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基礎と応、用の交流について
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旧聞に属するが放射線の産業利用面での最大の会合で

ある 1984年秋の放射線プロセス国際会議の発表の中で，

工業利用に関する際立った発表が減ったように感じられ

た.乙れに対して会議中に急速プログラムが組まれた放

射線化学の問題点と題するパネ Jレはまとまりが無かった

ものの興味ある話題が多いように思えた.私にと って放

射線化学の工業利用が一つの転期またはブレークスノレー

を必要とする時期に差しかかっているあらわれと感じた.

放射線化学，もう少し広く放射線照射の利用にとって，

従来の大企業で実施されてきた高分子架橋の応用を中

心とする分野は着実な伸びを見せているものの，すでに成

熟期に入ったように思え，架橋以外の分野を含めての停

滞を，プレークスルーのためにもう一度基礎から見直す

必要性を出席者が感じたのが背景となって，上述のような

状況がお乙ったのであろう.

高崎研究所の中から眺めても従来全く放射線利用に関

tla.心が無かった中企業の関心が高まり，技術相談，また何

らかの契約関係を伴なって照射実験を行っている例が年

間数十件に達している.従来の放射線照射利用は今後新

しいアイデアによって拡大が見込まれるが，それは企業現

場からのニーズに直結したアイデアにより広がると考え

ている.

従来，高崎研などで行ってきた応用研究と大学を中心

とする基礎放射線化学の方向は全く異なり，相互の交流

の必要性が説かれてきたもののその実は満足できる状況

にない.乙れは放射線化学会の交流計画が不充分である

乙とではなく ，研究者個人の興味の持ち方の問題であろ

っ.
高崎研では放射線化学一特に応用面からーのプレーク

スノレーを目標にして，イオンビーム利用の研究を展開す
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べく計画をねっている.特に現在イオンインプラを中心

として工業利用が急伸している数十 kVのイオンより高

エネルギー領域を中心とした利用を考えている.高いエ

ネlレギーは90MeVのプロトンを発生するサイクロトロ

ンにECRイオン源を付加し 600MeVの重イオンを発

生しての材料損傷から宇宙用，核エネルギー用耐放射線

性材料の開発， MeV程度のイオンビームでは機能性材

料，バイオ技術への応用などを目標としている.乙のよ

ような分野の研究は装置，施設の面でも 160億円が必要

とされ，現在の財政事情ではかなり長期の時間を必要と

するが， 61年度予算で四千三百万円の設計研究費が認め

られたので，実現に向けての第一歩をふみ出したものと

いえよう.

研究は施設があればできるものでなく，人材が問題で

あるが，我々としては大学の基礎研究者，また企業の研究

者の協力を得て乙の新分野へ展開して行きたいと考えて

いる.従来の応用放射線化学については新しいニーズ，

アイデアを持つ企業への協力という方式を主体にし，ま

たイオンビームを中心とする研究では基礎面を中心として

大学との協同研究プロジェクト，流動研究員制度などで対

処したいと考えている.幸い放射線化学会の中でも基礎

と応用の交流に対する歴代役員の努力が実りつつあり，

応用シンポジウムも放射線化学会の行事として盛んにな

りつつある.今後放射線化学研究が社会的にも高く評価

され，発展できるように乙の会に基礎と応用研究者の交

流の場としての役割を期待するものである.



〔展望〕

放射線による生体分子損傷の化学

一細胞死と DNA損傷-

1 . 緒言

w . c. Ront genがX線を発見 0895年11月)して最

初のノーベノレ物理学賞を授与されたのは 1901年の乙と

である.この発見の2ヶ月後， E. H. GrubbeはX線の

実験中に指に火傷を負い 0896年 1月)1)， X線を浴びた

実験者の顔の一部に，紅斑，皮ふ炎，脱毛などの皮!曹障

害が生じた.乙れが放射線による生体障害のはじめであ

る.

それから49年後の1945年8月，原子爆弾が広島と長崎

に投下され，瞬時にして合計16万人の命が奪われた.ま

た， 1954年4月のビキニ環しようにおける原爆実験の被

害を受けた第二福竜丸事件は，発表されない被害と共iζ，

放射線障害の恐ろしさを後世に伝えている.

原子力発電時代K入るとともに T線源、として大量の

co 60 (約 400万 Ci)が導入され，数多く (85基)の電

子加速器を駆使した原子あるいは電子エネ lレギーの平和

利用技術が誕生している.すなわち，高分子材料の改質

法(2 -20 Mrad ) ， 医用材料や水の滅一歯底(1 -3 

Mrad)が確立し，新らい、用途開発研究も着実に進展

しつつある.特iζ診断技術や放射線治療法の進歩はめざ

ましく，近代医学の主要な柱のひとつになっている.

乙れらの原子力平和利用技術の発展K伴なって，作業

員の低線量被爆による障害が問題になりつつある.乙の

ような状況を考えると， 21世紀の放射線科学技術を確立

するためには，放射線と生体のかかわり合いを深く研究

する乙とが必要不可欠な時代になっている乙とは明らか

で，放射線化学，放射線生物学および放射線医学が体系

化され，それぞれ著しく進歩しつつある.

本稿では，化学者の立場から放射線と生体のかかわり

合いを考え，放射線による細胞死と DNA損傷，特iと増

Radiation Damage of Biological Molecules (DNA) 
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感と防護の化学反応について述べる乙とにする

2. 人体の放射線被曝と障害2)

人間の放射線による障害は被曝者に現われる身体的影

響と子孫に現われる遺伝的影響に大別される.前者は被

曝後数週間以内iζ現われる白血球の・政p，脱毛や皮膚の

発赤などの早期障害であり後者は数年~数十年の潜伏後

に現われる発がん，白内障，寿命の短縮，胎児障害など

の晩発障害である.

人間は 200レム以下の線量を一時的に全身に被曝して

も死ななし、(しきい線量 200レム)が， 700-800レム

被曝すると 1ヶ月以内に全員が死亡する (LD100 致

死線量).全身が均ーに被曝しても，その障害の程度は

臓器によって異なり， リンパ腺を含む骨髄すなわち造血

臓器と皐丸や卵巣などの生殖腺が特iζ放射線iζ対して弱

い臓器(決定雌~)である.

放射線を浴びると，血液の 3つの細胞成分(赤血球，

白血球，血小板)のうちの白血球が減少する乙とはよく

知られている.白血球のなかでもリンパ球が最も感受性

が高く， 25レム程度の被曝によって減少する.しかし，

臨床的に観測できる限界線量(しきい線量)は50-100レ

ム程度であるという.

他方，生殖線は放射線感受性が高く，その被害は生殖

機能障害という身体的な影響だけでなく，精子や卵子の

被曝効果が遺伝して子孫の身体に影響を与えるという点

で極めて重要である.永久不妊線量は800レムで， LD100 

k相当する.また，どく短期間の不妊は 150レムの被曝

で起乙るといわれ，乙れらを考慮して職業被曝の許容レ

ベJレは「年間 5レム jと定められている.

婦人の妊娠期の場合には， 10ヶ月という短期間1<::1個

の受精卵から 3兆個もの細胞ができて多くの臓器を形成

(略歴)昭和27年 3月北海道帝国大学理学部化学科卒.住友化学工業株式会社勤務を経て，昭和36年 1月京都大学助

教授(工学部石油化学科)，昭和 43年4月同教授. 昭和60年以来，中国科学院長春応用化学研究所名誉研究教授，成

都科学技術大学客座教授，上海科学技術大学顧問教授併任. (専門)電磁波化学を基礎とする合成化学，材料化学，
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するという急速な増殖を遂げる.したがって，放射線の

被曝は乙の細胞分裂過程K顕著な影響を及ぼし，特に妊

娠後 2-6週間頃の被曝が危険である.因みに，奇形児

発生のしきい線量は10レム程度と見なされている.

では，われわれは毎年どの程度の放射線を浴びている

のであろうか.人間は一年間に宇宙 (30ミリレム)，大

地 (50ミリレム)，および食物 (20ミリレム)から合計

l∞ミリレムの放射線を浴びているという.医療診断に

おいては毎回かなり多い線量の放射線を浴びている(表

1 ) .乙れらを考えると，われわれは放射線を被曝しつ

つ生活しているということになる.

表 1 医療における放射線の被曝量3

医療の種類

歯科診断

集団検診

胸部X線間接撮影

胃の直接透視

がんの治療

被曝線量(ミリレム)

20 
50-100 

100 

1， 500 

6，000，000 

3. 細胞やバクテリアの放射線失活

胸腺細胞や一部のリンパ系および卵細胞に10-100ラ

ドの放射線を照射すると 1-2時間以内に死ぬ(早期死，

間期死).培養細胞，骨髄，腫虜などの細胞の場合には，

1∞-300ラドの線量を照射すると 10-数10時間後iと死

ぬ(遅発死，増殖死)という。バクテリアや培養細胞を

含む水に放射線を照射すると，生存率は照射線量と共に

対数的lCi肢か(放射線失活)する(図 1) . 乙の現象を

応用したのが放射線滅菌法である.

100 

10 

1.0 

性i十
↓止 0.1
制

0.01 

c!回 肌000ミリレムの線量を¥ 0肌

週5回. 6週間続けて照射する。ノ

放射線を浴びると，ある細胞内のいくつかの遺伝子の

分子構造が変化し，変異遺伝子が生じる.乙の細胞が生

きのびた場合には，細胞分裂によって変異遺伝子も増え

るから，その数は被曝線量の総量に比例する乙とになる.

原因は正確には明らかにされていないが，長い年月の自

然環境下で起乙った遺伝子の損傷による「自然突然変異J

C.I.A.. が生物進化の原因になったと考えられている.自然突然

変異の原因は数多くあるが，自然放射線による被曝もそ

のひとつ(放射線誘発突然変異)であるにちがいない.

と乙ろで〆放射線を浴びるとガンにかかる" といわ

れている.ガン発生のメカニズムは正確にはわかってい

ないが，遺伝子の変異が起乙り，乙れが蓄積されると，

無限に増殖するなどの異常な性質を備えたガン細胞が生

じ(ガン化)，長期間内に少しずつ増え，免疫系などの

防護にうち勝ち，ある時期から急速に増殖して発ガンす

るという.

放射線は変異遺伝子を発生させるから，ガンのイニシ

エーターのひとつで、ある乙とはまちがいないであろう.

100万人の人が 1レムの放射線を浴びると10人がガンに

かかると推定されている.なお，潜伏期間は10-30年の

範囲で臓器の種類によって異なるが， 10年間と見積ると，

1年間に 1-2人程度の患者が発生する乙とになる戸

第 41号(1986)

0.0001 
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照射線量 Ckrad)

図1 空気共存下の電子線照射による各種パクテリヤの

失活5)

放射線i乙対する細胞の防護能力は細胞の種類によって

異なるので，同一線量の放射線を照射した場合に失活す

る度合いも細菌の種類によって異なる(表 2). 湿った

表 2 N2あるいは N20飽和水における各種パクテリ

アの放射線失活定数申 (k:kGy-l )6) 

ノイクテリア kN20 kN20 kN20 /kN2 

M radiodurans RI o. 7 2.4 3.4 

P. radiora 0-1 2.8 6.5 2. 3 

M.lysodeikicus(IAM  1058 ) 3.8 9.2 2. 4 

E. coli B/r 5.9 7.3 1. 2 

E.coli K -12 7.9 7.9 1. 0 

P . fl uorescens B 3 -1 33.2 33.7 1. 0 

事 N/No=n・exp(-kD) 

3 



表3 各種気体の共存iζよるP.radiora 0・1の放射線失活定数の変化"

k CkGy-l) 

k/kN
2 

CO2 

2.0 

O. 74 

N2 

2. 7 

1.∞ 

* N20-02混合気体中の02含有率:6-60%

細胞の放射線失活の度合いは乾燥した場合の 3-4倍も

大きい7)また，水系の場合には，水中に共存する第三成

分の種類によって放射線失活の度合いが著しく影響され

る.表 2および表3から明らかなように， N20や02は

放射線失活を促進し，両者の混合気体を共存させると，

N2の場合の 7.4倍も失活しやすくなる.培養細胞の場合

にも， N21c 1-2%のO2を含ませると失活定数は2倍に

なり，20%以上の場合には 2.5-3.0倍になる.大腸菌

の放射線失活定数も O2分圧と共に増大し.5気圧で約3

倍， 15気圧では 3.75倍になる乙とがわかっている俵4). 

7でのべるように，中性の水i乙 10∞ラドの放射線を

を照射すると約 2.8μmolの ・OHおよび等量の水和電

子 Ceaq) が生成する CG=2.8). N20を共存させると，

eaqは N20と反応して

e"iq+ N2 0 + H+→ ・OH+N2 (1) 

定量的に・ OHII:変換される.乙の乙とと上述の N20

効果を関連づけると.N20の失活増感効果は・ OH発生

の増大によるものと推察される.O2およびN20ー O2

の著しい増感効果から， ・OHによって開始される O2

酸化反応が培養細胞やバクテリアを失活させる主原因反

応であると考えられる.

他方，バクテリアや培養細胞の放射線失活は防護剤に

よって著しく影響される.例えば，水中の P.radiora 

0- 1の場合 CN2中，k; 2. 7 kGy -1 ). N2系. N20 

系. O2系，N20-02系などと共存気体の種類を変え，

それぞれの系にギ塩酸やアルコールを添加した場合の影響

が調べられている(表 5).いずれの気体が共存する系にお

いても，ギ塩酸やアルコー Jレが共存すると失活定数が減

小する.・OHは乙れらの試薬と反応し，それぞれ活性の

小さい中間体K変化する乙とが失活定数減少の原因であ

ると考えられる.

.OH + HCOO- → H20+ CO( (2) 

.OH + RHOH → H20+・ROH (3) 

晴乳細胞の放射線失活において. N2系.N20系，空

気系のいずれの場合も，エチレングリコールを添加する

と失活定数は減少する10) 乙の結果も，エチレングリコ

4 

N20 

7. 7 

2.85 

O2 

9.2 

3.40 

N20-02* 

20 

7.41 

表4 大腸菌 (E.Coli K-12 )の放射線失活に及ぼす

加圧酸素の影響9)

O2分圧/気圧
. 

0.0 0.2 5 15 

D色1%/krad 105. 8 59. 2 45. 1 35. 3 28. 2 

増感比 1.00 1.78 2.34 2.99 3.75 

DO.1% .生存率を1/1∞011:減少させるためκ必要な

線

O2分圧 0.0は窒素中. 0.2は空気中，その他は

加圧酸素中

表5 P. radiora 0-1の放射線失活に及ぼす第三成分

の影響(N2中 k: 2. 7 kGy-l) 

失活定数比 (DMF) 

N2中，None 

• HCOONa C O. 09 M) 

11 • t-BuOH ( O. 1 M) 

N20中.None 
λ， ， MeOH (0.5 M) 

， EtOH (0.5 M) 

， ;-PrOH ( O. 1 M) 

11 . t-BuOH (0.5 M) 

11 • HCOONa (0.01 M) 

O2中.None 

， HCOONa (0.05 M) 

(0.5 M) 

N20ー 02 中. O2; 6-60% 

N20ー 02 (109的中.EtOH (0. 1 M) 

( 0.5 M) 

( 1. 0 M) 

1. 00 

O. 78 

0.85 

2.85 

2. 12 

0.68 

1. 03 

1. 74 

1. 03 

3.40 

3.03 

0.99 

7.40 

4.44 

2.44 

1. 85 
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-)レによる・OHの捕撞によるものと考えられている.

乙れらの結果は，放射線を照射した際にバクテリアや培

養細胞を失活させている主な活性種は水の放射線分解に

よって生じた・OHであり 02が損傷反応を増進してい

るという機構を支持している.

生体分子lζ対する放射線の作用として， (1)放射線が生体

に直接に作用する直接作用と (2)生体内の水分子の放射線

分解によって生じたさまざまな活性種の作用(間接作用)

が考えられる.生体組成物の70%以上が水であるとと

や，湿ったバクテリアの放射線失活定数が乾いたものの

3倍以上も大きい乙となどから，・ OHによって開始され

る間接作用の寄与がかなり大きいと考えられる.

4.放射線による細胞死の増感と防護

放射線による細胞死の増感が最も問題となるのはガン

の放射線治療である.表 1に示したように，ガンの放射

線治療における最大照射線量は6000ラドである.乙の放

射線治療によって%は完治するが，Yaは完治せず，残り

の%に対しては全く効果が認められないという.国型状

の腫蕩は細胞の不均一な集合塊であって，乙れらが血管

の近くに存在するときは栄養と共に酸素も十分に供給さ

れている.しかし，約 100μm以上離れると栄養と酸素

が不足して壊死する部分が生じ その中聞には低酸素状

態の細胞が存在 (0.1--20猪)する.

乙の低酸素性細胞を放射線で失活させるためには，酸

素が十分存在する酸素性細胞の2.5倍以上の線量の照射

を必要とする(表4) .つまり，低酸素性細胞は酸素性

細胞よりも 2.5倍も放射線に対して抵抗性が大きいので

ある.乙の低酸素性細胞に対して放射線感受性を与える

ような物質が開発されれば，ガンの放射線治療効果が一

段と向上する乙とはまちがいない.乙の10年間，低酸素

性細胞をいかに効果的に失活させるかという放射線治療

増感の研究が世界中で活発に行なわれている.

乙れまでの研究によると，親電子性の大きいニトロ芳

香族化合物が酸素と同じような優れた増感効果を示す乙

とがわかっている[1)その典型的なものはミソニダゾ-

Jレ(M 1 S 0)で代表されるニトロイミダゾール類で、あ

，，--N 
<. )¥ーN02 (MISO) 
、N'

CH2 CH (0 H) CH2 0 CH3 
るが，強い神経毒性をもっているので，効果が現われる

量を投与できない乙とが問題とされている.最近，同族

の化合物でも分子構造を変える乙とによって，また，ニ

トロトリアゾール誘導体の提案など，低毒高活性増感剤

の開発に明るい展望がひらけつつある.

第 41号(1986)

乙れらの化合物がどのような作用で低酸素性細胞の放

射線失活を増感しているかについては明らかでない部分

が多い.乙れまで，放射線がDN A Ir.作用した際に生じた

電子 Ce )をニトロ芳香族化合物が捕獲し，その結果と

して損傷が不可逆的に進み，固定化される乙とが原因で

あると考えられてきたゆ
+ー

DNA →~人 (4)
+ ー

v ふ一八人八八…+RN02→ RNO; + DNAt (5) 

DNAt → 損傷固定 (6) 

乙の機構は直接作用に対するものであり，生体系にお

いて大きく寄与すると考えられる間接作用を説明しえて

いない.また. DNAのどの部位がどのような変化を起

乙したのかについても不明確である.

もうひとつの課題はし、かにして正常な細胞の放射線損

傷を防護するかという乙とである. 3でのべたように，

アルコーjレやキ酸塩は，細胞やバクテリアの放射線失活を

防ぐ.生体内に存在する防護物質であるグルタチオン

CGSH) 
H2 N -CH-C CH2)2 CONH -CH -CONH -CH2COOH 

COOH CH2SH 
は・OHを捕獲する作用がある.

GSH+・OH → GS・+H20 
2GS・ → GSSG

(7) 

(8) 

従来，p曲メパのプトエチノレアミン (NH2CH2CH2SH;
システアミン)などのアミノチオー jレ類が放射線防護剤

となる乙とが知られている 13)マウスに 400mg/kg，ラ

ットには 300凹 /kg投与すると効果が現われるが，人間

の場合には10--20mg/kgの少量で・も副作用が強い乙とが

問題となっている.乙のほかに システィンなども検討

されているが(表 6)人聞について良い結果は得られて

いない.

他方，低酸素性細胞にもGSHが含まれているので，

乙れを捕獲する作用をもっ化合物が開発されるならば，

低酸素性細胞の治療増感効果を高める乙とができると考

えられる.例えばジエチJレマレエート CDEM)は生体内

でGSHと反応すると考えられている.

ハ GS H HC=CH 、'(=) 、CーーC二H
GSH + とc¥ ーーシ H....i 

σo'-'~ ，.:，C¥ノc、
v (TO '0 

(9) 

動物に予めDEMを投与して放射線を照射すると固型腫

蕩の治癒効果が高まる乙とが確められているゆまた，プ

チオニンス Jレホキシイミン (BS 0) 

O 

CH3一 (CH2)τ?一 (CH介 ?H-coo-(BSO)

NH NH; 

5 



表 6 代表的な放射線防護化合物とマウスにおける特性13)

化合物 化学構造 急性毒性 LDso (鴎/kg) 投与量 (mg/kg) DRF 

システィン
/NH2 

SH-CH2CH ¥COOH 7000 1200 1.7 

システアミン NH -CH2-CH2 SH 250 150 1.7 

AET 
NH

2¥/ C NH-S  -CH2&-CHf& NH2 690 4∞ 1. 45 

WR -2721 
H2N -( CH2)3-NH -CH2 -CH2・

559 400 2.60 
ーSP03H2-XH20 

2-MPG CH3-pSHH -co-NHECH2COOTt 2∞o 20 1.4 

グルタチオン

CCCCONHHO2 2E1CH 
2 

O 

4000 40∞ 1. 28 

H 

NH-+CSHEH1 2 
-co -NH-CHaCOOH 

セロトニン 1000 90 1. 85 

HO

な;アH2C山 2

H 
AMM 1850 5 1. 32 

~H 2 r/VN) I CH3SO;-H20 (NH 
C問同了HJ

3 

DRF: dose reduction factor=処置動物の半致死線量/対照動物の半致死線量.

WR-2721: S-2ー(3-arninopropylarnino)ethylphosphorothioicacid hydrate 

2-M郎:2-mercaptopropionylglycine 

AMM: adrenochrome monoguanylhydrazone methansulfonate 

を投与すると，動物体内における GSH生産機能が一時

的に抑制される乙とが見い出された.乙の現象を応用し，

BSOを投与した後で放射線を照射するとマウスの固型

腫療治療効果が著しく増大する乙とも確められている切

乙れらはいずれも，生体内において・OHを捕獲する能

力を有する化合物を合目的的に使ったものである.乙れ

らの研究の発展により，正常細胞の放射線障害を防御し

つつガン細胞の失活を促進する化学反応の設計が可能に

なるものと期待される.

5.放射線による細胞死と DNA損傷

人間の細胞には 120億個のデオキシリボ核酸のNA)

が含まれ，直径が20Aで全長が10-20皿の二重らせん

6 

DNAの鎖が 9分子のヒストンタンパク粒子に巻きつい

て46本の染色体を形成している. 4種類の塩基(チミン，

シトシン，アデニン，グアニン)を側鎖にもつデオキシ

リボースがリン酸によってエステノレ結合して DNA分子

鎖を形成している. 2本の DNA高分子鎖は 4個の塩基

の合計5本の水素結合によって弱く結合して右巻きらせ

ん状になっている(図 2). 

生体に放射線が照射されると，細胞や核の中に電離し

た分子や励起分子が数万~数十万個も生じるという.放射

線が照射されたとき，いかなる電離分子あるいは励起分

子が核の中のどの DNA分子と反応しているかは明らか

でない.また， DNAのどの部位がどのような化学変化

を受けるかについてもいろいろな可能性がある.

放射線化学
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チミン シトシン アデニン グアニン

CT) CC) CA) CG) 

図2 DNA二重らせん構造と塩基の構造16)

チミンとシトシンはピリミジン塩基，アデニンとグアニンはプリン塩基と

呼ばれる

大腸菌i乙放射線を照射し， DNAを分離して超遠心法

で調べると，照射線量が多いほど分子量が低下している.

乙の乙とは DNA鎖の切断が起乙っている乙とを示して

いる(図 3)((1)， (2)).乾燥した DNAの場合には，乙れ

と反対に分子量が増大する乙とを考えると，架橋反応((3)，

(4)) も起乙っているにちがいない.

しかし， DNA鎖が少し切断されているだけでバクテ

リアが著しく失活していることもある乙とから， DNA 

の架橋や切断だけでなく，主鎖に結合している4種類の

塩基が分解したり，二量化するなどの反応によって細胞

が失活する可能性もある C(5)， (6)) .遺伝子内の点部の

変化によって起乙る点突然変位は DNA塩基の変化によ

るものであり，アデニンやグアニンなどのプリン塩基よ

り2倍も感受性の高い(表 9)チミンやシトシンなどの

ピリミジン塩基の変化が原因であると考えられている.

第 41号(1986)

このほかに，放射線による DNAの重要な変化は 2本

の DNA鎖聞に働いている水素結合の切断である.DNA 

を徐々に加熱すると，二重らせんがほどけて 1本鎖にな

り，乙の乙とによって生じる 260nmの吸収が増大する.

DNA 水溶液に放射線を照射した場合にも同様の現象が

観測されるから，二重らせんを形成していた水素結合が

放射線照射によって破壊された乙とがわかる.

DNA 水溶液iζ放射線を照射して調べた結果(表 7) 

によると，水素結合敏壊のG値は他の化学変化のG値よ

り著しく大きい. したがって，乙の乙とと細胞死の関係

を考える乙とも必要である.乙れらの変化は，いずれも

DNAの生物学的機能を阻害するであろうが，どの変化

がどの程度寄与しているかが問題である.

マウスやヒトの細胞に致死線量 C1∞ラド)の放射線

を照射すると約60万個の分子が損傷を受け，乙の中に数

7 



(1) 2本鎖切断 (4) 

(2) 1本鎖切断 (5) 脱塩基

Aヲ9
(3) 2本鎖の交文結合 (6) 不飽和塩基の二量化

(7) 塩基の変質(例:水和)

図3 放射線によるDNA損傷の化学変化18l

千個の損傷DNAが含まれる(1重量%として)という.

乙の損傷の主なものは 1本鎖切断 (80-90%)であるが，

2本鎖の同時切断 00-15%)や塩基などの化学変化も

起乙る(表8). しかし，いずれの損傷も修復酵素の働

きによっておそかれはやかれ修復され，完全にもとの構

造にもどらないのは特別な部位の2本鎖の同時切断であ

ると考えられている.そして，乙の未修復の2本鎖の同

時切断数が多いほど細胞死も多く起乙るという関係が成

り立つというザ}

DNA主鎖が切断されるイビ叛応について考えてみよう.

主鎖切断のG値はリン酸脱離の値iとほぼ等しいというが，

末端基がリン酸基となるような主鎖切断としては 3'・炭

素あるいは 5'ー炭素とリン酸のエステル結合の切断が考

8 

i 行H03-rチミグ締結合門叶

図4 DNA鎖聞に働く水素結合構造19)

表7 DNA水溶液の T線照射における各種変化のG値制

DNA濃度(%) G値

塩素の遊離 0.5 0.04 -0.07 

架 橋 0.08 

2本鎖切断 O. 15 

1本鎖切断 0.5 0.4 -0.8 

塩 基 変 化 O. 1 2.0 

水素結合切断 0.1 6 -60 

えられる.

チミジンモノホスフェート CTMP)水溶液の放射線

分解反応において， 3'ーヌクレオチド(3'ーTMP)の

脱リン酸反応のG値は比較的大きく， DNA切断のG値

とほぼ等しいが， 5~ ーヌクレオチドの場合は小さ L、(0.14).
いろいろなニトロベンゼン誘導体を添加すると，一電

子還元電位の大きい(親電子性の尺度)ものほど無酸素

下における V-79-379A細胞の放射線失活を増感して

いる引他方，乙れらの化合物を添加すると， G値の小さ

いgーヌクレオチドの脱リン酸反応は増感されるが， G

値の大きい 3'ーヌクレオチドの場合は抑制される.脱リ

ン酸閉経主鎖蚊断反応と考えて求めた両者の和はニトロ

化合物を添加しでもあまり増感されていない.このような

放射線化学



表8 ヒト細胞に致死線量(100ラド)の放射線が照射

された場合のDNA損傷17)

損 傷 50%修復

(個 数) 所要時間(分)

1本鎖切断 400 --1000 

2本鎖切断 40 --60 

アルカリあるいは

エンドヌクレアーゼで 100 --1000 
切断される揖傷

チミングリコーJレ生成 50 

修復されない切断 17 

メELコ 2十 500 --2000 

2--5 

30 --80 

30 --60 

表9 DNA水溶液における各種塩基の遊離または分解

のG値23)

遊 離 分 解

N2 O2 N2 O2 

アデニン 0.069 0.39 O. 12 0.42 

グアニン 0.043 0.26 O. 19 0.64 

シトシン 0.071 O. 38 0.27 0.54 

チ ミ ン O. 045 0.64 0.43 O. 72 

~ 計 0.28 0.67 1. 01 2.32 

乙ともあって，脱リン酸主鎖切断反応そのものが細胞死の

決定反応であるという結論には至っていない.

他方，酸素， ミソニダゾ-)レやNーオキシ Jレ化合物は

いずれも低酸素性細胞の放射線失活を増感する. しかし，

DNA 水溶液に放射線を照射した場合の主鎖切断に対す

るこれらの化合物の影響を調べると，前 2者は増感する

がNーオキシノレ化合物は増感していなし叩2122)乙の事実

は，主鎖切断以外の増感機構の存在を示唆している.

6. DNA構成塩基の放射線損傷と細胞死

DNA 水溶液の放射線分解反応を研究した結果による

と，塩基の分解と遊離のG値の合計値は1.39で，主鎖切

断 (0.4-0. 8)やリン酸脱離よりはるかに起乙りやす

いととがわかった(表 9). DN A構成塩基の反応性は

チミン>シトシン>アデニン

の順序で，ピリミジン塩基と呼ばれる前 2者の放射線感

受性はプリン塩基の 2倍も大きい(表 9). また，糖が

結合していても，主として塩基が反応している乙とがわ

かっている.さらに， DNAの二重らせ八構造を形成する役

第 41号(1986)

J端

図5 リン酸脱離による DNA主鎖切断と末端基構造
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図 6 3'および5'ーヌクレオチドの脱リン酸反応

割を果している水素結合切断のG値は DNA主鎖切断の

値の10-20倍ち大きい乙とは注目すべき乙とである.

7でのべるように，著者らは各種 DNA関連化合物水

溶液の放射線分解反応を研究し，最も大きい反応性を有

9 



10 表 10 水溶液における各種DNA塩基分解の Gぽ4)

N20-02 (20%) 

8 

6 

(
N
Z

ぷ
¥
ぷ
)
起
訴
出
回
氷

チミジンー3'ー
チミンシトシンアーてニンチミジン

モノオょフェート

2. 51 

1. 33 

2. 14 

1. 18 

0.43 

0.24 

1. 10 

0.61 

1. 81 

1. 00 

G1直

相対面

2 

表 11 各種気体の存在下におけるチミンの放射線分解

反応におけるヒドロキシ Jレ化物生成のG値と

P. radiora 0 -1の放射線失活定数

N? o L 
O O2 O2 -N20 N20 N2 • 20 15 10 5 

G (TG)/G (TG)N2 

P. radiora 0-1の放射線失活定数とチミン水溶

液におけるチミングリコー lレ生成G値の関係25)

図 7
1. 76 0.97 0.26 0.06 G CTG) 

1. 97 1. 12 O. 73 0.22 G CHOT) 

20 (none)ノ
O 

90 

21 

87 

9.2 

36 

7. 7 

27 

2. 7 

G CTG)/G CHOT) % 

k CkGy-l) 

DMF Ck/kN2) 

するチミン水溶液の放射線化学反応に注目した.その結

果，チミンのヒドロキシ Jレ化反応が細胞死に深くかかわ

っている乙とを見い出した.すなわち， N2・N20，O2， 

N20ー O2系など，各種気体の存在下でチミン水溶液の

放射線分解を行なった場合のヒロドキシル化チミンの生

H 2cHq O 
HN-γCfu . ~ ~TT 

_ 

HN~~~~ i __J1 
~~~ 

+2・OH一一ー l 仁OHOPE odH 
チミングリコール CTG)

成量と，それぞれの気体が共存した場合のP.radiora 

0-1 の放射線失活定数を比較検討すると(表11)， 両

者の聞に比例関係が成り立っている(図 7). 

また， N20系チミン水溶液の放射線分解においては，

各種アルコールを添加するとチミングリコーJレなどのヒ

ドロキシ Jレ化物の生成が著しく阻害される.N20飽和水

系のP-radiora0-1の放射線失活においても同じ傾向

があり，エチ Jレアルコーノレが効果的にヒロドキシ Jレ化

反JDl51と失活反応8)の両者を抑制している

培養細胞であるαlIneseHamster Ovary 細胞の場

合も同様である.エチレングリコー Jレを添加すると，失

活定数が減少し1，0)チミンのヒロドキシル化も抑制されて

いる.その結果，両者の聞には明瞭な比例関係が成り立

っている25)

各種気体を溶解させた水溶液i乙種々のアルコー Jレ

を添加した場合の Pseudomonasradiora 0 -1 
の相対失活定数 CDMF)81とチミン水溶液 CO. 5 
mM)の放射線照射によるチミンの全ヒドロキシ
ル化物生成の相対G値 CCERCHOT) =G但O
T)/G CHOT)N2) C口:N2， 

，
0: N20，ム:

Air)の関係25)

(細胞内のアルコーJレ実効濃度を細胞外の 1/25
と推定した). C )内数字はアルコーJレとチミ

ンのモJレ比

5 3 

CER (HOT) 

2-PrOH (8) 

EtOH(20)/ 
【

oEtOH(4) 

41 -N 2 (none) 
v t-BuOH(8) 

MeOH(40) 
EtOH仰)

3 

O 
O 

円

4
'山富口

図8

7.8 

。。

3.4 2.9 1.0 

ガンの放射線治療における低酸素性細胞に対する増感

剤についても同様な関係が見い出されている.前述した

ように，一電子還元電位が大きいニトロ芳香族化合物ほ

ど少量で無酸素下のVー 79細胞の放射線失活を増感する

学化線射放10 



ン CTd)

有する化学変化の追求である.前述したように，DNA塩

基のモデルとして採用したチミン水溶液におけるヒドロ

キシル化反応量が，細胞死の増感と防護の尺度として用

いうる乙とが明らかになっている.

DNAのモデルとしては，チミンよりチミジンなど.N1 

置換体を用いるのが適当である乙とは論を侯たない.
O 

HN'、ーCHa

ー 0'"、N' ヰづ

HO/Olkl J J 

ド、H H/"1 
白eτてH
u OHH 

ととろが. Nーメチルチミンやチミジンなど. N置換チ

ミン水溶液の放射線分解反応を調べた結果によると， ミ

ソニダゾールを添加しでも特に分解もヒドロキシル化も

促進されていない.しかし，乙の増感剤がチミンのヒド

ロキシル化を促進する乙とを考えると，放射線照射によ

ってチミンがヒドロキ、ンJレ化されてしまう結果チミジン

が欠乏し，乙のために細胞が死ぬのかも知れない.いず

れにしても，DNA主鎖切断機構に対して，著者らはDNA

塩基損傷が細胞死を導く主原因反応と考えて，低酸素性

細胞増感剤および酸素性細胞防護剤の分子設計的研究を

行なっている.今後，さらに詳細な研究を行なう乙とに

より，放射線による細胞死の分子機構が解明されよう.そ

してその成果は放射線による発ガンや障害防止という課

題を解く重要な鍵となる乙とはまちがいない.

ことが見い出されている引著者らは，ニトロ芳香族化合物

のー電子還元電位が大きいほどチミンのヒドロキ、ンJレ化

を促進する能力が大きく，少量の添加によって大きい細

胞失活増感効果を示すという関係を得た(図 9).さらに

ベンゼン誘導体， ピリジン誘導体，チアソボール誘導体，

イミダゾール誘導体， トリアゾール誘導体についても，

V-79細胞の放射線失活に対する増感活性とチミン水溶

液の放射線分解におけるチミングリコール生成G値の間

iζ一義的な関係が成り立つ乙とを確めている 27)

1.0 

O 

-1.0 

@
J

〔
的
〕
凶
O
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7. 放射線によるチミン損傷増感の化学反応

放射線による細胞死の原因反応は主として DNAの

損傷によると考えられているが，そのうちでも DNA塩

基が傷つきやすく，塩基の分子構造変化によって多くの

水素結合が破壊される. DNA 水溶液i乙放射線が照射さ

れた場合の化学反応について考えてみよう.例えばr線

は1.17 MeVおよび1.33 MeVのエネルギーをもっ電磁

波であって，乙れが分子あるいは分子集合体の中を通過

すると. 10-16秒という短時間に電子を放出(イオン化)

させてカチオンラジカルを与える.

無酸素下のV79-379A細胞の放射線失活におい

て1.6という値の Enhancement Ratioが得ら

れるニトロ化合物の添加量の対数(I0 g (S)1.6) 
とニトロ化合物添加系脱気チミン水溶液の放射線

照射におけるチミングリコール生成G値の関係瑚

0: 2ーニトロイミダゾーノレ類， ム :2ーメチ Jレ

ー5・ニトロイミダゾ-)レ類，口 :ニトロフラン

類

0.5 

G(TC) 

。

図9

M .rvv-→ M寧 ・

~ 1 x 10哨秒
M → M~+ e ， uu 

固体状DNAの場合のように. DNAIC直接に r線が

作用する(直接作用)場合には，吸収されたエネ Jレギー

はDNA高分子内を10-11-10-吻〉聞に移動し，弱い結合

を開裂させる.また，電子を放出して生じたカチオンラ

ジカルが分解したり，あるいは放出電子と再衝突して励

起分子を経て結合が開裂する.

11 

放射線による細胞死の分子機構は完全に解明されてい

るわけではない.最近，岡田は乙の問題に焦点を合わせ，

放射線基礎医学者の立場から放射線分子生物学に基づく

分子機構を論じている引 乙の議論の背景となる化学反

応は rDNAの切断Jであり，その修復である.放射線

によって切断された DNA鎖の大部分が 1-2日の聞に

修復されるが. r完全にもとの構造に修復されていない

部分」の重要性および修復不能切断では説明できない現

象の存在から，切断以外の分子機構を示唆している.

乙れに対して，著者らの研究は DNA塩基の損傷K注

目したものであり，細胞の放射線失活定数と相関関係を

第 41号(1986)



DNAt →主鎖開裂 ω 
DNAt + e → CDNA)*→主鎖開裂 仰

乙れらの諸反応が直接作用による主鎖切断反応である.

他方，生体には多量 (>70%)の水分が含まれている

ので，水によるエネ Jレギー吸収も起乙る.その結果，水

の放射線分解によって生じた活性種による(間接作用)

寄与(約60労と推定されている)が考えられる.中性の

水ILr線が照射されると水が分解し，主として・OHと水

和電子 (e~q)，従としてH・が発生し，乙のほかに H202 

も生じる 210J' 

GCーH20) G(・OH)

-5 2.8 

G(eaq) 

2.8 

G(H・) G(Hρ2) 

0.6 0.75 

乙の乙とから，放射線の間接作用によって生じる活性種

は酸化種である・OHと還元種である等量のeゐであると

いうととになる.

DNAを構成するチミン誘導体K注目して・OHとeaq
の反応性を比較すると，チミンに対する eるの反応性は

・OHの3倍も大きい. しかし，糖やリン酸基が結合した

ヌクレオシドやヌクレオチドiζ対する e元の反応性は泊〆

l0-15_1σ13秒+..L. o- 10-13秒ー 10-11秒
出o H20t + e- 一一一一 H20~

電離 (熱電子)

+ ー -10-9秒
H20a<. ・OH，eaq /____~=._._， H2・H202，H・，・OH，eaq 

q G盤書館の鴎芯)--~ 

図 10 水の放射線分解反応29)

以下に低下する.乙れに反して，・ OHの反応性は糖やリ

ン酸基が結合しでもあまり変化しない(表12). 

表12 DNA構成チミン成分と各種活性種の反応在日0)

チミン誘導体

チ ン

モノヌクレオシド

モノヌクレオチド

反応速度定数/109M-18-1 

e-; 
伺

18 

1.5 

.OH 

5.6 

4.8 

5.3 

H. 

0.4 

0.4 

0.4 

P. radiora 0-1の放射線失活定数は N20を飽和さ

せると約 3倍iζ増え， HCOONaを添加すると減少する

(表5).前者では eゐが・OHIC変換され， eゐは存在せ

ず， .OHの発生量は 2倍になる.後者の場合には，・OH

はCOiIζ変換されてしまうので， eaq (G=2.8)と等

のCOiが存在するととになる.上述の失活定数の変化

を活性種の種類と量の差異の関係から考えると.還元種

である eaqやCOiの細胞失活作用は酸化種である・OH

よりかなり小さいととがわかる.

DNA塩基のうちで最も放射線感受性が高いチミ

ンに注目し，水溶液の放射線分解における生成物を調べ

ると，二重結合に対する水素添加物であるジヒドロチミ

ン CDHT)，H・と・OHが付加した 6ーヒドロキシジ

ヒドロチミン C6HOT)および2個の・OHが結合した

チミングリコール CTG)等が生成している.但し， N2 

12 

気中の生成物のG値の総和はチミン分解量の高々50%で

あり，乙のほかにも多くの逐次分解物が少量づっ生成し

ている(表13)• 

いずれにしても，チミン水溶液の放射線分解において

は，水の放射線分解によって生じた eaq，・OH，H・など

が関与する一連のつぎの諸反応(図11)が起乙っている

乙とがわかる. N20飽和系の場合には eゐは・ OHIζ

変換されるので，活性種は・OHCG=5.6)となる. し

たがって， H・や eaqが関与する生成物は得られず，チ

ミン分解量とチミングリコー Jレ生成量が増えている.

N20で置換すると，バクテリアの放射線失活定数は一

般に増大する(表 2). 乙の乙とを考慮すると，前述の

バクテリアの放射線失活の主原因反応は DNAあるいは

フリー塩基に対する .OHの結合.特に塩基の二重結合iζ

・OHが結合する反応である可能性が大きい.

さらに，細胞やバクテリアの放射線失活の度合いはO2

を共存させると 2-3倍に増大する. DNA水溶液(0.1 

-0.5%) ICX線やr線を照射した場合，無酸素状態にお

ける全塩基遊離反応のG値 C0.28)はO2を共存させる

乙とによって約2倍大きくなり，塩基分解のG値 (1.01) 

も2.3倍になる(表 9). また， O2を共存させると，

チミンの分解量およびヒドロキシル化物などの酸化物が

著しく増える.乙の機構として，・OHとO2が図12の機

構によってチミンと反応し，チミングリコールやホルミ

lレピJレビlレウレア CFP U)を生成させているものと考

えられる.

他方， O2共存下のDNA水溶液の放射線化学反応にお

いては eaqやH・などの還元極はO2と反応してそれぞ

放射線化学



れ酸化種iζ変換される.

eゐ+O2 

H・+O2 

H+ + O2 

O2 
HOO. 

HOO.( pKa =4. 6-4. 9) (U~ 

HOO.は中性水においては殆んど (99.4%)が 02と

して存在する.

4でのべたように， N20系，およびO2系における

P-radiora 0-1の放射線失活がHCOONaを添加する

と著しく抑制される. HCOONaは・OHと反応して

CO~ となり (2) ， 02 が共存すると電子を与えて O~ を生成

させる.

表13 チミン水溶液における各種生成物のG値31)

(14) 

(1~ N2 N20 Air 

チミン変化(ーT) 1.50 2.17 2.40 

未確認物質 CUIC) 0.80 1.65 0.51 

5，6ージヒドロチミンCDHT) 0.32 0.17 O.∞ 
チミングリコール CTG) 0.10 0.32 1.00 

5-ヒドロキ、ンメチルウラシJレCHNU) 0.09 0.27 0.03 

&-ヒトt時ンー5，6-火ドロチミン C6HOT) 0.07 0.10 0.02 

5，-メチyνカレヒツーJレ酸 CMBA) 0.06 0.06 0.26 

N1ーホJレミJレ判2ーピ1レりレウレア CFPU) 0.05 0.14 0.58 
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¥

/

T

 。べH

側
同

j

叶
川
リ

V
メ
/

、
l

ァ

、λ

N
M
K
 

o

机
H

。叩
H
m

iTIH~ JmH 

図11 放射線によるチミンのヒドロキシル化反応25)

(6-HOT) 

:L174民:+ユ:lj吋村山2〕

(FPU) (TG) 

図12 放射線によるチミンの酸素酸化反応機構25)
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COi +02 CO2 + Oi 4司

乙れらの乙とを考えると，細胞死における Oiの寄与は

・OHよりかなり小さいものである乙とがわかる.

また，低酸素性細胞の放射線失活を促進する増感剤と

して，親電子性が大きいニトロ芳香族化合物が開発され

ている.乙れらの増感剤はチミン水溶液の放射線化学反

応においてチミングリコールの生成を促進するという特

徴が見い出された.乙れらの親電子性化合物によるチミ

ンのヒロドキシル化増増感反応はつぎの機構で説明され

た刊 すなわち，水の放射線分解によって生じた・OHが

チミンの Cs=Cs位iζ付加し、生じたヒドロキシチミニ

lレラジカ lレが親電子性化合物によってー電子酸化されて

ヒドロキシチミノレカチオンとなり，乙れが水分子と反応

するというものである.C図13)

乙の反応によって，無酸素下でもO2共存の場合と同

織に，チミングリコールを生成する乙とになる.との機

構に よるとモJレのチミングリコー Jレが生じるために

必要な・OHの量は 1モノレでよい乙とになる.つまり， 一

電子酸化能力をもっ親電子性化合物が共存すると，チミ

ングリコール生成のための・OHの効果は 2倍に増大する

乙とになる.

8.放射線によるチミン損傷防護の化学反応

つぎに，放射線による生体損傷の防止を放射線化学の

立場から考えてみる. N2中，N20中， N20-02中の

いずれの系においても，アルコー Jレを添加するとパクテ

アや培養細胞の放射線失活が岨害される.乙の乙とに関

連して，N20系チミン水溶液 (O.5mM)の放射線分解

iζ及ぼす各種アルコール添加の影響を調べると，チミン

の分解が阻害され，ヒロドキシル化チミンの生成が著し

く抑制されており，両者の聞には明らかに相関関係が成

り立っている(図 8). 

培養細胞の放射線失活において観測されたエチレング

リコールの防護効果に関連して，チミンの放射線分解に

ついても調べた.乙の場合も，エチレングリコーノレを添

加すると，チミン分解およびヒロドキシ lレ化チミンの生成

は抑制されている.乙れらの結果は，アルコー Jレ類が

.OHを捕獲し， DNAあるいはフリー塩基，特iζチミンの

二重結合への付加反応を抑制する乙とによって失活を防

いでいる乙とを示しているように思われる.

RHOH+・OH → ・ROH+ H20 

4で、のべたように，細胞内のグルタチオン濃度を政b

させると，低酸素性細胞の放射線失活が起乙りやすくな

14 

9 r-TY ___ _ Ci r-YT 

hlN7ぺ oHJ|/J子百

咋詰 +RNot子2+ RNO; 

7V:+ペ中f
図13 チミンの放射線ヒドロキシノレ化反応における親電

子性ニトロ芳香族化合物の促進機構2S}

る.N2系， N20系および空気系におけるチミンあるいは

チミジン水溶液の放射線分解におよぼす GSH添加の影

響を調べた(表14). いずれの場合も，基質と等量の

GSHを添加する乙とによって分解量および二重結合に対

する OH付加体の生成量は半減し， 5 -ヒドロキシメチ

ルウラシル CHMU)の生成は完全に防がれており， そ

の代りに二重結合に対する水素添加物， 5.6ージヒドロ

o Q 
HN人-n-CH3 … H~)I\ICH20H

11 +・OH→ +H20 (1~ 

0 2 0 N /  
H 

チミン CDHT)が多く生成している.

Q ____ 9 CH3 
HN~Clli . 'lT T JU~ノ、〈口。
i" 1¥ +2H→1 開(19

rグ.. N.... 0亦 N/¥n
'-' H H 口

GSHは・OHを捕捉するだけでなく， .OHやHとDNA

塩基の反応によって生じたラジカル中間体に対する水素

2 GSH+ 2・OH → GSSG + H20 

供与体として働らいているものと考えられる.

HbJJLYCH2HNLC出

。人NJI +GSH→よ'NJI+GS・
H ~ H 

3伊+GSH→拍手GS

H -H H 

側

(21) 
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表14 チミン水溶液の放射線化学反応に及ぼすGSH添加の影響32)

窒 素 中 空 気系

G 値 無添加 GSH添加 無添加 GSH添加

チミングリコール 0.07 0.03 

5 -ヒドロキシメチルウラシJレ 0.22 0.00 

5，6ージヒドロチミン 0.49 0.97 

チミン分解 1. 81 1. 19 

GSH分解 3.03 

GSSG 

システアミン， NH2CH2CH2SHやシステイン，

/NH" 
SH -CH2-CH2 ( ~~~~ などの放射線防護性化合物の

z ¥COOH 

化学的な作用機構も上と同様で， DNAを攻撃する・OH

などの捕捉作用と，水素引き抜き反応によって生じたラジカ

ル中間体iζ対する水素供与という修復作用によるものと

考えられる.水素供与反応によって生じたGS・は再結合

して%量のGSSGを生成している乙とも乙の修復反応の

機構を支持している.

4でのべたように， N20系およびO2系における

P-radiora 0-1の放射線失活がギ酸塩を添加すると

著しく抑制される. HCOO-は・OHと反応してCOfを

生じる(2). CO~ は・OHよりも DNA塩基に対する反応

性が小さい乙とが放射線防護作用の原因であると考えら

れる.また，多量のギ酸塩を添加すると， O2中で、も失活

定数は%以下に低下している.上の反応によって生じた

CO~ は 02 1C電子を奪われて反応性の小さい O[ IC変化

したためで、あろう.

放射線による生体損傷の防護の化学は極めて重要であ

り，今後，乙の方面の基礎医化学の進歩によって，放射

線防護剤の開発が行なわれるものと期待される.

9.結 言

0.86 

放射線による細胞死と DNA損傷の関係を化学反応論

の立場から考察し，水の放射線分解によって生じる・OH

とDNA塩基，特に放射線感受性が大きいチミンとの反

応によるヒドロキシル化反応と細胞死の関係に焦点を合

わせてのべたブ生体分子の放射線化学"については，

すでに告井義一氏が本誌で詳しい解説を行なっている羽

放射線生物学の立場から論じた岡田重文氏の“放射線に

よる細胞死の分子機構'と共iζ，最も優れた総説である.

第 41号(1986)

1. 34 0.44 

0.25 O.∞ 
0.02 

2. 15 1. 76 

6.44 

2. 74 

本稿では，あえて詳しい引用をひかえたが，興味のある

方iζ一読をおすすめしたい.

放射線による生体障害の防護とガン治療効果増強とい

うこつの研究課題は放射線化学を学ぶ著者にとって最重

点、のものであるが，放射線物理学，放射線化学，放射線

生物学，放射線薬理学が合理的に結合した目的融合研究

の必要性を痛感している.

文献

1) E. H. Grubbe， "X-Ray Treatment， Its Origin， Birth 

and Early HistoryぺBrucePub. Co.， Milwaukee 

(1949). 

2)吉津康雄放射線障害を考える東京大学出版会，

東京 (1978).

3)山本修編著放射線障害の機構ヘ 367頁の一部抜粋，

学会出版センター，東京(1982).

4)菅原努監修 放射線はどこまで危険かヘ第 2版，マ

グプロス出版，東京(昭57).

5) A. J. Sinskey， D. Snah， K. A. Wright， E. W. Merrill. 

S. Sommer， J. G. Trump， "Radiation for Clean 

Environment， Proceedings of a Symposium， Mu. 

nich， 17-21， March (1975) p. 139-149. 

6) H. Watanabe et al.， Int. ]. Rad. Biol.， 43， 85 (1983). 

7) H.デルティンガー， H.ユンク著，代谷次夫，天笠準

平共訳、放射線生物学ーその分子的基礎"79頁，東

京大学出版会 (1974)東京.

8) H. Watanabe et al.， Radiat. Res.， 88， 577 (1981). 

9) J. G. Trump et al.， 5)のp343""'354. 

10) R. Roots et al.， Radiat， Res.， 92， 245 (1982). 

11) G. E. Adams et al.， Radiat， Res.， 67， 9 (1976). 

12) G. E. Adams et al.， Int. ]. Radiat. Biol.， 15， 457 

15 



(1969). 

13)菅原努ほか‘放射線と医学"36頁，共立出版(1984)

東京.

14)小野公二ほか，文部省科研，がん持研 1，r放射線制が

んにおける低酸素性細胞増感と高温度処理」昭和57年

度報告書27頁.

15)阿部光幸ほか，文部省科研，がん特研 1 r低酸素性が

ん細胞に対する放射線増感剤の開発と効果に関する研

究」昭和58年度研究報告書71頁.

16)科学大辞典， 934頁，丸善(昭和60年3月)東京.

17)岡田重文，代謝， 21， 1155 (1984). 

18) R.ドウボレ，別刷サイエンス*がん秒 20頁の絵を分割

加筆，日経サイエンス社(1981)東京.

19)吉井義一，放射線生物学概論， 89頁，北海道大学図書

刊行会(1975)札幌.

20) W. Ginoza， Ann. Rev. Microbiol.， 21， 325 (1967). 

21) K. A. Skov et al.， Int.]. Radiat. B必1.，37，529(1980). 

22) B. C. Millar et al.， Radiat. Res.， 83， 57 (1980). 

23) G. Hams， Nature， 186， 710 (1960). 

24) T. Kagiya et al.， "Modification of Radiosensitivity 

in Cancer Treatment" (T. Sugahara Ed.) p. 85"，，-，107. 

Academic Press. Japan， Tokyo (1984). 

25)鍵谷動，生命工学， 2， N o. 8， p. 1 (1983). 

26) T. Kagiya et al.， Radiosensitization Newsletler 2， 

NO.1 (1983). 

27)阪野公ーほか第44回日本がん学会総会記事， 485頁

(1985)東京.

28) 19)の61頁.

29)近藤宗平，分子放射線生物学， 25頁，東京大学出版会

(1972)東京.

30) 3)の140頁から抜粋.

31) T. Wada et al.， Chem. Letl.， 1041 (1982). 

32)李希明ほか， 1986年日本化学会春季年次大会 3-0-

25 (1986)京都.

33)吉井義一，放射線化学， 18， No. 36， 10 (1983) 

別表4 昭和 61 年度

日本放射線化学会役員名簿

会長相馬純吉(北大工)

副会長 高椋節夫(阪大産研)武久正昭(原研高崎)

顧問

監 事

理事

岡村誠三(京産大) 裡井洗(奈良高専)

今村昌 大島恵一(工開研)

後藤田正夫 岩崎万千雄(名工試)

笛木賢二(名大工〉 田畑米穂(東大工)

吉田宏(北大工) 小笠原正明(北大工)

武部雅汎(東北大) 大野新一(原研東海)

萩原幸(原研高崎)田川精一(東大工)

西川 勝(東大教養)新坂恭士(東工大)

中里千代子(都立大) 仲川 動(明大工)

松浦辰男(立大原研)立矢正典(化技研)

吉良爽(理研) 山内愛造(繊維研)

沢井健(都ア研) 小野勇(神工試)

石谷速夫(古河電工)加藤統之(名大工)

柏原久二(名工大) 鳥山和美(名工試)

志田忠正(京大理) 松山奉史(京大原子炉)

林晃一郎(阪大産研)藤田慎一(大府放中研)

西井正信(原研大阪)星野貞男(宇部興産)

小島慶一(住電工) 浜ノ上熊男(京工繊大)

浜義昌(早恕虹研)岡田紀夫(大分大工)

辻孝三(住化)

西崎倫義(積水化)

小川禎一郎(九大)

事務局 北大工・工業物理化学講座

事務局 060札幌市北区北13条西 8丁目 北海道大学工学部工業物理化学講座 電話 011-716-2111C内)6747，6748.

16 放 射 線 化 学



〔解説〕

ホットアトム化学の最近の動向

1. はしがき

ホットアトム化学が1934年ICSzilardとChalmers1) IC 

よって開始されてから半世紀経過した.乙の期聞にホッ

トアトム化学は数々の目覚ましい成果をあげ， とくに初

期にはノーベル賞受賞者(Libby，Fermi，Seaborgら)お

よび準ノーベノレ賞級の学者 (Szilard，Segrらほか)が幾

人もホットアトム化学関連の仕事にたずさわった. 1960 

--70年ごろの燭熟期にはその物理化学的な様相を掘り下

げる種々の研究がお乙なわれ，チャージスペクトロメー

ターや化学加速器のような特色ある装置も登場した.

しかし当然の乙とながら学問の分野も長く同じ乙とば

かりやっていては沈滞してしまう.絶えず新しい流れを

作りいろいろな人が関心を持てるようにつとめなければ

なるまい.そのためには他の学問領域からも学ぶ乙とは

大いに必要である.その意味でホットアトム化学の研究

者である立教大学松浦辰男教授が国際および学際共同研

究を提唱され，数年にわたる研究成果の大集成としてホ

ットアトム化学の反省と展望に関する成書 2)を1984年に

刊行された乙とは，本誌39号の今村昌理研名誉研究員の

書評 3)1ともあるようにわれわれにとって一つの重要なイ

ンパクトであった.松浦教授のような試みはいずれの学

問分野でもある時期には非常に必要とされる乙とであり，

マンネリズムを打破せずに学問の正常な発展は望めない.

最近主として無機固体ホットアトム化学について西ドイ

ツのMuller4)が反省と展望を書いているが，乙れも現在

のホットアトム化学の流れの中では有益な試みと思う.

ホットアトム化学は放射化学の枠組みの中で，カラー

が比較的はっきりしており，主たる研究対象は“chemical

effects of nuclear transformations. (核変換の化学的

効果)である.けれども10年ほど前からホットアトム化

Recent Trends of Hot Atom Chemistry 
* Kenji YOSHIHARA 
東北大学理学部化学科，教授，理博.

吉原 賢 一一*

学の多様化が言われ出し，近頃のホットアトム化学国際

シンポジウムのプログラムを見てもわかるように，含まれる

内容が多様性K富むようになった.ホットアトムを核的

プロープ (nuclearprobe)のーっとみなし核(およ

び核変換)を手段(または対象)としその化学的様相を

探るというふうに拡大解釈される方向が自につく.私も

乙の動きはある意味で必然と考えており，私自身そうい

う記事 5)を書いた乙ともある.ただ遠心力が働くだけの

多様化はその学問の中味を希薄にするおそれがあるので，

求心力が働いてその学問の中味を濃厚にする乙とも重要

なものと恩う.

もともとホットアトム化学は放射線化学と相関が深く，

J. E. Willardのように両分野で著明な業績をあげた人も

おり，またイオン分子反応で知られたR.Wolfgangはホ

ットアトム化学でも“kinetictheory analysis.で貢献

した人である.ホットアトム化学が放射線化学から得る

ところは現在もなお多いと思うが 逆にホットアトム化

学関連分野で放射線化学者が活躍するに値する問題が相

当あるはずである.乙の小文は放射線化学分野の方々に

ホットアトム化学の最近の動向をコンサイス K知ってい

ただく意味で書かれたものである.

2. 理論ホットアトム化学

ホットアトム化学は理論面では化学反応論K密接な関

係があり，多くの研究がお乙なわれている.とくに単純

な反応系(A+BC→ AB+C)でのtrajectory計算により

反応確率関数を求める乙とに強い関心が持たれている.

ホットアトムの反応の特色はふつうの化学反応と異な

り高いエネ jレギー側から衝突を繰返しながら反応域に入

ってゆく乙とである.図 llL示すように横軸にエネノレギ

ー (E)の対数をとり， 縦軸iζ反応、確率 P{E)をとる

(略歴)昭和28年9月東北大学理学部化学教室卒業，昭和29年 4月通産省電気試験所に入所，昭和32年 4月日本原子
力研究所研究員，昭和43年10月東北大学理学部化学科政敵授，昭和48年9月西ドイツカールスルーエ原子核研究センタ
ー客員教授，昭和57年 2月より現職. (専門)放射化学，放射線化学. (連絡先)干 980仙台市荒巻字青葉東北大学
理学部化学科. (趣味)専門外の仕事という意味でいうと，ワクチン禍防止運動で20年来活動.
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図 1 ホットアトム反応確率とエネルギーとの関係

と，ホットアトムは Reactivityintegral 1 
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すなわち反応確率曲線下の面積K相当する反応性をもっ

て反応すると見る乙とができる.EstrupとWolfganl)

は中性子減速理論から出発してホットアトム反応のkinetic

theory analysisを導入したが，それによれば全反応確

率Pは衝突のさいのα (平均対数エネルギー損失)， fを

反応物のモJレ分率として

P=1一位p[一千 1] 

のようにあらわされる.ふつうのホットアトム反応系で

は減速剤と反応物との混合物についてホットアトム反応

生成物K関するIを求めている.現在乙のEstrup-Wolf-

gangの理論はかなり難点はあるが，乙れを基点として

多くの考察がお乙なわれている.

単純なビーム実験による化学反応機構の研究とホット

アトム反応の研究の違いは，後者が多重衝突による減速

を繰返してエネJレギーを失ったのちにホットな反応領域

に入る乙とである.

Trajectory計算で理論的な反応確率関数がわかっても，

多重衝突を繰返した収率の算出ができなければ現実のホ

ット収率は説明できない.たとえばPorterらはT+H2
7
)，

T+ 02
7
)， T+H08

)について，アルゴン減速剤中でト

リチウムがエネJレギーを失って反応する過程での積分反

応確率のくわしい計算をお乙なった.しかし HOとの反

応で同位体効果は実験的に観測されるものと正反対にな

り，説明がつかなかった.乙れについてはMalcolme-

Lawesが述べているように2)，Estrup -W 01 fgangの基

本仮定K問題がありその見直しが必要である.αは定数

18 

ではなく，エネルギー依存性があり，また減速剤もホッ

トアトムの衝突のさいにはヘリウムはより hardIC，アル

ゴンやキセノンではよりsoft!C働くものと考えられる.

乙の意味でホットアトム化学の基礎となる衝突の物理化

学の情報は今後大いに必要である.

Muckermanら10)はF+ H2， F + O2， F + HO反応に

ついて反応のtr勾ectory計算をお乙なった.フッ素のHO

との反応ではHとDについての同位体効果が計算された.

また KrogerとMuckerman
11lはトリチウムやハロゲンの

ような単原子価ホットアトムから一歩進めて多原子価の

C (10)の反応についても計算した.

C (10) +HI → C H (2ll) + 1 

→ C 1 (2ll) +H 

→ C (3p) +H+ 1 

低エネノレギー領域では酸素原子と水素分子の系で

o (10)+H2 → "，0 ¥ (1 t{ complex) 
H-----H 

と同様にC(10)の婦人反応カ:泡乙り，また高エネJレギー

領域では水素あるいはヨウ素の引き抜き反応が起るので

CHまたはCIが生成する.計算結果は図 21C示すように

ホットなエネノレギー領域 (2-10 eV)ではCI生成の方

が有利である.掃入/引き抜き比は表 1のようになり，

掃入は低エネ jレギー側でよく起乙る乙とがわかる.

トリチウムが壊変するときに分子系にどのような影響

を与えるかは以前から興味が持たれ， Wexlerらによっ

て実験的な研究が精力的に進められたが，乙の問題は核

融合関連でトリチウムの生体影響研究にも関係があり，

14.0 

12.0 

10.0 

。・a} 4 

5← tU的 8.0 

mu0 5 ， 6o 

4.0 

2.0 

o-o 0.01 

/
y
l
 

0.1 1.0 10.0 

RELATIVE COLLlSION ENERGY (eV) 

100 

図 2 C(10)+HIの反応生成物の生成断面積のエネJレ

ギー依存性(計算値)10) 
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表 C(1D)+HIホットアトム反応Kおける各生成過

程の挿入/引き抜き比の計算

衝 突 fins /fabs 

エネルギー CH+I CI+H Cep)+H+ 1 

0.1 eV 0.92/0.08 1. 0/0. 0 

0.25 0.86/0.14 0.98/0.02 

0.5 0.71/0.29 0.63/0.37 

1.0 0.68/0.32 0.44/0.56 

2.5 0.71/0.29 0.07/0.93 0.42/0.58 

5.0 0.64/0.36 0.26/0.74 

10.0 0.60/0.40 0.32/0.68 

理論的な研究も進行中である.

HT → HHe++s-+ν 

T2 → THe+ + s一+ ν

の場合は大部分 (--90%)はHHe+タイプのイオンにな

る乙とがわかっているが，乙れに対する理論は未完成で

あり HHe+の収率は定量的に十分説明されていない 13パ4)

しかし基本的にはRTの形の化合物が戸壊変によってRHe+

イオンになったときに， R-He聞の結合が切れるかど、う

かの判断は理論的な計算によって可能である.生田ら14)

は図 3U:示すようなRHe+ポテンシャノレエネノレギー曲線

の3つの場合について計算した. Case 1では生成した

RHe+が結合型で‘あり， a (RT→ RHe+1の瞬間にRHe+

がもっているエネ jレギーをRHe+の基底状態から測った

値)がR-He結合解離エネノレギー Ed以下であるため，

RHe+は安定K存在する.HHe+やLiHe+がそれである.

Case nは生成したRHe+は結合型であるが aが結合解

離エネルギーより大きいために結合が切れる.NH2He+， 

OHHe+， FHe+等がこれに当る.またCase皿は結合が

はじめから存在しない反発型のポテンシャノレエネルギー

曲線を持つ場合である.CH3He+が乙れに当る.結果は

まとめて表 21C示す.

生田i?15，16)はさらにトリチウム標識アンモニア二量体

やギ酸二量体のように水素結合をもっ系でトリチウムの

F壊変後のプロトンの挙動について理論的な研究をお乙

なった.アンモニア二量体は図 4IC示すよう ICT→3He

の壊変で
3
Heが系から失われ，

NH3NH2T→ (NH3 NH2 He)+→(NH2 -H-NH2)+ 

壊変後のポテンシャノレエネルギー曲線は 2つの谷を現わし，

第 41号(1986)

RT 

• ZE E 

斗 ~r 
e • a 唱。岡・

Int.ratomi c di stanc・

図 3 RT→ RHe+ s壊変のさいのR-He結合に関する

ポテンシャノレエネ jレギー曲線

表 2 RHe+型化合物のポテンシャルエネノレギー曲線の

計算と解離の有無の判定

親化
娘イオン

解離エネJレ
判定

曲線

合物 ギー (eV) タイプ

HT 田ぷ 1. 5 ~ 1. 25 c 結合

LiT LiHぷ 0.12 b 

BeHT Be田ぷ 0.41 b 

BH2T BH2Hぶ

CH3T CH3Hぷ 。 解離 E 

NH2T NH2Hよ 0.03
c 

E 

OHT 0田ぷ C n ~nd 
0.187，" 0.20 E 

FT FHt 0.48 b E 

a) Huzinaga -5G basis set 

b) Scale factor optimized STO-5G 
c) STO-3G 

d) Dunning' s contraction [4s2p/2s] 
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図4 T標識アンモニア二量体のF
壊変のさいのポテンシャノレエ
ネjレギー曲線.

両者の間で水素が行き来する乙とがわかる.乙れに対し

てギ酸二量体ではトリチウムのF壊変後iζ結局CO2が生

成して分子が壊れる状況が図 5の二次元分布図K示され

ている.

t-(HCOOH)2-CHCOOHoCOOHt + He→HC(OH) ~ +C02 

また生田らが臭素のIT壊変後のCH3Brの分子解裂を

計算した例17)も興味深い.計算の結果は有名なカールソ

ンの静電爆発模型を大筋において支持するものであり，

また Wexler17Jの実験において低電荷成分の収集効率に

問題があった可能性が指摘されている.理論的な考察が

進む乙とによって実験上の問題点がはっきりしてくる利

点があり，今後のホットアトム化学においても乙の乙と

は念頭において理論的考察を活用する必要がある.

3. 気相ホ ットアトム化学

気相のホットアトム化学はホットアトム化学全体の土

20 

(al壊変前， (bl壊変後

台となるもので重要である.前節で述べた反跳トリチウ

ムの場合は中性原子としての反応が重要であるれ(n， 

r)反応によって生じた反跳ハロゲン，あるいは壊変生

成ハロゲンは電荷を持つものがあり，乙れについての研

究が興味を持たれている.気相メタン中で 1271(n， r) 

1281反応による反跳1281が部分的に熱イオン反応をお乙

なう乙とはRacI(8)Iとより明らかにされたが，乙の傾向は

CH3F， CH3CL CH3Br， CH31気相中ではなくなり，

ホット反応だけが観察される19)

8omBrCIT)80Br， 8加 BrCIT)82Br， 130m 1 CIT) 1301等

の核異性体転移の娘核種が電荷を帯びて反応をお乙なう

乙とについて Rack 立川 八木らのグループの研究が

ある 80mBrBrとCH4混合系2()で壊変が起乙ると 80Br

は多重電荷を帯び， Br-Br結合が解裂してかなりの運

動エネJレギーをもって 80Brがメタンと反応しCH3Brを

与える. したがって系K減速剤としてKrを加えておけば

乙の収率は減少する(図 6).しかしKr濃度100%の極限

でも乙の収率は 0%忙ならないので，その分は熱イオン

放射線化学
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80m Br Br -CH4 

1.0 

メタン・臭素 (80mBr)系lζおける反応生成物の

収率とクリプトン添加の影響.
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2 

根
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)

図6

benzene中で 76，77Kr(sてEC)16，77Br過程により生成

する娘核種の気相反応を研究した. Kr減速剤のモJレ分

率に対する Br-for-Hおよび Br-for-F反応の収率

は図81c示すとおりである.乙の反応の機構は図9IC示

すようにフッ素化合物に対する中間体の存在を考えなけ
+ 

ればならない.すなわち Brが求電子的Kフッ化ベンゼ

21 

反応が寄与していると考えられる.また CH2BrωBrの

収率は Kr濃度が大きいと乙ろでは増大する傾向が見られ

る.

H82mBrとCH.混合系21)における壊変では娘核種82Br

はほとんど熱イオンになるといわれ.熱イオン反応で

CH3
8ZSrおよび CH2Br

82Brを与えるものと思われる.

図71CはKr濃度に対する乙れらの化学種の収率を示した.

Kr濃度の大きいと乙ろでやはり CH2Br
82Brの収率も増

大している.乙の原因は生成した Br+イオンのまわりに

クリプトンのクラスターリングが起り， BrKrn+のような

化学種として反応に関与する可能性が考えられた.

乙れに関連してKoskiら22，23)はイオン加速器を用いて

イオンビームによるシミュレーション実験をお乙なった.

かれらによると CH&-Br-Krの系ではKrは単に不活性

な減速剤と見なす乙とができない.乙の系では Br+のほ

ヵ、 BrKr¥BrKrn+(クラスターイオン)， CH3BrKt 

のようなイオンの励起状態と CH.が反応して CH3Brの

熱イオンを与える乙とが推定された.ビーム実験は気相

ホットアトム反応K関連した基本的情報を与えるので，

もっと活用してよいものと思われる.

また放射薬品の迅速合成のさいに用いられる気相中で

の励起標識 (excitationlabeling)の機構の研究がお

となわれている.たとえば 76，77Kr(s +， EC) 76， 77Brの

壊変過程の化学的作用の研究が盛んにお乙なわれている.

Coenenら24)は fluorobenz eneおよび ρ-difluoro・

第 41号(1986)
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+ 
フロオロベンゼンと Br との反応における反応中

間体.24)

図 9

さらにH2Sになるものと説明された.器壁の放射能が多

い(75%)が乙れは挿入生成物の一部が不安定なため壁の

と乙ろで分解したのかも知れないが，また38S (3P)が反

応せずに壁のと乙ろに沈着した可能性もある.

滝ら29)は35Cl ( n， p )35 S反応により生成した 35Sホ

ットアトムとエタンとの反応を研究し光化学的には生

成しないH2Sが乙の反応で生成する乙と，その約半分は

点>4
ザー化線射放

ンと π一錯体やn-錯体を形成し， そののちさらに転位

や脱離が起って最終生成物を与える過程が考えられる.

エネルギー的iとは熱イオン反応でなく，ホットなイオン

の反応と見られる.

また Brinkman25Jらは、ンクロフ。ロパン中での76，77Kr( fJ~ 

Eci6，77Brの過程の化学的効果によって生成する放射性

臭素標識化合物の研究をお乙なった.その反応機構は図

10lC示すような径路を含んでいるものと恩われる.従来

のイオン反応の知見が乙乙に包含されている.図中Sは

安定化(通常第三体との衝突による)を示し，Dは分解

を示す.生成物iとよりかなりの同位体効果がみとめられ

る.

気相ホットアトム化学で興味ある課題は多重K標識さ

れたトリチウム化合物の壊変により生成したイオンと有

機物との反応である.前節で述べたように九分子の9
境変iとより THe+が生成し，乙れが強いBrφnsted酸と

していちじるしい反応性を持ち，種々の有機物を攻撃す

る乙とができる.表 3(A)には THe+と有機化合物との

反応生成物の収率を示しておく. (B)は生成物分子内の

トリチウム分布を示す，分布は一様にならず，物質iζよ

「て不均一の程度も乙となっている~， 27) CT4から壊変に

より生じたCT3+イオンの反応も研究されている.

イオウは単原子価でないホットアトムとしてその反応

に興味が持たれる.Lindnerら28)は40Ar(P， 3 p) 38S反

応lとより生成した
38
Sとメタン，エタン，プロパンとの

反応で，対応するメルカプタンおよびH2Sの生成をみと

めた.38SctD)のCHへの婦人によりメノレカプタンが生

成し，また引き抜きにより HS・プレカーサーを生成し，

22 
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図10 Br+とシクロプロパンとの反応機構 25)

表 3 THe+と有機化合物との反応生成物の収率

(A)生成物収率分布

化合物 T標識生成物 収率(%)

フッ化ベンゼン フッ化ベンゼン 67.0 

ベンゼン <0.2 

塩化ベンゼン 塩化ベンゼン 76. 1 

ベンゼン 3. 7 

臭化ベンゼン 臭化ベンゼン 69.3 

ベンゼン 8. 1 

アニソール アニソール 48.8 

ベαン-ゼン 2.0 
αααー αα 
三フッ化トルエン 三フッ化ト Jレエン 81. 4 

ベンゼン 2.9 

t-プチルベンゼン t-プチJレベ、ンゼン 65 

第 41号(1986) 23 



表 3 (つづ.き)

化合物 T標識生成物 収率(96)

エチルベンゼン(+キシレン) 3.6 

トJレエン 0.9 

ベンゼン 25 

トノレエン(C7Ha) トノレエン 49 

ベンゼン 2. 7 

メタン --8 

トJレエン(C7Ha) トJレエン 58 

ベンゼン 3.6 

メタン --10 

(B) T分子内分布

生成物 オルト メ タ ノf ラ α 

フッ化ベンゼン 26.896 16. 1 96 14.296 

塩化ベンゼン

臭化ベンゼン

アニソーノレ
αctα-
ニ フッ化ト ノレエン

トノレエン

O2でスカベンジされることをみとめた.

4. 液相のホットアトム化学

22.9 

18. 7 

24.8 

14.6 

27.0 

Brinkmanら30)の液相ベンゼン誘導体と反跳トリチウ

ムとの反応の研究は今までの液相ホットアトム反応機構

としては重要なものと思われる. 卜リチウムは大部分が

熱領域より高いエネノレギー領域で‘反応し，スカベンジャ

ーには原則的に影響されない.ベンゼンの場合はホット

な引き抜き(1596)で HTを生成し大部分はホットな

置換 (45~紛とホットな付加 (35労)でC6 H5T あるい
は二量体(ポリマー)を与える.C6~誘導体として C6 F6
の場合のホットトリチウムとの反応はホットな引き抜き

がほとんど関与せず，大部分がホットな付加 (8096) と

ホットな置換 (2096)で生成物を与える.

Brinkmanら31)は乙のほか38C1とクロロベンゼンとの

反応をしらべた.生成する C6H5* Cl+ (*放射性)が52

96であり，その内訳はホットな置換 596，熱交換28労，

放射線誘起交換1996と見積もられた.ホットな水素引き

故き反応は無機成分を与えるものと思われる.

24 

15.8 21. 5 

19.3 23.8 

16.8 16. 7 0.2 

29. 7 11. 4 

8.6 22.0 2.3 

Rackら32)は1271 ( n， r i28 1反応による 1281とオレフ ィ

ンとの化学反応を調べ，気相と液相の比較をお乙なった.

液相では気相に比べいちじるしい有機収率の低下がある.

かれらは図1111::示すようなスキームで 1+あるいは IJの

関与がある乙とを提案している.これらは二重結合のと

ころあるいはその近傍でのヨウ素の攻撃として理解され

る.

大橋，森川ら
33，34)は液相のホットトリチウムとベンゼ

ン誘導体との反応を研究し，分子内分布をあきらかにし

た.均等分布に近いものが多いが，アニリンでは不均等

分布になり選択性があらわれてくる.また従来液相中で

調べられているスカベン ジャー効果のほかに ，C6F6を

用いて減速剤効果を観察した.減速剤効果は従来液相中

ではほとんど観察の対象にもなっていなかったから，興

味ある成果である. トルエンと C6F6を混合したときの

トルエン中でのトリチウム分子内分布は C6F6のモjレ分

率が増すほど，オノレト配向性が強くなり， トリチウムが

低エネルギーで芳香環に付加した乙とを示している.ま

たホットな反応についてベンゼンを基準とした相対的な

放射線化学
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図11 反跳1281と1-ペンテンとの反応機構32)

反応速度のインデックスも求められた.

上に述べたトリチウムの不均等分布の程度が置換基に

よる芳香環の活性化の程度と相関関係があるという研究

は筆者ら35)の研究室でお乙なわれ，乙の種の反応機構の

解明iζ役立つた.固相と液相を対象とした研究であるが，

ホットな付加は均等分布を生じるより高エネノレギ一成分

ι不均等分布を生じるより低エネルギ一成分K分ける

必要があることを述べている.

泉水ら36)は原子炉中の速中性子iとよる反跳陽子や反跳

重陽子による核反応 (p，n)， (p， r)， (d， n)反応が

起乙る乙とを利用し 12C(P.γ) 13N， 13C(p， n i3 N， 

12 C ( d， n) 13 N等の核反応の化学的効果を調べた.ベン

ゼン中では最終生成物としてHCN，C6H5CN， NH3， 

C6H5NH2等が生成する乙とがわかった.乙れらの収率

は液相と固相では大いに異なる.初期にホ ット
13
Nによ

る引き披き生成物CNあるいはNHラジカJレができて，それ

が拡散して反応し，生成物を与えるものと考えられる.し

たがってターゲット化合物が固相から液相に変化すると

きは軽い成分HCN，NH3が非常に増加し，C6H5CNや

C6H5NH2は減少する.ホットアトム近傍の放射線分解

生成物のラジカ Jレとの反応も関与しているかも知れない.

HCNやNH3はlongrangeの反応を含み， C6H5CNや

C6H5NH2はshortrangeの反応と考えられるが，乙れ

はターゲット化合物のHをDで置換したときの同位体効

果の観察からも裏付けられる.

また泉水ら37)の研究によると液相アセトンやジエチノレ

第 41号(1986)

エーテJレ中で見られる 13N標識化合物の収率は溶媒の粘

度の逆数にパラレノレになるので，拡散によって支配され

る過程の存在を示している.

佐々木ら37)は溶液系でのホットアトムの挙動としてJレ

テニウムの1，10フェナンスロリン錯体のA型を中性子照

射しその化学的効果を調べた そのさい生成する d型

の親錯体は 103Ruについて 1-2郊であったが，同時に

生成する d型錯体は 0.1%より少なかった.Aおよびd

の収率は溶媒の分子量iζ対する依存性がみとめられた.

収率はターゲット錯体の濃度には無関係であった.生成

核種の 103Ruと 97Ruとの間では親錯体収率について大

きな同位体効果がみとめられた.乙れはjレテノセンのベ

ンゼン溶液でHarbottleら39)が観察した傾向と一致して

いる. CC14のような物質を系に加えると dの収率はか

なり低下するが Aの収率の低下はほとんど見られない.

1.10フェナンスロリンの添加ではAおよびdの収率は同

じ量だけ増加した.乙の系で溶媒は励起エネルギーを除

去する減速剤あるいはケージの役割を果すと見られる.

かれらは乙の系で得られたAおよびd型錯体の初期収率

は反跳のさいに化学結合解裂をともなわない pnmary

retentionをあらわすものと考えている.乙の値は化学

結合解裂のあともとの相手との再結合を含むものとは考

えにくいと述べている.同様な実験がもし気相系でお乙

なえれば乙の知見はさらに面白くなるであろう.また塩

素を含む付加物がdのリテンションを低下させるのは，

反跳ノレテニウムと塩素コンプレックスを作るためかも知

25 



れない.

5. 固相のホットアトム化学

西ドイツのMullerは長年にわたり K2MX6-K2M' X6 
の型の混晶系のホットアトム化学で固体のホ ットアトム

反応の本質をついたすぐれた研究をお乙なっている.M， 

M'としてRe，Ir， Os， Pt， Sn等の金属が用いられ， X， 

X'としてCl，Br等のハロゲンが用いられる.完全な混

晶が得られるので固体における反跳反応を追求するのに

好適である.かれは最近 1MU LA (Impact i nd uced 

Multiple Ligand Abstraction)モデルにより混晶系

のリガンド欠陥形成を解釈する乙とを試みた 40)比較的

低エネルギー領域におけるリガンド欠陥形成については

うまく適用できる乙とがわかった.Mullerの取り扱ったの

はK20sBr6-K2SnC16の混晶系で 81Br(n. r )82Br反

応で得られる 82Br反挑原子を用いた.Os濃度を OIC外挿

した収率はBr-88.7%， 0ゾ BrBrs2-1作印放射性)7.9 

%， 0♂BrBr4 C12-1. 7 %， 0♂BrBr3Cl/-0.4労，

他の化学種は1.3郊であった. K20sBr6のモノレ分率が

増せばBr は減り Os車BrBrs2ーが増加する.反跳によ

ってClが1つ入ったものは図121C示すような過程で生じ

るものと考えられる.すなわち分子内リガンドの反跳臭

素が隣接の臭素を追い出し，あとに残った空位を塩素が

埋めるやり方である.外から反跳臭素がリガンドの臭素

(0) 

1ri¥( 
Br，，--←→田Br1
/ Os ラーJ

Br' 'Br 

Br 

Cl 

(b) 

Br/ 
05 ょτd-
Br 

Cl 

Cl d-(c) 

Br/ 
05 く
Br 

図12 K20sBr6-K2SnC16系におけるリガンドの分子内

自己置換 (Ls(2)過程)40)
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を置き換えるいわゆるビリヤード球置換の場合はリガン

ド欠陥はない(着目する分子K関しては).乙乙で反跳ハ

ロゲンがそれ自身の分子の中で反応する過程を Ls(n)で

あらわす乙とにする. Lはリガンド sはself， nは置

換数である. LS (1)は分子内のリガンド交換であり，さ

きほどの図12の過程は Ls(2)IC当る.一方外から反跳ハ

ロゲンが分子を攻撃してリガンドを置き換える過程を Lf

(n)であらわす乙とにする.乙乙で fはforeignすなわち

外部からの攻撃を意味する記号である. Lf(1)， Lf (2)， 

Lf (3)等のリガンド欠陥生成過程は図131C示すとおりで

ある. Lf (1)はビリヤード球置換に相当する. Lf (2)は

ビリヤード球置換に伴ってもう 1つのリガンドが取り除

かれる過程である. Lf (3)ではさらにもう 1つのリガン

ドが失われる.図iと示すように中間的なリガンド欠之種

Oゾ BrBr4口2ーや Os申BrBr3口22ーが生成し，そのの d 

ちハロゲンがリガンド空位を埋めるものである.~OsBr6 

-K2 SnC16系ではリガンド空位を埋めるハロゲンがBr

iとなるかCIになるかは混晶の組成によって割合が異なる.

たとえばOs82BrBr4C12ーを生じる Lf(2)の収率は

YOs本BrBr4C12ー-C Os*BrBr4口2-・Cclー
であり，乙乙でCは成分濃度である.

CO計 BrBr4口2--CK20sBr6 

Ccl--CK2SnC16 = 1-CK20sBr6 

であるから

Y Os* BrBr4C12ー-CK20sBr60C1-CK20sBr6 ) 

乙の式はCK20sBr6 = 0.5で極大値を与えるはずである.

Sn錯体でも同様な関係が成立していると考えられるが，

水溶液では不安定で加水分解してしまい，観測にはかか

らない.MullerはPRIMULAと名付ける計算プログラ

ムを使ってOs*BrBrnCl~二nおよび S事 BrBrnCls2-~ の

ム 82BrlL，(2) 

-2Br 
E 

恒込sSlBrBr3 ‘

-3 Br 

図13 K20sBr6 -K2 SnC16系における82Brの攻撃によ

るリガンド置換およびリガンド欠陥の生成 (Lf(1)， 

Lf (2)， Lf (3)過程)40) 
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ls(O) : 7.9 -，4 Lf(3) :‘ 8% 

図14 K20sBr6 -K2 Sn C16系での IMULA過程の主要

なものの図式的表示 ;40)・反跳82Br原子;口 リガ

ンド欠陥

すべての化学種の生成の割合を計算する方式を開発した.

そのさい錯体の違いによる complexdiscrimination 

factor Dcおよびリガンドの違いによる liganddiscri-

mination DLを考慮花入れ，また反応圏で“quaisi-

free-なリガンドの個数を考察しておく.乙のようにし

てLs(n)，Lf(n)の各過程についての寄与の割合を計算

した結果を図141C示す.図で明らかなようにもっとも重

要な過程は Lf(1)，すなわちビリヤード球置換で52.5%

であり，ついで Lf(2)，すなわちビリヤード球置換プラ

ス1リガンド空位生成で22%である.Primary retention 

はLs(0)+ Ls (1)で両者は実験的に区別できないが 7.9

9彰と見積られる. Lf (3)は0.4%でLf(3) + Lf (4) + 

Lf (5) + Lf (6)のすべての寄与を含めても 8%以下であ

る.格子聞のBrは7%と計算される.乙れらの結果は

実験的K得られたものをよく説明できる.しかしMuller

の乙のモデルもまったく問題がないわけではない.核反

応後の電荷の寄与なども考察すべきと恩われるがそれは

今後の課題である.

つぎに短寿命の 150について酸素酸塩のホットアトム

化学を研究した例を述べる叩 リテンションは 0ー 54%

と変化するが， O2の化学形をしたものの収率はx-O結

合エネルギーが大きくなるほど、小さくなる傾向がみられ

る(図15).例外はヨウ素酸(および過ヨウ素酸)塩の場

合である.反応の主要な径路は図161C示すように直接置

換，直接引き抜き，および過渡的な格子間原子の生成で

ある.乙れにより，最終的には親の化学形(リテンショ

ン)， H2*0， 0*0等の化学種K導かれる.

佐々木ら42)のJレテニウムのAーフェナンスロリン錯体の

ホットアトム位向研究は反跳反応の初期現象を取り扱っ

2 3 

o (X-O) (eV) 

4 5 
-'_0

15
0 

60 

40 

20~ Nal0， 
トー直司・-

Nal0] 
トーー・回ー・4

0 
150 250 

0(02) 

Mlf?C， 

350 550 

o ( X -0) (k J I mol ) 

図15 各種の酸素酸塩における0150収率と x-O結合解離エネルギーとの関係41)
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15 
Hot-~O 

spontaneous coup11ng 

図16 酸素酸塩におけるホット 150の反応生成物を与える径路

ている点で興味あるものである..1-(ぬ1(phenhJ(CIO..)2 

錯体II:A，J， rac-(M(phen)3) (CI04)2(MはFe等の

金属)を混合して中性子照射をお乙ない (n，r)反応で

生成した103Ruの放射能について化学形分布を調べた.

A型の収率は 2.7-3. 5 % (羽)でd型の収率 0.1-0.7

% (YJ)に比べてずっと大きい.YAはマトリックス組成

にあまり影響されないがYJはd錯体混合比によって変化

する.照射後の熱アニーリングはAもdも増加するが，

最初Aが主として生成し，のちにdとdがほぼ同量生成

する乙とがわかった.乙のような乙とから著者らはリテ

ンションについては記憶効果が主として働いており，鋳

型効果も部分的に関与しているものと考えた.

またかれら43)は(Co(dien)2J C13の異性体の中性子照

射をお乙ない，結晶として照射したときは
60
C1は主とし

て親と同じ異性体になり，他の異性体はあまり生じない

が，PVA中花園溶体の状態で照射したときは乙のような

選択性があらわれない乙とを見出した.親異性体の生成

マトリックスのつまり方K関係があるようである.

酒井ら44)はCo(m)， Fe (m) (acac)3の凍結溶液におけ

るホットアトム効果とメスパウアースペクトルを比較し

分散状態について検討している.

インプランテーションの化学的効果にも注目しておく

必要がある.イオンインプランテーションと反跳イン

プランテーションが知られているが，最近は後者すなわ

ち核反応による反跳エネルギーによって放射性原子を系

に打ち込み，化学作用を起させる反跳インプランテーショ

ンが盛んに研究されている.

RぬslerG45)はK2MX6(M=Re， Sn，Os， Ir … x= 

28 

Cl， Br)タイプの化合物に種々の金属原子を打ち込み，

錯体生成の機構を研究したが，中心金属の置換反応だけ

でなくリガンドの引き扱き反応も起乙る乙とを述べてい

る.中心金属とリガンド原子との結合の力の定数は，錯

体収率と相関関係がみられると考えた.

吉原ら46)の研究では種々のテクネチウムおよびプロメ

チウムの新しい化合物が，反跳インプランテーションお

よび関係するホットアトム化学的手法により合成できる.

表4は合成された新しい化合物の一覧表である.反跳法

によって錯体分子K打込まれたテクネチウムおよびプロ

メチウムが中心金属を置き換え，従来合成されていなか

った化合物を与える.合成手順の厄介なものや，還元形

が保ちにくいものなどを一挙に合成してしまう利点があ

る.

関根ら47)はCr(acac)3中にインプラン卜されたTcが

Oか+1価の状態であるかにより， TcO.への酸化速度

が大いに違う乙とを観察した.乙れは酸素イオン Oよま

たはOーと+電荷のTc原子が引き合うために酸化が加速

される機構が働く乙とを示唆している.

またドーピングの実験はいくつかの系においておとな

われている.そのうち二 ・三の重要な重要な実験につい

て紹介する. ドーピングは固体表面に少量の物質を加え，

熱などにより内部iと拡散浸透させる技術である.Maddockと

Todorovskyら48)はKCl単結晶を35S蒸気中にさらして

結晶内部11:35 Sをドープさせ，その挙動を詳細に検討し

た.結晶内部K入ったSは

2 SO+Cl-+口→ SCl+S-+ 1. 18 eV 

のように SClを生成するものと考えられる(乙のドーピ

放 射 線 化 学



表 4 反跳インプランテーションを含む反跳法の利用Kよる新しい化合物合成

ターゲット系 生成物

Tc (bta)3 

Tc (aCaC)2 

Tc ・hedtra

Tc (acac)3 

Ru + Fe (bta)3 

Mo + Co (acac)2 

Mo + In・hedtra

Ru(acac)3 

Ru(tta)3 

到 Mo02(aCaC)2 

99 MoOPc 

Tc (tta) 3 

99mTc02 (aCaC)2 

99mTcOPc 

Sm203+ La (dpm)3 

Sm203+ Fe (bta)3 

Pm(dpm)3 

Pm(bta)3 

ングの温度ではイオウは S2の形を考える乙とが合理的で

あるとしている).またV中心では

35S + Cl-→ 35SCl+ef (ef:自由電子)

のような過程でSClが生成する乙とも考慮しなければな

らない. SClは水と作用して結局Sas
2ーとS04

2ーになり，

SはS2ーになるものと恩われる.乙のようにして得られ

た各化学種ごとの量と計算値とを比較したのが図17であ

る.②+③=④(実験値)が計算値の⑤と一致する.乙

の乙とからSが内部に入り乙みながら SCIIC変化すると

いう機構が妥当なものと考えられる.

乙の研究は従来アルカリハライド中で核反応で生じた

35S，あるいは外からインプラテーションで打ち込んだ
35Sの化学的挙動を解明する上できわめて重要なものと

恩われる.気相においてイオンビームあるいは中性ビー

ムによるシミュレーション実験があるように，固相にお

いてはインプランテーションやドーピングを用いる乙と

が有効である乙との一例である.

またユーゴの Vlatkovieら49)はNaClICヨウ素化合物

14 .10 
2.0 

2 

o 

， ， 

生成過程

Ru(r， p)反跳インプランテーション

Mo( d， xn)反跳インプランテーション

Mo( d， xn)反跳インプランテーション

(r， p)ホットアトム反応

(r， p)ホットアトム反応

p-壊変合成

p-壊変合成

Sm( r， p)反跳インプランテーション

Sm(r， p)反跳インプランテーション

---・・・・--

50 100 h 
H.ating tim. 

をドープしr線を照射した.その結果 Iー→ 103"， IOi 

等の変化が観察された.結晶中で中間体として 1C12-が

生じる乙とが色中心との比較で考察されている.乙れも

アノレカリハライドの物性的変化と化学的変化を結びつけ

て研究を進めた点で評価される.

図17 KCl単結晶へのおSのドーピング，加熱時間と原

6. むすび

以上ホットアトム化学の最近の動向を，理論，気相，

液相，固相について記した.多様化する傾向がみとめら

れ，それが研究報告の数の減少にも連なる乙とを憂える

声もあるが，ホットアトム化学の本来重要なポイントを

第 41号(1986)

子数(8430K).1: 35Sーと35SCl. 2: (35 SCl) V ' 
3: 35S0， 4: 35S0+ (35SCl )V， 5:拡散過程から

の期待値.

指向した研究はより巧みに関連分野の手法も取り込んで

お乙なわれている.すべてを尽す乙とは限られた紙面で

はもちろん不可能であるが，それにしても私の力不足の

ために記述が十分でなかった乙とをおそれる. 1987年に

は日本で第13回ホットアトム化学国際シンポジウムが開

催されるが，乙れを契機に日本の水準がさらに向上する
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乙とを望むものである.
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園生園

気体中での電子の熱平衡化過程の研究

放射線と物質との相互作用を解明してし、く上で，電子

の熱平衡化過程についての知見は非常に重要で、ある.だ

がその重要性にもかかわらず，電子の熱平衡化過程につ

いて今日得られている知見は決して十分ではない.計算

機によるシミュレーションも1980年代に入って行なわれ

始めたのが現状である.そして，計算機を用いた理論計

算については以前ICr化学と工業』で述べたので1)乙乙

では主に実験による電子の気体中での熱平衡化過程の研

究について述べ，最後に実験の立場から理論への要望を

簡単に触れる乙とにする.

電子の熱平衡化過程を実験的に測定する試みは以前か

ら行なわれている. 1974年ICDeanらはプロープ法を用

いて Ne ， Arおよひ~Kr 中での電子の熱平衡化時間注1)を

測定している2)プロープ法とは，放電管の中IC針状の電

極(プロープ電極)を入れ，プロープ電極に加えた電圧

を変化させたときの電極電流値の変化から放電管内の電

子のエネJレギ一分布関数や電子温度などを求める手法で

ある.乙の方法Kは直接，電子電流を測定しているとい

う利点があり，最近ではプロープ電極にかける電圧に変

調をかけて S/N比を良くする等の工夫も行なわれてい

る.しかしその反面，プロープ電極の表面状態の影響や

プロープ電極による放電管内の電場の乱れの影響など，

現在でも未解決の問題をかかえている.更にプロープ法

の時間分解能は原理的に左程良くないので，時間分解測

定を行なうときは実験条件K注意する必要がある.1975 

年ICWarmanとSauerは， CCl4が低エネルギー電子を

効率よく捕捉する乙とに着目し電子がCCl41C付着し

て消滅していく速さから電子の熱平衡化時間を求めてい

る戸同じ年比WarmanとdeHaasは，電子が熱平衡化

していくにつれてマイクロ波の吸収量が変化する乙とを

利用して，マイクロ波の吸収量の時間変化から電子温度

の時間変化を求めている. de Haasらは，電子のエネル

ギ一分布関数は常にマックスウェ Jレ分布で表わされると

注1)乙乙では特に断わらない限り，電子の平均エネル

ギーが指数関数的に気体分子の平均エネノレギーに近づい

ていくと仮定して求められた減衰の寿命を，電子の熱平

衡化時間と呼ぶ乙と』とする.
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して，電子温度比対しマイクロ波の吸収量がどのように

変化するかをあらかじめ計算しておき，それと実験で得

られたマイクロ波の吸収量の時間変化とを比較する乙と

によって電子温度の時間変化を求めている.しかし実

際には電子の熱平衡化iとともないマイクロ波の位相もず

れて来るため，彼らの実験装置では吸収量の変化と位相

のずれとが混ざったシグナノレしか得られないだろう .も

う少し詳しく述べると，マイクロ波の伝搬係数rは，

r2= (π/a)2 _ω2μ。ε0(1+σi/ωeO)+jωμo Or (1) 

で与えられるデ5) 乙乙で Gは導波管の幅， ωはマイクロ

波角周波数， μ。と eOはそれぞれ真空の透磁率と誘電率，

jは虚数単位 Orとoiはそれぞれ電気伝導度の実部と

虚部である.電子の生成，熱平衡化iとともない Orとoi

は値をもち，他のパラメータはその間一定とみなしてよ

い.彼らは， (1)式の右辺第二項でσi/ωeO~ 1が成り

立っときはマイクロ波の吸収量JPはσrlC比例するとし

ているタ事実σi=0とおいてrを求めた場合，吸収量JP

は確かに OrIC比例する.しかし Oiを無視してσrだけ

を残すのは次の三つの理由から片手落ちであろう.

(il 吸収量JPの計算に用いられるのは rであってr2で

はない.(1)式から，rの実部，虚部の両方ICOrとoi

が同程度のファクターで効いてくる.従って， (1)式で

実部と虚部を別々に分けて議論しても意味がない.

(iil 観測しているのはrの変化量Jrで、あって，rそのも

のではない. Jr /rがOi/ωε。程度の量なら， Jrを

求める上で。iを無視する乙とはできない.

(凶 σi .:::::: Orω/<νeff >， (ぐ νeff>は電子と分子と

の見かけの運動量移行衝突周波数)であり，彼らの実

験条件では σiとσrとは同程度の大きさである.従っ

てOiを無視して円だけを考慮する乙とは不適当であ

る.

。iを無視しないでrを求め吸収量Jpを求めると，式は

非常iζ複雑になるが， 。iがOrと同程度ICJ.PIC寄与して

くる乙とがわかる.以上の理由から，彼らが求めた電子

の熱平衡化時聞には大きな誤差が含まれている.ただし，

OrもOiもともに電子の熱平衡化にともなって変化する
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量であり，両者が・混って求められた熱平衡化時間であっ

てもオーダーとしては信頼できるものだと思う.

1982年に窪田らは，熱平衡化電子とA4とが再結合し

てエキシマーが生成する乙とに着目し， Ar-N2混合系

でのN2からの発光の時間変化を測定する乙とによって電

子が熱平衡化するまでの時間を求めている?乙の実験の

場合，いくつかの素反応が介在しているために得られた

時間の物理的意味は複雑である.

以上簡単ながらこれまで行なわれてきた電子の熱平衡化

過程の実験による研究を述べてみた.私自身の研究につい

ては，最近の学会要旨集等を見ていただきたい 7)乙れらの

多くの研究には，それぞれに長所短所があり，また今後

とも改良していく点も決して少なくないように見受けら

れる.乙れらの値を利用，評価する場合は，個々の実験

方法の特徴が利用目的に合うように適宜選択する乙とが

必要である.その反面，実験によって解明できた面は決

して多いとは言えない.乙れらの未知な点を解明してい

くためには，実験方法の改良とアイデアもさる乙となが

ら理論面からのアプローチも重要であると考える.そ

乙で，実験の立場から見て理論に対し現在何が求められ

ているかを，私なりに簡単に述べてみたい.

気相中での電子の熱平衡化過程を理論的iζ解明するた

めには，非平衡統計熱力学の知識が非常に有用となる.

そして現在私の知ると乙ろでは，非平衡統計熱力学への

アプローチの仕方として大体つぎの三つが挙げられる.

(a) 局所平衡(局所マックスウェ Jレ分布)を仮定して，

非平衡状態が平衡状態に近づく様子を記述する8)

(b) ボJレツマン輪送方程式を(逐次近似を用いて)解き，

輸送係数などのパラメータを(逐次)計算する9)

(c) 非平衡な系の時間相関関数を求め，それの性質を利

用して輸送係数などのパラメータを求めるト10)

乙れら三つの方法はそれぞれ全く別々のものではなく，

相互に関連し合った部分がある.たとえば， (a)の方法は

(b)の方法の第ゼロ次近似とみなす乙ともでき，また(a)と

(c)の方法を併用する乙とも可能である.乙れらの方法の

理論的詳細はそれぞれの教科書にゆずる乙とにして，乙乙

では乙れら三つの方法が実験解析にどのように生かされ

ているかを簡単に述べる.

(a)の方法では，一般的に電子温度は位置の関数として

表わされる.しかし X線照射によって電子を生成させ

る場合は電子は一様に生じるのでい，7) 電子温度は位

置に依存しない.つまり(a)の方法は，電子のエネ jレギ一

分布関数をマックスウェル分布で近似して考察する方法

と同じになる4，7，11)最近になって，電子と分子との運動
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量移行衝突断面積の急激な変化や非弾性衝突，電子の拡

散などにより電子のエネルギ一分布関数がマックスウェ

ル分布から著しくずれる乙とが指摘されており12，13)マッ

クスウェノレ分布で近似する場合は注意が必要である.(b) 

の方法は，最近の計算機の進歩と計算法の改良iとより徐

々に行なわれ始めている ~4)(C)の方法を電子の熱平衡化過

程に厳密に適用するためには，電子と分子の全系のハミ

ルトニアンを求める必要があり，実際の計算は非常に困

難iζ思われる.

乙のように，理論で用いられるアイデアのいくつかは

実験データの解析にも利用されている.しかしこれら

を適用して得られた結果を十分説明できるような理論は

未だに提出されていない.つまり，電子が熱平衡化して

いくにつれて電子温度や電子のエネルギ一分布関数など

が時間変化していく規則性は，定量的にはまだ求められ

ていない.更に，各時刻の状態が平衡状態からどの程度

ずれているかを表わすパラメータも，電子温度以外Ir.提

唱されていないように思われるi!:2)実験データには誤差

が付きものであり，誤差を克服して新しい知見を得るた

めには(実験方法の改良もさる乙とながら)理論的K裏

付けされた規則性をデータ解析に盛り込む乙とも必要で

ある.そして私は実験の立場から， (a)-(c)に示されるよ

うな理論を発展させ，それによ司て非平衡状態の時間変

化の規則性とそれを記述するパラメータが実験結果と比

較しやすい形で提示されることを希望している.
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シラン L殻励起領域における解離性光電離

分子が軟X線を吸収してその内殻iζ穴があくと，引続

いて起るオージェ過程によって外殻の結合性価電子が失

われ，その結果分子は種々のフラグメン卜イオンに解離

する.内殻励起分子の解離性電離は固定された波長のX

線或いは電子線の入射によって従来からも研究されてき

たが， シンクロトロン放射光が利用されるようになって

その研究は新しい進展をみせはじめた1-3)我々はフォト

ンファクトリーのシンクロトロン放射光を用いて原子や

分子の内殻励起による多重電離や解離について調べてお

り，モノシラン (SiH4) IC関して得られた観測例を乙

乙に簡単に紹介させてもらう.

シラン分子の基底状態は正四面体 CTd) 構造で，そ

の電子配置は(1 al)2 ( 2 a 1)2 ( 1t 2)6 ( 3al )2 ( 2t 2)6で

ある. 2t 2軌道がSi-H結合K与り，その断熱イオン化

ポテンシャノレは 11.60eV， また 3alのそれは 17.95eV 

である4)そ乙で 650-1050λ範囲の真空紫外光を気相の

シラン分子に入射して乙れら価電子軌道から電子を一つ

だけ電離し生成イオンを飛行時間 (TOF)測定法で質

分析すると， SiH2+とSiH3+が主に生成する.他方，

内殻軌道 1al，2al及びlt2はそれぞれケイ素原子の 1s，

28及び 2p軌道K相当し，そのうち L殻 (28，2p)の

励起領域は 100-200e V (波長範囲 124-62λ)にある5)

乙の波長域で同様に TOF質量分析を行うと，価電子の

直接電離の場合と大いに異なって多種類のイオン生成が

見られる.一価イオンでは Si+とSiWが主な生成種で，

SiH2+ と SiH3+ は少ない.なお親イオン Si~+は長波長

域(650ー1050A)でも見られない.二価イオン (Siぺ
SiH++， SiH2++ )の収量は一価イオンの半分程度もあ

り，三価イオン (Si3+)も僅かに生成する.また水素の
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原子・分子イオン (H+，Ht， H3+)の生成も見られる.

多価イオンや水素イオンは長波長域(650 -1050 A)では

見られなかったイオン種である.各生成種の相対的な収

量は L殻電子が反結合性の価電子軌道iと励起されるか，

リドベルグ軌道に励起されるか，或いは連続状態に励起

されるかによって異なるしまた光吸収で最初に穴の開

くのがLI殻であるかLn，m殻であるかによっても異なる.

多価イオンが生成するのは L殻励起Ic~1き続くオージ

ェ過程によって過渡的に形成される解離直前の不安定な

親イオンが多価イオン (SiHt+)*となっているためで

あるが，その後の解離によって，例えば，

(SiH4++ゾ→ SiH2+++ H2 (1) 

のように多価のフラグメントイオンを与える乙ともある

しまた，

(SiH/+)*→ SiH2 + + H+ +H  (2) 

→ SiH2 + + H2+ (3) 

のように一価のイオン対を生成する乙ともあり得る.過

程(2)パ3)のようにイオン対が生成する確率は，イオン対

聞の同時検出法 (photoion-photoion coincidence， 

PIPICO)によって決める乙とができる6-8)乙の方法は，

例えば， SiH2+とHJとが過程(3)によって同時に発生し

たものであれば， TOF分析における両者の飛行時間差

は両者の質量で決まるある一定値となるはずであるから，

TOF分析器のイオン検出器に到達する種々のイオンの

飛行時間差スペクトルをとればよい.図 1は波長 108A 

で測定した PIFICOスペクトルである. 108AはLn，m・
殻の電子を直接電離できる波長である.飛行時間差の最
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波長 108A (115 eV)で測定したシランのPIPICOスペクトノレ

関，解離のダイナミックス，多価イオンの電子状態等に

ついて詳しい情報が得られるようになるだろう.内殻励

起分子の電子状態の特色として，分子場共鳴 (molecular

field resonance)或いは内井戸共鳴 (innerwell re-

sonance)と呼ばれる形状共鳴を形成する例が多数知ら

れている9)形状共鳴に電子を捕捉するポテンシャル障壁

は核問距離に敏感に依存するので，形状共鳴の関与する

電子遷移は非FranckーCondon的になりやすい.形状共鳴

が解離性電離に及ぼす効果は興味ある問題の一つである.

内殻励起分子は非常に高いエネノレギーを貯えた分子で

あるにも拘らず，分子の中のある特定の原子に局所的に

エネルギーが注入された状態である.乙の乙とから，内

殻励起によって分子内のある特定の結合を選択的に切る

ことが考えられる (site-specificfragmentation) !，3) 

例えばCF3CH3分子では，CF3基の炭素と CH3基の炭素

とではK殻のイオン化ポテンシャルに僅かの差(ケミカ

Jレシフト)がある乙とを利用して，どちらか一方の炭

素のK殻をイオン化すると，その炭素に直接つながる結

合が優先的に切れる.結合を指定した解離の研究は，今

放
...... 
f 化線射

図 1

も大きいと乙ろにH+と同時に生成した SiHn+(n=O--3) 

が高い計数率の同時検出信号を与え，飛行時間差が小さ

くなるにつれ順次H2~ H3+と同時に生成した SiHrt"が見

られる.またH+と二価イオン(S i ++， S i H++)の同時生

成も見られ，オージェ過程の終状態として少くとも三価

以上の親イオンがある乙とを示している.それぞれの同

時検出ピークが2つに分裂しているのは，解離エネルギ

ーが軽い分解生成種 (H+，H2~ H3+)に運動エネ Jレギー

を与えているためで，分裂の間隔から解離エネノレギーを

見積る乙とができる.PIPICOスペクト Jレとその波長依

存性の詳細な解析は多価親イオンの解離の機構に関して

貴重な情報を与えるが，まだ我々の解析は現時点ではあ

まり進んでいないので乙乙ではスペクト Jレを紹介するに

とどめる.

今後乙のようなPIPICO測定とともに，内殻励起によ

る光電子・オージェ電子の分光，解離生成イオンの運動

エネルギーや角度分布の精密測定，ゼロエネノレギーの光

電子やオージェ電子と解離生成イオンとの同時検出法も

併用されて，内殻励起分子の電子状態，電離と解離の相
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後応用につながる面で大いに進展する可能性がある.
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低温プラズマ反応

プラズマプロセシング技術は，新素材開発などの分野

で最近とくに注目を集めている.例を挙げれば，アモノレ

ファスシリコンの製造，イオンプレーテイング，プラズ

マCVD，プラズマエッチングと微細加工，表面修飾，

表面改質，固体の薄膜被覆，ダイアモンド状硬質薄膜製

造，超微粒子製造，など枚挙11:暇がない.乙のように低

温プラズマは広く工業的に応用されている.しかし応

用面の多彩さに比べ，基礎過程の解明は立ち後れている.

乙の主因は，低温プラズマが関与する物理 ・化学現象K

多くの複雑な諸因子が絡み合い，解析が難しL、からであ

る.乙のため，低温プラズマの応用を考えていく上では，

低温プラズマのもつ基本的な性質をしっかりと把握して

おく必要がある.本論では，低温プラズマの応用におい

て，重要と思われる基礎事項の解説を試みる1)

1. 低温プラズマの性質

プラズマとは，正 ・負の荷電粒子が共存する電気的に

中性な状態をいう.プラズマ中の正イオンのまわりには，

その電場に号|かれて負の粒子，たとえば電子が集まるの

で，正イオンの電位はCoulombポテン、ンャノレ e/rのexp

(-r / A D)倍に減少し ADより遠いととろでは，e /rの

影響がないと見倣される.んをDebye長という.

Te (K) 
A D = 6.9 .1一一一一一 cm (1) 

n (cm-3) 

乙乙でおは電子温度，川ま電子密度，kはBoltzmann定
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数である.A Dよりも極めて大きい空間をプラズマと定義

する.

電子は，原子や分子に比べて質量が遥かに小さいので，

弾性衝突によるエネ Jレギー損失が小さい，従って，電場

により容易に加熱できる.プラズマの応用技術において

は，高周波 (RF)やマイクロ波 (MW)がよく用いら

れる.密度nの電子が交流電界E=Eosin ωtから受

け取る実効エネノレギ-Pは(2)式で与えられる.

P= ne2 νm E02 =一 一νmm νm2+ω2  
(2) 

乙乙で ADは電子と原子または分子との単位時間当り

の衝突回数である.電子が受けるエネルギーは，電界強

度の 2乗に比例し電界の正・負にはよらない.νm=O

では P=Oとなる.乙れは交流電界が真空中の電子を加

熱できないことを意味する.電子は，原子・分子と衝突

する乙とによってのみ交流電界からエネノレギーを受け取

り， エネノレギーを蓄積できる.圧力の増加と共に νmが

増加し Pが増加する.そして νmω でPは最大値を

とる.乙の乙とにより，低圧放電ではMW放電よりも RF

放電を，比較的高圧領域では， MW放電を使用するのが

有効である乙とが分る.

プラズマは全体的に中性K保たれている.乙れは，プ

ラズマと接触している器壁K流入する電子電流とイオン

電流が等しい乙とを意味する.低温プラズマでは，電子

温度はイオン温度より 2桁程度高い.従って，プラズマ
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オリフィスプロープによる電子(a)およびイオン(b)のエネルギー分布の測定例

放電管:内径10皿のパイレックス円筒管，放電周波数:27MHz，供給電力:

30W，ガス:ヘリウム1.74 x 10・1Torr 

図 1

Nは以下の積分値K比例する.
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乙乙で，!(E)は電子エネノレギ一分布関数，QCE)は対象と

なる分子のイオン化あるいは解離断面積， C2E/m) y2は

電子の速度である.(3)式を用い，Te=5eVとして， H2 

について計算すると， イオンはラジカノレの 1割程度生成

するという結果が得られる.電子のエネルギ一分布が低

(3) 
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電位は器壁の電位に対して正になる.プラズマと器壁の

電位差をシース電圧という.シース電圧により，電子は

器壁近傍で反発される.イオンは逆iζ器壁へ向って加速

される.図 1は，1.74XlO・1Torrのヘリウムプラズマ

において，器壁へ流入する電子および正イオンのエネノレ

ギ一分布を測定したものである?電子電流は，エネJレギ

ーが大きくなると指数関数的に減衰する.乙れに対して，

イオン電流の減衰は緩慢で，最大 55eVものエネルギー

をもっイオンが器壁を衝撃している.低温プラズマiζ固

体試料を接触させる乙とにより，試料表面を改質できる

のは，乙のイオン衝撃の働きによる.電子は衝突の際イ

オンのような大きなモーメンタム移動を起さないので，

固体表面での働きはイオンiと比べて遥かに小さい.電子

はプラズマ内でイオンを生成する乙とで重要な寄与をし

ている.図 2は，電子温度Teのガス圧力依存性を示す.

図3は，シース電庄内のガス圧力依存性を示す.ガス圧

が低くなる程 TeとVfが増加し放電条件が厳しくなる

乙とが分る. • • 
6 

4 

ル孟4
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電子温度 (Te)のガス圧力依存性
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図 2

低温プラズマにおける反応機構

放射線化学の分野では， ラジカ Jレ過程とイオン過程の

寄与をG値から容易に見積る乙とができる.低温プラズ

マで、は，圧力や供給電力など，放電条件の違いで，ラジ

カノレ過程とイオン過程の寄与が大きく変化する.ごく低

圧ではイオン過程の寄与が無視できない杭圧力が高く

なるにつれ， ラジカノレ過程が主過程となる.

単位時間当りに生成するイオンあるいはラジカノレの数
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図3 シース電圧 (Vj)のガス圧力依存性

エネノレギ一例に片寄っているので (Druyvesteyn分布

で近似される)， ラジカルに比べてイオンの生成量は相

対的に小さい.プラズマ内での化学反応は， ラジカ Jレな

どの中性活性種が反応の主役を演ずると予想、できる.筆

者は，メタンプラズマ(数Torr)の反応機構をラジカノレ

捕捉剤およびイオン捕捉剤を用いて詳細に検討した3) 乙

の結果，イオン機構はラジカノレ機構lζ比べて実験誤差範

囲内で無視できる乙とが分った.メタンプラズマからの

初期生成物は，エタン，エチレン，およびアセチレンで

ある.これらの生成物の前駆体が各々，CHz， CH，およ

びCである乙とを確認した.

CHz + CH4→ 2CH3旦参 CZH6

CH + CH4→ Cz 1-4 + H 

C + CH4→ CzHz + Hz 

(4) 

(5) 

(6) 

3. 膜形成，表面処理における反応制御

材料科学における低温プラズマの応用においては， し

ばしば電気絶縁性試料が対象となる.直流放電において

は，ターゲットが絶縁性試料では，試料が帯電し放電

が持続しなくなる.乙れに対して， RFあるいはMW放

電では乙のような制約がなく，絶縁性試料の表面処理を

行う乙とができる.

プラズマ空間では反応の主役は中性活性種である.し

かしプラズマー固体界面ではイオンが重要な役割を果

す.プラズマ中で生成したイオ ンの中性化による消滅過

程としては，①プラズマ空聞におけるイオンと電子の再

結合，②器壁への両極性拡散による消滅過程，とがある.

①は希薄プラズマでは無視できる場合が多い.従って，

プラズマ中で生成するイオンは，プラズマ中の電子と再

第 41号(1986)

5 

結合する乙とは少なく，その大部分が器壁を衝撃する乙

とになる.イオンはシース電圧に等しいエネルギーをも

って器壁を衝撃する.乙のため，極めて有効に固体試料

表面を改質できるのである.

直流放電においては，ガス圧がlO-
zTorrよりも低くな

ると，電子がプラズマから電界によって一掃されるので

放電が持続しにくくなる.圧力が10・zTorr以下の放電に

は， RF放電を用いるのがよい.交流電界によって電子

がプラズマ空聞にトラップされるので，放電を10・4--10・5

Torrまで持続させる乙とができる.図 4は高周波イオ

ンプレーテイ ンクo用装置の一例を示す4)誘導コイルで希

ガスプラズマを発生させ，乙れに加熱炉からの蒸気を導

入し，イオン化する.生成イオンは，直流電圧によって

加速され，基板をイオンプレーテインクーする.直流電圧

を印加せずにイオンプレーティングを行う乙ともできる.

乙の方法で，通常の金属のほかに，化合物薄膜(酸化物，

窒化物，炭化物など)や合金薄膜，セラミック系薄膜な

どが得られる.

熱電対
iv 

J
A
!
 

コ即

1
1
1
1
J

図4 高周波イオンプレーテイング用装置
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食品照射の現状

南九州大学園野暗文

1. 食品照射をめぐる世界状勢

乙の原稿の執筆中iζ，アメリカの放射線利用委員会か

らニュース1)が入り， 1985年12月に低線量食品照射に関

する新しい法律が許可されたととを報じてきた.乙の法

律は生鮮果実や野菜を 1kGy( 0.1附 ruD，また香辛料

と香味料を30kGyの線量までピコ波 (picowave)処理

を許可したもので，生鮮果実や野菜の害虫を防除注1)し腐

敗を防止し貯蔵寿命を延長する確実で安全な方法であ

る.乙の許可iと当ってアメリカの保健福祉省(Health 

and Human Services) と食品医薬品局 (FAO)と

の間で，放射線処理という言葉を照射食品の小売り販売

ラベノレに明記するか否かについて論争があったが，結局，

放射線処理の代りにピコ波処理という新語を，図 1のよ

うに併記する乙とで妥協した経緯があった.

食品照射の急速な実用化を引き起乙した要因は 2つあ

る.第 1は照射食品の健全性白〉について国連食糧農業機

関 (FAO) I 国際原子力機関 CIAEA)，世界保健機関

(WHO)の共同で合同専門家委員会が1969年から度々

聞かれ，全世界から集められた論文，資料をもとに討論，

評価が行われてきた. 1976年の第 2回委員会 2)で 「食品

照射は，加熱や冷凍と同じく食品の物理的処理法の 1っ

とみなすべきであって，乙れを食品添加物として規制す

る乙とは適当でない」という見解が発表された.

注1)害虫の最後の一匹まで完全に殺滅する乙とを防除
という.
注2)食品の健全性とは①毒性として発ガン性などの慢
性の健康障害を考慮した安全性，②生命の維持，健康の
増進に必要な食品が本来もっている栄養学的適格性およ
び③微生物学的安全性の 3つの安全性を包括したもので
ある.
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Plcow.v・d
図 1 アメリカが採用した照射食品の

小売り販売ラベル

さらに1980年の第 3回委員会3)で 110kGy(1 Mrad) 

以下の平均線量で照射したいかなる食品も，毒物学的，

栄養学的および微生物学的には全く問題はない.今後は

乙の線量以下で照射した個々の食品については，毒性試

験は不要である」という結論が出された.乙の結果， 10 

kGy以下の線量なら，あらゆる照射食品は安全である乙

とがWHOから各国政府に勧告された?

第 2の要因は，生鮮果実の害虫防除に使われてきた農

薬エチレンジブロマイド (EDB)には発ガン性が認め

られたので， 1979年Ir:WHO はEDBの使用禁止を各国

に勧告した.アメリカでは環境保護局 (EPA)が1984

年9月をもって“柑きつ類の煉蒸Ir:EDBの使用を禁止

する・との提案をした.乙れに代るものとして，生鮮果

実を r線で照射して害虫を防除する方法，すなわち放射

線害虫防除 (RadiationDisinfestation)がもっとも有

望な方法として登場した予6) さらに FDAは食品照射に

関する乙れまでの規制を見直し 1981年3月Ir:11 kGy 

以内の線量で照射した食品は，いかなる食品でも人間が

摂取する食品として健全であり，安全である」との見解

を発表した. 3年間の検討期間を置いて FDAは1984年

2月に新しい法案を発表した.乙の法案が，冒頭に述べ

たように1985年12月に許可されたものである.乙れは大

きな朗報で，アメリカにおける食品照射の実用化が現実

のものとなったので、ある.

放 射 線 化 学



2. 照射食品の健全性と放射線化学

食品の放射線分解生成物は，主として食品の化学的組

成によって決まる.分解生成物の濃度は，一般に線量K

比例して増加するが，また照射中の温度，空気存在の有

無，含水量などによって変動する.

食品の放射線処理において吸収されるエネノレギーは，

たとえば10kGyの線量で，水と閉じ熱容量をもっ食品で

は，わずか 2.4.C/gの温度上昇に相当する.乙れは熱

調理において吸収されるエネノレギーに比べると，はるか

に少ないので，照射によって起乙る化学変化は，熱調理

のそれに比べ，量的にみて極めて小さいものである.

食品の主成分は炭水化物.脂質，蛋白質であり，乙れ

ら3成分iζ対する放射線化学反応の機構は詳しく研究さ

れている. 1980年に聞かれた FAO/IAEA/WHOの

第 3回委員会3)で，照射食品の放射線分解生成物とその

毒性との関連性をしらべれば，照射食品の健全性は化学

的立場から評価できる乙とを示した.

牛肉，豚肉，ハムおよび鶏肉の放射線分解生成物を比

較すると，脂質量の差による多少の変動はあるものの，

ほとんど共通した生成物が得られる.-40.Cで照射した

4種類の肉の ESRスペクトルを測定して，共通のフ

リーラジカル中間体の生成を確認している?

トウモロコシ，小麦，馬鈴薯，キャサパ，豆類の照射

では，澱粉の放射線分解による共通した生成物が得られ

た.また ESR測定によって乙の結果は確められ，ラジ

カノレ中間体の構造は，照射したすべての澱粉で同一であ

る乙とを確認した8)

果実のモデル物質について放射線化学反応も研究され

ている.照射果実にもっとも多く存在する分解生成物は，

果実の主要成分である糖類から生ずるものであった.蛋

白質，マレイン酸その他の微量成分からの分解生成物の

収量は非常にわずかであった9)

乙れらの事実から，食品の種類が異なっても，類似の

成分(蛋白質，脂質炭水化物，水，その他)をもっ食

品では，同じような放射線化学反応が起乙っているから，

乙れらの食品を照射するときは，共通の分解生成物が，

ほぼ予期される収量で生成すると考える乙とができる.

現在では，生成物の収量を正確に予測する乙とはできな

いが，その上限は十分な精度をもって予測する乙とがで

きる.それゆえ， 1つの照射食品Kついての毒性試験の

結果は，同じ化学組成をもっ他の食品，あるいは同じ食

品から作った加工食品に対して，適用してもよいという

可能性が示された.
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3. 今後の問題点

世界各国で法的K許可された照射食品の処理線量によ

る分類を表 11C示す.低線量 (1 kGy (0.1 Mrad)以下〕

処理は馬鈴薯，玉ネギなどの発芽防止，貯蔵穀類や生鮮

果実の害虫防除F6)豚肉の寄生虫殺虫など， もっとも応

用範囲の広い分野である.中線量(1 -10kGy程度)処

理は，果実の部分殺菌による貯蔵期間の延長，サルモネ

ラ菌などの病原菌の殺誠による肉類の保存で，重要な分

野である.高線量 00-50kGy程度)処理は完全殺菌お

よびウイルスの殺滅による香辛料などの保存で，既に多

くの国で許可され，国際的lと流通している照射食品であ

る.

乙のように食品照射が実用化の段階に入ると，いろい

ろの問題が生じてくる.照射食品の健全性が保証されて

も，その品質が消費者に受入れられるものでなければな

らない.と乙ろが，照射食品の品質は，照射線量の増加

とともに，一般に劣化するものであるから，所期の照射

効果を達成するためには，相当の品質変化を生ずる乙と

もある.

アメリカは日本へレモン，オレンジ，パパイヤなどを

輸出している.アメリカ産の乙れら果実には地中海ミパ

エが寄生している.乙の害虫の日本侵入を防ぐために，

植物検疫法で，寄生果実の消毒を義務づけている.EDB

などの薬剤爆蒸処理によれば「予想される害虫10万個体

の中， 99.9968 %の死亡率を達成できる特定の処理を行

う乙と」になっている.一方，放射線害虫防除は，害虫

が寄生している果実をr線で照射し害虫の卵および幼

虫を死亡させたり，直接死亡させないまでも，卵のフ化

および幼虫の踊化，あるいは羽化した成虫の発育や生殖

を不能にする方法である?

従来の薬剤処理は害虫の死亡率に基準を置いているが，

放射線処理は害虫の不妊化を含めた再生できる能力K基

準を置いている.アメリカ農務省ハワイミパエ研究所は

地中海ミパエの成虫の羽化を防止するために必要な最小

吸収線量(植物検疫法で消毒を達成できる線量)は 0.26

kGyと決定した.と乙ろがKaneshiroら10)の研究によれ

ば 0.26kGyでは，照射果実の中で害虫の幼虫が生存して

おり，果実を喰荒して生育を続けている状態にある.果

実に寄生している害虫を殺虫するためには O.50 --O. 60 

kGyの線量で照射する必要がある.

一方，果実の品質K及ぼす照射効果は，果実の種類，

照射時における果実の熟度，照射後の貯蔵条件(とくに

温度)などによって変化する. 0.50kGy以下の線量で照

39 



国主函
射するときは，照射果実の品質はほとんど変化ないが，

0.60kGy以上の線量で照射する場合には，果実の種類に

よっては，品質にかなりの変化が起乙るものである?

今後は，照射食品の品質向上をはかるとともに，照射

効果を達成するための処理線量と，照射食品の品質変化

の関係を研究し最適処理線量を求める必要がある.

表 1 各国で法的許可を得た食品照射の処理線量による分類

処理線量

低線量

(1 kGy以下)

中線量

( 1 -10kGy程度)

食品照射の目的

発芽防止

害虫防除(果実)および

熟度遅延

害虫防除(貯蔵穀類)

寄生虫(施毛虫)の殺滅

部分殺菌による貯蔵期

間の延長

サノレモネラ菌などの病

原菌の殺滅による保存

高線量 完全殺菌およびウイノレ

(10ー50kGy程度) スの殺滅

文献

1) Committee on Rediation Application， INFO， First 

Anniversary Issue， Dec.(1985) pl. 

2) Report of a Joint FAO/IAEA/WHO Expert 

Committee， WHO Technical Report Series 604， 

(1977). 

3) Report of a Joint FAO/IAEA/WHO Expert 

Committee， WHO Technical Report Series 659・

(1980). 
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食品の種類および(最大処理線量， kGy) 

馬鈴薯(0.15)，玉ネギ(0.05)，ニンニク (0.15)，
甘薯(O. 15)， ワケキ顎(0.15) 

オレンジ(1.0)， レモン(1.0)，グレープフ Jレーッ(0.9)，
ノfノfイヤ(1.0)，マンゴー(1. 0) 

米(1.0)，小麦および小麦粉製品(1.0)，豆類(1.0)，
ナツメヤシ(1. 0)，アズキ(2.0)，タバコの葉(1. 0) 

豚肉(1. 0) 

ブドウ (2.5)，桃(2.5)，サクランボ(2.5)，イチゴ(3.0)，
マッシュルーム(3.0)，ココア豆(5.0)，ライムギパン(5.0)

魚および魚加工品(2.2)，冷凍鶏肉(4.0)，冷凍魚(6.0)，
粉末卵(6.0)，冷凍エビ(7.0)，鶏肉および家禽肉(7.0)

ソーセージ製品iζ使う香辛料(5.0)，乾燥血液蛋白(7.0)，
アラビヤゴム(7.0)，コショウ(10)， トウガラシ (10)， 

麦芽(10)，乾燥野菜(10)，香辛料および香味料(30) 

4)石館基，放射線と産業， No. 20，9-13(1982). 

5)圏野暗究，農業および園芸， 59， N 0.3，373-380(1984). 

6)圏野暗文，放射線と産業， N o. 28， 22-29(1984). 

7) 1. A. Taub and， C. Merritt， unpublished data. 

8) 1. Raffi and L. Saintゐ Lebe，unpublished data. 

9) R.A. Basson and co-workers， unpubished data. 

10) K.Y. Kaneshiro et al， Proc， Hawaiian Ento. Soc.， 24， 

(2，3)， 245-260(1983). 
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電子線照射による排煙処理

現在，米国およびヨーロッパ各地で，森林の枯渇，湖

沼の酸性化による生態系の破壊は，深刻な問題となって

いる.その最大要因として酸性雨を含むすべての酸性降

下物が取上げられ，その先駆物質としての亜硫酸ガス

(S02 )および窒素酸化物 (NOx)の排出削減が真剣に

検討されている.

従来の大気汚染防止技術は， S02の除去方式として石

灰石コウ法花代表される湿式法， NOxの除去は触媒を使

用した乾式法の 2つのプロセスの組み合せで構成されてい

る.一方，乙の組み合せ花代勺て，S02および‘NOxを共に

排水処理の不要な乾式で処理する技術が強く要望されて

いるが，未だ商用化の段階に達していないのが現状であ

る.しかし当社が開発した電子線照射による乾式同時

脱硫，脱硝プロセスが実用化K近づいたので，その概要

を紹介する.

本プロセスの開発は， 1970年に当社Kより着手され，

その後，日本原子力研究所高崎研究所との共同研究と

して進展し脱硫・脱硝同時連続処理プロセスとしての

基礎を確立した.乙の共同研究は，プロセスの改善を目

的として引き続き継続するとともに，鉄鋼業窒素酸化物防

除技術研究組合と新たに共同研究をスター卜し，最大処

理ガス量lO， OOONm3/hのパイロットプラントにより，

鉄鋼焼結排ガスの乾式同時処理が可能であることが確認

された.現在は，米国のエネ jレギー省 (DOE)のパッ

FLUE GAS二二〉

FLY ASH 
REMOVAL 

FLY ASH 

TEMf> 
CONTROL 

AMMONIA.WATER 

荏原製 作所青木 慎治

クアップにより，インディアナポリスで稼動中の石炭火

力発電所の敷地内IL:，最大処理ガス量 24，OOONm3/hの

実証プラントを建設し，石炭燃焼排ガスに対する本プロ

セスの性能テストを実施中である.

本プロセスの基礎反応の科学的解明には， 日本原子力

研究所，東京大学，東京工業大学，副生品の肥料化のた

めの研究には東京農業大学等の学者研究グ-)レプの協力

を得てきた.

図 11L:，本プロセスのフローダイヤグラムを示す.通

常約 150.Cの排ガスIL:，水をスプレーする乙とにより，

70-90.Cに調整する.次11:， S02とNOx濃度により定ま

るアンモニア (NH3) を添加した後，反応器に導き，乙

の中で電子線を照射する.照射により排ガス中のS02お

よひ市~Oxは，酸化されNH3と反応して，それぞれ硫安お
よび硝安の乾燥粉体となる.乙れらの粉体は，集塵装置

により分離除去された後，清浄化された排ガ‘スは，大気

lζ放出される.

図21ζ，燃焼排ガス (S02'NOx共に約 200ppm)

の場合の代表的な結果を示す. 1. 5 Mradの吸収線量で，

脱硫率は95$払脱硝率は90第得られている.また，詳細

は省略するが，集塵装置で回収された副生品は，化学分

析およびX線回析により，硫安および硫硝安の混合物で

ある乙とが確認された.植物育生テストの結果も，市販

の硫安肥料および硝安肥料と，ほとんど同結果であり，

E-BE跡4
REACTOR 

ELECTRONS 

PARTICLE 
COLLECTOR 

FERTI L1ZER 

持 STACK

図 1 フローダイヤグラム
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建設は昨年完了し，現在は S02および NOx除去率K

影響を与える各種因子を変化させるパラメトリックテス

トを実施中であり，引き続きの連続運転によりプラントの

信頼性を確認し本年度中には高硫黄石炭燃焼排ガスK対

する評価がでる予定である.

終りに，本プロセスの解明および推進に御協力いただ

きました日本原子力研究所，東京大学，東京工業大学，

東京農業大学および鉄鋼業窒素酸化物防除技術研究組合

のみなさまに，厚くお礼申し上げます.

実証プラント全景写真 1

20 

00 O 5 1  1.52  

FLUE GAS ABSORBED ENERGY (Mrod) 

1) R. S. Dixon， Radiat. Res. Rev.， 2， 237(1970). 

2) C. Willis， A. W. Boyd， Int. ]. Radiat. Phys， Chem.， 8， 

71(1976). 

3) O. Tokunaga， K. Nishimura， N. Suzuki， M. 

Washino， Radiat. Phys. Chem.， 11， 117(1978). 

4)徳永興公，西村浩一，鈴木伸武，鷲野正光，日本化学

会誌，(11)， 1582(1977). 

5)幸田清一郎，土屋荘次，疋田強， 日本化学会誌，(12)， 

1808(1976). 

6) O. Tokunaga， K. Nishimura， N. Suzuki， S. Machi， 

M. Washino， Radiat. Phys. Chem.， 11， 299(1978). 

7)幸田清一郎，土屋荘次，日本化学会誌，(2)， 164(1979) . 
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寸ー化線射放

献文

SOxとNOxの除去の吸収エネノレギー依存性

良好な肥料効果が確認された.

脱硫・脱硝の反応メカニズム}，7) は，前述の学者研究

クツレープにより解明が進められ，現在，次の 3つの過程

を経て進行するものと考えられている.

(1)酸化性活性種の生成

電子線照射により，排ガスの主成分であるN2，O2， 

H20の分子より， OH， 0， H02などの酸化力の強い化

学種が生成する.

(2) SOxおよび NOxの酸化

前段階で生成した酸化性活性種により，

は酸化され硫酸，硝酸となる.

( 3 )硫安および硝安の生成

前段階で生成した硫酸および硝酸が，添加したNH3と

反応して硫安および硫硝安の微少粒子となる.

写真 1は，前述の米国で運転中の石炭燃焼排ガス処理

実証プラントの全景写真である.本プラントの建設およ

び運転のための出資グループは，米国の DOE，当社並

びにインディアナ州政府が中心となり，インディアナ州

の5電力会社，アマックス石炭会社およびシーエフイン

ダストリー肥料会社よりなる.
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カロリンスカ研究所

私は1985年 5月よりスウェーデン，ストックホJレムに

あるカロリンスカ研究所に滞在し，客員研究員として仕

事をしています.カロリンスカ研究所はストックホノレム

北部の小高い丘Kあり， 140の部門， 150人の教授と1000

名以上の研究者が働いている基礎医学の研究所です.研

究所といっても2000名以上の学生を擁する医科大学の一

部であり，隣りには1200床の付属病院，それ以外K市内

1L6つの付属病院が存在し，いずれも1000床近いベッド

を有し，ヨーロッパ有数の教育病院としての機能を果

しています.原子番号を決めた Berzeliusや.5人のノ

ーベソレ医学生理学賞を生み出した所であります.私は乙

乙の Toxicology部門の Orrenius教授のもとで研

究をしています.乙乙では薬物が肝臓で酸化される時に

生じる活性酸素がどのようにして肝細胞に傷害を与える

かを酵素レベルで・調べています.乙の仕事は放射線化学

とは直接関係しませんが，私がどうして乙の仕事をする

乙とになったかというきっかけをまず説明しましょう.

私は阪大産研，林研にてパルスラジオリシスを用いて

生体における酸化還元について調べてきました.最近は

02"の反応に興味を持ち，パルスラジオリシス法により0;

と生体分子との反応速度定数を決める ζ とにより，02の

生体における挙動について考察してきました.さらに私

は細胞レベルでの02"の挙動に興味を持ち，カロリンス

カ研究所での仕事を始めることになったわけです.

従来，活性酸素による細胞傷害の原因は02とH202と

の反応により・ OHや102が生成し，乙れが細胞膜の脂質

過酸化をひきお乙す乙とによるものと考えられてきまし

た.と乙ろが乙の研究室では，乙れが主たる原因ではな

く，細胞内タンパク質 SH基の酸化とそれに伴う細胞質

内のカルシウムイオン濃度の恒常性の乱れによるという

結論を出しました.私は乙の一連の研究の中から細胞膜

に存在するカルシウムポンプおよびクツレタチオンという

SH基を持つポリペプチドの輸送について調べていると

乙ろです.

乙の研究室では病理学 薬理学，生化学，有機化学等

の異なった分野出身者が多く，私は Orrenius教授から

「お前は非常にユニークなパックグランドを持っている.

それをぜひ私達の研究室lζ生かして欲しし、Jと言われま

第 41号(1986)

阪大産研小 林一雄

した.研究の独創性は異なった分野の立場の違う人の刺

激があって乙そ生まれるという考えのようです.各個人

が何を得意とし，何をしたいか充分議論してテーマを決

めて，それでいて研究室が大きな流れに沿って仕事をし

ている感じです.またカロリンスカ研究所内のみならず

外国の研究室との共同研究を積極的に進めています.例

えば，乙の研究室では 5-6年前までカルシウムに関す

る研究を全く行っていませんでしたが，ある実験から肝

臓薬物代謝においてカルシウムイオンが重要な役割を果

しているのではなし、かと示唆するデータがでると，すぐ

にイタリアのカルシウムを研究しているグループと共同

研究を開始しました.そのために まず若い研究者3-

4人をイタリアから呼ぴ 集中して仕事を進めました.

乙のようなシステムは他の研究室でも多く見られ，その

結果として外国人研究者がとても多く，カロリンスカ研

究所内で 200人ぐらい，日本人も常に10-15人います.

限られた研究費と人数で行なっている日本の研究室と

比較する乙とは無意味かもしれませんが，最も大きな違

いは自分流のやり方を進め 決っして他人の研究の真似

をしません.遺伝子の仕事を例にとれば，今やそのテク

ニックだけが問題となっている遺伝子組み換え等の遺伝

写真カロリンスカ研究所の冬景色
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子工学の仕事に関しては日本の方が上と思われますが，

高等動物に関する遺伝子の研究，例えば免疫，分化，発

癌の遺伝子レベノレの仕事は遅れているというよりも，日

本人がほとんど手をつけていない分野だと曹、われます.

一般にスウェーデンでは技術や経験を要する研究は苦手

のようで，私の見聞きしたと乙ろによると，病院におけ

る医療のあり方，例えば早期癌発見等の診断技術，手術

のやり方lζ関しては日本の方が数段上のようです.

スウェーデン人研究者の平均的生活は 8時どろから始

まり，大部分 5時までに帰途につきます.夏休みも 3-

4週間(一般のスウェーデン人労働者には 5週間の休暇

が義務づけられています)とり，日本の研究室に比べて

のんびりしています.しかし外国人研究者，教授につい

ては話が別で，夜遅くまで仕事はするし，週末iζ も姿を

見せます.乙の研究所にいる学生の多くには下級生にセミ

ナ一実習する乙とを条件に月 1[10-20万円支払われてお

り，また研究に興味を持てば何年休学してもかまいま

せん.したがって医学生の多くは私より年上の医学生が

目立ちます.乙れは医者養成という立場からすれば非能

率と恩われます.

乙の国では年をとった人を除けば，ほとんどの人がき

ZZ盟国1&

れいな英語を話します.またカロリンスカ研究所にいる

学生はその場に外国人がいるいないにかかわらず，英語

でセミナーするように訓練されています.彼らはサイエ

ンスは英語でするものという考え方のようです.

スウェーデンはとても住み易いと乙ろで，街の治安が

よく，男女平等，反暴力，人種差別偏見の少ない国で，

外国からの移民を積極的に受け入れています.親の子供

iζ対する体罰も禁止しているのには驚きました.スウェ

ーデンの行き届いた社会福祉は外国人にも適用されてお

り，私のように高いスウェーデンの税金を免除されてい

る人に対しても医療無料です.外国人研究者のほとんど

すべてが WennerGren Centerというアパートに住

み，ストックホノレム市内の高いアパート代に比べて非常

に安く，乙乙ではランドリー，幼稚園，食堂等が完備し

ており，パーティーやコンサート等の催し物や，英会話，

スウェーデン語会話の教室 そしてスウェーデン織り等

の講習会なども行なわれています.

最後1[，本稿は私の見聞きした乙とを中心に狭い範囲

の乙とを書いたもので，特に放射線化学を研究している

読者に対して少しピントがはずれた乙とをお詫びいたしま

す.

ミネソタ大学留学記

59年12月より昨年12月までの一年間，米国ミネソタ大

学の Lipsky教授の研究室に留学しました. Lipsky研

は， Radiation Lab.の看板をかかげ， 250mCiの86Kr

のF線源と， 60CoC103r)， 137Cs(104r)のr線源を持っ

ていますが，光の方がウエイトが大きく， Lipsky本人

も自分は光化学屋であると言っていました. (もっとも

英語では光も放射線も Radiationですが.)

Lipskyの興味の中心は，放射線あるいは光を照射し

た時にお乙る励起とイオン化であり，“TheContribu-

tion of Electronically Excited States to the Ra-

diation Chemistry of Organic Systems"というタ

イトルで，長らく DOEと研究計画を結んでいます.主

な研究テーマは以下の通りです.

(a) The photoionization of a solute dissolved 

in a non-polar fluid 

(b) Photocurrent from metastable ion-pairs 
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( c) The fluorescence characteristics of satu-

rated hydrocarbons 

(d) Geminate-ion recombination kinetics 

( e) Electron energy-Ioss spectra of saturated 

hydrocarbons 

グループ員は， Lipsky(写真の左端)，テタニシャンの

David (左から 3人目) それに私と大学院生 3人の計

5人です.85年の 5月から私の後任として，高蝿大学(韓

国)の金教授(左から 4人目)が加わったので，一時的に

6人となりましたが，マンパワーの点では問題がありま

す.もっともとれは， Lipsky研だけの問題ではなく，

物理化学科共通の悩みでして 一学年の大学院生の数が

研究室の数の半分以下なのです. r金と人，乙れが問題

なのだ」と，同じ物理化学科の Prof.Barbaraが言ってい

ました. (万国共通の悩みかもしれませんが). 

私の仕事は(c)で，乙れは有名は Hirayama，Lipsky 

放射線化学



写真:Lipsky研の人たち

の仕事の続きと言えるものです.当時蛍光は存在しない

と言われていた飽和炭化水素からの蛍光を初めて観測し

て，学会を驚かせたのは十数年前になりますが，それ

以後 Lipsky研では，数十i乙及ぶ飽和炭化水素からの蛍光

を観測し，体系的に調べあげました.しかし、測定装置

の制約もあり、測定できる蛍光の量子収率は10-5が限界

でした.そ乙で今回，私は測定系lζ フォトンカウンティ

ングシステムをつなぎ乙み，もうーケタ下の極微弱光を

測定できる装置を作り，まだ蛍光の見つかっていない飽

和炭化水素からの蛍光を測定する仕事を行ないました.

その結果，シクロアノレカン(シクロペンタン，シクロへ

プタン，シクロオクタン等)とその誘導体からの蛍光を

初めて観測する乙とに成功しました. (ちなみに，最初

に蛍光が見つかったのはシクロヘキサンで，その発光は

乙れらより 103倍も強いものでした)

さて，いささか旧聞に属しますが，60年の 2月にウィ

スコンシンで聞かれた 放射線化学と光化学のミーテイ

ング (TheForth Annual Meeting of the Midwest 

Discussion Group on Radiation Chemistry and 

Phot ochemist ry )に参加しました. (おそらく，乙の

文章が活字になる乙ろは，第 5回のミーティングが聞か

れていると思います).乙れは 中西部の放射線化学と

光化学の研究者や大学院生達が集まるインフォーマノレな

ミーティングで，ちょうど放射線化学討論会と若手の会

の間ぐらいの感じです.参加者全員がロッジの中にかん

づめになり，講演，ポスター，夜はビールを飲みながら

話しつづ.けるというもので，以下の大学や研究所からの

参加者がありました.アルゴンヌ国立研究所，シカゴ大

学，ノースウエスタン大学(イリノイ州). ミネソタ大
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学(ミネソタ州).ウィスコンシン大学，マJレカッティ

大学(ウィスコンシン州) .ノートルダム大学(インデ

ィアナ州) .例年ノートルタームからの参加者はないらし

いのですが，今回はノートルダムの Fessendenのと

乙ろにいた Nagarajanがミネソタの Barbaraのと

乙ろのポスドクとなり，ノートノレタームで、の仕事を発表し

たものです.アルゴンヌとミネソタからの参加者の数が

多く，特にアルゴンヌからは(オルガナイザーがアルゴ

ンヌの Jonahということもあって)化学部の大部分の研

究者が参加していました.内容的には，まだ未定の研究，

既iζ終った研究などさまざまでしたが，特iζ近年のレー

ザーを主流とする高速の化学反応の研究の進展には目を

見はらされました.シカゴ大学の Balkらは，レーザー

パルスの干渉を利用してフェント秒の高速シンクツレ光ノf

jレスを発生させる装置を作り，注目を集めていました.

全く違う原理とはし、え，構造をもったパルスを重ねてシ

ンクツレパルスを作るという発想が，東大のピコ秒の電子

線パノレスを連想させ，興味深いものでした.

私の滞在したミネアポリスは，隣接する川都セントポ

ーノレと合わせてツインシティと呼ばれ，実質的には一つ

の都市のような面をもっています. ミネソタ州の全人口

約 100万人の内，約8割の人聞が乙のツインシティーと

その周辺部に住んでおり，かなりの大都会です.しかし

治安の面ではこのような大都会にしてはめずらしく(?) 

非常によくて，夕方ショートパンツ姿の若い女性が，人

気のない湖の近くを平気でジョギングしています. (乙

のあたりは，氷河のなどりで，都市の中iζ数多くの湖が

あり，ど乙も美しいと乙ろです).しかし，冬の厳しさは

格別で，私の滞在中最も寒かった時は， -250F(ー320C)

にまでなりました.冬の聞は，-20oCはあたりまえ，-10

。Cになるとホッとし， OOCならオープンカーに乗りたく

なるという冗談が，実感としてとらえられると乙ろです.

そんなわけで，復活祭の喜び一一雪がとけ，春となるー

はまた格別です.そして，短いけれども暑い夏，まさに

大陸的な気候です.一年間のミネソタ生活，いろいろの

事がありましたが，今では良い思い出ばかりです.
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第28回放射線化学討論会をふりかえって

.11月の札梶は大変寒いと，乙とあるごとに人々に聞か

され，乙れは相当な覚悟が必要と一人合点し，冬のスー

ツ，厚手のコート，セータ一等の防寒着を携え札幌に出

向いた.と乙ろが予想、は見事に裏切られ，穏やかな良い

気候でコート，セーターは使わずじまいであった.討論

会の方は乙んな拍手抜けとはうらはらに，興味深い内容

(従来の理学，工学的な物だけでなく，生物，宇宙関連

まで)の物が多く，充実したものであったように思う.

AI01(北大，田畑ら)は 1 アイコサンの架橋，及び

架橋の先駆体を直接調べるためにスピントラップ法を利

用し T線と中性子照射での架橋構造の相違についての

分子レベJレで・の情報を得た.乙の中で，架橋点の種類に

は二種類ある乙と T線と中性子での相違はやはり LE

Tの違いから予想されるようなものであった乙とを実際

に確かめた.A102(北大，田畑ら)はAI0lと非常に関

連の深い研究で， 13CNM RCINEPT)により 1 アイコ

サンの架橋構造を調べた.彼らはダイマー(架橋の最小

単位)の構造解析を行い 実際に乙の方法が構造解析及

び僅かな架橋点の分子運動を検出するのに有力である乙

とを示した. AI03(東工大，藤沢ら)は，温度分解 ES

Rを用い，放射線重合の初期過程の研究との関連で，オ

レフィンカチオンラジカ Jレのアリ Jレへの転換反応を種々

のマトリクスの中で‘調べた.乙の中でオレフィンカチオ

ンラジカルはイオン分子反応を通してアリルタイプのラ

ジカJレに転換し，その反応は，置換基の配置をそのまま

保持する乙とを示した. AI04(早大，山路ら)ではロジ

ウムポノレフィリンの，低温の r線及び紫外線照射の結果

生成するー電子還元種について ESR及び光吸収スペク

トルを用いて調べr線 紫外線での遺元種の違いについ

て言及した.以上の研究では ESR，NMRの有用性を

再認識させていただいた.

A105(東工大，山崎ら)は宇宙の放射線化学について

の講演であった. 10K 10-13 TorrでH，He，C等の原系

から出発して種々の生成系を考え，どの様な化学種が定

常状態になり易いかを計算機で計算し，律速段階の決定

についても考察した.非常に価値ある興味深い研究であ

ると思えるのであるが，話が盛沢山で，もう少し時間を

さいてゆっくりパックグランドを含め，話を聞いてみた

かっfこ.

(東大工鷲尾方ー)
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.本討論会は非常に広い学問分野をカバーし，しかも基

礎から応用まで多彩である乙とに一つの特徴があると私

は思っている.乙うなった経緯，あるいは，必然、があっ

たのかも知れないが，私見を述べれば，放射線と物質と

の相互作用の結果起乙る現象の理解にはいつも詰め切れ

ない礎昧さが残るものの，しかし放射線を用いると確か

なレスポンスだけは常に返ってくる乙とから現象探しに

はもって乙いの手段となり得ている，という点にその原

因があるように思う.少々山師的なイメージが伴うが，

多くの分野で魅力ある奇抜な現象が少い昨今ではむしろ

歓迎されて然るべき方向であるとさえ思える.それにし

ても本討論会は間口の広さと多彩さの点で他分野からと

び込んだ者にはとても勉強になるが，しかし理解という

点になると何を聞いても中途半端であるのはなんともも

どかしい.そんな見本みたいな者が四つの講演で得た印

象は，演者の方々には申し訳ない乙とであるが，とても

報告といえる代物ではない.

A106(園野，南九州大園芸)は放射線殺菌時の果物の

品質変化について調べたもので 奥には国際貿易問題や

政治・経済問題，消費者団体の動き，安全性の問題など

が潜み，国民生活に直結する部分に間近な位置にある乙

とから純学問的な範囲を超えた緊張感があった.いずれ

誰かがやらねばならない課題が既に地道に行なわれてい

るという点に安堵を覚えた. AI07(小林等，東大工原子

力施)はツインライナックパルスについての報告で新し

い研究手段の開発を目指したものである.質の高いデー

タとともに，乙の装置の利用で・何か変ったおもしろい現

象が出て乙ないものかと心待ちにしたい.AI08(真嶋等，

理研・阪大産研)， A 109(西野等，阪大産研)は何れも

パルスラジオリシスによる研究で，放射線化学では正統

派に属する研究である.前者はハロゲン化アルキJレを扱

い，イオンの挙動を追跡したものであるが，討論にもあ

ったように，放射線化学に現われるホーノレとカチオンの

概念になお明確で統一的な解釈がない乙とを伺わせた.

後者はシクロブタンとその構造類似化合物について三重

項状態とそのエネルギー緩和を調べたもので，ポテンシ

ヤJレエネJレギ一面を用いて議論された.乙の種の討論に

は理論家の参加がぜひほしいと乙ろであった.以上の 4

講演だけでも初めに述べた特徴が出ていて興味深い.

(京大原子炉松山奉史)

放射線化学
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.第一日目の午後，ポスタターセッションの後，All0-

A113の4件の口頭発表があった.

李ら(名工大・原研東海)は1O--20Kの極低温の希ガ

スーエタンの混合固体系の中でのトリチウムの反応につ

いて報告した.収量のエタン濃度依存性からトリチウム

化エタンはホットトリチウムの反応から生ずると考え，

固体中でのホットトリチウムの各希ガス国体中でのエネ

ルギー損失効率を求めている.また，サーマノレトリチウ

ムのエタンからの水素引き抜き反応に対する同位体効果

についても調べている.乙れらの温度依存性(10--20K

と77K)は Ar，Kr，Xeでそれぞれまったく違っており

非常に興味深い.

長谷ら(京大原子炉)は Conc.LiCl水溶液中での捕

捉電子について研究を行った.水分子がほとんど Li+イ

オンの溶媒和に使われるような濃厚溶液中で4KT-ラジ

オリシスにより吸収スペクト Jレを測定している.可視吸

収スペクトノレから計算した電子雲の平均的広がりに LiCl

の濃度依存性が少ない乙とから e心の構造が水和 Li+イ

オンの構造に深く関与しているとしている.

鈴木ら(東工大理)はパルスラジオリシス・マイクロ

波空洞法を用い，希ガス中の亜励起電子の熱平衡化過程

について研究した.Ar，Kr，Xe について電子エネルギ一

分布がマックスウェノレ分布で、あると仮定したときの電子

温度の減衰寿命を求めている.彼らはこ乙数年乙の方法

による研究を行っているが 以前試みたような電子エネ

ルギ一分布の時間変化を求めるような方向に発展できな

いと，Warmanと Sauerの研究に対してあえてやるお

もしろ味がないよう K思えた.

嶋森ら(福井工大)はパルスラジオリシス・マイクロ

波空洞法により N02の熱電子付着過程の温度依存性に

ついて報告した.興味深いのは N02への電子の見掛け

のこ体付着速度定数が温度が低いほど大きくなった乙と

である.しかし，乙の測定ではいくつかの素反応の組み

あわさったものをみており どの反応が乙のような特異

な温度依存性を示すかははっきりしないようである.な

んらかの方法で個々の素反応をおさえる必要がある.

(北大工小泉均)

.2日目午前の口答発表は 4件の ESRによる研究では

じまった.小笠原ら(北大工)は被照射アルカンジオー

ノレ単結晶中に捕捉された電子の構造を光ブリーチと重水

素化試料を用いて研究し 電子はOH基でできたサイト

K捕捉されている事を明らかにした.鳥山ら(名工試)

は SF6中のルアjレカンの低温r線照射により77Kでは
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カチオンラジカノレ， 120Kでは末端型アルキJレラジカルの

ESRスペクト Jレを観測し従来からの選択的末端C-H

結合切断の考えと CFChCF2CI中の実験結果との聞

にあった矛盾を取り除いた.またゼオライト IC吸着した

ルアルカンの 4KX線照射の結果から，イオン一分子

反応による脱 H+によりアノレキノレラジカJレが生成する事

を示唆した.志田ら(京大理)は被照射多結晶アセトン

の ESRスペクト Jレを観測し，予想、lζ反して MTHF溶

液中で観測されるラジカルアニオンの ESRシグナルと

既報の CCbF中のダイマーカチオンの ESRシグナル

との単純な重ね合せとならない事を見いだしラジカルイ

オンの構造と動的挙動について考察を行った.竹内ら(名

大工)は 4K固体 N2一CH4混合系の放射線分解反応

の機構を ESRで調べ，まず観測された N2から CH4

へのエネルギー移動の機構として励起移動と電荷移動の

2つを検討し，後者がより適当と考えられるとし，次iζ

ラジカノレ対 (CH3...H)の生成に対する不活性ガスの効

果については CH4の結晶性iζ くずれが生じたためと考

えた.東ら(東大工)は， α線源を利用した single-

photon counting法を開発しシクロヘキサンとベンゼ

ン中における有機シンチレーターからの発光測定を行い

α線照射と r線照射の結果の比較からスパー， トラック

構造の考察を進めた.吉成ら(山形大理)は二次元性イ

オン結晶における放射線損傷を77K照射後，光吸収とE

SR測定により調べ， Vk中心(Cli)の生成と昇温による

Clzへの転換に伴う金属イオンの中和による機構に基い

て議論した.

(北大工住吉孝)

.A206からA209の講演は，間体の照射効果と，吸着系

の放射線分解lζ関するものであった.吉成らは二次元性

のイオン結晶を照射し Vkセンターなどの生成を確認し

た.また77Kで照射した試料を昇温すると還元された金

属が析出するとの事であった. 3次元結晶と同じ形の欠

陥が生じても，層状結晶の場合には結晶内の移動の様子

が大分異なるのであろうか.イオン結晶の照射損傷とい

うと物理系の分野であるような印象が強いが，我々も理

解し開拓してゆける分野かも知れない.

A207は都立大グループによるゼオライトー吸着水系

の放射線分解に関するもので 水素の生成を測定してい

る.前の研究からゼオライト中に生ずる電子は準自由状

態にあると推定されているが 吸着水があるとやや反応

性が変わるようであった.準自由状態の電子が，吸着水

と反応して水素原子iζ変わるのは瞬間的な過程なのであ
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ろうか.放射線を利用した水素生成という実用には遠い

としても，基礎的には興味深い.

続いて原研高崎のクツレープが進めているエポキシ樹脂

の耐放射線性に関する研究発表が行われた.芳香族アミ

ンで硬化した樹脂からの蛍光測定により，芳香族アミン

へのエネルギー移動が確められ 乙の移動速度と発光効

率の高い硬化剤が耐放射線性助剤として効果的であると

述べられた.エネJレギー移動の定量的な寄与はどの程度

のものであろうか.重要な高分子材料の問題であり，進

展を期待したい.A209は熱Jレミネッセンス線量計に関す

るものであるが，演者病気のため中止であった.

(東大工白石浩二)

.2日目午後の口頭発表では まず青木ら(東大工 ・東

大原セ)がフェニJレアラニンのパルス (2ns)電子線照

射によって生成する中間体の挙動を報告した.ポリフェ

ニJレアラニンについての結果との比較(要旨集に記載)

は興味深いが，講演では言及されなかったように記憶し

ている.次lζ鷲尾ら(東大原セ・京工繊大工芸)は同じ

パルス電子線を用いてアントラキノンートリエチJレアミ

ン溶液から生成する中間体の研究を行い，レーザーフォ

トリシスによるアントラキノンの還元機構と比較，考察

を行った.パルスラジオリシスの特徴を生かした一つの

よい例にあげられると思う.

次の 2つの講演はイオンの照射効果に関するものであ

り，まず田川ら(東大原セ ・東大原施 ・NTT茨城通研)

は PMMA 及び PSt の H\He+及ひ~ N+による露光特

性を報告した.報告されたデータは研究がスター卜した

ば.かりで目新しいものではないが，イオンによる高密度

励起は基礎面だけでなく たとえばガン治療などの応用

面からも今後の重要な研究課題であり，化学反応の立場

からの研究が始められた乙とは喜ばしく，研究の進展を

期待したい.次に木村(理研)は，高密度 Heの窒素イ

オン照射による発光スペクト Jレの He圧依存性のデータ

をもとにして，重イオン照射の場合には Heエキシマー

の二量体及び多くの多量体が生成する乙とを報告した.

小川ら(京大工)は，ピオローゲンを含む PVAフィ

ルムの照射によるピオローゲンカチオンラジカルの吸光

度の線量依存性を測定し，低線量(.......krad)領域で高感

度の線量計として利用できると報告した.最後に今村ら

(北大理)は，種々の金属ポルフィリン錯体の MTHF

溶液11::T線あるいは可視光を照射して錯体の構造変化を

追跡し，酸化還元のスキームを整理して報告した.光照

射では照射温度により錯体の酸化あるいは還元のいずれ
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かが進行するが T線照射では選元反応のみが起る.

例年の乙とであるが 2日目午後になると聴衆の数が

激減する.乙の責任の大部分は参加者にあると思われる

が，たとえば，最後を特別公演で締めくくるのはどうか.

(原研大阪永井士郎)

.担当する乙とになったポスターセッションB101 ....... B 

117の講演について感じた乙とを簡単に述べる乙とにす

る.世は挙げて‘新材料、 、新物質、が唱えられていて

放射線を(特にイオンを)使ってそれを試みようという

グ、ループは少なくない.その波がわが放射線化学にも顕

著に現われ，乙のセッションでいえば新レジスト剤を使

った宿島らと機能性材料の開発を想定した鷲尾らの発表

が挙げられる.両者共パjレスラジオリシスを用い初期反

応過程を明らかにしようとしている.いわば従来手法を

適用しているのであるが両者と同クeループに属する河

内らの発表したイオン加速器が加わる今後は，より極端

な放射線効果や材料開発そのものの研究が拓けるものと

期待したい.以前思っていたより未だ数の出ないのが原

子炉 ・核融合関係で 乙乙では炭酸ガスクラスターイオ

ン反応の池添らと6Li(nα) T反応で生成させたトリチ

ウムの拡散と化学構造の須貝らの 2つがあり，物理化学

的手法によりキレイ K解析されている.乙れに加えて生

々しい問題も投げかけられても良いと思うが，放射線化

学は整然とした物理化学と誤解されているのだろうか.

試料が高分子となると，今日も多くの報告があって，ジ

エンのカチオン重合の中間体としてのカチオンラジカル

の検出(高柳ら)， esolとの反応による PMMA-の生成

(田中琢ら)，パルス電子線照射した高分子飽和炭化水素

の過渡スペクトル(林ら)などの仕事は課題として残

された素反応を一つ一つ明らかにしていくととになろ

う.一方素反応ではなく，高分子の物理状態と再結合発

光(西川ら)やラジカル減衰(平出ら)とを関連付けよ

うとした報告もあった.興味はあるのだが，例えば発光

の decayを表わす経験式中のパラメタ類の物理的意義

が不明なので機構を想像しにくかった.プロットの直線

性はキレイなのでなんとか乙の点を解決できないだろう

か.次iζPMMA中ラジカルの緩和と空間分布を余裕を

もって測定した市川らの電子スピンエコー法は，昔線幅

から空間分布を求めた筆者にとって目舷い思いがした.

同様に自ら開発した時間分解 ESR法を用いて，白石ら

は懐しくも水溶中の水素原子の反応を報告した.解析は

難しそうだが，溶質を生体細胞にして OHラジカJレの反

応を調べられないかと思う.放射線生物にとって OHラ

放射線化学
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ジカルの反応は最重要なのだそうだから貢献度は大きい.

in vitroの蛋白質と eaqとの反応の報告(三木ら)があ

った.今後も続けられる乙とを望みたい.ピコ秒パルス

ラジオリシスの報告が住吉らによってなされ，振動励起

状態にある BuCl+ 等を観測したとされている.日本で

は実に 3台のピコ秒マシンが稼働しているのである.

広中らの SOR光を用いたアルコール類とエーテル類

の f分布測定は物理 ・化学基礎データの集積と地味に

映ったが，ちゃくちゃくと内部エネルギーを貯め込ん

で今後どのようにそれを噴出させるのか実に見物である.

佐藤らは引き続きガスクラスターの生成及び解離定数を

求める仕事を発表し，今回はアルカリイオンーC02系に

ついてであった.比較的高い圧でガス体を扱う際，クラ

スター化は常に問題になり 各物質の基礎データは重要

である.筆者の個人的興味で言えばHe3+が安定かど、うか

知りたいものの一つである.田中らの乱れた系の構造の

仕事は，まさに基礎的仕事である.物質に置き換えて言

えば，液体のようなものの構造論である.我々が液体の

ミクロな構造に物理量が依存する例に遭遇する乙とはし

ばしばあって，例えばアノレカン類における電気伝導度や

励起移動速度，あるいは希ガス類液体における同様の量

などが筆者の関心事であるが まだまだ沢山の例があろ

う.日本で稼働する 4台の SOR光施設で，その強力な

X線を用いた液体構造解析データが提供され，上記発表

のような理論の精度が上るなら 1分子と多数個配列集団

との中間に属するような物性K係る問題が解決されるの

かもしれない.

以上，強いてまとめた感想を述べるならば，概してわ

が放射線化学は地道な反応物理化学である.乙れが，自

然に対して我々が歩まねばならぬ不可避のステップと信

ずるならば，隆盛を求めてトピックスを追い回す乙とに

腐心する乙とも無いともいえよう.

(理研木村一宇)

.第28回放射線化学討論会は会場が非常に快適で，講演，

ポスター共に気持よく見聞きし 討論することができた.

また講演がー会場で消化されていた乙とは，参加者にと

って有難かった.初日 第 2日のポスターの発表内容は

多方面にわたり，応用に関連したものも多かった.乙れ

は学聞に対して，社会的要請に答えるととが要求されて

いる現状を反映している結果であろう.

パルスラジオリシスによる研究は，東大，阪大，北大

で活発に続けられているが，n-ヘキサン，シクロヘキサ

ンなどの飽和炭化水素より生成するラジカルの紫外吸収

第 41号(1986)

の測定ならびにラジカルの生成機構の検討 (B203)は興

味深かった.ピレンの紫外レーザーによる多光子イオン

化(B201)は未解決の問題が多い現象である.芳香族オ

レフィンの放射線重合(B205)は筆者らも以前から興味

を持っているテーマである.パルスラジオリシスでは初

期段階で生成するモノマーカチオン，ダイマーカチオン

は比較的容易に検出しうるが 重合途上の活性種の検出

と同定がむずかしい.ヨウ素イオンの水溶液のパルスラ

ジオリシス (B204)では少なくとも中性では IOHーを考

慮する必要はないようである.Cl-， Br-ではどうか大い

に知りたい.アルカリケイ酸ガラス中の捕捉電子(B206)

は観測は容易でも，結果を定量的に解釈する乙とは困難

な問顎であろう.一方 ゼオライト中K生成する雷子の

化掌的挙動が，吸着物質の分解生成物の分析 (B207)よ

り明らかにされている.クロロホノレム水溶液の r線分解

の機構も，生成物分析により研究(B215)されている.

ヘリウムの重イオン照射による高密度励起では，特有

の発光が観測されるようである.乙の発光の原因をエキ

シマーダイマーおよびエキシマークラスターとする見解

( B209)が発表された.また液体シンチレーターとなる

PPO (トフェニノレー4-フェニJレオキサゾ-)レ)の有機溶

液のF線照射における発光機構(B210)も検討された.

名工試の ESRの研究は非常に精密で感心させられる.

ポスターでは40K照射した CFC13中に生成するラジカ

ノレカチオンについて報告(B211)された.ハロカーボン

中に生成するカチオン種については早く明らかになって

欲しい.照射したフレオン溶媒中lζ生成するジメチJレア

セチレンのモノマーカチオン ダイマーカチオン およ

びプロパギノレラジカノレの ESR研究 (B212)も報告され

Tこ.

ジアセチレン誘導体の一つであるし6-ジカノレパゾリ

ノレー2，4-ヘキサジインの単結晶の放射線重合は，巨視的

高分子単結晶を与える点が注目される.放射線重合の微

視的機構は未解決な点(B216)も多いようであるが，今

後新素材の開発iζ役立つものと期待される.放射線重合

と類似したものにプラズマ重合がある.乙の方法で製造

されたポリメタクリノレ酸メチル ポリ α.メチノレスチレ

ンの化学構造が報告(B214)された.プラズマ重合で、は

生成するポリマーの二次的反応の結果，モノマーの重合

体とは組成の異なる高分子を与える.

核融合炉に使用しうる高分子材料を探す目的で，種々

の高分子フィルムの耐放射線性，特に機械的性質の変化

(B 213)が調べられた.また核融合炉におけるプラズマ

と壁の相互作用を調べる目的で アノレミナ表面の電子な
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らびに Ar+ ，H2+のイオン衝撃で起乙る表面の変化，脱

着物質の検討 (B208)が進められていた.乙のほかトリ

チウムの生産に用いられる材料としてリチウム合金， リ

チウム化合物が取り上げられ その熱中性子照射の結果

生成するトリチウムに関する研究(B217)があった.

最後に放射線化学にはまだなじみの薄いテーマで・ある

が， ミュオニウムの実験(B202)が紹介されていた乙と

を記す.今後放射線化学にどのような情報をもたらすか

注目したい.

(理研荒井重義)

1111111111111111“11111111111111111111111111111111“11111111“111111111111111111“11111111111111“111111111111111111111111111111111111111111“11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111。

学会報告欄についての

/露/よ/討/論/

前号 (40号)の学会報告の中で，京大志田忠正氏が指

摘された問題について， 4人の方々からご意見をいただき

ま した編集部)

質疑、討論の掲載を

東 工 大 理 新 坂 恭 士

放射線化学会誌の学会報告欄に関して志田先生が挙げ

ておられる見解任)-(3)とその後半に書かれている乙とに

ほぼ同意見です.そ乙で私は，具体的には次のような形

式を考えます.すなわち 乙の報告欄には講演プログラ

ムを列記するだけとし できれば講演で質疑・討論が

多数あった事柄とか 討論時間の制限などで十分に討論

できなかったが重要な点で、あるとか， トピックス性の強

い講演などでは，そのテーマそのものとか， トピック

ス性の強いテーマをめぐって，発表の当事者とか第三

者に記事を寄せてもらい それを載せるようにしたら

どうかと思うのです.その際 次の二点を考慮する必

要があります.まず第一11::，会誌は学会発表から半年

近く遅れて発行されるので その時差によっても読者

に益となるような記事である乙とです.第二に本会誌

の“とびっくす"欄と重複しないような記事である乙

とです.そのような記事が，会誌編集委員あたりからの

依頼がなくても寄稿されればよいですが，そうでないと

きには，編集委員会あたりが中心になって，寄稿しても

らう事柄や，それを執筆してもらう人を決めて依頼する

ことが必要になると思います.

コメントのとりまとめ

東大工原施鷲尾方ー

学会報告の現在の役割:現在のような報告を会誌に載
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せる意味合いは二つあると考えられる.一つは研究の当

事者へのコメントである.特lζ若い研究者にとっては，

自分の研究に対する客観的な物の見方を与えてくれると

いう意味で重要であり また研究を進める上での励まし

にもなる.もう一つは，第三者が学会報告を読んで与え

られるメリットである.すなわち 自分が得意としない

分野の研究について ある程度公平な評価を知る乙とが

できる場合がある点と コメンターの現時点でのその分

野に関する私見を知る乙とができるという点に意義があ

ると考える.また放射線化学に新しく参入された研究者

に対して研究の方向性をも与えてくれる可能性を持って

いる.

ただ，学会報告は二通りある乙とを忘れてはならない.

すなわち春の日本化学会の年会報告と秋の放射線化学討

論会報告である.秋の討論会については特に上記のよう

な役割が無視できないと考えるが春季年会については，

確かに研究当事者に対してのコメント程度の意味合いし

かなくなる場合があるかもしれない.実際春季年会につ

いては筆者自身，学会報告の必要性を感じてはし、るが，

そのありかたが乙のままで良いとも思わない.春秋を通

じて学会報告が果たす役割を大きなものとするための案

を一つ記載して意見を結びたい.

コメントを学会報告として書く人聞は一人で良いが，

その人は多くの人のコメントをまとめたような形で報告

を書けるのが望ましい.従って，学会の会場に例えばコ

メント用紙を準備し，聴衆からきたんのないコメントを

頂戴できるようにする.そのコメントをコメンターがま

とめ，その上で、コメンターが私見を交えて年会報告を作

成する.乙のようなやり方が良し、かどうかははなはだ疑

問ではあるが，一つの案として述べさせて頂いた.

関連学会の講演の紹介も

阪大産研高椋節夫

本誌の「学会報告」欄のあり方について編集部から意

見を求められましたので感想を述べる乙とに致します.

たしかに執筆を依頼されたときは志田氏と同じ気持にな

放射線化学
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ったとともありましたし，書き方も一任されるので戸惑

う乙ともあります.また一方で，学会誌としての本欄の

役割を考えてみますと それなりの評価もできます.解

説や展望などの充実した内容が各号に盛られていて，過

去に遡ってページを捲ると放射線化学および関連分野の

大抵の記事を探しあてるととが出来る便利さもあってパ

ックナンバーを揃えている人も多いと思います.乙れに

加えて，学会，シンポジウム，討論会，その時々のニュ

ースなどは記録としても有効に利用されているのではな

いでしょうか.海外のみならず圏内でも関連学会や討論

会でどのような放射線化学に関連する発表があったかが

分かれば大変便利です.乙の点からは年会の放射線化学

の会場だけに限定せず，広い範囲から関連講演を集める

のもー案です.ただ問題は執筆者にあまり負担をかけず

しかも最も効果的なスタイルをどうして決めるかにある

と思います.若い人にお願いして生きのいいコメントを

付けてもらうのもよいでしょう.編集部の提案のように

意見を出し合って，より充実した欄になる乙とを期待し

ています.

同じような議論が以前からあった

理 研 吉 良 爽

私は以前から学会報告欄無用論者である.その原稿を

かされるたびにつくづくそう思った.私の疑問に思う

のは，誰が乙れを本当に欲しているのか，という点であ

る.編集会議などで無用論が出ると，ど乙からともなく

存続した方が良いという強い要望がある，などという声

がでて，結局，少し改善して続ける，というような結論

になってしまう.その強い要望をもっている方の名前は

私は具体的K一人も知らないし その要望の詳しい内容

も知らないままである.

乙の欄iζ私が期待するのは，批評性である.誰が，何

の講演をどう受けとめたか，という点である.したがっ

て内容はきわめて主観的で良く 凡庸な発表を無視する

などというのも当然許されてよい.乙の考えと対照をな

すのは，網羅的紹介記事である.化学会の年会や大きな

国際会議ならいざ知らず 放射線化学会のような小さな

会で，プログラムを眺めれば誰が何を発表するのかすぐ

分るのに，何故その上そのような紹介記事が必要か，私

には理解できない.乙のスタイノレの記事を私も二 ・三度

かされたが，本当に苦痛であった.皆お互に良く知っ

ている乙のような小さな会で 誰それの発表は下らなか

第 41号(1986)

ったとは書けない.

東村先生が編集委員長の時，委員長が選んだ筆者に，

全く主観的に，分野の分担もきめずに書いてもらうとい

う試みをやった乙とがあった.私も書かされたがその時

は，我が批評精神の欠落を思い知らされただけであった.

乙の方針は，その時の学会紹介欄の最初に委員長名で述

べられているが，乙れに対する意見を私はあまり聞いて

いない.現在は，分野をもれなくカバーして適当に抽出

して紹介する，という感じである.激しく反対側にふれ

た振子が，中聞に落ちついたというと乙ろであろうか.

しかし，やり切れなさを感じた筆者の一人から火の手が

上って今回の議論となったわけで現状はまだ平衡状態

に達しているとは言えない.

学会としてさらに何らかの試みを続けるのであれば，

私は次のように提案する.存続必要を強く主張する会員

が名乗りをあげて，乙の欄の当番をっくり，数年の間，

おのれの理想とする形を実際に他の会員に範として示し

それをふまえて再度議論する という乙とにしたらどう

であろうか.

第29回放射線化学討論会

共催 日本放射線化学会 ・日本化学会 ・日本化学会近

畿支部

日時 10月10日(金)， 11日(土)

会場京都大学理学部一号館(京都市左京区北白川追

分町)

発表申込締切 7月15日(火)

申込方法 ハガキまたはハガキ大の用紙に「第29回放射

線化学討論会申込書」と明記し， (1)申込者氏名， (2)申

込者連絡先(郵便番号，宛先，電話番号)，(3)発表題目

(4)発表者氏名会員(ふりがなをつけ，講演者に0)お

よび所属， (5)2-3行程度の要旨， (6旧頭発表凶とポ

スター発表(B)の区別を記入してお申込み下さい.

発表要旨締切 8月30日(土) 申込み受付後に所定の原

稿用紙をお送りします.

申込 ・連絡先 干606京都市左京区北白川追分町

京都大学理学部化学教室志田忠正(電話(075)751-

2111内線4047・4049)
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第2回日中放射線化学シンポジウム報告

第 2回日中放射線化学シンポジウムは， 1985年 9月29

日から10月4日まで 大阪府吹田市南千里のホテルサン

ルート南千里で，中国側23名，日本側37名，合計60名が

参加して盛大K行われた.中国側は，北京，上海，長春

合肥などのほか，ウJレムチ(新彊省)などの全国から参

加者があった.第 1固に参加した日中双方の研究者は，

2年ぶりの旧交を温めた.

乙のシンポジウムは 1983年4月K上海市で開催され

た第 1回シンポジウムに引き続き行われたもので，日本

側では理事会の承認を得て日本放射線化学会が主催する

乙とになり，筆者(林)が担当者に指名された.その後

2年聞に，何度か双方の委員が相互訪問をして，十分な

打ち合わせに基いて開催されたものである.

特iζ，プログラム委員長を務められた今村先生，地方

委員長を務められた高椋先生，それに協力された東村先

生，田川先生，鍵谷先生および組識委員会の全ての皆様

に感謝します.主催を務めた日本放射線化学会，共催の

上海科学技術大学，後援の大阪市，上海科学技術委員会

にも御礼申し上げます.さらに 御協力いただいた日本

の関連企業，日本原子力研究所，日本原子力連絡会議に

も御礼申し上げます.当日協力して下さった阪大産研の

林研と高椋研の方々にも御礼申し上げます.中国側は，

委員長の馬端徳教授の他11:，上海科学技術委員会副委員

長の貌瑚氏も出席される力の入れようであった.

会議は 9月30日の開会式での筆者の挨拶で始まった.
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阪大産研林 晃一郎

その後 3件の総合講演と， (1)重合と合成， (2)高分子

( 3 )高分子応用， (4)基礎， (5)線量率測定と原子炉関

連化学， (6)放射線プロセス， (7)核化学関連研究，(8) 

生化学，の各分野にわたって， 41件の研究発表が行われ

たほか，ポスター発表8件とパネlレ討論 1件とが行われ

た.正直にいって第 1回の上海でのシンポジウムは，日

本側から見れば中国側への教育的協力であったが，今回

の中国側の発表は内容の水準も高く，英語も上手になり

スライドも明瞭であるなど 中国側の著しい進歩が認め

られた.そしてそのため討論も非常K活発であった.乙

のような中国側の進歩に我々が少しでも寄与できたと思

うと，うれしい限りである.また特に日本で学んでいる

中国の若い研究者の通訳や世話係などとしての活躍が自

についた.乙れを機会に 両国の放射線化学者の交流と

友情が深められるものと期待される.

シンポジウムは， 10月4日の閉会式における“蛍の光"

の合唱をもって終了し 2年後の再会を誓って別れた.

次回は 1987年の 6月頃 中国の長春市で開催される予

定である.結論として，今聞のシンポジウムは大成功で

あったといえる.中国側の出席者は，京大原子炉，阪大

放射線実験所，住友電工，日新ハイボルテージ，東京で

の理研，都ア研，原研高崎研の見学を終えた後，成田，

大阪，長崎と 3つのクツレープに分れて無事帰国した.

両国の関係者各位に重ねて御礼申し上げます.

第 2園田中放射線化学シンポジウムの

開会式で挨拶する林教授

放射線化学
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放射線プロセスシンポジウム報告

開催の経緯

放射線プロセスシンポジウムは11月18，19両日にわた

り，学士会館(東京・神田)で開催された.あまり耳慣

れないシンポジウムと思われるむきもおありと思うので，

最初に本シンポジウム開催の経緯を述べる.

放射線プロセスの工業利用は 放射線化学にとどまら

ず，食品照射，放射線滅菌など多分野にまたがり，線源

の開発などとも密接に関係している.従来乙れらの分野

の研究者，技術者は，各々関連する学協会でばらばらに

発表活動を行なってきたが 放射線利用の一層の発展を

はかるため関係者が一堂に会して各分野の情報を交換し

横の連絡を密にする機会を持ちたいとの考えは以前から

一部の関係者にはあった.既に1980年日本で第3回 Inter-

national Meeting on Radiation Processing (1 

MRAP)が開催された際 IMRAPの日本版を閣内で

持つてはどうかとの意見が出たが実現には至らずに終

わった.今回再び乙の話が持ち上がった背景には，食品

照射における海外での新たな胎動 我固における放射線

滅菌の着実な進展，低エネルギー電子による表面加工技

術の展開など，乙れまでの低迷状態を脱する曙光が見え

始めたそいう最近の情況がある.

上記の主旨K対して，幸い何人かの関係者から賛同が

得られたので，田畑米穂東大教授を委員長として放射線

プロセスシンポジウム実行委員会が組織され，会の準備

から開催まで全て乙の実行委員会によって行なわれた.

なお放射線化学会から相馬会長が実行委員として参加さ

れた.

プログラムは特別講演の他，線量測定，滅菌，材料開

発，キュアリング(以上第 1日)，線源・照射施設，食

品照射，環境，架橋・グラフトからなる一般セッション

で構成されている.一般セッションでは，各分野の技術

の現状をレビューする overVlew講演が最初に 2-

4件の一般講演がその後に配されている.一般講演は必

ずしもオリジナルな発表に限定せず，既発表のものをま

とめても可とし，いずれも招待講演とした.全体の講演

数は特別講演 2，overview講演8，一般講演22，総計

32件であった.

第 4]号(1986)
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第 1日目

第 1日目は田畑実行委員長の開会挨拶の後， r放射線

利用に期待するものJと題して向坊隆原子力委員長代理

の特別講演があった.向坊先生はかつてアタッシュとし

て米国に滞在された折，米国では食品照射の研究が活発

に行なわれていたと思い出を話された後，放射線プロセ

スは大工業とはならなかったが 小じんまりした技術と

して広がりを見せている.光化学がレーザーによって大

きな発展を見せたように 放射線プロセスも発想の転換

によって新たな展開の可能性があり得るのではなし、かと

し，例えば，生物化学の分野など期待が持てるとの考え

を示された.放射線プロセスの経済性も重要な意味を持

ち安価な放射線源の供給が必要であると指摘された.最

後iζ，途上国協力を含めた国際的な視点のもとに技術の

放射線プロセスシンポジウムで特別講演をされる

向坊隆原子力委員長代理
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展開をはかつてし、く必要があると述べられた.

その後一般セッションに移った.線量測定のセッショ

ンでは放射線プロセスの定着化と線源利用技術の多様化

に伴ない，線量測定技術の高精密化や棋準化などの要求

が高まり，低エネ Jレギー電子線の線量測定など新たな技

術的課題も生じているとの現状レヒeューがあった後，中

高レベル線量域での高精度測定にすぐれているアラニン

線量計についての報告と滅菌工程管理用線量計の問題点

をまとめた発表があった.

我国では1980年代に入り 滅菌用大型線源施設が相次

いで設置されている.滅菌のセッションでは，現在滅菌

処理作業の基準化を目ざす業界の自主規格の作製が進め

られているとの報告があった.ポリプロピレンなどプラ

スチック材料の滅菌時の照射による劣化が問題となって

いるが，劣化を詳価する試験方法に関連した発表が2件

あった.

滅菌に限らず放射線環境で使用する材料の損傷・劣化

に関するデータに関心が高まっており，耐放射線性に秀

れた材料の開発も試みられている.材料開発のセッショ

ンでは原子力発電ケープル用有機材料の放射線劣化の問

題点と研究・開発がレビューされた後，原子力発電所で

使用される耐放射線性潤滑剤の開発状況に関する報告が

あった.光ファイパは 放射線環境で照射による損失特

性の変化が問題となるが，長時間使用可能な光ファイパ

開発の現状が紹介された.最後に宇宙放射線環境にお

ける半導体デバイスの損傷機構と耐放射線向上のための

技術開発の状況が報告された.

低エネルギー電子線を用いた表面加工技術は新たに大

きな発展が期待できる分野として注目を集めている.キ

ュアリングのセッションではプレポリマー，反応性希釈

剤などの化学に関するレビューが行なわれた後，磁気テ

ープへの応用K関する発表があった.乙れは関連各社が

開発を競っている技術であり 極めて関心の高い話題で

あった.いくつかの実験結果が示された後，より良いパ

インダーの開発が鍵であるが 熱硬化で得られない特性

を持ったテープを生み出す可能性もあると希望の持てる

結論が述べられた.その後，シリコーン剥離紙の電子線

硬化法 CEB C)閥発過程での問題点，また既に市販さ

れている石膏タイ Jレの EBCプロセスに関する報告があ

り，最後K粘着テープに使用される EB硬化型粘着剤の

開発に関連した発表があった.

第 1日の夕刻懇親会が開催され 60名程の参加者があ

った.向山三井業際理事が挨拶の中で，日本における放

射線化学研究の創生期には放射線化学に寄せる産業界の
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期待は極めて大きく 化学工業の流れを変える大きな工

業が興るのではなし、かとの期待があったと，夢多かりし

古き良き時代の思い出を語られたのが筆者には極めて印

象的であった.

第 2日目

第 2日は線源・照射施設のセッションで始まった.最

近の照射施設に関するレヒeューがあった後，加速器から

の電子線をターゲットに当て，制動放射X線lζ変換して

ガンマ線代替線源として使用する可能性を評価した報告

があった.当今 Co・60線源の価格が上昇しているばか

りでなく，供給量も不安定である情況を反映して，関係

者の関心の高.いトピックスであった.最後iζ，新設され

た滅菌用照射施設RICIIの紹介があった.

1980年 FAO IIAEA/WHO合同専門委員会が照射食

品の健全性について勧告を出して以降，食品照射の促進

を目ざす新たな動きが欧米では見られる.他方，日本で

はじゃがいもの照射が1974年より実用化されているもの

の，その後新たな進展はなく，今一つ盛り上がりに欠け

る現状である.しかし 海外の情況は日本に伝わってお

り，食品照射のセッションはその意味で関心を集めた.

初めに，研究開発と実用化の歴史的経緯と現状の報告が

あったが，日本も照射食品の輸入という形で，好むと好

まざるとに拘らず乙の問題に巻き込まれていくとの予想、

を強くした.その後，今後進展が期待される香辛料照射

の研究情況と電子線による食品用プラスチック包装材料

の殺菌に関する報告があった.

もう一つの特別講演は高木俊宜京大教授の「イオンビ

ーム技術Jについてであった.高木先生は，クラスター

イオンの輸送という独創的な概念、を打ち立てられ，それ

に基づく低エネノレギーイオンビームによる膜形成を中心

1[. ，御自身の研究室の成果を精力的に話され，満員の聴

衆を圧倒された.

環境のセッションでは 環境浄化への放射線利用とし

て排煙，廃水，下水汚泥処理技術の現状のレビ・ューと放

射線による原水処理K関する報告があり，最後IL.，日本

で生まれ現在米国でパイロットプラントによる試験が行

なわれている電子ビーム乾式排ガス処理技術の紹介があ

っfこ.

最終セッションは架橋・グラフトであった.乙れまで

着実に実績を積み重ねてきた放射線プロセスの例として

電線の架橋，電子線架橋ポリオレフィン発泡体，エチレ

ンーテトラフルオロエチレン共重合体の架橋，熱収縮チ

ュープ，電池用イオン選択透過膜のグラフト重合による

放射線化学
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製造についての報告があった後，原研高崎武久正昭所長

の閉会の辞を以って全日程を終了した.

本シンポジウムは初めての試みであり，実行委員の一

人としてどの程度参加者があるか開会まで不安であった

が，延べ人数で約 230名の参加が得られ，どのセッショ

ンも 150-170名の聴衆があって予想以上の盛況であり，

本来の目的を達成できたのではないかと自負している.

なお，今後 2年K1度の間隔で乙のシンポジウムを継続

していく乙とが後日決定された.最後に，本シンポジウ

ム開催にあたって日本放射線照射振興協会lζ多大のど援

助をいただいた乙とを付記し，心から深謝の意を表した

L 、
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「生物活性体の固定化への放射線技術の応用」

に関する第2回 IAEA協力研究会議

IAEA による放射線を利用した生物活性体回定化につ

いての協力研究会議が原研高崎研において60年4月15

日から 3日聞にわたって開催された.乙の会議は58年iζ

サクレー研(仏国)，ワシントン大学(米国)， ニュー

サウスウエJレズ大学(オーストラリア)， ブラジJレ原研

(ブラジJレ)， )レージェ工科大学(ポーランド)と原研

高崎研(日本)を含む6カ国の研究機関の参加を得て

締結された国際協力研究計画にもとづいて聞かれた研究

報告会である.乙の研究計画は当初 4カ年聞を予定して

いるが，契約は 1年毎に研究の進展に応じて更新される

ととになっており，第 1回の会議は仏国において開催さ

れた.今度の会議にはポーランドが都合で不参加となり

5カ国による研究報告会議となった.研究報告の内容は

固定化技術と臨床診断への応用，徐放性薬剤と治療，パ

イオマス変換の大きく三つに分類される.

臨床診断への応用については シストーマ寄生虫感染

の診断の観点からそのモノクロナール抗体をパスツール

研(仏国)が原研高崎研とワシントン大学に提供して

それぞれ2つの研究機関で異なった方法で抗体の固定化

を行いその結果についての報告が Hoffrnan(ワシント

ン大学)， Dessaint (リーJレ大学)， Kurnakura (原研

高崎研)によって行われた.ワシントン大学の固定化

法は放射線グラフトによるもので エチレンとプロピレ

ンの共重合膜にメタクリ Jレ酸をグラフトし，ついで抗体

を化学結合させるものであり 原研法は低温放射線重合

によって多孔性の薄片状の固定化物を得るという方法で

あり，両方法Kよる診断材料も高感度を有する乙とが報

告された.

徐放性薬剤iJI<::ついては Kaetsu (原研高崎研)が種

第 41号(1986)

原研高崎熊倉 稔

々のビニーノレモノマーを用いて低温放射線重合により粒

状，針状，棒状等lζ制癌剤，ホルモン等を固定化し，徐

放性制癌剤を調製する方法とポリペプチドを用いての消

化性の徐放性薬剤の調製法について報告され，乙れら薬

剤が癌の化学療法，ホノレモン療法， ミサイノレ療法におい

て非常に良い臨床結果を与えている乙とが紹介された.

Hoffrnanら(ワシントン大学)は放射線グラフトによ

りアスパラギナーゼをホローファイパー表面に固定化し

て血液浄化療法に用いる研究を行い，乙の固定化酵素が

白血病の治療に利用できる乙とを報告した.閉じ放射線

グラフト法によって Nicaise(サクレー研)は抗体を固

定化する研究と，抗体をエマノレジョン重合法，サスペン

ジョン重合法，塊状重合物を粉砕する方法等によって固

定化する研究を行い 固定化物は ex-vivo試験で血液

浄化療法に応用され，治標効果の認められた乙とが報告

された.免疫穣法への固定化物の応凋についてはKaetsu

(原研高崎研)がT細胞の賦活剤として知られている

インターロイキン 2の固定化について報告し，針状に固

定化した固定化物は癌の動物実験において免疫治療効果

の大きい乙とを明らかにした. Hoffrnan (ワシントン

大学)はグルコースセンサーに連結したインシューリン

徐放性剤について研究した.乙れはグノレコースオキシダ

ーゼを低温放射線重合iとより膜状に固定化し，その固定

化膜は血中のグルコースと酵素反応させて生成されるグ

ルコン酸によって pHが変わり，それによりインシュー

リン放出量が制御されるという原理で興味ある報告であ

っTこ.

バイオマス変換については嘉悦と藤村(原研高崎研)

によって，モミガラ，パガス，木粉等のセルロース廃資
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源の放射線前処理とセノレラーゼ生産菌(トリコデJレマ菌

スポロトリクム菌)および酵母菌の低温放射線重合によ

る固定化の報告が行われ 放射線前処理の有効性と固定

化増殖菌体からのセルラーゼの高収率生産および固定化

増殖酵母菌によってアルコール発酵が非常に高い効率で

進行する乙とが示された.Cast agnet (ブラジル原研)

は木粉パガス等について放射線前処理と化学処理(アン

モニア)との併用効果およびセJレラーゼの低温放射線重

合による固定化について研究し 固定化セルラーゼの酵

素活性の高い乙とを報告した.

乙の他， Garnett (ニューサウスウエIレズ大学)はス

チレン，アタリレートモノマ一等をセルロースに光グラ

フトする研究を行い 光グラフトにおいて無機塩(Li塩)

を添加する乙とによりグラフト収率が増大するという結

果を得た.オブザーパーとして出席された Hayashi(阪

大産研)は血球の固定化について研究され，固定化血

球として非常に高い機能を有する乙とが報告された.

以上，会議は放射線技術の利用の観点から生物活性体

の固定化に限らず，パイマス変換にまでの幅広い研究報

告会となり，乙れらの研究は重要であるので，他の研究

機関にも働きかけて今後とも乙の研究計画を続けていく

という乙とで会議を終了した.
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第 1回ESR年代測定国際シンポジウムについて

電子スピン共鳴 (ESR)年代測定法注め本格的応用が

始まって10年， r第 1回 ESR年代測定国際シンポジウ

ムJが，山口大学への文部省シンポジウム経費を主とし，

学術会議の後援及び放射線化学会の他，学協会の協賛の

下に山口県宇部市および秋芳町で開催された.

1985年9月1日から 4日間聞かれた乙の会議は， ESR 

年代測定に関する国際会議としては初めてのものであり

ESR年代測定と ESR線量測定に関する最近の研究成

果が発表・討議された.シンポジウムに寄稿された論文

総数は66編，参加者数は99名であり，海外からの参加

者は，米国，中国，西独からそれぞれ3名、英国，ニュ

ージーランドから各2名，フランス，オーストラリア，

カナダ，インドから各 1名であった.

シンポジウムは 8セッションからなり， 5件の招待講

演と41件の一般講演が口頭発表された.他の20編は口頭

発表論文と共にプロシーデイングスへ掲載される乙とに

なった.乙のシンポジウムは主催者が当初予想した以上

注)ESR年代測定とは自然放射線によって物質中に生

じる格子欠陥やラジカノレの濃度が，被曝線量すなわち時

とともに増加する乙とを利用し，年代値を求めようとす

るものである.すなわち 乙の方法は天然物質の被曝線

測定を行う乙とと等価であり，線量測定(Dosimetry)

の特殊なケースともいえる. ESR年代法の適用年代は

放射性炭素法の上限とカリウム・アルゴン法の下限の聞

を埋める年代測定法のーっとして注目されている.
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山口大工業短大部池谷元伺

の数の寄稿論文を得て，今日の ESR年代損IJ定の到達点

と今後の課題を明らかにし，その解決の糸口を探るとい

う目的の大半は達成されたといえる.以下K，今回のシ

ンポジウムを分科別に紹介する.

開会式

シンポジウム開会式では 磁気共鳴と強磁場研究の第

一人者である阪大理学部の伊達宗行教授が組織委員長と

してあいさつし，筆者による会議概要の説明と ESR年

代測定のイラストを用いた紹介の後，カナダの H.Sch-

warcz教授によるあいさつがあった.開会式の直後の特

別講演では，ウィリアムス大の Skinnerは，年代学(Ch・

ronology)における ESR法の位置について総説的な講

演をし，金沢大の小村は，フィション・トラックによる

化石骨中のウランの分布や Ge(Li)検出器を用いたガン

マ線分光法の利用について述べた.テネシー大の Taylor

は，月の岩石の土壊に生じる超微粒子の FeのESR(強

磁性共鳴吸収 FMR)から 太陽風プロトンの照射線量

年代を測定する一連の研究について紹介した.以下lζ各

分科における研究内容について述べる.

洞窟生成物と炭酸塩化石

第 1分科と第2分科は、カ Jレサイト，アラゴナイト等

の炭酸カルシウムを対象とするものであった.洞窟生成

物やサンゴ化石の ESR年代とウラン系列年代および古

地磁気との比較をはじめとして 5件が他の年代測定法

放射線化学
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(ウラン系列，熱Jレミネッセンス，古地磁気，火山層序

など)とのクロスチェックに関するものであった.結果

は概してよく対応しており， ESR法が炭酸カルシウム

系鉱物ではすでに実用の段階に達している乙とが強く印

象づけられた.洞窟で生成した方解石のアルファ線によ

る格子欠陥の生成効率 (k-値)を加速器を用いて測定し

た報告もあった.乙れらの研究は，放射線化学でも常に

論じられる種類のものである.炭酸塩化石の年代測定に

より， ESR法は海洋科学や海洋地理学に貢献するだろ

っ.

地熱，火山噴火物

第 3分科では，地熱地帯から採取した岩石中の石英の

格子欠陥の ESR信号のアニーJレ特性を利用した地熱履

歴の研究，ラテライト，石英および斜長石中の Al中心，

Ti中心を用いた火山灰の ESR年代の測定，ジルコンの

ESR年代測定が取り上げられた.

堆積物，断層，方法，装置

第4分科と第5分科では，堆積物，断層に関する講演

は，全て石英中の格子欠陥を利用したものであった.海

岸砂の ESR年代測定は 石英中の欠陥の太陽光ブリー

チによる時間ゼロ設定を原理としている.また石英中の

欠陥の機械的プリーチによる時間ゼロ設定に基づく断層

活動時期の ESR年代測定については，中国から 1件，

日本から 7件の報告があった.

第 5分科の後半「方法・装置Jで， L帯 ESR装置を

用いてスピンの 2次元分布を測定する ESR画像測定シ

ステムは，年代測定や線量測定の分野のみならず，物理

化学，医学の立場からも注目されるものであった.乙の

他iζ も，単結晶測定用ゴニオメーター，緩和時間の違い

を利用して信号を分離するベクトルトランスファ一法に

ついてそれぞれ報告があった.

歯，化石骨の年代と ESR線量測定

第 6分科においては，鹿の角，化石歯のエナメノレ質，

ナウマン象の歯，人骨などの ESR年代測定結果の報告

があった.化石骨の年代測定で問題となる骨への不純物

の蓄積や骨の化学変化について現代の獣骨を用いて調べ

た結果を報告した.ESR法は化石骨の年代測定により，

考古，人類学へ大きく貢献するだろう.

第 7分科では，まず2件の特別講演があった.Regul・

laはアラニンを用いた ESR線量計の諸特性を，岡島(放

影研)は原爆被曝線量再評価と関連して ESR線量測定

第 41号(1986)

の例を示した.続いて それぞれ被爆者の歯牙を用いた

原爆線量評価のための基礎的特性(前処理の効果，直線

性，原爆スペクトノレを考慮した線量補正など)と X線技

師および癌治療患者の被曝線量についても報告があった.

原爆放射線の人体被曝線量調査の結果によっては，将来

は最大許容線量の年間 5rernの見直しにまで進むかも

知れない.貝ボタンや抜歯歯牙の保存が望まれる.

有機物年代，考古科学，その他

第8分科では，有機物について 2件の報告があり，そ

の一つは，法医学の立場から行われた遺体の ESR年代

測定による死亡時刻推定に関するものであった.考古科

学への ESR応用例として，古代ひすいの ESR信号パ

ターンの分類に基づく産地問定と古代の交易についての

報告は興味深いものであった.他lζも，地質学へのESR

利用例，鉱物中の Mn2+イオンの ESR信号強度と年代

との関係についての報告があった.

秋芳洞の年代

最終日の 9月4日には，秋吉台と秋芳洞を訪れ，現地

討論による洞内放射線，鍾乳石の ESR年代，洞窟生成

史などの議論を行った.海外からの参加者のほとんどは

秋吉台で宿泊し，自然の中で和室で過ごす経験は外国人

に好評であった.秋芳洞の生成年代については，鍾乳石

の ESR年代の精度向上とそのための洞内の放射線の線

量評価の必要性のほか古環境(酸素同位体など)研究

の重要性が話題になった.

今後の展望

炭酸カルシウム系鉱物の年代測定の分科では， ESR法

は第四紀の絶対年代測定法として確固とした地歩を固め

つつある乙とが共通の認識となった.また，日本で重点

的に進められている火山噴火物や断層の ESR年代測定，

クロスチェックも含む基礎的研究が進められており，実

用段階に達しつつあるとの印象を強く受けた.歯や化石

骨についても同様であり，今後は，より高い精度で年代

を決定するための研究が主流となろう.

従来から精力的に研究されてきた上記の対象物の他に

生体試料をはじめとする有機物の年代測定の研究も今後

の大きな課題であろう.今回報告された手法は，有機物

の分解反応によって生じる有機分子ラジカ Jレを利用した

ものであった.乙の分野の研究には，物理系の筆者には

手に余るものがあり 化学系の研究者の参加を期待した

し、
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日本の ESR年代測定研究は、全ての領域にわたって も含めて，人体被曝量とその影響について系統的な研究

研究者層も厚く，新たな分野への展開を狙った野心的研 が望まれる.

究も多い.特に，断層，火山噴火物を中心とする地質学 本シンポジウムに協賛頂いた学会に改めて感謝する.

分野では，我国の研究が世界の研究を完全にリードして なお，乙のシンポジウムのプロシーデイングスは，アイ

いる.ESR線量測定の分野では，アラニン線量計が実用 オニクス社から，“ESRDating and Dosimetry"と

化の最短距離にあるようである.原爆被曝線量評価につ 題して， 1985年末に出版される. 購入申込先，〒112

いては， 1965年の米司の暫定線量 CT65D)が過大評価 東京都文京区小石川 2-3-4川田ピノレ，アイオニクス

していた乙とが判明した現在，最大許容線量値の再検討 株式会社(電話03-812ー 3783)を付記する.
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PU LS85に出席して

PULS85とは聴きなれない言葉だろうが，乙れは，

International Meeting on Pulse Investigations 

in Physics， Chemistry， and Biologyのポーランド語

による略称である.乙のような会が1985年9月17-21日

にポーランドのウーチ(もちd~)工科大掌の放射線化学研究

所で聞かれた.主催者は，日本に滞在した乙ともあり，

大の日本びいきでもある，現同大学学長クロー CJerzy

Kroh)教授であった.ガンマ線源を用いた放射線化学で

は， 1965年以来幅広い成果を挙げてきた乙の研究所が，

最近ソ連製のライナックを設置してパノレスラジオリシス

研究を自前で始めた事を記念して催された研究会である.

外国から25名，ポーランド各地から約40名が参加した小

じんまりとした会で、あるわりには，パルスラジオリシス

の中心的研究者が各国から集まっていた.主催者の人柄

を反映してか，競争的に新しい成果を誇り合うというよ

りは，互いに気心の知れた人が情報を交換しあうといっ

た雰囲気の会であった.苦しい経済情勢にある国として

は，どうして可能なのだろう，と心配になるほどの歓待

で，参加者一同勉強とポーランドの秋とを楽しんだ一週

間であった.日本からの参加者は 東大の田畑先生と筆

者の 2名であった.

44編の発表論文のうち16編が純粋Kポーランドの研究

であった.会の内容をかいま見るよすがとして，発表iζ

長い時間が与えられた招待講演を拾うと次のようである.
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Y. Tabata:Some recent works on ear1y 

events in radiation chemistry by means 

of picosecond pulse radiolysis C t win linac 

pulse radiolysis system). 

D. Schulte-Frohlinde:Pulse radiolytic 

北大工 吉田 宏

st udies of DNA and polynucleotides in 

aqueous solution. 

G. V. Buxton: On the radiation chemistry 

of picolinic acid complexes of NiCill)， Cu 

(II)，VCll)，and VCill) in aqueous solution 

at pH 4.7. 

W. Schnabel: Pulse radiolysis investiga-

tions concerning oxidative degradation 

in polymers. 

A. Char1esby: Use of pulsed NMR to 

determine radiation induced changes in 

macromolecules. 

G. A. Salmon: Applications of pulse 

radiolysis of organic systems. 

R. M ehnert : Spect ral propert ies and 

kinetics of cationic transients generated 

in electron pulse irradiated alkanes. 

このような表題からも分かるように，パルスラジオリ

シスの最近の話題は殆ど網羅されており，全ての参加者

がど乙かで討論や発表の出番を持っていた.なかでも，

東大の twin linac syst em に関する最初の講演は，

高度の技術とそれから得られる新知見で，有無を言わせ

ぬ迫力があった.会の終わりに近く，日本からのもう一

つの発表を筆者が行ったが，それは，平凡な20ns時鶴子

解の装置による有機イオンラジカノレの反応の研究で・あっ

た.しかし，パルスラジオリシス法の化学反応一般の研

究への応用という視点も重要であるとの聴衆の反応を得

て，些か安堵した.

掲載の記念写真から参加者が誰かを見ていただきたい.

放 射 線 化 学
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PULS 85の参加者，前列左から 4人目が主催者のクロー教授

写真撮影中，冗談のため Buxton氏が pole となり，

大なり小なり皆そちらを気にしている.完全に後向きに

なっているのは Hummel氏である.次回は PULS88

として 3年後に聞かれる事になった.興味のある方は，

Kroh先生に問い合わせられたい.日本からの参加者は

きっと歓迎されるだろう.

第 41号(1986)

Milton Burton氏逝去

1985年11月20日付の TheN ew Y ork Times紙によ

ると，元ノートノレダム大学放射線化学研究所所長のMil-

ton Burton氏は， 11月18日 Mishawakaの自宅で死

去した.享年83才であった.

Burton氏は同大化学科の名誉教授で， 1947年から1971

年まで同大放射線化学研究所の責任者であった.(くわ

しくは本誌40号記念特集の記事参照). 1945年にノートノレ

ダム大学に移るまでは シカゴ大学の原子力プロジェク

トの放射線化学部門のチーフであった. G. K. Rollefson 

とともに“Photochemistryand the Mechanism 

of Chemical Recctions"の著者でもある.(乙のニュ

ースをいちはやく本誌にお伝えくださいました米国アル

ゴンヌ国立研の井口道生氏に感謝します…編集部)
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放射線化学若手の会

60年度「夏の学校」報告

昭和60年度放射線化学若手の会夏の学校は， 8月10--

12日，愛知県犬山市の共済旅館入鹿荘において行われた.

講師には，三重大工学部の佐藤博保先生，名大工学部の

宮崎哲郎先生をお招きした.

参加者は，北大 3名，東大 4名，早大 l名，東工大4

名，原研高崎2名，京大3名，名大 5名の計22名であっ

た.今回は若手と自称される方々(特にどなたとは申し

上げませんが各研究室でそれぞれお気付きの方がおられ

ると存じます)の参加はなく残念であったが，北大から

遠路はるばる 3名(助手 l名，学生2名)が参加され，

全国的なものとなった.

スケジューJレは，例年どうり一日目は夕刻集合，二日

目からセミナーをとり行なった.セミナーの内容からみ

るとやや時間不足の感じがしたが 何とか予定どうり終

了した.

今年は名大が担当という事で，場所，講師ともに名古

屋周辺及び在住の方々という方針で臨んだ.宿は入鹿池

という池のほとりにあり 対岸には明治村(広大な敷地

に明治時代の建物を集めた博物館)が望める風光明婦な

所であった. 2日目の自由時聞にでも全員で明治村見学

名大工 東 直人

をと思っていたが，あまりの広さに 2，3時間では回り

切れない事がわかり，あきらめざるを得なかった.例年，

8月の20日前後に夏の学校は開催されるが，今回は秋の

討論会の予稿集の締切が8月末となり例年より少し延び

たため，反対に夏の学校の開催時期を少し早めた.乙乙

で著者らは重大な誤りを犯してしまった.すなわち，乙

の時期は，年に 2度あるうちの 1つである日本民族大移

動の時期と重なってしまうという事であった.乙のため

遠隔地よりの参加者に大変迷惑をおかけした.乙の点

深く反省する次第である.北大の方々，無事に帰れたで

しょうか.

さて，実際の夏の学校の様子を報告します.第 1日目

は夕刻集合の予定であり，参加予定者全員が無事に到着

した.中でも，単身バイク(ナナハン)でみえた早大の

方のバイタリティには驚ろかされた. (乙の様iζバイタ

リティ iζ富む人は，学生に限らず各研究室に 1人や2人

みえると思います. )自己紹介，研究室紹介の後，夕食

へ移った.今回は， 1日目にはコンパの開催は予定して

おらず， 2日目からのセミナーに備え参加者にはゆっく

りと休養をしていただくつもりであった.しかし，その

放射線化学会若手の会の「夏の学校J参加者

60 放射線化学



11111111 ニュース 11111111

ような考えが若手の会では適用しない事を思い知らされ

た初日であった.

2日目からセミナーを行なった.今年度は放射線化学

と関連分野という観点で企画した.最初に宮崎先生lζ「固

相放射線化学」という題でお話しいただいた.前半で放

射線化学の発展に対する自らの考え(解析的あるいは弁

証法的発展)を話された後，後半固体(固相炭化水素，

極低温固体，セラミックス)中の水素原子の挙動につい

ての自らの研究について話をされた.単なる研究内容の

紹介にとどまらず，御自身の研究の発展性，放射線化学

のあり方など率直な意見が聞け若手にとっては，非常に

意義あるものとなった.

2日目夕刻から 3日自にかけては佐藤先生に「レーザ

ー化学」のお話しをしていただいた.先生には非常iζ詳

しい資料を作っていただき，レーザ一光の特徴，レーザ

ーの原理 ・構造例 ・種類といった基礎的事項からはじま

り，時間分解分光，多光子吸収，状態から状態への化学

といった応用分野まで幅広く，かっ丁寧な説明をうけた.

光化学の簡潔さ，理論と実験の適合性iζ コンプレックス

を感じた一時でもあった.

今回のセミナーは，時間的に余裕がなくかなりハード

なものとなり，真剣に聞いていないとすぐに話しの展開

がわからなくなってしまうという面があった.しかし，

各先生方お忙しい身でありながら詳Lい資料を用意され，

またセミナーでは熱心にお話しをされ，若手にとっては

大変有意義なものとなったと確信している.

2日目の午後の自由時聞には 希望者十数名とともに

犬山城見学へ出かけた.国宝という事もあり立派なもの

であったが，階段が急なため城内の登り下りには苦労し

た.名古屋近郊の暑さだけを満喫していただいただけで

はなし、かと後悔している.乙の日はまた，名古屋から笛

木賢二副会長もかけつけていただき，夜のコンパも 1日

目とは違って一段と盛り上がったものとなった.特lζ，

若手の中には酔う程に多弁になる人が多く座は非常にに

ぎやかとなり，参加者相互の親睦も深める事が出来た.

最後に，毎年多大なる御援助をいただいている日本放

射線化学会及び学会員の皆様方には厚く御礼申し上げま

す.また，多忙でありながら 快く講師を引き受けて下

さった先生方，犬山という例年からいってかなりかけ離

れた場所でありながらも参加していただいた若手の会会

員諸氏に対しましても，無事夏の学校が開催でき深く感

謝致しております.なお，今回不参加の方々及び自弥若

手の方々の積極的参加を強く望みます.
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第43回理事会

昭和60年11月5日午後 6時より札幌市石狩会館におい

て，役員その他19名の出席のもとに聞かれた.相馬会長

が議長となり議事が進められた.

議題 1 昭和60年度事業，予算中間報告

事務局より報告があり承認された.特lζ第 2回日中放

射線化学シンポジウムについては，林実行委員長より詳

細な経過説明があった.

議題2 昭和61年度事業案

事務局より下記の通り提案があり承認された.

{ll 会誌 (No.42， 43)発行

{2l 放射線化学討論会(第29回，京大理)開催

{3l 若手の会夏の学校開催，援助

{4l 理工学における同位元素研究発表会共催(第23回，

運営委員:田畑米穂)

{5l 応用に関するシンポジウム開催

{6l その他

討論会開催地として京都と名古屋が候補にあがったが，

化学会連合討論会とは別にする乙ととし，京都(世話人

は京大理志田忠正氏)となったものである.なお第6回

応用放射線シンポジウムの詳細については次回理事会で

検討する乙ととした.

議題3 昭和61年度予算案

事務局より説明があり，別表原案通り承認された.

議題4 昭和61年度役員候補者選出

会長より次期副会長高椋節夫氏監事笛木賢二氏の提

案があり承認された.その他，次期役員が別表のとおり

選出された.

議題5 入退会の承認、

退会希望者のうち元会長広田鏑蔵氏を除き，別表資料

の通り一括承認された.広田氏の取り扱いについては，

次回理事会までに事務局において検討する乙ととした.

議題6 第23回理工学における同位元素研究発表会運営

委員選出

引きつづき田畑米穂氏を運営委員K選出した.

議題7 第 3回日中放射線化学シンポジウムについて

会長および林氏より 次回のシンポジウムは長春で開

催される予定であlる乙とが報告された.本会が共催団体

となる乙とが承認され 世話人として鍵谷氏を選出した.
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議題8 日本学術会議に関する件

推薦人である相馬会長より学術会議会員選考の経過に

ついて説明がなされたのち 会員候補を本会より選出す

る方法について，種々の観点から検討を継続する乙と

についてはかられ，承認された.本会に 1人割り当てら

れた放射線化学研究連絡会委員として，会長より今村昌

顧問を推薦，承認された.また今村氏より書面で提案

のあった研連活動をサポートする常置の委員会につい

て議論があったのち，東大工田川理事を委員の一人と

して選出した.委員会の名称，組織，具体的な役割につ

いては、会長と田川理事とに一任するとととした.

議題 9 科学研究補助金「重点領域研究Jについて

重点領域研究申請にたいする本会のかかわりかたにつ

いて種々議論があったのち 事務局が具体策を検討する

乙ととなった.

別表 1 入退会希望者

<入会希望者>

賛-56(3口)側松村石油研究所

賛-57(5口)テノレモ附

正ア-9 青木正義 東京都立大 ・理

コ-25 河野暢 工業技術院

ス- 1 鈴木信三 分手科学研究所

ナ-25 中西収 積水化学中央研

ハ-16 橋本光康 国立相模原病院

フ-14 藤谷善照 名古屋大 ・工

ミ-8 三木秀穂 北海道大 ・工

ヨ-10 吉見透 住友化学大阪研

<退会希望者>

正イ -26 岩井正 宇部興産中央研

コ-14 小宮孝志 三重大 ・農

タ-21 種井忠義 積水化学中央研

ノ-3 能勢伸治 大阪曹達側

ハー 1 袴田孝一

マ-7 松浦二郎

第22回総会

昭和60年11月5日午後12時より 北海道大学学術交流

会館の放射線化学討論会会場において開催され，昭和59

年度事業報告，決算報告，昭和60年度事業，予算の中間

報告がなされ，おのおの承認された.ついで昭和61年度

事業，予算(別表 2および3)および役員も別表 406 

ページ参照)のように承認された.なお今年度限りで

交代の笛木副会長の後任には 理事会推薦の阪大産研の

高椋節夫氏が承認された.
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別表 2 昭和61年度事業

(1) 会誌 (No.42， 43)発行

(2) 放射線化学討論会(第29回，京大理)開催

(3) 若手の会夏の学校開催，援助

(4) 理工学における同位元素研究発表会共催(第23回

運営委員 :田畑米穂)

(5) 応用lζ関するシンポジウム開催

(6) その他

別表 3 昭和61年度予算

<収入の部>

賛助会費 (34社 161口1.610，000円

個人会費 /正会員:373名 、 550，000

1学生会員 i28名/

雑収入 500，000 

銀行利息 10，000 

繰 越 金 1，321，159 

合計 3，991，159円

<支出の部>

事務費(含人件費) 300，000円

通信連絡費 180，000 

印刷費 1，500，000 

会議費 100.000 

会誌発行費 200，000 

討論会等補助金 240.000 

夏の学校援助金 100，000 

予備費 50.000 

繰越金 1，321，159 

合計 3，991，159円

別表4 昭和61年度日本放射線化学会役員名簿

(16ページ掲載)
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第 1回放射線化学セミナ一

一W値と放射線化学一

5. 総合討論主 催 日 本 放 射 線 化 学 会

理化学研究所

日時昭和61年 5月19日(月) 11:00-18:00 

会場理化学研究所(和光市)

1. 原子 ・分子のイオン化 ・励起過程とW値

鏡野嘉彦(東工大理)

講演内容は最先端の研究よりも，若手会員や専門外の

会員にもわかるような乙の分野の研究の紹介ですので，

積極的に質問 ・討論lとど参加くださるようお願いします.

なお次回は，早稲田大学で材料の放射線効果の評価法の

放射線化学的な側面に関連したセミナーを開く予定です.

2. 気体と液体のW値と Fano因子

一希ガス液体を中心としてー

高橋 g (理研)

3. 放射光を用いた気体のW値

鈴木功(電総研)

4. 放射線分解生成物の収率の計算

佐藤伸(東工大原子炉)

参加費 500円

問い合わせ先理化学研究所

吉良爽曾0484-62-1111

東京大学原子力研究総合センター

田川精一曾0292-82-3887

会局者強にご揚カぐ ~..ð い

会員の皆様の近くにおられる学生，院生，放射線化学研究者，技術者ならびに広く放射線を利用

している方々に，放射線化学会に入会するようお勧めください.とくに学生，院生には学生会員制

度が適用され，会費などの面で便宜をはかつておりますので，学生時代から会員として学会活動に

積極的に参加される乙とをお勧めください.

入会の手続き

所定の入会申込書に必要事項を記入し，会費一年分を添えてお申し込みください.学生会員とし

て入会希望の方は，とくに学生または院生である乙とを確認するもの(指導教官または教員による

証明書，または学生証のコピー)が必要です.

会 費

正会員 1，500円，学生会員 500円

入会申込書送付先

060札幌市北区北13条西 8丁目

北海道大学工学部工業物理化学講座

日本放射線化学会事務局 曾011ー 716-2111C内)6747・6748
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|日本学術会議だより|

第13期活動計画決まる

昭和60年10月 広報委員会

日本学術会議法の改正によって，従来の科学者による直接選挙によるものから，学術研究団体(学協会)を基礎とする「推薦制」と

なった新しい会員選出制度の下に選ばれた「第13期日本学術会議」は，去る 7月22日発足しました。そして，このたび聞かれた第99回

総会(10月23日一25日)において.第13期における活動の基本的立場と具体的な課題を明らかにした「第13期活動計画」を決定すると

ともに，実際の活動の舞台となる常置・特別委員会の設置を決定しました。その概要は，次のとおりです。

第13期日本学術会議は第13期活動計画」に盛られた課題の具体化に当っては，今後とも学協会と密接な連携を保ち，逐次お知ら

せしていく考えでいますので，広〈多くの科学者の御理解を賜るようお願いいたします。

活動計画

戦後40年，我が固における科学・技術は目覚しい発展をとげ，

経済の高度成長とともに，国民生活の向上に多大の貢献をして

きた。しかしながら，近年経済・社会環境の激しい変化を背景

に，様々な問題が科学・技術のあり方のうえに生じている。そ

の中には，科学と人間との係わり方の板源を問い直すようなも

のも含まれている。また，国際社会における我が国の地位の向

上も加わって，科学の面における我が国の貢献への期待は国際

的に強まっている。

日本学術会議は，創設以来，学術研究団体や科学者との連携

のもとに，その目的・職務の遂行に努力し，我が国の学術研究

体制の整備についての重要な勧告等を行い，研究所の設立など

を含めて数々の業績をあげてきた。また，国際協力事業への参

加をはじめとして世界の学界と提携しつつ，科学の進展に貢献

してきた。しかしながら，創設後36年余を経た現在.科学を取

り巻く情勢は，国際的にも圏内的にも著しい状況の変化を生じ

た。学術研究団体を基礎とする新しい会員選出制度のもとに発

足した第13期日本学術会議は，本会議の創設以来の基本的精神

を堅持しながら，改むべきは改め，一層の成果をあげるべく努

力するものである。

日本学術会議は，総合的な科学政策に関する重要事項を自主

的に調査・審議し，その実現をはかる機関としての使命と役割

を確認したうえで，会員の科学的知見を結集し，時代の要請に

即応しつつ将来を見通した基本的理念を確立し.我が固におけ

る学術研究の一層の推進をはかるために，本会議の本来の目的

を，次の視点から実現することが必要であると認識した。

人文・社会および自然科学を網羅した日本学術会議は，全

学問的視野に立ち，学術研究団体を基盤とする科学者の代表

機関であることを認識して.全科学者の参加と意見の集約を

真拳にはからなければならない。さらに，本会議が集約した

科学者の意見が政策に反映するよう，他の学術関係諸機関と

協議のうえ，その役割分担を明確にしつつ，これらとの連携

の強化をはかる必要がある。

また，学術研究団体を基盤とする日本学術会議は，このた

び法制化された研究連絡委員会の重要性を認識しその活動を

強化するとともに，学術研究団体の活動を助長し，研究基盤

の強化をはかり，高度化する科学の発展に貢献する必要があ

る。

我が国の科学者を内外に代表する機関である日本学術会議

は，国際社会における我が国の地位の向上と海外諸国の期待

に応えて，学術の分野における国際協力を飛躍的に拡大する

必要がある。

日本学術会議は，真理を探求するという理念に立脚し，科

学の将来への展望をひらいていくため，科学の開かれたあり

方と国際性を重視し，学問・思想の自由の尊重と研究の創意

への十分な配慮のもとに，長期的かっ大所・高所の視点に立
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ち，創造性豊かな研究を発展させることが必要である。

日本学術会議は，以上の諸点を踏まえ.科学者の総意を代表

して科学の精神を高揚し. 21世紀に向けて望ましい科学のあり

方を検討して，総合的な科学政策に指針を与えることにより，

国民の期待に応えるとともに人類の福祉と平和に貢献すること

を期するものである。

1 重点目標

第13期活動計画の重点目標は，次のとおりとする。

(1) 人類の福祉・平和および自然との係わりにおける科学の

振興

科学・技術の著しい発展は，人間生活を豊かにすると同

時に，現代社会の高度の複雑化とあいまって，人間社会に

新たな緊張をもたらし，人類の福祉・平和および自然環境

を脅かすのではないかとの疑念を招いている。人類の福

祉・平和および自然との係わりを十分に考慮しつつ，科学

の総合的振興をはかることは. 21世紀へ向けての極めて重

要な課題である。これは，人文・社会および自然科学を網

羅した本会議の特長を十分に発揮してこそ可能となるもの

である。科学の振興・発展の人間・社会への望ましい貢献

および自然界への好ましくない影響の防止への具体的構想

を樹立し，あわせてこれに対応する社会の体制整備に明確

な指針を提示する。

なおまた，今日の社会的現実が提起している複雑な問題

を解決するには，既成の個別的学問領域のみでは十分に対

応し得ない。多くの学問領域が，その独自性を保ちつつ，

共同の努力を行い，学問の内容・体系の変革にまで進むこ

とによって，総合的な研究のあり方を追求することが必要

である。人間性の尊重を基礎とした科学の発展のための条

件整備，学際・複合領域および総合的学問研究の的確な方

向づけ等を明らかにすることは必須条件である。

(2) 創造性豊かな基礎的研究の推進と諸科学の整合的発展

科学・技術の発展には，基礎的研究の推進が不可欠であ

ることは言をまたない。我が国の科学の国際的地位の確立

をめざし，その発展に向けた長期展望・指針・将来計画の

策定についての基盤となる創造的な基礎的研究の推進に積

極的に取り組む必要がある。

また，学術の領域は広範多岐であり，それぞれの領域ご

とに方法論も異なり研究者の求めるものに大きな違いがあ

ることに思いをいたし，それぞれの研究者の声を聞き.そ

れぞれに適した育成策を講ずることにより諸科学の整合的

発展をはかる必要がある。

まず，創造性の基礎となる個人の着想を重視し，革新的

研究の強化等を積極的にはかる。一方においては，学術研

究体制や社会・産業構造等に内在する創造性をはばむ負の

要因の解消に向けて建設的提言を行うなど基礎的研究推進

のための条件整備のあり方について，捜本的検討を加える。

とりわけ，他の先進諸国に比較して我が国の学術情報・

放 射 線 化 学



資料の整備は著しく不備である。創造的な学術を振興する

ための基盤整備のーー環として，絶えず我が聞の学術情報・

資料の全般にわたる状況を把握し，その蓄積・処理・利用

の方策を審議，提言 していくことが必要である。

(3) 学術研究の国際性の重視と国際的視野の確立

我が閣の学術研究の間際交流・協力のあり方について，

これまで本会議が築いてきた実績の評価を踏まえつつ根本

的検討を加える。 さらに，相互理解と互忠を基礎とした発

展途上同に対する共同研究の推進，技術協力・技術移転・

共同開発のあり方等を検討する。このようにして.先進

国 ・発展途上国双}jとの国際交流 ・協力の基本姿勢および

その抜本的充実方策を明らかにする。

また.科学 ・技術の急速な発達に伴って重大な影響を受

けつつある国際的な政治・経済・社会関係を諸科学の学際

的研究によ って分析し.そこで生じた諸問題についての解

決の方策を究明する。

そのためには，学術研究の間際性を重視して，その間際

交流の諸条件を整備し.全世界の科学者と協JJして科学の

望ましい発展に貢献するための努力を払っていくことが必

要である。

2 課 題

上述の重点H標にのっとり，現下の最重要諜題に対応し，

第 13期中に，幸ait- ・提言等ーの形での成果を得べ き課題を選~ょ

する。

これらの課題については.研究連絡委員会の協力を求め多

数の学術研究団体と術接な連携を保ちつつ，広く英知を結集

して総合的に審議し.適切な報衿 ・提言等を行うものである。

なお.これらの課題の審議に当っ ては，必要に応じ中間報

告又はその他の形で随時報ー借を行うものとする。

(1) 人類の福祉・平和および自然との係わりにおける科学の

振興

この課題の重要性については 既に述べたとおり である

が，本課題については直接に関係すると河町だけでなく広く

諸科学が積極的に関与すべきであることを十分に考慮し，

その方法と課題を検討する。当面，次のサプテーマ等につ

いての問題点および今後の展望をはかろうとするものであ

る。

<サプテーマ>

① 人類の福祉・平和および科学

② 科学者の倫理と社会的責任

③ 医療技術と人間の生命

@ 生命科学と生命工学

⑤ 高齢化社会

⑥ 生物資源・食織と環境

⑦ 資源・エネルギーと 文化・経済・環境

⑨ 高度情報社会

⑨ 平和研究機構

(2)創造性豊かな基礎的研究の雄進と諸科学の整合的発展

本課題'i，日本学術会議が恒常的に取り組むべき課題で

あるので科学者の創造性を最大限に発搬するため.研究の

自由を保障し，科学者の地位を高めるための努力をすると

ともに，創造性に富んだ研究者の養成，研究基盤の強化と

研究の活性化，我が国の研究費のあり方，創造的研究醸成

のために必要な条件整備の課題等について問題点を明らか

にし，積極的提言等を行うものである。

<サプテーマ>

① 研究者の養成

② 研究基盤の強化と研究の活性化

③ 学術動向の総合的分析と長期研究計画の検討

④ 研 究 費 の あ り 方

(3) 学術研究の国際性の重視と国際的視野の確立

我が国の国際的地位の向上に伴い，学術研究の面におい
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ても我が固に対する国際社会からの期待が士智大してきてい

る。世界の科学者と提燐して人類の平和と福祉を促進する

よう努力するとともに.特に発展途上国に対する学術的な

協力の)j策について検討を行うものである。

<サプテーマ>

① 学術研究の国際交流・協力のあり H
② 闘際協力研究事業

① 国際的な学術研究機構のあり方

④ 技術協力・技術移転・共同開発問題

⑤ 間際関係問題

3 第13期日本学術会議の具体的活動の重点

各委U会の審議を通じて，あるいは個別に H本学術会議の

業務を ILJ滑にするため，下記の具体的活動を重点的に行う 。

(]) 同際交流・協力事業の拡充を行う。

(2) 研究連絡委員会の見直し，活動の活発化をはかる。

(3) 重点H僚について，諸科学の協力のもとに整合性のとれ

た審議の促進をはかり，その成果を講演会・シンポジウム

の開催等ーに より広 く一般に公表する。

(4) 重要にして緊急性のある勧行等を建設的に行う 。

(5) 広報活動の充実をはかるなど学術研究団体との連携強化

に努める。

4 委員会

常世 ・臨時(特別)の委員会は，現会員の意見を反映させ

前期の申し送り事項をも踏まえて次の基本方針に基づいて設

置する。

(1) 常置委員会設置の基本方針

目的・任務に即して日本学術会議として恒常的に調査・

審議を進めていく必要がある事項について，個々の委員会

の職務を明確にしたうえで設置する。

(2) 特別委員会設置の基本方針

重点目標.課題に即して，長期的展望を踏まえて今任期

中に調査・審議の結果，勧告・要望・諮問答申として取り

まとめる ことが望ましい事項について設置する。

常置委員会

第 l常置委員会一 一研究連絡委員会活動活性化の方策及ぴ日本

学術会議の組織等に関すること 。

第 2常置委員会一一ー学問・思想の自由並びに科学者の倫理と社

会的責任及び地位の向上に関すること。

第3常置委員会一一学術の動向の現状分析及び学術の発展の長

則的動向に関すること 。

第 4常罰委員会一一創造的研究醸成のための学術体制に関する

こと及び学術関係諸機関との連携に関すること。

第 5常置委員会一一一学術情報・資料に関すること 。

第 6常置委員会一一国際学術交流・協力に関すること 。

特別委員会

医療技術と人聞の生命 資源・エネルギーと文化・経済・環境

生命科学と生命工学 高度情報社会

高齢化社会 国際的学術研究機情

生物資源・食糧と環境 国際協力事業

多数の学協会の御協力により日本学術会議だより」

を掲載していただくことができ，ありがとうございます。

なお.御意見・お問い合わせ等がありましたら下記まで

お寄せください。

〒106 港区六本木7ー22-34
日本学 術 会議広報委封会

(日本学術会議事務局庶務課)

電話 03 (403) 6291 
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名 称

旭 化 成 工 業株式会社

株 式 メ55玄h 社 英 光 社

オーツタイヤ株式会社

関 西電 力 株 式 メ~ 社

関西ペイント株式会社

株式会社 レ イ ケ i込

九州 電 力 株 式 会 社

コバルト照射センタ一

四国電力株式会社

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式会社 中央研究所

段谷産業株 式 会 社

中国電力株式会社

中国塗料株式会社滋賀工業

中 部電力株式会社

東海 ゴム 工業株式会社

東海電線株式会社大阪製作所

東京電力株 式 会 社

東北電力株式会社

動力炉 ・核燃料 開 発 事 業 団

電気化学工業株式会社中央研究所

日本エレクトロキュア株式会社 平塚技術センタ一

日本原子力研究所

日本原子力事業株式会社 NAIG総合研究所

日新ハイボルテージ株式会社

日立化成工業株式 会 社 下 館 工 場

藤倉電線株式会社技術開発本部材料開発部

古河電工株式会社 平塚電線製造所

北海道電力株式会社

北陸電力株 式 会 社

株 式会社松村石油 研究 所

ラジエ工業株式会社

レンゴー株式会社

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

531 大阪市大淀区中津5-10-6

595 大阪府泉大津河原町9-1

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1 

108 東京都港区白金台2-9・6

810-91 福岡市中央区渡辺通2-1-82

080-12 北海道河東郡士幌町字士幌2線159

760 高松市丸の内2-5

540 大阪市東区北浜5・15

554 大阪市此花区島屋1-1-3

618 大阪府三島郡島本町百山2-1

803 福岡県北九州市小倉区東港町2-5-12

730 広島市小町4-33

520-23 滋賀県野洲郡野洲町三上

459 名古屋市緑区大高町字北関山20・1

485 愛知県小牧市北外山寄津3600

590 大阪府和泉市万町1076

100 東京都千代田区内幸町トト3

9初 仙台市一番町3-7-1

107 東京都港区赤坂1-9-13

194 東京都町田市旭町3・5-1

254 神奈川県平塚市東八幡4・17・1関西ペイント側内

372-12 高崎市綿貫町1233

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

208 茨城県下館市大字小川1500

135 東京都江東区木場1・5・1

254 神奈川県平塚市八幡2700

060 札幌市中央区大通東1

930 富山市桜橋通3-1

662 兵庫県西宮市芦原町10-33

370 群馬県高崎市大八木町168

553 大阪市福島区大関4-43

(アイウエオ順)
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