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〔巻頭言〕

放射線化学と放射線利用

日本原子力研究所高崎研究所 南 波 秀 樹

放射線化学にかかわってから，早いものでもう 30年

以上経つことになる.私が初めて参加した学会は放射線

化学会だったし，初めて学会発表を行ったのも放射線化

学討論会であった放射線化学若手の会や夏の学校の創

設など，大学の枠を超えた仲間たちと生意気盛りの学生

時代を過ごしてきた身にとって，この学会に育てられた

のだという思いは強い.その頃の仲間たちが，いつの間

にか放射線化学会の役員となっているのだから，月日の

経つのは早いものである.

第 l回の放射線化学討論会は， 昭和 33年であったと

聞いている.原子力の研究，開発，および利用に関する

長期計画(原子力長計)が策定されたのが昭和 31年，

これに従って， 日本原子力研究所が設置されたのが昭和

32年だから， かなり早い誕生である. 第 l回の原子力

長計では， r原子力の研究， 開発， および利用を進める

にあたっては，動力としての利用面と放射線の利用面と

を平行的に促進するものとする」とされた. ここでいう

放射線利用は， rアイソトープおよび高エネルギー放射

線の利用」であり，原研(現東海研究所)では， rアイソ

トープの医学，農業，工業などの各分野における利用に

必要な基礎的研究または共通的研究を推進するとともに

高エネルギー放射線による物質変性などに関する研究施

設を設けて研究を行う」とされた.

原子力長計に放射線化学という言葉が出てくるのは，

昭和 36年の改訂のときである.放射線利用の大きな二

つの住として， rアイソトープ利用」と「放射線化学」

が記載されている.この第 2回原子力長計において，

「放射線化学の研究開発を強力に推進するため，わが国

における放射線化学の中央研究機構として日本原子力研

究所に専門部門を設置する」とされた.これが原研高崎

研究所であり，今でも高崎研の英語名は TakasakiRa-

Radiation Chemistry and Radiation Utilization 
Hideki NAMBA (Takasaki Radiation Chemistry Research 

Establishment， ]apan Atomic Energy Research Institute) 

~370-1292 高崎市綿貫町 1233

TEL: 027-346-9213， FAX: 027-346-9687 
E-mail: namba@taka.jaeri.go.jp 
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diation Chemistry Research Establishmentである.

上記「高エネルギー放射線の利用」が発展していくなか

で，より大きな概念として，放射線化学という言葉が使

われたことは，最近の学会の名称変更の議論を考えると

興味深い.

原研は，平成 17年度に核燃料サイクル開発機構と統

合することになるが，放射線利用研究は，新法人におい

ても，エネルギ一利用研究と並ぶ柱として位置づけられ，

TIARAをはじめとする加速器や照射施設からのイオン

ビーム，電子 ・ガンマ線，大強度陽子加速器施設

(J-PARC)や研究炉からの中性子， SPring-8からの放射

光やレーザー施設からの光量子を用いた先端的な研究開

発が着実に進められてし、く予定である.

イオンビーム，電子 ・ガンマ線，放射光， レーザーに

関する研究は，最近の放射線化学会誌のどの号を開いて

も，ふんだんに掲載されているが，中性子に関係する研

究報告は，昔に比べても，少なくなったように思うのは

気のせいだろうか.放射線化学の研究においても，生成

物分析を主とする化学的手法から，物理的手法が採り入

れられ，時間分解測定においても，ナノからピコ，フェ

ム卜秒と実験装置や分析手法が進歩し，それに伴って，

放射線化学の世界も広がっていったという気がする.中

性子利用においても，研究炉のビーム強度の増大や平成

20年に予定されている ]-PARCの稼動が，放射線利用

の世界を広げ，放射線化学の世界でも新たな発展につな

がっていくことを期待している.

最後に，放射線化学，放射線利用というと，どうして

も，基礎と応用というイメージをもたれやすい.そうし

たときに私は，本誌 72号で井口先生が紹介された

Fano先生の「放射線科学の研究は，他の応用科学と同

じく公衆の役に立つべきものであるとともに，基礎科学

の目からみて尊敬に値するものでなければならなしリと

いう言葉を思い出すようにしている.



〔展望・解説〕

重粒子イオン照射によるがん治療の物理化学

-8raggPeak領域の物理化学過程-

九州大学大学院理学研究院分子科学専攻 季 村 峯 生

Heavy-ion tumor therapy， through extensive re-

search at HIMAC in ]apan and GSI in Germany， has 

been known to be very effective in treating deep-

seated and radiation-resistant cancers. In radiation 

therapy， heavy ions (high-LET radiation) show sev-

eral unique characteristics compared to those of low-

LET radiation such as X-rays and r-rays: (i) the 

dose of heavy-ions is very low near the surface of 

the body and stays low up to certain depths， while 

the dose dramatically increases when ions reach cer-

tain depths releasing full energy before coming to a 

complete stop-the Bragg peak. For low-LET radia-

tion， the dose is maximum at the entrance of the 

body， and decreases gradually as radiation pene-

trates deeper. (ii) High-LET radiation such as heavy-

ions show high relative biological effect (RBE) and 

low oxygen enhancement ratio (OER) compared to 

low-LET radiation. Therefore， by better understand-

ing physical and chemical aspects in the Bragg 

peak， better treatment plans and the control of 

tumors will become possible. In this article， we will 

discuss how much is understood concerning physi-

cal and chemical processes of incident ions near the 

Bragg peak， and what problems remain to be re-

solved. 

Key words: Bragg peak， tumor therapy， heavy-ion， 

LET， RBE， OER 

1.はじめに

重粒子イオンを用いた放射線治療が，特に身体深部の

抗放射線性の悪性腫療に対して非常に有効であることが

Physics and Chemistry in Heavy Ion Cancer Therapy 
-Physical and Chemical Processes in the Bragg Peak一
Mineo KIMURA (Graduate School 01 Sciences， Kyushu Uni-

versity) 

⑮ 812-8581福岡市箱崎

TEL: 81-92-642-2592 FAX: 81-92-642-2607 
E-mail: mineoscc@mbox.nc.kyushu.u.ac.jp 
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日本の放射線医学総合研究所やドイツ核物理研究所 a邑

(GSI)などでの臨床研究で実証され注目されている.放 司，

射線照射において， X線や T線などの低 LET(Linear

energy transfer)放射線と重粒子イオンなどの高 LET

放射線とは著しく異なる線量付加特性を示すことが知ら

れている.この比較を簡単にまとめると， (i)重粒子イ

オンでは線量分布において，入射直後では線量付加が低

く，ある一定の深度に達したとき著しく大きくなる

Bragg peakと呼ば‘れる領域があり， さらにこれより深

い所で，粒子は完全に停止する.一方， X線などでは

入射直後の生体表面に最大の線量付加を示し，その後生

体内部に侵入するに従い徐々に与える線量が小さくなる.

さらに， (ii)高 LET放射線は生物学的効果比 (Relative

Biological Effect; RBE)がX線や 7線に比べ同じ線量

で大きく高い放射線効果を示す.かっ高 LET放射線は

低い酸素増感比 (OxygenEnhancement Ratio; OER) 

を示す.これは腫壌がある程度大きくなると腫蕩内部の

血流が悪くなり酸素濃度が減少しそこでの放射線の酸 ー

素効果は減少し結局放射線耐性になることが知られてい -

るが，そのような腫虜に対しても効果が高いことを示し

ている 1)

以上の特徴的特性から重粒子イオン線の入射エネル

ギーを制御することで身体深部の低酸素放射線抵抗性悪

性腫蕩(病巣)の領域に対し選択的かっ効果的に線量の

集中を可能にし，それ以外の正常細胞/組織に対しては

最小限の照射しか行わないという理想的な照射治療パ

ターンを示すと考えられる. しかし照射効果が最大に

なる Braggpeak近傍での重粒子イオンと生体分子と

の相互作用機構とその結果などの物理化学過程の詳細に

ついてはあまりよくわかっていない. これら物理化学過

程の詳細な知見は重粒子イオンを用いたがん治療の計画

と制御を可能にし， 治療の成否を握っており総合的かっ

組織的研究が早急に必要とされている.

放射線化学



重粒子イオン照射によるがん治療の物理化学

表 1 Ne (ネオン)イオン， x線， および速中性

子線治療における局所制御率の比較

Neイオン線 X線 速中性子線

(%) (%) (%) 

唾液腺腫蕩 80 28 60-70 

副鼻腔腫虜 63 21 50-80 

軟部肉腫 56 28 54 
前立腺がん 100 60-70 77 
肺がん 39 22-40 

胆管がん 44 18 

本報では重粒子イオンと生体分子との相互作用過程の

物理化学についてどこまでわかっていて，何が残された

問題かについて現状を物理の立場から報告する.特に

Bragg peak領域での問題点についての現状をまとめる.

2. 重粒子イオン照射

2.1 重粒子イオン治療について

重粒子イオン治療で用いられるイオン種は，陽子より

大きいすべてのイオンを含むが，陽子(水素原子核)線

や Heイオン(アルファ一粒子:ヘリウム原子核)線は

電子線や X線などと一緒に低 LET放射線に分類され，

Heイオンより重いイオン群 (>Li)が高 LET放射線と

されている.重粒子イオンを用いた治療装置の数は世界

にあまり多く存在しない.陽子線を用いた治療施設は割

合多く， 米国， 日本， EU，ロシア， 中国， 韓国などの

大きな治療センターにいくつか作られているが，重粒子

イオン線を用いた治療施設は日本の放射線医学総合研究

所の加速器 (HIMAC)2)，兵庫県立がん治療センターの加

速器 (HIBMC)3)，およびドイツ核物理研究所 (GSI)3)の 3

カ所で， 現在建設中(スウェーデン， ドイツ， イタリ

ア)を入れても 6施設しかない.ここで用いられる重

イオン種は主に炭素の多価 (4--6価)のイオンである.

これら多価イオンを約 300MeVの初期エネルギーで照

射し腫虜組織の縮小 ・消滅を目的とする.

HIMACでは今まで約1.500人の患者に対して脳腫蕩，

肺がん，肝がん，子宮がんなどあらゆる種類のがんの臨

床治療が行われている. ドイツ GSIでも約 100名の患

者に対し治療が行われてきた. HIBMCは稼動を始めた

ばかりでまだ患者数は少ない.治療結果として，少し古

い統計であるが，パークレー研究所での重粒子 Ne(ネ

オン)イオンを用いた治療と通常の{化学療法+x線}

治療によるがんの局所制御率(できた腫虜自身について

治療効果が表れた率)の比較を表 lに掲げておく.一

般的に多くのがんの種類に対し重粒子イオン治療の方が

良好な結果を残しているように思われる.この施設の大
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図 1 X線， 陽子線， Neイオン線による線量付与

と深度との関係

するどい Braggpeakが重粒子イオン線で見

られることに注意.Neイオンの Braggpeak 

の後方に線量の小さなテール部分は入射 Ne

核が核破砕を起こしたイオン種がさらに遠く

まで飛程を伸ばすためと考え られている.入

射エネルギー X線 25MeV，陽子線 200

MeV，Neイオン 420MeV. 

きな問題点は，建設費が高額で HIMACや HIBMCな

どでの建設費は 250--350億円かかり，多くの医療施設

で簡単に作れるという装置ではない.重粒子イオン治療

施設に比べ，陽子線治療施設はおおよそこの 3分の l

以下の費用で，また X線治療施設はさらにその 10分の

l程度の費用で建設できることから， これら放射線医療

施設の相対的費用がおわかりいただけると思う.

2.2 重粒子イオン照射の物理化学過程

2.2.1 線量分布と衝突断面積 X線，陽子， Neイオ

ンを水に照射した場合の線量分布(縦軸)と深度(横

軸)の関係を図 lに示す.図は放射線がグラフの左側

から入射した場合に対応している.図には描いていない

が， r線の線量は X線と同じ振舞をするし，電子線は非

常に浅いところ (20MeVの入射エネルギーで図では

10 cm辺り)で急激に線量が落ちる. X線， r線などの

いわゆる低 LET放射線照射では，身体の表面に最大の

線量を与え，内部に進入するに従い線量付与が深度の線

形型で減少していくのがわかる.一方，陽子や重粒子イ

オンなどの高 LET放射線では入射直後の線量は低 LET

放射線に比べはるかに低いが，ある一定の深度に達する

と急激に多量の線量付与が起き (Braggpeak)，この

ピークを過ぎた位置で急激に線量付与がなくなるのが見

てとれる. この幅--1cm程度の Braggpeak領域での

特性がここに局在した腫虜へのより効果的線量付加にな

り，腫療のピンポイン卜治療が可能となる. したがって，

Bragg peak領域で起きる物理 ・化学 ・生物学的過程の

詳細な知見が重粒子イオン治療の成否を握っていること

になるし Braggpeakを効果的に操作することにより

3 
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図 2 さまざまなイオンと水素原子衝突による，イ

オン化と電子捕獲 (移行)断面積

入射イオンは 2>2の多価イオン.断面積と

入射エネルギーは入射イオン価数 (q)と標的

原子の電子状態の主量子数(町)でスケール

しであることに注意.

がん治療操作と治療計画が可能になる.

HIMACやGSIなどでの重粒子イオン加速器では約

300 MeVのエネルギーの重粒子イオン (C4+イオン)

を治療に用い照射する.照射された粒子は進入経路に

沿って生体内分子と衝突を繰り返しエネルギーと運動量

を失いながら進入していくが， シミュレーション計算に

よると， Bragg peakの入り口に到達した辺りで入射粒

子のエネルギーは数 MeVから数百 keVに下がってお

り，さらにピークの頂点では，粒子エネルギーは数百

keVから数十 keV辺りと予想されている. ピーク到達

後に入射粒子は運動エネルギーをな くしていき最終的に

完全に停止する.図で陽子などの軽いイオンでは

Bragg peak到達後に完全に粒子が停止するため線量分

布はなくなるが，重い重粒子イオンの線量分布で

Bragg peakの後方に線量の小さなテール部分があるこ

とがわかる. これは入射した大きなイオン核種が衝突に

よる核破砕で壊れ，小さなイオン種とな ってさらに遠く

まで飛程を伸ばすためと考えられている.照射深度は，

加速器のエネルギーとコリメターと金属やプラスチック

の吸収板の両方を使い調節することが多い.次に重粒子

イオンのこのような線量付与特性の物理についてもう少

し考えてみよう.生体構成分子の 70%強は水分子

(H20)であるので， 生体に照射された放射線は水分子と

直接相互作用する確率が一番大きいと考えられる.した

がって放射線と水分子との相互作用の知見が重要となる.

図 1のような線量分布曲線は入射粒子と無数の生体内

分子，特に水分子，との聞の繰り返しの衝突相互作用

4 
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(多重散乱) による結果であるが， この特性の定性的理

解のため，図 2に電子をもたない裸の重粒子イオンと

原子との単一散乱 (singlecollision)による電子捕獲と

イオン化断面積を掲げてある5) 図の縦軸と横軸は， そ

れぞれ断面積 (0)と入射エネルギー (E)を入射イオンの

価数 (q，例えば He2+イオンなら，q=2)と標的原子

の初期状態の主量子数 (nj)でスケールしである.この

ようにスケールすることで，異なった電荷の入射粒子イ

オンと異なった標的の電子状態による散乱断面積が統一

的に取り扱え断面積データを理解するのに便利である.

一般に数百 keVから数 MeVの入射エネルギーでの分

子衝突では，入射イオンの速度が十分速く分子との相互

作用は，分子総体とよりもむしろ分子構成原子との個別 a血

相互作用に近いと考える方がより現実に近い描像と考え 司F

られているので，ここでは原子標的の例で議論していく

ことにする.

図 2からわかることは， 入射エネルギーが数 MeV以

上のエネルギーでは標的からのイオン化，電子励起や電

子捕獲などの非弾性散乱過程の確率，断面積は非常に小

さく(<10-18 cm2)，衝突による効果は主に運動量移行

(弾性)散乱によることがわかる.重粒子イオンの場合，

制動指射によるエネルギー損失過程の確率は非常に小さ

い. したがって，入射粒子は生体内分子と運動量移行過

程を通しエネルギーを失い減速しながら飛行を続けてい

くが，上で述べたようにこのエネルギー領域では標的分

子の内部(電子，振動，回転)状態の変化は無視できる

ほど小さい. しかし粒子エネルギーが数 MeVから数

百 keVに減少すると標的からのイオン化断面積が無視

できない大きさ (>10一17cm2)になってくることがわか

る.このイオン化断面積が立ち上がってくる辺りが

Bragg peakの立ち上がりの部位に対応している. さら

に， 粒子運動エネルギーが数百 keVから数 keVまで下

がると，イオン化のほかに電子捕獲過程と電子励起過程

の寄与が大きく('"10-16 cm2)なり非弾性散乱断面積が

ピークをもっ. これに対応して Braggpeakも最大値

をもつことになると考えられる.入射粒子が高エネル

ギーの場合，粒子の阻止能 (Stoppingpower)は低エネ

ルギーの場合に比べ小さく，エネルギー損失の過程も低

エネルギーの場合に比べ少ない確率でしか起きないこと

が知られているが，ここでの散乱断面積の議論とはつじ

つまが合っている. 一般にイオン化された分子正イオン

や電子励起した分子は不安定な状態が多く短時間の寿命

(<10-13秒)の後崩壊し小さな中性分子 (ラジカル)

種やイオン種に解離するが，これらラジカル種やイオン

種は幅広い運動エネルギースペクトルをもって飛び散る.

放射線化 学



Break; SSB)が主な破壊反応と考えられているが，生体

内のさまざまな修復機構により SSBは割合容易に修復

されると考えられている.その結果低 LET放射線によ

るがん治療では，照射治療後一時的に腫壌の増殖がとま

り縮小が起きるが，ある期間が過ぎるとまた腫虜の増殖

が観測されることが多くの例で知られている.

低 LET放射線に比べ，重粒子イオンなどの高 LET

放射線の直接作用では DNAの二本鎖切断 (Double

Strand Break; DSB)が主体となるため放射線損傷は大

きく，また修復率も小さいためその結果細胞致死作用は

はるかに大きくなると考えられている.

2.2.2 生物学的効果比 (RelativeBiological Effec・

tiveness; RBE)と酸素増感比 (OxygenEnhancement 

Ratio; OER) 図 3にRBEとOERを LETの関数とし

てプロットしである.図中の“X-ray"，“重粒子"と書い

てある矢印は， X線と重粒子イオンによる LET領域を

示している.ここで少し RBEとOERについて説明し

よう.放射線の生物に対する効果は，細胞中の DNA変

化など分子レベルで起きるさまざまな変化が総合されて

発現するわけであるが，これら変化は分子へのエネル

ギー付与の密度に依存し，放射線の吸収線量が同じでも

エネルギー付与の密度が異なれば分子レベルでの変化の

様子， したがって放射線効果も異なって起きる.下で述

べるように放射線の種類， r線， X線，電子線，重イオ

ン線などによりエネルギー付与機構と付与密度は大きく

異なることが知られており，ただ単に吸収線量などでは

生物への放射線効果は表せない. したがって放射線吸収

線量とその生体効果を量的に結び.つける量として，ある

反応に着目し通常その反応を起こす 200kVの X線

の吸収線量と他の放射線によってその反応を起こすのに

必要な吸収線量との比を生物学的効果比 (RBE)が用い

られる.つまり， RBEは，

RBE=(ある反応を起こす 200kVの X線の吸収線

量)/(ある反応を起こすのに必要な放射線の

吸収線量)

で定義される.

RBEが大きいほど放射線の生物学的効果は大きいこ

とを表し したがって重粒子線では同じ線量で X線や 7

線に比べ著しい細胞致死効果を示している.図からわか

るように， LETの増加とともに RBEも増加し数百

keV /nmのとき RBEが最大値になる. これはこれぐら

いのエネルギー付与が一番効果的に細胞致死に使われて

いることを示している.これ以上の LET値では逆に

RBEは減少するが，これは付与エネルギーが細胞死に

必要なエネルギー量よりもはるかに大きすぎエネルギー

重粒子イオン照射によるがん治療の物理化学
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したがって，解離分子種のある物は遠くまで飛びそこに

ある物質と反応を起こすことになる. これら分子種は高

反応性で知られ，非常に短い時間の聞に周りにある原子

分子と反応しっきーつぎと新しい分子種に姿を変えていく.

さらに，入射粒子によりイオン化された電子も幅広い運

動エネルギースペクトルをもち，なかには再度衝突に

よって分子をイオン化できるほど十分高いエネルギーを

もった電子 (δ線)もいるが， シミュレーション計算に

よると 90%以上のイオン化電子は 100eV程度以下の

エネルギーである. したがって Braggpeak内で起き

るさまざまな反応には，入射粒子イオンやイオン化から

の 2次電子が生体分子， DNAと直接相互作用を起こす

直接反応のほかに 2次過程で作られたラジカル種やイ

オン種，それにイオン化からの 2次電子などが反応に

参加し(間接反応)それらが互いに密にからまり合い，

非常に複雑な過程となっている.

一般に高 LET放射線の効果は，入射放射線と生体構

成分子，特に DNAとの直接的反応による DNA分子変

換や破壊が主な過程で，低 LET放射線による効果は，

放射線と生体内部の水分子などとの反応により生成され

たラジカル種と生体分子 (DNA)との反応，間接反応，

が大きな割合を占めると考えられているが，放射線と生

体分子との反応過程についてもまだいろいろ諸説があり

定ま っていない.最近の HIMACからの報告では，高

LETと低 LET放射線によるラジカル種生成率に違いが

見られない， という報告もある6) もしこれが本当だと

すると，高 LET放射線では間接作用に上乗せした形で

直接作用があり，これが細胞消滅に大きく作用している

と考えられる.X線や 7線などの低 LET放射線による

間接作用では， DNAの一 本鎖切断 (SingleStrand 

第 78号 (2004)
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が無駄になっていることを示している.

酸素の存在下では無酸素の状態に比べ，放射による生

物学的効果が一般に増加することが知られている. この

効果を酸素効果と呼び，酸素効果の大きさを表す量とし

て，酸素増感比 (OER)を用いる.この量は，

OER=(酸素のない条件下である反応を起こす線

量)/(酸素がある条件下である反応を起こす

線量)

で定義される.酸素の存在下での放射線照射によりあと

で議論するさまざまな活性ラジカル種が生成されそれら

が間接的に DNA損傷を誘起するためと考えられている

が，ある照射条件下で得られる OERの値がラジカル種

の効果だけでは見積もることができないなど，他のさま

ざまな要因が働いていると考えられている. しかしその

効果は OERの値が小さいほど酸素濃度が低い状態の腫

虜に効果が大きいことに対応している.固形腫蕩では低

酸素状態になり放射線感受性が正常細胞に比べ低くなり

放射線抵抗性になる.これは放射線治療の効果を減少さ

せることになる.X線や 7線などは LET値が数 eV/ 

nmなのに対し重粒子イオンでは数十 eV/nmから 100

eV/nmのLET値をもっ. したがって，図 3から読み

取れることは，放射線効果 RBEは重粒子イオンが X線，

γ線に比べ 3倍以上大きい. また，酸素効果がない固形

腫療に対して重粒子イオンはやはり 3倍以上効果があ

ることを示している.

2.2.3 Bragg peakにおける物理化学過程 Bragg 

peak内で起きる物理化学過程について考えてみる. 上

で概略したように， Bragg peakで効果的な線量付加が

染色体 (DNA)に起き，正常な細胞分裂を阻害し細胞は

分裂増殖できず，その結果細胞死につながることは実験

的にも確かめられている.では，放射線による生体細胞

破損と細胞死との関連について少し述べてみよう.放射

線と DNAとの相互作用で， DNAの二重ラセンの SSB

とDSBが起きる. SSBの場合生体のし、く種類かの修復

機能の発現により元に修復される割合がかなり高いが，

DSBの場合は修復の率がはるかに小さくなり細胞致死

も大きな割合で起きるとされている.低 LETのX線や

T線では間接作用による SSBが主体の作用となるため，

これら放射線治療で一時的に腫療の増大を抑えることが

できても，時が経つにつれ腫療が再発する場合が見られ

るのに比べ，重粒子線のような高 LET放射線では直接

作用による DSBが主な効果で修復不能となり，より効

果的に細胞死に導くことができる. これら DNA破損と

細胞死との関連，いくつ SSBあるいは DSBがDNA

内にできると突然変異や細胞死につながるのかなどはま

6 

だよくわかっていないが，最近の UCLARadiation 

Biologyグループの研究によると l個の DSBが一つの

細胞内 DNAにできると， その細胞は死ぬという報告も

ある7)

したがって，放射線種による DNAのSSBとDSBの

生成機構と生成率についての詳細な知見が求められるが，

特に線量付加が最大となる Braggpeak領域での物理

化学的知見が重要となる.

粒子の時間経過:前節で述べたように Braggpeak 

は入射粒子と標的分子との相互作用によるさまざまな非

弾性散乱過程が有効に増大するところで起きる.入射粒

子の照射後おおよそ 10-15秒程度までに入射イオンに

よる標的分子のイオン化や電子励起，あるいは振動回転 4・
励起，入射イオンによる標的からの電子捕獲，イオン化 司，

により放出された 2次電子によるさらなる標的のイオ

ン化など物理過程 (Physicalstage)と呼ばれる段階が

ある.次に 10-15.......10-12秒の間，減速して熱電子化し

た放出電子のうち数十 eV以下の低エネルギー電子によ

る水分子や DNA分子への付着による分子解離でのさま

ざまな分子種生成とイオン化や電子励起された標的が分

子解離を起こしさまざまなラジカル種やイオン種を生成

する物理化学過程 (physicochemicalstage)，そして

10一12.......10-6秒程度の時間にこれらラジカル種やイオ

ン種が近傍にある他の水分子や生体分子と鎖反応を開始

する過程など複雑な反応機構が関与している化学過程

(chemical stage)が起きると考えられる. そして 10-6

秒より後の時間でより広範囲の空間領域まで巻き込んで

起きる生化学反応 (biochemicalstage)などを通しより

致命的細胞損傷が起きる過程につながることになる.

ただし上で述べた低エネルギー電子による分子付着

からの解離による分子損傷の可能性については，同時に

付着過程による DNA破損への修復機構もしっかりして

いて，付着からの解離による損傷はあまり影響がないと

いう説もありさらなる詳細研究が必要である.

粒子の空間分布: 次に入射粒子とそれらから派生す

る粒子群の飛跡・空間的分布について少し考えてみよう.

図 4aと図 4bにモンテカルロシミュレーションによる

粒子の水中での輸送現象，エネルギー損失，の計算結果

の例を示してある8)，9) 図 4aでは陽子と Heイオンを 3

種類の違う入射速度で水に照射した場合についての飛程

に沿った様子を，図 4bでは 10MeV陽子の飛程を輪切

りにした様子を示してある.荷電粒子が照射されると，

その飛跡に沿って入射粒子からのエネルギー付与が起き，

トラックと呼ばれる分子変化や化学的反応性物質が生成

される空間ができる.この空間が図中の黒点で表されて

放射線化学



で拡散した生成ラジカル種によるエネルギー付与空間

(間接作用:数十 nm) とに分けて， よく放射線の効果

が議論される. エネルギーが減少し Braggpeakの領

域に近づくと電離密度が高くなることが見てとれるであ

ろう.また入射速度をそろえると電離密度は入射イオン

の価数Zのほぼ 2乗で大きくなる.シミュレーション

法を用いて重粒子イオンの水への照射による入射粒子と

放出粒子群の振舞を調べてみると，入射イオンの飛跡に

沿って集中的に生体構成物質との衝突によって物質のイ

オン化や電子励起が起きていることがわかる.イオン化

により放出される 2次電子のエネルギースペクトルを

見ると 90%以上の電子は 100eV以下の運動エネル

ギーの電子で，これらの電子は衝突によって生体分子を

さらにイオン化するのに十分なエネルギーをもっている

が，多くの電子では l度以上のイオン化衝突は容易で

はないと考えられる 10) したがって 2次電子によるト

ラック構造の分岐化や集中化は起きにくいと考えられる.

これら 2次電子群の放出角度分布は等方的な空間分布

をしており，特定な角度に選択的に放出はされない.ま

た，重粒子イオン入射によるトラック構造ではイオン化

よりも電子励起の生成が数倍大きいことをこのシミュ

レーション計算は示している (図 2参照). これは使用

した電子励起断面積がイオン化断面積とほぼ同じ大きさ

をもちかっ初期の 2次電子による電子励起が寄与して

いると考えている.イオン化や電子励起した分子の多く

は不安定分子(イオン)になることが知られているが，

DNAや水分子の電子励起状態の分子構造とそこからの

解離過程についての詳細はまだよくはわかっていない.

しかしこれらイオン化，励起分子の多くは解離しラジ

カル種や小さなイオン種になり間接過程に寄与すること

になる.このエネルギー付与の空間分布の物理化学過程

の詳細が理解できれば放射線治療の有効性の検証や操

作・制御が可能になると期待されるが，いまだこの段階

には至っていない.十分な高エネルギ一入射では，イオ

ン化断面積は入射イオンのイオン価数Z2で，電子捕獲

断面積は Zで増加することが知られている. したがっ

て重粒子多価イオンと例えば陽子との散乱過程において，

このイオン化と電子捕獲断面積の大きさはそのまま入射

粒子トラック構造に反映し重粒子多価イオンほど入射

媒質， DNA分子などに大きな損傷を起こすことがわか

る.

直接過程: 重粒子イオン入射による DNAや水分子

の直接イオン化や電子励起についての研究は最近になり

やっと行われ始めたばかりで，入射イオンの価数とイオ

ン化との相関，価数と解離分子種との関係など、について

重粒子イオン照射によるがん治療の物理化学
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(b) 

モンテカルロシミュレーション法による水中

の陽子と Heイオンの飛跡
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る. (a)飛程方向， (b)飛程に直角方向 00
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いる.この黒点をスパーと呼び 2次電子やラジカル生

成など放射線によるさまざまな“効果"が起きていると

ころである.このスパーの間隔は入射粒子のエネルギー

によるが，高エネルギーの重粒子イオンではスパー相互

が重なり合って密にでき，電子などの軽い粒子だとかな

り間隔があいて，数十~百 nm離れてできる場合もあ

る. このトラック空間も粒子線入射方向から見て，入射

粒子と放出 2次電子による比較的狭い領域でのエネル

ギー付与空間(直接作用:数 nm) と，そこから遠方ま
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いくつか興味ある実験報告も出てきたところであるが，

われわれの理解はまだ現象論の域を出ていない.重粒子

イオンによる直接過程が DNA損傷の主要な機構と考え

られているので，この種の組織的研究が早急に実施され

理解を深める必要がある.

上の重粒子イオン照射の実験から，どのようなことが

わ かったかを少し紹介しよう. Groningen の

Morgenstern 11)， 12)のグループでは数 keV/amuのエネ

ルギーの cq+(q= 1-6)イオンや Xeq+(q=5-25)をウラ

シル (uracil)やチミン (thymine)など生体構成分子に

照射しこれら標的の多重イオン化とそれからの分子解離

ダイナミックスと解離分子種同定について調べた.結果

をまとめると， (i) 5個程度の電子が飛び出す多重イオ

ン化では分子解離は多段階のカスケードを経て起きる.

水素イオン(陽子)は大きな解離分子種から早い段階で

クーロン爆発による放出などを経て飛び出す， (ii)解離

分子種の運動エネルギーは 20eVを超えるものが多く

見られた， (iii) 8個以上の電子のイオン化ではク ーロン

爆発による解離分子種放出が主に起き，多価の酸素イオ

ンoq+(q>2)なども観測されたまた，放出陽子の運

動エネルギーは 80eVを超える， (iv)多重イオン化の

断面積はまだわからない.この解離で生成された陽子は

2次衝突によって電子励起やイオン化を起こすに十分な

運動エネルギーをもっており，これら陽子の振舞を正確

に抑える必要がある.さらに生まれた酸素などの多価重

粒子イオンは数十 eV以下の低エネルギーでも衝突によ

り電子捕獲あるいは電子励起を非常に効果的 (>10一15

cm2)に起こすことが知られている. したがって，これ

ら2次多価重粒子が高反応性ラジカルとして間接反応

で生まれたラジカル種の反応に参加すると考えられ，こ

れら多価イオン種の振舞もしっかり抑えておく必要があ

る重粒子イオン照射において，入射イオン種，その価

数，および入射エネルギーにより生成されるラジカル種

は非常に異なってくると考えられ，これらのパラメー

ター依存性についても詳細な研究が行われる必要がある.

入射重粒子多価イオンは，非常に早い段階で電荷平衡に

達すると考えられるが，微量のそれからずれた多価イオ

ンも少しだが存在するであろう.これら多価イオンは上

で述べたように非常に大きなイオン化と電子捕獲断面積

をもつので、エネルギー付与過程に少なからぬ影響を及ぼ

すと考えられる.

次に lnnesbruckのMaerkのグループが高速電子

(200 eV)と同じ速度の陽子 (--350keV)による分子衝

撃からの解離分子種についての測定を行っている 13)，14) 

調べた標的分子は水分子 (H20)とウラシル (uracil)分

8 

子で，その結果は:電子による生成解離分子種と陽子に

よるそれらとの間に大きな違いが見られなかった.この

結果は入射粒子の速度が十分大きいので，いわゆる

Born近似などの摂動論でイオ ン化過程が記述でき， し

たがって，入射粒子依存性が小さくなることによってい

ると考えられるが，重粒子イオン衝撃によって生まれた

2次電子の振舞を調べるうえで重要な情報となる.

これら 2次電子が媒質中で衝突を繰り返し 10eV程

度まで減速したいわゆる，亜励起電子 (subexcitation

electron)は，いままで DNA損傷過程には大きな寄与

はないと考えられていたが，最近の Sancheらのグルー

プの実験によると， 数十 eV以下の低速電子でも共鳴型

解離性付着過程を通し DNA損傷を十分に誘起し， SSB， 

DSBとともに解離ラ ジカル生成が見いだされ，低速電

子の役割の見直しが示唆されている 14)-16) 彼らの実験

によると， 10 eVあたりに強い共鳴性付着過程があり，

このエネルギーで強い SSB，DSBのピークが見られた.

さらにもっと低い 4--6eVのエネルギー領域でもやは

り共鳴型付着による DNA鎖損傷が確認された. これら

低エネノレギー電子のダイナミックスについても詳細な検

討が必要と考えられる.

間接過程:電離(放射線)粒子が通過すると短い時間

(10-15秒程度)の聞に飛跡(トラック)に沿って生じ

たスパー内にイオン種や励起種が分布する.一つのス

ノマーの中にイオン種 1--4個，励起種 4--7個程度でき

ると考えられているが，これらが解離過程や他分子との

反応過程を通してさまざまな生成物を生み出していく.

一般的な間接過程としてのラジカル種-DNA反応とし

て，いくつか知られているラジカル生成過程と，その後

のラジカル反応について簡単に述べよう.

水分子の直接電子励起による解離は，

H20*→H'+OH'， 

の過程から H・ラジカルや OH'ラジカル生成が起きる.

解離直後には 10eV以下の運動エネルギーをもって両

ラジカル共運動を始めるが，反応速度は速く出会った分

子と 10-12秒のオーダーで反応すると考えられる.

イオン化による解離過程は，

H20→H20・++e・

が起きるが H20・+ラジカルは電子的に不安定で短い寿

命の後崩壊し H+とOH'を生成する.あるいは，水分

子と反応し

H20・++H20→H20・++OH'

放射線化学
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の過程で H20・+と OH.ラジカルを作り出す.

一方，イオン化された電子 eーは水分子と衝突を繰り

返しながら飛び、運動エネルギーを失い， 10-12秒の単位

で最終的に熱エネルギーの電子になる. ここで極性分子

である水分子は熱エネルギー電子の周りに配向しエネ

ルギー的に安定な状態，いわゆる水和電子(溶媒和電

子 solvatedelectron)， eaq-，の状態を作り出す.

この水和電子が水や H+イオンなどと反応すると H・

ラジカルが生じる過程が起きる.

eaq一+H20→OH一+H.

eaq-+H+→H. 

したがって，水の電離，励起により OH・，H・， eaqーな

どのラジカル種や水和電子が生成される. ラジカル種の

分布は LETに 依 存 し 高 LETでは密に，低 LETでは

疎に分布する. OH ・や H・ラジカルはできた位置から熱

運動で拡散していくが，その過程でラジカル密度が高く

相互の距離が近いと互いに再結合しラジカル種が消えて

いくことになる.

ラジカル種消滅の反応過程として，
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などがあるであろう.

上で述べたラジカル種は非常に高反応性で、あるため，

確かにこれらラジカル種と DNAの反応による DNAの

SSBが起きる報告例はいくつもある. しかし同時に，

これらが生成されたすぐ近くに DNA分子などがない限

り，他の分子と反応しないで遠方まで飛び，選択的に

DNA分子と反応を起こす確率(間接反応)は今まで考

えられているよりも大きくはないと考えられるように

なった. したがって最近では，これらラジカル種による

間接反応よりもより効率が高い他の DNA損傷機構がい

ろいろ提案され出し今までの直接作用，間接作用と

いった狭い単純な区分けでは話が済まなくなってきてい

ると思われる.これらの新しく提案されている損傷機構

についても少し触れておこう.

新しい損傷機構の提案: 上で述べたラジカル種によ

る間接反応過程以外に， DNA分子に損傷を与える機構

として最近注目を浴びているのは， DNA分子と DNA

付着タンパク質や飛来イオン種との相互作用による電荷

(ホーノレ)移行過程からの DNA変異損傷の誘起であり，

これらに関連した主な実験例として，

(i) DNA分子とイオン種との相互作用により電荷移

第 78号 (2004)

行が起き DNA内に正孔(ホール)が生成され，

この正孔が DNA鎖内を遠くまで移動することが

知られ，数十 nmの距離をも移動することが調

べられた.最終的に移動後のこの正孔がグアニン

を酸化しその結果として DNA変異， SSB， DSB 

などを起こすということが見いだされた17)，18) 

(ii) DNAに結合しているタンパク質がラジカル化し

その不対電子の移動による電荷移行に誘起され

DNA変異が生じるという観測19)

などが知られている.これらは要するに何らかの形で

DNA分子に電子移行， あるいはホール移行が起き， そ

れら電子やホールが DNA分子内を移動し安定点を見つ

けそこに落ち着き，それによりその点での化学状態に変

化を起こし結合を変化させたり破壊することにつながり，

最終的に DNA損傷に結びつくという機構と考えられる.

これらはこれまでの狭い解釈によるラジカルによる間接

作用とは異なる機構であるが，入射粒子との直接的相互

作用以外のすべての高次的間接効果によるダイナミカル

効果と考えて良いであろう.つまり，上で述べた一連の

出来事を時間経過で見た物理段階，物理化学段階，化学

段階そして生化学段階まですべて包括的に考えて DNA

損傷機構を考える必要があることを示している.

4. 問題点

Bragg peak領域における放射線効果について物理化

学反応の側面から現象を見てきたこの Braggpeak領

域の物理化学の理解はやっと始まったばかりでまだほと

んど理解されていないことばかりであるが，最近になっ

ていくつか興味ある実験がでてきた.これらの結果をま

とめ，これからの研究の方向性の一部としたい.

(i) 従来の狭い意味での入射粒子や放出 2次電子によ

る直接的相互作用と入射粒子と水分子などの相互作用か

ら生成されたラジカル種などによる間接的相互作用とい

う放射線効果の分類の枠を超えた DNA損傷機構が知ら

れ始めた.

(ii) DNA分子への電子 ・正孔移行からつながる損傷

機構の可能性は狭い意味での直接，間接作用という枠か

ら出る放射線損傷であるが，これらの新しい損傷機構の

空間的 ・時間的分布とその頻度，重要性についてのより

詳細な研究が必要である.

(iii) 重粒子イオンとの直接効果においても，いまだ

生体分子からのイオン化 ・電子励起過程の起きる確率に

ついての入射イオンの価数依存性，イオン種依存性，粒

子エネルギー依存性，など基礎的なことはまだ理解され

9 



季村峯生

ていない. さらに， これら粒子衝撃による DNA分子や

水分子の解離機構と解離分子種生成機構の研究もやっと

始まったばかりである.

さらに，今までのシミュレーション研究によると， ト

ラック内スパーでは DNAなどのイオン化よりも電子励

起のほうが数倍から数十倍多く起きることが知られてい

る.これら電子励起した分子からの分子解離や分子変質

を通しての DNA損傷についての知見はまだない.

これら疑問に少しずつでも答えられるような研究がで

てきて， Bragg peakの物理化学がより確かにかっ深く

理解でき，そこからがん治療操作と制御が可能になる基

礎知識が確立できるようになることを願っている.

最後に，本解説で議論した仕事の一部は，放射線医学

総合研究所共同研究，核融合科学研究所共同研究，およ

び日本学術振興会の日独国際共同研究事業，文科省科学

研究費補助金によって行われた研究によっている.

UCLAの RadiationBiology group特にK.Iwamoto， 

LBLのB.Chu， Universitaet WuppertalのR.J. Bue-

nker， ANLの M.Inokutiらにはさまざまな stageで

共同研究をしていただいた. ここに感謝の意を表す.

また，東京都立大学の東 俊行氏，放射線医学総合研

究所の村上健氏，佐藤幸夫氏，九州大学の上原周三氏

などからいろいろお教えいただいた.ここに感謝したい.
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〔展望・解説〕

マイクロ波による迅速含ハロゲン有害化合物処理法

Principle and characteristics of microwave heat-

' iueredescriMm附 iewpoint of山 附

cation of microwave heating to chemical reactions. 

Advantage in employing reductive reactions over 

oxidative ones for detoxifying halogenated com-

pounds was emphasized: selective reactions without 

forming toxic intermediates and regenerating di-

oxins. Combination of microwave rapid and selec-

tive heating and reductive dehalogenation should 

be promising as a new detoxifying process of vari-

ous persistent organic compounds containing halo-

gen atoms. 

Key words: microwave chemistry， microwave heat-

ing， detoxification， halogenated compounds， reduc-

tive dehalogenation 

1.緒 雪昔
Zヨ

マイクロ波加熱で思い浮かぶのでは，家庭用“電子レ

ンジ"である.工業においては，食品殺菌，乾燥，医療

において利用されている.一方，化学反応に対する応用

はまだ，歴史が浅く， ラボスケールの実験データの蓄積

が始まって 20年あまりが経過したばかりである.マイ

クロ波照射下では，化学反応が通常より高速で進行する

ため，短時間で合成実験を行うことができる.通常の加

熱下と比較して，百分の lないし場合によっては千分

の lの時間で反応が終了し， しかも収率および選択率

が高い反応例が知られている. これらのマイクロ波を用

いた化学の特徴を含ハロゲン有害化合物の分解処理に活

用することができる.本稿では，マイクロ波化学の原理，

特徴を概観した後，どのように含ハロゲン有害化合物分

解に用いることができるかを概観しさらにこれを焼却

Rapid detoxification of halogenated compounds 
Yuji WADA (Graduate School of Engineering， Osaka Uni. 
versity) 
~565-0871 吹田市山田丘 2-1

TEL: 06-6879一7925，FAX: 06-6879-7875 
E.mail: ywada@mls.eng.osaka.u.ac.jp 

第 78号 (2004)

大阪大学大学院工学研究科 和 田 雄

炉から排出される飛灰中のダイオキシン分解処理技術に

展開した例を述べる.

2. マイクロ波加熱のしくみ1)-3)

マイクロ波は，周波数 300MHz---300 GHz (波長 1

mm---l m)の電磁波である.一般的な加熱装置には

2，45 GHzの周波数帯だけが使用されている.電磁波を

物質に照射すると，物質内部に存在する双極子，または

荷電粒子(電子，イオン)が振動電界との相互作用によ

り運動し，その配向の変化に伴って発熱が起こる.この

発熱は，量子論的な単独の分子ないし荷電粒子との相互

作用ではなく，集合体としての物質と電場 ・磁場との相

互作用で理解する必要がある.

マイクロ波加熱のメカニズムは物質の誘電損失を用い

て説明される.マイクロ波を照射すると双極子をもっ分

子はマイクロ波の電界Eとの相互作用によって電界方

向に向きをそろえようとする. この分子の配向運動は周

波数fの増大とともに振動電場に追随できなくなり，無

秩序な分子配向状態に戻る.このとき，お互い隣接する

分子同士の回転の摩擦熱によって発熱が起こり，その物

質は急速に加熱されるとされている(図1).この振動

電場のエネルギーが熱エネルギーに変化する現象を物理

学的には誘電損失と呼ぶ.物質単位体積当たりのマイク

ロ波による熱変換エネルギ一九 (W/m3
)は，電界の大

きさ IEIのマイクロ波エネルギーが誘電体に照射すると

きに内部で熱に変わるエネルギーで，次の式で表される.

Pε=7rJEoεr"IEI2 

つまり，発生熱エネルギーは，マイクロ波の電界の大き

さIEIの平方，周波数J，複素比誘電率の虚部(誘電損失

係数)ε に比例する (ε。は真空の誘電率). 誘電損失

係数は物質固有でしかも温度の関数である.水に加え，

アルコール， DMF， DMSOなどの極性有機溶媒がマイ

クロ波により数分以内に沸点に達するが，ヘキサンなど
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1. Oielectric 1055 due to dipolar relaxation 

H νH ム M叩a……~目……‘u叩一~….….
α代!弐ミ作加ωωぷニ Q、丸 r戸Q 
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Water (50 ml) can be heated to 100.C In 1 mln. (500 w) 

2. Oielectric 1058 due to conduction 105s e符:ects

Caゆ側 (25g)伺 nbe heated to 1283・CIn 1 mln. (1000 w) 

図 1 マイクロ波と物質との相互作用による発熱の

機構

の無極性溶媒は全く加熱されないことがこれから理解で

きる.

マイクロ波加熱は物質の直接的な加熱手法で‘ある. し

たがって，熱伝導と対流を用いた通常の加熱とは異なる

特徴が現れる.すなわち，

(1) 伝導の悪いものや形状が複雑なものも，内部まで

短時間で加熱

(2) 反応系の短時間・均一加熱

(3) 物質の選択的加熱

これらの加熱特徴を活かせば以下のような技術的優位性

を化学反応に与えることが可能である.

(a) 省エネルギープロセス化

(b) 温度の制御，各種センサーとの連動による自動化

(c) 密閉加熱，雰囲気制御，排ガスの制御が可能

3. 含ハロゲン有機化合物の分解処理法の概要

3.1 PCBおよびダイオキシンによる汚染

含ハロゲン化合物の中でも有害とされるポリ塩化ビ

フェニル (PCB)とダイオキシンの汚染問題は深刻であ

る. PCBは，日本で 1954年から製造が開始され，法

的に禁止された 72年までに 54，000tonが生産された4)

PCBは，オイル中に低濃度貯留されているもの， トラ

ンス，コンデンサー中に入ったまま保存されているもの，

感圧紙中に含まれた形で保存されているものなど，さま

ざまな形態で残留している.

ダイオキシン類の発生源は，1)農薬や除草剤に不純

物として混入していたもの， 2)化学工場の火災・爆発

12 
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などの事故， 3)高温燃焼反応による発生， が主である.

ダイオキシン類を含む農薬，除草剤は現在，使用されて

いないので， 3)の高温燃焼時のものが最大の問題で，

その中では，都市ごみ焼却炉からの発生が最大である5)

日本では， 年間 (1990年)， 3，100-7，400 gのダイオ

キシン類が発生し環境中に拡散したとする推定値が報

告されている.ダイオキシンは，大気中，水中，土壌中

という環境内に拡散するため，濃度は極めて薄いが，脂

溶性のため生体内への蓄積が懸念されている.

3.2 処理法の選択

含ハロゲン有機化合物を安全に処理する手法には，電

気化学的，生物的，超臨界処理，化学反応，触媒反応，

光化学反応，光触媒反応，およびマイクロ波処理が提案

され，研究されている.

電気化学処理の最も大きな問題は，コストがかかりす

ぎることである.生物学的な環境修復は，環境にやさし

く，マイルドな手法として常に研究者の興味をひいてき

た.これらの処理法の優れた点は，省エネルギー型のプ

ロセスであることであるが，処理反応速度が遅い.超臨

界水を用いた処理法が，含ハロゲン化合物の分解処理法

として研究された費用がかさむ超臨界水処理法では，

他の方法では分解できない化合物の処理にその利用が限

定される.

3.3 化学反応から見た含ハロゲン化合物の処理法

化学的な含ハロゲン化合物の処理法は，大きく 1)酸

化反応を用いる方法，および 2)還元反応を用いる手法，

の二つに分類される.主に検討されてきた燃焼分解法は，

酸化反応を用いる手法である. この手法では，活性化学

種は， ヒドロキシルラジカル，酸素ラジカルなどのラジ

カル種であり，それらの連鎖の中で脱塩素化が進行する

が，その中間あるいは最終副生成物としてダイオキシン

類， PCBが生成する危険性を免れることができない.

s
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一方，還元反応による手法では，電子注入に引き続き起

こる脱塩化物イオン反応の連続によって最終的に完全に

脱ハロゲン化が進行する.本来，ハロゲン原子が結合し

た炭素は，高い酸化状態になっており，これ以上の酸化

反応には抵抗する性質をもっている. したがって，酸化

反応は必ずしも賢い選択とは言えない.一方，還元的な

脱塩素化反応は，選択的に進行し他の副生成物の生成

の危険性はない. これが，還元的手法の特徴であり，最

大のメリットである(図 2).

4. 光触媒を用いた処理寸璽元的手法

還元的な反応を用いた光触媒的脱ハロゲン化反応が報

Successive Dechlorination of Chlorobenzene Derivatives 
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TeCB: Tetrachlorob・nz・n・
TrCB: T同chlorobenzene
DCB: Dlchlorob・nzene
CB: Chlorobenz・n・

図 4 光触媒還元反応における選択的・段階的脱ハ

ロゲン化反応

告されている6)-8) 多くの光触媒系が酸化チタンを用い ハロゲン化反応に用いることができる 13) すなわち，

ている.酸素分子雰囲気下，一般に光酸化反応が優先し N，N・ジメチルホルムアミド溶媒中で安定化した硫化亜

て起こると考えられている酸化チタンの場合でさえ，四 鉛を光触媒として用い， トリエチルアミンを電子供与体

塩化炭素のような多くの塩素原子を含む分子の反応に対 として，ヘキサクロロベンゼンを加えた溶液に紫外光を

しては還元反応が反応の初期には脱塩素化を起こしてい 照射すると，逐次的な脱ハロゲン化反応が進行する.ま

ると推定されている.しかし 一般に，金属酸化物半導 た，硫化カドミウムを光触媒として用いれば，可視光照

体は，その伝導帯の下端の位置が電気化学的に正側に位 射下において，逐次的な脱ハロゲン化反応が達成できる.

置している.すなわち，励起電子の還元力が弱い.酸化 硫化亜鉛ナノ結晶を光触媒とし， トリエチルアミンを

チタンをはじめとする金属酸化物半導体が光触媒として 電子供与体とした場合，塩化ベンゼン誘導体は紫外光照

用いられた場合，ほとんどが酸化反応を誘起するのはこ 射下でベンゼンまで最終的に脱塩素化される(図 4).

れが原因である.化合物半導体の中で，電気化学的に伝 ここでは，価電子帯に存在する電子が伝導帯に励起され，

導帯の位置が比較的負側に位置するものは，金属硫化物 光触媒表面でハロゲン化ベンゼン誘導体へ移動する. ト

である. Yanagidaらは， この事実に着目し，硫化亜鉛， リエチルアミンは電子供与体として機能し，価電子帯中

硫化カドミウムナノ結晶を光触媒として用い，二酸化炭 のホールに電子を与える.光触媒なしでは，光脱塩素化

素，水，不飽和有機化合物の還元反応を行った(図 は触媒を用いた場合に比較し極めて遅い.バルク硫化

39)-12)). 亜鉛を用いた場合，テトラクロロベンゼ、ンの脱塩素化速

この還元触媒系は，塩素化ベンゼン誘導体の還元的脱 度は，ほとんど触媒なしと同程度であり，最終生成物は

1，4・ジクロロベンゼンである. この系における脱塩素化

Photocatalytlc reductlon system InDMF に対する量子収率は， 8.6%である. 硫化亜鉛ナノ結晶

nanosized inorganic semiconductor 

ZnS nanocrystallites • DMF stabilizes ZnS 
nanoparticl・s

• quantum size effect 

G 
~ higher reductlon power 

• hlgher ratlo of surfac・
tovolume 

diameter 2・5nm

bulk 
Subs釘ate-.

hv 

bulk TEA 

TEA+' 

nanocrystallites 

図 3 硫化亜鉛ナノ結晶による光触媒還元的脱ハロ

ゲン化反応

第 78号 (2004)

の光触媒反応はフッ素化ベンゼン誘導体の脱フッ素化に

も有効である.硫化カドミウムナノ結晶を光触媒として

用いた場合，可視光照射下で塩化ベンゼン誘導体は最終

的に卜リクロロベンゼンまで脱塩素化される.硫化カド

ミウムナノ結晶なしでは脱塩素化は全く進行しない.

1，2，3，4・テトラクロロベンゼンの脱塩素化に対する量子

収率は1.4%である.

これら量子箱触媒の高い活性はこの量子サイズ効果に

起因する. 硫化亜鉛ナノ結晶の伝導帯の下端は -2.3V 

vs. SCEと見積もられており，これはノてルクの値，

-2.0 V vs. SCEに比べ，ネガティブ側に位置している.

また，硫化カドミウムナノ結晶では， -2.21 V vs. SCE 

であり， バルクでは， -1.90 V vs. SCEである. より

ネガティプな位置にある伝導帯に励起された電子がより

13 
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強力な還元力を有するため，結果的にナノ量子箱触媒は

バルク触媒に比較し高い活性を有することが理解できる.

5. マイクロ波を用いた処理法

マイク口波を用いた含ハロゲン化合物の処理に関する

研究および技術開発を文献として検索すると，活性炭上

に吸着した含塩素有機化合物の分解14)，土中の PCB異

性体の炭素ファイパーあるいは， 鉛筆芯(炭素棒)，鉄

ワイヤーの共存下での分解15)，焼却灰に含まれるダイオ

キシン類などの分解・除去16)として現れる. これらの報

告では，PCBあるいは含塩素化合物の分解生成物の一

部しか同定されておらず，多くの系において物質収支が

とれておらず， 微量のダイオキシン類・ PCBの一部は，

熱的に系外に放出されている可能性もある.

5.1 マイクロ波加熱した触媒による還元的脱ハロゲ

ン化17)，18)

マイクロ波化学を用いた手法においても，還元的な反

応を利用すれば，ダイオキシン類・ PCBの脱ハロゲン

化反応を選択的に，生成物との物質収支が完全にとれた

形で進めることができる.筆者らは，触媒による還元反

応を用いることに狙いを定め，触媒担体の活性炭がマイ

クロ波を吸収すると短時間で 1，300
0

C近くに加熱され

ることに着目した.触媒活性成分としては，還元触媒と

して高活性でかつ脱塩素化反応によって生成する塩化物

イオンの被毒効果に対して耐性の高いものとして，白金

を選択し触媒として活性炭担持白金(以後，PtjCと

省略)を用いた17)

反応容器として還流管を連結したフラスコを用い，温

度計としてファイパー温度計を挿入した.反応溶液中に

挿入した導入管を通して常時，水素を溶液中に吹き込み，

反応容器内に流通した. このフラスコをマイクロ波照射

4-chlorophenol 

‘(E 
10 20 30 40 

Reaction Time I min 

装置内に据え付けた.マイクロ波照射装置は，市販の電

子レンジの天板に穴を設けることにより，温度センサー，

水素導入管，還流管を照射装置内の反応容器に接続，挿

入可能としさらに底部には，反応溶液の撹枠用にマグ

ネティックスターラーを設置した.反応溶液は，容器内

の回転するマグネティック・スターラー・チップによっ

て常時，撹梓した.溶液およびトラップ内に捕捉される

物質を集めて高速液体クロマトグラフ，ないしガスクロ

マトグラフによって反応の追跡を行った.

マイクロ波照射を開始すると反応溶液は， 1分以内に

沸騰を始めた. 4・クロロフェノールを反応物質として用

いたときの反応の経時変化を見ると 4・クロロフェノー

ルはマイク口波照射時間の増加とともに減少しそれと

等量のフェノ ールが生成した (図 5).すなわち， 選択

的な脱塩素化反応が還元的に進行し完全に物質収支が

合っている.40分以内にすべての 4・クロロフェノール

が脱塩素化されることがわかった. これを通常の加熱下

で行った場合と比較すると，反応速度は約 2倍となっ

た.また，通常の加熱下では反応が時間とともに遅く

なっていることがわかる. これは触媒が反応とともに生

成する塩化物イオンにより毒作用を受けていることを示

している. 一方，マイクロ波照射下ではそのような活性

劣化は見られない.活性炭表面が極度に加熱され，生成

する塩化物イオンによる被毒を避けることができた.

塩素化ベンゼン誘導体を反応物質として用いたときの

結果では， 1，2.4・トリクロロベンゼンは，通常加熱の場

合に比べて速い速度で脱ハロゲン化を受け， ジクロロベ

ンゼン異性体混合物となり，逐次的にベンゼンまで脱塩

素化を受けることがわかった以上の実験は，触媒を水

溶液中に分散した状態でマイクロ波を照射しているため，

触媒表面は水の沸点より高い温度となっていると推定さ

Conditions: 

• PtlC， 50 mg; 
・4・chlorophenol(75 mM) aqueous 

solution， 20 ml; 
• Under MW  irradiation (MW) and 

conventional heating (CH)， 368 K. 

。H Microwave: 受H

ri'i ~特 GHz，側w f、i
t¥づグ Conversion 100%¥叫グ

CI 

図 5 マイクロ波照射下における還元触媒的脱塩素化反応
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問。CI H
2 

• 

Carbon 

C二二二二
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図 6 マイクロ波照射下における触媒の作用機構
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図 8 焼却炉排出飛灰含有ダイオキシン処理用ベン

チ装置

金触媒表面から水素により還元除去されるため，活性の

劣化もないという理想的な反応系が得られる.

.. ..・
10ι .  .. • 

r .・
T吋 軒 町et 5.2 焼却炉排出飛灰中のダイオキシン処理19)，20)

図 7 模擬飛灰中のモデル化合物 (ヘキサクロロベ Kishimaらは，模擬飛灰にヘキサク ロロ ベンゼンを

ンゼン)の分解除去率と温度 吸着し，マイクロ波照射を行うことにより，その分解反

応が進行することを見いだしている.この反応系は，焼

れるが，その温度上昇には限界がある.そこで，塩化 却炉から排出される飛灰中に含有されるダイオキシンの

フェノール誘導体を Pt/C触媒に担持した状態で，水な 分解を目的として組み立てられている.典型的な飛灰中

しのドライな状態で水素を導入し，マイクロ波照射を には酸化カルシウムが多量含まれている.飛灰に水を加

行った.生成物分析は，反応後の触媒をエタノールで洗 えることが反応を進行させるための鍵であることがわ

浄 ・抽出して分析を行ったこの状態でも，脱塩素化が かったマイクロ波照射加熱下では，酸化カルシウムと

進行し，フェノールが生成したが，水溶液中の場合より， 水から強アルカリが生成し， ヒドロキシルイオンの攻撃

さらに反応は進行し，フェノールのベンゼン核の水素化 により，ベンゼン環に結合した塩素原子と置換すること

が起こって最後はシクロヘキサノールが生成した. により，反応が始まると考えられている.迅速加熱のた

以上の結果から， PtjCを還元触媒とし， マイクロ波 めには，活性炭を加えることも有効であることも示され

照射下において高活性な脱塩素化反応が進行することが た.

わかった (図的. この系においては， マイクロ波によ この反応系は，すでに実機への応用を目指してベンチ

り選択的に担体である活性炭が急速に加熱され，結果的 プラントが製造され，実際のダイオキシン含有飛灰の処

にその上に担持されている白金触媒が高温に維持される.

水反応溶液中自体は，沸点である 100
0

C前後の温度で

あるが，担体である活性炭は，おそらくもっと高温まで

理実験へと進んでいる (図 8).

6. 展望

加熱されているに違いない.したがって，担体に接触し マイクロ波を利用した化学を用いて構成されるプラン

た白金触媒も水の沸点より高温まで加熱されていると推 トの特徴は既存の化学プラントに比べ，化学プロセスの

定される.そのため，高い還元触媒活性が発現し，かっ 小型化，省エネルギー化， jlJ生成物のないグリーンケミ

触媒被毒作用の原因となる塩化物イオンも高温下では白 ストリー指向であり，これらは難分解性有機化合物の処
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理プロセスには最適のものである.特に最後に解説した

還元触媒と組み合わせた脱ハロゲン化反応系は，理想的

なプロセスとなる要件を備えている.マイクロ波加熱技

術による常温・常圧プロセスを難分解性物質の処理技術

として成長・定着させるため，産学官の共同研究開発体

制が不可欠である.
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〔展望・解説〕

マイクロ波領域における高分子材料の誘電分光

北海道大学大学院理学研究科物理学専攻 野 寄 龍 介

A new experimental method for complex permit-

tivity measurement at microwave frequencies is pre-， ~~~~t~e_~~ ~~山iぬs me問1児et山h加刷川10凶Oωdiぬsve 川 ow 町d仙山flωωu叫山11
electric properties of polymeric materials. Some ex-

amples for the measurements are shown to indicate 

advantage of the method. Before the detailed de-

scription of the method， a review of microscopic 

aspect for amorphous polymers as glass-forming ma-

terials is given to understand the relation between 

dielectric properties and microscopic dynamics of 

polymeric materials. 

Key words: dielectric spectroscopy， microwave， 

polymers 

1. は じ めに

マイクロ波領域における高分子材料の複素誘電率を簡

単に精度良く評価できる新しい測定方法を紹介する.

フィルム状試料やパウダー状試料の複素誘電率を広帯域

で測定できることが特徴である.測定法の紹介に先立ち，

高分子物質のミクロなダイナミクスと誘電分散の関係に

. ついて概説する

2. 背 景

近年，マイクロ波領域における高分子材料の電気的特

性の評価が注目されている.と りわけ複素誘電率の評価

が重要な課題になっている.高分子材料とマイクロ波の

かかわりを，筆者が関係している話題から紹介する. 一

つ目はマイク ロエレクトロニクスにおける高分子フィル

ム材料の場合である 1)-3) 最近のコンピュータの高速化

や携帯情報機器に代表されるデバイスの小型化は著しい.

Oielectric Spectroscopy of Polymeric Materials at Micro-
wave Frequencies 
Ryusuke NOZAKI (Division 01 Physics. Graduate School 01 
Science. Hokkaido University) 

~060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 J目

TEL: 011-706-2691. FAX: 011-706-4926 

E-mail: nozaki@dielectrics.sci.hokudai.ac.jp 
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これらは，各種エレク卜ロニクスデバイスの高密度実装

による動作周波数の高速化によるものである.現在，

PCの動作周波数は数ギガ‘ Hzになった.既存の LSIの

高密度実装では薄い機能性高分子フィルムが多用されて

いる. この場合， 一般的には低誘電率 ・低損失材料が求

められ，そのようなフィルムの動作周波数領域における

誘電特性の評価が重要になる.一方，従来の回路基盤で

はむき出しになっていた各種素子が LSI内部に実装さ

れる必要性も出てきた.特にデカップリングキャパシ

ターなどを内蔵する場合，高誘電率 ・低t員失の薄い機能

性高分子フィルムに注目が集まっている.そのような機

能性材料をどのように開発するかは大きな研究課題だが，

それについての詳細は別の機会にゆずる. これらマイク

ロエレクトロニクスと呼ばれる分野で共通の課題は，薄

い誘電体フィルムのギガ Hz領域における複素誘電率の

評価法である.あるフィルム状材料の誘電的性質が必ず

しもバルクの場合と同じとは限らないし，金属などで挟

まれた実装状態のフィルムの誘電的性質がフリーなフィ

ルムと閉じとは限らない.二つ目の話題は，マイクロ波

照射によるポリ塩化ビニルの脱塩素処理である4) プラ

スチック廃棄物自体は石炭やコークスの代替になりうる

し良い燃料資源とも考えられるが，ポリ塩化ビニル

(PVC)を含むと厄介である.現在市場に流通している

プラスチック材料は，分別収集率が高いポリエチレンテ

レフタレート (PET)などを除くと，多くは多種多様な

プラスチック材料が混ざった状態で廃棄物として集積さ

れる.鉄鋼業界では廃プラスチックを高炉で還元剤とし

て使うことなどを研究しているが， PVCが含まれた状

態で過熱すると炉を傷めてしまう.通常の焼却処分にお

いても有害な塩素化合物を発生するリスクがあり，慎重

な処理が必要である.そこで，廃プラスチックの脱塩素

処理が重要になる.最近，廃プラスチックにマイクロ波

(2450 MHz)を照射すると， PVCを含む塩ビ材料だけ

が選択的に過熱され，効率良い脱塩素が行えることが示
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された.このような技術の確立には，さまざまな廃プラ

スチックのマイクロ波誘電挙動の正確な評価が重要にな

る.ここに挙げた二つの例以外にも，移動体通信デバイ

スの普及に関連して電波吸収体の開発なども重要な分野

だ.

3. 高分子物質のダイナミクス

高分子物質の複雑な側面は，純粋な状態でもさまざま

なモルホロジーがあり，どのような熱履歴をもつかで，

機械的 ・電気的特性が全く異なってくることだ.世の中

で利用される高分子物質は他の物質との混合系も多い.

架橋されたゴムやゲルは単純な鎖状高分子と異なる性質

をもっ. しかがって，高分子材料の誘電的性質をミクロ

な分子論的観点と結びつけて考える場合，たいへん多く

のパラメ ーターを考慮しなければならない. しかし高

分子物質を考えるときに最も基本的かっ重要なものは，

鎖状高分子のアモルファス状態の性質である.

材料としての高分子物質は，ガラス転移温度が高いガ

ラス形成物質であるといえる5) 一般に， 液体を冷却す

ると結晶化が進行し 液体一固体の相転移が起きる. し

かし条件がそろえば結晶化が起こらず，過冷却液体と

なる.過冷却液体は非平衡状態であるが，きっかけがな

いと結晶へ転移せず安定な場合が多く，準安定状態など

と呼ばれる.過冷却液体をさらに冷却するとガラス転移

が起こり，ガラス状態になる.過冷却液体と同じくガラ

ス状態も非平衡状態であるが，常に平衡状態あるいは準

安定状態へ緩和しているという意味で安定ではない. し

かしガラス状態の緩和過程はたいへん遅く，われわれ

の日常のタイムスケールでは何の変化も起きていないよ

うに見えるので，ガラス状態は擬平衡状態と呼ばれたり

する.ガラス状態を得るためには過冷却液体状態を実現

しなければならない.そのためには冷却速度を速くして，

結晶化を阻害することがポイン卜になる.ここで重要な

ことは，冷却速度という概念は分子の運動性に対する相

対的なものだということだ.分子が複雑だったり，その

結果分子間相互作用が大きかったりすれば，分子の運動

性が悪くなる.高分子物質では鎖状分子のからみ合い効

果により，分子の運動性はすこぶる悪い.つまり，高分

子物質では日常のタイムスケールで冷却することが十分

に急冷したことになる.容易に過冷却液体状態を実現で

き，ガラス転移を経てガラス状態を得られる物質を，ガ

ラス形成物質と呼んでいる.

高分子物質は基本的にガラス形成物質と考えて良いが，

鎖の繰返し単位の立体規則性により規則性があるもの

(アイソタクテック， シンジオタクテック) と規則性の
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図 1 ガラス形成物質として見たときの，高分子物

質のマク ロな性質とミク ロな性質の対応

ないもの (アタクテック)に分けられ，アタクテ ック高

分子以外は Tm の直下で熱処理(温度を一定にして待

つ)をすると結晶化度を高めることができる.逆にいえ

ば，アタクテック高分子は結晶化することが事実上不可

能なので，融点は存在しないといって良い.結晶化しな

い高分子物質をアモルフ ァス高分子と呼んだりする.ア

モルファス高分子ではない結晶性高分子では，結晶相と

過冷却液体状態であるアモルファス相が混在しており，

高分子のモルホロジーを複雑にしている.

アモルファス相における高分子の性質を詳しく見てみ

よう (図 1).ガラス転移温度 Tgを境に，高分子物質の

性質は激変する.その名の由来にもあるように，Tg以

下におけるガラス状態では硬くてもろい.一方，Tg以

上の温度になると急激にやわらかさが出てくる.さ らに

温度を上げると，融点 Tm (ある いは流動点)を経て大

きな流動性が出てくる.今度は温度を下げた場合におけ

るミクロな分子運動の視点から見てみよう.Tgよりは

るかに高い温度では，高分子鎖は激しく運動している.

ここで，高分子鎖の運動とは，低分子量の分子の並進あ

るいは回転拡散ではなく，高分子鎖のコンホメーション

変化によるミクロブラウン運動である.温度が下がり

Tgへ近づくと， ミクロブラウン運動は急激に遅くなる.

一方，この冷却過程で高分子鎖に取り付けられた側鎖と

呼ばれる原子団の運動や，高分子鎖の遥動運動といった

局所的ゆらぎに起因する高速な運動モードがミクロブラ

ウン運動から明瞭に分離する • Tg以下になると， ミク

ロブラウン運動は凍結する.さ らに冷却する と，局所的

な運動も凍結する.ここでも注意しておくが，アモル

ファス状態での凍結とは，分子の運動がわれわれのタイ

ムスケールで見て止まっているということである.

放射線化学



マイクロ波領域における高分子材料の誘電分光
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ガラス形成物質における誘電分散

定

ω

。。一
高分子物質の誘電的性質

このような高分子物質の物性を踏まえ，ガラス形成物

質としての誘電的性質の考え方について述べる6)，7) あ

る温度における物質の誘電的性質は，複素誘電率♂(ω)

で特徴づけられる.

4. 

1015 
E*(ω)=E'(ω)-iE"(ω) 

ここで ε'は誘電率， ε"は誘電損失を表す.電気材料と

して見た場合，誘電損失率 tanδが重要な場合もある.

tan δ三 三 ア
ε 

図 2

おけるさまざまな誘電緩和過程は単純な指数関数で表す

ことができない. そのような場合， 経験的に (2)式の代

わりに Kohlrausch-Williams-Watts(KWW)関数8)，9)

と呼ばれる

φ=叫卜 _t Y 
¥τKWW/ 

を用いたり， (3)式の分散関数 1/(1+ωτ)の代わりに

Havriliak-Negami (HN)関数10)と呼ばれる

(4) 0<β豆l

1 -__ . 0<δ 
(1 +(iωτHN戸)T

を用いたりすると実験データをよく表すことができるこ

とが知られている.τKWWとτHNはそれぞれの関数の時

間スケールを特徴づける緩和時間， βKWW，δ，rは指数関

数からのずれを表すパラメーターである.このように，

一般に高分子物質における誘電緩和過程を記述するには

多くの誘電緩和パラメ ーターが必要であるが，最も基本

的なものは双極子分子の運動の速さを表す誘電緩和時間

と，双極子の大きさと数密度に関係する誘電緩和強度で

ある.

これまでの研究から得られた高分子物質に限らず一般

的に有極性ガラス形成物質に知られている誘電分散の様

子を7)，誘電損失の周波数依存性のダイアグラムで示し

た(図 2). ガラス形成物質に共通に存在するとして認

識されている誘電緩和過程には， α緩和過程， slow-s 

緩和過程，fast-s緩和過程およびボゾンピークがある.

α緩和過程はマクロな粘弾性と直接結びついているモー

ドで，ガラス転移に直接結びついている.そのために構

造緩和過程と呼ばれる こともある.高分子物質では，高

分子鎖上に垂直な双極子が存在する場合(図 3のB型)，

ミクロブラウン運動がα緩和過程として観測される.

slow-s過程は分子間ゆらぎや分子内自由度などによる

局所モードといわれており，ガラス転移の影響をあまり

受けない.高分子の場合は，側鎖に主鎖とは独立した双

極子が存在すると(図 3の C型)，その内部回転が

(5) r ~三 1

ポイントは，誘電率，誘電損失，あるいは誘電損失率は

周波数に依存するということである.例えば，有極性物

質の 1MHzにおける誘電率や誘電損失の測定値がわ

かっているとして，それを使用してマイクロ波領域にお

ける誘電的性質を議論するようなことをすると，思わぬ

落とし穴にはまる.また，有極性ガラス形成物質の複素

誘電率は温度にも強く依存するので，注意が必要だ.そ

の辺りの事情を，これまでに述べた分子論的考察と誘電

緩和現象の関係を用いて説明する.

たいへん大雑把に言って，ガラス形成物質の誘電分極

には電子分極と双極子配向分極がある.電子分極は外部

電場による電子雲の変位であるので非常に高速に生じる

分極であり，また永久双極子の存在の有無によらない.

一方，双極子配向分極は分子に存在する電気永久双極子

の運動に伴う双極子ゆらぎに起因する. これは電子分極

に比べてたいへん遅い分極現象で，外部電場に対する誘

電応答は誘電緩和現象を引き起こす.誘電緩和過程を調

べることにより分子の運動性に関する知見が得られる.

緩和過程を特徴づける誘電応答関数を φ(t)は，複素誘

電率とラプラス変換Lで結びつけられている.

ここで，ここで位三ε。-Eooは誘電緩和強度，Eoとふ

は低周波と高周波極限の誘電率に対応している.緩和過

程が単一緩和時間 τをもっ単純な指数関数

)
 

--A 
(
 

ε*(ω)=E∞ +~εL(φ(t)) 
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φニ叫(--;) 
で表される場合，複素誘電率の周波数依存性はデパイの

分散式で与えられる.

誘電緩和を記述する基本的パラメーターは誘電緩和時

間と誘電緩和強度である. しかし有極性高分子物質に

第 78号 (2004)
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(3) げ(ω)=εω +~ε 一
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ノーマルモード ミクロブラウン運動側鎖の内部回転

A型 B型 C型

図 3 鎖状高分子の誘電活性モード

slow-s緩和過程として観測される.しかし側鎖が存

在しない場合にも slow-s緩和過程が観測される場合が

あり，ガラス形成物質の性質としてみれば未解決の部分

がある.ボゾンピークはすべてのアモルファス物質に共

通に見られる.不規則な分子配列からくる個々の分子の

遥動運動が起源という説もあるが，あまりよく理解され

ていない.高分子の場合には，回転拡散を伴わない主鎖

上や側鎖内の双極子の遥動が原因のーっと考えられる.

以上は，誘電損失の周波数依存性にピークを伴い観測さ

れる. 一方， α緩和過程やβ緩和過程の高周波側の裾と

ボゾンピークの低周波側の裾が形成する谷間の底上げと

して観測されるのが fast-s緩和過程である.不規則な

分子配列が作る cage内に閉じ込められた分子の運動が

原因と言われている.これらの過程は，支持者の多い

モードカ ップ リング理論 (MCT)において，ガラス転移

を記述するのに必要不可欠な緩和過程である.最近にな

り，これらの緩和過程のほかに，ほとんど周波数に依存

しない誘電損失 (nearlyconstant loss; NCL)の存在が

議論されている 11) Tgよりはるかに低温では， α緩和

過程だけでなく slow-s緩和過程も凍結され，測定可能

な低周波数領域の外へ出てしまう.その場合，ボゾン

ピーク以下の広大な周波数領域にはなにも緩和過程が存

在しないので，誘電損失の大きさは無極性物質の場合と

同じ程度と期待される. しかし比較的大きな NCLが

観測される.従来，このような誘電損失は漠然と α緩

和過程や slow-s緩和過程の裾と認識されてきたが，そ

れとは別の起源をもっという議論が始まっている.

以上，有極性アモルファス高分子の誘電的性質を，高

分子としての側面ならびにガラス形成物質としての側面

から解説した無極性高分子の場合，マイクロ波領域に

おける誘電率へ最も寄与する誘電分極は電子分極である.

したがって，低誘電率 ・低損失の材料 Oow-Kマテリ

アル)として利用できる.複素誘電率測定の大きな目的

20 

は，非常に小さな誘電損失あるいは損失率の正確な評価

ということになる.一方，有極性高分子の場合，マイク

ロ波領域の誘電的振舞は温度に強く依存する.要点は

(1 )有極性高分子物質には広大な周波数領域に多くの誘

電緩和過程が存在しそれらは温度に依存すること，

(2)したがって，マイクロ波領域における誘電的性質を

低周波数領域で得られた複素誘電率などの情報で評価す

ることはたいへん危険であること， (3)そしてなるべく

広い周波数領域で複素誘電率の測定を行うことが，高分

子材料の分子論的評価や設計にたいへん重要である，と

いうことである.

5. マイクロ波領域における高分子物質の複素誘電率

最近筆者らは，マイクロ波を含む広帯域 (--10GHz) 

で-有効な新しい複素誘電率測定法を開発したり， 2) そも

そもこれは，マイクロ波帯域において誘電率が大きな

フィルム状物質 Chigh-Kマテリアノレ)の高精度複素誘

電率を測定するために開発が進められたものである. し

かし low-Kマテリアルの小さな誘電損失の評価にも

有効であることが明らかになった.また，フィルム状の

試料片だけでなく，パウダーやペースト状態の物質の測

定にも向いていることがわかってきた. この新しい測定

法について解説し，いくつかの測定例を紹介する.

.マイクロ波帯域の測定上の問題点

1 MHz以下といった通常の周波数領域における複素

誘電率測定といえば，平行平板型コンデンサなどを用い

た方法が一般的である.high-Kマテリアルが試料の場

合は特に大きな問題点はない.low-Kマテリアルの場

合は平板の面積を大きくしたり，平板間の間隔を小さく

して幾何容量を大きして簡単に対応できる.低い周波数

領域では，電極自体を集中定数回路と近似できるので，

広く普及している CLRメーターなど 4端子法を用いた

機器を使い電極部分の複素インピーダンスを測定するこ

とにより，あまり専門的な知識がなくても誘電率評価が

できる.一方，周波数が大きくなると測定用ケーブルや

電極を分布定数回路として扱わなければならず，話は異

なる.特に 1GHz以上では，試料片内の電磁波の伝播

を考慮する必要があり，専門的知識がないとのなかなか

手がつけられない.

さて，そのような高周波領域における複素誘電率測定

自体は最近の技術ではない.第二次世界大戦あたりに急

速に進展したレーダー技術とともに，マイクロ波の扱い

方は急速に普及した.さまざまな導波管が考案され，

TEM波以外の高次モードの伝播に対する理解も進ん

だ12) その結果，試料を内包した共振器を用いた共鳴法，

放射線化学



マイクロ波領域における高分子材料の誘電分光

導波管の一部を試料片に置き換えた伝送線路法などが開

発された.それぞれの方法には一長一短の特徴がある.

共鳴法は高精度であるが，一般的にデリケートな測定に

なる. 100 GHz程度までの高周波数領域まで有効であ

る反面，測定周波数ごとに共振器のサイズを変更せねば

ならず，広帯域測定には向いていない.伝送線路法は

TEM波を使えるので広帯域測定に向いている. しかし

同軸あるいは円筒の対称性をもった試料周りを扱わなけ

ればならず，液体の測定では広く普及したが13)，国体の

測定にはあまり向いてないとされてきた.基板上に固定

された固体フィルムを扱えるマイクロストリップライン

法も伝送線路法の一つで・ある.実装状態の回路を扱える

というメリットがあり，簡単にネットワークパラメー

タ一解析ができるネットワークアナライザーの普及とと

もに発展した. しかしストリップライン自体が開放系

であるという原理的な問題点やラインパターンの精度の

問題があり， 1 GHz以上の周波数領域では測定精度が

落ちる 14)

・新しい方法

筆者らは，平行平板コンデンサーというフィルム状試

料片を扱うのに理想的なコンフィギュレーションと，伝

送線路法という高周波広帯域を扱える方法を組み合わせ

た複素誘電率測定法を開発した1)，2) その基本的構造を

図 4に示す.同軸導波管の終端に中心導体と外部導体

により構成された平行平板コンデンサーがある.この試

料部分の複素反射係数 (Sllm)を測定し試料の複素誘

電率を評価するものである.実は，このコンフィギュ

レーションは全く新しいものではない.これまでも終端

容量法 (lumpedcapacitance method)として長く用い

られてきた歴史がある 12)，15ト 17) しかしなぜか数百

MHzに周波数の上限があ った7)，15) それは，試料部分

の電磁波の伝播に対する理解不足のためであった.同軸

導波管を伝わって試料部分に到達した TEM波は， そこ

で反射する.入射波と反射波の比は試料の複素誘電率を

与える.これまでの理論では，試料片が薄ければ，試料

部分における電磁波の伝播効果を無視しても構わないと

いうものであった.その場合，校正面における試料側の

入力アドミッタンス Yinは，試料部分の複素容量 C*を

用いて次のように表すことができる.

Yin=iωC* (6) 

平行平板コンデンサーの周りの漏れ電場を考慮すると，

C*(ω)は試料の複素誘電率 げ(ω)を用いて次式で与えら

れる.
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図 4 終端容量を利用した伝送線路法の概念図

C*=Cpε牢+Cf (7) 

Cn=πα:-En 一一4d ...u (8) 一ln(す) (9) 

ここで， CpとCfは平行平板コンデンサ一部分とその周

りの漏れ電場の部分の幾伺電気容量である.測定された

校正面における複素反射係数 Sllmを用いると，複素誘

電率は次のように求められる.

ψ G1 1-S11
m Cf εT二一一一一一一一一一一一一一 一一一一

tωCp 1+S11
m Cp 

ここで，G1 (= 1/50 Q)は同軸導波管の特性コンダクタ

(10) 

ンスである.

しかし境界条件を考慮して試料部分の電場を詳細に

。

ρ6(I_p2)叫(ー7iG)

p4(1_ρ2)叫 (-5iG)

ρ2(1_ρ2)叫(-3iG) 

(1-ρ2 )叫(一

_p5(1_ρ2)叫 (-6iG)

一〆(1-ρ2)叫(ー4iG)

一p(l_p2)叫 (-2iG)

図 5 同軸導波管の終端に取り付けられた平行平板

コンデンサー内に期待される電磁波の伝播に

よる多重反射
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検討すると，試料部分に到達した入射波はコンデンサー

内部に侵入するはずである.この場合，厚さ dが平板

の直径αに比べて十分に小さければ，進入する電磁波

は波面が同心円状で電場が平板に垂直な TEM波のみと

考えられる.この進入波は平行平板コンデンサーの外周

に出会うたびに反射と透過を繰り返し(多重反射)，

徐々に反射波として同軸導波管を戻っていく.このモデ

ルの概念図を図 5に示した.漏れ電場の部分における

電磁波の伝播効果を無視すると，校正面における試料部

分の入力アドミッタンスは (6)式と (7)式の代わりに

日 ω(Cpポ百+C) )
 

唱

Ei
1
A
 

(
 

α>a rてrx=一一一-.JεT2c .- (12) 

で与えられる.結局，複素誘電率は

↓ Gl l-S"m Cr 
E事=一ーム一一一ームーχcotx--=-ι (13) 

tωCp 1 +Sl1
m Cp 

で与えられる.l/xcotxの項が多重反射による効果を

表している. (12)式より，周波数が大きい場合，平板の

直径が大きい場合，また試料の誘電率が大きい場合に

(10)式と (13)式に大きな違いが生じることがわかる1)， 2)

.実験装置

試作した測定用フィクスチャーの概観を図 6に示す.

ジェンダーがない APC-7結合を利用し，図 4に対応し

たコンフィギュレーションを実現している.異なる厚さ

をもっ試料に対応するために，マイクロメータースピン

ドルにより平行平板の間隔を変えることができる.実際

の測定では，まず校正面で標準規格の 1ポートフル校

正(オープン， ショ ート， ロード)を行い，次に空気

(誘電率=1，誘電損失=0とする)の測定を行し、試料に

よる測定データを補正する.測定システム全体の様子を

図 7に示す.フィクスチャーの温度調整は恒温液体循

環ジャケットにより行う.市販の APC-7アダプターを

利用しているので，測定温度上限は約 90
0

Cに制限され

ている.室温 --90
0

Cの範囲内では，室温における校正

が有効である.

・測定例

世間で広く使われている高分子材料は，ポリ塩化ビニ

ノレ (PVC)，ポリエチレン(PE)，ポリエチレンテレフタ

レート(PET)，ポリプロピレン (PP)，ポリスチレン (PS)，

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)などカ三ある.そ

れぞれには用いられる理由があり，それがガラス転移温

度の違い，結晶化度の違いや制御の容易さ，可塑剤の混

ぜやすさなのである.すでに述べたように，誘電的見地

からみて重要な要素は極性の度合いである6)，7)，'8) いく
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図 6 APC-7を用いた，マイクロ波誘電フィクス

チャー

図 7 温度制御用のジャケットを取り付けた実験装

置の概観

っかの高分子物質について，融点，ガラス転移温度，極 圏

性の度合いを表 1に示した.これらの高分子物質につ

いて， 100 MHz以下の周波数領域における誘電的性質

はよくわかっている6)，7) また，無極性高分子の誘電損

失率などの値は， 数十 GHzまで測定されている. 表に

あるように， PE， pp， PSは基本的に無極性である， し

たがって，アモルファス状態であろうが結晶化度が大き

くなろうが，誘電率は 2程度で誘電損失も小さい (0.005

以下).一方，有極性高分子である PVCやPETは，図

2に示したような誘電分散をもっ. PETの双極子はそ

れほど大きくないので， α緩和過程や slow-s緩和過程

の誘電損失のピークは小さい (α 緩和過程で 0.4，

slow-.β緩和過程で 0.2程度). しかも， PETは結晶化し

やすいので，結晶化度の高い試料ではアモルファス相の

割合が減少し誘電緩和強度はますます小さくなる. 一

放射線化学



マイクロ波領域における高分子材料の誘電分光

表 1 各種高分子の性質18)

高分子 T m [OC] Tg [OC] 極性

PVC 273 81 大

PET 270 69 

PE 142 -125 無

PP 176 -10 無

PS 250 100 無

方， PVCは大きな誘電損のピークを示す (α 緩和過程

で 1""-'1.5， slow-s緩和過程で 0.2程度).誘電的に見て，

PVCは世の中に多く出回っている高分子物質の中で特

殊な存在と言える.

では，これらの高分子物質をマイクロ波領域で見ると，

どのような誘電的振舞が見えるであろうか.図 8に，

キャスト法で作成した PSフィノレムの複素誘電率の周波

数依存性を示す.誘電率はフラットで，誘電損失はたい

へん小さい.フィルムと電極の間のスペースが完全に把

握できていないので，絶対値には 10%の誤差が見込ま

3 

PS (cast) film [d=55~] at 293K 

司

4

4

1

n

u

b
-
2
g
E
包
括
E
E
0
0

K ¥ ε  

/ 

o 2 4 6 8 10 

frequency [GHz] 

図 8 ポリスチレン (PS)フィルムの複素誘電率の

周波数依存性
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0.008 

PS (cast) film [d=55μm] at293K 
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図 9 ポリスチレン (PS)フィルムの誘電損失率の

周波数依存性
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図 10 ポリ塩化ビニル (PVC)フィルムの誘電損

失率の周波数依存性
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1.0 

frequency [GHz] 

ポリエチレンテレフタレート (PET)フィ

ルムの誘電損失率の周波数依存性

れる.図 9に，同じ PSの誘電損失率の周波数依存性を

示す.誘電損失率の値はすべての周波数でたいへん小さ

い(<0.001).この測定から，本測定システムの誘電損

失率の分解能は 0.001以下であることがわかる.以下

では，誘電損失率で見てみよう.図 10に PVC，図 11

に PETの誘電損失率の周波数依存性を示す.この温度

領域では両者の誘電率はほぼ同じ (""-'2)でほとんど周波

数に依存しない. したがって，誘電損失率は誘電損失に

ほぼ比例しているといえる. PVCとPETの比較からい

えることは，ガラス転移温度付近またはそれ以下の温度

領域では，どのような有極性高分子でも似たような振舞

をするであろうということである.これは図 2からも

予想される.誘電損失は周波数の上昇とともに減少する.

比較検討のために， PVCパウダーの測定を行った.

図 10の測定に用いたものと同じソースの PVC頼粒を，

液体窒素で凍結しながら遊星ボールミルで粉砕した.化

学分析により，粉砕による成分の変化がないことを確認
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図 13 PVCフィルムの誘電損失率の温度依存性
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図 14 PVCパウダーの誘電損失率の温度依存性

した. PVCパウダーの誘電損失率の周波数依存性を図

12に示す. 293 Kにおける振舞は本質的にフィルムの

場合と同じである.しかし温度の上昇に伴う損失率の

上昇が，パウダーの方が明らかに大きい.この違いを検

討するために，誘電損失率の温度依存性をフ。ロッ卜した

(図 13と 14). これによると， PVCフィルム もパウ

ダーもすべての周波数における誘電損失率が温度の指数

関数になっている.これは報告されている NCLの特徴
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と一致する. しかし その傾きが同じ PVCでもフィル

ムとパウダーで異なる. 筆者は， この違いは NCLに変

化が起きたというよりも， PVCをパウダーにしたこと

によりガラス転移温度が低下し，そのために低周波側の

緩和過程の効果が現れたためと考えている.このよ うな

傾向は，可塑剤を添加した PVCフィルムにも見られた

6. おわりに

ガラス形成物質としての高分子物質の性質をミクロな

観点から概観し分子運動と誘電的性質との関係を示し

た. これまで困難であったマイクロ波領域における高分

子物質の広帯域複素誘電率の新しい測定法について解説

し高分子材料として利用されているいくつかの高分子

物質について測定例を示した.今後，マイクロ波領域に

おけるさまざまな材料の複素誘電率測定は重要度を増す

ものと思われる.今回紹介した測定法は，簡便にかっ精

度良い誘電率の評価が可能なものである.しかし，試料

のハンドリングや測定温度範囲に問題点もあり，今後の

さらなる改良が望まれる.
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(早稲田大学)， 中尾昇氏 ・菊池直樹氏(神戸製鋼所)
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氏(北海道大学)が行いました.この場を借りて，感謝
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〔展望・解説〕

放射線加工技術による機能性

高分子材料とその実用化

It was found that polysaccharide derivatives un-

dergo crosslinking in ionizing irradiation at a high 

concentration， paste-like condition. The crosslink-

ing behavior of carboxymethy1cellulose (CMC) was 

largely affected by its concentration and degree of 

substitution (DS). The concentration of 20-30% for 

DS l.3 and 50-60% for DS 2.2 were the most effec-

tive for crosslinking of CMC. Bedsore prevention 

mat filled up with CMC soft hydrogel crosslinked 

by ionizing irradiation at paste-like condition was 

practical applied as a health care product. It was 

found that carboxymethy1chitosan (CM-chitosan) 

hydrogels were effective as a absorbents for remov-

al of metal ions. When crosslinked gel sheets of CM-

chitosan was immersed in copper(II) aqueous solu-

tion， absorption of Cu日1)was 172 mg/ g gels. Cross-

linking of polylactic acid (PLA) was led effectively 

with irradiation in the presence of polyfunctional 

monomer (PFM)， triallyisocyanulate (TAIC). The 

crosslinked PLA was applied to received heat-

shrinkable tube， which reveal biodegradability， 

transparency and high heat-stability. Radiation 

crosslinked poly(vinyl a1cohol) hydrogel was ap-

plied to wound dressing for healing and it was 

commercialized since July 2004. 

Key words: radiation crosslinking， polysaccharide 

derivative， carboxymethy1cellulose， paste-like condi-

tion， hydrogel， polylactic acid， wound dressing 

1.はじめに

高分子材料の放射線加工では，主にコバルト 60から

の7線と加速器からの電子線が用いられ，架橋(橋か

け)，分解，重合(グラフト反応も含む)反応により改

Application of Functional Polymer Material Modified by 
Radiation Processing Technique 
Fumio YOSHII (Takasaki Radiation Chemistry Research 

Establishment， Japan Atomic Energy Research Institute) 

~370-1292 群馬県高崎市綿貫町 1233

TEL: 027-346-9315， FAX: 027-346-9687 
E-mail: yoshii@taka.jaeri.go.jp 
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質することができる. 1960年代にポリエチレンが放射

線により橋かけ反応を起こすことが発見され，耐熱電線

や発泡体の開発へと発展した1).2) 放射線改質した高分

子材料は，特に自動車や電気 ・電子機器産業の分野で広

く応用されている.

今後これらの放射線加工技術の応用分野を拡大するた

めには，材料の機能化や社会のニーズを的確に把握し，

技術開発を養うことが重要である.これまでは大量生産

大量消費の時代であったが，結果として環境汚染を引き

起こしたため，使った後も資源として再利用できる資源

循環型の材料開発が必要になってきた.多糖類のデンプ

ンやセルロースは，自然に戻すことのできる循環型材料

である. しかし放射線により分解が優先するため，改

質は困難とされてきた.筆者は，水に溶解する多糖類誘

導体に着目し，橋かけ構造を導入する研究開発を行った.

その結果，多糖類誘導体が水とよく混合した糊(ぺース

ト)状で照射を行うことにより，橋かけ反応が起こるこ

とを見いだした得られた材料は高吸水性の生分解性ハ

イドロゲルであるため，さまざまな応用が期待されてい

る.

デンプンを原料とする資源循環型のポリ乳酸も放射線

分解型材料であるが，反応性の添加剤を探し橋かけ構造

を導入したことにより，耐熱性が改善され生分解性で透

明な熱収縮材を得るのに成功し市場開拓が始まった

また，高崎研究所の技術シーズと企業側のニーズとが

マッチし 8年をかけ技術開発を行った傷に貼るハイド

ロゲル創傷被覆材の製品化に成功し，本年の 7月から

販売を開始した

本稿では，従来放射線分解型と言われてきた多糖類誘

導体のぺース卜状橋かけとその応用，橋かけポリ乳酸の

熱収縮材への応用，および傷に貼るハイドロゲル創傷被

覆材について製品化の現状を紹介する.
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J、ィドロゲル
(水に漬ける)

橋かけ(分子鎖の結合)照射前

応を起こし，水を多量に吸収するハイドロゲルを形成す

ることを発見した3)，4)

図 2はアイスクリームなどの食品の増粘剤としてよ

く使用されているセルロース誘導体のカルボキシメチル

セルロース (CMC)の構造式である.一般に水中での溶

解性を上げるため，カルボキシル基の水素はナトリウム

で置換されている. CMCを水とよく練りペースト状に

調製した試料の放射線橋かけ挙動が図 3である. CMC 

は，水酸基(一OH)を3個もっており，これらすべてを

カルボキシメチル基(一CH2COONa)で置換したものは，

置換度(!2.egreeof ~ubstitution， DS) 3である.図 3の

DS 2.2のCMCの橋かけは，高濃度ほど好ましく，

60%の濃度が最も有効である.しかしこれよりも高

い70%以上の濃度では CMCポリマー内に水が均一に

拡散できなくなるため橋かけ効率が低下する. この橋か

け反応は， ポリマー濃度のほかに DSと分子量に依存す

る. DS 1.3のCMCの橋かけでは， 20--30%の濃度が

最も有効である (図 4).橋かけ反応では， 置換度が高

いほど水との親和性が増すため高濃度のペーストが得ら

れ有利になる4) 分子量は橋かけ反応に著しく影響し

CMCのペースト状放射線橋かけ

多糖類誘導体のペースト状放射線橋かけ

2.1 橋かけ挙動

天然高分子には種々のものがあり，典型的なものとし

てはデンプン，セルロース，キチン ・キトサンなどの多

糖類がある.これらはいずれも誘導体を含め放射線の照

射では分解のみが起き，巨大分子を形成する橋かけ反応

は起こらないと言われてきた.そこでこれまでの研究と

は異なり， 水に溶解する多糖類誘導体の糊(ペースト )

状試料を調製し照射を行った.その写真が図 1であ

る.この方法により多糖類のすべての誘導体が橋かけ反

図 1

2. 

n 

(CMC) カルボキシメチルセルロース

図 2 CMCの構造式
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高分子量ほど低線量で橋かけ反応が起こる.CMCは，

粉体の固体状や濃度 5%以下の流動性をもった水溶液で

は，分解のみが優先的に起き，橋かけ反応は起こらない.

したがって，ペースト状に調製した試料のみが放射線照

射により橋かけ反応を起こす. これがこれまでの放射線

化学ではなかった全く新しい事実である.

ぺースト状放射線橋かけ CMCは水を吸収し，高吸水

性ゲルになる.図 l(b)の写真のように水を吸収し寒天

状になる.カルボキシメチル化デンプン (CMS)も高濃

度のペースト状で放射線によ り橋かけ反応が起き，高吸

水性ゲルになる6) これらの吸水性能を市販品としてよ

く使われているポリアクリル酸ソーダゲルと比較した結

果が表 lである.ぺースト状放射線橋かけ CMCおよび

CMSの吸水性能は市販品を上回るものである.

表 2は，放射線橋かけ CMCの生分解性を調べた結果

である.生分解性は，海浜砂と微生物を混合した中に粒

状の乾燥ゲノレ CMCを混ぜ， 生分解により発生する炭酸

ガス量の測定により評価した.セルロース粉末は， 30 

日で 80%分解した.しかし CMCは，カルボキシメチ

ル化により分解性は著しく抑制される. 橋かけ CMCの

生分解性は，照射中に橋かけのほかに・放射線分解も起き，

分子量の低いものが生成するため，分解性が増大する.

置換度1.3の場合は， 19% が分解しており，橋かけ後

でも生分解性の機能を保持している.土壌中や生ごみと

表 1 橋かけ CMCおよび CMSの吸水性能

ハイドロゲル 吸水率*

デンプンデノレ (CMS-Na) 570 g 

セルロースゲル (CMC-Na) 420 g 

アクリル酸ソ ーダ(市販品 340g 

*: 1 g乾燥ゲルの吸水量

表 2 橋かけ CMCのコンポスト化試験

発生炭酸 100%分解 分解率
試料と照射条件 ガス量 時の炭酸

(g) ガス量 (g) (%) 

セルロース粉末 13 16.3 80 

CMC置換度 2.2， 0.5 13.1 3.8 

未照射

CMC置換度 2.2， 1.1 13.1 8.4 

20%， 10 kGy 

照射

CMC置換度1.29， 1.75 14.2 12.3 

未照射

CMC置換度 1.29， 2.65 14.2 18.7 

20%， 10 kGy 

照射
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図 5 ぺースト状放射線橋かけキトサンによる銅イ

オンの吸着

の堆肥化では，多数の雑菌が混入しているため分解性は

表 2より促進される.

ペースト状放射線橋かけ技術は， CMC以外のセル

ロース誘導体のメチルセルロ ースやヒドロキシプロピル

セルロース7)， デンプン誘導体， キチン ・キトサン誘導

体なと.エーテルタイプの多糖類誘導体のすべてに応用で

き， ハイドロゲノレを合成することができる8) キチン ・

キトサンには特異な性質があり，放射線橋かけにより得

たカノレボキシメチルキチン CCM-キチン)およびキトサ

ン (CM・キトサン)ハイドロゲルが抗菌活性や金属吸着

特性をもっている9).10) 図 5は， CM・キトサンハイドロ

ゲルによる水酸化銅水溶液の銅イオンの吸着を示す.水

酸化銅水溶液の薄い青色がCM・キトサンゲルの吸着によ

り消失しゲル側が青に着色したこの結果を基にラン

グミュアーの式から銅イオンの最大吸着量を求めた.ホ

ルマリンを用い化学橋かけしたキトサンの場合は， 60 

mg銅/1g乾燥キトサンであるのに対し 11)，放射線橋か

けゲルは 173mg銅/1g乾燥CM-キトサンゲルであり，

放射線法の方が約 3倍の吸着性が良いことが明らかと

なった.吸着した銅イオンは，酸性側で脱着し，ゲルは

再利用できる.

2.2 ペースト状橋かけ多糖類の応用

CMCハイドロゲルを医療 ・福祉に応用するため，床

ずれ防止マット内に充填した. CMCの濃度 10""'"15% 

のペースト試料を図 6の写真のように波型マット内に

充填し放射線の線量 10kGy照射を行いゲル化した.

このゲルマットを手術前に体温程度に加温してから手術

を行うと患者の床ずれが防止できる.社会保険群馬中央

総合病院手術部看護チームの協力を得て， 178名の患者

に適応した結果， 19名に手術中に発赤ができたが，手

術後に手で擦ることにより消えた(表 3). 他の患者は

全く床ずれができなかった.本マ ットは保温性が良いた

放射線化学
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め手術中の体温低下が起こらないのと耐圧分散があるこ 用いている.また，ハイドロゲルは，照射により滅菌も

とから床ずれが防止できる.病院内では魔法のマットと 行えるので，安全性も高く有利である.

呼び，本病院のすべての手術用ベッドは，このマットを 本床ずれ防止用マットは「ノンビソーノレ」の商品名で，

図6 橋かけ CMCを用いた床ずれ防止マット

〆;除去

昨年の 5月から TNK東日本(株) (群馬県沼田市)が本

格的な販売を行い，介護施設などへの普及を図っている.

同時に車イス用マットも発売した.

次に CMCハイドロゲルの家畜排池物処理への応用に

ついて紹介する.本年の 11月から家畜排池物(家畜の

糞尿)の河川への流出や地下への浸透を防止するため，

野積みが禁止され，速やかに堆肥化処理することが義務

づけられる. 家畜糞尿は 85--90%の水分を含んでいる

ため，このままでは発酵が進まないため，オガ屑を処理

糞尿と同体積から1.5倍混ぜ水分量を 65--70%に低減

し空気が貫通できるような条件で行っている. しかし

1)オガ屑の入手が困難になり値段が上昇， 2)多量にオ

ガ屑を混合するため糞尿の全体量が増え作業が重荷， 3) 

オガ屑を保管する大きなスペースが必要， 4) オガ屑は

発酵に長時間を要するなど，多くの課題がある.このた

表 3 CMCハイドロゲルマットを手術中の床ずれ

防止マットに応用したときの評価結果

評価 A

159名

評価 B

19名

評価A:発赤なし

評価 C

O名

評価B:発赤ができても擦ると戻る

評価C:発赤ができても擦っても戻らない

計

178名

図7 CMC乾燥ゲルによる家畜糞尿処理
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めオガ屑に代わる，高IJ資材が急務となっている.

ペース ト状放射線橋かけ CMCゲルは， 土中の微生物

により生分解するため，堆肥化処理により土に還元でき

る資源循環型の材料である.ペース ト橋かけハイドロゲ

ルを乾燥して得た CMCゲルを家畜糞尿に 0.2%添加す

ることにより従来のオガ屑量を 1/6に低減化できこと

を 15トンの乳牛の糞尿を用い実証した. 図7の写真は

CMCゲルとオガ屑との併用による糞尿処理を示す.(a) 

は処理前の水分を 85--90%含む糞尿.(b)は流動性の

ある糞尿に CMCゲルを撒き， その後オガ屑を添加し混

合した.糞尿の トロ卜 ロした流動性がなくなり水分を

70%程度に低減でき山のように積むことができるよう

になる (c). これを堆肥室で時々撹枠し新しい空気を

(a) 1∞ 

80 

ま 60

まω
A 

!t-20 

1% 

20 40 印

線量 (kGy) 
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導入すると発酵が活発に起き， 全体が黒ずみ，発酵熱に

より温度が 700Cにも達し， 湯気が発生してくる. ゲル

は発酵中に生分解して消失する.本試験により家畜糞尿

処理のオガ屑の低減に CMCゲルが有効であることが実

証でき，最初に掲げた 1)--4)の課題すべてが解消でき

る.使用後の床ずれ防止マッ トや蓄冷 ・蓄熱剤に用いた

CMCハイド ロゲ、ルは回収し，乾燥ゲ、ルに加工してから

堆肥処理に再利用することができ循環社会に貢献できる.

本試験は継続中であり，試験を希望する農協や畜産関連

の機関が増えてきており今後の発展を期待している.

3. 植物由来プラスチックの橋かけとその応用

ポリ乳酸はデンプンを発酵させ乳酸を縮重合により得

られる，生分解性で透明性がよく硬い樹指である.しか

(b) 
3 

今

4

4

1

(
ε
E
)
蝋
走

O 

o 50 100 150 200 
|初期長:5mm|温度(OC)

図8 ポリ乳酸の橋かけ挙動と耐熱性試験

(a) +~f+ 
。 )
橋かけポ1)乳酸

膨張後の橋かけ
ポリ乳酸

線収縮檎 (0) 

30 

図 9 橋かけポリ乳酸の熱収縮チューフeへの応用
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練り込み同じ温度でチューブ状に押出し成形を行い室温

で 50kGy照射し 200
0

Cで2倍に膨張させ，室温に冷

却固定したのが図 9bのチューブである.この膨張させ

たチューブを 1600Cに再加熱を行うと，膨張前の図 9a

に戻る.照射しないチューブは橋かけ構造がないため融

点付近で融解してしまうため，熱、収縮材料に応用するこ

とはできない.電線の結束や金属表面の錆びを防止する

場合は，図 9cの膨張した試料にそれらを通しポリ乳酸

の融点近傍の 1600Cに再加熱すると，膨張前の径に収

縮し被覆できる(図 9d). ポリ乳酸熱の収縮材は，生

分解性，高耐熱性，透明であるという特徴があり，住友

電工ファインポリマー(株)で市場開拓が始まっている.

4. 傷に貼るハイドロゲル創傷被覆材

創傷被覆材は，傷に貼り外からの雑菌の混入を防止し

し， ガラス転移温度が 600Cであるため， それ以上の温

度では，変形や著しい強度の低下が起こる.これを改善

するには放射線橋かけにより高分子鎖をつなぐ橋かけ構

造の導入が有用であるが，ポリ乳酸は低い照射線量で分

解するため，橋かけ反応の起こりにくい材料である.そ

こで，この材料に対して橋かけ構造を導入するため，反

応性の高い橋かけ助剤の探索を行ったところ， トリアリ

ルイソシアヌレート (TAIC)モノマーが有効であること

を見いだした(図的.添加濃度は， 2-3%が有効で 5%

添加しても 2-3%の橋かけ挙動とほぼ同じであった.

橋かけしたポリ乳酸のゲル分率が 60%以上の試料では，

融点よりも高い 200
0

Cでも溶融せず形状を保持できた

(図 8b). この耐熱性を活かし熱収縮材に応用したのが

図 9である.これはまずポリ乳酸に TAICを 1800

Cで
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製品(ゲル厚 1nm) 治療例(擦過傷)

図 13 擦過傷へのハイドロゲル創傷被覆材による治療

患の指・足渡期 sサイズ6校入
30lTll1x60mm ジヱル都:19欄 x25111111 50剛×アO馴ジ工ル部:311T1l1x41mm

|かかとや定の指、足の裏の や をしっかり守りますO I 

図 14 商品化されたジェルプロテクター

新生皮膚の生長を促進する製剤である.使用法は，傷の り失活するため，新生皮膚はその下で生長する.湿潤環

大きさにより異なるが，治療中に 2日ないし 3日後ご 境では，治癒成分が絶えず傷の表面に点在し， rかさぶ

とに交換する.イギリスのウンタ一博士は， 1963年に た」を創らないため治癒が円滑に進み，乾燥環境よりも

傷の治療は，湿潤環境で治す方が乾燥させるより治癒が 治りが早くなる.湿潤環境の「かさぶた」を創らないで

早いことを雑誌Nαtureで報告している 12) 図 10は， 治す治療法は，最近の医学では定説になってきている.

ウインタ一博士が提案した乾燥と湿潤環境での治癒の模 湿潤タイプの創傷被覆材に必要不可欠な条件は，皮膚

式図である.乾燥環境では，体内から出てくる治癒成分 刺激や毒性のない安全性の高い素材であること，柔軟性

が水分の蒸発により，痴皮 (かさぶた)のところで固ま があり皮膚に密着できる，少しくらし守|っ張っても切れ
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ないゲル強度がある，はがしたときに傷に残留しない，

滅菌できることなどである.放射線法ハイドロゲルは，

添加物を使わずに橋かけにより合成でき，実用に耐える

ゲル強度が得られるため，医療材料に最も適している.

放射線橋かけにより得たハイドロゲルを最初に創傷被覆

材に応用したのは，ポーラ ンド ・ウ ッジ大学のロジャッ

ク教授である 13) ロジャック教授は， 1990年に水溶性

高分子のポリビニルピロリドン (PVP)と寒天からなる

組成に 25kGy照射し，得られたハイドロゲルの臨床試

験などを行い安全性を確認した後，アクアゲル創傷被覆

材の商品化に成功し，販売を開始した.現在は，国内使

用のほかにドイツなどヨーロッパ諸国に輸出を行ってい

る. ロジャック教授は，国際原子力機関 (IAEA)の専門

家としても本技術の普及に努めている.

高崎研究所は当初，煮沸滅菌に耐えるポリビ、ニルアル

コール (PVA)ハイドロゲルを放射線橋かけにより開発

し， コンタクトレンズへの応用を目指していた14) 橋か

け密度を高めることにより，沸騰水中で溶解しない耐熱

性のある透明なハイドロゲルを得ることに成功した. し

かし煮沸滅菌中に PVAゲルの寸法が，膨j聞により変

化するため，コンタクトレンズへの応用を断念し，傷に

貼る創傷被覆材への応用を目指したハイドロゲルの創

傷被覆材への有効性を検証するため，モルモットの背部

につくった 2cm四方の傷にハイドロゲルとガーゼを

貼った場合の治癒挙動を比較した(図 11).傷は，時間

の経過とともに縮少し湿潤環境のハイドロゲルの方が，

乾燥環境のガーゼよりも治りが早いことが明らかであ

る15) さらに，並行して治癒中の渉出液の吸収量を求め

るため，ハイドロゲ‘ルおよびガーゼ倉IJ傷被覆材の重量変

化を求めた(図 12). これは治癒挙動と対応し初期は

惨出液が多量に出るため，吸収量が多くしだいに減少す

る.ハイドロゲルの場合は， 7日を経過すると，傷が完

治に近くなり生成する惨出液が少なくなり，ゲルから蒸

発する水の量が大きくなるため，重量増がマイナスにな

る.ガーゼの場合は，治癒が遅いため，長い期間接出液

が生成し重量増が継続したこれらの結果を総合的に

評価し湿潤環境を創るハイドロゲルが創傷被覆材とし

て有効であることが実証できた.

これを医療用具として事業化するため，平成 8年に

科学技術振興事業団(現在の(独)科学技術振興機構)の

委託開発事業に応募し技術説明会を行った際，当時ハ

イドロゲルを創傷被覆材に応用するため化学橋かけや物

理橋かけによる合成法について検討を行っていたニチノイ

ン株式会社のニーズと高崎研究所のシーズ‘がマッチし，

安全性が高く連続生産が可能な放射線法に強い関心をも

第 78号 (2004)

ち委託開発を行いたいという申し出があった.委託開発

では，ハイドロゲル素材のゲル強度，膨潤性および安全

性の確認，製造プロセスの確立，実製造機から得たハイ

ドロゲルシートを用いた動物による臨床試験，病院での

臨床試験を行った.それらの得られたデータが基になり，

平成 16年 2月に厚生労働省から医療用具製造の承認を

得ることができ， 7月から「ビューケソレ」の商品名で販

売を開始した.本ハイドロゲ.ル創傷被覆材の特徴は図

13に記した.また，同じゲルシートを用い運動中や堅

い靴などを履いてできる靴ずれ(マメ)を防止するジェ

ルプロテクターも， 3月から販売を開始している(図

14). 
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ブ成形とその照射物の評価にご協力いただいた住友電工
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一百宅問
放射線誘起表面活性効果を利用した防食技術

裕正谷古原子力技術研究所(財)電力中央研究所

. 原子炉材料として多くの種類の金属が使用されてい

る1) 例えば，圧力容器には低合金鋼が，炉内構造物に

は耐食性に優れた合金鋼が使用されている.これらの原

子炉材料は，経年劣化に対して，中性子照射脆化，熱時

効脆化，疲労，応力腐食割れ，腐食，および磨耗などの

考慮が要求されている2)，3) これらの中でも，応力腐食

割れ対策は最も重要な課題の一つで、ある.

応力腐食割れ (SCC:Stress Corrosion Cracking)は，

割れの発生形態，原因などにより，粒界応力腐食割れ

(IGSCC)，粒内応力腐食割れ (TGSCC)，1次系応力腐食

割れ (PWSCC)，照射誘起応力腐食割れ (IASCC)など

に分類されている.粒界応力腐食割れは，溶接部などに

引張残留応力があった場合に結晶粒界に沿って腐食割れ

が起こる現象であり， 初期の沸騰水型原子炉 (BWR)配

管などに発生した応力腐食割れがこれに該当する4) 粒

内応力腐食割れは，原子炉水環境では材料表面の硬化な

どに起因して表層部で粒内に発生する応力腐食割れであ

. る l次系応力腐食割れは比， 加圧水型原子刊炉 (PWR)

1次系環境の高応力下のみの条件でニツケル基合金に発

生する応力腐食割れでで、あり，粒界応力腐食割れの一種で

ある5) 照射誘起応力腐食割れは， 照射により材料の鋭

敏化が促進されるために生じる現象であるとされてい

る6)-9) 照射誘起応力腐食割れは， ある照射量以上で母

材において顕在化する現象である.

これらの原子炉水環境下の応力腐食割れは，図 lに

示すように材料の腐食電位(金属が与えられた環境で示

す電位)が -230mV以下では発生しないことが実験
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図 1

的に知られており 2)，原子炉材料の腐食電位が原子炉内

環境下でこの腐食電位以下とするような研究開発が進め

られている.

筆者は東京海洋大学賞雅教授および東京大学岡本教

授，ならびに海上技術安全研究所および神戸製鋼所と共

同で，金属表面に溶射などにより半導体特性を有する皮

膜を設け，これに放射線照射を行うことにより腐食電位

を低下させる方法を開発した.この放射線と皮膜との相

互作用を放射線誘起表面活性 (RISA:Radiation In-

duced Surface Activation)1l)-17)防食効果と称してい

る.なお，放射線照射下の半導体皮膜の RISA効果と

しては，防食以外にも伝熱向上や放射線計測に応用でき

ることが明らかになっている 15) ここでは， この RISA

防食効果の概念を述べるとともに，室温大気圧下の

RISA防食効果， 原子炉環境下での RISA防食効果につ

いて紹介する.

RISA防食効果の概念

半導体特性を有する皮膜を設けた金属を溶液に浸漬し

た場合，金属母材表面(皮膜)の半導体皮膜の電子エネ

ルギー状態は，表面近傍で図 2に示すような勾配を有

している.溶液と接するこの勾配の方向は半導体の電気
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図 2 放射線誘起表面活性 (RISA)による防食原理12)

伝導特性に応じて. n型あるいは p型を示す.図 2はn

型の場合である. この材料に 7線を照射すれば， コンプ

トン散乱などにより荷電子を含む軌道電子が伝導帯に励

起され，電子が欠乏したエネルギー準位に正孔が形成さ

れる.この伝導電子と正孔は，それぞれ還元力と酸化力

を有するために，溶液との間でカソード反応とアノード

反応が進行する.それぞれの反応は溶液の種類や溶存酸

素濃度などの条件により異なるが n型の場合には伝導

電子と正孔は電位勾配に従って移動するため，放射線誘

起電流が発生する.

放射線誘起電流の方向も電気伝導形式によって異なる.

n型半導体では電子が酸化皮膜から金属母材側へ移動し

金属側から半導体皮膜側への電流として測定される.こ

れにより，母材の電位を卑化させることができる.この

ときの電位が，金属のアノード溶解反応平衡電位よりも

卑化すれば，腐食を緩和できることになる.また，皮膜

内で生成される伝導電子と正孔の移動度がある程度大き

い場合には，絶縁体に分類される広いバンドギャップを

有する材料に対しても，上述の効果が発現できると考え

られる.この提案する放射線誘起表面活性を利用した防

食法は，いわば放射線エネルギーを利用した非消耗型の

防食法である.また，貴金属注入のように水質を調整す

ることなく実施することができる.放射線の照射方法に

も，外部から照射する方法と金属母材を中性子照射など

により放射化させる方法とがある.

(a)外部供給法

60CO・7線 900Gy/h 
(b)自励法(放射化)

表面線量 20μGy/h

古谷正裕

通気口

吊糸

塩化ナトリウム
水溶液

腐食試験片

サンプル瓶

図 3 試験容器の様子

3. 室温大気圧下での RISA防食効果

金属(鉄)試験片に半導体特性をもっセラミックス

(酸化チタン， 酸化ジルコニウム， または酸化アルミニ

ウム)を工業化された溶射技術により試験体を作製して，

室温大気圧下での RISA防食効果による防食性能を確

認した12)

試験片の腐食様相の変化は，図 3に模式的に示す試

験容器に入れて観察した.放射化した試験体は 3wt% 

塩化ナ トリウム水溶液中に 17h浸漬し照射する試験

体は同溶液に浸漬した後に 7線照射を行った.

放射化した試験体の外観変化の例を放射化していない

場合と比較して図 4に示す.同図より，放射化した試

験体は，放射化していない試験体よりも腐食が少ないこ

とが確認される.

外部より 7線照射した試験体の外観変化を図 5に示

す12) 同図より r線源強度が大きいほど腐食の少ない

ことが確認される. なお. r線照射試験体と非照射試験

体の SEM-EDX断面像を図 6に示す.同図より，非照

射試験体は 7線照射試験体と比較して腐食が深さ方向に

も進行していることが確認される.なお，これらの現象

は試験に用いたすべての試験体で確認されており，

RISA防食効果により鉄の腐食電位が卑化したためと考

えられる.

腐食電位の測定は. SUS304Lを母材に中間層 (CO-

Cr)を設け，酸化ジルコニウム 500μm溶射した試験体

を用いて行った12) 中間層および溶射皮膜厚さをパラ

、.
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図 4 放射化の有無と外観変化(酸化アルミニウム溶射)12) 
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放射線誘起表面活性効果を利用した防食技術

[ 開軍司
(a) 0.9 kGy /h (b) 0.6 kGy /h (c) 0.3 kGy /h (d) 0.0 kGy /h 

図 5 r線源強度と外観変化(酸化チタン)12) 

(c)チタン元素分布 (d)酸素元素分布 (c)チタン元素分布 (d)酸素元素分布

非照射 γ線照射

図 6 試験後の SEM-EDX断面像(酸化チタン)12) 

メータとして腐食電位を測定した.測定の概念を図 7

に示す.参照電極には飽和銀/塩化銀電極を用い， r線

照射が電位測定に影響を及ぼさないように厚さ 7cmの

鉛ブロックを設置し参照電極への 7線を遮蔽した.測

定結果を図 8に示す.図 8より， r線照射により SUS

304Lの腐食電位は +30mV VS. SSE (飽和銀/塩化銀

電極に対する電位標準水素電極電位 SHEに対して室

温で約 190mV低い電位を示す.)から -90mV'"""-' 

-300 mV VS. SSEまで卑化される.また，中間層を設

けることにより -600mV VS. SSEまで卑化されるこ

とが確認されたこれは，中間層が溶射膜と母材との電

気的コンダクタンスを良好にするためと考えられる.

図 7 腐食電位測定の概念

第 78号 (2004)

4. 原子炉環境下での RISA防食効果

RISA防食効果による防食が最も期待されるのは原子

炉材料であり，腐食電位は前述のように環境に依存し

室温 ・常圧環境と高温 ・高圧環境で異なってくる.その

ため，原子炉環境下(高温高圧水環境下)で RISA防

食効果を確認する必要がある. このため， SUS316Lに

中間層を設け酸化ジルコニウムを溶射した試験体を高温

高圧水 (288
0

C，7.4 MPa)に浸潰し，r線照射して腐食

100 

皮膿 Zの v-+-o音j室保管時 (r線非照射)
o卜偉材 SUS304l

凶 |溶漉 O.05M陶zSO， I r線照 円

ω-100トアルゴン主スによる，JIj!!Il射効果 ノヘ
線源凹'Co ./ ¥ 

:s. ___1 照射強度 ・側 Gylh ./ ¥ 
〉 一200~ ''''"'~'- ' ----， 占 / ¥
ε './  n 
;;---300ト 0一一一一一σ 中間層なし ー
し 中間JlCoCr厚さ

?4∞トかー0 拡L
中間層あり

iヨ It:.-一企 2O!Jm 
lIIl ~nn 1 tJ-'{ 5O!Jm 

; -500r |。一<>1∞μm
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溶射皮膜厚さ ，d(μm)

1000 

図 8 中間層および溶射皮膜が SUS304Lの腐食電

位に及ぼす影響(温度:室温)13) 
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図 9

9) 

10) 

電位を測定した16) この結果を図 9に示す. 同図より，

高温高圧下でも RISA防食効果により腐食電位は卑化

することが確認された. また， γ線照射に対して迅速な

応答性を示すことも確認された.なお，応答性などのメ

カニズム解明は今後の課題である.

11) 

12) 

13) 

おわりに

放射線誘起表面活性 (RISA)による防食効果について，

RISA防食の概念および今までの試験結果を紹介した.

これらの試験結果より，金属表面に半導体特性を有する

皮膜を設ければ， RISA防食効果により腐食電位は大幅

に卑化することができることがわかる.ただし原子炉

環境下での RISA防食効果については試験に着手した

段階であり，実用化のためには RISA皮膜の耐食性能

の最適化，皮膜の耐久性等の課題を克服する必要がある.

より実用的な RISA皮膜の開発により，防食効果のみ

ならず RISAによる伝熱向上法や放射線計測法として

の利用など，広い応用分野に貢献することが期待できる.

5. 
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一百自宅

イオンビーム照射した ePTFEの

脳外科領域での応用

理化学研究所先端技術開発支援センター 鈴木嘉昭・岩木正哉

東京女子医科大学脳神経外科 民家 弛・堀 智勝

東京理科大学大学院 高橋範吉・世取山 岡

Expanded polytetraftuoroethylene (ePTFE) as an 

artificial dura mater is often associated with cerebro-

spinal ftuid (CSF) leakage after skull base surgeries， 

because ePTFE is not able to adhere to both fibrin 

glue and tissue. To improve this critical properties 

the surface of ePTFE was modified with ion beam ir-

radiation and the effect of its biocompatibility was 

investigated. ePTFE sheets were irradiated with 

Ar+ and Kr+ ions at ftuences 1 x 1014 and 5X 1014 

ions/cm2 at an energy of 150 keV. A dural defect 

that was surgically created in the rabbit skull was 

patched with ion beam irradiated ePTFE. A CSF 

leakage was observed in the rabbit covered with un-

irradiated ePTFE， however CSF leakage did not 

occur in all rabbits covered with ion beam ir-

radiated ePTFE that adhered to surrounding 

tissues. 

Intracranial internal brain artery aneurysms are 

frequently treated by microsurgical clipping of the 

aneurysm neck (by endovascular coiling of the aneu-

rysm sac)， or by balloon occlusion of the parent 

vessel. For some broad-based aneurysms not suit-

able for these options， a rare microsurgical wrap-

ping of the aneurysm wall with muslin or gauze is 

applied. lon implantation was utilized to ePTFE 

Ion Beam Modification of ePTFE for the Application of 
Brain Surgery 
Yoshiaki SUZUKI and Masaya IWAKI (Advanced Develoρment 
and Sutρorting Center. RIKEN) 

Hiroshi UJIIE and Tomokatsu HORI (Department 01 Neuro-
surgeη'. Neurological Institute. Tokyo Women's Medical Uni-

versiか)

Noriyoshi TAKAHASHI and Tasuku YOTORIYAMA (Graduαte 
School 01 Science. Tokyo University 01 Science) 
*1~351 -0198 和光市広沢 2- 1

TEL: 048-467-9359. FAX: 048-462-4623 
E-mail: ysuzuki@riken.jp 
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wrapping material for treatment of brain aneu-

rysms. An in vitro and in vivo study demonstrated 

that ion-implanted ePTFE exhibits remarkably 

greater adhesion and spreading of living cells than 

non-implanted specimens. 

The internodal distance， density between the 

nodes， OH radical， and C=C bond induced by ion-

implantation were the major factors that inftuenced 

cell invasion in ion-implanted ePTFE. The results 

of this investigation indicate that application of 

this technology would prevent rupture of aneu-

rysms. 

Key words: cell attachment， cell migration， wrap-

ping material， in vivo study， fibrin glue 

1.はじめに

心臓血管外科，脳神経外科手術などで欠損した生体組

織の修復材として expandedpolytetraftuoroethylene 

(ePTFE)が広く使用されている1) ePTFEは poly-

tetraft uoroeth y lene (PTFE)を延伸加工したもので，

その分子構造はフッ素原子が炭素原子鎖を均一に覆って

保護する形になっているため，ポリエチレン，ポリプロ

ピレン，ポリスチレンなどと違い，生体内で化学的に非

常に安定であり，また組織との反応性が極めて低い.そ

のため，人工血管2)，人工心膜3)，人工腹膜4)，歯周組織

再生誘導法における遮蔽膜など，生体材料として広く使

用されている. ePTFEを人工硬膜として使用した場合，

生体反応性の低さは，その長所であるとともに，

ePTFEと周辺組織の聞や縫合時の針穴から血液，髄液

などの漏れが生じたり，頭蓋骨との間に隙聞が生じるな

ど欠点となる (図1).このような体液の漏れを防止す
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生体硬肢と人工硬膜の吻合 問題点 1 問題点 2

生体硬膜側 頭蓋骨との隙間 タ開一一竺v 頭皮
‘叶「え吻合吻合によ説十穴か切脳波の潟41. A明~五量頭蓋骨
ず ν ¥ 吻合面の隙聞からの髄液漏 .，.，...-.-ぅzーでみ唖吾
↓人ヱ・m吋1-」一一一 冶 ... ..，/ ~~~シJヤー『

穴な択 一一----uF官園町曹 司 認竺~1 生体硬膜
. 、 針穴 ，(ePTFE) / / 掴

人工硬膜
. フィブリ湖による髄漉漏の防止(不完全) (ePTFE) 

図 1 ePTFE人工硬膜の問題点

るため，縫合糸や縫合方法が工夫されさらにフィプリン

糊が使用されているが，確実に予防することは難しいの

が現状である.血液凝固反応は血液凝固因子と呼ばれる

物質が次々と活性化して，最終的にはフィブリノーゲン

というタンパク質がフィプリンに転換することで血栓生

成が起こる.この血液凝固作用を利用した生体接着剤が

フィプリン糊である.

筆者らは，高分子材料にイオンビームを照射すること

によって，高分子表層を改質し抗血栓性，細胞接着性

などの性質を制御することができ，生体材料への応用が

可能であることを報告してきた5)，6). ePTFEに関しても，

イオンビーム照射した ePTFEが細胞接着性を示すこと

を見いだし7)，さらにウサギ頭蓋骨および背部筋膜上へ

の留置実験によって骨および筋膜組織との接着性をもつ

ことを明らかにした8) またイオンビーム照射によって

フィプリン糊という生体由来接着剤の接着力が著しく向

上することを示した9)

ePTFEへのイオンビーム照射によって生じるこれら

の細胞，組織，フィプリン糊接着性の向上を利用し，人

工硬膜，脳動脈癌ラッピング材料としての可能性を動物

実験にて検討した.またこれらの結果で最も良いイオン

ビーム照射条件にて改質した ePTFEを経鼻的下垂体腫

蕩摘出手術で臨床使用を行った.

2. イオンビーム照射法

イオンビーム照射技術とは，添加を目的とする粒子を

高真空(10-4pa)中で， イオン化し数十 kVから数 MV

に加速して固体基板に添加する方法である 10) イオン源

で作られ，加速されたイオンビームは質量分離されるた

め，イオンの純度が極めて良い.また加速エネルギー，

照射量など制御性が高 く，再現性，均一性が良い加工が

可能である.また照射材料の構造変化に対するイオン

ビーム照射効果が解析しやすい利点を有する. この方法

は添加効果を目的にした例ではすでにシリコンへの不純

物添加法として確立された技術である.また表面改質法

の中で最も高いエネルギーのイオンを用いることを特徴
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とする.

3. イオンビームによる材料改質

イオンビーム照射法による材料改質では，改質を目的

とする材料は固体であれば任意に選択できる.用いられ

るイオンはイオン源の性能に左右されるがイオン化さえ

できれば照射可能である.イオンが材料表層に照射され

た場合，この効果は照射損傷効果，添加効果に大きく二

分される.照射損傷効果は標的材料の構造制御に利用さ

れ，添加効果は化合物形成などに主に利用されている.

金属材料などの表層改質の歴史は古いものの，医用材

料を目的とした高分子材料の改質に関しては約 20年前

に始まったばかりである.初期の頃は人工関節への応用

を目指し金属材料へのイオンビーム照射による改質から

始まったが，扱われる材料は近年では高分子材料，生分

解性高分子，タンパク質など多岐にわたっている.

4. イオンビーム照射した ePTFEの細胞接着性

生体外でイオンビーム照射領域の細胞接着と伸展状態

を観察するため，パターン化イオンビーム照射した

ePTFE表面に，マウス繊維芽細胞 (L929)を播種し経

時的に観察を行った.図 2aに約 100μmの円形にパ

ターン化し，イオンビーム照射した ePTFE表面に

L929細胞を播種し 4日後の位相差顕微鏡像を示す

イオンビーム照射により ePTFE表面の細胞接着能が

向上することを観察した.図 2bに走査電子顕微鏡像を

示す.未照射部分に比べて照射部分は平坦な表面に溝や

孔が散在する構造になっている.

5. 人工硬膜への応用

5.1 現状

頭蓋骨内にあって脳実質を保護する 3層の膜(軟膜，

クモ膜，硬膜)のうち，硬膜は最も硬く， 3層の中で最

外層に存在し頭蓋骨の内側骨膜でもある.脳神経外科

手術に際し硬膜を切除せざるをえないことがしばしば

あり，硬膜欠損部が生じる.また，硬膜自体の自然、収縮

放射線化学



• 

a 

イオンビーム照射した ePTFEの脳外科領域での応用

細胞(線維芽)培養による

接着性評価

イオンビーム照射面
(円形部分100μm)

b 

未照射部
図 2 イオンビーム照射した ePTFEへの細胞接着状態

位相差顕微鏡像 (a)および (b)走査電子顕微鏡像

照射部

のために l次的な縫合が困難になることもある.硬膜 があり，ヒト乾燥硬膜を介してクロイツフェルト ・ヤ コ

を開放したまま閉創することは，髄液の漏出を招いて頭 ブ病の感染が生じたという事例が報告されるに至り，使

蓋内感染症を生じたり，脳実質と骨ないし皮下組織との 用は全面的に禁止された.

癒着を生じて，局所神経症状を呈したり，てんかん発作 現在，自己筋膜以外に硬膜補填材料として使用可能な

の原因となるなど，重篤な合併症をきたす原因となる. 素材は，厚生労働省が認可している ePTFE(expanded 

したがって閉創時には硬膜に隙間が生じないよう厳密な pol ytetra -ft uoroeth y lene)のみである.高分子材料で

縫合が要求される. このため硬膜に欠損が生じたり ある ePTFEは生体に対して接着性が乏しい. この性質

次縫合が困難となった場合には何らかの補填材料を用い は脳と癒着を生じないという面では優れている.しかし

て隙聞が生じないように完全に縫合する必要が生じる. 収縮性に乏しいため針穴から髄液が漏出してしまい特殊

いかなる補填材料を用いて硬膜欠損の補填を行うかは な縫合糸を使用して縫合を行う必要がある.さらに生体

長期にわたり脳神経外科医を悩ませ続けた問題である. 接着性がないため縫合面の隙聞からも髄液漏が生じる可

当初人工物が使用された時期もあるが，生体適合性，使 能性が高い.これとともに周辺組織とも接着性を有さな

いやすさなどに問題があり，いずれも長続きしなかった. いため，単なる骨格素材となってしまう可能性も高い.

当初より今日に至るまで最も広く用いられているのは自 これまでに ePTFEをいかにうまく使用するかについて

家筋膜であるが，摘出部位に筋膜の欠慣を生じること， の多くの試みがなされてきたが， いずれも ePTFEを骨

脳に対して癒着しやすいことなど問題点も少なくない. 格素材として使用し周囲に線維性組織の被膜が形成さ

ヒト乾燥硬膜は屍体から採取された硬膜に放射線処理な れるのを待つものであった.

どを行った硬膜補填材料であり，これまでの中では最も 5.2 動物実験による評価

優れたものであった.しかしクロイツフェルト ・ヤコ 未照射およびイオンビーム照射 ePTFEを動物実験に

ブ病の原因とされるプリオンが硬膜内に存在する可能性 よって硬膜補修材として評価した.日本白色家兎(オス
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a 

control 
接着t広い

b 

Ar+， 5x1014 ions/cm2 

イオンビーム照射面とフィプリン糊
は細胞を介して接着する。

図 3 硬膜置換 2週間の摘出した試料 (a:未照射試料. b: Ar+イオンビーム照射試料.加速エネルギ-150 

keV，照射量 5X 1014 ions/cm2
) の組織写真

病変部位
(下重体鰻鶏)

脳脊髄渡

義

t問 nssphenoidalapproach (蝶形骨洞アプローチ)

下垂体への非開頭到達経路(正中矢状断)

腫婦の皮を切開し、腫傷部分

をかき出す

下垂体茎

下霊体腫癒

圧迫された

正常下垂体

鞍隔膜

腫蕩摘出終了

鼻の穴の入り口付近を器具で広げ

手術用顕微鏡で覗きながら手術

元の大きさに戻っ

た脳下垂体

磁れた穴から漏

れた脳脅値液

圧迫された
正常下垂体

トルコ鞍底

目旨肪魂

イオン照射
ePTFE 

フィブリン

グルー

イオンビーム照射ePTFEで
硬膜を再建

図 4 経鼻的下垂体腫蕩摘出手術

3.0-3.5 kg)を使用し全身麻酔下にて埋め込み・摘

出手術を行った.頭皮を切開して頭骨を露出し，次いで

頭骨の左右に 10mmX 15 mm程度の穴をあけ，硬膜を

露出した.さらに，片側の硬膜は，頭骨にあけた穴の中

央に当たる位置を 4mmX5mm程度切除し脳を露出
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した.露出した硬膜にフィブリノーゲン溶液を塗布し，

頭骨の穴よりもやや大きめに切っておいた試料を，イオ

ンビーム照射面を脳側に向けて載せ，周囲約 1mmを

硬膜と頭骨の聞に挟み込んだ.さらにその上からフィブ

リノーゲン溶液を塗布した後， トロンビン溶液を加えて

放射線化学



イオンビーム照射した ePTFEの脳外科領域での応用

ワイ|休ック型動脈癌

~ ePTFE 

血管

ラッピングによる破裂防止
ePTFEで動脈癌周囲を巻く

図 5 ワイドネック型動脈癌のラッピング

凝固させた.試料は縫合せず，このまま頭皮を縫合し埋

め込み手術を終えた.

. 埋め込み手術直後，未照射試料はしっかり固定されず

不安定であったが， イオンビーム照射試料， 特に Ar+

5X 1014 ions/cm2， Kr+ 1 X 1014 ions/cm2照射試料は

フィプリン糊と接触した直後から確実に接着し，多少力

を加えても動かないほどであった.

数週間から数カ月後，試料を摘出した.未照射試料で

は髄液漏があったが，イオンビーム照射試料ではいずれ

も髄液漏は認められなかった.埋め込み 2週間の摘出

した試料 (未照射試料および Ar+イオンビーム照射試

料:加速エネルギー 150keV，照射量 5X 1014 ions/ 

cm2
) の組織写真を図 3に示す.イオンビーム照射面に

は組織が接着していたが，未照射面には組織の接着は生

じなかった.

5.3 臨床応用

動物実験にて行ったイオンビーム照射で最適な条件

(Ar+イオン，加速エネルギー 150keV，照射量 5X

1014 ions/cm2) にて作製した試料を東京女子医科大学

. 脳神経外科にて同大学の医学倫理委員会の承認を得た後，

経鼻的下垂体腫虜摘出手術中(図 4) に髄液漏を伴った

20症例に対して使用したところ例は髄液漏を再発

したが 19例では術後髄液漏を防ぐことができた.

6. 動脈癌治療用材料への応用

6.1 ワイドネック型動脈癌

破裂脳動脈癌による， くも膜下出血は毎年人口 10万

人に対して約 12人発生する. 日本の人口 1億 2千 6百

万人のうち，約 l万 5千人発生している.約 50%が初

回，くも膜下出血により死亡し治療しなければ 25--

30%は再出血で死亡する.

脳動脈癌の治療法は開頭手術による動脈癌ネック部分

のクリッピング，または脱着型コイルを用いた血管内治

療による動脈癌部の血栓形成による方法がとられている.

これらの方法はドーム型の動脈癌には効果を発揮するが，

第 78号 (2004)

ワイドネックと呼ばれる破裂の危険性を有する脳動脈癌

の治療では，クリッピングは不可能であり，またコイル

による治療も血流で末梢にコイルが流されるため行えな

い.このワイドネック型の動脈癌の破裂防止には

ePTFEファイパー， ePTFEシート，絹繊維などによ

り動脈癌全体をラッピング後，フィプリン糊と呼ばれる

生体組織接着剤により固定して行われる(図 5)が生体

との接着性が不十分である.

これらの欠点を克服すべくイオンビーム照射した

ePTFEシートのワイドネック型動脈癌治療材料への応

用を鑑み，生体外および生体内での細胞接着性実験を

行った.

6.2 動物実験による評価

イオンビーム照射 ePTFEと血管外壁との接着を評価

するため， ウサギ内頚動脈へのラッピンクー実験を行った.

日本白色家兎(オス 3--4.5kg)を使用し， ソムノペン

チル (20mg/kg)による静脈麻酔後，速やかに気管内挿

管し，手術台に固定した.頚部を消毒後，正中切開を行

し、内径動脈を露出した.イオンビーム照射面が血管外周

壁に接するように巻きつけ，フィプリン糊にて接着し塗

り込み，端をクリップで留めた.留置試料は 1週間

カ月， 3カ月後，再び全身麻酔下において手術部位を露

出し血管壁および周辺組織との接着状態を目視にて確

認した.

頚動脈ラッピング後，フィプリン糊で固定する際，未

照射 ePTFEはフィプリン糊との親和性が不完全で不安

定であったが，イオンビーム照射試料はフィプリン糊を

塗布した直後から確実に接着した.図 6に未照射およ

びイオンビーム照射 (Ar+，150 keV， 5 x 1014 ions/cm2
) 

試料の 1カ月間留置後の組織学写真を示す.留置後 1

カ月では残存していたフィプリン糊は吸収されるが，未

処理 ePTFEの表面には血管外壁が全く接着しておらず，

空隙が存在した.それに対してイオン ビーム照射表面に

は，試料と血管外壁との聞は細胞を介して良好に接着し

ているのが観察された.
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a b 

ePTFE イオンビーム照射ePTFE

図 6 未照射 (a)およびイオンビーム照射 (Ar+，150 keV， 5X 1014 ions/cm2
) (b)試料の 1カ月間留置後の組織

学写真

7. フーリエ変換赤外分光全反射法 (FT-IR-ATR)

による測定

図 7に (a)未処理 ePTFE，(b) Ar+， 5 X 1014 ions/ 

cm2， (c) Kr+， 1 X 1014 ions/cm2照射試料の FT・IR-

ATRスペクトルを示す.未処理 ePTFEは， 1203 cm-I 

と 1146cm-I に 一CF2ーに起因する特徴的なピークを

もっ.イオンビーム照射した表面には，1800--1500 

cm-Iの聞にブロードな吸収帯が現れ， これは )C=Cく非

対称な振動に起因するものと考えられる.また， 982 

cm-I にも新しい鋭いピークが現れ，-CF3 に起因する

ピークと考えられる.

これらのピーク強度が未処理 ePTFE< Kr+ < Ar+の

順に増加し，一CF2 のピーク強度が未処理 ePTFE>

Kr+ >Ar+の順に減少していることが明らかになった.

CF2 

Kr+・implantedePTFE 

一-OH c=c 

Ar+・implantedePTFE 

Non-imtlanted ePTFE 

4000 3000 2000 1000 

Wavenumbers (cm-1) 

図 7 (a)未処理 ePTFE，(b) Ar+， 5X 1014 ions/ 

cm2， (c) Kr+， 1 X 1014 ions/cm2照射試料の

FT-IR-ATRスペクトル
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官能器生成量と CF2分解量の関係からイオンビーム照

射によって CF2が分解され，結果的に炭素二重結合と

-CF3が形成されていると考えられ，分解量の大きい

Ar+イオンビーム照射ほど官能器生成量も大きいもの

となる.

フィプリン糊接着性の改善，細胞接着性，組織適合性

の発現はこれらの新たに生成した官能基によって細胞接

着性タンパク質の吸着量が増加してもたらされるものと

予想される.

8. おわりに

ePTFEにイオンビーム照射することでフィプリン糊

接着性，組織適合性が劇的に改善された頭蓋底再建を

目的に行った臨床例では 20例中 19例の髄液漏防止効

果が確認できた.外科医にとって術後管理が軽減される

ばかりではなく，患者にとっても治癒促進は極めて重要

な要素である.

これらの結果は新規人工硬膜としての有用性について

のものであるが，フィプリン糊接着性，組織適合性を有

する ePTFEはさまざまな状況で使用可能である. 例え

ばネックを有さない脳動脈癌や動脈癌そのものから血管

の分岐が出ている場合など，クリッピングが不可能な場

合や部分的なクリッピングしかできない場合がある.こ

の治療に今回のイオンビーム照射した ePTFEを用いる

ことによって組織との接着性が良好であるため強力な動

脈癌破裂防止効果が期待される.
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〔特別寄稿〕

放射線研究に関する雑談，あるいは略して放談

-第 10回:光電子分光 電子共鳴散乱と化学反応性一

The chemical reactivity of a specified site in a 

large molecule is governed by the HOMO (highest 

occupied molecular orbital) and the LUMO (lowest 

unoccupied molecular orbital). as convincingly 

shown by Fukui and Hoffmann. the 1981 Nobel Lau-

reates in Chemistry. The HOMO is experimentally 

seen by photoelectron spectroscopy. while the 

LUMO is also seen as resonance in electron-

molecule collisions. 

Key words: photoelectron spectra. resonance in 

electron-molecule collisions. Ful王ui. Hoffmann. 

chemical reactivity 

芳香族炭化水素などの大きな分子のどの箇所で他の分

子との化学反応が起こりやすし、かを決める理論は，福井

謙一先生1)，2)が創始し， Hoffmann3)，4)が拡張 ・強化した

この二人は 1981年のノーベル化学賞を授けられた. こ

の理論の基礎をざっと復習しよう.

福井の卓見は，化学反応の始まりを分子の変形として

とらえ，分子の変形とは電子構造としてはどんなことか

と，量子力学に沿ってまともに考えたところにある.

(それ以前. Paulingらは，価電子の密度が大きいとこ

ろで化学反応が起こるだろうなどと唱えた. しかしこ

のような考えは勝手な仮定であって，量子力学で基礎づ

けることができないしそれから導かれる結論は実験と

合うとは限らない.) 

化学反応の相手の分子が近づいてきて，注目する分子

の変形が起こり始めるときには，その分子の変形に対す

Miscellanea in Radiation Research-10. Photoelec-

tron spectroscopy. electron-scattering resonance. and 
the chemical reactivity-
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る影響は l次摂動として取り扱って良かろう.注目す

る分子の電子の固有関数を， Uo. UI. U2.' . '. Un.' • .と書こ

う. ここでUoは基底状態とする. そして， 固有エネル

ギーを Eo.EI.E2.'・・.E陪・・・と書こう. 相手の分子によ

る摂動のエネルギー Vと書こう.この摂動によって基

底状態は変形するであろう.こうして変形した状態は規

格化定数を除き，

妙。=UO+L'ncnun (1) 

の形に書ける.ここで係数 cnは，摂動のエネルギー V

の行列要素 (nIVIO)を用いて，

cn = (n I V I O)/(En -Eo) (2) 

と表される.この係数の絶対値が大きいのは，行列要素

がゼロでない限り，エネルギ一分母が小さいときである.

物理的に言い換えれば，最も低い励起状態 1に対応す

る係数 CIが最も大きな絶対値をもっ.

さらに具体的に考えて，分子軌道法によって近似的な

波動関数を造るとしよう.注目する分子の基底状態を表

すときに用いる分子軌道 Cmolecularorbital.略して

MO)，すなわち電子の占める分子軌道のうちで最も軌

道エネルギーが高いものを，福井は HOMO(highest 

occupied molecular orbital)と名づけた. そして，分

子軌道法による普通の計算で出てくる分子軌道のうちで，

基底状態では電子が占めない分子軌道で最も軌道エネル

ギーが低いものを， LUMO (lowest unoccupied molec-

ular orbital)と名づけた. LUMOは，最も低い励起状

態を記述するために当然、必要である.化学反応性の強さ

は， HOMOとLUMOを式 (1).(2)にあてはめて考える

ことによって説明できる.

念のため補足すれば，摂動のエネルギ-Vの行列要

素 (nlVIO)がゼロでないという条件は重要である.こ

の条件から分子軌道の対称性を深く考えて，それ以前に

Woodwardらの先輩が見いだしていた結果と福井の考

えをさらに発展させたのが Hoffmann3)，4)であった.

このように言ってしまうと，ノーベル賞になった仕事

はごく当たり前のことをしただけだという印象を与える

放射線化学



放射線研究に関する雑談，あるいは略して放談

かもしれない.実はこの仕事が広く認められるまでには，

かなりの曲折があってかなりの時間もかかったことを指

摘したい.そのために私の個人的な印象を述べよう.

1960年代に， 福井らの論文を読んだけれども， 私には

どうにも納得できなかった.その理由は二つあると，今

は思う.第ーには，論文の表現にわかりにくいところが

あった.例えば， frontier electronという造語が出て

きて，私にはその意味がつかみにくかった.その後，

HOMOとLUMOという説明になってわかりやすくは

なった(余談であるが，英語を母国語とする人に

HOMOという術語を聞かせると，必ずにやりとするの

は困ったことである.キリスト教などでは罪とされてい

る同性愛を思い出すのである.この話からわかるように，

acronym I頭字語」を造るときには， 発音をしっかり

検討する必要がある.)第二には， 1970年頃まででは，

福井理論の結果が必ずしも実験と合わないことがあった.

今からみれば，そのような場合は，量子化学の計算の精

度が不十分で，その結果の HOMOとLUMOが正しく

認識できなかったためであった.その後，量子化学的な

計算の質が極めて良くなって，福井理論が正しいことが

誰にもわかるようになったというわけである.

以上は専ら理論の話であった. ところが， HOMOと

LUMOの正しい認識のためには，実験も大いに関係が

あることを指摘しよう. まず HOMOに関連する実験は

光電子分光である.例えば，ヘリウムの気体の放電から

得られる，ヘリウム原子の共鳴線と呼ばれる紫外線を分

子にあてる.分子はこの紫外線をエネノレギー免ω=21.2

eVの光子として吸収しこのエネルギーは普通の分子

の第一イオン化エネルギーを超えているので，イオン化

が起こる.こうして放出される電子の運動エネルギ-

K は一般に単一ではなくて，分布をもっている.分子

のなかで束縛エネルギー Bで捕まっていた電子が放出

されたとき Einsteinの関係(エネルギ一保存則)払。

=K+Bが成り立つ. したがって， 一定の版。のもとで

のKの分布はBの分布を意味する.分子軌道法の近似

で考えれば，Bの分布は，分子の基底状態で電子が入っ

ている， 一連の分子軌道OMOのエネルギーにほかなら

ない.そのうちで一番小さい束縛エネルギーに対応する

のが， HOMOである. (福井が highestと呼ぶのは，

分子内電子をパウリの原理に従って，エネルギーの低い

MOから始めて順々に詰めていくことを考えているから

である.)Tereninら5).6)は，紫外線を用いて今では光電

子分光と呼ばれる，この種の研究を行ったヘリウムの

共鳴線を使って広範囲の分子に関する研究を始めたのは，

Turnerら7)である.Siegbahnら8).9)は， アルミニウム

第 78号 (2004)

のKα線(カω=1，486.6 e V)やマグネシウム Kα線(免ω=

1，253.6 eV)のような軟X線を用いて，気体分子および

固体の内殻を含む電子の束縛エネルギーを高精度で測定

し化学分析に有効であることを示した. Siegbahnは，

1981年のノーベル物理学賞を授かった.

以上をまとめて言えば，光電子分光は分子軌道近似と

固体のバンド近似が多くの物質についてかなり realis-

tic (すなわち， 実情に即したもの)であることを実験

的に示した. なかんずく， HOMOという概念に大いに

現実性があるばかりでなく，そのエネルギーの値が実験

的に決められることを示した.光電子分光が出るまでは，

「分子軌道近似や固体のバンド近似は理論屋の道具に過

ぎなくて，その現実性は怪しいものだ」というのが多く

の実験屋の態度であった. 1930年代以来分子軌道法を

開拓した Mullikenがノーベル化学賞を受賞したのが

1966年であったのは，光電子分光が当時注目され始め

たことと関係があるに違いないと，私は考える.

一方， LUMOに関連する実験は電子の共鳴散乱であ

る電子と原子あるいは分子の衝突における共鳴の可能

性を 1921年に初めて指摘したのは， FranckとGro-

trian10)である.彼らは Bohrの創始した殻構造の考え

を直ちに用いて，開殻構造の原子に電子がゆっくり近づ

けば，空いている軌道に入ることができ，少なくとの一

時的には負イオン状態ができるだろうと述べた.Baran-

gerとGerjuoy11)は，同じ考えを具体的に理論化した.

すなわちヘリウム原子の電子配置 Is2sからできるも

状態も 3S状態も開殻だから，空いている 2s軌道に他

所からきた電子が入って， Is2s2 2Sという共鳴状態が

可能であると述べた. 実はこれが， 後に Schulzl2)が観

測した， 19.3eVの電子がヘリウム原子に弾性散乱され

るときに現れる断面積の顕著な構造の理由にほかならな

い.いまでは，電子と原子あるいは分子の衝突における

共鳴は，広範で豊富な研究分野になっている.

一定の原子あるいは分子に対して，一連の共鳴エネル

ギーが見られるのが普通である.そのうちで最も低いエ

ネルギーに当たるのが LUMOである. 昔は「基底状態

では電子が入っていない分子軌道」などというものは，

理論上の仮想的なものとみなされたことが多かった.そ

の軌道エネルギーが電子散乱の共鳴として実験的に観測

されるようになって， LUMOという概念に現実性が出

てきたことが注目に値する.化学反応性の理論との関連

から，特に大きな有機分子などの電子の共鳴散乱を集中

的に研究してきたのは， Burrowとその協力者13)である.

光イオン化，電子散乱，そして化学反応性という，放

射線化学でしばしば， しかも普通は別々に登場する三つ
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の主題の聞に密接な関連があることを述べるのが， この

三題噺の狙いであった.
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az覇圏直-

TSRP-2004に参加して

インド， MumbaiのBhabhaAtomic Research Centre 

(BARC)で行われた TrombaySymposium on Radia-

tion & Photochemistry (TSRP・2004)に 1月8--12日

の日程で参加した.この会議は 2年おきに開催されて

おり，筆者は前回の APC-2002に引き続き 2回目の参

加である.日本放射線化学会からは，立矢氏(産総研)， 

古津氏(阪大産研)，賓 ・鷲尾 ・筆者(早大理工総研)

の5人が参加した.また，以前，東大の勝村研に所属

にされており，現在は上海交通大学におられる呉氏も参

加された.

Mumbaiはインドの西に位置し，人口は約 1，200万

人，インド最大の商業都市にしてインド最大の貿易港で

ある. 日本(成田)からはシンガポー jレ経由で，約 14

時間，時差は 3時間半.タージ・マハール ・ホテルや

インド門，エレファンタが主な観光名所である.前回の

滞在の際には体調を崩し，ほとんど観光らしい観光がで

きなかったが，今回は体調を崩すこともなく，最終日の

フリータイムにタージ ・マハール ・ホテルとインド門を

見ることができたのはラッキーだった.

さて， この会議は会議名にもあるとおり， Radiation 

ChemistryとPhotochemistryの二つの分野の合同の

会議である.参加者のほとんどはインド人で，日本人は

放射線化学が 5名，光化学が 10名程度， あとはドイツ

やフランス，中国，台湾といった国々から数名ず‘つの参

加があった.会議は講演 (46件)， Technical Talk (1 

件)，ポスター(放射線化学 53件，光化学 99件)とい

う構成(予定)であったが，実際には不参加の方が幾人

かおられたため，講演時間を融通して，最終日の午後の

セッションが観光の時間に変わるということもあった.

会議は BARCのゲストハウス(宿泊所も兼ねる)で

行われた. インドは l月でも 30度を優に超えるため，

会場内は空調をガンガン効かせていて寒かった.その上，

A Report of the VII th Biennial Trombay Sympo-
sium on Radiation & Photochemistry (TSRP2004) 

Toshitaka OKA (Advanced Research Institute for 
Science and Engineering， Waseda University) 
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音響機器やパソコンを伺台も持ち込んでいたためか，会

場のブレーカーが何度も落ちて会議の進行が止まること

がしばしば.それに対し，ポスター会場には扇風機しか

なく非常に暑かった. しかも，西日の当たる部屋に大勢

の人間が集まるため，余計に暑い.後で聴いた話では，

ポスター会場には猿が数匹紛れ込んでいたようだが，そ

んな暑い部屋でも「外よりはまだマシ」ということだっ

たのだろう.宿泊所は部屋によって当たりはずれがあっ

たが，おおむね快適だった.ただ一つ困ったのは，部屋

の施錠であった. ドアには内鍵と外鍵があるのだが，内

鍵をかけると外からは絶対開かない.また，外鍵をかけ

られてしまうと中からどうやっても出られないのである.

相部屋なのに鍵を一つしかくれず， しかも初対面の人間

と相部屋だったので，最初のうちは苦労した.

まず初日は，今回の会議のとりまとめ役である

T. MUkherjee氏の挨拶から始まった今回の会議の

Chairmanである J.P. Mittal氏から，会議に参加でき

ないことが非常に残念だというメッセージが寄せられた.

氏はちょうど会議期間中に阪大産研に滞在されており，

日本を離れることが許されなかったようである.初日か

ら数件のキャンセルがあったが，他の講演者の協力も

あって， シームレスに会議は進行した.夕食会はゲスト

ハウスの屋上で催された.涼しい空気とよく冷えたビー

ル，そしてスパイシーな食事を参加者たちは楽しんだよ

うである.

2日目の夜は，場所を移してのディナーパーティーが

催された.立食パーティ ーの後， レストランはクラブに

様変わり .DJらしき人がインドの音楽を流し始めると，

インドの学生や若手研究者が中央のスペースで踊り始め

た.最初は 2--3人だったのが， 10人， 20人と入り乱

れて踊るようになった.その姿は，独特の動きもあり，

インド映画を見ているようであった.本場の踊りを見て

ちょっと感動した.日本から参加していた光化学の先生

や学生たちも，インドの研究者たちに手を号|かれて輪の

中に連れ込まれていた. こういった陽気なパーティーは

日本ではなかなかお目にかかることができない.インド

人のもつ陽気さに触れることができて良かった.筆者も

2年ぶりに再開したインドの若手研究者と会話ができ，

ノマーティーを楽しんだ.
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海外レポート

日本放射線化学会からの参加者の発表について簡単に

紹介すると，立矢氏の講演は色素増感した半導体ナノ結

晶に関するお話をされた.古津氏は阪大産研におけるサ

プピコ秒パルスラジオリシスシステムの紹介と，アル

コール中の電子のダイナミクスに関するご講演をされた.

インドでも小さな加速器が増えつつあり，パルスラジオ

リシスの研究はこれからもホットなテーマであると感じ

た.鷲尾は早稲田大学の喜久井町キャンパスにおける加

速器施設の現状と軟 X線発生，パルスラジオリシスシ

ステムの構築について.i:賓はイオンビームの局所反応と

LET依存性の話をした.どの発表に対してもいろいろ

な方がコメントをされ，聴いている身としては有意義な

講演であった.

インドの若手研究者，特に Ph.D.の学生たちは. 2年

前の APC-2002のときにも感じたことだが，非常に積

極的である.彼らはポスターセッションでは熱心に説明

に聞き入り，発表者に対して質問を投げかけていた. し

かし口頭発表の質疑応答では若い人からの発言はほと

んどなく，先生(と思える人)からの質問がほとんど

だった.これはわれわれの放射線化学討論会にもいえる

ことだが，若い人が口頭発表の場で質問を投げかける難

しさは万国共通なのかもしれない.とはいえ，先述のよ

うに，ほとんどの講演に対して必ずと言っていいほど誰
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かがコメントをし，質疑応答の時間をオーバーすること

がしばしばあり，非常に活気のある会議だった 筆者も

いくつか興味のある講演やポスター発表を聴くことがで

きた.

日本では放射線化学は stillalive だそうだが， ここ

インドでも放射線化学はいまだに健在である.新しい加

速器が導入され，新しいシステムのもとでさまざまな研

究が行われ，また，始まろうとしている.中国も同様で，

国が研究をかなり大規模にパックアップしてくれている

という話を聴いた.放射線化学の研究が盛んな日中印 3

国共同による放射線化学の国際学会やシンポジウムなど，

いろいろな形で連携をとって盛り上げていければよいと

感じた 2004年の秋には中国・西安で NationalSym-

posium of Radiation Research and Radiation Proce-

ssing of Chinaが行われるが， ここにも日本やインド

からたくさんの研究者が参加し盛り上がることを期待

しfこし¥

最後に. Mumbaiの観光の際に，以前，阪大産研

田川研におられた P.K. Pujari氏(現 BARC)と，古

津氏にはたいへんお世話になりました.誌面をお借りし

てお礼申し上げます.

(早稲田大学理工学総合研究センター 岡 蕎崇)

放射線化学



第47回放射線化学討論会講演プロタラム

.お知らせ.

absorption spectra and kinetics of solvated 

electron in 2・propanolfrom 220C to 2450C 

(東大原施)。韓鎮輝，勝村庸介，林銘章，

何 輝，室屋裕佐，工藤久明

Pulse radiolysis study on 4，4にbipyridylin 

elevated temperature and supercritical 

材料・化学系

主

共

後

会

会

water 

(東大原施)。林銘章，勝村庸介，何 輝，

室屋裕佐，韓鎮輝，宮崎豊明，工藤久明

室温から超臨界状態でのフェノール水溶液の γ

ラジオリシス

(東大原施1・原研高崎2) 。宮崎豊明室屋裕

佐l，工藤久明l，勝村 庸介浅野 雅春吉 田

勝2

1007 

[交

第 1日(10月9日)

口頭発表 (10: 00~11 : 15) 

1001 フォトカソードーフェムト秒白色光パルスラジ

オリシスによるアルコール溶媒和電子の収量評

価

(東大原施)。室屋裕佐，林

勝村庸介

高時間分解能パルスラジオリシスの開発と放射

線化学初期過程の研究

(阪大産研)。吉田陽一，楊

誉田義英，田川精一

早大ピコ秒 RF電子銃を用いたパルスラジオリ

シスのシステム開発 (2)一ストロボスコーピッ

クパルスラジオリシスシステムー

(早大理工総研1・理研2・阪大産研3) 。栗林剛

彦丑田公規柏木茂黒田隆之助川

口 昌朗小林雅貴漬義昌鷲尾方ーl

モンテカルロ法を用いたハロカーボン溶媒中で

の電子の熱化過程及びジェミネートイオン再結

合に関する研究

(阪大産研)。竹谷考司，楊

吉田陽一，田川精一

高分子ゲルの編み目運動と拡散係数の時空間相

関

(理研)益田晶子， 。丑田公規，

口頭発表 (11: 15~12: 00) 

1006 Laser photolysis and pulse radiolysis study 

on temperature- and pressure-dependent 

1008 

特別講演 (13:15~14: 00) 

1S01 Radiation Chemistry Research at Pune Uni-

versity 

(University of Pune， India) B. S. M. Rao 

口頭発表(14:00~15: 00) 

1009 ノマノレスラジオリシスによるシクロデキストリン

中のピレンのー電子酸化

(阪大産研)原 道寛，藤乗幸子，藤塚

。真嶋哲朗

スルホン酸誘導体結晶及びそのシクロデキスト

リン包接体の電子線反応

(東理大理工l・原研高崎2) 。加藤

端弘幸前川康成2，山下俊1

The substituent effect on the spectral， acid-

base and redox properties of indolyl radi-

cal: A pulse radiolysis study 

(東大原施)。何 輝，勝村庸介，林銘章，

韓鎮輝，室屋裕佐，工藤久明，岩田稔

ベンソーニトリル類の電子線・レーザー逐次照射

(北大院工)。住吉孝，河合宏紀，高橋雅之，

津村貞史

食)(昼

徹，銘章，上田

1002 

守，

11憤l，欠ヶ

催:日本放射線化学会

催:日本化学会， 日本化学会北海道支部

援:札幌国際プラザ

期 10月9日(土)--11日(月)

場:北海道大学大学院工学研究科

棟

(~060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目)

通] ]R札幌駅下車 徒歩 20分または地下鉄南

北線北 12条 駅 下 車徒歩 12分

討論主題:放射線化学の基礎と応用

1010 

金峰，古津孝弘，

1003 

1004 

1011 
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(休憩 15分)

1012 

金峰，古津孝弘，

岡本隆之

1005 
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特別講演 (15:15--16: 00) 2003 点突然変異誘発長寿命ラジカルの生成機構と生

1S02 (Radiation Laboratory， University of Notre 成個所解明の試み

Dame) 名大院工1・阪府大先端研2・長崎大院医歯薬

Jay A. LaVerne 

口頭発表 (16:00--16: 45) 

1013 ノマルスラジオリシスによる DNAダイナミクス

の研究

(阪大産研)川井清彦，吉田浩子， 高田忠雄，

藤乗幸子，。真嶋哲朗

1014 時間分解マイクロ波誘電吸収法を用いた DNA

鎖中の電荷移動過程の追跡

(阪大産研)。山上隆平，小林一雄，佐伯昭紀，

関修平，田川精一

1015 In-situ TRMC-TASによるポリチオフェ ン中で

の電荷キャリアダイナミクス

(阪大産研l・福井工大2・理研3) 。佐伯昭紀

小泉美子関 修平砂川武義久丑田公規矢

田川精一l

口頭発表 (16:45--17: 30) 

1016 水分子及び‘重水分子薄膜の He-l及び Ne+衝撃

TOF-SIMS 

(山梨大クリーンエネ研)。佐藤佳宏，渡辺 誠，

佐藤哲也，平岡賢一

総合3)。熊谷純大井和樹江原将文児

玉靖司王渡遺正己3

2004 2-メチルペンタンマトリクス中におけるべンゼ

ントリマーラジカルカチオンの生成

(阪大産研)藤堂統之，。岡本一将，関修平，

田川精一

(休憩 15分)

口頭発表 (10:15--11 : 30) 

2005 極低温における H及び D原子と H2CO及び

CH30Hとの低温トンネル反応:同位体効果

(山梨大学クリーンエネ研)。江ノ浦多江子，加

茂真人，北川英和，上野敏幸，鰻池勇人，杉本

孝明，牛尼伸也，和田晃，平岡賢三

2006 ナノチャンネル中における n-alkaneの凝縮状

態:アルキルラジカルの ESR及び 13Cの

NMRによる評価

(産総研)岡崎正治，。鳥山和美

2007 固体共存の水溶液中での放射線誘起反応に関す

る研究

1017 高速クラスターイオンの HOPGへの照射効果 (原研東海l・東工大2) 。永石隆二河合寿秀

(京大院工l・原研 ARTC2
) 。柴田裕実土田 山田市豊司鏡野嘉彦2

秀次伊藤秋男斎藤勇一千葉敦也荒 2008 高分子のための陽電子消滅寿命測定法

川和夫九鳴海一雅原研東海 ) 。 平 出 哲也

1018 WIMP探索に関する希ガス液体の発光特性 V 2009 ポジトロニウム飛行時間測定法による多孔質シ

(高知大医1・ノートルダム大2) 。月出 章

A. Mozumder2 

日本放射線化学会理事会 (18時00分から)

材料 ・化学系大会議室 (MC526)

第 2日(10月 10日)

口頭発表 (9: 00--10 : 00) 

2001 Spectroscopic and Structural Characteris-

tics of Substituted Thiophene Oligomers 

(ISIR， Osaka University) 0 Anjali Acharya， 

Yoshiko Koizumi， Akinori Saeki， Shu Seki， 

リケート Low-k薄膜のナノ空孔評価

(産総研l・KEK2 • CCIC3)。伊藤賢志干

潤升佐藤公法平田浩一小林慶規栗

原俊_2 設楽哲夫 江上美紀荒尾弘樹

中島昭小松通郎3

日本放射線化学会総会 (11: 30--) 

(昼食)

ポスターセッション (13:00--14: 45) 

2P01 インターネ ットを用いた食品照射の動向・ 意識

調査

Seiichi Tagawa， Yutaka Ie， Yoshio Aso 東大原施)工藤久明，。佐伯誠一，伊藤和久，

2002 CH3XH3 (X = Si， Ge)からの高選択的水素原子 勝村膚介

引き抜き反応 2P02 ダイオキシン類の放射線分解挙動

(広島大院工)。駒口健治，中津直子，荒木厚即J，原研高崎)。瀧上員知子，超常礼，熊谷章，

塩谷優 贋田耕一，小嶋拓治

52 放射線化学



2P03 ArFレーザーによる二酸化窒素の光分解 ス

(九大院総理工l・九大先導研2・CREST3)。野

田 健 二 人 迫 寛 之 漬 上 太 郎 辻 剛 志1，2，3

辻正治1.2，3

(東大原施1・原研高崎2) 。宮崎豊明室屋裕

佐 工 藤久明 勝 村庸介浅 野 雅 春 吉田

勝2

2P04 F2レーザー照射によるレジストのアウトガス 2P15 プラズマ反応解析を目的とした極低温薄膜実験

(阪大産研1・半導体先端テクノロジーズ2) 。松 装置の製作

井良憲 関 修 平 田川精一 入江重夫九

井谷俊郎2

(山梨大クリーンエネ研)。和田 晃，望月慎高，

平岡賢三

2P05 フォトカソード RF電子ライナックによる短バ 2P16 ハロゲン化合物の低エネルギー電子付着過程に

ルス電子線の発生 おける媒体温度効果

(阪大産研)。楊金峰，菅晃一，友定寛福井工大)佐藤吉宏，。砂川 武義

竹谷孝司， 山本保，古津孝弘，吉田陽一，田)11 2P 17 (r. 2r)法による多電子励起窒素分子の研究

精一 (東工大院理工)村田 誠，小田切丈，。河内宣

2P06 フェムト秒パルスラジオリシスシステムの開発 之

(II)新規時間光吸収測定システムの構築 2P18 レーザー 2光子イオン化法による水面上のピ

(阪大産研)。友定寛，楊金峰，吉田陽一 レン誘導体の酸塩基平衡定数と分配定数の決定

2P07 逆コンプトン散乱を用いた軟 X線発生 (九大院総理工l・近畿大産業工2) 。磁由美紀

(早大理工総研1・高エネルギー加速器研究機 原田明鏡野嘉彦l，小 川禎 一郎 河済博

構2.阪大産研3・理研4) 。樋爪健太郎上山大 文2

輔 黒 田 隆 之 助 南 口修一l，j賓義昌大 2P19 準安定励起希ガス原子一分子衝突過程における

島明博 鷲尾方ー 甫川順治早野仁司 イオン化効率と光イオン化量子収率との比較

柏木茂え丑田公規福井 工大)。佐藤吉宏，砂川武義

2P08 金または白金微粒子のレーザーアプレーション 2P20 気/液界面イオノフォアとアニオンとの錯生成

による金属-DNA複合体の形成 反応のシンクロトロン光 l光子イオン化によ

(コンポン研l・東大2・豊田工大3) 。武田佳宏 る検出

真船文隆久近 藤保九大院総理工)。石岡寿雄，原田 明

2P09 電子誘起成膜法によるシリコン系半導体薄膜の 2P21 電子線描画によるポリフルオレン誘導体の微細

低温合成と物性評価 ノマターニング

(山梨大クリーンエネ研1・山梨大クリスタル科 (阪大産研)。土井雄介，小泉美子，佐伯昭紀，

研2・ミヤ通信工業3) 望月慎高。佐藤哲也 関 修平，岡本一将，古津孝弘，田)11精一

中 川 清 和 青 木 裕夫 佐藤昇司王宮田千治 2P22 放射光を用いたフ ッ素系高分子の表面改質と微

2PI0 マイクロ波ーポリオール法による金属ナノ材料 細加工

の作製と構造制御 (早大理工総研1・住友重機2) 。永井宏幸日

(九大先導研l・九大院総理工2・近大産業理 向俊行森篤史 三好のぞみ加藤隆典

工3) 。辻正治橋本昌幸西津幸久保 青木康浜義昌大島明博鷲尾方ーI

川 雅 俊 辻 剛志、 松本貴生河済博文 2P23 化学増幅型レジス卜中におけるプロトンの生

2Pll マイクロ波照射による Cu/Mn共沈殿の結晶化 成 ・拡散に関する研究

(旭川高専)真鍋智彦， 。高田知哉 (阪大産研l・東京応化2) 。山本洋揮1， 古津孝

2P12 R-NOH化合物の放射線照射における溶媒効果

(都産技研)。中川清子

弘中野 温 朗岡本 一将 田川精一人安藤

友之佐藤充駒野博司2

2P13 アモルフ ァスジアリールエテン膜の放射線感受 2P24 酸増殖反応を用いた化学増幅型レジストの高感

性 度化

(阪府大先端研1・九大院工2) 。入江せっ子

金 明淑入江正浩2

2P14 超臨界水中でのベンゾフェノンの 7ラジオリシ

第 78号 (2004)

(北大院工)。山崎健太，寺江光弘，市川恒樹

(休憩 15分)
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特別講演 (15:00-15 : 45) 

2S01 放射線作用初期過程の研究:その到達点と今後

の課題

(佐賀大 SLセ，原研，東工大)鎌野嘉彦

口頭発表 (15:45-17: 00) 

(早大理工総研)。大島明博，武藤史浩，朝野護

人， 日向俊行， 三浦喬晴，鷲尾方一

3002 リビングラジカル重合による切断位置選択型放

射線レジストポリマーの合成

(北大院工)清水事，。市川恒樹

2010 ArFレーザーによる N20の光分解 3003 架橋 PTFE薄膜への放射線グラフトによる

(九大院総理工l・九大先導研2・CREST1
) 。迫 PEFC用膜材料の合成

寛之野田健 二 漬 上 太 郎 辻 剛 志 1 .2，3， 

辻正治1，2，3

2011 パーフルオロカーボンの関与する正及び負イオ

(早大理工総研1・レイテ ック 2) 。李 景爆

ー釣彰吾朝野護人武藤史浩池田重平1]2，

飯田 稔田畑米穂 三浦喬晴大島明博

鷲尾方ーlン分子反応

(山梨大クリーンエネ研l・メイコー2・山梨県 口頭発表 (9:45-10: 45) 

富士工技3・奈良教育大4) 。岡田 博 市川敏 3004 エチレンープロピレン純ゴムの放射線劣化と熱

康l，藤田和雄石田雅弓和田晃 劣化

平岡賢三l，樋泉光紀2，高尾清和]3，山辺信一4 (早大理工総研)伊藤政幸

2012 アミノ酸における硫黄 L殻 X線吸収スペクト 3005 新規宇宙用高分子材料の着色および退色挙動

jレ

(神戸大総合人間科学神戸大発達科学2)。金

(東大原施1・原研高崎2・宇宙航空研3) 。岩田

稔l，伊藤和久工藤久明勝村庸介l，森下

子房恵小野坂直子北田 朋1，笠原淳志 憲雄横田力男3

中川和道 3006 酸化チタンナノ微粒子膜における電子・正孔の

2013 フルオロメタン分子の内殻励起状態での超高速 吸収スペクトル計測と反応性評価

解離過程 (産総研)。加藤隆二，玉城喜章，村井美紀，渡

(広大院理l ・上智大理工2 • SPring-8/ 遁禎之，古部昭広

JASRI3・東北大多元研4)。吉田啓晃 角南哲 3007 チタン酸バリウムの比誘電率についてのコパル

志1. 脇 啓一朗佐 々 木 大 祐 ¥ 田原史崇 ト60ガンマ一線照射の影響

川辺友紀北島昌史田中隆宏中川一樹 金工大l・名大院工2) 。宮下俊治加藤雅則

田中大2，Alberto DeFanis3，藤原克利松

本真4 Georg Pruemper4，上田潔4

2014 マイクロ波による PVC脱塩素プロセスにおけ

る電界強度依存性

(理研l・神戸製鋼2・早大理工総研3) 。丑田公

規1. 中尾昇任菊池直樹伊藤政幸3，鷲尾

方ー3

特別講演 (17:00-17: 45) 

2S02 (Bhabha Atomic Research Centre) 

Jai P. Mittal 

懇親会 (18: 30-20 : 30) 

ファカノレティーノ、ウス エンレイソウ レスト

ランエ jレム

第 3日(10月 11日)

口頭発表 (9: 00-9 : 45) 

3001 高温電子線照射による PTFE系ポリマーアロ

イの合成
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宮下礼士l，矢野秀和新坂恭士熊谷純

今井重文2

3008 固体中重イオントラックコアの励起子生成前超

高速連続発光スペクトル

(東北大工理研2) 。木村一字1，2，越水正典

浅井圭介龍頭啓充加瀬昌之2

特別講演 (11: 00-11 : 45) 

3S01 放射線を用いたナノテクノロジーの研究

(阪大産研)田川精一

(昼食)

ポスターセッション (13:00-14: 45) 

3P01 重イオン照射による OHラジカル収率の核種，

エネルギー及び時間依存性

(原研高崎)。田口光正，小嶋拓治

3P02 イオントラックを利用した PEFC用電解質膜

の作製

(原研高崎)。虞木章博，浅野雅春，八巻徹也，

吉田勝
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3P03 イオンビームによるフッ素系高分子の超微細加 田川精一

工 3P15 圧電体作製を目指した高分子中での発生イオン

(早大理工総研1・阪大産研2) 。三好のぞみ の長寿命化

永井宏幸 日向俊行l，松井良憲大島明博l， (北大院工)。早川隆志，小泉均，市川恒樹

関 修 平 田 川 精 一 漬 義 昌 鷲 尾 方 ー 3P16 放射線グラフト法による PEFC用架橋フッ素

3P04 ガラス材料へのイオンビーム照射による特性変 系電解質膜の合成ーグラフト後の放射線架橋一

化 (農工大工1・原研高崎2) 。中村博之八巻徹

(東大原施1・東大原セ2) 。赤JI/忠久工藤久

明岩田稔室屋裕佐勝村庸介岩井

岳夫九尾亦孝男2

3P05 宇宙用材料への加速微粒子照射による表面形態

変化

(東大原施1・東大原総セ2) 田所将志 工藤久

明 。加 藤 道 博 室 屋 裕 佐 勝 村 庸 介 岩 井

岳夫尾亦孝男2

3P07 簡易放射線測定器を用いた環境 ・宇宙放射線の

測定

(東大原施)。佐伯誠一，伊藤和久，宮崎豊明，

工藤久明，勝村庸介

3P08 放射線の治療への利用における問題点

(東大原施)工藤久明，。佐伯誠一，伊藤和久，

勝村庸介

3P09 DNA放射線照射における 8・オキソグアニンの

生成

(阪大産研)。小林一雄，山上隆平，田川精一

3P010 真空紫外線照射によるグリシン 2量体固相中

での 3量体， 4量体への化学進化

(神戸大院総合人間科学1・神戸大発達科学2)

。松井貴弘l，中川和道2

3P11 暗黒星雲の化学進化における水素原子の関与す

るトンネル反応の評価

(山梨大学クリーンエネ研)。杉本孝明，北JI/英

和，加茂真人，上野敏幸，鰻池勇人，江ノ浦多

江子，牛尼伸也，和田晃，平岡賢三

3P12 4.2 K照射固体バラ水素中に生成するラジカル

イオン

(名大院工)。稲垣宏樹，刈谷奏，北野利明，

熊谷純

3P13 環状炭化水素イオンの電子スペクトルに関する

也九浅野雅春前山勝也米津宣行吉田

勝2

3P17 Si02コーテイングポリプロピレンの経時変化

に対する抑制効果

(早大理工総研1・産総研2) 。岡 蕎崇本橋

良太市来大輔l，近藤光顕l，j賓義昌伊

藤賢志小林慶規2

3P18 ビス(ビニルフェニノレ)エタンの導入による高耐

久性電解質膜の作製

(原研高崎)。浅野雅春，陳進華，八巻徹也，

吉 田 勝

3P19 ガンマ線照射によるシリカコーティングポリプ

ロピレンの機械特性変化

(産総研l・上海原子核研2・高エネルギー加速

器研究機構3・早大理工総研4) 小林慶規l，鄭

万輝久子潤升3. 伊藤賢 志佐藤公法 平田

浩一富樫寿道田泰子 岡需崇 漬

義昌4

3P20 放射線架橋による高分子圧電体の耐熱性向上

(北大院工)。三島清太郎，小泉均，市川恒樹

3P21 シングルサイトポリエチレンに対する放射線照

射効果

(早大理工総研1・東大原施2) 。近藤光顕市

来大輔岡書崇大島明博漬義昌

赤川忠久2，岩田稔2，工藤久明2，勝村庸介2

3P22 被照射ポリカーボネートの構造変化に関する研
ヴ恒

:tt. 

(早大理工総研)。市来大輔，近藤光顕，問書

崇，大島明博，伊藤政幸，鷲尾方一，演義昌

3P23 高分子内の陽電子挙動解析

(阪大産研)。島田 巧，誉田義英，木村徳雄，

藤井崇弘，田川精一，磯山悟朗

ab initio MO法による検討 3P24 マイクロ波空洞吸収法によるポリシラン薄膜の

(広大院工l・広大院理2) 。太田信昭l，伸一 伝導特性解析

成 川 田 篤 井 藤 壮 太 郎l

3P14 低温マトリクス分光法を用いたフルオレン骨格

上のアニオン ・カチオンの電子状態の観察

(阪大産研)。小泉美子，関修平，佐伯昭紀，

第 78号 (2004)

(阪大産研) Acharya Anjali，。佐伯昭紀， 関

修平，小泉美子，田川精一，砂川武義，丑田公規

(休憩 15分)
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口頭発表 (15: OO~ 16: 15) (阪大産研1・原研高崎2・京大工3) 関 修平

佃諭志 前 田 兼 作 佐 伯 昭 紀 田川精一

杉本雅樹柴田裕実3

3009 治療用高エネルギ一重イオンビームを用いた水

の放射線分解の収量評価

(東大原施l・放医研2) 。山下真一藤本宏涼 3012 イオンビームを用いたカーボンナノファイノイー

勝村庸介林銘章何 輝宮崎豊明 の合成

室屋裕佐村上健北大院工)。木村貴英，小泉均，市川恒樹

3010 種々のイオン飛跡内における生成物収量の算出 3013 単一イオンイベントによる高分子ナノワイヤー

法について の形成機構とその物性

(理論放射線研l・原研東海2・原研高崎3) 。大 (阪大産研1・原研高崎2) 。佃 諭志関 修

野新一古川勝敏田口光正3 平杉本雅樹田川精一1

3011 高分子架橋反応をプロ ープとしたイオントラッ

ク構造の検討とエネルギー付与モデル 閉会式およびポスター賞表彰式 (16:15~16: 45) 

日本原子力研究所

イオン照射研究施設 (TIARA)の利用案内

(平成 17年度実験課題募集)

原研高崎研究所では，平成 17年度のイオン照射研究施設の利用にかかわる実験課題を募集します.応募要領

等は， ホームページ (http://www.jaeri.go.jp)の「活動について/研究協力と技術移転」の「研究協力/募集型の

共同 ・協力研究」に記載してあります

なお，有料の共同利用(，研究協力/研究施設の利用(有料)J参照)については， 随時申込を受け付けていま

す.

募集期間:平成 16年 10月 1日(金)----29日(金)

対象加速器 AVFサイクロトロン， 3MVタンデム加速器， 3MVシングルエンド加速器， 400 kVイオン注入

装置

研究分野:宇宙環境材料，核融合炉材料，バイオ技術，無機機能材料，有機 ・放射線化学， RI製造 ・核科学，

基盤技術

問合せ先:原研高崎研究所放射線高度利用センタ一 利用計画課西村浩一

TEL: 027-346-9616 

FAX: 027-346-9601 

E-mail: tiaraplan@taka.jaeri.go.jp 
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会員のページ

進む「教科書編集J(1) 

一過ぎ去った日々と 20年後の今一

理化学研究所 丑田公規

昨年秋の放射線化学討論会は，箱根小涌園において開

催され，そのときに開催された総会をもって北大の市川

先生が会長に就任された.その市川先生のイニシャティ

ブで「放射線化学の教科書を作る」という方針が打ち出

されたのは，その討論会での最大のエポックであったと

いえる.

もともと，鷲尾先生の肝入りでの合宿形式の討論会で

あり，各部屋やロビーで何時になく「膝詰め懇親会」が

毎夜開催されたわけだが，その中で自然に持ち上がった

話であったと理解している.会場から宿舎への移動の聞

に滝のような夕立に打たれたあとだったか，阪神が優勝

した夜であったか，今となってはよく覚えていないが，

初日か 2日目の夜に，新会長と， i:賓先生，鏡野先生，

勝村先生，平岡先生と小さなお部屋でお話しする機会が

あり，そこで不肖私が「教科書ミッション」の聖なる杯

(または毒杯)を受け取ることになったのである.

この「放射線化学の教科書」という響きには，私には

個人的な思い入れがある.まだ京大の大学院生(おそら

くD2) のころ， 当時の若手の会のメンバーの間で「自

分たちなりの教科書を作りたい」という話が持ち上がっ

た 主要メンバー C?)には，現在も学会に出入りされ

ている方も多く.数え上げるだけでも鷲尾方一氏，小泉

均氏，吉田陽一氏，中村一隆氏，柴田裕実氏，青木 康

氏などなど，ほかにもたくさん居られるが，私の前後数

年の学年の人たちが中心であった.

今，思うと「教科書」という名称を選んだのはイメー

ジ戦略からはまずかったかもしれない.毎年の夏の学校

で，かなり固定しかかったメンバーで集って，学び，議

論する中で，当時のわれわれ若手の中におぼろげながら

「放射線化学」という学問体系が見え始めていたように

思う.当時の放射線化学会の中心的話題には，東海で動

き始めたピコ秒パルスラジオリシス(討論会での発表の

3分の lが田畑研関連だったこともある)，マトリック

ス法によるイオンラジカルの ESR，SRによる研究の始

まり，重イオンビーム研究の始まり，電子移動研究など

など，ちょうど，いろいろ基礎的な意味合いの強い，面

第 78号 (2004)

白い subjectが数多く勃興してきた時代でもあった.当

然夏の学校参加者である若手の向学心をそそるような

テーマが数多く，何とか，自分たちの手でまとめたい，

知識や文献も体系化したい，そういう欲求が膨らんでい

た. 当時の夏の学校は，今やっているみたいに自分たち

のポスター発表をするなどという自尊心をくすぐるよう

なやり方は全くなかったが，結構，皆，最初から当然の

ように態度はデカかったし，人に指図されるようなこと

は好まなかった.それでいて毎回必死に招待した先生の

講義を聴き，後はひたすら呑んで語らい，中日の午後に

はどこかにドライブに行くような，ちょっぴり学問に対

して謙虚な渇望感にあふれでいた.

当時のそういった「教科書を作りたしリという議論は，

ある時は草津，ある時は富士山麓の合宿所で行われたわ

けで，昨秋の箱根の合宿討論会は，当時のデジャブーと

ともにその意欲をよみがえらせてくれたのかもしれない.

しかしながら， 20年ほど前の，実に未熟ではあったが，

間違いではなかったはずの willingな思いがよみがえっ

ても，それと同時に，実際にプロとしてキャリアを積み

ながら，毎日の雑事に紛れ，さっぱり勉強が進んでいな

いこの 20年間が，かなりの矛盾を持って目の前に立ち

はだかつてしまうのは口惜しい.卒研から 20年， プロ

になって 15年， 定年まで 15年. もう， こうなった以

上，理想と現実を見比べてみて，今ひとたびという気持

ちに自分を奮い立たせる自分でありたいと感じる，研究

者としての崖っぷち状態でもあり，この道を目指した者

としての苦悩でもある.

さて，当時の「俺たちに教科書作らせろ」という乱暴

な運動は，鷲尾先生と私の 2人で理事会にお願いに行

くところまで進んでいた(会議室の廊下で待っていたの

を思い出す)が，最終的に学会活動として公認されるに

は至らなかった.確かに「教科書」といってもイメージ

がわかない.そして「放射線化学とはなんぞや」と言わ

れたときに，それを具体的に「ここからここまで」と決

めて，城壁を築いて天守閣を建てるということは難しい

技であった.それは今も変わらないだろうし当時の年

配の先生方にすら，実際は難しかったに違いない.ある

先生には「放射線化学は結局科研費をもらうための集団

で，明確な学問体系があるわけではないのだよ」と言わ

れたこともあった.当時の若手が感覚的につかんでいた

「放射線化学」の姿は，今振り返っても，それほど間
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会員のページ

写真説明 編集委員会の風景:かき集めた内外の放射線化学の教科書や参考書を手にして (2004年4月23日:

東大にて)

違ってはいなかったと思うには思うが，一方でこぎれい 今でも新しいテーマがフロンティアに向かつてどんどん

で体系立った教科書にはまとめ上げることはできなかっ 拡大しているイメージを作った.その拡大の道筋には，

たのは確かだろう.例えば，文献を集めて解説したよう いくつかの太い枝ともいうべき選択肢があり，原子分子

な総説集でもょいと，数名で，理事会にパイロットを提 衝突(気相)，凝縮相，水と生体系，加速器を中心とし

出したこともある.結局，学会誌の編集委員長だった た実験手法，イオンビーム，最先端への応用などと書き

故吉田 宏先生に私の文章が採用され， 47号の「と 込んだ.そしてその枝に細かい項目を並べて，花を咲か

びっくす」になっただけで終わってしまったこともあっ せて飾り立てたのである.デザイン的にはサンスクリッ

た.よければこれを読んで当時の雰囲気を想像してもら ト語のシンボルマークでも書きたい気分であったが，各

いたい. 項目には特定の個人のお顔が思い浮かんでいたので，顔

忘れたくないのは，当時の若手には，ある熱狂(酔 写真にしてもよかったかもしれない.これは，言ってみ

狂)があったことで，一言で言えば，やはり毎日の研究 れば，毎年さまざまな分野の先生方が参加する放射線化

が面白くて仕方がなかったのだろう.そして，今その世 学討論会のおもちゃ箱的な人間模様を描写したものでも

代が学会の中堅を担うようになって，結構困難な外的要 ある.

因の中でも，学会がやるべきことをやって，うまく動い 最近の修士の学生さんで意欲的な人は，放射線化学討

ている一因なのかもしれないとも思っている. 論会に参加すると，そのカバーする範囲の広さにかなり

感動するらしい. これは， 毎日ハイテク， IT， BTなど

さて，昔話はここまでにしよう. にさらされていて，感覚的なことに優れている彼らから

しても，例えば「就職に役立ちそうだ」と，かなりの魅

私は山岳信仰の啓示を受けたかどうか知らないが，と 力を感じるようだ.しかしなぜこういったバラバラの

もかく箱根の山を下り，翌日からの物理学会で滞在した 話が 1カ所に集まって，さも昔からここにあったたよ

岡山のホテルで一つの地図を作ることにした.依然とし うに参加者の話がかみ合い，議論が深まってし、くかが，

て20年近く前の問いかけと同じ「放射線化学とはなん 全く新参者の学生さんからはわからず， Strangerのま

ぞや」を意識しながら，憂茶羅を書き始めたのである. まに終わるようである.いつの間にか長年の蓄積が面白

まず.中心に学部学生にもわかり，一般市民にも一部理解 い世界を作っているのを目の当たりにしていることはわ

してもらえる基礎的内容をすえようと考えた.そこから， かつても，どこからとっかかりをつけたらいいかわから
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会員のページ

ないようだ.そこで，これをそのままパラダイムマップ

とし教科書の目次にしようと考えたのである.

だが，それは，この時点での，私個人の「放射線化学

のイメージ」に過ぎなかった.その後，これの原案を下

敷きに市川先生をはじめ多くの方々とのメールでのやり

とり，年末の弥生研究会での議論，ホームページでの公

開 3月の理事会， そして 4月 23日の編集委員会議と

議論を重ねていくことになる (写真). この編集委員会

議は私から依頼した 18人中欠席者がわずかに 3名とい

う驚くべき出席率で，札幌，広島，高知からも担当者が

集まったうえ，ゅうに 5時間は話し合った熱気あふれ

る会であった.これは，世代は少し若くなったが，あの

過ぎ去った日の熱狂の復活だろうか? と， 20年前に

戻った錯覚を覚えた.最終的にパラダイムマップは，編

集委員の皆さんのアイデアで，さらにすばらしいものに

改良され，衆力普請とはよく言ったものである.図にこ

の本稿執筆時点でのマップを示すことにしよう.

この図をもとに予定される構成を説明しておきたい.

大学に入ったばかりの諸君には， 1， 2章の内容で是非こ

の分野に興味を持ってもらう. ここは易しい内容と言葉

でわかりやすい話を構成することにした.場合によって

は部分的に市民講座などで使える内容にする.そして卒

研や修士課程の学生は， 3"""'8章の枝部分のうち，自分

のテーマに関係のある ものからマスターしていってもら

第 78号 (2004)

いたい.一方，企業に居られる技術者や研究者，そして

医師の方々も， 同様に 3"""'8章のうち， いくつかをかい

つまんで読めるようにした.書籍の販売拡大に関しては，

この周辺分野のシニアの研究者の存在が重要であろう.

電子線リソグラフィー，放射線医学，食品や材料照射，

原子炉技術者などの方々にとって有益な情報が含まれて

いるように配慮したつもりである.そして最後は 9章

に集めた「狭義の放射線化学」とも言うべき， ビームや

電磁波と物質の相互作用を解説した部分にたどり着いて

ほしいと考えている. 300人規模の学会からの情報発信

として， 1，000部販売を目標にするというのは難しいが，

やりがいのある仕事である.そのためには，放射線影響，

放射線医学，原子力，放射化学， ラドテックなど周辺の

ソサエティ ，また原研や周辺企業への働きかけが重要で，

ちょうど誘致の決まった ICRRがよい機会になるのか

もしれない.後半の 3"""'9章の各項目は用語集の意味合

いもあり，逆引きができるように， 2ページ見聞きを単

位にしていることも特徴である.息抜きのコラム欄も設

け，文献リストや細かい索引はホームページで対応する

ことにもした.

本項執筆時点 (7月末)では，依頼する出版社も決ま

り， 40名余りにも及ぶ各執筆担当者の内諾を集めたと

ころである.執筆担当者はこれから 10年にわたってこ

の本を使い続けるであろう 40代が中心で，秋以降の
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会員のページ

Reviewプロセスにシニアの先生方のアドバイスと監修 とさえ思っている.どのような本ができあがるか，少々

をいただく予定である. 10月の討論会までには第 l稿 恥ずかしい品物になるかもしれないが，とにかく楽しみ

を完全に集め，出版助成に応募した後，来年夏前を目処 で楽しみで仕方がない.

に出版にこぎ着ける予定だ.できるだけ安い値段で多数

の人が購入できるような書物にしたいと考えている.次

号でも進捗状況をお知らせしよう.

欧米でいくつかの研究拠点が失われ，わが放射線化学

分野もそろそろ米国 DOE追従の体制も変わるかもしれ

ないし，インドと中国を中心とするアジアでの動向も全

く違ったものになるだろう.その中で，放射線化学が依

然として体系を持った学問分野であるかどうかは，今も

自分にはわからない.単純に放射線化学討論会に並ぶ

数々の発表が「放射線化学」を構成するという開き直っ

た考えでも良いが，その中には放射線を使っていない研

究もあるわけで，今さらそれを容認するかどうかも意味

のない議論だと思う.結局はそこに参加するわれわれそ

のもの(蔓陀羅)が「放射線化学」であるとしか言いよ

うがない.あの遠い日々に熱狂を持って取り組んでいた

若手の会メンバーがいたことだし例えばここに熱意を

持って集まった編集委員もいるしこの秋の札幌でも新

しい話が聞けるに違いない.今でも拡がり続ける参加者

の興味と成果そのものが，現在の放射線化学の実体と胸

を張るしかないのではなかろうか.ゴードン会議やミ

ラー会議のお告げを聞きにいって，頼りにするのは， も

はや時代遅れだし今回の教科書の中国語訳が出て，そ

れからおずおずと英語訳が出るようになればおもしろい
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最後に編集委員をご紹介する.秋の討論会で見かけた

ら，是非声をかけてほしい.懇親会で会ったら，グラス

を満たしながら「教科書」に注文をつけてほしい.なぜ

なら委員は皆，会員の皆さんからの貴重なアドバイスを

是非し、ただきたいと思っているからだ.

小嶋拓治(原研高崎)

平出哲也(原研東海)

熊谷 純(名大院工)

小林慶規(産総研)

関 修平(阪大産研)

小泉 均(北大院工)

工藤久明(東大院工)

永石隆二(原研東海)

高橋憲司(金沢大工)

古津孝弘(阪大産研)

室屋裕佐(東大院工)

河内宣之(東工大理)

中村一隆(東工大応セラ研)

加藤隆二(産総研)

駒口 健治(広島大院工)

月出 章(高知大医)

吉田啓晃(広島大院理)

(次号につづく)
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本

第80回日本放射線化学会理事会議事録(案〉

れた NHVの水津健一氏の退任を申し出られ， 後任者

の推薦があった旨報告され，坂本 修 (NHVコーポ

レーション)氏の理事，常任理事就任が承認された.

5. 活動報告

第 46回放射線化学討論会， HP.夏の学校報告

鷲尾理事より第 46回放射線化学討論会. HP.夏の学

校について報告された.

・討論会の新しい試みは成功したと判断している.最終

的に黒字で終えた.

. HPの現状説明と改善提案がなされた賛助会員への

リンクも積極的に進める.広告掲載についても検討し

会長と HP担当で相談の上，積極的に実施することと

した. HPに掲載予定の会長原稿が紹介された.

・昨年の夏の学校は早稲田大学が担当し，討論会に引き

続いて約 30人の参加があった.報告書は既に提出済

み.企業の研究者からの発表セッションを設けたが，

学生の反応は今ひとつで‘あった.

丑田理事:放射線化学第 77号ほか ]ARR報告

市川会長:第 47回放射線化学会討論会進捗状況ほか 勝村理事より ]ARR(日本放射線研究連合)委員会

の報告があった.最重要課題は 2011年に ICRRを日本

出席者(敬称略)16名: に招致するかどうかである.招致する場合は放射線化学

市川恒樹，勝村庸介，南波秀樹，河内宣之，鷲 分野の発表等が十分反映されることを担保することが必

尾方一，丑田公規，坂本修，青木康，小嶋 要である.

拓治，熊谷純，新坂恭士，鈴木健訓，中川清 学術会議関連報告

子.i:賓義昌，田川精一，岡書崇(オブザー 田川顧問より学術会議関連の報告があった.

-原子力基礎研連，放射線科学研連，核融合研連の三つ

の研連がある.今後，これらをまとめた専門委員会を

設置する計画が進んでいる.対外報告書，科研費の審

査員の推薦が重要な機能になりそうである.国立大学

の独立法人化，原子力新法人に対し，活発に対応する

学会もある.加速器学会も 4月 1日に設立される.

プレゼンス維持のため，放射線化学会も積極的に対応

し要望を出す必要はないか.現在 19期であるが，

20期以降は大きく変更されることになりそうである.

・関連して南波理事より，原子力新法人について紹介が

あった.新法人は法律制定後.H17年 10月に発足す

る可能性が高い.東海研の中性子利用，高崎研の荷電

粒子 ・RI利用，関西研の光量子 ・放射線利用が放射

線利用の核となる.大型装置の外部研究者への利用開

日時:平成 16年 3月23日(水) 17: 00--20 : 00 

場所:東京大学工学系研究科システム量子専攻

(工学部 12号館，中会議室)

配布資料:

事務局・3 日本放射線化学第 79回理事会議事録

(案)

4 平成 15年度中閉会計報告(平成 16年

2月 29日現在)

5 入退会希望者一覧

6-7 日本放射線化学会平成 15年度役員名

簿(平成 16年 3月 15日現在)

8 ホームページ担当報告

9・10 ]ARR新旧幹事合同幹事会議事録(案)

11-15 学会名称変更についてのアンケー卜結

果報告

16 環太平洋放射線化学シンポジウムの提

案

議事

市川会長挨拶の後，議事を開始した.

1. 前回議事録確認

既に，理事には送付し，コメント，訂正を受けたもの

として承認された.

2. 会計中間報告

学会事務局より 2月末での会計報告が行われた.

3. 入退会希望者確認

学会事務局より 2月末までに受け付けた入退会希望

者一覧が紹介され，承認された

4. 役員一覧

学会事務局より 3月 15日時点での役員一覧が紹介さ
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放の方策が重要 8. 教科書発刊計画

編集委員会報告 丑田理事よりこれまでの作業経緯，出版社からのコメ

丑田理事から編集委員会報告がなされた会誌の放射 ント，章立て，執筆者リスト，ページ数，価格などの教

線化学. 77号は 4月に入って刊行を予定. 科書発刊計画の概要が説明された刊行のための科研費

6. 今後の予定 補助のためには討論会開催時くらいには原稿を準備した

市川会長より H16年 10月に開催予定の第 47回放射 い.学会の 40周年記念事業とみなし予算的なサポ一

線化学討論会の準備状況が説明された. H16年 10月9 トをするべきとの意見も多い.とりあえず，今年度は打

--11日北海道大学工学研究科で開催する.討論主題は ち合わせ旅費のために 30万円の補助をする.

従来どおり，インターネットでの発表申し込みも受け付 9. 学会名変更アンケート結果

ける予定.参加登録費 6.000円，学生 5.000円を予定 市川会長より，経緯説明があった.学会名変更について

している.依頼講演として鏡野顧問，田川顧問，南波理 は 10年くらい前から話があった「放射線」は良くな

事にお願いしている. いイメージ，討論会での発表タイトルは放射線のキー

7. 環太平洋放射線化学シンポ提案 ワードではカバーしきれないものも多く，新しい相応し

勝村理事より新提案の説明があった.基本的にはこの い名前があれば変更してもいいのではなし、かという考え

形で進めることが了解された. からアンケートをした.結果を見ると積極的に変更する

という意見はなさそうである.
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平成 15年度中閉会計報告(平成 16年 2月29日現在)

収入の部 (単位:円)

項 目 予 算牢 収入状況 備 考

賛助会員 1，000，000 820，000 

個人会員 1，200，000 1，202，699 

雑収入 200，000 180，622 

前年度繰越金 3，247，261 3，247，261 

メEコ弘、 言十 5，647，261 5，450，582 

支出の部 (単位:円)

項 目 予 算本 支出状況 備 考

事務費 100，000 49，385 葉書 ・PC用紙

通信連絡費 100，000 47，870 切手代・銀行の手数料も含む

事務局経費 240，000 240，000 

1，300，000 651，420 会誌 No.76

会誌 発送費 120，000 56，156 〆ノ

原稿料 100，000 45，000 〆〆

会議費 100，000 。
放射線化学討論会援助 200，000 O 
応用シンポジウム援助 100，000 。
放射線化学セミナー援助 100，000 。
若手 ・夏の学校援助 200，000 O 

学会賞 50，000 92，400 賞状，メダル等

同位元素発表会分担金 9，000 。
企画委員会経費 75，000 。
将来構想委員会経費 75，000 。
編集委員会経費 150，000 。
ホームページ運営費 60，000 60，000 

予備費 100，000 100，000 日本放射線研究連合へ

次年度繰越金 2，466，761 2，466，761 

メELコ 言十 5，645，761 3，808，992 

運営資金現在額 4，110，392円

(現金 2，041円 郵便貯金 7，827，942円 銀行預金 503，071円の合計額から学会基金積立額 4，222，662円を差

し号 I~ 、た額)
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日本放射線化学会平成 15年度役員名簿

会 長 市川恒樹(北大院工)

副会長 勝村庸介(東大院工)

河内宣之(東工大院理工)

常任理事 市川恒樹(北大院工)

勝村庸介(東大院工)

丑田公規(理研)

河内宣之(東工大院理工)

坂本 修 (NHVコーポレーション)

柴田裕実(東大原総セ/京大工)

住吉 孝(北大院工)

理 事 青木康(住友重機)

新井英彦(放振協)

飯沼恒 一 (東北大工)

石樽顕吉(埼玉工大)

入江せっ子(大阪府大先端研)

丑田公規(理研)

岡寄正治(産総研 ・中部)

加藤隆 二(産総研)

熊谷 純(名大工)

河内宣之(東工大院理工)

小嶋拓治(原研高崎)

駒口健治(広大院工)

坂 本 修 (NHVコーポレーション)

柴田裕実(東大原総セ/京大工)

新坂恭士(金沢工大工)

鈴木信 三 (都立大理)

鈴木健訓 (KEK)

平岡賢 三 (山梨大工)

東京地区(東京大学原子力工学研究施設)

佐藤伸

田川精一(阪大産研)

田畑米穂(原子力システム研究懇話会)

名誉会員 今村昌

近藤正春

編集委員会 委員長:南波秀樹(原研高崎)

主任:丑田公規(理研)

佐伯昭紀(阪大産研)

永石隆二(原研東海)

推薦委員会 委員長:鏡野嘉彦

田川精一(阪大産研)

立矢正典(産総研)

事

局

問

k
n
 

z，サ

監

事

顧
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南波秀樹(原研高崎)

中川和道(神大発達)

辻 正治(九大機能研)

中川和道(神大発達)

南波秀樹(原研高崎)

真嶋哲朗(阪大産研)

吉田陽一(阪大産研)

鷲尾方ー(早大理工総研)

砂川武義(福井工大)

住 吉 孝(北大工)

高橋憲司(金沢大)

竹中康之(北教大)

辻 正治(九大機能研)

中川和道(神大発達)

中川清子(都立産研)

中村 一 隆(東工大セラミック研)

中山敏弘(京工繊大工芸)

南波秀樹(原研高崎)

西川 勝(神奈川工科大)

漬 義昌(早大理工総研)

平出哲也(原研東海)

藤原邦夫(荏原総研)

真嶋哲朗(阪大産研)

百瀬孝昌(京大理)

吉田陽一(阪大産研)

鷲尾方 一 (早大理工総研)

水津健 一

鏡野嘉彦

笛木賢 二

桜井洗

団野陪文

中川清子(都立産技研)

月出 章(高知医科大学)

室屋祐佐(東京大学)

j賓 義昌(早大理工総研)

平岡賢 三 (山梨大工)



入退会希望者一覧

(平成 15年 8月 1日~平成 16年 7月 5日まで)

入会

区 分 会員番号 氏 名 所 属 紹介 者

賛助会員 マイクロ電子工業 砂川武義

正 会 員 543 原道寛 阪大産研 真嶋哲朗

544 藤塚守 阪大産研 真嶋哲朗

547 入江せっ子 大阪府大先端研 阿部康夫

548 熊野友巳 川崎重工

550 北野利明 名古屋大学

555 贋木章博 日本原子力研究所 吉田勝

学生会員 545 竹谷考司 阪大産研 吉田陽一

546 山下真一 東京大学 勝村庸介

549 山脇正人 東京大学

551 川口昌朗 早稲田大学 鷲尾方一

552 松浦章雄 早稲田大学 鷲尾方一

553 垣木智行 早稲田大学 鷲尾方一

554 田中秀典 京都大学 松山奉史

556 松井貴弘 神戸大学 中川和道

退会

会員種別 会員番号 氏 名 所 属 退会の理由

正会員 185 杉森彰 退職のため

256 堂丸隆祥 大阪府立大学

534 吉田和宏 日立化成株式会社 海外出向

137 小林繁雄 農工大 逝去

147 斉藤充平 北里大学 退職のため

27 市川隆久 近畿大学教授 退職のため

392 諸谷小四郎 金沢工業大学ライブラリー

84 嘉悦勲 近畿大学教授 退職のため

159 佐野尚武 大日本印刷 退職のため

63 大東祥晃

186 助川健 巴川製紙所

420 吉野富雄 徳島大学 退職のため

176 下津亮介

204 S. Y. Sabarinat 
】<:wang Pill L.t 

学生会員 513 児玉健作 東京工業大学

496 加藤竜一 東京工業大学

419 吉成武久 山形大学

487 平出功? 神奈川大学

学会会員数 374名(※個人会員 354人 ※賛助会員 20社)

十会費滞納により除籍処分

65 



平成 15年度 日本放射線化学賛助会員

岩崎電気(株)

電気工業(株)

(株)英光社

関西ペイント(株)

(株)コーガアイソトーフ。

四国電力(株)

住友化学工業(株)

住友スリーエム(株)

住友電気工業(株)

ラジエ工業(株)

大日本インキ化学工業(株)

東京電力(株)

東北電力(株)

日新ハイボルテージ(株)

日本原子力研究所

ビームオペレーション(株)

古河電気工業(株)

(財)放射線利用振興協会

(株)ユアサコーポレーション

マイクロ電子(株)



放射線化学第 78号

平成 16年 9月 10日印刷

平成 16年 9月 15日発行

発行所 日本放射線化学会

発行人

印刷所

〒113-8656東京都文京区本郷 7-3-1

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学

研究施設(工学部 12号館) 勝村研究室内

日本放射線化学会事務局

TEL: 03-5841-6979 FAX: 03-5841-8624 

編集委員長 南波英樹

編集委員 丑田公規 月出章

中川清子 室屋裕佐

永石隆二 佐伯昭紀

郵便振替口座 長野 00540-9-34599

日本放射線化学会

勝村膚介

(株)国際文献印刷社


	8914
	8915
	8916
	8917
	8918
	8919
	8920
	8921
	8922
	8923
	8924
	8925
	8926
	8927
	8928
	8929
	8930
	8931
	8932
	8933
	8934
	8935
	8936
	8937
	8938
	8939
	8940
	8941
	8942
	8943
	8944
	8945
	8946
	8947
	8948
	8949
	8950
	8951
	8952
	8953
	8954
	8955
	8956
	8957
	8958
	8959
	8960
	8961
	8962
	8963
	8964
	8965
	8966
	8967
	8968
	8969
	8970
	8971
	8972
	8973
	8974
	8975
	8976
	8977
	8978
	8979
	8980
	8981
	8982
	8983



