつのエナンチオマ

ーに分離する (光学分割)、薬剤の一方のエナンチオ

マーのみを選択的に合成する (不斉合成)、生化学的手

法を用いるなど様々な合成法が展開されている。

生物界では厳然としたhomochiralityの世界が確立され

ているので、上述の例で示したように他のエナンチオ

マーの存在を許容しない。それゆえ、我々のしアミノ

酸生命世界ではD-アミノ酸は完壁に排除され皆無であ

ると考えられていた。しかしながら、最近になってこ

の常識を覆すようにひアミノ酸が遊離型、ペプチド中、

タンパク質中を問わず広く生体に存在することが明ら

かになってきた。タンパク質中のひアミノ酸は老化の

過程でしアミノ酸がラセミ化したものと考えられてお

り、老人の歯IMI、眼の水晶体I9.2 1)、脳22)、赤血球膜2:l) 

等のタンパク質中にD-アスパラギン酸(D-Asp)が代謝さ

れることなく蓄積されている。特に眼の水晶体20.21 )と

脳221のD-Aspは詳細に研究されており、 D-Aspが存在す

るとタンパク質の不溶化がおこり、眼では白内障、脳

6 

ではアルツハイマー病に関連している。又、遊離型D-

Asp は生後間もないラ ット24)やヒト 山の脳内に多量に

存在し、その後成長と共に消失することが報告され、

個体の発生や分化とD-アミノ酸の何らかの関連が示唆

されている。進化の過程で獲得したhomochiralityが老化

で失われ、発生や分化の過程で遊離D-アミノ酸が出現

するということは生命の起源と進化の立場から考える

と極めて興味深い。D-アミノ酸は動物の生理活性ペプ

チド中にも広く存在する。dennOJp凶12 6)， dennoenkりlalin

2 i)， derto申出】 2~) ， Aachachin F 9)などは数残基のアミノ酸

から成る小さなペプチドであるがいずれも N端から 2

番目のアミノ酸がD-体である。又最近ではw-Agatoxin

という48個のアミノ酸から成るペプチド (クモ毒)に

も46番目のSer残基がD-体であることが報告されている

~ I1 !。これらのペプチドはD-体をし体に置換すると生理

活性は失われることより D-アミノ酸が生理活性に必須

である事がわかっている。 これらの存在意義は不明で

あるが、 D-アミノ酸という“めがね"を通してしアミ

ノ酸世界の生命現象を見ることもできるのではないだ

ろうか。

5. β蟻変におけるパリティ非保存と生命体における非

対柑硯濃頚

生体を構成する分子だけが持つ不斉が化学進化から

生命の起源へ至る道筋の何処でどの様にして確立した

かと言う疑問はpas低町以降、多くの科学者の興味を引き

つける問題であった。化学的立場からすれば、水晶体

等の結晶面が保有する左右いずれかの不斉が偶然に最

初の引き金となったと考える。そしてその様な不斉を

誘導する化学反応を見つけ出し、それが化学進化の道

筋で拡大・増幅される過程を実証するために多くの努

力がなされてきた(化学的不斉または相対的不斉)。 し a 

かし、物理学者は「宇宙は本質的に非対称であるJと司

考える。そこには生命分子の不斉を導き出す様な絶対

的な不斉要因がある筈である。これまでに、地磁気や

自転・公転等々の方向とそれらの組み合わせが試され

てきた。 1956年以降、これに新たな考え方が加わるこ

とになる。Is壊変を含む弱い相互作用のおけるパリテ

イ非保存」がそれである。

F壊変が生体分子の光学活性の起源に関連する可能

性として以下の二種類の説明が挙げられている。すな

わち、 Weinberg:111， Salam Glashowの統一理論によると、

弱い相互作用には弱荷電カレント (W相互作用)と弱

中性カレント (Z相互作用)とがある。原子核が p壊

変する時にはW相互作用が働く結果、放出された電子

は左巻きに偏極することになる(LeeY angl 
2) (1956)お

放射線化学
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図5 生体分子の光学活性の起源に関する実験研究の

歴史(図 1より続く)

よび Wu3
3， (195η。この現象こそが生命体の非対称性に

関連するものであろうことを最初に示唆したのはVester-

Ulbricht J ~ '(1959)であったが、 戸壊変からの偏極電子を

用いた彼らの非対称を作り出すための試み刊は失敗し

た。 偏極した電子と鏡対象の分子構造(従って、電子

構造)をもっ左右異性分子間の相互作用において、何

らかの違いを見出すための努力がこれまでも続けられ

てきた。その一連の系譜は図5に示した通りであるが、

初期にはいわゆるI割以恥m卯 siti∞実験と呼ばれ、生じ

た微少な不斉を化学的な手段で検出することをねらっ

た実験が多く、したがってまた結果もネガテイプなも

のが多い傾向が伺われる。後になって、ポジトロンの

寿命 14吟 ESR4
9噂の物理的手段を用いて生じた差を検

出しようとする試みが増えてきた。このようにして、

多くの努力が費やされ手きたたにもかかわらず、この

問題に対する明快な結論は未だに出されていなしE。

一方、 Z相互作用が原子の中で働いていることは1983

年、 CERNの加速器を用いて中性ボゾンzo粒子の存在が

確認されることにより証明された九電子が原子核に近

づくとZ相互作用により僅かに右巻きの螺旋軌道をとる

ようになる。すなわち、 D型分子とL型分子ではこの電

子の存在によって、鏡対象ではなくなることになる。

この結果、両異性分子自身のもつエネルギーや安定性

も僅かながら異なることになる。 Masonヤfranter達:;3.G -t) 

の計て算によるとその差はlxl017 kTと微少であり、アミ

ノ酸の場合L-体の方がその分だけ安定である。両異性
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分子に存在するこの差が化学進化の長い歴史を経て拡

大・増幅され、今日の生物世界に見られる非対称の原

因となったと考えるのである。短期間にしぼられた実

験室内の研究によってこの微少な差を物質的に検証す

ることは不可能に近い。Szabo・Nagy加 dKethelyi-'コ』はこ

の差をより広げるために不斉中心にCoや Irを含む

tris( 1ユethandiamie)の光学j舌性錯体にのエネルギー差

は不斉中心のZ数の 6乗に比例する)を用いて実験を進

めている。すなわち、ラセミ体の上記混合液をゆっく

りと蒸発させると、脱水する過程で錯体が結晶化し析

出するが、これを除去した残りの液体をCDにかけると、

常にプラス側に偏っているとの知見を得た。

最後に生命の起源・化学進化のシミュレーション実験

に電離放射線を利用することの利点に触れたい。電離

放射線を用いた研究はその長い経験により結果を解析

するにあたって極めて有用な手法が確立されている。

まず系に吸収されたエネルギー量の評価が容易である

(吸収線量)。次に、吸収エネルギーに対応した反応量

を解析するための手法が確立されている (G-value，平均

致死線量)。放射線化学の立場から見るならば、放射線

特有の反応が「化学進化・生命の起源Jにおいて果た

した役割を明らかにすると同時に、放射線のもつ上記

の特質を生かし、従来、諸々のエネルギーの混在場で

ある放電や熱を用いて行われてきた実験結果の再評価

や質の向上に繋がる研究等々多くの問題が残されてい

る。
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〔展望・解説〕

イオンビ}ムで何ができるか

ーいろんなビームを使ってみよう-

1.はじめに

イタリアのトリノ大聖堂の「聖骸布」、 1991年オース

トリアのエッツ渓谷の氷河の中から発見された遺体、

そしてまだ記憶に新しいところでは1996年火星に着陸

したマーズパスファインダ一。これらの話題はマスコ

ミにも大きく報道されたのでご記憶の方も多いであろ

う。これらは一見イオンビームとは何の関係もない話

のように思われるであろうが、実は深い関わりを持っ

ているのである。その関わりとは、初めの二つの話は

後で紹介する加速器質量分析法(AMS)を用いてその年代

を決定したこと、三番目は、火星着陸後、その辺に転

がっていた岩石を地球に持ち帰らずに、粒子誘起蛍光

X線分析法 (PIXE)やその他の測定によって、直接、

元素分析を行ったことである。

それぞれもう少し詳しい話をすると、まず、「聖骸布J
とはキリストの遺骸を包んだ‘とされる布で、それには

人の影や手足からの血の跡がくっきりと写ってお り、

奇跡のーっとして古くから信仰を集めてきた。1987年、

その布の年代測定をすることになり、世界の 3カ所で

放射性炭素I~CのAMS測定が行われ、その測定の結果、

I3世紀から14世紀にかけて作られた布であったことが

判明した。つまりキリストが生きていた時代の布では

なかったのである。次は氷河の中から発見されたので

「アイ スマンJと呼ばれたり、エッツ渓谷で発見された

ので「エッツィJと呼ばれている人の遺体の話題であ

るが、チューリ ッヒ工科大学とオ ックスフォード大学

で加速器を用いて年代測定を行い、約五千年前の遺体

であったことが確認された。そして火星探査機マーズ

パスファインダーから1降りてきて火星の上を走り回っ

東京大学原子力研究総合センター 柴田 裕実

たのは探査車ソジャーナで、それには岩石や土を直接

分析するためのアルフア・プロトン・ X線分光器

(APXS)を搭載していた。APXSには放射線源として

WCmを用い、壊変で放出される5.8MeVのアルファ線を

岩石に照射し、その際放出される特性X線を測定する

ことによって元素分析を行った。その結果、測定され

た岩石は安山岩に似た組成を持つことが解った。また、

この装置を用いて、アルファ線と軽元素との核反応の

結果放出される陽子のエネルギースペクトルを測定し

て軽元素分析も行った。

このように、新聞を賑わすような身近な話題の中に

もイオンビームを用いた分析や研究が多数あり、現代

科学の中で重要な位置をしめているのである。

イオンビームそのものやそれを用いた研究はmeVか

らTeVのエネルギーまで幅広く行われており、その分野

も近年では素粒子・原子核・原子物理・放射線物理のみな

らず放射線化学、材料・物性科学、医学・生物学など幅

広い利用が行われている。これらの全てについて言及

ことはとてもできないので、ここでは少なくとも数l∞
keV以上の高エネルギーイオンビームに関する話題の、

そのまた一部に限って紹介する。

2.イオンビームを用いた研究とは?Il

ここで思いつくままに、イオンビームを用いた研究

にどんなものがあるか挙げてみよう 。最も放射線化学

に関係が深いのは照射効果であろうが、一口に照射効

果といってもいろいろな研究が考えられる。その基本

となるものが気体・液体・固体・プラズ、マとの相互作

用の研究であり、まずLイオンピームを原子核・原

What kind of ion-beam experiments can we make? -Let's try to use various kinds of beams-
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子・分子・クラスター・微粒子・プラズマなどの標的

(試料)に衝突きせ(照射し)、それぞれの系がどう変

化するか (いわゆる初期過程あるいは物理過程1を調

べることである。そして、その後、対象としている全

体の系がどう変わるか(化学過程や化学反応、生命現

象では生物過程)を追っていくことで、イオンビーム

と物質との相互作用の全体が解明され、そこで初めて

照射効果が理解されるのである。照射効果というキー

ワードだけを取り上げてみても、その中にある研究テ

ーマは数え切れないほどにある。

一方、色々なイオンや物質をビームにして素性のわ

かった物に衝突きせ、ビームの性質を調べる研究もあ

る。例えば、後に述べる多価イオンビームやフラーレ

ンイオンビーム、微粒子イオンビームのようなものが

それに当たるが、もちろんこれらの粒子と物質との相

互作用の研究も重要であり、最近はこのようなビーム

の研究も多くなってきている。そして、イオンビーム

そのものの持つ性質や基本的な相互作用を調べる研究

(例えば反陽子や中間子の衝突実験や反水素原子の生成

等)も、次第に我々が実験できる時代に突入しつつあ

る。

イオンビームは、イオン注入やスパッタリングを利

用して新しい物を創ることもできるが、物を創ったら

その性質を明らかにしなければならない。また、人工

的に創られたものだけでなく、自然界に存在する色々

な物質も分析の対象となる。特に微量元素分析におい

ては、もちろん化学的分析手法や他のビーム(電子や

X線等)も用いられているが、イオンビームを用いる

分析も、後程述べるように、現在では相補的分析技術

として非常に有効な手段となっている。

また、最近話題になったところでは、放射線医学総

合研究所の阻MAC(Heavy Ion Medical Accelerator in 

Chiba)のように、重イオン癌治療及び診断の専用加速

器としてとてつもなく大きな加速器が登場するように

なったことがある。既に治療に成果を上げつつあるが、

どのような場所のどのような癌に治療が有効であるか

どうかは診療例証を多数集めてからの事であろうが、

将来この様な加速器が国内に何台か設置されるかもし

れない。 HIMACは医療専用加速器ではあるが、空いた

時間は他の分野(例えば原子核・原子物理、放射線化

学・生物学、材料科学等)で有効に活用されている。

この様に、イオンビーム利用の分野が増えているこ

とは望ましいことではあるが、加速器科学の観点から

みると新しい方式のイオン加速器やイオン源の開発は

それほど進展してない。もちろん、コンパクトなECR

(電子サイクロトン共鳴)イオン源や大強度の負イオン
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源の開発など、それなりに発展はしている。しかし、

加速器やイオン源の開発にはプレークスルーが必要で

あり、それを目指して新しいアイデイアであるレーザ

ーやプラズマを用いた加速器やイオン源の基礎研究が

始まったところである。

加速器の遅い進歩に比べて、測定システムや検出器

の進歩はこの十年間ですさまじいものがあり、この進

歩がいろいろな分野のイオンビーム科学への参入を可

能にしたと言っても過言ではないだろう 。例えば、高

速パソコンやワークステーション、高感度・高解像度

のCCD、高時間分解ストリークカメラや光電子増倍管、

新しい方式の検出器であるイメージング・プレート

等々 、 2次元あるいはそれ以上の次元で同時に取り込

むデータ処理方式が一般的になってきて、飛躍的に実 4 
験時間を有効に使えるようになってきている。この傾

向は益々強くなってきており、素人でも色々と高度な

測定技術を利用できるようになってきている。しかし、

その反面ブラックボックスが至る所に存在するように

なってきて、自分が測定・解析したデータに本当に自

信を持てる人がどの位いるのか多少心配される。

それでは以下に、イオンビーム応用に関してもう少

し具体的に加速器側から見た概略を述べるとともに、

将来の課題についても簡単に述べよう。

3. JOレスイオンビームを用いた研究2)

まず、放射線化学で用いられるイオンビームパルス

ラジオリシスから始めよう。最近、イオン加速器が物

性物理や化学等の分野においても広く利用されるよう

になってきているが、特にパルスビームを用いて過渡

現象を時間的変化としてとらえることが重要な課題と

なっている。パルスラジオリシス(パルス放射線分解)

法と言うと、これまでのほとんどの実験はパルス電子 a 
線を用いたものであり反応素過程の研究に広く用いら 司

れているo 放射線化学の分野においては、「イオンビー

ムの放射線化学jが従来の「ガンマ線、電子線の放射線

化学jと並んで重要なテーマとなりつつあるが、イオ

ンビームを用いた研究例はまだまだ少ない。研究手法

としては電子線の場合と同じ方法が多いが、イオンビ

ームのパルス当りの強度が電子線に比べて小さい場合

が多く、試料の照射方法が独特なものになっている場

合が多しE。

放射線物理や放射線化学においては、放射線が物質

中に入射したとき物質にエネルギーを付与する過程は

放射線の質量、電荷、速度、エネルギー等によって違

うので、できるだけ統一的に現象を把握するために阻

止能(単位距離あたり入射粒子が失うエネルギー)あ

放 射 線 化 学



るいはL町 (L四arEnergy Transfer :単位距離あたり放射

線が物質に付与するエネルギー)という物理量をパラ

メータとして解析や議論をする場合が多いM 。電子線

ではLETが小さいため、 トラックの構造は孤立した系

で形成されるので、照射直後のごく短い時間での反応

はこれら孤立した系の中だけで進行する。一方、イオ

ンのようにLETが大きい場合には単位距離あたりの励

起の密度が高くなるため、電子線のように孤立した系

の反応とは非常に異なりトラ ック内での反応が多くな

り、新しい現象が見いだされる可能性があるし、線質

の違いがビーム照射後の反応過程を左右する場合があ

る。

現在、レーザーを用いた研究ではフェムト秒領域の

時間変化が追えるようになり、原子分子の反応過程が

詳細に調べられるようになってきている。また、電子

線ではピコ秒領域における反応過程が研究されている

し、電子線パルスも既にサプピコ秒パルスの発生か可

能になっている。これらのビームに比べ、イオンビー

ムでは実際に研究に用いられた最短パルスはサプナノ

秒の領域であり、ほとんどのパルスイオン加速器では

ナノ秒からマイクロ秒以上のパルスしか供給できてい

ない。電子線の実験では圧倒的に光吸収の実験が多い

のに対しイオンビームでは発光測定が大きな割合を占

めている。この理由としては、パルスイオンビームの

強度が電子線に比べ小さいこと、普通この種の実験に

用いられている電子線に比べ試料中での飛程が短いの

で測定が困難になること、また、 GeV以上の高エネル

ギーイオンビームでない限り、エネルギー損失が無視

できる程度で空気中に取り出すことが難しいため真空

中での実験を余儀なくされ測定システム全体が複雑に

なること、などが挙げられる。表 lに現在イオンピー

ムパルスラジオリシスの実験を行っている装置と場所

とを示す。1970年代後半にアメリカで行われ始めたイ

オンビームパルスラジオリシスは、現在では海外のlカ

所と圏内の 4カ所で実験が行われているが、他のイオ

ンビーム実験に比べれば極めて少ない数である。

なぜパルスイオンビームを用いた研究が少ないので

あろうか。一般的にイオン加速器を用いた原子分子、

放射線物理・化学の研究においてはパルスビームを利

用している例が少なく (但し、パルスビームを用いな

い1DFσ'imeof Aight)測定やビームフオイル分光のよう

にビーム速度と発光位置測定による時間分解測定など

もある)、積極的にパルスビームを生成し利用しようと

いう要求は放射線化学の分野に最も多いと考えられる。

なぜかというと放射線化学においては光吸収、光放出

の測定が主流であり、測定系の開発が最も進んでいて

時間分解能が、現在、最も優れているからである。光

の測定に比べ、 X線、オージ、エ電子、 2次電子や 2次

イオン等の測定においては測定回路系の応答が遅く現

在の技術ではサプナノ秒が限界となっている。放射線

化学以外の分野においてパルスビームを積極的に用い

るにはX線や粒子線検出器の感度、時間特性をよくす

ること、回路の高速化等が加速器本体の開発とともに

重要な課題である。

放射線化学の研究において現在最も緊急かつ重要な

課題は、放射線、特にイオンが物質を構成する原子分

子へエネルギーを付与する過程を、物質に入射した直

後から時間的、空間的に明らかにし、電離や励起過程、

その後の再結合や励起 ・脱励起過程を追っていくこと

である。このような研究は、放射線物理の分野でもあ

り理論的にも実験的にも両分野の融合をはかる必要が

あると考えられるが、世界的には次第にそのような状

加速器 イオン エネルギー パルス幅 測定 試料

サイクロトロン (TIARA) 重イオン 数 10~ ~4 ns 発光 液体

日本原子力研究所高崎研究所 数 l00MeV 吸収 固体

リニアック (HIMAC) 重イオン 入射器 lμs 吸収 液体

放射線医学総合研究所 6 MeV/u 

リニアック (RILAC) 重イオン 2 MeV/u シングルイオン 発光 固体

理化学研究所
パン・デ・グフーフ (HIT) H，He 0.4 ~7.0 MeV 1 ~2 ns 発光 液体

東京大学原子力研究総合センター C，N，O 固体

タンデトロン (H汀) H O.6~5.0 MeV シングルイオン 発光 国体

東京大学原子力研究総合センター 重イオン (マイク ロビーム)

開発中

サイクロトロン (GANIL) 重イオン 数10MeV/u 2 ms 吸収 液体

フランス

表1 国内外で利用されているパルスラジオリシスシステム
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況になってきている。時間的にはピコ秒からフェムト

秒、空間的にはミクロンからのナノメータ領域での 2

次元から多次元的な測定(時間分解マイクロドジメト

リやスペクトロスコピー)が必要となる。そのような

要求を満たすための加速器の特性としてはエネルギー

はkeVからGeV領域、パルス幅はピコ秒以下、ピーク電

流は数mA以上、パルス間隔は可変のものが、そして高

空間分解能を実現するためにはミクロンからナノメー

タのビームサイズが必要となる。近い将来このような

加速器が実現され、放射線化学の分野でも利用できる

と期待される。

4.材料の加工や改質

次にイオンビームがよく用いられている分野として、

材料の改質や創製、加工がある 71。電子工業をはじめと

する種々の産業分野で、イオンビームを利用した表面

改質、表層処理のための技術、例えばイオン注入、薄

膜形成、イオンビームマイクロエッチング (リソグラ

フィ)、イオンビームミキシング、マイクロスパッタリ

ングなどは益々高度化してきている。通常利用される

ビームのエネルギーは数.eVから数百keVの広い領域に及

んでいるが、最近では半導体産業に代表される分野で

もMeV領域のイオン注入が必要とされている。イオン

注入においては種々の材料にある種のイオンを注入し、

その材料の化学的・電気的な性質や機械的な性質を変化

させ、耐腐食性・耐強度性を増したり摩擦係数を小さく

したりするような研究が多く、ここでは高強度(数mA)

のイオンビームが要求されている。また、半導体への

イオン注入では 3次元的な構造の中のある部分への注

入がこれからの要求としてあり、高エネルギーでミク

ロな高精度・高品質ビームが必要とされるようになりつ

つある。

高エネルギ一、高輝度でビームサイズがミクロン以

下のビームが利用可能になれば、半導体分野だけでな

く、現在、機械技術の最先端とも言うべきマイクロマ

シンの研究が飛躍的に発展するものと思われる。 ミリ

メータからナノ.メータサイスにb及ぶ微細な機械の実

用化は医療技術や電子工業の分野で革新的なインパク

トを与えると考飢えられる 0・もちみん、このような技術

開発のための加速器としては、ビームの質の良さと制

御性が要求されるカは言う-までもない。

5.物質や材料の分析 結9J 

上に述ベーたような材料加工や改質に伴って必要なの

は、その状況をモニターしたり、状態を分析する技術

である。最近の分析技術は空間的、時間的に状態を測

12 

定し可視化を要求する傾向にある。イ オンビームを用

いた分析手法としてはイオン散乱分光、 IILE(lon 

Induced Light E'missi∞，イオン誘起発光分光)、 PIXE， PIGE 

(Particle lnd即 edX-ray or y -ray E'mission，粒子線誘起X線

あるいはy線発光分光)、lAES(l∞Ind郎副 Auger目配制1

Emission，イオンビーム誘起オージ ェ分光)、 RBS

(Rutherford BackScattering，ラザフォード後方散乱分析)、

ERDA (El制 icRecoil Det削 onAna1ysis，弾性反跳分析)、

NRA ({Resonant) Nuclear Reaction加 alysis，(共鳴)核反

応分析)、 SlMS(S∞∞由1)'1∞ MassS戸仰加letI)'， 2次イ

オン質量分析)等々が一般に用いられている。材料か

らの色々な情報を得るには、 2次元的 (表面的)な測

定だけでなく、 3次元的(ビームから見た深さ方向)

な測定が必要である。現在、例えばPIXEの測定ではミ

クロンサイズのイオンビームを用いて 2次元の特性X

線画像を得ている。まだ空間分解能が低く、最近のメ

モリーパタン (0.3p m 以下)の線幅よりも広い。空間

分解能を向上させた測定を実現するには、電子顕微鏡

なみのビームサイズ(さらには加速器の大きさも)と

物質を透過できるだけのエネルギーが必要である。こ

のような高エネルギー・ナノメータ・イオンビーム加速

器が実現できれば正に電子顕微鏡に匹敵するイオン顕

微鏡ができるので極めて幅広い応用が考えられる。現

在では電子顕微鏡も単体で用いるだけでなく種々の測

定装置(蛍光X線、オージ、ェ電子、蛍光、エネルギー

損失等)を搭載しており、その点では加速器自体も一

つの分析装置として位置づけられよう。イオン加速器

においても例えば後に述べるAMS(加速器質量分析法)

のように、加速器本体を質量分析器として用いる方法

もある。現在、 AMSは十数MeVから数百MeVのエネル

ギ一範囲で主に年代測定や同位体比率の測定に用いら

れ、その分野は考古学、人類学、宇宙・地球物理学、

農学、医学等の領域にまで広がっており、加速器利用

の広がりを示す格好の例を提供してくれている。

更に最近では、電子ビームあるいは陽子ビームによ

って生成される 2次粒子である陽電子やミューオンが

.材料分析に用いられ売ようになり、 :T-ジトロンファク

トリーのような計画もある。陽電子は物質中では電子

と対消滅Lてy線を放出するの方、対消滅までの寿命

を測定することによって物質中に存在する空孔を知る

ーごとができる。またL対消滅の際に放出される X線や

オージ‘ェ電子の測定によってこれまでの分析手法より

高感度に物質の状態を知ることができる。またミュー

オンはそのスピンの時空相関を測定することによ って

例えば磁性体の相転位に関する研究で重要な知見をも

たらしているし、ミューオン原子X線の測定は高感度

放‘射線化学



の非破壊分析法として注目される。しかしながら、こ

のような研究では、加速器として 2次粒子の発生を伴

うため高輝度の l次ビームが要求されるので、現在こ

のような研究が行える施設は極めて少ない。

これらの例のように、高エネルギー加速器から生み

出される素粒子は素粒子・核物理の研究ばかりではな

く、材料研究にとっても新たな分析手法を提供する上

で重要なものとなっている。

6.加弱諦阻紛析

(Aα活相官ta"Mass 8pec甘四T官住到r;AMS) 10) 

上に少し述べたように、 AMSはタンデム型静電加速

器などを利用したイオンビームによる分析法の一種で

あるが、他の分析法ではビームの標的が試料となって

いるのに対してAMSでは試料そのものがイオン源にセ

ットされ、その試料から放出されるイオンをビームと

して加速し、そのビームの量を正確に測定するところ

が他の場合と違っている。 AMS法は、放射性同位元素

の壊変による減少を正確な時計として同位体比を測定

することにより年代を決定するために、主として利用

されている。現在、 AMSを行っている加速器施設は世

界で40カ所以上にのぼり、先に述べたような考古学か

ら宇宙科学に至るあらゆる分野で活発な研究が行われ

ている。

加速器を用いた質量分析器というのは通常用いられ

ている質量分析器とどう違うのか、なぜわざわざ大型

装置を用いなければならないのか、ということを考え

てみよう 。一般の質量分析器ではイオン電流測定によ

って定量するのが普通で106程度までの同位体比を高精

度 (5 ~ 7桁の有効数字) で測定しており、地質年代の

磁気Qレン1・ 静電分析器

入射分析電磁石
(絶縁分祈管)

測定などに利用されている。また、放射能測定では壊

変の個数を測定するので微量元素を測定する場合には

かなりの量の試料が必要となる。ところで、イオンを

ある程度の厚さの物質層を透過することができるくら

い高エネルギーに加速した時には、 Zの違いにより阻

止能が違うので、物質層を透過した時のエネルギー損

失やエネルギーを精密に測定することにより粒子一個

一個をどのようなイオンか識別することができる。

AMS法では、このようにして1012から10-1r， の同位体比

を測定可能にしたことで超高感度の同位体分析法を確

立した。放射性同位元素を一個一個を測定するので、

従来の低レベル放射線計測法では測定不可能な微量の

放射性物質を含む試料を扱う研究分野で急速に発展し

てきた。つまり、試料が少量しか採取できないような

場合や、極めて貴重で大量に使用できない場合の研究

の多くがAMSによって可能になっている。あるいは逆

に大量の放射性同位元素を使用していたトレーサ一実

験も、 AMSではその量を桁違いに少なくできるように

なったので安全に研究ができるようになった。現在ま

でに開発された測定対象核種は、 1oBe， 14仁 川AI，:II;CI，

129 1等である 。 更に 41 Ca、 ~3 Mn、 :'9 Ni 、 r;O Fe等が実用

化にむけて研究されている。

AMSは普通の加速器の利用の仕方とは異なっている

ので、その測定方法について少し詳しく見てみよう 。

図1に東京大学・原子力研究総合センター・MALT(Micro 

Analysis Laboratory， Tandem acceleraωr)の5MVタンデム加

速器によるAMSシステムを示す。試料より抽出された

測定したい同位元素は、負イオンになりやすい形の化

合物 (分子)に化学的に処理され負イオン源に装填さ

れる。生成された負イオンは静電レンズにより収束さ

負イオン源
(Cs 1J" ，9-型 :40 Iえ料)

7イ;ノツェルレンJ.'
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図1 東大・原総センター・MALTの5MVタンデム加速器によるAMSシステム
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れ、静電分析器と入射分析電磁石の組合わせにより目

的の質量を持つイオンが選別される。加速器に入射さ

れた負イオンは、加速器中央にある荷電変換装置 (通

常はArガス)を通るときに電子を剥離され、大部分の

分子イオンは解離される。正の多価イオンに変換され

たイオンは、更に加速され高エネルギーになって加速

器より射出される。加速されたイオンの中には様々な

電荷、エネルギー、質量のイオンが混在 しているが、

まず、分析電磁石によりイオンの運動量が一定の条件

を満たすものだけが選別される。但し、この中には同

重体イオン以外にまだ多くの種類の不純物イオンが含

まれている。例えば加速器への入射系のフ ィルターを

すり抜けた隣接同位元素イオンや分子イオンに起因す

るものもある。通常この不純物イオンは目的のイオン

に比べて桁違いに多いので、 SSD(半導体検出器)の

ような重イオン検出器による粒子識別能力を損なうば

かりでなく、検出器自身を破壊することもある。そこ

でさらに静電分析器 (エネルギーフィルター)、ウィー

ンフィルターあるいは飛行時間分析器 (TOF、速度フ

ィルター)、アプソーパー +SSDあるいは気体電離箱

(イオンのエネルギー損失の測定による原子番号Zの分

離)、気体充填電磁石(イオンが気体を通過するときの

平衡電荷の違いによるZの分離)などを必要に応じて用

い、目的とする放射性同位元素を計数する。

このように、原子核や原子分子などの研究分野で開

発された実験技術を計測システムのいろいろなところ

に取り入れ、非常に感度および精度の高い実験を行っ

ている。さらに、試料中の微量元素の多次元マ ッピン

グや、レーザーによるイオン生成や不純物除去など、

高度な技術を駆使した開発が始まっている。

7.マイクロビーム、シングルイオンヒット !!)

第4章でも少し述べたが、マイクロビームとは本来

ビームの径がミクロンサイスのビームのことであるが、

最近ではそれ以下のビーム径のものも開発されており、

特に高エネルギー加速器においては局所微量分析の手

段として近年急速に研究開発が進んできた。また、最

近では微量分析だけでなく局所照射効果やマイクロ加

工を目指した研究も多くなってきている 。 数1O~200

keV位のエネルギー領域では、電子顕微鏡のような非常

に精巧な加速器を作ることが可能で、 1980年代中頃よ

り収束イオンビーム (FIB;f，∞u田dIon Beam)と呼ばれ

る技術により、標的上でビームスポット径が数10から

l∞m と高エネルギ一マイクロビーム (現在の世界最

高記録は約2∞run)の約10分のlのサイズを達成してい

る。既にこのようなnmサイズのビームを用いて、局所
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図2 重イオンマイクロビーム照射下 「その場観察」

フーリエ変換赤外顕微分光システム

イオン注入やミリング、スパッタリング加工などに応

用されている 710

高エネルギ一マイクロビームは、一般的にはマ イク

ロスリ ット及び2連または 3連の精密4重極レンズの

組み合わせで生成されている。高エネルギーの加速器

では、加速器そのものやビーム整形に用いられる電磁

石の安定度が電子顕微鏡やFIBに比べればまだ不十分で

あり、現状ではビームサイズが lμm程度のものが利

用されている。高エネルギーのマイクロビームは、 主

に第5章で紹介したようなP以E，RBS，N孔久な どの微量

分析手法を試料の微小領域の分析に応用し、特に多次

元(空間、エネルギー、エネルギー損失等)解析を狙 a 

っている。また、照射に関しては半導体や生物細胞等 司

の微細構造を持つような試料に対し、第3章で述べた

ようなイオンビームの特質を利用して局所的な照射を

行い、その効果を調べることもできる。さらに、宇宙

用半導体の開発におけるシングルイベント効果 (一発

の高エネルギーイオンの衝突 (シングルヒ ット)によ

って引き起こされる素子の誤動作)のミクロな機構の

解明や、生物細胞の局所打ち込みによる照射損傷と回

復機構のミクロ構造解析、更には細胞加工などにも応

用されている。

世の中ではマイクロからナノサイズへと進んでおり、

例えば量子井戸や量子細線など新しい物性物理学が華

やかに展開されているが、マイクロメータサイズでも

化学反応にとっては十分な大きさである。最近レーザ

放 射 線 化 学



ーを用いてミクロンサイズの化学反応制御が可能であ

ることが示された [12J。これは空間を指定した反応の

特性解析、化学操作、反応条件の微小空間での設定を

可能にしている。ミクロンサイズの反応場を作ること

はマイクロイオンビームでも可能であり、既に一個の

イオンの反応を空間的に追っていくことが可能になっ

ている (シ ングルイオンヒ ット)。 例えばマイクロカプ

セルを用いたような実験では化学反応はミクロンサイ

ズに閉 じこめられた場で起こり、今までの開放系の化

学反応とは違った形で反応が進む可能性もあるので、

新しい化学の場を開拓するかもしれない。

最後にこれらの実験の可能性を考えてマイクロピー

ムラインの設計を行った東大・原総センター・Hπ(High

日出即eIn姐凶∞facility，出euniversity of TI改yo)の例を紹介

する [図2J。ぽrでは、 lMVタンデトロン加速器に設置

されたマイクロピームラインの測定用チャンパー内に

カセグレン方式の顕微鏡をセットすることにより、フ

ーリエ変換赤外分光装置からの赤外分析光をイオンビ

ーム軸に沿ってを導き顕微赤外分光ができるようにし

てある。イオンビームを照射中あるいは照射直後に試

料の赤外分光を行い、イオンビーム照射に伴う化学反

応による構造変化をinsi加で測定ができるようになっ

ている。

8.クラスターイオン

クラスターというと世界を席巻したフラーレン 13) を

思い出させるが、そのようなクラスターにイオンビー

ムをぶつけて色々と調べようとか、物質にイオンビー

ムをぶつけてクラスターを作ろうという研究はたくさ

んあり1.1、 1i)、ここでは割愛させていただく 。最近で

はクラスターイオンや微粒子イオン (第9章)の加速

が注目されているので、このことに少し言及しておこ

つ。
直径lOnm以下、原子数で約3X104以下のサイズと個

数を持った粒子をクラスターと呼んでいる。これ以上

のものは超微粒子や微粒子と呼ばれる。クラスターは

構造的にはファンデルワールスクラスター (Arなど)、

水素結合クラスター、共有結合クラスター、イオン結

晶クラスター、金属クラスターなど安定な結晶構造を

持ち、固体の準位とは異なる量子力学的に定まった電

子準位を持っている。

これらのイオンの加速は、クラスターの分子構造や

性質を調べたり、イオン注入による新しい材料の開発

という目的もあるが、それ以外に星間塵や星間雲とい

った宇宙物質の構造を研究する上で非常に重要な研究

手段を提供するものと考えられる 18)。特にC目。が発見

第 67 号 (1999)

されてからは世界中でフラーレンを加速しようという

試みがなされているが、通常の加速器では分析あるい

は偏向電磁石の設計がフラーレンのような重い質量ま

で対応していないので現状のままで高エネルギーに加

速するのは困難が多いため、加速している例は極めて

少ない。

高エネルギークラスターが物質に入射すると固体表

面のナノスケールの微小領域に原子とエネルギーが高

密度に注入される。この衝突現象については各原子の

時間的挙動を計算機シミュレーションによ って追跡す

ることにより、通常の熱平衡条件では起こらないよう

な反応過程が進行していることが確かめられている。

そこでは、局所領域で非線形な衝突が集団的に起こ り、

その結果、原子の集団励起が重要な要素となる。また、

クラスターの相転移や構造転移を解析することでミク

ロスコピ ックな熱統計力学の解明に大きな寄与をする

ものと思われる。

クラスターイオンを高速に加速することで非常に大

きな粒子密度と極めて短かいパルス性など他にはない

特徴を有するため、微粒子の加速と共に新しいイオン

ビームとしての利用が期待される。

9.微粒子イオン

微粒子イオンの加速の話題はあまり耳にされていな

いかもしれないが、既にこの放射線化学会誌に福沢文

雄氏が2度にわたって執筆されているので併せてご覧

いただきたい 19)。微粒子イオンは日本語ではダストイ

オンとかマクロンとか呼ばれ、クラスターサイズより

大きいものを指すが、加速に用いられているものは大

体直径0.1~ 10ミクロンの導電性物質である川)。 この大

きさのものを約1~ 100 km/sの速度にまで加速するが、

そのようなものが固体に衝突したらどうなるであろう

か。地球周辺の衛星の残骸 (スペースデブリ )などに

は多くの微小粒子が含まれていて、スペースシャトル

や人工衛星にぶつかり穴が聞いたという話を聞かれた

方も多いであろう。この時ぶつかっている速度が20

km/s位なのである。今やこのスペースデプリが宇宙探

査や宇宙活動などに与える影響が大きな問題となって

おり、早急な対処がi必要になってきている。

しかし、この様な劇的な衝突は材料や物性科学から

見ると興味ある題材を提供する。直径1ミクロン位の金

属微粒子が10km/s位の速度で固体に衝突すると国体内

に衝撃波が生じ、この圧力は何と 1∞万気圧以上にも達

するが、局所温度は1∞0"C位にしかならない。また、

この様な速度で固体に衝突するとほとんどの物質にク

レーター状の穴が開く 。この時には、おそらく衝突し
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Tongue Insulator 

Needle Tip 

図3 ダストイオン源(上から見た断面図)

たところはプラズマ状態になっていて色々な反応が進

むと思われるので、その衝突機構の解明が急がれる。

この様な現象を利用すると新しい材料の創製や改質が

考えられるが、残念ながら微粒子を高速に加速できる

施設は、現在、日本に1カ所(京大ではもうやっていな

い)、外国に 2カ所しかない。

また、わが国の宇宙探査計画の中に星間塵 (ダスト)

の直接検出を目指すものがあり、国産の火星探査機

IPLANET-BJ (昨年7月に打上げられダスト計測器が搭

載されている)や月探査、小惑星探査、国際宇宙ステ

ーションにダスト分析器の搭載が検討されるなど、わ

が国における宇宙塵の研究が新展開を迎えている。ダ

スト計測・分析器の開発・較正実験、及び宇宙開発に

適する材料の研究を行うためには、地上での超高速ダ

ストの衝突シミュレーション実験が必要となってくる。

上に述べた海外の2カ所の施設 (ドイツ・ハイデルベル

ク・マックスプランク核物理学研究所、英国カンタペリ

ー・ケント大学)は宇宙塵シミュレーションの専用加速

器として利用されており、現状では材料の研究は行な

われていない。将来的にはスペースデプリに対する耐

衝撃性のある材料を開発するためにも、もっと多くの

クラスター及び微粒子専用加速器を設置する必要があ

ろう。

このような加速器はあまり一般的ではないので、現

在日本で唯一の微粒子加速を行っている東大・原総セン

ター・町rのシステムを紹介しよう。

ダスト加速器はダストイオン源、加速器、ビーム計
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図4 微粒子加速ビームライン及び微粒子速度弁別シス

テム

測用ビームライン、衝突用チャンパーから成っている。

ダストイオン源[図3]では直径0.1~1μmの導電性微粒子 ， 

を帯電させ、加速管へと引き出す。微粒子の試料は図 司

中のTongueの下に置かれている。このTongueにかける

高電圧(約12kV) をパルス的に振ることで微粒子が飛

び出し、 Needletipに触れて帯電する。重要なのは針の

先が球状になっていることで、この球と微粒子の大き

さとの関係で電荷量が決まる。このときの電荷量は銀

微粒子で約1O-14Cとなり、数MVで加速すると約数10

畑山となる。図4に微粒子加速ビームラインと微粒子の

電荷、速度計測システム及び速度による微粒子選別シ

ステムを示す。加速後の微粒子は電荷と質量の分布を

持っており、それらを識別するために、円筒コンデン

サー型の荷電粒子モニターを 3台用い、電荷敏感増幅

器によって誘起きれる電荷量を測定するとともに、 3

台のモニターの間の飛行時間 (TOF)を測定し速度を

弁別する。これらの測定によって必要とする電荷と速

度の微粒子だけを静電デフレクターを用いて選別し、

衝突チャンパーに導き実験に用いる。衝突チャンパー

は実際に人工衛星に搭載するTOF質量分析器等の計測 4 
器をそのまま真空中に入れ、色々な角度からの照射が

可能なように設計されている。現在、この加速器を用

いて金属微粒子を3.2MVまで加速でき、世界最高速の

人工微粒子イオン得られている。

10.多価イオン

ここで少し原子分子の世界の話題に触れてみよう 。

最近、注目されている分野として多価イオンの科学

がある。多価イオンはほとんど、あるいはすべての電

子がはぎ取られた重原子であり、核物理のためのプロ

ジェクタイルとしてだけでなく、それ自身の物理とし

て興味あるものである 21 )。

多価イオンを生成する方法は色々あるが、現在ECR

(Electron Cyclo蜘 Resonance) イオン源や回IS(El氏側1

放射線化学



Beam 1α1白山田)等が加速器のイオン源として用いられ

ている。高エネルギー加速器で加速された光速に近い

速度の重イオンビームを薄膜の標的に当てるだけで、

裸に近い多価イオンを生成することができる。また、

気体標的からは種々の低エネルギーの多価イオンが2

次的に生成する。さらに、1w、 PWレーザーによるア

プレーションで直接多価イオンを生成することも可能

であり、新しい加速器用イオン源として利用できるか

もLJしない。

薄膜標的を通過した直後のイオンは励起状態にある

ので、それからの発光を測定することにより (Beamゅ

FoilS何 回 総 叩y)多価イオンの電子励起状態の研究を行

うことができる。高エネルギー多価イオンによる原子

分子の励起、電離過程の研究は現在極めて少ないが、

イオンの速度が光速近くになると相対論的効果が顕著

に現れてくるので、興味ある実験が行われるであろう。

また、高エネルギーの多価イオンをストレージリング

に貯蔵し、電子やレーザーによる冷却を行うことによ

り(クーラーリング)、より質の高いビームを生成する

ことができるとともに、冷却に用いられる電子や光は

冷却された良質の多価イオンビームの標的としてみな

すことができるので、原子衝突の実験を行うことがで

きる山。例えば、多価イオンの再結合過程や電離過程、

イオン・電子・レーザーの合流による再結合過程等の研

究が考えられる。これらの研究は、宇宙物理やプラズ

マ物理の基礎過程として重要な知見を提供する。

一方、 2次的に生成された低エネルギー多価イオン、

あるいは高エネルギーから減速 (冷却)された多価イ

オンを電磁場で閉じこめることにより、興味ある物理

実験が可能となる。多価イオンは極めて強い電磁場を

形成するので相対論的効果やQEDの効果が顕著に現れ、

更に、ほとんどあるいはすべての電子が欠けているの

で電子-電子相互作用によってそれらの効果カ古ぼけてし

まうことがない。そこで多価イオンの微細構造や超微

細構造を精密に測定することによって、それらの効果

を厳密に検証する事ができる。

静電磁場によっで閉じこめられた多価イオンに外部

より高周波を供給することで、共鳴条件によりイオン

は高周波電場を吸収してサイクロトロン運動を起こす。

この時の高周波の周波数及び磁場を精密に測定する心

とによって、イオンの質量を極めて精度よ aく決定するt

ことができる。種々のイオンやその同位体(不安定核

も含めて)、電子や陽電子等の質量を極めて精密に測定

することは、中性子の高精度の質量やニュートリノの

質量下限などを決めることができる上で、大きな意義が

あると思われる。

第 67 号(1999)

11 .エキゾチック原子・分子、反原子

通常の原子・分子は原子核と電子から成るが、原子核

と反陽子や負電荷のK、庁、 μ、ヱ粒子など他の粒子

を含む系をエキゾチック原子という 。このような粒子

が物質原子の高い主量子数の軌道に捕まっている場合、

分子的描像が成立し、この場合をエキゾチック分子と

呼ぶ。また、反陽子や陽電子などの反物質で構成され

た原子を反原子と呼ぶ。このような反物質や中間子は

通常には存在しないが、現在では加速器を用いて生成

することができる。生成された粒子を物質原子や陽電

子と相互作用をさせることによって、このようなエキ

ゾチ ック原子・分子あるいは反原子を造ることができ

る。

ここでは例として反陽子ヘリウム原子の生成につい

て述べるJ-~加速器で生成された反陽子は真空中に存

在する限り陽子と同じく安定であるが、物質中に入る

と負電荷を持つために原子核にクーロン力によって引

き寄せられ核内の核子と対消滅してしまうので安定に

存在することはできない。反陽子が静止してから消滅

するまでの時間はピコ秒程度である。ところが1991年

に早野らは、高エネルギ一物理学研究所の陽子シンク

ロトロンを用いて、ヘリウムに打ち込んだ時のみ反陽

子の一部の寿命が数マイクロ秒に及ぶのを発見した。

これは反陽子ヘリウム原子 (反陽子+電子+a粒子)が

生成し準安定状態にあるものと考えられた。その後

CERNの低速反陽子蓄積リング (現在このような施

設は他にはない)においてレーザー共鳴分光に成功し、

反陽子が原子の非常に高い準位に捉えられていること

がわかった。反陽子ヘリウム原子は構成粒子の電荷に

着目すると上に述べたように原子的であり、質量に注

目すると分子的であるというような奇妙な存在を呈し

ている。このように一時的 (数マイクロ秒)に反陽子

が原子にトラ ップされているので、この反陽子を用い

た実験に興味が持たれる。

また、 g月5年 9月にCERNにてヨーロ ッパのグループ

が反水素原子 (反陽子+陽電子)の生成に成功した。反

原子の生成は前人未到の快挙であり、以前よ りその生

成に期待が寄せられていたものである。そして、この

反水素原子の精密分光実験が開始されると、 CPT定理

などの基礎物理学上の重要課題の精密な検証が可能と

なる。

このように、高エネルギーイオン加速器を利用して

色々な 2次粒子を大量に生成し、それらを用いて新し

い原子分子を造ることによって物理学理論の検証実験

を行っていくことができ、新たな世界に我々を導いて

くれることであろう。
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12.イオンビームと他のビームとの複合郁朗

複合利用のーっとしてレーザー、放射光、低エネル

ギー電子線とイオンビームとを合流させて行われるイ

オンのクーリングがある。クーリングされたイオンビ

ームは非常に質の良いビームとなるので、原子分子過

程の詳細な研究に用いることができる。これらの利用

は加速器からのビームをそのまま利用するものである

が、 2次パルスビームの利用も考えられ、例えば、短

パルスの低エネルギー多価イオン、陽電子、中間子や

中性子の発生に利用される事が期待されている。

これまでイオンピーム、電子ビームあるいは放射光

等を用いた実験ではビームを単独に利用するものが大

多数で、非常に少数のグループがそれらのビームとレ

ーザーを組合わせた実験を行っていたに過ぎない。最

近、レーザーの大出力化、超短パルス化などの飛躍的

発展に伴い、コンパクトで扱いやすいレーザーが出回

るようになって一気にレーザーと色々なビームを組み

合わせた実験が行われるようになってきた。ビーム同

士の相互作用そのものを研究する分野もあり非常に興

味深い話題も多いが、ここではイオンビームとレーザ

ーを組合わせて試料に照射する場合で同時照射あるい

は遅延照射の実験について述べる。イオンビームとレ

ーザーを組合わせた実験としては 2種類の方法を考え

ることにする。

①レーザーを試料の励起に用いる場合:試料の励起

状態をレーザーにより選択しておいてイオンピームを

照射することにより状態選別衝突実験を行うことがで

きる。この種の実験ではこれまで試料の電子状態は基

底状態のものだけを扱っていたのに対し、光学的に許

容な励起状態の物理・化学へと非常に広範な分野への

展望が開ける。この場合、イオンビームとレーザーは

必ずしもパルスである必要はないが、パルスを用いる

ことによって反応過程の時間変化を追いかけることが

可能になるので組替え衝突や 2次イオン生成などの比

較的遅い反応を見ることができょう。

② レーザーを反応生成物の検出に用いる場合:レー

ザーの世界では既に一般的な手法であるポンプアンド

プロープ実験が考えられる。この場合、イオンピーム

をポンプ源として用いるが、レーザーポンプ光と違っ

て試料のある特定の準位だけを励起できるわけではな

い。励起された様々な準位の過渡的中間生成物 (特に

この実験で有効なものは準安定状態等の比較的寿命が

長く光励起ではできにくいもの、あるいはできないも

のの検出)や反応により生成した原子分子をレーザー

(プロープ光)を用いて吸収を測ったり、更に高い準位

に励起したり、イオン化した際の発光やイオンを測定
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することで過渡的励起状態の物理や化学を研究する。

このような実験は既にパルスラジオリシス法として電

子線の世界では古くから精力的に行われているもので

あるが、先に述べたように、イオンビームの場合、ビ

ーム量が少ないとか、短パルスが作るのが難しいとか

の問題があり、世界的に見てもイオンビームパルスラ

ジオリシスによる研究例は少ない。既に、レーザーで

はフェムト秒、電子線ではピコ秒領域の反応過程が調

べられているが、イオンビームでは未だにナノ秒から

マイクロ秒の世界であり、しかも軽イオンが中心であ

る。しかし、高密度励起のような線質の違いによる効

果が化学反応の結果に現れる場合があり興味深い研究

対象であるので、パルス技術の発展に期待したい。特

にイオンビームとの同期時間を少しずつ遅らして色々

な測定を行う遅延分光法が原子分子や放射線物理化学

の分野で特色のある研究になるのではないだろうか。

例えば輝尽発光例ぬkrStimula凶 Luminescence)や照射損

傷における電子の捕獲準位や緩和過程を調べるのに適

した実験方法であると思われる。

また、最近、東大・原総センター・阻Tではパン・デ・グ

ラーフ加速器のビームラインの一つに陽電子ビーム

(0-30kV)との合流チャンパーを設置し、陽電子消滅その

場(insi加)測定を開始した。これまでは照射試料を空

気中に取り出すため、イオンビーム照射で表面に生じ

た欠陥が表面の酸化や吸着で変化してしまい測定が困

難であったが、その場測定により表面変化の少ない状

態での測定を可能にしている。

13.イオンビーム関連の匡際会議

最後に、イオンビームに関連した研究発表はどのよ

うな国際会議やシンポジウムで行われているであろう

か。加速器関連の国際会議としては IParticleAαelerator 

ωnference (PAC)j IEuropean PACj 1 Asian PACj等が有

名であるが、その他、加速器の形態別に多くの国際会

議が行われている。加速器とその応用では米国・デント

ンで行われている 1Application of Aα:elera加>f'Sin Research 

and lnd凶町Jという国際会議に多くの人が参加している

ようである。また、イオンビームの応用ではいろいろ

な会議があるが、その中で 1Materials Research Society 
(MRS) M信也恵(米国、ヨーロツノ~)j 11∞Beam Analysis 
(lBA)j Ilon Beam Modification of Materials (lBMM)j 

1 Atomic Collisi∞s in Solids (lCACS)j 11∞Beam Radiation 
and Polymern (iRA削除剖ia蜘回附 inInsul仰向 (REI)j

IParticle Induced X-ray Emission (PIXE)j INuclear Micro 

Probe Teehnology and Application (lCNMTA)j IRadiation 

Resea肋(ICRR)j1 Accelerato>f' Mass S抑制ne町 (AMS)j

放 射 線 化 学



r Physics of Electronic and Aωmic Collisions (lCPFAC)Jとい

ったものが有名である。最近ではこの他に多くの国際

セミナーやシンポジウムが開催されているので学会誌

等で情報を見ていただきたい。その他、加速器・放射線

関連、原子物理・原子核関連の国際会議には必ずイオン

ビームと物質の相互作用に関する研究発表があるので、

これらのプロシーデイングにも目を通していただくと

良いであろう。

これらの会議のプロシーデイングや投稿論文は

r Nuclear Instruments and Methωs in Physics Re総狙'ChAandBJ

r Radiation Physics and Chemistry J r Radiation E依 ctsand 

Defects in SolidsJ rSurface ScienceJ rVacuum Science and 

Technology J r J. Applied PhysicsJ r J. Nuclear MaterialsJ 

r Physical Review J日.PhysicsJ rz副院M員向rPhys氷JrM総

S附 加metry加 dIon ProcessesJ等にたくさん掲載されて

いるので参照していただきたい。

14.おわりに

編集委員会より上記の題で何か書けと仰せっかった

のであるが、分野があま りにも膨大でありとても書き

きれるものではないし、何かアイデアを出せというの

であれば尚更無理難題である。そこで私の独断と偏見

で幾つかのトピックスについてのみ紹介させていただ

いた。最近では標的にプラスマを用いてイオンとの相

互作用を研究している例もあり非常に興味深い話題を

提供しているが、今回の話題には入れなかった。また

機会があれば紹介したいと思う。

最近ではイオン加速器が比較的身近にあ り、 かなり

自由に利用できるようになってきたので、会員の中に

も実際に利用されている方も多いかと思うが、まだイ

オンビーム を{吏ってみたことがない方やこれから{吏っ

てみたいと思っていらっしゃる方にこの拙稿を通じて

興味を抱いていただければ幸いである.。

{参考文献]

1)日本アイソトープ協会「イオンビーム利用の基礎と

現状j丸善 (1朔 )

2)日.Y卿 hoTabata r Pul総 R組 olysisJch勾配rI2，CRC

press (1咲拍)

3) M.N鉛tasi，J.W.Mayer， J.K.Hirvαlen rlon・Solidln闘志位∞s

Fw叫amen凶sand ApplicatiαlSJ 

第 67 号 (1999)

Cambridge Solid State Science Series， Cambridge University 

Press (1現活)

4)伊藤憲昭著「放射線物性u森北出版 (1981)

5)藤本文範・小牧研一郎共編「イオンビーム工学 (イ

オン・固体相互作用編)J内田老鶴圃 (1995)

6)山崎泰規著「粒子線物理学」丸善 (1朔 )

7)吉田善一著「マイクロ加工の物理と応用j裳華房

(I朔)

8)合志陽一 -前田浩五郎・佐藤公隆編 「イオ ン励起の

スペクトロスコピーとその応用」日本分光学会測定

法シリーズ14、学会出版センター (1987)

9) 日本表面科学会編「表面分析図鑑」共立出版社

( 1朔 )

10)小林紘一、日本物理学会誌Vol.53， No.l2， p. 903 

(15月8)

11)日本学術振興会マイクロビームアナリシス第141委

員会編集「マイクロビームアナリ シスJ朝倉書庖

( 1985) 

12)増原極微変換プロシ、エクト編「マイクロ化学j化

学問人(1労3)

13) rフラ ーレ ンの化学j化学同人(1卯3)

14) Ed. J.P.Maier r Ion and Cluster 1∞S昨 trosc叩'yand

Stnに凶宅JElsevier ( 1989) 

15)臼.E.R.Bemstein r AωmicandMolωlar ClustersJ 

目別er (1朔 )

16)臼 .H.H油erland rCl凶館内ofAωnsandMol配 ulesnJ 

Springer-Verlag (I労4)

17)季刊化学総説No.38rマイクロクラスター科学の新

展開」学会出版センター(1卯 8)

18)三尾野重義、パリテイ Vol.lONo.ll，14(1995)

19)福沢文雄、吉田紘二、 放射線化学会誌、 Vol.45，23

(1988)、福沢文雄、放射線化学会誌、 Vol.50，24

(1例的)

20) H. Shelton， C. D. He附 icks加 dR.F.W田rl<er

「目配∞static鉱eler割∞ ofmi，α~particlesto 

hypervel∞itiesJ J. AppLPhys. 31，1243 (l蜘)

21)日.R.Mrurus rPhysicsof凶悼ly-Iα也edAtomsJ Plenwn 

Press ( 1989) 

22)田遁徹美、パリテイ Vo1.10，No.6， 40(1995) 

23)早野龍五、森由紀夫、パリティ Voi.10 No.lO. 69 

(l卯5)

19 



一明

突然変異や癌化を引き起こす長寿命ラジカルを

電子スピンエコー法から探る

名古屋大学大学院工学研究科物質化学専攻熊 谷 純

1 .はじめに

放射線の刺激が生体へ入力された場合に、遺伝子損

傷・突然変異・発がん・形態異常・細胞死など、様々

な形でその結果が出力される。その出力結果について

は1∞年以上の歴史に渡る膨大な研究蓄積があるが、入

力と出力の聞のメカニズムの研究は後れをとってきた。

生体の構成物質の8割程度が水で占められるのであるか

ら、生体に放射線照射された際には水の放射線分解過

程が主に起こるはずである。水のラジオリシスの研究

は 1960~70年代にかけて放射線化学の分野で活発に研

究され、その中間体である活性酸素 (OH， H， O
2
ーな

ど)の反応性について詳しく考察されている。それら

放射線化学の研究成果を応用し、活性酸素によるDNA

からの水素引き抜き反応モデルが提唱されたのは1975

年のことである 1)0 この「活性酸素説Jは放射線生物学

で爆発的に普及し、近年の放射線生物影響の研究の殆

どは、照射細胞内での様々な発症の素過程を全て活性

酸素の発生に帰着させているといって過言でない。最

近、放射線誘起に限らず日常のストレスによる生体内

での活性酸素の発生と健康への影響がマスコミに大き

く取り上げられ、活性酸素消去能の高いと言われるポ

リフェーノールを含有する食品(赤ワインやチョコレ

ートなど)が高セールスを記録するなど、活性酸素へ

の関心が一般市民の間でも高くなってきている。しか

しながら、前号の展望・解説で渡遁氏が指摘している

ょうにヘ 放射線照射された細胞内で活性酸素が生体異

常誘起の役目を果たしているのかどうか証明できない

事例が多々あり、活性酸素が著しく影響を及ぼす場合

とそうでない場合を区別していく必要がある。

放射線照射された動物細胞中に半減期が20時間以上

に及ぶ長寿命ラジカルが存在することが、宮崎らによ

って発見されたわ。 このラジカルは、放射線照射後にピ

タミンCの添加によって効率よくスキャベンジされる。

ここで大事なことは、放射線照射前ではなく、照射後

にビタミンCを添加した場合でも長寿命ラジカルはスキ

ャベンジされ、同様に照射後にビタミンC処理された照

射細胞の突然変異率・癌化率が劇的に減少することで

ある(表 1)。ビタミンCの添加は照射後20 分~2 時

間後であり、ビタミンCはマイクロ秒程度の寿命の活性

酸素ではなく、長寿命ラジカルをスキャベンジしたこ

とになる。従って、長寿命ラジカルが細胞の突然変異

や癌化を引き起こしている可能性が高い。この長寿命

ラジカルの生体影響に関しては、前号の展望・解説で

i度遅氏が詳しく解説されているお。長寿命ラジカルと生

体影響との関係は宮崎・渡遁らが近年提案したきたも

のであり、活性酸素起因説一辺倒の放射線生物学の分 4 
野で徐々に認められてきた新しいモデルである力。 ここ

では、電子スピンエコー法で解析した照射動物細胞中

の長寿命ラジカルの局所構造とその生成機構について

紹介したい。

Long-Lived Radicals Which Cause Mutation and Transformation as Studied by Electron Spin Echo Envelope Modulation 

Analysis 

Jun KUMAGAI 

Department of Applied Chemistry， Graduate School of Engineering， Nagoya University 
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表 1ビタミン C水溶液添加による照射動物細胞の突

然変異率、癌化率と長寿命ラジカル量との比較

(相対値)

添加前 添加後

突然変異率 a 0.02 

癌化率 b 0.26 

長寿命ラジカル率 0.03

a) ヒト胎児細胞 :X線 (3Gy)照射。照射20分後か

ら2時間ピタミン C水溶液で処理。

b) マウス細胞 x線(6Gy)照射。照射20分後から2

時間ビタミン C水溶液で処理。

c) ゴールデンハムスター細胞 :γ線5kGy照射。そ

の2時間後にビタミン C水溶液を添加

2. 照細糊鵬申に生成した長寿命ラジカルの濡騨

動とそOX;Wモg司スベクトル

突然変異や癌化を誘発する長寿命ラジカルが放射線

照射によって細胞のどの箇所に生成するのかは、ラ ジ

カル生成後の生化学的プロセスを考える上で大変興味

深い。長寿命ラジカルの減衰挙動の観測は、そのヒン

トを与えてくれる。動物細胞のモデル物質として単純

球状タンパク質であるアルプミンの10%水溶液を照射

して生成した長寿命ラジカルとビタミンCとの反応によ

る長寿命ラジカルの半減期は77分であるが、アルブミ

ン水溶液の粘度から拡散速度を求め半減期を見積もる

と数ナノ秒程度でしかない九 この差はゴールデンハム

スター胎児 (GHE)細胞中においてもほぼ同じである。

l 照射細胞中でビタミンCを投与後の長寿命ラジカルの半

j成期が 1時間にも及ぶということは、細胞が不均一で

あることを示唆しており、長寿命ラジカルは拡散しに

くい生体高分子中のラジカルであると予測される。細

胞が不均一であることは当たり前のことのように思え

るが、活性酸素によるDNA切断の速度論的解析は均一

な希薄水溶液中での活性酸素種の反応速度を元に求め

られており、不均一な細胞中で希薄溶液中の活性酸素

の拡散速度とDNA切断の速度がほぼ一致すること自体

が矛盾している 1)。このことが、筆者らが生体への放射

線損傷の原因の全てを、活性酸素に起因させることは

できないとの立場をとる理由の一つである。

話を戻すが、長寿命ラジカルは生体高分子中に生成

したラジカルと推測できたので、そのラジカルの周り

の環境、あるいはラジカルの化学構造についての知見

第 67 号 υ999)

が得られればより長寿命ラジカル像が明確になるはず

である。しかし、室温で照射した動物細胞中の長寿命

ラジカルのcw(連続波)-ESRスペクトルは、中心のg値

が2.∞5で線幅約20Gのブロードな一本線である L.:t)。こ

の特徴のないcwのESRスペクトルから生成ラジカルの

化学種を特定することは不可能で、ラジカル量の情報

くらいしか得られない。 cw-ESRによる長寿命ラジカル

の解析は、これ以上の進展が期待できない。

3.電子スピンエコー法で長寿命ラジカルを見る

しかし、電子スピンエコー法で長寿命ラジカルの核

変調効果を測定できれば、 cw・ESRスペクトルの線幅の

原因となっていた長寿命ラジカルから比較的遠距離

(~ 0.6 nm)にある核スピンの情報 (核の種類、距離、

個数)が得られる可能性がある。具体的には、長寿命

ラジカルの周りの水の水素の平均個数、長寿命ラジカ

ルからその水素までの平均距離が見積もられ、長寿命

ラジカルの周りの水の状態を特定することができる。

従って、 cw・ESRでは超微細構造を示すほど近くにはな

いものの、そのスペクトルのブロードニングの原因と

なっていた核スピンの情報を得ることができる九 電子

スピンエコー法での核変調効果は、電子スピンが強力

なパルスマイクロ波で励起される際に、その電子スピ

ンの周りの核スピンも遷移する (禁制遷移)ことによ

って引き起こされる。核スピンIをもっ核による核変調

の強度は1(1+1)に比例し、変調の周期は静磁場中での核

スピンのラーモア歳差運動の周期となる。照射GHE細

胞中に生成する長寿命ラジカルを電子スピンエコー法

で観測する際、周りの水の軽水素(1=1β)による核変調

効果の観測は、強度が小さい上にそのラーモア議差運

動の周期が速いため (330mTで約14MHz)、得られる電

子スピンエコー法による核変調効果の測定は若干分解

能不足になることが危倶される。そこで、筆者らは

GHE細胞を重水に浸して中の軽水を重水に置換するこ

とに した。重水素は1=1、ラーモア歳差運動の周期は

330mTで約2MHzであることから、核変調効果のシミュ

レーションが容易になるものと期待される。

GHE細胞の重水置換は、約lcm角のGHE細胞の固ま

りを、重量比でその約3.5倍の重水中に室温で5日間、密

封アンプル中で浸して作成したo GHE細胞中の殆どの

軽水はHDOまたはD.Oに置換されているものと思われ

る。このサンプルを..D-GHE"と呼ぶことにする。また、

10%のアルブミン重水溶液 l“D-ALS"と呼ぶことに

する)もモデルサシブルとして使用した。ESR測定用

のサンプルチューブに詰められたひGHE、D-ALSを77K

でγ線照射した後、 111K、210K、おOKまで昇温して
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77Kで照射したD・GHEを昇温してラジカル量

を減衰させていったときの 2パルス法による

ESEEMスベクトルの変化。昇温温度と高分子

ラジカルの残存率との関係は(A)11OK -}(泊%，

(B) 210 K -26.6%， (C) 250 K・8.9%である。

ESEEMスペクトルの測定温度は5K、磁場は

312.4 mT (g = 2.0123)で行った。実線は測定結

果、点線はシミュレーションの結果である。

図中のn、rはシミュレーションから求めた高

分子ラジカルの周りにある平均D原子数とそ

の平均距離である。

4 3 2 
τ/μs 

図21.98 1.96 1.94 

g-v剖ue

77Kでy線照射したO-GHE細胞を昇温した際

のcw-ESRスペクトル。昇温温度は(A)77 K 

(B) 111 K (c) 210 K (0) 250 K。電子スピンエ

コー用のキャピティー(TE，02)で測定している

ため、測定感度はあまり良くない。

2 2.082.06 2.04 2.02 

図 1

周期が2.04MHZ (0.49μsおき)の変調はDによるもので、

Dの大きな変調の上に小さく現れている周期13.3MHz 

(7.5 nsおき)の変調はHによるものである。照射D-GHE

サンプルを昇温してラ ジカル量が減るにしたがって、

変調の振幅強度が小さくなっていることがわかる。図

2の実測結果は1"=0での減衰曲線の値がlになるよう

規格化しであるので、高分子ラジカル量が減衰しても

周りのD原子の数とそれらの高分子ラジカルからの距離

が変わらなければ、核変調の振幅強度は変わらないは

ずである。従って、図 2の実測結果は、高分子ラジカ

ル量の減少と共に周りの水分子の数に対応するD原子の

数が減ったか、もしくは高分子ラジカルとD原子との平

均距離が長くなったことを表している。高分子ラジカ

ルとD原子との平均距離と平均個数を定量的に見積もる

ため、シミュレーションを行い、その結果を図2の点

線と表2に示した。シミュレーションは長寿命ラジカ

ルと周りのD原子の核スピンとの磁気双極子相互作用の

みを考慮し、 D原子は長寿命ラジカルの周りに等方的

に分布しているものとして行った 1'0 ~12 より、実測結

果とシミュレーションの結果はかなりよい ・致を見せ

，，{: レし，az
E
 

線容ナ政

ラジカルを減衰させ、その各温度で残ったラジカルの

電子スピンエコースペクトルを測定した。昇温後に77

Kで測定した照射D-GHEのCW-ESRスペクトルを図 lに

示した。77Kで照射すると細胞中の高分子ラジカル

(g=2.1α目付近)と00またはOHラジカル匂=202~ 2.05) 

が系内に残存しているが、 111Kまで昇温すると00ま

たはOHラジカルは消滅し高分子ラジカルのみが残る。

さらに210、2笠Kへと昇温すると高分子ラジカルも減衰

する。笥OKで残存するラジカル量は、室温で照射した

際に観測される長寿命ラジカル量にほぼ等しい。従っ

て、 GHE細胞を77Kで照射して昇温していくことによ

り、室i昆照射では速すぎて追えない高分子ラジカ Jレの

減衰過程をゆっくり追うことができる。

電子スピンエコースペクトルの測定は、日本原子力

研究所先端基礎研究センター原子トンネル反応研究グ

ループが所有するJ匹見-t05OPJI(を用いて行った。測定は

5Kで行い、 2パルス法〈πβ 附記-1"一 πP¥Jlse-1"一

氏恥)でエコー強度をパルス間開時間 rの関数としてプ

ロγ トした。実測のスペクトル(実線)とシミュレー

ション結果(点線)を図2に示したの実測スベクトル

のエコー強度は、1"=0での減衰曲線の値が lになるよ

う規格化しである。また、静磁場はESRチュープの石

英センターが重ならないよう、 g = 2.0]21を選んだη
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表 2 核変調効果の解析による照射D-GHE中の高分

子ラジカルの減衰と周りの平均重水素原子数

及びラジカルとの平均距離との関係

M・ilJalJd立 dJi分 r 中;水井; 'I;' .t~)距離ー

/K ラジカル II~ u;( r数 /nrn 

110 6.0 0.34 

210 0.266 3.0 0.34 

250 0.089 2.0 0.34 

ている。シミュレーションの結果、表2に示すように

高分子ラジカル量の減衰と共に、周りのD原子の個数は

少なくなっている。高分子ラジカルとD原子との距離に

変化はなかった。周りのD原子の個数を一定にして距離

を変えていくシミュレーションも行ってみたが、実測

結果と一致しなかった。以上の結果から、照射GHE細

胞中での高分子ラジカルの生成過程は以下のように考

えられる。①高分子ラジカルの大部分は照射初期に水

の近傍に生成する ②水の近傍にできた高分子ラジカ

ルの殆どは昇温と共に消滅する ③水の少ない箇所に

生成した高分子ラジカルは昇温しても消滅しにくく、

1.0 

0.5 

的

き 0.0
コ
-e 1.0 
伺

z 05 
@ 

.:: 0.0 

g 1o 
ω 

0.5 

0.0 

2 3 

τ/μs 

4 

図 3 77 Kで照射したD-ALBを昇温してラジカル量

を減衰させていったときの 2パルス法による

ESEEMスペクトルの変化。昇温温度と高分子

ラジカルの残存率との関係は(A)110 K -lC旧

弘 (B)210K・20.1ck. (C) 250 K・6.1%であ

る。ESEEMスベクトルの測定温度は5K、磁

場は312.4mT (g = 2.0123)で行った。実線は測

定結果、点、線はシミュレーションの結果であ

るο 図中のn、rはシミュレーションから求め

た高分子ラジカルの周りにある平均D原子数

とその平均距離である c

第 67 号 (聞神1

長寿命ラジカルとなる。

上記の結論を検証するため、長寿命ラジカルの減衰

挙動でGHE細胞の良いモデル物質である卵製アルブミ

ンのlO%D
l
O液 (D-ALB)を、 GHEの場合と同様に77K

で y線照射した後に昇温し、その残存高分子ラジカル

のESEEMスペクトルを測定したっESEEMスペクトルの

測定条件はGHEの場合と同じであるつその結果を図 3

に示した。GHEの場合と同様に、ラ ジカル量の減少と

共に変調の振幅強度が小さくなっていることがわかるz

シミュレーションの結果は図3の点線と表3に示したっ

GHEの場合と同様に、高分子ラジカル量の減少と共に

周りの水分子の数に対応するD原子の数が減少してい

るつ従って、アルブミン水溶液でも同様に、高分子ラ

ジカルは周りに水の多いところに多数生成するものの

その減衰も速いこと、水辺から離れたところにできた

高分子ラジカルは少量しか生成しないがその減衰は遅

く長寿命ラジカルとなることが示された=

以上の結果のモデル図を図 4に示したc 図4は、 77

KでGHE細胞やアルブミン水溶液に照射して111Kに昇

温した時点では、水分子の周りに高分子ラジカルが多

数生成するが、 210Kまで昇温すると水の多いところの

ラジカルは消滅して比較的水の少ないところのラジカ

ルだけが残り、 250Kではさ らに水の数の少ないと ころ

のラジカルだけが生き残っていることを概念的に示し

ているご
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図 4 77 Kで放射線照射によって細胞中の生体高分

子中にできる高分子ラジカルの昇温による消

滅の概略図 111Kでは77Kで生成した高分

子ラジカル量に変化;まなく、水の多くあると

ころに高分子ラジカルが数多くある。 しかし、

210 Kに昇温すると水の多くあるところにあ

った高分子ラジカルは消滅し、水の少ないと

ころのラジカルだけが残る .;)250 Kではさら

に水の少ないところのラジカルだけが残り、

この残ったラジカルが室温照射時に残る長寿

命ラジカルに相当する ご
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表3 核変調効果の解析による照射D-ALB中の高分

子ラジカルの減衰と周りの平均重水素原子数

及びラジカルとの平均距離との関係

昇温温度 高分子 重水素 平均距離

/K ラジカル量 原子数 /nm 

110 6.0 0.35 

210 0.204 3.8 0.35 

250 0.061 1.0 0.35 

動物細胞に放射線が照射された際に、長寿命ラジカ

ルは活性酸素が生体高分子から水素などを引き抜いて

できるのか、または放射線のエネルギーを吸収して生

体高分子から直接切れるのかについてはこれまでわか

らなかった。ケージ効果を考えれば後者の機構は殆ど

ないものと予測され、主に前者の間接的機構でラジカ

ルが生成すると考えるのが常識的である。今回の実験

結果では、照射初期には水の多い箇所のラジカルが長

寿命ラジカルに比べて 10倍以上生成するので、それ

らのラジカルは活性酸素の引き抜きによってできたも

のと思われる。しかし、周りに水の多いところにでき

たラジカルは消滅しやすいので、室温では照射によっ

て生成してもすぐに消滅してしまうものと思われる。

それに対して長寿命ラジカルは周りの水の数の少ない

ところに生成しているので、長寿命ラジカルの生成に

は活性酸素による引き抜き反応よりも放射線のエネル

ギーを吸収して直接分解生成する過程の方が主に起こ

るものと思われる。

4.おわりに

電子スピンエコー法による核変調効果の解析から、

これま.でのcw-ESRで、はわからなかった長寿命ラジカル

の生成環境が明らかになった;突然変異や癌化を引き

起こす長寿命ラジカルは、一体どのような化学構造の

ラジカルなのかという質問がよく寄せられるが、 そ

の問いに対してg値から大まかな予想はできるものの、

明確に化学構造を示すことができるような情報はそろ

っていない。将来的には生化学的分析手法と照らし合

わせて長寿命ラジカルの化学構造が明らかになり、生

化学プロセスのどの段階が長寿命ラジカルによって阻

害されているのかわかる日がやってくるかもしれない。

しかし、生物をアミノ酸・脂肪酸などの低次元物質に

分類し、照射後のラジカルをESRやEN以)Rで測定して

生成ラジカルの化学構造を決定するといった手法では、

その生成ラジカル種が特定されても高次構造を持つ細

胞中で同じラジカル種ができる保証はない上に、生体

影響との関わりについて何の情報も得られない。結局、
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生きている生体中のラジカルを測定してそのラジカル

と生体影響との関係を常に対応させなければ、生成ラ

ジカルを測定する生物学的意義が薄れてしまう 。従っ

て、現段階では長寿命ラジカルの化学構造を決定する

ことよりも、長寿命ラジカルの存在と生体影響との関

連を調べることの方が生物学的に重要である。

長寿命ラジカルがどのような機構で生体に影響してい

るのかは今後の課題であるが、筆者らは放射線誘起だ

けではなくウイルス感染や薬品処理のような刺激の加

わった植物と長寿命ラジカルの生成に関係があること

を見つけており、今後は生体内の長寿命ラジカルを観

測するという視点から生物の代謝・分類・突然変異な

どの研究が発展していくものと期待している。
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この研究は、日本原子力研究所先端基礎研究センタ
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屋大学大学院工学研究科宮崎哲郎教授と共同で行なっ

たものである。また、核変調効果の解析に関して貴重
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市川恒樹教授に深く感謝いたします。
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お知らせ f第8回日中放身強尉医学シンポジウムJ
日中放射線化学シンポジウムは、第 l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、第6回は

1 994年に東京都で、第 7回は中国の成都市におい

て1996年に聞かれました。

今日、わが国の放射線化学に関連する研究は、基礎

および応用の両面において世界第一線のレベルにある

と言っても過言ではありません。最近、中国側におい

てもこの研究分野の発展は目覚ましいものがあり、ま

だ、若い研究者の育成にも熱心でこの面でもわが国と

の交流を通じてさらなる飛躍を望んでおります。

第8回シンポジウムは、中国側から関西地方でとの

強い希望が出されたことを受けて、下記のように本年

1 0月に京都市で開催す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

はとくに応用分野への意欲が強く工業化プ回セスに強

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。
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〔開催要領〕

l.会議名:第8回日中放射線化学シンポジウム

(刊e8thJapanε凶 aBila飽凶 Symposiumon 

Radi油∞Chemistry)

2.主催:日本放射線化学会、中国放射線化学会

3.日時 1999年 10月25日 (月)~ 

1 0月29日 (金)

4.場所:京都市左京区京大会館

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 :25，000円

7.登録申込みおよび講演要旨締め切り:

1 999年8月14日 (主)

なお、ご不明な，育、は下記の世話人までお問い合わせ

ください。

〔連絡先〕

干低路8501京都市左京区吉田本町

京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻

山岡仁史

TEL: (015) 753・5ω1，FAX:"(075) 753・5“"
E-mail: yamωk~s町伊Iym.kyoto-u.ac.jp 
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一面宅問

芳香族有機結晶における

高い励起状態からの発光と緩和過程

高い励起状態か5の発光の可能性と実直

物質に光が吸収され、そのエネルギーが発光として

放出される過程は光・放射線化学において基本的なも

のである。有機物の溶液や結晶において発光スペクト

ルは励起エネルギーによらずに物質特有のものとして

知られており、このことはKasha則として知られてい

る 1)。 しかし、少し考えてみると、これは不思議なこ

とである。吸収された光エネルギーはどこに使われて

いるのであろうか。

無轄射失括過程、つまり蛍光を伴わない緩和過程、

による励起状態の緩和の研究が進み、この問題につい

て理解が深まった。つまり高い励起状態から低い励起

状態への緩和が非常に速く起こり、吸収したエネルギ

ーは熱に変換される。理論的な研究も進み、 二つの電

子状態間での無轄射失括速度は、その聞のエネルギー

レベルが小さくなると指数関数的に速くなることが示

された 2)。芳香族有機分子においては、高い励起状態

間ではエネルギーレベルが詰まっているのに対し、基

底状態と最低励起状態のエネルギー差は比較的大きい

ため、高い励起状態、は最低励起状態へ無轄射失括し、

そこからの発光のみが観測されることになる。理論と

実験を比べた例として、アズレンの誘導体における研

究がある。アズレンは最低励起状態 (S1) と第二励起

状態 (S)のエネルギー差が大きく、第2励起状態から

の発光が観測できる分子であり、 Kぉha~1Jが破れている

物 質 工 学 工 業 技 術 研 究 所 加 藤 隆二

分子として有名である。種々のアズレンの誘導体にお

いて、発光収率とSl-SI間のエネルギーギャ ップの関係

が調べられ、理論の予想通りであることが示されて

いる わ。

ピレンやアントラセンのような芳香族有機分子の溶

液の光吸収スペクトルを測定すると高い励起状態の存

在が確認できる。光遷移の理論によれば、基底状態か

ら光学的に許容である高い励起状態は、逆に基底状態

へも光学的に許容であり、他の緩和過程がなければ蛍

光を発して基底状態へ戻るはずである。しかし実際に

は高い励起状態からの発光は観測されない。これは前

述のように、最低励起状態への無轄射緩和が非常に速

いため、高い励起状態の蛍光収率が非常に低くなって

いるためである。ということは「蛍光収率が低いjだ

けで、原理的には高い励起状態からも蛍光の放出は起

こっており、詳細に測定すれば、高い励起状態からの

蛍光が観測できるはずである。

平山らは、芳香族有機分子のアルカン溶液において、

高い励起状態からの、非常に微弱な蛍光の観測に初め

て成功した4l。彼らは真空紫外光のランプを光源に用

いて、光電子増倍管を用いたアナログ測定を(フォト

ンカウンティングではなく)行った。ランプからの迷

光の除去、試料の精製(不純物の発光を観測する可能

性も高い)、レンズ等の光学部品の発光など、実験的に

非常な困難が予想され、様々なノウハウが蓄積された

結果測定に成功したものと思われる。理論的な研究に

Fluorescence and relaxation processes from highly excited states in aromatic-crystals 

National Institute of Materials..and Chemical Research 

Ryuzi KATOH 

干305-8565 茨城県つくば市東 lー 1

物質工学工業技術研究所基礎部

TEL : 0298-54-4518 FAX: 0298-54-4487 

E-mail: rkatoh@home.nimc.go.j 
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より、吸収強度から緩和がないときの本来の蛍光寿命

(T r :放射寿命)を予測することができ、実際に観測さ

れた蛍光収率 (φド)から、高い励起状態の蛍光寿命

(T n)を算出することができる。関係式を以下に示す。

φ 1・=T SIl/ T r 、‘，J・・・且，，E
、

平山らの研究において、イソオクタン溶液で見積も

られた第3励起状態の寿命はナフタレンで6x10-15 S、ピ

レンで1x1014sであった。

その後、溶液試料について、レーザーを用いた二段

階励起5)や、二つの三重項励起状態のFusion(融合) 引

によって生成した高い励起状態からの発光が観測され

た。これらの方法は観測する蛍光の波長よりも低いエ

ネルギーの光子を励起に用いるため、迷光の除去等が

比較的簡単になる。また励起光源にレーザーを用いる

ため、スペクトルのS/N比は高くなり、スペクトル形の

励起エネルギー依存性など、詳しい検討が可能になっ

た。

近年、フェムト秒レーザ一分光の技術が飛躍的に発

展したことによって、高い励起状態の発光寿命を直接

時間分解測定することが検討されている。特にアップ

コンパージョン法を使うことにより、数百フェムト秒

の蛍光寿命を測定することが可能になってきた。溶液

中のテトラセンの第二励起状態の蛍光寿命が120fsであ

ることや7l、シアノアントラセンとジメチルアニリン

の口錯体の高い励起状態からの発光寿命が250fsである

ことなどへ 数百フェムト秒の緩和が直接観測されて

いる。励起波長の短波長化が難しいなど実験的な開発

要素は残されているものの、緩和過程を直接観測でき

る技術として有望であり、この分野の今後の発展が楽

しみである。

有欄結晶における高し雌劃鶏肋5の 鈴t

いままで有機結晶における高い励起状態からの発光

の研究はなかった。これは高純度の結晶を作る技術が

必要とされることに加え、結晶表面の光の散乱による

実験の困難さのためであると考えられる。我々は有機

結晶の光伝導の研究を進める中で91、高い励起状態の挙

動に興味を持つようになった。また高純度の結晶をつ

くる技術を確立していたので、この測定を行ってみた。

まず、高純度のアントラセン結晶において一重項励

起子 SIのFusion(融合)によって生成した高い励起状

態からの蛍光を観測した I0)。エキシマーレーザーで励

起した色素レーザーを用いて、結晶中に一重項励起子

第 67 号 (1999)

を高密度に生成させた。これらの励起子は結晶中を動

くことができ、二つの励起子が出会うことによって、

励起子二つ分のエネルギーを持つ高い励起状態 S料が

生成する。そして第 3(S)または第2励起状態(S)へ緩

和した後、蛍光を発して基底状態(Sυ)へ減衰する。

SI + S) 

S) + SI 

*

*

 

*

*

 

c
d
P
3
 

SII 

SI) 

S3 

S2 

Fusion 緩和 蛍光

もちろん無轄射緩和の効率は非常に高いので、これ

らの蛍光は非常に弱いが、励起光強度を高くしている

ため、十分に計測が可能であった。この結果は有機結

晶における高い励起状態からの蛍光を初めて観測した

例である。 しかしながら、この測定では蛍光を発して

いる第2、第3励起状態をS**経由で間接的に生成させて

いるため、蛍光収率が決定できず、高い励起状態の寿

命の見積もりができない。

高い励起状態の寿命を見積もるためには、平山らが

行ったように、吸光度がわかっている励起状態を直接l

光子で励起し、そこからの発光の収率を調べればよい。

そこで、アントラセン結晶について、波長校正用の水

銀のペンライトを用いて、第2励起状態を1光子で励起

し、そこからの発光を測定した 11)。

So + h ν → S2 

1光子吸収

So 

蛍光

観測された第2励起状態からの発光は毎秒数十カウン

トと非常に少なく、困難な測定ではあったが、スペク

トルを得ることに成功した。図lに実際に測定した結果

を示す。励起エネルギーは4.89eVである。スペクトル

を見ると最低励起状態からの蛍光のみが強く観測され

ている。そこで高エネルギー側の蛍光スペクトルを

3伎削刃倍に拡大してみると、第2励起状態に対応した位

置に蛍光のピークが認められ、非常に微弱ながらS2か

らの蛍光が観測されていることがわかる。 S2の蛍光収

率と吸収強度からアントラセン結晶の第2励起状態の寿

命を0.1psと見積もることができた。

励起エネルギー依存性を調べることで、高い励起状

態の緩和過程について詳しくわかると考えたが、水銀

輝線による励起では励起エネルギーを変えることがで

きない。そこで、パルスレーザーを二つ用いて、 2段階

励起による高い励起状態からの蛍光の観測を行った l九

この場合、 1段目の光で最低励起状態を生成させ、 2段

目の光でSIの光吸収により高い励起状態S**を生成さ
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2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 
図 1 アントラセン結晶における高い励起状態からの

発光スペクトル。励起エネルギーは4.8geV

(2S4nm)で、ある。蛍光スペクトルの短波長側を

3C削削倍に拡大すると、吸収スペクトルに対応

した位置にS2状態からの発光が観測される。

せ、第2励起状態へ緩和後の発光を観測する。そのとき

2段目の光のエネルギーを変えることで緩和に関する励

起エネルギー依存性について知ることができる。

S 1 + hν → S 

光吸収 緩和

S 2 So 

蛍光

結果として第2励起状態からの発光の効率は励起エネ

ルギーに依存しないことがわかった。これは、まず高

い励起状態S**での振動緩和の後、同じ振動状態からS2

への緩和が起こっていることを示している。分子聞の

振動緩和は数ピコ秒かかるといわれているので、数百

フェムト秒以内での高速の緩和過程として、分子内の

振動エネルギ一再分配 (振動エネルギーは分子内にと

どまっているが、各種の振動モードに分配されていく

緩和)が、 S2への緩和よりも速く起こっているものと

考えている。

高し湖起状般鳩翻刻欝霊

放射線化学初期過程を考える上では、高い励起状態

の特異な緩和過程や反応の経路が興味深い。有機結晶

における特異な緩和過程の、いくつかの例について紹

介する。

高い一重項状態 (S叫)から二つの三重項励起状態

(T 1)が生成するFission(分裂)と呼ばれる過程がある。

これは蛍光の磁場効果から検証されている 1:1、11)。

S** T
1 
+T， 

Fissi∞ 
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通常、三重項状態の生成は、最低励起一重項状態か

らの緩和(項間交差)によって起こるため、最低励起

一重項状態の減衰に対応する時定数で生成する。とこ

ろが、Fission過程が存在することで高い励起状態の生成

緩和に伴って、三重項励起状態が非常に速い速度で生

成する可能性が示唆される。実際に我々はベンゾフェ

ノン結晶においてピコ秒時間分解吸収分光測定を行い、

多光子励起で生成した高い一重項励起状態からFissi∞に

より三重項励起状態が高速に生成することを見いだし

たへ また、高い励起一重項状態から、二つの最低励起

一重項状態が生成するFission過程も知られている 1ti)。

高い励起状態からのイオン化も放射線化学初期過程

において非常に重要である。凝縮相中では、媒質の分

極効果によって、分子のイオン化ポテンシャルが低く

なることが知られている。このため、気相ではイオン

化状態よりも低いエネルギーを持つ励起状態が、凝縮

相中では逆転して、イオン化状態よりも高いエネルギ

ーを持つことがある。そのため、この高い励起状態は

一種の超励起状態としてふる まい、イオ ン化が起きる

可能性がある。中性励起状態経由のイオン化は、 一般

的には自動イオン化として知られており、有機結晶で

もその可能性が議論されているわ。 また、溶液中の分子

についても自動イオン化について指摘されているが

1 7)，詳細については、まだ不明な，点が多い。

高い励起状態は分子の化学結合を直接、間接に切断

するエネルギーを持っているため、化学反応が起こる

可能性もある。各種の放射線の照射によ ってアントラ

セン等のシンチレーターの効率が低下することが知ら

れており、これが反応による発光の消光中心の生成に

よるものであることが知られていが、生成機構の詳細

はわかっていなかった。最近、神戸大学の中川グルー

プは、シンクロトロン放射光を用いて、アントラセン

の色中心生成反応の励起エネルギー依存性を詳細に検

討し、反応機構にワいて多 くの知見を得てお り、新し

い展開が期待されている 1~)。

無頼射過程によって励起分子の周りには熱が放出さ

れる。通常:、放出された熱についてあまり注意が払わ

れていないが、励起分子の周りが熱平衡になるまでに

は、数ナノ秒は必要であるために、高エネルギ一光子

で励起した後では励起分子の周りの温度はかなり高く

なっーていることが予想され、最低励起状態の挙動や、

化学反応に対して、このように発生した熱が寄与する

可能性もある@また、高強度レーザーやイオンビーム

を用いた高密度励起の条件下では、発生した熱による

化学反応が期待される。我々は吸収係数の大きな真空

紫外線レーザーを用い芳液体ベンゼンを励起Lた場合、

放射線化学



励起された部分の温度が数千度以上になり、ベンゼン

が熱分解を起こすことを見いだした Ig，。

終わりに

高い励起状態の緩和の研究は、励起光源や観測手法

などの困難さのため遅れている。 しかし放射線化学初

期過程においては、高い励起状態が生成する可能性が

あるため、その緩和過程や、反応経路についての研究

は非常に重要である。また、イオン化過程との関連も

非常に興味深い問題である。今後の研究手法の発展に

よる、新しい展開を期待している。
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第3回低温化学園際会議
日時:平成11年 7月26日 (月) ~ 30 日 (金)

場所:名古屋大学シンポジオン (名古屋市千種区不老町)

共催:日本放射線化学会他

題目:1.量子トンネル現象 (トンネル反応、量子拡散、量子核生成、量子相転移)

2.量子液体・量子園体 (液体・固体ヘリウム、国体水素)

3.マトリ ックス分離の化学 (原子、クラスター、ラジカル、イオン、電子、会合体)

4.低温化学反応 5.生物学や宇宙化学における量子効果

参加登録費:30.0∞円 (学生5，∞o円)

申込先:〒464-8603名古屋市千種区不老町

名古屋大学工学研究科物質化学専攻 宮崎哲郎

Tel/Fax: 052-789-4612 

E-mail: miyamiya@apchem.nagoya-u.ac.jp 

参加者は海外か ら 19 ヶ国約40~50人、国内から約60人の予定。 ポスター発表受付可能。
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一面雫間

水・放射線暴露などによる

高分子系素材の複合劣化挙動

(財)化学技術戦略推進機構原子力用新素材調査委員会

1. はじめに

近年急速に開発が進んでいる高分子系新素材を、そ

の特性に応じて軽水炉型原子力発電用機器・部品に適

用することは軽水炉発電プラントのより 一層の高度化

を進めるうえのみならず、高分子関連産業の活性化と

技術レベルの向上の為にも重要である。

軽水炉発電プラントは高温、高圧のシステムである

為、高分子系新素材を構造材料として適用しにくいが、

ポンプや弁のパッキン、ガスケ ットやゴムライニング

材料及び原子炉冷却材浄化系材料、復水浄化系用イオ

ン交換樹脂材料や濃縮用疎水性膜材料等への適用が考

えられる。そこで、技術研究組合原子力用次世代機器

開発研究所(ANE悶)の高分子系部会に所属する素材メー

カーは、軽水炉技術高度化の一環として近年急速に開

発が進んでいる高分子系新素材を活用して、よ り一層

の高い信頼性と保修性を有した長寿命で被曝量の低減

に寄与する軽水炉型原子力発電用機器・部品への適用

研究を続けてきた 1)0 適用に際しては素材の持つ特徴や

性能、機能を十分把握、理解しておくことが重要であ

る。炉水に晒される配管、タンク類に高分子系素材を

適用する場合、材料選択に必要な水・空気・ γ線の複

合劣化挙動に関する調査研究は少なく、特に実環境に

近い低照射線量域での例は殆ど無い。そこで、 ANERI

プロジェクトで検討中の高分子系素材を対象として、

小山徹本・塚野隆*・潰義昌**

低照射線量域を含めた条件の水・放射線暴露な どによ

る複合劣化挙動調査を行い、力学的特性変化を把握し 4 
fこ2J。

ここでは、その結果の一部と前記複合劣化挙動で使

用された試料を赤外分光法を用いて巨視的な化学構造

変化や微視的な化学構造変化の分布を把握した結果と

力学的特性との相関を中心に報告する。

2. 実験

ANE悶にて検討中の適用可能性のある高分子系素材

10種類 (繊維強化プラスチックFRP、ポリエチレンPE、

架橋ポリエチレンXLPE、ポリふっ化ピニリデンPVDF、

軟質ポリ塩化ピニJレPVC、ポリテトラフルオロエチレ

ン門下E、熱可塑性ポリイミドPI、縮合型多環多核芳香

族樹脂:コ プナ樹脂COPNA、エチレン.酢酸ピニル共重

合体EVA、エチレンプロピレンジエンゴムEPDM)を、

空気を吹き込んだ水、又はアルゴンを吹き込み酸素を

追い出した水に浸潰しながら、照射線量率6.45，18，又は

5∞y/h (645，18∞5側悶仙)でy線照射を行い、照射線

量25，ぬ75，1仰心y(2.5， 5.0， 7.5， 1O.0Mrad)における環境

の影響を調査した。又、比較のために空気中で、もY線 4 
照射を行った。評価項目としては、フーリエ変換赤外

吸収スペクトル(打-IR)、外観、質量、比重、引張特

性、曲げ特性、硬さや水に溶出したアニオン、水の導

電率、水のpHの経時変化等を測定し、高分子系素材の

Studies on Water & 'Y Ray Radiation Degradation Mechanism of Polymer Materials 
勺apanChemical Innovation Institute 

干101・∞51 東京都千代田区神田神保町1-3-5富山房ピル2F

Tel:03-5282-7289， F凱 :03・5282-0251，E-Mail:koyama@jcii.or.jp 

料 WasedaUniversity 

干 169-∞72 東京都新宿区大久保3-4 -1 

Tel:03・5286・3081，Fax:03-3202-9542， E-Mail:hamayosi@cfi.waseda.ac.jp 
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図2 100Gy照射時のポリエチレンPEの引帳強度の

線量率依存性

表 1 実験結果の概要

¥ 
質量変化 比重

劣化の 線量率 環境 線量率 環境
程度 依存性依存性 依存性依存性

PE 中 低コ増 鑑 低=コ増 水・酸
二今増

XLPE 中 低二今増 鉦 低二今増 盤

EVA 中 低二今増 鑑 低二今増 鉦

PVC 中 低二今増 水コ増 水低コの増み 盤

EPDM 鉦 水・酸 生涯 水・酸
コ減 二今減

PVDF 鉦 盤 鉦 鉦

PTFE 大 盤 盤 鉦 盤

COPNA 低=コ増 水=コ増 低=今増 佳

PI 盤 鉦 水二今増 鉦 鑑

FRP 低コ増 鑑 低二今増 盤

劣化挙動について調査した。

a結果と考察

3.1 環境及び線量率の景簿2) 

空気吹き込み水中、アルゴン吹き込み水中、又は空

気中の三環境で線量率6.45Gy/hのγ線を照射したPEの引

張強度の経時変化を図1に示す。いずれの環境でも照射

時間が増え、照射総線量が多くなると引張強度は低下

する。又、環境による引張強度の低下の明確な差は認

められない。

y線をlα)kGy照射したPEの引張強度の線量率依存性
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硬 さ 引帳強さ 曲げ強さ

線量率 環境 線量率 環境 線量率 環境
依存性依存性 依存性依存性 依存性依存性

鉦 鉦 低コ減 鉦 低コ減 盤

盤 盤 低二字減 鉦
一 一

盤 鉦 低二字減 鉦 一 一
盤 盤 盤 盤

一 一
鉦 鑑 鑑 鉦 一 一
征 盤 鉦 盤 鉦 鉦

盤 盤 低二字減 鉦 佳 鑑

鉦 証 低=今減 鑑 佳 鉦

盤 盤 盤 盤 艶 鑑

高二コ硬 盤 低=今減 水=つ減 低二コ減 佳

を図2に示す。いずれの環境でも低線量率ほど引張強度

の低下は大きい。この場合も環境による明確な差は認

められない。

実勝吉果の概要を纏めて表1に示す。本実験条件下で

はいずれの環境でも高分子系素材の複合劣化挙動に殆

ど差が認められず、水の複合作用を考慮する必要がな

いと言える。又、オレフイン系のPE、XLPE、EVA及び

門下Eの強度は低線量率の y線を照射するほど大きく低

下する。PVDF、PIについては顕著な線量率依存性は認

められない。PVDF及び門下Eを浸潰し、 y線を照射した

水からふっ素アニオン、回DMを浸潰し、 y線を照射し
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での吸収は急激に増大する。照射総線量が増えるに伴

い、吸光度比Olil<iρ 1-172が増加するの即ち、メチレン

基が酸化劣化してカルボニル基が増加する。l∞kGy照

射時を除けば、空気吹き込み水中、アルゴン吹き込み

水中、空気中と環境が変化しても殆どカルボニル基の

生成量は変わっていない。空気中、 l∞kGy照射時の吸

光度比0 1ïliO I~72が75kGyのものより低下しているの
は、メチレン基が酸化して生じたカルボニル基が更に

分解して炭酸ガスとなって揮散した為と考えられる。

次に、吸光度比0 lil6ρ 14i2と引張強度の関係の一部

を図5に示す。その結果、いずれの環境においても空気

中川:>kGy照射時を除けば良好な相関関係が認められる。

即ち、メチレン基が酸化、劣化することにより引張強

度が低下したと考えられる。

(2)化学構造変化の深さ方向の分布

PE中に生成したカルボニル基の深さ方向の分布を測

定した結果の一部を図6に示す。主なピークは1716cm 1 

で、カルボン酸のカルポニル基に起因している% その

他、 17∞ cm ~ 1 、1725cm-1、1740cm 1に小さなピーク

が観測される。これらはそれぞれアルデヒド、飽和炭

化水素、エステルのカルポニル基に対応している わ。

171 6cm ~ 1の吸光度は最表面が最も大きく、内部にいく

ほど小さい。これはγ線による生成ラジカルの寿命と、

バルク内への酸化反応関連分子(酸素分子、水分子)

た水からは硫酸アニオンが検出され、 pHはアニオンの

溶出量に比例して小さくなる。

3.2 機械特性と化学構造の変化

次に、オレフイン系ポリマの代表としてPEを選定し、

フーリエ変換赤外吸収スペクトル(Ff-IR) を測定する

ことにより化学構造変化を把握し、その変化量と力学

的特性変化との相関、或いは化学構造変化の深さ方向

の分布等を把握することにより、前記現象を解釈する

ことにした。

(1)化学構造変化と力学的特性変化

初期及び劣化後のPEの打・IR測定結果の代表例を図3

に示す。 劣化すると 1716cm~ 1の吸収が大きくなっている。

この吸収はカルボニル基に基づく吸収勺で、メチレン鎖

の酸化劣化に起因するものと考えられ、この吸光度の

変化を調べることで化学構造の変化を知ることができ

る。

メチレン鎖の量は非常に多いので、 y線照射前後で

メチレン鎖の量が事実上変化しないものと仮定して、

メチレン鎖に基づく 1472cm-1の吸光度0
1472

を内部基準

にして1716cm-1の吸光度0
1716

の変化量を計算し、吸光

度比0 171/0 1472、即ち、カルボニル基の生成量比を求

めた。その結果の一部を図4に示す。

すべての照射環境において最小照射総線量である

25kGyでのカルポニル基の吸収は小さいが、 50kGy以上
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図4 線量率6.45Gy/hの y線を照射したポリエ

チレン(PE)の吸光度比の経時変化

の拡散速度の兼合いによって決まる。照射開始前、ど

の環境でもPEバルク中で、気体分子は均一に溶解して

いるはずである。しかし、照射の開始とともに溶存気

体はPEと反応し、酸化物を生成して消費される。消費

された後、気体分子はバルク表面から内部に拡散して

いくが、拡散途中において消費されていくため内部へ

の拡散は抑制されて酸化物の分布は表面近傍の方が多

くなる。さらに、酸化物は気体分子の拡散をPE以上に

抑制する為、複雑な深さ分布を形成することになる。

空気中照射の場合には当然酸化反応が顕著と予想され

るが、酸素吹き込み水中、酸素追い出し水中において

も空気中照射と匹敵する程度のカルボニル基の生成が

観測される。特に、低線量率ほど顕著である。これら

のことは照射によってバルク中に生成したラジカルが

空気中照射においてはその近傍に拡散してきた酸素分

子と、水中照射の場合にはそのラジカル近傍の水分子

あるいは水の y線分解によって生成した酸化ラジカル

と反応することを示している。低密度PEのガス透過性

はかなり大きいことが知られている。水蒸気の透過性

ヲ|
帳
強
度

(MPa) 20 

10 

40020・40・60・81・01.2
l吸光度比0"1.101.72

図5 線量率6.45Gy/hの γ線を照射したポリエ

チレン (PE)の吸光度比と引帳強度との関係

は酸素よりも大きいことも知られており、 30"Cにおい

ては水蒸気の透過係数は酸素分子より 13倍も大きい。

一方、水と y線の相互作用において、その初期生成物

は水分子の分解による水素原子と水酸基であることが

知られている。これらの活性種がPE分子と反応するな

らば当然酸化物を生成する事になる。又、 PE中に生成

したラジカルと反応することによっても酸化物を生成

するであろう。

(3)化学構造変化の照射条件依存性

表面領域における各カルボニル基の吸光度と照射条

件の関係をヒストグラム化した結果の一部を図7に示

す。この図からも明らかなように1716cm 1のカルボン

酸のカルボニル基の生成が顕著である。また、照射環

境によってもそれぞれの波数における吸光度の大きさ

に大きな違いは認められない。しかし、線量率の影響

をみると、 6.45Gy/h，1∞kGy照射した場合を除いて低線

量率においてすべての吸光度は大きい。高線量率の場

合にはラジカル生成速度が大きい為、生成したラジカ

ルは酸化反応に関与する分子と遭遇する前に生成ラジ

1.6 
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図6 ポリエチレンバルクのフーリエ変換赤外吸収スペクトル

(空気吹き込み水中、線量率6.45Gyにてl∞kGy照射)
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18 i) 

図7 1∞Gy照射したポリエチレン表面のカルボニル基の生成状況

カル同志が反応して橋架けを生成する為、酸化劣化し

難いと考えられる。

4.おわりに

空気中、空気を吹き込んだ水、又は、アルゴンを吹

き込み酸素を追い出した水に、 ANERIにて検討中の適

用可能性のある高分子系素材を浸潰しながら、照射線

量率を変えてy線照射を行い、環境の影響を調査した。

その結果、以下のことが分かつた。

(1) PE、XLPE、PVDF、円四、 EVA及び:PIの空気を

吹き込んだ水中、アルゴンを吹き込み酸素を追い出し

た水中、又は空気中でy線を照射した高分子系素材の

複合劣化挙動は、本実験条件において殆ど差が認めら

れず、見かけ上水の複合作用を考慮する必要がないと

言える。

(2)オレフィン系のPE、XLPE、EVA及び門下Eは低

線量率でγ線を照射するほど強度の低下が大きい。一

方、 PVDF、PIについては顕著な線量率依存性は認めら

れない。

(3) フーリエ変換赤外吸収スペクトル(Ff-IR)の

測定結果から以下の①~④が分かり、これらの結果か

ら前記(1)及び (2)の現象を解釈できる。

①カルポニル基に基づく吸収の吸光度は表面から内

部に向けて急激に減少している。このことからバルク

内への酸化反応関連分子(酸素分子、水分子)の拡散

が律則と考えられる。

34 

②低線量率の y線を照射するほど生成した炭化水素

ラジカルが酸化反応関連分子ラジカルと反応する確率

が高い為、カルボニル基に基づく吸収の吸光度は増加

する。

③最も厳しい条件を除いて室温における空気を吹き

込んだ水中、アルゴンを吹き込み酸素を追い出した水

中、又は空気中の環境条件によるカルボニル基に基づ

く吸収の吸光度の大きさに有意差は認められない。

④1716cm-1のカルボニル基に基づく吸収の吸光度と

力学的特性の聞に相関関係が認められる。このことか

ら、 y線を照射すると酸化劣化が生じ、これが原因で

力学的特性が低下すると考えられる。

尚，本研究は、通商産業省資源エネルギー庁より委

託を受けた技術研究組合原子力用次世代機器開発研究

所(ANE則)の研究の一環として実施したもので、関係各

位に厚く御礼申し上げる。
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一面雫日

イオンビームの生物影響

1.はじめに

電離放射線の生物作用に電離密度すなわちLET依存

性があることは早くから知られていた。高LETイオン

ビームの生物学的効果の研究は、放射線作用機構に関

する研究の上で重要であるばかりでなく、放射線癌治

療や宇宙放射線被爆の人体へのリスク評価の上でも近

年ますます重要になってきている。

イオンビームによるエネルギー付与の物理的過程か

ら、 DNAなどの生体物質の化学的変化を経て様々な特

徴的な突然変異が誘発され、最終的には細胞致死や染

色体異常、細胞癌化などの生物学的障害に至る。その

メカニズムの全体像を明らかにすることは、 DNA損傷

の修復、 DNA複製、細胞増殖という 生命維持活動の根

幹に迫ることに他ならない。その極めて精巧な遺伝子

の分子機構を解明しようとする挑戦は、現在最もホ ッ

トな学問領域として熱心に研究が進め られているが、

依然として不明な点も多い。

筆者らは、原研高崎において、 AVFサイクロトロン

からの高LET重イオンビームをマイクロ化して大気中

に取 り出し、顕微鏡観察下の生物試料を局部照射する

装置を製作した。現在、標的となる個々の細胞を正確

に照準した上でイオンの個数を制御しながら照射する

ことによ って重イオン照射の生物効果を正確に解析す

る計画を進めている。また、見虫受精卵や植物組織中

の特定の細胞を重イオン局部照射によって不活性化さ

せ、発生・分化過程や形態形成過程への影響を調べる

など、重イオンピームを新しい解析プロープとして応

用する試みも開始している。この他、原研高崎では、

Biological e仔'ectsof ion beams 

Yasuhiko KOBA Y ASHI 

日本原子力研究所高崎研究所 小林 泰彦

イオンビームの深度制御性を活かした新規の細胞微細

加工技術の開発や、イオンピーム照射の生物学的効果

がγ線などと異なることを利用した新規の突然変異育

種法などの応用研究も始まっており、サイクロトロン

でイオンビームを照射した菊の培養体から多数の花色

突然変異系統を作り出すなどの成果をあげている。

これらの話題にふれながらイオンビームの生物影響

の特徴について簡単に説明したい。

2.放身搬の生物影響のLET依存性

もともとは放射線防護の必要性から、放射線の生物

影響のLET依存性を記述する指標として生物学的効果

比 (RBE)の概念が導入された。RBEは同一の生物効

果をもたらす線量の比と定義されており、ふつうはX

線または γ線を基準にとることが多い。LETの異なる

種々のイオンビームでヒトなどの細胞を照射し、生存

曲線の傾きから致死効率を求め、その比をRBEとして

LETに対してプロ ットすると、多くはLET=l∞keV/p.

m付近で極大を示す。このような悶 Eの極大は、細菌や

酵母などの微生物から昆虫や高等植物に至る多くの生

物でも、細胞の致死だけではなく突然変異や染色体異

常の誘発など様々な放射線作用に対しても観察される

現象である 1)0

致死効果のLET依存性やRBE極大の原因は何か?数

年前までは、 「高LETでは直接効果の寄与が大きく 、

DNA2本鎖切断の収率が高い。DNA2本鎖切断は細胞

にと って修復不可能な致死的損傷である。従ってDNA

2本鎖切断の収率が極大となるLET値のとき致死効果

Japan Atomic Energy Research Institute，Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment 

〒370・1292 高崎市綿貫町1233

日本原子力研究所 高崎研究所 環境・ 資源利用研究部 バ イ オ技術研究室

TEL : 027-346-9511 FAX: 027-346-9688 

E-mail: kobayasi@taka.jaeri.go.jp 
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も極大となるjと考えられていた。ところが最近の

DNA分析手法の進歩によって、細胞内の 2本鎖切断の

生成収率はLETに依存しないことがわかってきた 2.3)。

その一方で、 X線やy線照射によって生じた 2本鎖切

断は細胞内でほとんど修復されるのに、イオン照射に

よる 2本鎖切断は修復され難いこともわかってきた九

さらに、細胞内で生成した 2本鎖切断当たりの致死効

率を計算してLETに対してプロットすると、線量に対

する細胞致死効率のプロ ットと同様にLET=1∞keV/p. 

m付近で極大を示した 3.6)。すなわちDNA2本鎖切断の

生成効率ではなく、質的な違いによる修復の困難さが

RBEの極大をもたらしているといえる。

3.クラスター損傷とDNA修復機構

では、イオン照射に特異的な、修復されにくいDNA

損傷とはどんなものか?現在支持されている説は、イ

オンのトラ ックに沿って局所的に大きなエネルギーが

付与されるため、 2本鎖切断、塩基損傷、 DNA-蛋白質

架橋などの様々な損傷がDNA上のごく狭い領域にごち

ゃっと集まった 「クラスター損傷」が生成するという

ものである i.8)。従来DNA切断の解析に用いられてきた

方法では、このクラスター損傷はあたかも 1箇所の 2

本鎖切断として検出されるが、単なる 2本鎖切断とは

異なり細胞が修復できないので問Eが増大するという

説明である。

もし本当にこのようなクラスター損傷が生じていれ

ば、近接 した複数の 2本鎖切断から生じる低分子の

DNA断片がX線照射に比べてよ り多く検出されるはず

である。DNAのクロマチン構造のモデルを用いたモン

テカルロ計算によれば、約85塩基対 (bp)の小断片と

lkbp程度の断片が特に多く 生じるだろうと予想され旬、

そしてヒト繊維芽細胞へのイオン照射実験で、約

2α)kbp 以下の画分のDNA断片がX線照射した細胞より

も過剰であるこ とが示された 3.10，。 しかし、クラスタ

ー損傷の生成とLETとの関係は実験的にはまだ証明さ

れておらず、その実体はなお不明である。照射した細

脚註

p53蛋白質は、細胞がストレスを受けたり DNAに異

常が発生したときにスイッチが入札多様な生理機能

を発揮する、細胞増殖制御機構及びDNA修復機構の鍵

となる重要な蛋白質である。細胞周期の進行を非常停

止してDNA修復のための時間をかせぐ一方で、損傷が

甚だしく修復不可能な場合には異常DNAを持つ細胞を

抹殺・除去するためにアポトーシス (細胞の自殺)の

シーケンスを発動することから、 "theguardian of the 
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胞のDNA断片を分画した上で、塩基修飾などのDNA損

傷を特異的な抗体を用いて検出すれば、 2本鎖切断箇

所のすぐ近くにこれらのDNA損傷が集中的に局在して

いるかどうかを明らかにできるかも知れない。生きた

細胞の中では、 DNAに放射線化学的な変化が生じた後

に、修復酵素系との相互作用でDNA小断片が切り出さ

れるなどの過程を経ることによって初めて、高LETイ

オン照射に特異的な修復できない損傷として固定され

る可能性もある。

DNA修復の過程にLET依存性があることは、 生存曲

線からも推察できる。正常な細胞に低LETのX線や y

線を照射すると、ある程度はDNA損傷を修復できるの

で生存曲線に 「肩Jができるが、高LETのイオン照射

では肩が小きくなり、修復不能であることを示唆する。

ヒトのDNA修復欠損細胞株の中で、高LETでの放射線

感受性が調べられている唯一の例として、毛細血管拡

張性運動失調症翻泊a低langiectasia(AT)患者由来の細胞

がある。ATは、小脳の進行性変性による運動失調をは

じめ、免疫不全、精神遅滞、生殖器官の発育不全、早

期老化、高頻度の悪性腫蕩の発生など多様な臨床像を

示す常染色体劣性の遺伝性疾患である。その放射線高

感受性は、癌を発症したAT患者に対して放射線治療を

行ったところ深刻な急性放射線障害が現れたことから

発見された 11'0 AT患者細胞では放射線照射後、正常細

胞であれば停止するはずの細胞周期が止ま らず、その

結果、照射によるDNA鎖切断が生じている にもかかわ

らずDNA合成を進めようとして染色体の断片化が起こ

る。ATの原因遺伝子は1995年に単離されlヘ 放射線で

活性が誘導される蛋白質リン酸化酵素の遺伝子である

ことが最近突き止められた 13，。 この酵素はDNAの放射

線損傷を何らかの方法で検知し、p53蛋白質 (脚註参照)

のN末端から15番目のセリン残基をリン酸化する。そう

するとp53蛋白質がj舌性化し、 DNA修復機構またはアポ

トーシス機構 (細胞自爆装置)のスイ ッチが入る。す

なわちAT患者細胞で、はが3蛋白質の活'性化がうま くいか

ないことが様々な症状の原因になっていると考え られ

genome" (ゲノムの守護神)の名を奉られている。ちな

みにゲノムとは遺伝子全体を示す言葉で、個々の遺伝

子を指すgeneの総体で、ある。p53遺伝子はいわゆる癌抑

制遺伝子の一つであり、ヒトの癌の半数以上でその機

能喪失が見られるという 。DNA修復やアポトーシスを

制御する因子は他にもまだ多数存在し、多数の遺伝子

と蛋白質の相互作用が交錯する複雑な相関図が描かれ

つつある。
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る。この細胞では、生存曲線の肩が無く傾きも急であ

るが、その阻Eは正常細胞のようなL町依存性を示さず、

高LETイオン照射に対する感受性は正常細胞と変わら

ない 1)。すわなち、この細胞で失われているDNA損傷

修復系は、クラスター損傷の修復を行ってはいないこ

とを示唆する。

逆に極めて高いDNA修復能を持つ放射線抵抗性細菌

Deinococcus radiodurans 14)は、多数の 2本鎖切断を

易々と修復することができる。最近、 DNA2本鎖切断

の修復機構の一つである組換え修復機構は、大腸菌か

ら酵母、ヒトに至るあらゆる生物で基本的に共通であ

ることがわかってきている 15.1 6)が、原研高崎のバイオ

技術研究室ではこの細菌からDNA修復に関与する新し

い遺伝性を単離しており、その修復機構が基本的には

大腸菌や酵母やヒトと共通なのか、それとも全く別の

修復機構が存在するのか、もしそうであれば、それが

生物進化の上でどんな意味を持つのか、などの点に興

味を持って研究を進めている。著者らが原研高崎にお

いてD.radioduransに対するイオンビーム照射効果を解

析したところ、生存曲線はLETとは無関係に大きな肩

を持ち、指数関数部分の傾きから求めたRBEをLETに対

してプロットしてもふつうの動物培養細胞のような極

大は示さない 17)。すなわちD.radioduransは、 LETに関

係なく DNA損傷を完全に修復できるために生存率に

LET効果が現れないと考えられる。事実、 y線でも高

LETイオン照射でも大体5kGyまでは生存率1∞%を示す

が、この線量ではDNAに多数の2本鎖切断が生じて(ク

ラスター損傷であるかどうかは不明だが)数十k旬以下

に断片化してしまう。そして、このずたずたに切られ

たDNAは照射後の培養中に完全に正しく再結合される

ことがパルスフィールドゲル電気泳動法 (PFGE)を用

いた解析によって確かめられた lへところが面白いこ

とに、この修復過程を完了するのに必要な培養時間に

はLET依存性があり、 LET=120keV/f1 mのCイオンビー

ム照射の時に最も長時間を要した 1S)。これは一般の細

胞におけるRBE極大に対応する現象であり、高L町に特

異的な照射効果がDNA損傷と修復系との相互作用に現

れているものと思われる。

4.極低フル工ンス率イオン照射の生物影響

細胞の中では自然放射線や紫外線、呼吸に伴う活性

酸素などによってDNA損傷が絶えず発生している。ま

た、細胞分裂に伴う DNA複製の際には塩基損傷や 1本

鎖切断が原因となって 2本鎖切断も生じるといわれて

いる。こうして自然に発生したDNA損傷は、 D.radiodu-

ransに限らずヒトでも細胞分裂のたびに、 細胞周期の

各ステップ毎にチェックされ修復されている。修復で
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きないと判断された時にはp53蛋白質が容赦なく引導を

渡す。個体という細胞社会全体にとっては、修復ミス

をおかした細胞が死ねばそれまでのことであるが、異

常なDNAを持つ細胞が監視機構のチェックを逃れて生

き延びれば発癌の一因となる。

従来、放射線発癌の機構は、ある確率でDNA損傷が

突然変異をもたらし、さらにある確率で癌になる、す

なわちDNA損傷の修復エラーが偶然に積み重なって発

癌に至ると考えられてきた。そうだとすれば、放射線

による突然変異は、活性酸素などによるDNA損傷の修

復エラーやDNA複製の際のエラーによる突然変異と何

ら区別されることはなく、極低線量の放射線による発

癌リスクは、呼吸に伴う活性酸素などによる内在的な

発癌リスクの大きさに比べれば無視できると考えられ

る。

しかし最近、照射から長時間経過して何回も細胞分

裂した後に新たに出現する、遅延型突然変異による発

癌の可能性が指摘されている 1~)。 この遅延型突然変異

は遺伝的不安定性とも呼ばれ、線量依存性が明確でな

い、照射後継代培養する毎に違う型の染色体異常が

次々と出現する、などの特徴を示す。その分子機構は

全く不明であるが、放射線損傷DNAを修復する際に生

じた修復エラーに原因する何かの異常が遺伝子に潜伏

し、何回かの細胞分裂を経た後に何らかの理由で周囲

のDNAを不安定化して染色体異常を引き起こすのでは

ないかと考えられている。この遅延型突然変異のLET

依存性ははっきりしないが、 Heイオン照射では y線よ

りも高頻度で起こるといわれている 20)。またHeイオン

では非常に低いフルエンスでも染色体異常の頻度を増

大させる効果があり、照射された細胞が隣の非照射の

細胞に影響を及ぼし染色体異常を誘導することもある

% もし本当に宇宙放射線やラドンの α線のような極低

フルエンス率でのイオン照射が染色体異常、ひいては

発癌性を増加させるとすれば、人体へのリスク評価上、

看過できない。(もし個々の細胞の潜在的な癌化リスク

が増大しでも低線量照射のホルミシス効果により全身

の免疫機構が活性化して個体レベルでの発癌リスクは

却って減少する可能性もあるが…)

5.マイクロビームによる細胞へのシングルイオン照射

宇宙放射線の中で低エネルギーの成分は比較的簡単

に遮蔽して防ぐことができ、高エネルギーの成分はフ

ルエンスが極めて少ない。人体に与える影響が大きい

と見積もられるエネルギー領域の粒子の寄与を総合す

ると、スペースシャトルの高度を軌道傾斜角28'sC で周

囲する宇宙船内部での吸収線量率は平均すると約

O.lmGy/dayで、地上fの1O~1∞倍程度である ::':1。 この
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ように自然、放射線レベルに近い、非常に低線量かつ低

線量率の生物影響を調べるには、従来のランダムな照

射方法では具合が悪い。照射試料の中に、細胞の核が

ヒットされた細胞や細胞質だけがヒットされた細胞、

あるいは全くヒットされなかった細胞が混在すること

になり、イオン照射効果が実験誤差のなかに埋もれて

しまうからである。したがって、標的となる細胞を l

個ずつ正確に照準した上で、イオンの個数を制御しな

がら照射する手段が必要となる。

そこで細胞の特定の部位を狙って正確にイオン照射

するために、マイクロビームを用いた細胞照射技術の

開発が試みられてきた。現在までに英国のGray研究所、

米国のColumbia大学なとεで、ヴ、ア ンデグラフ加速器を用い

て3MeV程度の陽子やHeイオンをマイクロビーム化し

動物培養細胞に照射する実験が開始されている目。最近、

Gray研究所では、 Heイオンがヒ ットした細胞からヒッ

トしなかった周囲の細胞へ、何らかの化学的な伝達物

質を介してアポトーシス誘導などの照射効果が伝わる

現象 (bys凶 dereffecω)が確認され2打、 Columbia大学で、

は、細胞質だけを狙ってHeイオン照射した後の染色体

異常の誘導がDMSO処理で制御されるのに、細胞核を

直撃した場合にはDMSOが効かないことから、染色体

異常を誘導する複数の経路が存在することが示唆され

た25'0

これらのマイクロビーム施設では、加速器の能力に

限界があり Heを超える重イオンビームの照射はできな

い。筆者らは、高LETイオン照射の生物影響の解析と

いう基礎研究と同時に、後述する発生生物学やバイオ

テクノロジ一分野への応用を目指して、ある程度厚み

のある試料も照射できるように長い飛程を有するAVF

サイクロトロンからの高LET重イオンビームをマイク

ロ化して大気中に取り出す細胞局部照射装置を開発し

たヘ先に紹介した英米のマイクロビーム施設で照射し

ているような動物培養細胞以外にも、受精卵や植物組

織など様々な生物試料に対して顕微鏡観察下でマイク

ロビームを照射できることが特長である。イオンのエ

ネルギーが高くなるほどビームをマイクロ化すること

が困難になるが、 LET=l∞~2α)()keV/μmの範囲のC、

Ne、Arイオンビームを動物培養細胞の核の大きさに相

当する olOμmまで絞って照射できるようになってきて

おり 川、細胞へのシングルイオン照射実験を間もなく

開始する予定である。

6.生物の摘造・機能解析プローブとしてのマイクロ

ビーム利用

イオンビームは、その収束性や深度制御性によって、

生物組織中の特定の細胞を不活性化させ、発生・分化
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過程、形態形成過程への影響を調べるなど、薬剤投与

や外科的処置に代わる新しい解析プロープとしても応

用できる。これと似た発想でレーザ一光をスポット照

射する方法もあるが、レーザ一光では蛋白質や細胞膜

へのダメージが大きく細胞構造を破壊あるいは変化さ

せてしまう怖れが大きい。これに対してイオンビーム

が優れているのは、 DNA切断などを通して遺伝子だけ

に特異的な障害を与えることが可能な点である。すな

わち、細胞構造自体には影響を与えずにDNAに作用し、

新たな遺伝子発現や細胞分裂を抑制するなどの操作が

可能であり、他の方法で、は解析が困難だ‘った細胞間の

相互作用を解析することが可能となる。

この方法を用いて筆者らは、信州大学と共同でカイ

コの受精卵の発生・分化過程を解析する研究を開始し

た州。 受精卵の発生では、細胞が2個、 4個、 8個と 4 
分裂をくり返していくうちに、頭ー尾、腹-背の体軸が決

定され、それぞれ異なる役割を担った細胞群へと分化

していく 。その過程で受精卵の特定の部位を局部照射

して、その結果現れる形態異常を観察すれば、照射さ

れた部位の細胞が将来どのような器官形成に関与して

いるかを推定することができる。また、放射線生物学

的には、受精卵の放射線感受性の部位特異性を精査す

ることで、極低フルエンスのイオン照射のリスクを正

しく評価することが可能となる。現在は細胞運命地図

(fi総 map)の作成を進めているが、さらにその細胞の運

命が発生・分化過程のどの段階で決定されるか、照射

によって不活性化された細胞群が非照射の細胞によっ

てどの程度までは代替され得るか(細胞運命の可塑性)

などを解析していく予定である。

さらに、筆者らは、動植物の形態形成過程における

細胞問の相互作用や外的な撹乱による形態変化をイオ

ンマイクロビーム照射技術を用いて解析する実験を計

画しており、その一例を紹介する。イネ、ハスなどの 4 
湿地植物では、根や地下茎に酸素を供給するためのシ

ュノーケルとしての通気組織が発達している。イネの

根の断面を見ると、放射状に空隙が発達しているが、

これは根の皮膚細胞が順序よく崩壊し、死んだ細胞の

細胞壁が板状に連結して形成されたものである 29，。こ

の細胞死は無秩序に起こるのではなく順序正しく進行

するが、その制御機構はまだ分かっていない。そこで、

厳密なコントロール下にあると考えられるこれらの細

胞の一部を狙ってマイクロビームを照射し、細胞の遺

伝子を不活性化すると、細胞死のプログラムの進行が

どのように影響されるだろうか? その結果を解析す

ることで細胞間の相互作用、情報伝達のメカニズムを

解明できるかもしれない。
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7.バイオテクノロジーへの応用

原研高崎の田中らは、イオンビーム照射の生物学的

効果がy線などと異なることに注目して、新規の突然

変異育種法としての応用研究を進めている。イオンビ

ームをシロイヌナズナ種子に照射し、既知の遺伝的マ

ーカーを指標にして突然変異の誘導効果を解析したと

ころ、 Cイオンビームでは電子線の5~ lOf音の高頻度で

突然変異体が誘発されることがわかった。この特異的

な誘発機構を解明するために、得られた突然変異体を

選抜し、系統的に遺伝子の構造解析を行っている。こ

れまでにアントシアニン色素合成制御系の変異体や紫

外線抵抗性変異体などの新規突然変異体が得られ州、

これは植物で初めて野生株よりも紫外線に強い紫外線

抵抗性植物を作出した例となった。また、キクの花弁

や葉片の培養体へのイオンビーム照射によって従来の

y線育種法では得られなかった独特の花色突然変異系

統を多数得ることができ 31)、y線とは異なる変異原と

してイオンビームを育種に応用できることが証明され

た。

さらに田中らは、イオンビームのエネルギーを制御

してイオンの打ち込み深度を調節することにより植物

への新規遺伝子導入法を開発した32)。これは、 3MeVの

Heイオンビームをタバコ花粉に照射する時に、ちょう

ど花粉の堅い殻の付近で止まるようにエネルギーを調

節し、飛程末端の大きなエネルギー付与を利用して花

粉殻に損傷を与えてその開裂を促し、そこからDNAを

取り込ませて花粉の遺伝子組換えを行うというもので

ある。この深度制御イオン照射法を用いると花粉内部

のDNAを傷つけることなく効率的に外来遺伝子を導入

できるので、花粉をベクターとした遺伝子組換え実験

系として広く応用が期待できる。

この他にも、非対称細胞融合技術へのイオンビーム

の応用が考えられる。これは、細胞質に存在するミト

コンドリアや葉緑体などの核外遺伝子を無傷に保った

まま何らかの方法で細胞核だけを不活性化した細胞を

一方の側に用いて細胞融合を行い、核内の染色体上の

遺伝子と核外遺伝子のそれぞれに含まれる優良形質を

共に活かしたハイプリッド細胞を得るというものであ

る。この時、マイクロ化したイオンビームを利用する

ことによって、高精度に効率良く核内・核外の遺伝子

を区別して不活性化し、非対称細胞融合の効率を上げ

ることができると期待される。このようにイオンビー

ムの特徴を活かした新規の細胞微細加工技術を開発し、

バイオテクノロジーへの応、用を図る研究は、今後ます

ます盛んになっていくと思われる。
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一面宅問

低温回相中に捕捉された

アルキルラジカルの光異性化反応

1.はじめに

励起ラジカルは、不対電子を持ちかっ励起エネルギー

を持っている。基底状態のラジカルや通常の分子の励

起状態とは、異なった反応種であり、どのような反応

を起こすのか、興味深い。しかし、基底状態のラジカ

ルや励起分子の反応に比べ、研究例は少なく、反応機

構や反応選択性を支配する因子など、不明な点がまだ

多い 1.3)。

励起ラジカルの反応は、応用的にも興味ある課題で

ある。ラジカルは、多くの場合、親分子より長波長に

吸収を持つ。放射線を照射後、あるいは、照射しなが

ら光照射を行えば、励起ラジカルの反応を起こさせる

ことができる。基底状態のラジカルとは異なる反応性

を利用した合成や改質プロセスが可能である。また、

励起ラジカルの反応に関する知見は、光に曝される環

境にある材料の放射線劣化などを理解する上でも重要

であろう。

ここでは、低温固相中での励起アルキルラジカルの

化学反応について、我々の行っている研究を紹介する

.1司 7)。

2.アルキルラジカ)vo)]慎制 限応

低温団体中に捕捉されたアルキルラジカルに紫外光

(波長およそ3∞nm以下)を照射すると2級ラジカル十7・

10や 3級ラジカル 11.1 2)は1級ラジカルへ異性化する:

図1に、 77Kヘキサン固体中のヘキシルラジカルに光
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照射した時のESRスペクトルの変化を示す九 y線照射

後のスペクトル(A)は、主に2-ヘキシルラジカルと 3-ヘ

キシルラジカルからなる。生成比は、およそ 4: 1で

ある。お4nm光を30分照射すると、全ラジカル量は、ほ

ぽ一定のまま、スペクトルは大きく変化する (B)。光

照射後のスペクトルは、主に1-ヘキシルラジカル (C)

によるものである。(1)， (2)式のような光異性化が程こっ

ていることカfわ均、る。

アルキルラジカルの光異性化反応の選択性は、放射

線照射によるアルキルラジカルの生成反応 1J.I 1)とは異

なり、まわりの固体の構造には依存しない。ガラス状

態でも結晶状態でも、 l級ラジカルへ異性化することが

わかったり。さらに、この反応の機構や1級ラジカルへ

異性化する原因を明らかにするため、以下のような研

究を行ったι7)。

3. I司立体効果

2級アルキルラジカルから 1級ラジカルへの異性化反

応は、末端のメチルの水素がラジカル点へ移動する反
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図1.77Kヘキサン固体の y線照射 (A)、さらに

254nm光照射 (B)により得られたESRスペク

トルおよびlーヘキシルのシミュレーションス

ペクトル (C)0 y線照射量は、約 10kGy、

254nm光は低圧水銀灯からの光を30分照射し

た。ESRスペクトルの測定はいずれも77Kで行

った。lーヘキシルのシミュレーションのパラ

メータは次のとおり 2つの Fプロトンの超

微細結合定数a，I=3.7および2.9mT、2つの αプ

ロトンの超微細結合定数A，=-1.76mT，A
2 

=・1.96mT，A
3
=・2.9mT、線型はローレンツ型で

線幅t::.H
m
，，=0.5mT. 

応である。移動する水素をすべて重水素化すると、光

異性化の量子収率が1/10以下に低下することがわかった

メチル基の水素をすべて重水素化したヘキサン(ヘキ

サン・1，1，1，6，6，M6、CD1 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CD:l)の77K固

体にy線照射後、さらにω分254nm光を照射した場合の

ESRスペクトルを図 2に示す。スペクトルの変化はほ

とんど見られない。多めに見積もっても、光異性化に

よる 2級ラジカル濃度の変化は10%以下である。すな

わち、光異性化の量子収率は、普通のヘキシルラジカ

ルに比べ高高1/16である。すべてを重水素化したヘキサ

ン (Cr，D，，)でも同棟に、光照射によるESRスベクトル

の変化は、ほとんど見られなかった。このような大き

な同位体効果は、光異性化に、 トンネル反応が関与し

ていること を示唆する。

4.う留期創出ま分子内反応で起こる

光異性化におけるメチル基水素のラジカル点への移

動は、分子内水素移動(めでも‘分子間水素移動(5)でも

起こりうる:

sec-Alkyl ーよ~ pri-Alkyl (4) 

sec-Alkyl + Alkane ~ Alkane + pri-Alkyl (5) 
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図2.ヘキサン-1，1，1，6，6，6・4の77K固体を γ線照射

(A)、さらに254nm光照射 (B)により得られ

たESRスペクトル。

図3.ヘキサン (C，;H，) 2mol%を含む重水素化ヘキ

サン (CuD，，) 77K固体の y線照射 (A)、さ ら

に254nm光照射 (B)によ り得られたESRスペク

トル。点線は重水素化ヘキサンから生成した

重水素化ヘキシルラジカルと重なる部分。Cは、

77KC
f
;H 11国体中の lーヘキシルのESRスペク

トル (図lBと同じもの)0BのスペクトルがC

よりシャープなのは、まわりが重水素化ヘキ

サンのため、線幅の広がりが普通のヘキサン

より小さいためである D

どちらの機構で反応が起こるのかを確かめるため、重

水素化メタノールガラス中および重水素化ヘキサン中

に少量のヘキサンを溶かし、 y線を照射してヘキシル

ラジカルを生成させ、さらにお4nm光を照射する実験を

行った川、

どちらの実験も2級ヘキシルラジカルがl級ヘキシル

ラジカルへ異性化した。図3にヘキサン2mol%を含む

77K重水素化ヘキサン (C.;DJ)固体に y線照射後 (A)、
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さらに254nm光をω分照射後 (B)のESRスペクトルを示

す。点線部分は、重水素化ヘキサンから生じたラジカ

ルのスペクトルが重なっている部分である。254nm光照

射後のスペクトルは、図 1の光照射後のスペクトル

(IB)と同様に、 1-ヘキシルラジカルによるものである。

これらの結果からアルキルラジカルは、分子内水素

移動反応で異性化していることがわかる。2級ヘキシル

ラジカルがまわりの重水素化ヘキサンから分子間反応

で水素を引き抜けば、重水素化ヘキシルラジカルにな

ってしまう 。また、 2mol%の濃度では、重水素化ヘキ

シルラジカルが、重水素化していないヘキサンから水

素を引き抜く確率は低い。

重水素化溶媒中で、 1級ラジカルへの光異性化が起

こるということは、分子間反応が起こらないというこ

とを意味しない。重水素化により分子間反応が抑制さ

れたため、分子内反応のみが見えたとも考えられる。

しかし、次のような比較から、光異性化は、重水素化

していない溶媒中でも分子内水素移動で起こることが

わかったi)。

図4に、ヘキサン(C
6
H

1
) 中および重水素化ヘキサ

ン (C
6
D

1
) 中に生成させた 2級ヘキシルラジカルの

254 nm光照射による濃度変化の照射時間依存性を示し

た。2級ラジカルの減衰は、両者でそれほど大きな違

いはない。このことは、光異性化がどちらの場合も主

に分子内反応で起こっていることを示している。光異

性化は、一桁以上の大きな同位体効果があることを上

で述べた。もし、光異性化が分子間反応で起こってい

るなら、重水素化ヘキサン中では、その寄与が減り、

光異性化の収率は著しく低下するはずである。
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図4. ヘキサンおよび重水素化ヘキサン中の2級ヘキ

シルラジカルの254nm光照射による濃度変化。

光照射前を lとして揃えである。60分間の光

照射では全ラジカル量は、ほぼ一定。2級ラジ

カルは光異性化により l級ラジカルになる。
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5.一段階で異性化する

端から 3番目にラジカル点のあるアルキルラジカル

lコ}からも、 1級ラジカルへの異'性化が起こる。この異

性化も、 l段階(6)で起こり、

3-Alkyl ~ 1・Alkyl

2段階の反応~8，9)

3・Alkyl~ 2・Alkyl

2-Alkyl ~酔 l-Alkyl

ではないことがわかった九

(6) 

(7) 

(8) 

2段階機構(7)(8)で光異性化が進むとすれば、光照射時

間とともに、 3-アルキルラジカルは2-アルキルラジカル

に変わって行き、濃度比[2-アルキルラジカ jレ]1[3-アルキ

ルラジカル]は時間と共に増加するはずである。しかし、

ESRスペクトルの光照射時間による変化を詳しく調べ

ると、濃度比[2・アルキルラジカル]/[3-アルキルラジカ 1 

jレ]はほぼ一定のまま 1級アルキルラジカルに変化する。

この結果は、 3-アルキルラジカルが一段階で1級アルキ

ルラジカルへ異性化することを意味する九

3-アルキルラジカルが一段階で1級ラジカルへ異性化

するというのは、上で述べたヘキサー1，1，1ム6，6-<1
6
の実験

6)からも支持される。3-ヘキシル・1，1，1，6，6，6・d
6
と2・ヘキ

シjレー1，1，1，6，6，6-<1瓜に光照射しても、スペクトルにほとん

ど変化がない。この結果は、重水素の移動する必要の

無い3-ヘキシルー1，1，1，6，6，6-<1
6
と2・ヘキシJレ・1，1，1，6，6，6-<1

6
の

間の異性化も起こっていないということである。すな

わち、 2級ラジカル間の光異性化(7)は起こらず、 2段階

での異性化は起こらない。

6.水調車齢、53番目へ飛13¥

3-アルキルラジカルからl級ラジカルへの異性化は、一

段階の反応で進むことがわかったが、さらに、この異

性化は、末端のメチルの水素が、端から 3番目の炭素

へ直接移動する反応であることがわかった:

励起アルキルラジカル内で一つずつ水素がシフトする

反応ではない。

これは端から2番目の炭素についている水素をすべて

fJCZlよ +/Jにバ (9) 

重水素化したヘキサン(ヘキサンー2ム5，5・d
l
、CH]CD

2

CH
2
CH

2
CD

2
CH

1
) を用いた実験から明らかになったη。

77Kヘキサン・2，2.5.5-<1
4
固体のγ線照射により、 1・ヘキ

シル・2，2，5，5-d
1
、2-ヘキシルー2，5，5-d:1、3-ヘキシル

ー2，2.5.5-<1
1
がほぼ同じ量(生成比35:30:35)生成した。こ

れに120分間254nm光を照射したところ、ほとんど1-ヘ

放射線化学



キシjレ・2，2，5，5-d.1と1・ヘキシjレ・2，5，5-d
3
に異性化した (生

成比70:30)。光異性化は、分子内水素移動で起こるから、

1-ヘキシlレ・2，2，5，5-d
4
の増加は、 3-ヘキシル・2，2，5，5-d

4
が一

段階で、しかも末端メチルの水素の一つが直接ラジカ

ル点へ移動して起こることを意味する。もし、水素が

一つずつずれて行けば、 3・ヘキシル・2，2，5，5-d
4
は生成し

ないはずである:

3-hexyl-2ム5，5-d
4
---.!!.:::...事ー 2・hexyl-2ム5，5-d

4

2・hexyl-2，3，5，5-d4 ~酔 1・hexyl-2 ，3 ，5 ，5 ・d 4
すなわち、末端のメチル基の水素が直接3番目の炭素に

移動し、異性化が起こっている:

3-hexyl-2，2，5，5-d4 ~・hexyl-2，2 ，5 ，5-d4。

7.溜 制 回 鱗

低温固相におけるアルキルラジカルの光化学反応につ

いて次のようなことがわかった。 1)2級あるいは3級アル

キルラジカルから1級ラジカルへの異性化であり、まわ

りの固体の構造に依らず起こる。 2)2級ラジカル間の

異性化は起こらない。 3)異性化は分子内水素移動で起

こり、比較的長距離の分子内1，3水素移動も起こる。 4)

大きな同位体効果がある。

このような結果を説明できる機構として、我々は、

価電子励起状態を経る機構が有力ではないかと考えて

いる i)。アルキルラジカルの価電子励起状態は、不対電

子の入っている軌道 (SOMO、図5A)へ一つ内側の軌

道 (SOMO-l、図5B)から電子が励起した状態である。

SOMO-l軌道は、分子鎖に沿って広がったアルカンのカ

チオンラジカルのSOMOI6)と似た軌道であろう 。直鎖

のアルキルラジカルについて考えると、SOMO・1から

SOMOへ電子が励起すれば、末端の炭素についた水素

のうち 2つが正に、ラジカル点のある炭素は負に帯電

する。正に帯電した水素 (プロトン)がラジカル点へ

移動すれば、 2級ラジカルから1級ラジカルへの異性化

が起こる (図5C)。

アルキルラジカルの光吸収は、 3∞m位から始まる。

主量子数3のリュードベリ状態への励起と帰属されて

いる li.1向。 ζの状態から価電子励起状態へ移り、光異

性化が起こると考えている。

この機構は、分子内反応で起こり、 2級ラジカル間で

は起こらない。価電子状態の正負に帯電した状態を経

ることで、長距離の1.3水素移動が起こることも、説明

できる。ただし、価電子励起状態とリュードベリ状態

のエネルギ一関係は、議論のあるところである。リュ

ードベリ状態より価電子励起状態が高いエネルギーに

あれば、上で述べた機構では起こり得ない。

価電子励起状態は、基底状態から遷移が禁制であり

lへ そのエネルギーに関する実験値はない。リュード
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図5.ヘキシルラ ジカルの不対電子軌道 (SOMO、

A)、一つ内側の軌道 (SOMO・1、B)および価

電子励起状態からの分子内水素 (プロトン )

移動機構 (C)。価電子状態では、両端の炭素

についた水素が一つずつ正に帯電し、ラジカ

ル点は負に帯電している。正に帯電した水素

の一つがラジカル点に移れば、 2級アルキルラ

ジカルから 1級アルキルラジカルへの異性化が

起こる。

ベリ状態より高いエネルギーにあるという計算が報告

されていたが、最近、メチルラジカルについては、構

造が平面構造からピラミ ッド構造へ緩和することを考

慮すると、価電子励起状態の方が低いエネルギーにあ

るという報告がされている 10)。もっと大きなアルキル

ラジカルについても同様なことが言えるのではないか

と私は考えている。

ラジカルの励起状態の計算は、現在でもかなり難し

い計算のようである。理論分野の発展に期待するだけ

でなく、今後、上記機構を実験的に確かめる方法を考

えて行きたい。例えば、アルカンのカチオンラジカル

で、主鎖が折れ曲がってgauche形の配座になっている炭

素についた水素の一つは、 SOMOの密度が高い162lb

光異性化についての我々の機構が正しければ、アルキ

ルラジカルで、gauche形のところの水素がラジカル点へ移

動して異性化が起こる場合もあるはずである。

同位体効果の原因は今のところ良くわからない。一

桁以上の大きな同位体効果は、 トンネル反応が寄与し
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ているはずであり、我々の機構では、リュードベリ状

態から価電子励起状態への内部変換過程あるいは価電

子励起状態での水素(プロトン)移動過程で表れると

いうことになる。しかし、励起アルキルラジカルのポ

テンシャル曲面については、定性的な情報しかなく、

それ以上の議論はできていなしE。

同位体効果については、移動する水素だけでなく、

直接結合の切断・生成に関与しない水素の重水素置換

によっても同位体効果が表れること (2次同位体効果)

もわかっている 221。ヘキシルラジカルで、 2つのメチ

ル基の水素を一つずつ重水素化するだけで、光異性化

の収率は重水素化しないものの1β以下に下がる。重水

素が移動する量子収率をゼロとしても、 2次の同位体効

果を考えなければ、 2βまでしか下がらないはずである。

また、上で述べた2・ヘキシル・2，5，5-d
3
、3・ヘキシルー

2，2ふ5・d
4
の場合は、メチル基の部分重水素化より同位

体効果は小さいようである。このような重水素化位置

による効果の違いから、同位体効果解明の糸口が見え

てこないかと考えている。

8.まとめ

価電子励起状態を経る機構がほんとうに正しいのか、

同位体効果の原因は何かなど、課題はまだ

が、低j温昆固体中のアルキルラジカルの光異性化反応応、に

ついての理解をカか、なり深めることがでで、きたと思つてい

る。アルキルラジカルの光異性化反応は、分子内水素

移動のみを選択的に起こす特異な反応である。さらに、

残った課題の解決や他のラジカルの光化学についての

研究を行うとともに、このような反応の応用について

も考えて行きたい。
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一面宅問

超臨界流体中イオンの溶媒和

超臨界流体に関しては、前号にも北大・高橋氏によ

るトピックス 1)があった。高橋氏の記事は“超臨界流

体と放射線化学"と題してやや包括的なものであった

が、本稿では、放射線化学的手法を用いた超臨界流体

中でのイオンの溶媒和に関する我々の研究を、主に理

論的側面に重点を置いて紹介する。

序

超臨界流体は、溶解力の強さ・溶質分子の拡散速度

の大きさ・密度などの反応条件が広範囲に制御可能と

いう特質から、新しい反応場として近年注目を集めて

いる。一方、基礎研究の立場からみるとその興味の中

心は、溶質分子の溶媒和 (クラスタリング)にある。

ことの発端は、Eckertらが臨界点近傍での溶質の部分モ

ル体積が・10l/molオーダーの大きな負の値をとる場合が

あると報告したれことにある。彼らはこの大幅な体積

の減少を溶質分子近傍での局所的密度増加によるもの

と解釈した。その後の研究の結果、現在では電気的に

中性な溶質分子の溶媒和に関するおおよその定性的描

像は以下のようなものだと考えられている わ。 溶質分子

一溶媒分子聞のポテンシャルが十分に引力的である場

合、第一段階として溶質分子は直近の溶媒分子を強く

引きつける (直接効果)。 ここで溶質分子近傍の溶媒分

子のみが引きつけられるとしたのは、溶質分子が電気

的に中性だから、引力的相互作用として考えられるの

は誘起双極子一 誘起双極子相互作用および溶質分子が

多重極を持つ場合の多重極間の相互作用であり、 二重

Ion solvation in supercritical fluid 

Kengo ITOH 

Graduate School of Arts and Science，University of Tokyo 

干153-8902 東京都目黒区駒場3-8ーl

東京大学大学院総合文化研究科 伊藤 健吾

極を除けばいずれも極く短距離 (事実上最近接)の相

互作用だからである。第二段階として、第一段階で溶

質分子周囲にできた密度が高い領域の影響を受けて、

さらにその外側の溶媒密度も高くなる (間接効果)。 こ

れは、臨界領域で密度の相関距離が長くなったために

起こる現象である。溶質分子は直接には関与していな

しE。

さて、以上は中性分子の場合であったが、それでは

イオンの溶媒和はどうなるのだろうか?イオンは当然

ながら電荷を持っているから、中性分子よりも強く溶

媒分子を引きつけ、ポテンシャルはより長距離まで及

ぶ。その結果、溶媒和エネルギ一、部分モル体積、拡

散係数に大きな影響が出るはずである。実は、今まで

我々が行ってきた電子の反応に関する研究手法を適用

すれば、これらの疑問に答えることができそうなので

ある。このことを示すために溶媒和のプロセスを式と

して書いてみる。

S十charge → S ;dG=.1G，，/S)十...lG../S) (1) 

これに対応、して電子付着反応は

S十e → S ; ...l G， = ...l GjS )十」久(S)-E，. (2) 

とかける c ここで、ム G
e3

(S)は気相中でのSへの電子

付着反応に伴うギプス自由エネルギ一変化、 Elま媒質

中での電子のエネルギーである。両式の違いは、電荷

が電子で置き換えられた点のみであり 、電子に関する

情報があれば、反応 (2)は溶媒和 (1 )を研究する

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系

TEL: 03・5454・6767 FAX: 03-5454-4311 
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格好の情報源となるわけである。

実験的には、反応 (2 )から種々の化学熱力学的情

報が得られる。では溶媒和エネルギーの評価などの理

論的側面はどう記述されるのか。以下、 lで超臨界流

体中のイオンに対してBornの式を適用することの問題

点を述べた後、 2で筆者が考案した圧縮性連続体モデ

ルを説明、 3でモデルの適用例を示し、最後に 4で今

後の問題点に触れるo

1 • B 0 r na:成

Bomの式

p-=一昔(1-:J (3 ) 

は、一様な誘電体媒質中でのイオンの電荷と媒質との

静電的相互作用 (分極エネルギー)を評価した式であ

り、液体中でのイオンの溶媒和エネルギーを見積もる

式として広く用いられている。しかし、この式を超臨

界流体中のイオンに適用するには二つの問題点がある。

第一に、超臨界流体中のイオンは溶媒和され、周囲に

局所的に密度が高い領域が形成されている。誘電率は

空間的に一様ではない。第二に、イオン周囲に密度が

高い領域を作るには力学的仕事が必要であるが、式

(3 )ではこれが考慮されていなしE。

さて、溶媒和エネルギー以外に重要な量として、イ

オンの部分モル体積がある。イオンと溶媒との相互作

用の主要部分は電荷-(誘起)双極子聞の引力である

から、イオン周囲の溶媒は局所的に収縮する。電縮と

呼ばれるこの効果は常に負の体積変化を与え、溶媒の

圧縮率が大きい超臨界流体の場合には特に顕著である

と予想される。したがって、この電縮による体積変化

が、イオンの部分モル体積の主要項となる。Bornの式

に対応する古典的な電縮による体積変化の見積もりは、

熱力学の関係式 Aベ笠)
のl:lGとしてpーを用いることによって得られる

(Drude -Nemstの式剖)。

& (ε 一1)(ε 十2)

.ð v=-~ 一- 1'， (4) 
.4+7rlo ~;μ 

Bomの式が背景にある以上、このDrude-Nemstの式に

もBom式同様の問題点を挙げさ守るを得ないが、なによ

り、もともとのBorn式では、媒質は非圧縮性であるこ

とを前提としているのに、式 (4)では、いのまにか

圧縮により体積が縮むことになってしまっている。奇
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妙な話である。より現実的な描像をもったモデルが望

まれる。

2・圧倒白書続体モデル

そこで、筆者は媒質が圧縮性であることをあらわに

取り入れ、溶媒和エネルギーおよび電縮による体積変

化を計算する方法を新たに考案した5)。基本的な考え方

は、図 lに概念的に示すようにごく単純である。イオ

ン周囲には溶媒和のために局所的に密度が高い領域が

形成されている (図 1 (A))。特に超臨界流体では、圧

縮率が大きいため効果は顕著である。この状況をモデ

ル化するために、溶媒和のプロセスで起こることを順

に追っていくと(図 1 (B))、

(1) イオン上の電荷による電場によって溶媒分子上に

双極子が誘起される。電荷とこれらの双極子は互いに

引き付け合い、その結果、イオン周囲では局所的に圧

力が上昇する。

(2 )圧力が上がったために溶媒は圧縮され、密度が増

加する。

(3 )密度が増加すれば誘電率も増える。

(4)誘電率が変化すれば(1)で考えた電場に補正を

加えなければならない。

となる。幸いにして我々はこれら(1)からは)の

プロセスに対応する関係式を知っている。

(A) 

E(r) ・一一一一..P(r) 

1 1 
参 ρIE亡L

ε(r)骨一一一-ρ(r)

(B) (C) 

図1.(A) イオン周囲では局所的に溶媒密度が増加

(B)局所電場E (r)、局所圧力P (r)、局所

密度 p (r)、局所誘電率 e (r) は互いに関

連。

(C)互いにつじつまが合うようにE (r)、p

( r )、 ρ(r)、 e (r) を決定。
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(1)町づele r一 附

(2 )超臨界流体の状態方程式

( 3) Oausius-Mo鈴閣の関係

e 
(4) E (r) =一一一一ー

47re
O
el 

(ref.6) 

(陀0)

そこで、これら(1)からは)の関係式からなるル

ープを、つじつまがあうまで繰り返し計算すれば、イ

オン周囲の局所圧力P(r)ゼ溶媒密度 p (r)などの

解を数値的に得ることができる (図 1 (C))。

以上の計算で得られた情報があれば、溶媒和エネル

ギーは分極エネルギー P と圧縮の力学的仕事

E c ompの和として

L1G副 =p-十 E P 

九=十戸dr[古\r~dV1 ( 5 ) 

P十叫すeoeJr)E(rJ)-147rr
2
dr (十川

e 
EJr)=で一一て

<f7re T  

また、電縮による体積変化分は

L1 V. = I 47rr2dr I一一一 IdVI
I ) I Vlr) j (6 ) 

として計算できる。ただし、ここで、電子付着前の中

性分子周囲の溶媒密度はバルクの値と同じであるもの

と仮定した。

3・適用例

上記モデルの適用例としてここでは 2例あげる。い

ずれも超臨界エタン (Tc=3 2. 2 'c、 Pc=4. 8 8 

4 MPa) 中での電子付着(脱離)反応(2 )から得ら

れたデータとの比較である。

第一例は、溶質として二酸化炭素を用いた場合

(S =CO)で、この系では平衡反応が観測できたため、

dGが実験的に求められた。そこで、このムGを計算

値と比較した。結果を図 2に示す。イオン半径を

O.23nmとした圧縮性連続体モデルによる計算結果を実

線で示しである。比較のためBom式で溶媒和エネルギ

第 67 号 (1999)

ーをー制面した場合を破線で示した。COの電子親和力の

値は正確には定まっておらず心.6~ ・O.8eVの範囲内で、不

定であるので適当な値をそれぞれのケースについて選

択した。電子のエネルギーEとしてはV。の文献値を使

用した。実験・理論とも共通に圧力の低下と共にムG，

が増加する傾向が見られる。これは、圧力の低下、つ

まり密度の減少に伴い分極エネルギーが小さくなり、

イオン状態がより不安定になっていくことを意味する。

しかし、 Bom式を用いるとイオン状態が実際よりも不

安定になりすぎてしまう 。超臨界流体中のイオンは溶

媒和のためにより安定化されるのである。図中の実線

はこの効果を見事に再現している。図3に高密度領域

の形成の様子-圧縮性連続体モデルによる局所密度の

計算結果を示す。

第二例はS=NOの場合である。この系では、残念なが

ら逆反応 (電子脱離)は観測されず、反応は平衡とは

ならなかった。したがって、ムGを実験的に求めるこ

とはできなかった。しかし、電子付着反応(2 )の速

度定納九は決めることができた。さらに、電子付着反応

は拡散律速ではないこともわかったため、 kの圧力依存

性より活性化状態への体積変化を求めることができた。

そこで、これを (6 )式による計算値と比較した(図

CO
2
-fonnatlon in supercritical ethane 

by electron a悦achment

10 

-30 L一一一」

6 
L ー一一」

10 12 14 

P [MPa) 

O 
O ロ

i 

16 18 20 22 

図2.dG， (超臨界エタン中でのCOzへの電子付着)

の圧力依存性

口:37'C、 0:33'C;

実線:圧縮性連続体モデル (EA=-O.8OeV) によ

る計算値，

破線:Born式による計算値但A=-O.侃eV)
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local density profile around CO2-

in superc同制calethane at 330C 
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図3.超臨界エタ ン中co.-周囲の局所溶媒密度:圧縮

性連続体モデルによる計算値

4)。イオン半径としてはO.21nmを用いた。図中b.Vの

デイップは各温度で溶媒の圧縮率が最大となる圧力に

相当する。直感的な予想通り、流体が圧縮されやすい

ほど電縮の効果は大きいのである。さて、実験データ

と計算値は、絶対値の一致が必ずしも良くないという

ただ一点を除いて、デイップの位置、温度依存性とも

良く一致している。実験値の絶対値は、計算から予測

される値より小さく、これは、活性化状態が短寿命で

あり、溶媒和が充分に進行しないうちに安定なイオン

状態へと移行してしまうためだと考えている。

両例とも詳細は文献5，8を参照されたいが、 Born

の式 (3 )、Drude-Nernstの式 (4 )に比べてここで

紹介した圧縮性連続体モデルの方が、特に圧縮性が高

い超臨界流体に対しては、はるかに現実的な描像をを

与えることは明らかであろう 。

4 .今後O)fU)題点

ここでは、今後のモデル計算拡張に関連して問題点

を三点挙げる。

第一は、序で超臨界流体中での溶媒和には二段階あ

ると述べたが、この圧縮性連続体モデルではそのうち

の直接効果しか考慮にいれていない点である。勿論、

間接効果まで取り入れた計算ができたほうが望ましい。

しかし、今の場合、実験上観測できる反応(2 )の時

間スケールが、間接効果が起こるであろう時間スケー
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NO・ formationin superc同省calethane 
by electron attachment 
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図4.ムv*(超臨界エタン中でのNOへの電子付着)

の圧力依存性

O:33'C、 口 :37'C、ム :4 7'C ; 

実線は圧縮性連続体モデルによる計算値

ルに比べて極めて短いという好都合な状況が存在する。

実験的に得られる情報が直接効果のみに関するものな

のだから、理論計算の方も無駄に複雑にする必要は無

いのである。 しかし、中性分子の溶媒和 (クラスタリ

ング)という静的な問題に今の方法を適用するときに

は間接効果も当然、考慮に入れる必要が生じよう 。

第二は、イオンと溶媒の相互作用として電荷一(誘

起)双極子相互作用しか想定していない点である。実

際にはイオンが双極子以上の多重極を持つ場合もある

だろうし、分散力 (誘起双極子一誘起双極子相互作用)

も存在する。 しかし、これらは電荷に起因する相互作

用と比較してはるかに弱く、いまのところ、現在の方

法で充分合理的な議論が可能だと考えている。もし、

これらの相互作用をも考慮に入れる必要があるのなら

ば、双極子を除く近距離の相互作用は溶媒和殻の第一

層内で評価、第二層から外側には現在の方法を適用す

るという半連続体モデルを新たに構築すべきであろう。

第三は、イオンの拡散係数をどのように評価してい

くかという点である。もし、溶媒和殻が明確に定義で

き、イオンがその溶媒和殻ごと運動するのならば、粘

性率と溶媒和殻まで含めたイオンの半径を用いて

Einstein-Stokesの関係から拡散係数は求め られる。しか

し、今の場合、溶媒和殻がイオンの運動にどの程度追
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従するのか明確ではなく、イオン半径を正確に決める

ことができない。また、粘性率の選択にも問題がある。

イオン近傍では溶媒密度が高いから粘性率はバルクの

値よりも大きいことは明らかだが、どの溶媒密度に対

応する粘性率を用いたらよいのかが明確ではない。現

在、これらの障害を回避すべくモデルの改良に取り組

んでいる最中である。溶媒中をイオンが移動していく

という状況を圧縮性粘性流体の流体力学の問題として

捉え、その運動方程式を数値的に解いてしまおうとい

うのがモデル改良の基本的な方針である。原理的には

解くことが可能な問題なので近い内に結果を出すこと

が可能と考えている。
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第42回放射線化学討論会

日時:平成11年9月8日(水) ~ 1O日 (金)

場所:広島大学中央図書館ライブラリーホール

(東広島キャンパス)

〒739・8512 東広島市鏡山 1-2-2

(交通 :JR山陽線西条駅よりパスで約ω分;

新幹線東広島駅よりタクシーで約7分)

主催:日本放射線化学会

共催:日本化学会

討論主題:放射線化学の基礎と応用(ビーム化学、放

射光化学、レーザー化学、プラズマ化学、低

温化学、ポジトロニウム化学、ミュオニウム

化学など境界領域研究を含む)

発表申込方法:発表一件ごとに以下の内容を記入して

e-mailまたは郵便でお申し込み下さい。できる

だけe・maiIで、お申込み下さい。郵便で申込む場

合にはA4番用紙を縦長にして御記入下さい。

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
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(口頭発表 :0、ポスター発表 :P、場合によっては発表

形式の変更をお願いする事があります。)⑤講演概要

( 1∞字程度)⑥申込者氏名及び連絡先(郵便番号、住

所、電話番号、 F以番号、 e-mailアドレス)

発表申込締切:平成II年6月18日 (金)

予稿原稿締切:平成11年8月13日(金)

参加登録費:4~αm円 (講演要旨集代を含む)

懇談会:9月9日 (木)、18:∞・20:∞、

ひがし広島(国民年金健康保険センター)

(討論会会場より徒歩約3分)

会費 一般5政均円、学生2，1αm円
申込先:塩谷優

〒739・8527 東広島市鏡山 1-4-1

広島大学工学部応用化学講座

Tel/Fax :ω24-24-7736 ; 

。mail:radc恥口裕ipc.hiro由ima-u.ac.jp

リンク先 h即://www.ipc.hiroshima-u.ac.jp/-radchern/
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届面画園薗..  

イタリア滞在記

高分子のESRスペクトルに関する共同研究を目的と

して，文部省短期在外研究員として平成10年7月より約

2ヶ月間イタリア・トスカーナ州フィレンツェのフィレ

ンツェ大学化学科(ロマネリ教授)に，その後 1週間

ちょっとスエーデンのリンショッピン大学計測物理学

科(ルンド教授)に滞在した。以下はその滞在四方山

話。

日々の暮らし

フイレンツェ大学化学科は世界文化遺産となってい

る町の中心部に位置するため改築もままならない，今

春郊外に移転する予定となっている古めかしい学校だ。

当然ビジター用宿舎などというものはなく，観光スポッ

トのど真ん中，中世の香り漂う下町のダイニングキ ッ

チン付きアパートに住むことになった。

おりしも百年ぶりの猛暑で連日40度近くになったが，

クーラーなどという非文化遺産的なものは無く，蚊と

共にイタリアの夏をいやというほど満喫する羽目とな

ったのは，世界に冠たる観光地での共同研究という虫

の好い話への天罰か。もっとも三日もすれば観光する

ところも無くなるから， しばらくするとせっせと大学

に通う(壊れかけてはいるがクーラーがある!)こと

になる。

トス力一ナ人気質

滞在日程の調整などのため 日本から手紙を出した

が返事が遅く，何度かひやひやした。なにか不都合が

あるのかと思ってピクピクしながらフィレンツェに着

いたが，あに図らんや皆極端に親切で，自分の仕事を

放っておいて夢中で面倒を見てくれる。手紙の返事が

遅れる理由は明々白々。日の前の友人・知人にこれほ

ど尽せば，事務的な仕事などする暇はないのだ。

人間関係をとても大切にし，楽しむのがト スカーナ

人の生活スタイルなのだろう。近所の朝市によく買い

出しにいったが，妻に見捨てられた独り者と思ってか，

庖のおばさんたちは怪しげな中年男にとても親切にし

てくれた。 8月の半ばに女房がやってきた時など，私を

抱きしめて祝福してくれた。

美点と裏腹な欠点もあるわけで，国鉄などでの客=
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「金の力で居丈高に用事を言い付ける人」への対応は時

としていいかげんになる。但し人によってはすごく親

切で仕事も早い。同僚とのおしゃべりに夢中になって

いる隣りの係員を気にする風も無く，自分の仕事に精

を出す。当然、隣りの係員もそれを気にしない。陽気で

おおらか，組織に縛られず，自分の人生を楽しむとい

うのがトスカーナ気質・ラテン気質か。これと好対照

なのがゲルマン系の国々で，イタリアに慣れてから行

くと，心悩む人の国に入ったのかと思うほどだ。もっ

とも旅行者にとっての便利さという点では，人間関係

に関わり無くよろずきちんとしているゲルマン系に軍

配が挙がる。

トス力一ナ料理

トスカーナ料理は，伝統的調理法に従う，イタリア

料理の主流の一つである。主たる調味料はにんにく，

トマトとオリーブオイル，ワイン等であって，化学調

味料などは一切使わないし売ってもいない。出来合い

のマヨネーズやドレッシングすらない。本場のイタリ

ア料理を楽しみにしていたが， レストランで食べても

それほど感激しない。卑しい氏育ちの悲しさ，即効イ

ノシン酸やグルタミン酸の醸し出す得も言われぬ旨み

に慣れてしまってどうにも物足りない。但し素材，特

に様々な鳥獣の肉類とその加工品，果物，ワインとチ

ーズは素晴らしい。これと日本から持参したインスタ

ント調理製品を使って料理すると，涙が出るほど美味

しE。

スリ

スリ，置き引き，かっぱらいはスパゲティーと並ぶ

イタリア名物ということになっているので， ドキドキ

しながらイタリアに着いた。滞在中 3回ほどスリに遭

遇したが事無きを得た。3回とも若い女の子，恐らく

ラテン系イタリア人を主とする集団だ‘った。先ず一人

が新聞紙か何かで手元をかくして正面から近づき，多

分金をくれという 。こちらがおたおたしていると側面

から 2，3人がやってきてポケットやバッグから金品

を掠め取ろうという算段。こうなる前に逃げ出せばそ

れでOKだが，駄目だ‘ったら手足を使って攻撃に出るこ

放 射 線 化 学



と。荷物で手がふさがっていることが多いから足蹴り

は有効な防禦手段だ。スリは人混みの中で仕事をする

ので逆襲を食らうことは無い(多分)。

スリ集団を追跡してみると，中年男に目星を付ける

頻度が高いことがわかる。運動神経がへたっていると

見くびられたのか，あるいはリッチなミドルエイジと

買いかぶられたのか。赤ん坊を抱いた人が近づいてき

たときも要注意。

観光客

音に聞こえた日本人観光客がフイレンツェにもたく

さんいるものよと見ていたが，実はその多くが台湾人

なのに気が付いた。顔や着ている物などでは良く分か

らないが，親子孫三代で来ていたりするのが日本人と

は違う 。儒教を捨てた日本人は爺婆抜き。好景気のせ

いか旅行ブームのようで，フィレンツェには台湾人専

用の観光パスまである。モンゴロイド観光客といえば

日本人だ-った十数年ほど前とは隔世の感がある。

隔世といえば，黒人と白人が混じり合った若いアメ

リカ人旅行グループにも幾度か出食わした。これも十

数年前には無かった現象のように思う 。人権を認めら

れてからたったの 30年でこれほど融合が進むとは。

フィレンツ工大学の様子

フイレンツェ大学がイタリアの他の大学と大きく違

っているわけでもなさそうなので，イタリアの大学は

大体こんなものかと，思っても それ程間違いではない

と思う 。料理と同様，大学は中世からの良き伝統を守

っている。単位取得は日本よりはるかに厳格だ。分光

学を例に取れば，単位取得までの流れは， ①基礎知識

の受講， ②与えられた課題についてのグループ別実験

とレポート作成，③担当全教授による各実験グループ

ごとの口頭試問(1グループ当たり 40分から 80分

の真剣勝負)，となる。これで合格するのは1(2から2β

程度とのことで，不合格グループは初めからやり直し。

口頭試問だけのために全教授が拘束される時間は数日

間に及ぶ。

研究に向かう姿勢もやはり非組織社会的であって，

面白いと感じたらとことん打ち込むが，そうでなけれ

ば何もしない，他人が何をしていようと気にしないと

いうのが，その特色ではないかと思う。もっともこれ

も人それぞれだが。

他のヨーロッパ諸国同様，イタリアも若年失業率が

高く，大学を出たからといってすぐには就職出来ない。

半年以内に就職できれば上々とのことだ。人文科学系

博士課程などは就職浪人収容施設化しつつあるとの噂

も聞いた。しかしながら，先進諸国の大学は多かれ少
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なかれこのような役割を持っているように思う 。生涯

平均就労年数をl人当たり40年とし，失業率を4%，平均

在学期間4年の大学等への進学率を50%とすると，進学

率00/0だ‘ったら失業率は8.8%，進学率1∞%なら失業率は

0%という計算になる。進学に伴う国庫扶助がl人当た

り年間1∞万円としても これは失業手当等の扶助に比

べてはるかに安価だ。学生は貧困な生活にも耐えられ

るし，その犯罪発生率は若年失業者よりずっと低い。

多数の大学の存在や迷惑な大学生のモラトリアム傾向

は，社会の立派な安全弁となっている。

近未来の大学

旧来からの大学の典型がフィレンツェ大学だとする

と，新しい大学の典型の一つが次に訪れたリンシヨ ツ

ピン大学だと思う 。この大学は設立が比較的新しいこ

ともあり，企業や他の国立研究機関との共同研究を柱

とする新たなシステムを次々に導入し，成果を挙げ始

めている。大学内には企業との合同研究室が多数存在

するし，周囲には大学研究者の協力で、作ったベンチヤ

ー企業もある。大学の研究者は特定企業と連携して研

究も出来るし，報酬ももらえる。勤務時間分割による

他の研究機関との二股雇用も可能となっている。企業

は大学に出入りし，研究を援助したり，学生や研究者

のヘッドハンテイングをする。

このシステムは日本の国立大学 (の指導部)が目指

している方向とほとんど変わらないのだが，違いはこ

れが十数年前に発足したところにある。実は十数年前

にもこの大学に2ヶ月ほど滞在したが，当時の実態は日

本と大して変わっておらず，こんな試みがうまく行く

ものかと高を括っていた。しかしながら十数年の歳月

を経てみると，その変化に驚いた。先ず大学が大きく

なった。リンシヨツピン市のメインキャンパスが拡大

しただけでなく，隣りの工業都市に分校まで出来た。

次に研究内容が変わった。論文を作るためとか，個人

的に興味があるからとかでなく，これを造るため，こ

れを動かすためという，納税者に説得力のある目的に

変わってきた。システム造り・物造りを目指した研究

分野が拡大 ・発展した。また， (閉鎖的学問分野の範囲

内で自己発展的に)新しい現象を作り出してその由来

を説明するという，いわゆる説明学と称される学問分

野が縮小した。分野によってはほとんどがテンポラリ

ーの外国人研究者になってしまった。説明学のほうが

学術論文生産性はだいぶ高いにもかかわらずこのよう

になったのは，研究評価システムにも大幅な変革が加

えられたためだと思う o

リンショッピン大学がこのように変わった原動力は，

若年失業率の増加と国家財政の逼迫とのことだった。
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失業率が増加すれば，学生は企業へのセールスポイン

トとしての知識を大学に求める。また金が無くなれば

納税者の目も厳しくなって，給与や研究費支払い分に

相応する見返りを大学に求める。考えてみれば，筆者

も属する説明学という処は，パソコンゲームに熱中す

る子供にも似た，自分で問題を設定して自分で解くと

いう側面が強いから，金に困った納税者が給料を払い

たくないのは致し方の無いことかもしれない。なおこ

のような分野は大学に全く不必要と考えられているわ

けではなく，主に教育要員として少数の存在が許され

ている。

日本でも国家財政の破綻と若年失業率の増大が始ま

っている。日本の大学も，多分1%3年， 1971年中教審

答申にその基礎を置く 1998年大学審答申が予想もしな

かったほどの，独立採算と市場原理を基とした自由競

争の荒波に採まれることになるかもしれない。その中

では何のためにその真理を追求するのか，どのように

雇い主=納税者に奉仕したかということが，今にも増

して問われるようになるのであろう。

最後になったが，不在中ご迷惑をかけた小泉助教授

に感謝して筆を置く 。

10血Wotkshopon Low-Energy Positron and Positronium Physics 

(poshitron WoIkshop 99) 

Date and Place: 

July 28・31，1999. KEK(High Energy Accelerator 

Research Organization)，Tsukuba 

An official satellite of XXI ICPEAC (July 21・27July， 

1999， Sendai). 

Purpose: 

Review of recent research on low-energy positron and 

positronium physics， highlighting interesting areas for 

future development. 

Topics: 

1. Recent research on atomic processes involving 

positrons and/or positronium. 2. Related topecs， e.g.com-

parison with scattering processes involving other particles 

such as electrons， muons and antiprotons. 3. Recent 

research with slow positron and positronium beams. 
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Publication: 

The Proceedings will be published from Elsevier 

Publications as a topical issue of Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research : Section B(NIM-B). 

Home Page: 

http://conference.kek.jp/positron99/ 

Workshop Co-chairmen: 

Toshio Hyodo (University ofTokyo) and Akira Yageshita 

(KEK) 

Correspondence: 

MS.Noriko Soeda (c/o Prof. A. Yagishita) 

Positron Workshop 99 

Institute of Materials Structure Science， KEK 

1-1 Oho， Tsukuba， Ibaraki， 305・0801，Japan

Tel: 81-298・64・1171ext. 3234 

Fax: 81-298-64-2801 

E-mail: pws99@post.kek.jp 
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.ニュース.
第41回放射線化学討論会報告

第1日目
第41回放射線化学討論会は10月5日-7日に神戸大

学発達科学部で開催された。第 1日は午後から口頭発

表16件であった。イオン照射による、希ガス・イオン

結晶・ポリマーの発光や反応のトラック効果など基礎

過程が議論された。理研木村らはアルミナとRbIの~

l∞psの発光を観測しその起源に自由励起子の関与した

コンプレタスを指摘した。阪大産研吉田らはポリスチ

レンエキシマーの寿命のLET効果を固相と液相で比較

した。 2番目のセッションでは，高分子の構造変化・

ゲル生成などがLET及び飛跡線量分布の関連で議論さ

れた。次に、放射光・電子線・低エネルギー粒子・ jet

expansiα1・法などを用いた、 NO+とプロピレンとの特異的

反応、 vdW固体からの二次イオン生成・アンモニアク

ラスターイオンの成長などが報告された。東工大亀田

らはVUV領域でエチレンの光電離量子効率の絶対測定

を行なっている。最後のセッションは再結合に関する

もので、速度定数のDebye式の値との比kfkoが電子易動

度との関係で理論と実験の両面から発表された。

イオン照射ではLETのみならず飛跡構造が重要にな

ってくる。低エネルギー側では、今回も触れられたよ

うに、阻止能への核との衝突の寄与が大きくなったり、

飛跡の芯と周辺部の区別が暖味になる。さらにエネル

ギー付与が大きくなると照射による温度の上昇も指摘

されている。また、静的な初期分布で良いのか，動的

な取扱が必要かも気になった。

発表は講演12分討論3分であった.口頭発表の件数

を絞っても、せめて 5分の討論時間が欲しい。理研丑

田らのコヒーレントフォノン分光など新しい技術の紹

介を含むものはもっと討論時間を取りたい。 lセッシ

ョンに lつをω分にするなど世話人の独断と偏見の裁

量を認めてはどうだろう。

ところで、 9月24日よりの大雨で高知市の東部が水没

し、2万3千戸の床上床下浸水の被害が出た。このと

き、神戸のボランティアがいち早く高知入りし、現地

の組織にノウハウを提供してくれたそうである。

(高知医大月出章)
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第2日目
第一セッションでは陽電子と高分子の相互作用メカ

ニズムについて報告があり、有機固体材料の微細構造

とその変化を追跡する手段として、非常に有効な方法

であると同時に放射線化学の一分野として定着しつつ

あるとの印象を受けた。

2日目は 3件の受賞講演と授賞式、および19件の一

般講演が行われた。この日の発表内容は非常に多岐に

わたり、使用する放射線の線種のみでなく基礎研究か

ら応用研究まで多様な研究発表となった。第2セッシ

ヨンは放射線化学反応のプロセス応用に注目した研究

報告がなされ、線源としてすべて電子線を利用した発

表となった。簡便な放射線利用システムの構築のしや

すさから、電子線は放射線応用のなかで重要な位置を

占めつつあると感じられる。続いて放射線化学会賞受

賞講演が広島大学の塩谷優氏により行われた。午前中

最後のセッションでは主として低温下の特異反応に関

する研究報告が並び、この分野で数十年来の課題とな

っているトンネル効果の寄与について多くの知見が披

露された。午後からは技術賞受賞講演が日本原子力研

究所・高崎研究所および日立電線の小島拓治氏らによ

りおこなわれた後、 ESRを主に解析手法として用いた

反応活性種の構造同定に関する講演や、高分子材料の

放射線架橋についての研究報告がなされた。日本原子

力研究所・高崎研究所の工藤久明氏による奨励賞受賞

講演に続いて、 2日目最後のセッションでは機械的特

性や超伝導性、誘電特性などの材料物性に主点をおき、

これの改質・評価に放射線を用いる趣旨の研究発表が

行われた。

この日の講演では海外の研究者の英語による講演が

目立ち、放射線化学討論会も国際化されてきたなあ

( ? )との印象を受けた。すべての受賞講演がこの日に

行われたこと、また 3日間の中で講演内容がもっとも

多岐にわたったこともあり、全分野を通じて講演内容

を理解するには、筆者は少し役不足であろうが、放射

線化学の広がりを感じさせる一日であった。

(大阪大学産業科学研究所関修平)
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第3日目
討論会も3日目に来ると久しぶりに参加した身は、

少々疲労気味になり、意識も醸膿としてきたところで

あった。つまり、とても立派な報告書が書けるほどは

集中できなかったのだが、とにかく手元に残った要旨

集をもとに、当日の記憶を振り返りたいと思う 。以下、

個人的な興味をヲ|いた点を報告させて頂きたい。

全体の印象として、用いられている線源の種類が実

に様々である事に驚いた。X

ンピ一ム、レ一ザ一、 SR光などで、 lつの研究で2種

以上の線源を、相互比較あるいは同時照射といった手

法で、巧みに使用されているのが眼をヲ|いた。

北大・植田、住吉らによる電子線パルス照射生成の

ラジカル種、短寿命錯体のレーザーフォトリシスによ

る光化学反応研究の報告がそれで、電子線・レーザー

の複合利用と考えられる。ポスターでも阪大産研・和

田らにより、同様な手法を用いた放射線生成ラジカル

の光異性化反応の解析が進められていた。今後、高い

エネルギー密度の放射線照射効果の研究やエネルギー

選択性を応用した新しい化学の研究への展開につなが

るものと感じた。

特別講演では京大・赤星先生から生命の起源・化学進

化に関する講演がなされた。地球上の生命の起源に宇

宙からの紫外線・放射線以外に地殻由来の放射線が大き

く影響している可能性があり、化学進化のためには、

総エネルギー量よりはエネルギー密度が重要になって

くる事の指摘に妙に納得してしまった。また生体系に

おけるホモカイラリティーに関しても触れられ、放射

線を中心とした物理・化学・生物の分野の相共通する

研究課題が示されたように思えた。

その後昼食までの問、ポスターセッションが続いたが

40件を超す数多くの発表にもかかわらず、どのポスタ

ーの前でも活発な議論が展開されていた。それだけ魅

力的なポスターが並んでいた証拠である。広い分野の

知識を 1度に吸収できる環境を見逃すわけには行かず、

私も十分に堪能させて頂いた。

早稲田大 ・鷲尾、阪大産研 ・水谷らによる新しいパル

スラジオリシス装置の提案と実証の報告では、従来の

電子加速器にレーザーを同期させたシステムが紹介さ

れ、新しい試みとして、 RF光電子銃や白色光発生の

利用が報告されていた。さらに、午後の口頭発表では

阪大産研 ・古j事らによる時間分解能 1・2ピコ秒という

パルスラジオリシス装置の報告があり、いよいよパル

スラジオリシスも時間分解能が限界まで来たのだな、

と思わせ今後のプレイク・スルーが期待される。また、
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東大・柴田らは微粒子という全く新しい加速ビームの

報告をし、新しい科学分野の開拓の兆しがあったよう

に思われるo

この討論会でもう lつ感じた点は、ポスターと口頭の

両発表をうまく組み合わせた発表技術が進んでいる事

であった。

LET効果・イオン照射の研究で東大・千歳らは、メ

チルピオローゲンを用いた水溶液の線量測定の問題を

ポスター、口頭発表を通じて取り上げていた。 LET効

果を求めるならば、照射量の評価に細心の注意を払わ

なければならない。が、一方ではイオン照射の特徴を

表すのに吸収線量という考えが本当に適しているのか

どうか、 1つの疑問として残る。少なくともイオン照

射下の過程を吟味せずに線量計で計ったものが線量だ、

などという考えがなくなっている事にほっとした。こ

の他、阪大産研・藤乗らの分離型ラジカルカチオン、

小林らのチトクロム系の電子伝達機構、東大・ Caiらの

炭酸水溶液の放射線分解の発表などがポスター・口頭

の両方を上手く利用して明快な発表が為されていた。

最後になるが、福井工大のマイクロ波空洞法を用い

た研究のポスター発表が目をヲ|いた、というよりは、

前回の討論会で嶋森先生が放射線照射の初期過程で重

要なイオン化・励起の分配率についての発表をされて

いて、その後の進展に興味深かった事がそうさせたの

かも知れない。残念ながらその関係の発表はなかった

が、電子付着・電子エネルギー損失についてのポスタ

ーでつい足が止まり、何処からか嶋森先生が現れてく

るような錯覚に一時陥ってしまった。

大雑把な討論会報告になってしまったが、久し振り

に討論会に参加した者とお許し頂きたい。今後は細か

な点について、さらに勉強させて頂きたいと思う次第

である。

(住友重機械工業(株) 青木康)

放射線化学
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第41回放射線化学討論会顛末記

えっ!まさか・・・? 1神戸大学で放射線化学討論

会の開催を」という発言がたしか96年の理事会でなさ

れたとき、頭の中が一瞬、真っ白になった。まるで

「阪神大震災第2弾Jのようなものだ。何しろ、神戸大

学から出ている理事は私ただひとり、しかも私の研究

室には助手もおらず、教授 1+大学院生4名+4年生

2名の、正真正銘たった 7名の「個人経営研究室」で

ある。う 一一ん、どうしよう?と迷う私を尻目に、議

論はどんどん進行し、 198年秋は神戸大学でjというこ

とになってしまった。今にして思えば、「神戸大学でや

れるか?Jという問いは「教授一人のグループで討論

会がやれるかどうか、(おそらくこの学会史上)初めて

の挑戦として実験してみてはどうか ?Jという問いで

あったのだ。

とにかく、第40回討論会の立役者、荒殿保幸先生

(原研東海)に電話をかけて何をしたらよいのかを尋ね

るところから始まった。ありがたいことに荒殿先生は

作業日程表や手紙、などをきちんとフロ ッピーディス

クに入れて送って下さった。このディスクを私は「荒

殿ディスク」と命名し、全面的にこれに頼って討論会

を準備することにした。荒殿先生にこの場を借りて改

めてお礼申し上げる次第である。「荒殿ディスク」は講

演時間の経過を知らせる「呼び鈴」とともに今は広島

大学にヲlき継がれ、塩谷優先生が第42回の準備の資料

としてご活用中である。

結局、第41回討論会は10月5ー7日の日程で行われ、

一般講演 (口頭発表)50件、 一般講演 (ポスター発表)

41件、特別講演1件、受賞講演3件の計95件の発表があ

り、参加登録者は142名で、概ね成功裏に終わった。以

下、第41回討論会を実施してみて気づいた点をいくつ

か箇条書きにして述べてみよう。今後の参考となれば

幸いである。

1.電子メイルの活用

教授ひとりのグループで150名規模の討論会を実施で

きた裏付けのひとつに、電子メイルの活用があった。

「荒殿ディスクJには電子メイルアドレスがある程度入

っていたので、学会誌62号の会員名簿にあるアドレス

を加えてエイリアスを作り、テストメイルを発信した。

届かなかったメイルは約制通あったものの150i亘程度が

健在であった。メイルがかなり活用できることが分か

ったので、 講演申し込みはメイルを主体に運用したが、

これは省力化という観点から偉大なパワーを発揮した。
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また、講演申し込みを促したり質問にお答えしたりす

るうえでも郵便より圧倒的に小回りがきくので、大い

に活用すべきである。このためには、要旨集や申し込

みに講演者の電子メイルアドレスを書いてもらうとよ

v)。

2.プログラム

プログラム編成で困っていたら、京大原子炉の長谷

博友先生が助っ人のお電話を下さ り、 荒井重義先生と

中川とでプログラムを編成できる手はずとなった。お

二人に深く感謝する次第である。なお、理事会で 「小

さなグループが討論会を実施するさい、プログラム委

員会を学会でつくって助けてはどうか」との討論をい

ただいた。実際に討論会を担当してみた結果からする

と、議論の場でも出されていたように、討論会を担当

する人 (今回は中川)が自分で、助っ人を頼むなどして

今回のようにやった方が趣旨一貫すると感じた。150人

程度の討論会なら、担当者が全面的に責任をもって仕

切った方がよいと思う。

3. アルバイト

今回のように、助手をもたない教授のグループとい

う小さな単位で討論会を実施するには大学院生のアル

ノてイトが欠かせな¥，)。今回は電子メイルの整理、案内

の発送、 要旨集の印刷原稿作成など討論会の前の作業

に6名の院生に約l∞時間の作業を、討論会当日には計

10名に約1∞時間の作業を依頼したので、ひとつの目安

として2∞時間程度のアルバイトが必要と言えよう 。

4.科学技術振興事業団による講演要旨集のデータベ

ース化

要旨集をデータベース化する活動の一貫として、標

記の事業団が所定のフォーマットで情報提供を呼びか

けている。求めている情報は要旨集の目次に相当する

ものである。一件につき4∞円程度の電子媒体化料金が

支払われるので、本会でも、討論会運用の収入の途と

して位置づけていくべきである。

最後に、多くの会員の皆様に支えられて第41回放射

線化学討論会を無事やり終えることができました。改

めてお礼申し上げます。手伝ってくれた院生諸君にも

感謝します。第42回討論会の成功を祈って、顛末記終

了とさせていただきます。

(神戸大学中川和道)
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1998年度放射線化学若手の会夏の学校報告

1978年から毎年行われてきた放射線化学若手の会夏

の学校は今回で20周年となります。例年約30名の参加

者を得て開催されている夏の学校ですが、毎度常連の

研究室からの参加に固定化されてしまい、最近は少し

刺激が薄くなってきている様に思っていました。そこ

で、大学、研究所、民間企業に出来る限り多くの案内

を発送し、新たな参加層を開拓しようと考えました。

案内にはE-mailも積極的に活用し、その甲斐あって参加

者50名という規模で、活気ある会を開くことが出来ま

した。

今年の夏の学校は、 1998年8月28日から30日にかけて、

兵庫県龍野市で行われました。講師は住友電工の早味

宏さん、原研S丹羽g-8の横谷明徳さんにお願いし、 2

つの講演とS軒ing・8の見学、参加者による研究室紹介

とポスター発表、レクリェーションが主な内容です。

1日目は午後にSPring-8を見学の後、マイクロパス

と自家用車で移動、約3時間にわたって参加者による

研究室紹介を行いました。参加13研究室の代表が施設、

設備の紹介やメンバーの紹介、研究テーマの概略につ

いて発表しました。

2日目の午前は早味さんに 「電子線照射の工業利用

の現状」についてご講演戴きました。耐熱架橋電線へ

の放射線照射の適用についてと、鉛や塩素等、環境へ

の悪影響を及ぼす可能性のある物質を使わない材料の

開発等について、大変興味深いお話を開くことが出来

ました。ポスタ ー発表は午前と午後に 1時間ずつの 2

セッションに分けて行いました。学会発表等とは違っ

て (どんなしょうもない質問でもO.K.) という雰囲気

ポスターセッション (2日目)
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があり、至る所で活発な論議が交わされました。学生

にとってはこういう場が今後の発表の良い練習の場に

もなっていくのではないでしょうか。ポスター発表は

昨年度の早大漬研が始めた試みですが、「発表者が他の

発表を聞く時聞が取れない」ことへの配慮から、予稿

冊子を事前に準備すると共に12件ずつの 2セッション

に分けましたが、それでも時間が短くて興味があるの

に聞きに行けない発表があった等の声が参加者からア

ンケートには多く、今後更にポスター発表に時間的に

重点、を置く必要があると感じました。又、当初の予定

には入っていませんでいたが、田川先生が若手の声を

聞きにお忙しい中を来て下さり、若手として放射線化

学会に望むことや今後の若手の会のあるべき姿につい

て論議する機会を持ちました。

レクリェーションでは研究室対抗ミニサッカ一大会

を行いました。かなりハードなレクリ ェーションとな

り、残念ながら 1名の負傷者を出してしまいましたが、

大事には至りませんでした。優勝は北大・神大混成チ

ームでした。その夜の懇談会では、田川先生を交えて

の話の続きとして若手の会の将来について等意見交換

しました。

最終日は横谷さんに 「軟X線を用いた生物分光研究」

についてのご講演戴きました。初日SPring-8の見学で

実際の実験ステーションの説明を受けていたこともあ

って、異分野の人にも理解し易くなった様に思います。

講演後の質疑では、参加者からかなり多くの質問が出、

皆の興味の深さが窺えました。

1999年度の幹事は東工大旗野研が引き受けて下さ る

阜昧宏氏講演 (2日目)

放射線化学
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ことになりました。次回も更に発展させ、素晴らしい

実りある若手の会になることを願っております。今回

は参加者数は例年よりも大幅に増えましたが、今後は

民間企業等で活躍する若手研究者の方々にも参加して

戴きたいと願っています。その為には、民間の方が参

加して頂きやすい様に会の名称、を変更することも含め

て考えて行かなくてはならないと思います。又、若手

の会のホームページについても今後どの様に充実させ

ていくか、検討が必要です。

最後になりま したが、お忙しい中快く講演を引き受

けて下さった早味さん、横谷さん、若手の声を開きに

来て下さり、ミニサッカーでも大活躍して戴いた田川

先生に心から御礼申し上げます。又、ご支援下さった

日本放射線化学会に感謝致します。今年の運営は、神

大発達科学部中川研と阪大原子力工山本研、阪大産研

放射線実験所が共同で担当しました。幹事として頑張

って くれた学生諸氏に感謝いたします。

(阪大院・原子力工泉佳伸)

熱心に講演を聞きいる参加者 (3日目)

横谷明徳氏講演 (3日目)

参加者集合写真(愚終日)

第21回原子衝突物理学国際会議のお知5せ

第21回原子衝突物理学国際会議が原子衝突研究協会、

日本物理学会、日本化学会の主催で本年(1999年)7 

月21日 (水)から 7月27日 (火)まで仙台市仙台国際

センターで開催されます。ただし、 21日は、登録のみ

です。1979年に第11回会議が京都で開催されましたの

で20年ぶりの日本における開催となります。ちなみに

本会議は、 2年ごとに開催されます。名称、に物理と言

う言葉がありますが、その扱う範囲は化学そのもので

す。すなわち、電子、光子、原子、分子、イオン、ク

ラスター、表面、エキゾチック粒子などの問の相互作

用を研究の対象としています。したがってここで言う

第 67 号 (1999)

“原子衝突"とは化学で言う“反応"に他な りません。

反応のエネルギー領域は、 meVからGeVまでにわたり、

現実の世界で起こっているあらゆる反応を研究の対象

としている分野です。つまり、実は放射線化学と非常

に深い関係があるのです。例えば、電子衝突は原子衝

突物理学における重要な分野ですが、これが放射線化

学の初期過程において大きな役割を果していることは、

ご存知の通りです。もう 一つ例をあげてみましょう 。

それは、超励起状態とし寸概念ですが、これは、放射

線化学で生まれた概念ですが、今や原子衝突物理学の

分野でも広く使われるまでになっています。これら両
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分野の揺鑑期は重なっているのですが、その当時はむ

しろこれらは不可分の関係にあったのではないでしょ

うか。このあたりの事情は、本誌40号記念特集“放射

線化学を築いた人たち" (1985年)において井口道生先

生が書かれたR.L. Platzmanの記事からもうかがえま

す。実は、彼が超励起状態という概念の生みの親なの

です。また、原子衝突は、放射光の利用に関してもず

いぶん前から関わりを持っていますし、宇宙空間で起

きる反応という観点で、宇宙科学との交流も以前より

活発です。最近では、プラズマを媒介として半導体プ

ロセスや核融合の分野との交流も増えてきました。ち

なみに本会会長の旗野嘉彦先生は、第21回会議の議長

の一人です。このように本国際会議は、放射線化学分

野との接点が非常に多い会議と思われますので、ご興

味のおありの方は、私までご連絡いただければ今後ア

ナウンスメント等をお送りいたします。

〒152・8551東京都目黒区大岡山2・12・1

東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻

河内宣之

TEL: ffi-5734-2611 

FAJ<:03-5734-2655 

E-mail: nkouchi@chem.titech.ac.jp 

なお詳しくは本国際会議のホームページ

http://www.chem.titech.ac伊<{icpeac/もご覧ください。

(東京工業大学大学院理工学研究矧ヒ学専攻河内宣之)

国際シンポジウム

2 1世紀ヘ向けたビーム・放輔蘇l朗の新展開

開催趣旨

本シンポジウムは、来るべき 21世紀の科学技術の

中でキーテクノロジーとなると考えられる、放射線の

高度利用を推進することをテーマとすることを考えて

います。

ビーム・放射線の利用技術は、極めて広範にわたっ

ており、日進月歩で急速に進展している分野です。特

に現在、医療、工業製品や生活用品の生産や環境保全

への適用が着実に進んでいます。しかも放射線応用の

技術はさらに広い分野へ適用ができると考えられます。

たとえば新材料の開発、省エネルギープロセス、極短

時間現象、ナノ構造制御及び計測等の広い分野で画期

的な成果を挙げることができると期待されています。

しかしながら、このような分野における技術の画期的

な進展を目指すには、基礎基盤技術の研究を着実に積

み重ねることが重要です。中でも放射線反応の基礎的

な研究を一段と加速する必要があると考えられます。

本シンポジウムでは、関連研究の第一人者、特に学際

領域の研究者、さらに新進気鋭の若手研究者に呼びか

け、研究開発の現状について把握し、将来展望につい

て議論を深める場を提供することを考えています。
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なお、本シンポジウムは、田畑先生が主催されまし

た、 1982年の rFastProcesses in Radiation Chemistry J、

1988年のrF:制 ExcitationProcessesJ 1989年のrSymposium

on the Radiation Chemistry of PolymersJの流れを汲むもの

で、今回も田畑先生の発案でシンポジウムを企画した

ものです。また本シンポジウム開催に必要な資金の一

部も田畑基金とでも申し上げるべきものから拠出いた

だくことに合意いただいており、世界の放射線利用の

益々の推進にかける田畑先生の強い意気込みが、本シ

ンポジウム開催の原動力となっています。さらに早稲

田大学・理工学総合研究センターの放射線科学部門が

これに共鳴し、成果の一層の充実を目指して本シンポ

ジウムを主催団体として開催することといたしました。

なお本シンポジウムは次のような日程で開催すること

を計画しています。

期間:平成12年3月 13 日(月 )~3月 17 日(金)

場所:早稲田大学国際会議場

主催:早稲田大学・理工学総合研究センター

共催:日本放射線化学会(予定)

放 射 線 化 学
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Intemational Symposium 

On 

Prospects for Application of Radiation towards the 21st Century 

Waseda University， Tokyo， Japan 

13-17 March， 2000 

First Announcement 

The Intemational Symposium on Prospect for Application of 

Radiation towar也 出e21 st Century will be held at Waseda 

University during M舵 h13-17，2αX>.百1esym似)Si凶nwぉ pro-

卯 舘dand will be organized by Professor Tabata like伊-evious

symposia; Fぉt町民essesin Radiation Chemis町I(1983)， Fast 

Excitation Processes (1988)， and Radiation Chemistry of 

Polymers (1989).百leSymposium will be devo低dωdiscussion

on the high quality beams including ultra-short pulses， exotic 

beams， ion beams etc.，出町r叫i甜∞ chernistry，material scien∞， 

and radi組∞processingfor fu加redevelopment 

hヰゎse

百le陀centrapid development of high q凶 litybeam PI吋 uction

Slにhas very stable sub-pic由民ondelectron pulse， intense戸)Sitron

beam， and X -rays is opening new白eldsof radiation陀お泊'Chas 

well as new frontiers of science and engineering. At the 

Symposium the latest develc籾 1entar叫山町却plic泊on的 I叫ia・

~ ti叩児期chwillbe抑制.

Venue 

百lesym戸siumwill be held at Intemational Cαuerence Center， 

Waseda University， Center for Scholarly Information， Nishi-

Wぉeda1-20-14， Shin戸ku-ku，Tokyo. 

Scien組員cProgIョm

百leS戸nposiumis intendedωdiscuss the most 1玖潟ntresults on 

出efoUowing tc司pics.

1. R，悶ntadvances in beam scien印刷engiIleering

2. Positron ar叫m附 1beam伊吋ぽ6∞，and their application in 

physicsar叫chemis町

3. Elementary戸田e蹴 sin radi組∞physicsand chernistry 

4.1，∞民抑制i油 ∞凶ysiαandchemi泊y
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5. Radi却onchernis町Iof biological and polymeric sy取 ms

6.Appliω泊∞forradiation Pf(Xヨessing加 denvironmental 

pro肱 む叩

7.仁川1ers

Con回bu低調:iPa戸rs

η1e symposium w出consistof invi凶 p陀sen凶∞s，o凶 p陀senta・

6αlS and pos包rp陀sen凶 ∞s.百1epa戸rsare ex戸支低dωbepub-

lishl:対inthe sp:ョcialissue of Radiatiα1 Physics and Chernis町.

Sぽ ialProgIョm

All participants and aαompany persons are invited白岡 市ci開館

m舵 foUowing蹴 i必events.官1eget-ωgether仰rty( MaI'Ch 13 

evening) will be held at the Okuma伊rdenhouse which is 1ぽ a凶

near出eNishi・WasedaCampus of Wa田daUniversity. In the 

evening of March 15 (Wednesday) a banquet will be held at 

Rhega Royal Hotel. 

Registration 

百leregis岡町1fee of30，'αX>Yen incl凶esa∞py of the p蹴 :eed-

ings，出eg俳句gether伊均九世紀banqueton the MaI'Ch 15， and∞f-

f田 b陀ak.sthroughout the s戸n卯 sium.百lecharge for acc佃 1pany

戸rsonsis 10，αX>Yen， which covers the same items郡山oseco任

回以I旬，rsex'白 ptfor a copy of the PI羽田dings.百1e陀gistrationfee 

forstl此 ntsis10，αX>Yen， which does not include出ebanquet1i民.

Tentative Tirnetable 

IstAnnαmcement : February 26， 1 ~月

Preliminary Regis回泊∞ Mar寸131，1明ゆ

2nd Announcement:凶le15， 1~月

民組泊施forAt閣制 November30， 1明月

民組出eforRegis岡 山n:民 間mber22， 19';ゅ

Fmal Annotmcement: J加凶ry16，2α泊

Chairm加

YαlehoTABATA * 問。fessorE'meritus， Univ. Tokyo) 
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Organizing Committ民

Seuch TAGA WA 

Y偶himasaHAMA

YωukeKATSU恥1URA

(円。fessor，0泊kaUniv.) 

( Prof図的r，W;錨edaUniv.)

( Profesωr， Univ. T，改yo)

M部法azuW ASI-110 ( Profi白田r，W笛edaUniv.) 

M笛組kiOOASA W ARA (Profi自由r，H味kaidoUniv.) 

Hito由iKOBAYASI召(目。fessor，KEK) 

Mi排水iHAGIW ARA ( D町 ωrof JAERl Tak部紘i)

Ma姐noriTACI-llYA (Dupty DirecωrofN酌1C，AIST，t¥柾口)

Yαオ世ukoHATANO (除却ofFac.Scie配 e，

目。fessor，Tokyo Inst T，帥.)

Kenkichi ISI-llGURE (円。化問r，Univ. T，位yo)

Tetsuo MIY AZAKI (Profc目 sor，Nagoya Univ.) 

Hi旬shiYMも久OKA (円。fessor，Kyoto Univ.) 

Hid∞OONO (Direcωif of JAERl Kansai) 

Ma組ruSI-llOfANI (目。fe鈴or，Hiroshima Univ.) 

SuωMACI-ll のL駒 IDirec白ifGeneralof 

以EA)

MitioINOKun (A培αmeN泊∞alLab.) 

Scientific Commi依光

Mぉ紘azuWAS四O (Waseda Univ.) 

YcおukeKATSU恥1URA ( Univ.1i改yo)

YぉuoITO ( Univ. Tokyo) 

Youichi YOSHIDA (0泊kaUniv.) 
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Y部山町MIYAKE 

Noriyt水iKOUCHI

T鉱加SEGUCI召

HiωshiKOIZUMI 

Toshiyuki AZUMA 

Ryt回 KATOH

Syunichi KA W ANISHl 

(KEK) 

( Tokyo Inst Tech.) 

(Jaeri Takぉ紘j)

( Hokkaido Univ.) 

( Tsuk.u凶 Univ.)

(NTh但C，AIST， MITl ) 

(JAE則 K釦泊i)

*: Commissioner of J叩佃 AωmicFnergyωmmissi州 1991-

1997)， 

: President of RadTech Asia 

Ad侃 ssofCorre駒 ndence

Profi白田rM結成azuWashio 

AdvancedRe鉛泊'ChIn拍卸teforScien偲 andFngin白 ring

Wa民daUniversity 

A制児ss:3-4-1αωbo， Shinjuk.u-ku， T，味yo169・8555，Jap卸

TEL: +81-3-5沼6-3893，FAX:+81-3-3205-0723 

E-mail: w部hiom@rnn.w飾 品ac.jp

******本***************本************
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.ニュース.
田畑米穂先生叙勲

平成 10年度秋の叙勲が発表され、日本放射線化学会の

関係者として、田畑米穂氏が叙せられた。

勲二等瑞宝章田畑米穂(東京大学名誉教授70歳)

昭和 3年生まれ、 27年東京大学工学部卒業。31年同

学部講師(応用化学科)、 36年助教授(原子力工学科応用

放射線化学講座)、 47・平成元年教授。

この間、フランス原子力研究所、アメリカ メリー

ランド大学、西ドイツハーンマイトナー研究所の客員

教授。平成元年東海大学教授、 4・9年原子力委員。現

在、 (財)電力中央研究所技術顧問、日本原子力研究所

技術相談役。

高分子化学、放射線化学、原子炉化学、ポジトロン

化学および中間子科学などの広範な分野で独創的な研

究を進めた。国際原子力機関の活動、日本とブラジル、

メキシコとの科学技術交流にも尽力。

昭和 37年日本化学会進歩賞、 43年高分子学会賞、 53

年原子力学会賞などを受賞。多数の論文、著書のうち、

CRCP陀ssの"PulseRadiolysis"、"Handbookof Radiation 

Chemis町"が国際的にも有名。

放射線化学分野での活動では、放射線化学禦明期よ

り活躍され、日米放射線化学セミナ一、日中放射線

化学シンポジウムの開催に尽力された。国際シンポジ

ウム開催も積極的に企画され、通称 「田畑シンポジウ

ムJを 1983(東海)， 1988 (東京)， 1989 (東京)年に主催され

た。放射線の産業応用にも力を入れられ、昭和60年よ

り平成 10年まで、ラドテ ック研究会(元紫外線・電子

線表面加工研究会)会長。平成元年と二年に日本放射線

化学会の会長を務め、現在、顧問。

(東大大学院工学系勝村庸介)

編集委員会からのお知らせ

第 67 号(1999)

放射線化学誌次号68号への記事掲載に関するお問い合わせは

〒305・8565

茨城県つくば市東 1-1 

物質工学工業櫛f研究所

編集委員会主任 ・加藤隆二

低l但98-54-4518

f出但98-54-4487

e-mail rkatoh@home.nimc.go.jp 

までお願いします。
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本会記事

日本放射線化学会第69回理事会議事録

日本放射線化学会第69回理事会は、平成10年10月5日 された。

(月)18:30から神戸大学発達科学部・大会議室において

開催された。出席者は次のとおりであった。 2.経過報告

2 -1学会活動の活性化および点検評価について

会長

副会長

常任理事

理事

旗野嘉彦

田川精一、宮崎哲郎、萩原幸

山岡仁史

市川恒樹、竹中康之、柴田裕実、河内宣之、

浜義昌、平岡賢三、小林慶規、永石隆二、

木村一字、下川利成、新坂恭士、鳥山和美、

百瀬孝昌、長谷博友、吉田陽一、中川和道、

森利明、塩谷優、上野桂二、青木康

水津健一

以上26名

配布資料

1 )第ω回理事会資料 (事務局)

2)第68回理事会参考資料 (事務局)

3)複写権等の委託契約締結についてのお願い (学協

会著作権協議会)

4)平成10年度第l回企画委員会開催記録 (企画委員会)

5) 第8回日中放射線化学シンポジウム資料 (山岡常任

理事)

6)放射線化学若手の会'98夏の学校の報告 (若手の会)

以上 5部

主な議事内容は次のとおりである。

1.第68回理事会議事録の承認

1)平成ω年度放射線化学会技術賞の受賞対象者で

ある春山・橘両氏の放射線化学会への入会確認が、

鏡野会長より事務局へ行われ、すでに入会済みで

あることが報告された。

2)放射線化学会誌第65号の出版が、大幅に送れた

ことについて議論され、宮崎編集委員長から、今

後の改善と次号 (66号)の予定どおりの出版が

報告された。

3)会員名簿の更新を早急に行うべきであるとの提案

が、旗野会長より事務局になされた。

以上の事項の確認をもって第68回理事会議事録が承認
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表記の件について旗野会長より報告がなされた。内

容は以下のとおり。

1 )関西地区における会長経験者との懇談会 (棲井洗

氏、旗野会長、田川副会長)において、今後積極

的に放射線化学会においても、産学の連携を進め

るべきであるとの提案が出された。

2)関東地区における会長経験者との懇談会 (笛木顧

問・佐藤顧問・鏡野会長・田川副会長)において、

上記の見解とともに、放射線化学会に従来無視さ

れがちなサブタイトル(例えばイオン・ラジカ

ル・電子、及びその生成と反応等)を付けてはど

うかという意見があった。

以上、本学会08の意見と若手会員の意見も聞きつつ、

引き続いて各委員会での活動を中心として学会活動改

革の具体案作りを焼野会長任期中に進めていきたいと

の報告がなされた。

2-2役員の選出過程について

今までの数年間にわたる将来構想委員会での審議に

基いて、 9月8日の正 ・副会長会議で、今後の役員の選

出方法について議論がなされた結果、

1 )理事及び理事会の性格付け(現在は連絡会)

2) 理事会での自由討論による選出

3) 選挙方式導入の可能性

以上3点を今後の課題とし、将来構想委員会にて検討

したいとの報告が旗野会長よりなされた。尚、会長・

副会長選出における具体的な諸条件と共に、今後の役

員選出において公表・透明性を増すことができればと

の要望が旗野会長より出された。

2-3会費について

平岡理事より、近年の諸学会を鑑みると、現状で本

学会は会員数・会費ともに中途半端状況にあり、今後

会員数の維持・増加と同時に会費の値上げを行い、平

行して出版業務の活性化が必要不可欠であるとの意見

が出された。具体的には

1 )過渡的に会費の値上げを行う

2) 原著論文を含む会誌の発行を、理想的には隔月刊

程度で行うとの提案がなされた。

放射線化学



2-4平成l伴度放射線化学会夏の学校について

本年度の夏の学校は、大阪大学原子力工学科・神戸

大学発達科学部の両グループを中心として行われ、総

参加者50名を数える盛会であったことが鏡野会長およ

び田川副会長より報告された。

3.事務報告事項

3 -1平成ω年度事業中間報告

平成10年度事業中間報告が、事務局資梢9理之に基づ

き行われた。

3 -2平成10年度会計中間報告

平成10年度会計中間報告が、事務局資料69理・3に基

づき行われた。昨年度賛助会費納入の遅れが浜理事よ

り指摘され、これは賛助会費請求時期と企業決算期の

関係によるもので、最終的にはほぼ予定通りとなるこ

とが事務局より報告された。なお、昨年度より賛助会

員の退会が見られるが、現在までに大幅な収入源とな

る賛助会員の退会傾向は一段落していることが旗野会

長より報告された。

4.審議事項

4・1平成9年度会計報告

事務局より平成9年度会計報告が行われ、審議の結果、

資料f:f)理4のとおり承認された。

4-2平成11年度事業計画

事務局より資手469理-5について説明が行われ、

1) 8月 第4回低温化学セミナーの項の削除

2) 7月 第3回低温化学国際会議について、日程を7月

26 日 ~30日と加筆訂正

以上2件の修正とともに承認された0

4-3平成11年度予算案について

事務局から資料69理・6に基づき説明があり、国際交

流、企画両委員会費の正誤修正(両者とも(正)5万円

(誤)10万円)の上、承認された。

従来との主要な変更点は

1 ) 日中放射線化学シンポジウム援助費の15万円から

30万円への増額

2)事務費の10万円増額

3) 予備費の10万円増額

以上3点である。

なお、市川理事より繰越金の激減が指摘され、現状

では平成12年度以降赤字となる見通しであること、な

らびに来年度以降会費増額の必要があることが確認さ

れた。またこの件について将来構想委員会で検討の上、

来年3月の理事会で審議する事となった。萩原副会長か

ら総会において上記の見通しを会員に衆知すべきとの

指摘があり、翌日の総会にて説明が行われることとな

第 67 号(1999)

った。

放射線化学討論会費の取り扱いについて、長谷 .?兵

両理事より別会計にすべきであるとの意見が出された

が、近々に支出予定があることなどの事情を鑑み、本

学会会計中に組み入れ、繰越金処理をする事となった。

平岡理事より会誌発行費の内訳について質問があり、

事務局から非会員の寄稿に対する謝礼であるとの回答

があった。

4-4日本放射線化学会賞受賞規定の改正について

事務局から資料-69理-8に基づき日本放射線化学会賞受

賞規定の改正案が提出され、理事会承認の上、総会に

諮られる事となった。主な改正点は以下の通り

1 ) 日本放射線化学会賞受賞規定の内、日本放射線化

学会賞と同奨励賞の 「選考委員会j規定について改正

した。

2) 日本放射線化学会奨励賞の受賞規定において、受

賞人数を1名から2名へ改めた。

選考委員長については、会長がこれを兼務するのは

好ましくないとの意見が旗野会長、萩原副会長、及び

平岡理事より出され、同様の意見が将来構想委員会で

も多く出されたとの報告があった。以上の意見を鑑み、

選考委員長は選考委員内での互選にするとの案を将来

構想委員会にて検討する事となった。

4-5入退会の承認について

事務局から資キ469理-9に基づき報告があり、承認され

た。

4-6学会ホームページについて

事務局から資料-69理 -10に基づき、学会ホームページ

が現在暫定運用中であることが報告された。鏡野会長

より全理事に対して、次回理事会までにこれを閲覧し、

内容について検討するよう依頼があった。また次回理

事会で議論の上、正式運用に移行することが確認され

た。

4-7会議共催について

事務局から来年度の「理工学における同位元素研究

発表会jの共催が提案され、例年通り承認された。学

会選出の運営委員として下川理事が選出された。

4 -8その他

4-8・1第41回放射線化学討論会補助金増額について

中川理事より、本年度放射線化学討論会が約 10万

円程度赤字となる見通しであることが報告され、放射

線化学討論会費からの支出について要望が出された。

審議の結果、同費中からの支出が承認された。

4-8・2放射線化学討論会支援体制について

旗野会長より放射線化学討論会開催について、従来

の世話役の他に、これを中心とした実行委員会の設立

の可否に関して検討依頼があり、
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1 )広告等の依頼業務が煩雑であり、複数人の協力が

必要(中川理事)

2)現在の規模では複数人による開催より、単独開催

の方が機動性に富む (将来計画委員会)

3)多人数による開催では意見調整が困難(萩原副会

長・市川理事)

4)実行委員会設立は開催者の判断に任せ、理事会は

追認方式をとるべき (新坂理事)

以上のような意見が出され、次回理事会までに将来構

想委員会にて検討する事となった。

4 -8-3若手の会補助増額について

本年度の若手の会夏の学校が43，299円の赤字見通しと

なることが事務局より報告され、予備費からの支出が

承認された。

尚、今後の若手以外の参加振興のため、名称、を 「夏

の学校Jから「サマーセミナー」等に変更した方が良

いとの意見が出されたが、若手の会が独立組織である

ことを鑑み、提言にとどめる事となった。

4-9 来年度役員について

鎌野会長より、上記報告事項2・2r役員の選出過程」

についてその概要の説明が再度行われ、資料ゆ理・7に基

づき、来年度役員の提案が行われ、承認された。

尚、焼野会長の来年度以降顧問への就任が、浜次期会

長候補より提案され、理事会承認の上、総会へ諮られ

る事となった。また、山岡常任理事から常任理事の任

期を、日中放射線化学シンポジウム終了時までとして

ほしいとの要望があり、平成11年度限りであることが

確認された。

5.その他

宮崎編集委員長より、放射線化学会誌に関して若手

の積極的な寄稿をとの要望があり、これに対し、

1 )専門的な内容に偏重する傾向が見られ、会誌が難

解になりすぎているとの指摘が将来構想委員会等

の意見として提出された。

2)若手のみならず、シニアの総説的な記事の混合に

より、バランスのとれた会誌にすべきではない

か?簾野会長)

といった意見が出された。

6.報告事項

6・l各委員会活動報告

1)将来構想委員会

放射線化学討論会の開催内容について、現状では応用

研究を志向する企業などからの研究者の活動の機会が

非常に少なく、今後企業などからの会員が本学会で活

動する場を増やしていくために、以下のような改革案

64 

が提案された

(1)企業からの研究発表への質疑応答が、基礎的な質

疑応答に集中する傾向が強く、発表の主目的に合致し

た質疑が少ないため、次回以降の参加意欲を失わせて

いる。質疑応答が噛み合うようにするために、企業か

らの発表を時間的に集中させ、会場での企業からの積

極的な参加を求める。可能であれば、 2会場制にするこ

とも視野に入れる。

(2 ) 企業による応用研究を志向した特定テーマのシン

ポジウムなどを企画する。

(3 ) 企業の人たちの情報交換、討論会での特定テーマ

の企画、講習会等を行う企業の人たちが活躍する場と

なる部会などの設立のための準備作業を行う 。旅費は

手弁当としても、事務連絡経費程度は学会予備費も し

くは事務費より支出する。

以上の件をまとめて次回理事会に諮るこ ととなった。

また、旗野会長より、会長 ・副会長会議で出た意見

として、企業からの理事数を若干名増やしてはどうか

との提案がなされ、この件も同様に次回理事会までに

検討することとなった。

2)企画委員会

(1) 応用放射線化学シンポジウム (東京・原研本部)

(2 )放射線化学セミナー (東京・原研本部)

以上2件の講演会について開催予定であることが報告さ

れた。

3)国際交流委員会

本理事会終了直後に、本学会及び放射線化学分野の

国際化について意見交換を行う予定であることの紹介

カfあった。

4)編集委員会

10月7日開催予定であることの報告があった。

6-2日中放射線化学シンポジウムの準備状況

第8回日中放射線化学シンポジウムのスケジュール資

料の配布が山岡実行委員長より行われ、すでに中国側

にも配布済みであることが報告された。中国の組織委

員会 (13名)及び若手研究者 (約5名)の滞在費を日本

側が負担し、登録費は、日本人は25，α旧円 (パンケット

10，∞o円は別)、中国人は、 25，0∞円 (パンケットは招

待)と決定した。

日本側の発表は基礎研究が多いが、中国側は応用指

向が強く、応用研究者の参加を重ねて求めていく旨、

確認された。

6-3学会著作権協議会への参加について

配布資料の通り、学会著作権協議会への登録につい

て、事務局から参加したいとの要望があり、了承され

fこ。
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中川理事より、今回の放射線化学討論会について、

総参加者数 90名 (10月5日時点)

総発表件数 95件

となったことの報告がなされた。

また、今回の討論会開催について、事務上の都合か

ら電子メールの積極的な利用を行ったこと、それに伴

う不手際の発生について報告があったが、概ね今回の

方式が今後の討論会運営に問題のないことが確認され

た。

尚、予算超過の事態を鑑み、第41回放射線化学討論

会の講演のアブストラクトをデータベース登録するこ

とにより、討論会収支に繰り入れることが中川理事よ

り提案され、了承された。

6・5第42回放射線化学討論会について

次回の放射線化学討論会は広島 (開催責任者 :塩谷

理事)にて行うことが決定された。

追記:

放射線化学会賞受賞規定について

奨励賞の受賞規定中にある受賞時年齢制限について、

13月31日付けで37歳」を 14月1日付けで37歳」に変更し

たほうが良いとの意見が、小泉均氏より総会において

出され、次回理事会・総会までに検討する事となった。

日本放射線化学会第34回総会

日本放射線化学会第34回総会が、平成10年10月6日に

神戸大学発達科学部にて開催された。平成9年度事業・

会計報告、平成10年度事業・会計中間報告、入退会者

について旗野会長より報告がなされ、承認された。ま

た、平成11年度事業計画・収支予算案、平成11年度役

員の選出、、日本放射線化学会賞受賞規定等の改正につ

いて、同じく会長より、説明がなされ、承認された。

平成9年度事業報告

平成9年 5月 編集委員会 (持ち回り )

6月 NEWS LETTER No.訴発行

第34回理工学における同位元素研究

発表会共催(30日 ~7月 2日東京)

7月 企画委員会 (1日東京)

8月 若手の会夏の学校 (28~30日八王子)

9月会誌No. 64発行

10月 第 3 回低温化学セミナー (13~14日東海)

第40回放射線化学討論会 (14~16日東海)

第67回理事会 (14日東海)

企画委員会 (14日東海)

編集委員会(15日東海)

第33回総会 (16日東海)

10月 応用放射線化学シンポジウム

(17 日京大原子炉、 18~19日阪大産研)

12月 第7回放射線プロセスシンポジウム共催

(2~3 日東京)

平成10年 1月 第7回放射線利用総合シンポジウム協賛

3月 NEWS LETTER No.25発行

第 67 号 (1999)悶

放射線化学セミナー (13日東京)

第68回理事会 (27日京都)

編集委員会 (27日京都)

企画委員会

平成 9年度会計報告

(平成10年3月31日現在)

収入の部 (単位:円)

項 目 予算 * 決算 備 考

賛助会費 2，000，000円 1，680，000円

個人会費 1，0∞，0∞ 1，047，500 

日本学術協力開補助 150，0∞ 162，500 

雑収入 400，0∞ 197，289 

銀行利息 1，000 2，897 

前年度繰越金 3，320，808 3，320，808 

必ロ』 計 6，871，808円 6，410，994円
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支出の部

項目

事務費

通信連絡費

印刷費

(単位:円)

予算* I 決算|備考

300，目的円 119，282円

300，∞o I 261，362 

2，∞0，∞o I 1，637，500 

会議費 I 2∞，∞o 
会誌発行費 I 1∞，∞o 
放射線化学討論会援助 150，∞o
応用シンポジウム援助I 300，∞o 
放射線化学セミナー援助 150，∞o
若手・夏の学校援助I 200，∞o 

81，900 

42，∞0 

150，∞0 

3∞，0∞ 

150，000 

2∞，αm 
学会賞 35，∞o I 60，∞o 
同位元素発表会分担金 9，∞oI 9，∞o 
企画委員会経費 50，∞oI 50，α)() 
将来構想委員会経費

編集委員会経費

国際交流委員会経費

予備費

放射謀化学討論会費

放射韓化学討論会最越金

次年度繰越金

合計

50，∞o I 50，α)() 
100，000 I ∞，0∞ 

50，∞o I 50，αm 
200，∞010  

774，438 I 0 

o I 774，438 

1，903，370 I 2，375，512 

6，871，808円I6，410，994円

*第66回理事会承認

現預金残高 3，149，950円

(現金44，791円郵便貯金2，626，574円 銀行 預金478，585

円)

学会基金積立総額 4，222，662円

平成 10年度事業中間報告

平成10年 5月 会誌No. 65発行

平成叩年6月 第35回理工学における同位元素研究発
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表会共催 (29日-7月1日東京)

7月 企画委員会 (2日東京)

8月若手の会夏の学校

第4回低温化学セミナ-

9月会誌No. 66発行

1 0月 将来構想委員会 (4日大阪)

第41回放射線化学討論会 (5-7日神戸)

第(J)回理事会 (5日神戸)

国際交流委員会 (5日神戸)

第34回総会 (6日神戸)

編集委員会 (7日神戸)

1 1月 応用放射線シンポジウム (20日東京)

1 2月 NEWS LETTER No. 26発行

放射線教育に関する国際シンポジウム

共催 (11-14日神奈川)

放射線化学セミナー (14日東京)

平成11年3月 第 70回理事会

会誌No. 6 7発行

平成 10年度会計中間報告

(平成1伴 9月18日現在)

収入の部

項 目 予算*

賛助会費 2，∞0，∞o円
個人会費 1，000，0∞ 

日本学衛協力開補助 150，0∞ 

雑収入 400，0∞ 

銀行利息 1，000 

放射躍化学討論会費純金 774，438 

前年度繰越金 2，375，512 

ムロ、 計 6，700，950円

支出の部

項目 予算*

事務費 300，000円

通信連絡費 300，0∞ 

印刷費 2，0∞，0∞ 

会議費 200，000 

会誌発行費 100，0∞ 

放射韓化学討論会援助 150，0∞ 

応用シンポジウム援助 3∞，000 

放射謀化学セミナー援助 150，0∞ 

若手-夏の学校援助 200，0∞ 

学会賞 70，0∞ 

同位元素発表会分担金 9，0∞ 

企画委員会経費 50，0∞ 

将来構想委員会経費 50，0∞ 

編集委員会経費 1∞，0∞ 

国際交流委員会経費 50，0∞ 

予備費 200，0∞ 

放射線化学討論会費 774，438 

放射器化学討論会総金 。
次年度繰越金 1，847，512 

ムロ、きロ't 6，700，950円

決算

1，570，000円

796，500 。
6，500 

1，885 

774，438 

2，375，512 

5，524，835円

決算

193，249円

108，970 

841，150 

129，232 。
。
。
O 

200，∞o 
49，190 

9，∞o 。
O 。
。
。
。
。
。

1，530，791円

(単位:円)

予定

2，000，0∞円

1，∞0，0∞ 。
400，0∞ 

1，000 

774，438 

2，375，512 

6，550，950円

(単位:円)

備考

300，∞o円
300，∞o 

2，∞0，∞o 
200，∞o 
100，∞o 
150，∞o 
150，∞o 
150，∞o 
200，∞o 
70，∞o 
9，∞o 

50，000 

50，∞o 
100，∞o 
500，000 

200，∞o 。
774，438 

1，697，512 

6，550，950円

放 射 線 化 学



*第68回理事会承認

現預金残高 3，蝋例4円

(現金75.570円、郵便貯金3;275，(Jl4円、

銀行預金643刈治円)

学会基金積立総額 4，222，662円

平成 11年度事業計画

平成11年 6月 ポジトロン・ポジトロニウム化学国際

ワークショップ共催 (7~11 日 )

NEWS LETTER No.幻発行

7月 第36回理工学における同位元素研究発

表会共催 (5 日 ~7 日東京)

第21回原子衝突物理学国際会議後援

(21 ~27日仙台)

第3回低温化学国際会議共催(名古屋)

8月 若手の会夏の学校

第4回低温化学セミナー

9月会誌No. 68発行

1 0月 第42回放射線化学討論会

第71回理事会

第35回総会

日中放射線化学シンポジウム

(25~29日京都)

1 2月 NEWS LETTER No. ~発行

平成11年 3月 第70回理事会

会誌No.ゆ発行

平成 11年度収支予算

収入の部 (単位:円)

項 目 予 算

賛助会費 2，α)()，O∞円

個人会費 1，α)()，∞o 
雑収入 4∞，α)() 
銀行利息 3，似対日

放射線化学討論会費繰越金 774，438 

前年度繰越金 1，847，512 

三ロ』 計 6，024，950円

第 67 号 (1999)

支出の部

項 目

事務費

通信連絡費

印刷費

会議費

会費発行費

ホウ素やせん化学討論会援助

応用シンポジウム援助

放射線化学セミナー援助

日中放射線化学シンポジウム援助

若手・夏の学校援助

学会賞

同位元素発表会分担金

企画委員会経費

将来構想委員会経費

編集委員会経費

国際交流委員会経費

ホームページ運営費

予備費

放射線化学討論会費

次年度繰越金
ぷ』
ロ

'
十

l-一=ロ

平成 11年度役員

会長 浜義昌(早大理工総研)* 
副会長 田川精一(阪大産研)

萩原幸(原研高崎)

長谷博友(京大原子炉)* 
鳥山和美(名工研)* 

常任理事山岡仁史(京大工)

(単位:円)

予 算

400，∞o円
300，000 

2，000，。∞

200，∞o 
100，∞o 
150，0∞ 

150，α)() 

150，∞o 
300，000 

200，000 

70，000 

9，似)()

100，∞o 
50，α目。
100，印加

100，αm 
100，似旧

300，α)() 
774，438 

471，512 

6，024，950円

(* :新任)

理事

市川恒樹(北大院工) 竹中康之 (北教大)

飯沼恒一(東北大工) 近藤健次郎(高エネ研)

勝村庸介(東大院工) 石樽顕吉 (東大院工)* 
柴田裕実 (東大原総セ) 河内宣之(東工大理)

鷲尾方ー (早大理工総研)* 
仲川 勤 (明大理工) 西)11 勝 (神奈川工科大)

平岡賢三(山梨大工) 鈴木信三(都立大理)

小林慶規 (物質研) 永石隆二 (原研東海)

岡田激平 (原研高崎) 伊藤久義(原研高崎)* 
河西俊一 (原研関西) 木村一宇(理研)
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氏 名 所属

西村浩一 日本原子力研究所高崎研究所

川岸舜郎名古屋大学農学部 HlO退会

朽津耕三城西大学理学部化学科 HIC泊会

杉本俊一放射線照射振興協会 HlO退会

前田浩五郎東京家政学院筑波女子大学短期大学部

HlO退会

吉川正人 日本原子力研究所高崎研究所 HIC峰会

吉田健三 HIC暗会

吉原賢二 東北大学理学部化学科 Hlω旦会

後藤田正夫 HlO退会

筏 義人京都大学生体医療工学研究センター

HlO退会

HIO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

H9退会

死亡

死亡

死亡

死亡

死亡

HlO退会

H9退会

H9退会

H9退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

HlO退会

備 考

会
一
分
一
頒
ク
ク

退
一
区
一
正

下川利成(都立産研) 貴家恒男(放振協)* 
新坂恭士(金沢工大工) 百瀬孝昌(京大理)

中山敏弘 (京工繊大工芸)吉田陽一 (阪大産研)

森利明(大阪府大付属研)

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(九大工)

上野桂二(住友電工) 青木康(住友重機)

藤原邦夫(荏原総研) 水津健一(日新ハイポル) h

v

O

ム

ゲ

ク

ム

ゲ

監事

荒井重義(京大原子炉)

藤田守文

並木章

渡辺祐平

多幡達夫

渡辺博正

安井裕之

武部雅汎

戸井祥夫

小川禎一郎九州大学総合理工学研究科

中村勝一近畿大学原子力研究所

沖垣成保東京工業大学理学部化学科

柏原久二名古屋工業大学

福井謙一基礎化学研究所

波多野博行体質研究会国際解析研究所

嶋森 洋福井工業大学応用理化学科

細井文雄 日本原子力研究所高崎研究所

堀内宏樹神戸大学大学院教育学研究科

西田一隆大阪大学産業科学研究所

士幌町農業協同組合

(株)シード

住友電装

吉野工業所

日本出版貿易(株)

丸善(株)

姫路工業大学理学部

九州工業大学

日本原子力研究所高崎研究所

大阪府立大学先端科学研究所

日本原子力研究所関西研究所

東芝重電技術研究所

東北大学工学部地球工学科

。
ん

V

O

L

V

O

L

ザ
ク
ク
ク

。
ク

ク

ク

ク

ク

ク

学生会員

ク

賛助会員

イシ

ク

ク

雑誌会員

。

宮崎哲郎(名大工)* 

顧問

佐藤 伸、田畑米穂、笛木賢二

高椋節夫、吉田宏、旗野嘉彦*

岡村誠三

今村昌

名誉会員

贋田鋼蔵、志田正二、団野暗文、

津田 覚、近藤正春、桜井 洗、

事務局

大阪大学産業科学研究所

所属 紹介者

東京大学大学院工学系研究科 小林慶規

東京都立産業技術研究所 下川利成

日本原子力研究所先端基礎研究センター

黒崎譲

日本原子力研究所アイソトープ部

正木信行

氏名

八木康洋

伊 藤寿

高柳敏幸

須員宏行ク

日本放射線化学会賞受賞規定

(現在の規定)

(賞の名称)

本会に日本放射線化学会賞を設ける。

(賞の主旨)

放射線化学の基礎及び関連分野の研究を奨励すること

を目的とする。

(受賞資格)

放射線化学及びその関連分野において先駆的かっ独創

的な研究業績をあげた会員 (個人)を対象とする。年

日本放射線化学会賞受賞規定等の改if

入退会者一覧

(平成9年9月30日~平成1伴 9月24日)

入会

区分

正会員

。

菊池隆之助 UlUversity of Helsinki， Finl制

内藤卓哉(株)半導体先端テクノロジーズ田川精一

橘宏行 日本原子力研究所高崎研究所 小嶋拓治

春山保幸日本原子力研究所高崎研究所 小嶋拓治

森本光一松下電子部品 (株) 吉井文男

菅野淳一(株)荏原総合研究所 瀬古典明

山本伊作金沢工業大学新坂研究室 新坂恭士

林篤史 早稲田大学理工学総合研究センター

浜義昌

細谷克年早稲田大学理工学総合研究センター

浜義昌

田中真人神戸大学大学院総合人間科学研究科

中川和道

下川利成

旗野嘉彦

田川精一

ベシ

ク

ク

ク

イシ

。
学生会員

。

。

都立大学工学部

東京工業大学理学部化学科

大阪大学産業科学研究所

井上芳久

向井智徳

永原誠司

。

0

9

0
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間2件以内とする。

(選考方法)

会員の推薦に基づき、選考委員会で候補者の選考を行

い、理事会で決定する。

(選考委員会)

本会会長を委員長とし、理事の中から委員長より委嘱

を受けた委員若干名をもって構成する。

(賞の内容)

受賞者には賞状と記念品を授与する。

(変更個所)

(選考委員会)

理事及び理事経験者の中から常任理事会により委嘱さ

れた委員若干名をもって構成する。委員長は会長とす

る。

日本放射線化学会奨励賞受賞規定

(現在の規定)

(賞の名称)

本会に日本放射線化学会奨励賞を設ける。

(賞の主旨)

放射線化学の若手研究者を奨励することを目的とする。

(受賞資格)

放射線化学及びその関連分野において特に顕著な業績

第 67 号け999)

のあった会員(個人)を対象とする。受賞時の年齢が

3 7歳以下であることを条件とする。年間 l件以内と

する。

(選考方法)

会員の推薦に基づき、選考委員会で候補者の選考を行

い、理事会で決定する。

(選考委員会)

日本放射線化学会賞選考委員会が本選考委員会を兼ね

るものとする。理事及び理事経験者の中から常任理事

会により委嘱された委員若干名をもって構成する。委

員長は会長とする。

(賞の内容)

受賞者には賞状と記念品を授与する。

(変更個所)

(受賞資格)

放射線化学及びその関連分野において特に顕著な業績

のあった会員 (個人)を対象とする。受賞時の年齢が

3 7歳以下であることを条件とする。年間 2件以内と

する。

(選考委員会)

日本放射線化学会賞選考委員会が本選考委員会を兼ね

るものとする。
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成工業(株)

(株)英光社

関西電力(株)

(株)コーガアイソトープ

住友化学工業(株)

住友スリーエム(株)

大日本インキ化学工業(株)

中部電力(株)

東北電力(株)

日新製鋼(株)

日本原子力研究所

ビームオペレーション(株)

古河電工(株)

北陸電力(株)

(株)ユアサコーポレーション

ラジエ工業(株)

岩崎電気(株)

(株)荏原製作所

関西ペイント(株)

四国電力(株)

住友重機械工業(株)

住友電気工業(株)

中国電力(株)

東京電力(株)

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ(株)

日本電子(株)

日立化成工業(株)

(財)放射線利用振興協会

北海道電力(株)

(株)吉野工業所

電気興業(株)
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