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 放射線化学は，最近では量子ビーム化学と呼んでもよ

いかもしれないが，放射線が引き起こす化学反応を調べ

る科学であり，その対象は広い領域に及んでいる．その

中で，最近の話題は，「線質効果」と「超高速過程」が，

挙げられる．実は，両者は切り離せない関係にあり，線

質効果を追求していくと，必然的にその初期過程が重要

になってくる場合が多い． 

 パルスラジオリシスをはじめとした時間分解過渡現

象の観測は，もともと放射線化学のお家芸であり，水和

電子の発見にはじまり，これまで多くの成果をもたらし

てきた．時間分解能に関して言えば，いつも世界の最高

水準の位置にあり，科学全体の過渡現象研究を牽引して

きた歴史がある．1980 年台までは，加速器によるピコ

秒・ナノ秒電子線パルスが最も短いパルス源として君臨

してきたが，1990 年台に入ると使い勝手のよいフェムト

秒レーザーが出現し，超高速過程は光化学の分野で大い

に発展した．そのなかでは，光イオン化による研究がお

こなわれ，放射線化学の得意としてきた電子やカチオン

ラジカルの初期過程の研究は，専ら光化学屋さんによっ

て行われるようになった． 

 加速器技術の発達により，今世紀初めごろから，レー

ザーフォトカソード RFガンと呼ばれる高性能電子銃が

開発され，ようやく，パルスラジオリシスもフェムト秒

の時代を迎えることとなった．この新しいフェムト秒パ

ルスラジオリシスの装置は，実はレーザー技術の発達に

より可能となったものである．この新型電子銃からの電

子ビームは空間的に広がりが小さいは特性を持ち，パル

ス圧縮が効率的に行える．シミュレーション上では，ア

ト秒電子ビームの発生も可能である． 

 放射線化学の出発点，すなわち時刻＝０をどのように

定義するかは，いろいろと議論があると思われるが，一

番簡単なものは，高エネルギー電子 1個が原子もしくは

分子を通過する時間である．これは，ちょうどアト秒の

時間となる．アト秒・フェムト秒で起こる現象は，イオ

ン化であり，それによって生じた電子やカチオンラジカ

ルの緩和過程である．これらは，放射線化学特有のジェ

ミネート再結合と競争的に起こるため，現象はかなり複

雑である．フェムト秒領域の放射線化学初期過程の研究

は，今，開始されたばかりであり，今後，興味ある成果

が報告されるであろう． 

 さて，アト秒の電子パルスが可能になると，そのパル

スの構造は，空間的・時間的にかなり電子密度の濃いビ

ームとなる．照射される分子や原子からみると，あたか

も，イオンビームやクラスタービームが来たのと同じよ

うに感じられる．LET でいえば，電子ビームが高 LET 放

射線として作用することになる．電子密度をさらに大き

くできれば，それ以上の大きなエネルギーを物質に与え

ることになる．このことは，別の表現で言い換えること

も可能である．現在，ピコ秒電子パルスが赤外領域のコ

ヒーレント放射光を発生することは知られているが，ア

ト秒電子パルスでは，紫外領域よりエネルギーの高い領

域で，コーヒーレント放射光が派生可能となる．この光

は，原子・分子のイオン化ポテンシャル以上のエネルギ

ーを有し，なおかつ，非常に強度が大きい．すなわち，

高密度なイオン化が可能なると考えられている．低 LET

放射線の代表である電子線により，線質効果の典型例で

ある高密度励起効果の研究が可能になることを意味し

ている．しかも，その超高速過程が．．． 
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2                           放射線化学 

 

放射線化学は S. C. Lind によると「電離放射線のエ

ネルギーが物質内で吸収されることにより引き起こさ

れる化学効果の科学」と定義されている．当たり前の

ことだが，「放射線のエネルギーが物質内で吸収され

る」という物理現象の結果として「化学効果（化学変

化）」が生じるため，「放射線のエネルギーがどのよ

うにして物質内で吸収されるか」を抜きに放射線化学

は成り立たない．同様に，放射線による生物学的影響

が生じるメカニズムを解明していく上で，「どのよう

な化学効果が引き起こされるか」ということは必要不

可欠な要素と言える．しかし，近年では学問分野の細

分化に伴い，放射線により引き起こされる一連の現象

が断片的に議論されてしまっていることも少なくない．

共通の現象を取り上げていても，研究者の興味が生物

への放射線影響なのか，それとも化学変化のでき方な

のかということだけで，各々の研究を無意識のうちに

他方から切り離してしまいかねない． 
それではどのようなトピックが共通の現象に着目し

たものとしてあるだろうか．“重粒子線トラック構造”

が典型例として挙げられるだろう．読者諸兄もよくご

存じだろうが，重粒子線（イオンビーム）によるガン

治療は近年実用化され，普及し始めている．これは重

粒子線のブラッグピークをガン患部に重ね合わせるこ

とで他の放射線よりも望ましい線量分布を生体内に実

現することができるほか，重粒子線ではブラッグピー

ク近傍，すなわちガン患部で細胞致死効率が数倍に増

加するなどといった治療に適した生物学的特徴がある

からである．しかし，こうした生物学的特徴が生じる

詳細なメカニズムは，必ずしもよく解明されていると

は言えない．放射線生物学でよく調べられている細胞

致死や突然変異誘発といった生物学的効果は，あくま

で最終的に表面に現れる結果であり，それまでに生じ

た化学変化の質や量と直結するものではない．観測さ

れる生物学的効果がどのような化学変化に基づいてい

るのか明らかにするためには，まず生じる化学変化の

質と量を明らかにしなくてはならない．つまり，重粒

子線が生体にどのような化学変化を生むか，という観

点から重粒子線トラックの構造および内部でのダイナ

ミクスを明らかにすることが，放射線生物学における

ブレイクスルーのためにも必要とされていると言える． 
ところで“トラック”とは単一の粒子が物質中を通

過する際に生じるエネルギー付与分布や，その後生成

する放射線分解生成物の分布のことを通常は指す．し

かし，実際に放射線治療を行ったり，サンプルに照射

したりする場合，粒子はビームとして照射される．さ

らに，治療に用いられるような GeV 級の高エネルギー

重粒子は核破砕（フラグメンテーション）を起こすた

め，核破砕によって発生した軽い粒子の照射効果が支

配的に表れることもある．したがって，重粒子線のマ

クロな照射効果を知る上では，粒子の集団としての挙

動や核破砕による組成の変化も含んだ“グローバルな

トラック構造”が重要と言え，これを把握するために

は放射線物理や核物理の知見も利用して生じる化学変

化の量と質を把握する必要があるだろう． 
本特集では“重粒子線トラック構造”の他に“DNA

損傷および修復”，“シグナル伝達”といったトピッ

クスも取り上げている．放射線化学の，特に筆者も含

めた若手研究者が，本特集の記事を例として普段とは

異なる視点に立ち，自分たちの武器（種々の分析手法

や物理化学的知見など）を活かして今後何ができるか

を考え，発掘していく契機に少しでも繋がることを期

待している．あるいは逆に，放射線生物へ足を踏み出

すことで放射線化学にその知見を活かせるケースもあ

り得るのではないだろうか．仮に「特定の生物影響が

特定の化学変化により生じる」という知見が放射線生

物により明らかになれば，このような生物影響をプロ

ーブとして，例えばイオンビームのトラック構造を理

解していくこともできるかも知れない． 
なお本特集は，昨年 7 月末に開催された「高 LET

放射線研究会～物理・化学・生物の基礎研究から医学

応用まで～」（日本放射線化学会 SARAC2009，放医

研，原子力機構先端基礎研および高崎量子応用研，連

携重点研究「高速クラスターイオンプロジェクト」，

東京大学「弥生研究会～放射線化学とその周辺から～」

およびグローバル COE「世界を先導する原子力教育研

究イニシアチブ GoNERI」の共催）を契機とし，企画

された点にも触れておきたい． 
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I have been considering how to clarify chemical 
difference in DNA damage spectrum among 
radiation qualities. In order to confront the problem, 
it should be necessary to develop new-conceptual 
analytical methods for damaged DNA by ionizing 
radiation. In this report, following to the 
explanation of overall background of upstream of 
radiation biology, brief history of the analytical 
chemistry with problems, a few analytical trials to 
discover characteristics of radiation qualities are 
demonstrated. The present efforts against the 
problems are discovering difference in strand- break 
termini between high- and low- LET radiation. 

  
Key words: ionizing radiation, DNA damage, strand 
break, analytical science 
 

はじめに 

 
放射線作用による DNA の化学構造変化は，後の細

胞あるいは生物応答としてどのような形で反映されて

いくのだろうか．またその化学構造変化の仕方は線質

によってどのように違うのだろうか・・・．「線質が

違えば生物応答の仕方も違ってくる」ことは半世紀以

上前から分かっているが、ではなぜ違うのかについて

「仮説」は数多存在するものの統一見解は得られてい

ない。放射線の生物作用について矜持をもって語るた

めには、この問いに対する明瞭な回答が必要である。 

本稿では，冒頭で DNA の放射線化学変化を知る意

義についての概況を述べた後，これまで開発されてい

きた，あるいは筆者が新規に開発した DNA 損傷分析

手段の特性について説明し，それらによって得られる

放射線 DNA 損傷情報の意味について考察したい。 

1. 緒言 

1.1 放射線 DNA 損傷の化学とその重要性について 

良く知られているように、放射線等によって DNA
に生じた損傷は、多くの生物が有する損傷修復機構に

よって効率よく修復される。修復機構は，除去修復と

組み換え修復に大別されるが，前者は更に塩基除去修

復（base excision repair: BER）と（nucleotide excision 
repair: NER）に，後者は相同組み換え（homologous 
recombination: HR ） と非 相同 末 端結 合（ non- 
homologous end- joining: NHEJ）に分けられる． 
各修復機構の詳細については，多くの成書 1)で述べ

られているので，ここでは割愛する． 
さて，放射線によって生じる DNA 損傷には一体ど

れくらいの種類があるのだろうか？半世紀以上前から

間接効果（主に OH ラジカルによる損傷）と直接効果

（放射線エネルギーの直接的移動による損傷）につい

て，各々希薄水溶液系や凝縮系において地道に研究さ

れてきたが，peroxide 等の中間体を含めると，化学構

造の分かっている損傷だけでも 100種類程度は存在す

ると考えられている 2)．これらの殆どは修復に関わる

修復酵素によって元通りに修復されるが，損傷と酵素

は 1 対 1 ではなく，各酵素は大抵，数種類の損傷に対

応しており，逆に，ある損傷に対して 2 種類以上の酵

素が対応できる場合もある．また，たとえば BER や

NER に関しては損傷部位の切断，除去，新しいヌク

レオチドの挿入，切断部位の連結の 4 段階を経る必要

があり，少なくとも 3 種類以上の様々な酵素等タンパ

ク質が関与している．これらすべてが正常に機能して

初めて，損傷箇所が完全に元通りに修復される．した

がって，個々の損傷の生成しやすさと，それに最初に

相互作用する酵素等の親和性あるいは反応速度に関す

る情報が，DNA 損傷を発端とする生物影響評価に関

わる基礎パラメータのひとつになると考えられる．特

に放射線の場合，10 ~ 20 塩基対以内に 2 つ以上の損

傷が集中的に存在する，いわゆる「クラスター損傷」

と呼ばれる部位の存在と修復困難性が示唆されており
3)，実験科学的な実証が望まれている．  
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周知の通り，放射線には荷電粒子や光子等，様々な

種類（線質）が知られており，線質間で損傷の種類と

各々の生成しやすさ（損傷スペクトル）が異なる可能

性がある．たとえば，細胞を用いた系において 60Coγ
線とα線では，生じる 2 重鎖切断の修復速度が著しく

異なることが明らかとなっている 4)．こういった線質

による損傷修復性の違いについては他にも多くの報告

がある．しかしながら，その原因が DNA 損傷の違い

にあるのか，あるいは，別の原因が存在するのかは不

明である．DNA 損傷と，修復等の生物応答の因果関

係を明確にするためには，少なくとも損傷スペクトル

の線質依存性など, 損傷側の情報が必要である． 
 放射線生命科学の特徴のひとつは，研究対象となる

時間スケールがフェムト秒から年のオーダーまで因果

関係が複雑なネットワークでつながっている点であろ

う．時間軸で各研究分野を大雑把に分けてみると，①

DNA 等の励起・電離・電荷移動（fs ~ ps ~），②化学

的に安定な DNA 損傷分子の生成（~ ns ~），③損傷

修復過程（~ min ~），④細胞レベルでの系世代影響

（day），⑤生物レベルの系世代影響（year），とな

る．② ~ ⑤のある分野の研究者が，それより下流分

野の現象との因果関係について考察しようとする場合，

大抵は自分の分野を含めた上流の情報不足に気づかさ

れるであろう．上流分野の不安定性は強いては社会が

求める最下流分野の不安定性につながるといってよい． 
損傷修復過程は，放射線という物理刺激とそれに伴

う化学変化に対して生物が最初に行う作業であるとい

える．線質は損傷スペクトルにどのような違いをもた

らすのか， 放射線生命科学の要といえる重要な問いで

ある． 
 
1.2 DNA 損傷検出法の開発とジレンマ 
 
 放射線による DNA の化学変化を研究するためには，

それに必要な技術開発が必要で，既存の機器分析法の

みで調べられない場合は， DNA 側に何らかの処理を

することで機器分析に掛けられるように工夫されてき

た．損傷分析の初期は，DNA の単位であるヌクレオ

チド，ヌクレオシド，塩基等の放射線分解物を，NMR, 
GC-MS 等を用いて直接的に損傷構造決定が行われて

きた 5)．しかしながら，これらはもちろん基礎データ

として重要であるが，ある DNA 構成単位のみの均一

系で生じる構造変化と，高分子 DNA の一部として存

在する場合とでは構造変化の仕方が変わってくる可能

性が十分にある．そこで，高分子 DNA を照射対象と

して構造変化を調べるための工夫も行われてきた．代

表的な方法としては，DNA 分解酵素を用いて，機器

分析しやすいように低分子化する方法がある 6)．これ

によって 2 つの DNA 構成単位間で生成する，架橋分

子等の存在が明らかとなってきた 7)．   

 
図 1 閉環プラスミド法の概略 
 

DNA の鎖切断に関する定量においては，最も便利

で高感度である，閉環プラスミドを用いた方法（以下，

閉環プラスミド法）が汎用されている（図 1）．閉環

プラスミド法では，1 本鎖切断 (single strand break: 
ssb)と 2 本鎖切断 (double strand break: dsb) 鎖切断

を DNA のトポロジカルな変化に対応づけて電気泳動

で検出・定量することが可能であるが，切断末端の「定

性」はできない．さらに，トポロジーの違いが鎖切断

効率に影響を及ぼす可能性 8)，図 1 からも分かるよう

に ssbを過小評価する可能性も指摘されているので 9)，

特に線質間のデータを比較する場合は注意を要する． 
 一方，鎖切断によって DNA の対イオン（Na+, H+）

が遊離することに着目し，それによる電気伝導度の上

昇と鎖切断数を関連づけようとするユニークな試みが

なされたことがあるが 10),切断 1 個に対応する対イオ

ンの数が，温度，pH，DNA の重合度によって大きく

変化するので，あまり実用的ではないといえる． 
次に要求されることは，高感度で定性・定量が可能

な手段である．少量の DNA でかつ低線量で，生じた

損傷の構造が分かることが理想である．そこで開発さ

れたのが，損傷に対する免疫抗体を用いた酵素免疫測

定 法 （ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay: 
ELISA）である．これによって，よく知られた損傷で

あ る ， 7,8-dihydro-8-oxo-guanine (8oxoG) 11) ，

5,6-dihydroxy-5.6-dihydrothynine (Tg) 12) ，脱塩基部

位 （abasic sites）13),14)などの高感度定量が可能とな

った．しかしながら，抗体分子等 ELISA に用いるタ

ンパク質の分子量が大きい（> 15 kDa）ため，DNA
内部に準安定的に納まっている 8oxoG のような損傷

を正しく定量するためには予め強酸処理等によって 1
本鎖に変性しておく必要がある．さらには同じ損傷が

近接しているような場合，抗体分子の立体障害のため

2 つのうち 1 個は検出できない可能性が高い． 
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次に考慮すべきことは，DNA がヒストンタンパク

と複合体を形成してクロマチン構造をとっている場合

の損傷である． DNAのみの系で得た放射線損傷とは，

また違った様相を見せることに容易に想像がつく．実

際，クロマチンに 137Cs γ線を照射すると，DNA－ヒ

ストンが共有結合的に架橋することがすでに確かめら

れている 15)． 
 以上のように DNA 損傷の分析科学史を俯瞰してみ

ると，損傷の詳細を知る，あるいは未知の損傷を探求

する場合には，より単純な系，例えばヌクレオチド単

位等の低分子を用いないと分析できないが，低分子を

用いて発見された損傷とその生成速度が，そのまま単

純に高分子 DNA，さらにはクロマチン中の DNA に当

てはまるわけではないことが分かる．逆に，DNA 中

の生じた損傷の化学構造等の詳細を探求するためには，

使用できる DNA 量には現実的な限界があるため，

個々の損傷を必要量得るためには MGy オーダーの大

線量（生物影響を調べるための線量より 6 桁以上高い）

が必要である（但し乾燥・凝縮系試料の場合）．また，

照射試料の 2 次処理（酵素・薬剤処理等）による低分

子化が不可欠であるため，定量的な不確定要素（処理

による試料量の減少，新たな損傷の生成）が増す．こ

のような根源的なジレンマに対し，実験科学として如

何に応じていけばよいか，放射線生物学との関わりを

考える場合，常に意識しなければならない問題である． 
 
1.3  ジレンマ克服へ ―その対応策― 
 
 前項で述べた「ジレンマ」への対応策として，(i)

既存の分析方法の特性理解，(ii) 新規分析方法の開発，

(iii)異なる分析法間のデータ比較，の 3 項目を効率的

に繰り返していくことによって漸近的に信頼に足る損

傷データを得て行く，という方法が現実的であろう．

著者は，(i)として 2.2 で紹介した閉環プラスミド法（図

1）を選び，その特性を踏まえた上で，鎖切断末端の

絶対量を末端構造の違いで分けて評価できる方法を開

発してきた．次項より，開発した方法の概略と，60Co 
γ線，4He2+イオンビーム照射した DNA 薄膜への適用

例を示し，閉環プラスミド法の結果と合わせて考察し

てみたい． 
2. 方法 

 
2.1 DNA 分解酵素 SVPD を用いた鎖切断末端分析 
 
本分析法は，DNA の鎖切断末端の 3’側を分析の対

象としている．筆者は，3’側末端にある糖（2’- 
deoxyribose: dR）の 3’OH を認識して逐次 DNA をヌ

クレオチドモノマー単位（pdN）に分解する酵素であ

る蛇毒ホスホジエステラーゼ（snake venom phospho- 
diesterase: SVPD）に着目した．SVPD の機能を基準

に，鎖切断末端を種別すると，①3’OH 末端：SVPD
で直接認識される，②3’リン酸末端（3’p）：ウシ腸脱

リン酸酵素 calf intestine alkaline phosphatase: 
CIAP により，3’p を 3’OH に変換することで SVPD 認

識される，③3’X 末端： CIAP 処理しても SVPD 認識

できない（例えば 3’p の p に壊れた糖フラグメントが

残っている（3’dR†），あるいは末端ヌクレオチドの塩

基部分が損傷している（3’dN†））場合，の 3 通り考

えられる（図 2）．かくして，SVPD は 3’OH 末端か

ら pdN を切り出していくわけであるが，ある酵素濃度，

3’OH 濃度範囲において，3’OH 量と切り出される pdN
量が正比例する（反応温度，時間は一定）．これによ

り容易に定量できる pdN（実際は脱リン酸された dN）

から 3’OH 量を算出することが可能となる（図 3）． 

 
図 2 DNA の鎖切断末端構造の例 16) 

 
図 3 SVPD 法の概略 17) 
ルート１により 3’OH末端の量, ルート 2により 3’OH
と 3’p 末端の合計量が求まる. 
 
2.2 無機リン酸定量による鎖切断リン酸末端の定量 

 
2.1 の方法は 3’X 量が無視できない場合，全 3’末端

量を過少評価することになる．そこで，それを補うた

めに 3’，5’側の両方のリン酸量を定量する簡単な方法

を開発した（図 4）．極端に大線量でなければ切断末

端 3’,5’側のどちらか一方にのみリン酸が残っている



赤松 憲 

6                                                    放射線化学 

 

（図の(1), (2)が主で，(3), (4)は希）と仮定した場合，

得られる無機リン酸量は，全鎖切断量と等しくなる． 

 
図 4 末端リン酸定量法の概略 

 
3. 照射実験 

 
3.1 4He2+

イオンビーム 

 
DNA には pUC19 プラスミド（2686 塩基対）を制

限酵素 Sma I 処理して直鎖状にしたものを用いた。

DNA 水溶液をシリコン（又はガラス）プレートに塗

布し，真空下にて十分に乾燥させた．He イオンビー

ム照射は原子力機構高崎量子応用研究所イオンビーム

照射施設（TIARA）の 3MV 静電加速器 TC ラインに

て行った．試料表面の位置で 8 MeV のビームを，50, 
100，200, 400, 900 kGy 付近の線量になるように室温

で照射した．なお，照射線量は ELOSSM コード 18)を

用いて算出した．照射 DNA を 0℃の水で回収し最終

濃度 0.32 g/L となるように調製した．線量－損傷量の

関係を遊離塩基量（照射により核酸塩基 C,G,T,A が遊

離する）から調べたところ，概ね比例関係にあること

を確認した．SVPD 法は 900 kGy について，末端リン

酸定量法は照射したすべてのサンプルで評価を行った． 
 
3.2 60Coγ線（標準線源） 

 
DNA サンプルは，3.1 と同様に調製した．DNA を

塗布したシリコンプレートは 2 次電子平衡を作るため

に 2.85 mm 厚のガラス管に真空封入した．線量（線量

率）は，50 (0.69), 100 (1.39), 200 (2.78), 400 (5.56), 
900 kGy (12.5 kGy/h)で行った．線量はアミノグレイ®

のラジカル量測定によって決定した．照射試料の回収

及び各種分析法については 3.1 に述べた通りである． 
 

4. 結果と考察 
 
表１は，SVPD 法と末端リン酸定量法を組み合わせ

て算出された，He 及びγ線照射 DNA に生じた各種鎖

切断末端（図 5）の放射線化学収率である．独立実験 

の回数が少なく誤差も大きいので現在のところ明確な

データ分析は難しいが考察を行ってみることにする． 
 
表 1 4He2+イオンビーム及び 60Co γ 線照射によって

乾燥系 DNA に生じた鎖切断の種類と収率 

 

 

図 5 糖の放射線分解による DNA 切断末端の生成 

表 1 脚注に示すように，3’p 量は SVPD 法（図 3），5’p
量と 3’ X 量は末端リン酸定量法（図 4）と SVPD 法の

組み合わせによって算出される。 
 

まず，乾燥 DNA－γ線系の全鎖切断収率は 130 
nmol/J 前後であるが，従来の様々な研究によって得ら

れた数値を総じてみると，乾燥系高分子 DNA では 50 
~ 150 nmol/J の範囲（平均 ~ 100 nmol/J）にある 19)．

筆者の，高分子 DNA を用いた末端リン酸定量による

結果と比較して矛盾はないといえる． 
第 2 に，γと He の収率比（He/γ）であるが，全鎖切

断収率や脱離塩基収率の比は 2.6 程度となっている．

この値から判断すると，「直接効果の場合、高 LET
放射線では鎖切断等の損傷が効率よく起こる」といえ

そうである．実際 DNA 構成単位のひとつである 
2-deoxyriboguanosine (dG)の放射線分解収率を，10.6 
MeV O7+，及び 2 MeV 電子線で比較した実験では，前

者は後者のおよそ 3 倍の効率で分解され，dG からグ

アニン(G)の生成収率に関しては 4 倍近い収率となっ

ている 20)．しかしながら，閉環プラスミド法を用いた

系では，全鎖切断収率に相当する，ssb + 2 × dsb 収率

は特に He の方が有意に大きくはならない 21)．実験条

件や試料が異なるので厳密な比較はできないが， (i)
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収率を求めるための線量範囲がかけ離れている（閉環

プラスミド法は < 10 kGy であるのに対し，筆者や dG
の実験は,各々< 1 MGy，< 10 MGy と，2 ~ 3 桁高い），

(ii) 原理的にカウントできない ssb（潜在的一本鎖切

断：latent ssb）の割合が高 LET 放射線で大きくなる

（図 1），の 2 つの原因が考えられる．これらの疑問

を解決することで，乾燥 DNA に対する損傷（直接効

果）の線質依存性の一端が明らかになると期待できる． 
第 3 に，3’OH 末端収率の He/γ比が，0.6 程度であ

り他の末端カテゴリーの場合と比較して有意に小さ

くなっている．これは高 LET 放射線では，DNA の切

断部位の 3’末端側に 3’OH 基が残りにくい（dR 部分が

損傷している），あるいは dR 部分が壊れずに残って

いてもそれに N -glycoside 結合している塩基部分が損

傷している，すなわち切断部位近傍に塩基損傷がある

ような，いわゆる「クラスター損傷」になっているか

もしれない．また高 LET 放射線では dR に中性ラジカ   

ルが生成しやすいとう報告 22)もあり，これら一連の情

報からも線質間の違いがうかがえる．  
 

5. まとめと展望 
 
DNAの放射線化学変化と生物応答―その線質間の相

違―が，筆者の最も知りたいところであるが，放射線

化学と生物学の狭間にある深淵を 2.3 で述べたような

漸近的な手段で埋めていけるかどうか実際のところ半

信半疑ではある．しかしながら，本稿で紹介したよう

な，全く異なる分析法で得られた鎖切断収率同士を比

較考察することで，鎖切断末端構造における高 LET
放射線の特性に加えて，新たな疑問（線量範囲の問題，

各分析方法が根源的に持もつ過大（小）評価の度合い

等）が露見してきた．こういった，疑義→分析法開発

→実験・考察→新たな疑義，というサイクルが効率よ

く回転し，新しい知見が得られることを期待したい． 
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The biological effects of accelerated particle 
beams depend on the ion species, even though the 
LET value was the same.  These phenomena could 
be explained by the different local energy deposition 
as illustrated by the track structure composed of 
core with high-density ionizations and penumbra 
with scattered δ-rays.  We discussed the 
relationship between the track structure and cell 
death in mammalian cells or 
8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) formation 
by different ion species with the same LET.  In 
addition, we tried to provide experimental basis for 
the oxygen-in-the-track hypothesis that explains 
the decreased oxygen effect in the high LET region 
by measuring 8-OHdG under hypoxic condition.   
Key words: cell death, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine 
(8-OHdG), track structure (core and penumbra), 
oxygen-in-the-track hypothesis 
 

1. はじめに 
 粒子線が生体に対して影響を与える時，原子や分子

レベルではどのようなことが起こっているかを学ぶこ

とは粒子線の生物学，医学利用を理解するうえでは非

常に重要である．逆に細胞や DNA レベルで生じた現

象を様々な粒子種で比較することにより，その粒子線

の物理・化学的特徴を明らかにすることもできるであ

ろう． 
 粒子線の特徴はトラック構造に依存すると考えられ

る．トラック構造をわかりやすくとらえると電離なら

びに励起が重なり合う“core”と二次電子からなる

“penumbra”に分けられる（図 1）．本稿ではこの

ような考え方に基づき生体への高 LET 粒子線の作用

を定量的に解釈することを試みる．ここでは培養細胞

の致死効果と DNA 酸化損傷の 1 つである 8-ヒドロキ

シデオキシグアノシン（8-OHdG）生成量を指標に生

物効果とトラック構造との関連性について考察する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 シミュレーション実験によるトラック構造． 

 LET 70 keV/µm のネオン線が水中を通過する様子．

各点はエネルギー沈積事象を表す．データは参考文献

1 から引用 
 

2. 培養細胞致死効果とトラック構造 
 放射線生物学では培養細胞の細胞致死効果を調べる

手法としては“コロニー形成法”が一般的である．こ

の手法は種々の線量で照射した培養細胞をシャーレ上

に撒き直し，1-2 週間程度培養した後に固定・染色を

行い，単一細胞由来の細胞集団（コロニー）をカウン

トする．照射された細胞が増殖能を失うとコロニーを

形成することができなくなり，また放射線障害から回

復した細胞は分裂・増殖を繰り返すことでコロニーを

形成する．つまり細胞の増殖能力の有無を知ることで

細胞の生存数を計測する手法である．この手法を用い

て LET 70 keV/µm のヘリウム（He），炭素（C）お

よびネオン（Ne）線をチャイニーズハムスター肺由来
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の V79 細胞に大気下で 3Gy 照射したときの細胞の生

存率 2)を図 2（左）に示した．細胞の生存率（%）はヘ

リウム線，炭素線ならびにネオン線ではそれぞれ約

1%，約 3%ならびに約 13%であった．つまり原子番号

が大きくなるにしたがって細胞致死効果は小さくなり，

三つの核種の中で原子番号が一番小さいヘリウム線が

最も高い細胞致死効果を生じさせるビームであること

がわかる．このように同一の LET 値，同一の吸収線

量の場合でも核種の違いによって生物効果が大きく異

なることがわかった．その原因は各核種のトラック構

造の違いに起因していると推測される．各粒子の core
と penumbra 半径を Chatterjee and Schaefer の計算

式 3)から算出したものを図 2（右）に示した．Core と

penumbra に着目すると，core 領域の高い電離密度を

有するビームが高い細胞致死効果を生じさせているこ

とがわかる．また，penumbra 半径は大きくても細胞

致死効果とは関係がないように見える（図 2）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 V79 細胞の生存率とトラック構造． 

 各核種のLETは 70 keV/µmで 3Gy 照射したときの

細胞生存率をコロニー形成法で調べた結果（左）．デ

ータは参考文献 2 から引用．Core と penumbra 半径

は参考文献 3 に従って計算した（右）． 
 
 放射線はエネルギーを空間的に不均一にクラスター

状に付与することができ，それはスパー（spur）と呼

ばれている．X 線やガンマ線などの低 LET 放射線で

はスパーは空間的・時間的に離れて起こるのに対し，

重粒子線のような高 LET 放射線ではスパーは空間

的・時間的に高密度に与えられる．また，スパー内部

での電離や励起も LET に強く依存し，高 LET 放射線

で生じたスパー内部では活性種（OH ラジカル，水和

電子）の収量はお互いに反応し合うため減少し，分子

生成物（H2O2，H2）の収量は増加することが実験的

に証明されている 4)．つまり，生物効果におけるトラ

ック構造の役割はスパーの空間的・時間的分布を反映

していると考えられる． 
 

3. DNA 酸化損傷とトラック構造 
 OH ラジカルによって生じる DNA 酸化損傷であ

る 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG)とトラッ

ク構造の関係を調べると，細胞致死効果とは異なる関

係が明らかになった．DNA 塩基であるグアニン（G）

に五単糖が結合したデオキシグアノシン（dG）水溶液

（濃度は 500 µM）を LET 100 keV/µm の炭素（C），

ネオン（Ne）およびシリコン（Si）線を用いて大気下

で 200Gy 照射し，8-OHdG の収量測定は高速液体ク

ロ マ ト グ ラ フ （ High Performance Liquid 
Chromatography; HPLC）を用いると，図 3（左）に

示したように同一 LET において 8-OHdG の生成収量

は原子番号が大きくなるにしたがって増加し，シリコ

ン線では最も 8-OHdG を効率的に生成するビームで

あることがわかった．細胞内での 8-OHdG 生成でも同

様の傾向を示した（データ未発表）．細胞致死の多く

は DNA の損傷によって引き起こされるため，DNA 酸

化損傷の収量と細胞致死効果は相関があるものと予想

されたが，核種のサイズ（原子番号の大きさ）との関

係は細胞致死と 8-OHdG 生成ではまったく異なる傾

向を示した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 8-OHdG の生成収量とトラック構造． 

 各核種の LET は 100 keV/µm で 200Gy 照射したと

きの 8-OHdG の生成収量を HPLCで調べた結果（左）．

データは参考文献 5 から一部引用．Core と penumbra
半径は参考文献 3 に従って計算した（右）． 
 
この違いは，1）細胞を致死に至らしめる致死損傷の

実体と 2）8-OHdG 生成スキームによって説明される．

まず細胞の生死を左右する重篤な DNA 損傷は DNA
二本鎖切断（DSB）であり，8-OHdG のような DNA
塩基損傷ではないということである．細胞は DSB に

対する巧みな修復機構（相同組換え修復と非相同組換

え修復）を持ち合わせている．このような修復機構に

より DSB のほとんどは修復されるが少数の切断が残

る．また DSB が見掛け上修復されても，修復の際の

誤りのため，元通りに戻っていない場合もある．これ

らの修復不能 DSB が細胞致死の主要因であるとされ

る 6）．また，高 LET 放射線では局所にエネルギーが

付与されるためDSBやDNA塩基損傷からなる修復困

難な多重損傷（クラスター損傷）が生成し，これらの

損傷が原因で細胞致死が起こると考えられている．こ

の考えは図 2 で示した細胞致死とトラック構造の関係

を強く支持するものである．しかし，8-OHdG 単独で

の細胞致死効果はほとんど報告されていないため，
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8-OHdGそのものが致死損傷の実体ということは無い

ようである． 
 8-OHdG 生成スキームを考えると，デオキシグアノ

シンにOHラジカルが反応して8-OHdGが生成される

ことがわかる（図 4）．8-OHdG は OH ラジカルによ

る反応生成物であることから OH ラジカルの収量と相

関があるはずである．図 3（右）からわかるように

penumbra 領域は電離密度が低いため，この領域は低

LET 成分であると言える．我々は低 LET 放射線の生

体影響の主作用が OH ラジカルによる間接作用である

こと 7-9）をすでに確認しているため，penumbra 領域

での生体との相互作用は OH ラジカルによる間接作用

が主要因であることが結論付けられる．よって図 3
（左）で示したようにシリコン線は penumbra 半径が

炭素線やネオン線よりも広いため，広範囲でデオキシ

グアノシンと OH ラジカルが反応し，その結果

8-OHdG生成収量が炭素線やネオン線よりも多くなっ

たと考えられる．また別の見方をすると，8-OHdG は

トラック構造（penumbra 領域）を評価するバイオマ

ーカーの一つであると言える． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 8-OHdG の生成スキーム． 

 dG に OH ラジカルが付加し，水素の引き抜き反応

後に 8-OHdG（=8-oxodG）が形成される． 
 

4. Oxygen-in-the-track 仮説 
 低 LET 放射線の生物効果は酸素の存在によって著

しく増加し，これを酸素効果と言う．しかし，高 LET
放射線では酸素による増感効果は減少し，この現象は

低酸素細胞に対する重粒子線の有効性を説明する一つ

の理由となっている．しかし，高 LET 放射線による

酸素効果減少のメカニズムは完全には明らかにはなっ

ておらず，いくつかの仮説がある．我々は 1981 年に

Baverstock and Burns が 提 唱 し た

oxygen-in-the-track 仮説 10)の実験的検証を試みた．

8-OHdGはデオキシグアノシンとOHラジカルの相互

作用，さらにその後の酸化反応によって生成される（図

4）．生体内で一番強力な酸化剤は酸素であるため

8-OHdG 生成には酸素が関わっている．実際，低酸素

下での X 線やガンマ線照射では 8-OHdG 生成収量は

酸素存在下に比べてはるかに少ないことが報告されて

いる 5,11）．著者らは 8-OHdG を酸素のマーカーと考

え，低酸素下で重粒子線照射したデオキシグアノシン

水溶液から 8-OHdG の検出を試み，高 LET 領域にお

いて粒子トラック沿いにラジカル再結合により酸素が

生成されるかどうかを検討した（図 5）．LET が増加

するに伴い OH ラジカルの収量は減少するため，100 
keV/µm 付近まで 8-OHdG 生成収量は減少する傾向を

示している．しかし，その後 LET が増加しても

8-OHdG 生成収量は減少する傾向を示さず，一定もし

くは増加するような傾向を示し，LET 非依存的な挙動

が示された．この傾向は酸素存在下での照射実験では

観察されていない．この結果は，高 LET 放射線のト

ラック沿いに密に生成した OH ラジカルがお互いに反

応し合い，分子生成物である酸素分子（O2）が生成し
12），局所的ではあるが低酸素環境中に酸素存在環境が

生じ，その空間内で 8-OHdG 生成が起きたことを示唆

するものであった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 低酸素下での 8-OHdG 生成収量の LET 依存

性． 
 
 低酸素状態に置換された dG 水溶液を X 線，炭素線，

ネオン線，シリコン線で照射し，HPLC を用いて

8-OHdG 生成収量を定量評価した．データは参考文献

5 から引用． 
 

5. まとめ 
 本稿では培養細胞の細胞致死と DNA 酸化損傷をエ

ンドポイントにトラック構造の実体について議論して

きた．今後はトラック構造の空間的分布の可視化が放

射線生物学や放射線化学のさらなる進展に重要となる

と考えられる． 
 最後に著者らが使用した重粒子線は放射線医学総

合研究所の重粒子線がん治療装置（HIMAC）から供

給されたものであり，本研究は放医研重粒子線がん治

療装置の共同利用（課題番号 13B424）の一環として

行われたものです．また本研究の一部は，科学研究費
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補助金基盤研究（C）（課題番号 19510059，研究代表

者伊藤敦）によって行われました．本稿を執筆する機

会を与えていただいた日本原子力研究開発機構の山下

真一博士，放射線化学会誌編集委員の皆様に感謝の意

を表します． 
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Radiation-induced biological effect is affected by the 
radiation types and energy. Difference of DNA damage 
spectrum and distribution caused by different track 
structure is considerably related to the biological 
consequences. However, experimentally detectable 
information on detailed track structure and DNA damage 
is limited. We have been developed a Monte Carlo 
simulation system to follow the induction process of DNA 
damage based on detailed track structure of photons and 
heavy ions. The simulation system is used to investigate 
the relationship between energy deposition distribution 
and DNA damage. This article introduces the framework 
of the simulation system and some results on the 
heavy-ion induced DNA damage spectrum and the radial 
distribution of strand breaks around ion path.  

Key words: heavy ion, track structure, Monte Carlo 
simulation, DNA damage, LET 
 

１．はじめに 

放射線照射によって引き起こされる細胞の致死などの生物

影響の程度は，Ｘ線や重イオンといった線質の違いやエネル

ギーの違いにより，大きく影響される．線エネルギー付与

（LET）に対して吸収線量あたりの哺乳細胞の致死率等の生

物学的効果の関係をみると，γ線等の低 LET 放射線に対し

て，高 LET 放射線である重イオンは，高い効果を示し，約

100－200 keV/μm 程度で低 LET 放射線の３倍程度のピーク

値を持ち，それよりも高 LET 側では減少していくことが，

広く知られている．これは，放射線によるエネルギー付与の

空間分布(トラック構造）が大きく異なるためであると考えら

れているが，そのメカニズムが全て明らかになっているわけ

ではない．様々な放射線によるリスクの評価・放射線治療の

最適化のためには，様々な条件下で起こり得る生物影響の程

度を推測するモデルが必要である．そのためにも，なぜ，ト

ラック構造の違いが生物影響の違いをもたらすのかについて

のメカニズムを明らかにする必要があると考えられる． 
トラック構造の違いが，生物影響の違いをもたらす原因と

してまず考えられるのは，同じ線量が与えられた場合に生じ

る DNA 損傷の量や形態の違いがあることである．DNA 損傷

の代表的なものに，１本鎖切断(SSB)と２本鎖切断(DSB)，塩

基損傷がある．SSB や塩基損傷は，大部分が数分以内に修復

されるので重篤な生物影響には至らないとされるが，DNA
鎖の両方が切断される DSB の場合には，修復に時間がかか

る上に，修復不能なタイプのものがあり，それが細胞死と密

接に関係するとも言われている．特に，高密度のエネルギー

付与が生じると，局所的に密に損傷が生成される（クラスタ

ー損傷）可能性が指摘されており，修復困難な DSB も，そ

の一部と考えることができる 1,2．しかし，トラック構造，DNA
損傷ともに，その微細構造を実験的に観測するのは非常に困

難なこともあり，具体的にどのような損傷形態がどの程度の

量形成されるのか，また，どのような損傷形態が，どの程度

の生物影響をもたらすのかについては，明らかでない点が多

い．実際に，SSB，DSB，塩基損傷を含むクラスター損傷，

それぞれの LET 依存性に関しては，これまでに，水溶液中

や細胞中などの条件で，様々な実験結果が報告されているが，

実験条件，検出手段等による結果の違いが大きい． 
そこで，我々は，Ｘ線や重粒子線のトラックのナノメート

ルオーダーでの微細構造，細胞中での DNA 損傷の生成メカ

ニズムのモデルに基づいて，DNA 損傷生成過程をシミュレ

ーションするシステムを構築し，エネルギー付与の分布と

DNA損傷との関連性について研究を行っている．本稿では，

我々の行っているシミュレーションの概要と，放射線生物応

答モデルの基礎となる DNA 損傷のスペクトルと空間分布に

ついて，重粒子線において得られている結果を紹介する． 
 

２．飛跡構造計算に基づいた 
DNA 損傷誘発過程のシミュレーション 

まず，モンテカルロ法を用いた，DNA 損傷生成シミュレ

ーションの概要について述べる．生体の組成の大部分は水で

ある．また，その他の生体分子も，主要構成元素は比較的軽

いものである．DNA も，この中に含まれる軽元素（水素，

炭素，窒素，炭素，リン）から構成される．そこで，生体に

おけるエネルギー付与の微視的空間分布に関する知見は，近

似的に生体の半分以上を占める水における粒子輸送のモンテ

カルロ飛跡構造の計算に基づいて行っている． 
放射線照射から DNA 損傷にいたる一連の過程は，物理的

過程，物理化学的過程，化学的過程，生物学的過程という段

階に分けて考えることができる．物理的過程は，媒質に対し

て電離放射線が照射された際の最初の過程（～10−15秒）であ
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り，放射線の飛跡に沿って媒質中で電離あるいは励起により

エネルギーを付与する過程である．生体の組成の大部分は水

であり，その他の生体分子も，主要構成元素は比較的軽いも

のである．そこで，この過程では，液相の水の反応断面積（弾

性散乱および非弾性衝突）を考慮した飛跡構造のシミュレー

ションを行い，放射線と水分子との相互作用が起こるすべて

の位置と，分子に変化を起こす非弾性衝突事象である電離・

励起のタイプごとのエネルギー量を出力する．なお，粒子線

の場合には，非弾性散乱として電荷交換が入ってくるが，高

速イオンの場合には，ほとんど無視できる程度である．ブラ

ッグピーク付近の低速になると電荷交換の重要性が増すが，

電荷交換の断面積の扱いについての手段が確立しておらず，

現段階の我々の重粒子線トラックコード TRACION では，陽

子線と He イオン以外については，電荷交換は考慮していな

い． 
物理的過程の次に，水分子が電離あるいは励起によって解

離し，OH ラジカルなどの反応性の高い化学種が生成される

物理化学的過程（10−15～10−12 秒）が続く．この段階で生成

する化学種は，OH, H, H2, O, H2O+と亜励起電子である．次

に，これらの化学種が反応を繰り返しながら水中で拡散する

化学的過程（10−12～10−6 秒）へと続く．我々の用いているモ

デルでは，この過程において 33 種類の化学種同士の反応を

考慮している 3, 4．化学種同士の反応には，2 分子間反応の拡

散方程式を解く際に，反応速度定数から算出される反応半径

まで近づいたペアは必ず反応するという境界条件を用いて，

反応確率を求める．拡散反応では，タイムステップを区切り，

ステップごとに活性種間の全ての組み合あわせについて反応

確率を求め，ランダムウォークにより移動距離を計算する．

水の放射線分解により生成する OH ラジカルなど活性種と

DNA の反応を介して DNA に損傷を与える間接作用は，この

化学的過程の段階で生じた活性種と DNA の反応の位置を時

間経過とともに記録することによって評価する．物理過程か

ら化学過程のそれぞれの過程において，シミュレーション結

果は，飛程や水の放射線分解性生物のＧ値の経時変化等の実

験結果との比較を行い，シミュレーションの妥当性を検証し

ている 3-5．図１には，2MeV/n の He イオンの飛跡と，そこ

に生じるラジカルの拡散過程における分布のシミュレーショ

ンの例を示しした． 
標的である DNA の構造は，放射線のトラック構造と同様

に，ナノメートルオーダーで記述されていることが望まし

い．」我々は，結晶構造解析によって得られた B 型 DNA を

原子レベルで記述したモデルを用いている．図２には，DNA
とイオンによるエネルギー付与分布のスケールを比較するた

めに，水溶液中でスーパーコイルの形状をとっている

pBR322 プラスミド DNA（4362 塩基対）の一部と，30 塩基

対の DNA モデルを，0.8MeV/n の He イオンのトラックシミ

ュレーションの結果とともに表示してみた．このような DNA
モデルに対し，間接作用と直接作用の結果生じる DNA 損傷

の解析を行っている． 

３． DNA 損傷生成モデル 

3.1 間接作用による DNA 損傷 
水ラジカルを介した間接作用による鎖切断の大部分は，各

ラジカルと DNA の反応活性（反応速度定数）からみて，OH
ラジカルによって引き起こされるとしてよいと考えられる．

そこで，我々が用いている主要なモデルでは，糖の C4 原子

が DNA を構成する各ヌクレオチドの代表点とし，この C4
原子が OH ラジカルと反応すると仮定している．OH と DNA
（ヌクレオチド）との反応速度定数は実測値 6 に基づいて決

定した．また，Milligan らの実験データ 7に基づき，DNA に

OH ラジカルが反応した場合に一定の確率（0.13）で生じる

と仮定した．２本鎖切断（DSB）については，相補鎖上の 10
塩基対以内に 2 つの１本鎖切断（SSB）が生じた場合に生じ

ると仮定した．ラジカルスカベンジャーを低濃度でしか含ま

ない希薄水溶液の場合には，DNA 損傷のほとんどは，OH ラ

ジカルによって生じると考えてよい．このような条件は，細

胞環境とは大幅に異なると考えられるが，間接作用による

DNA 損傷のメカニズムと損傷の特徴を理解するには適して

いる．我々は，このような希薄水溶液中での DNA 鎖切断に

100 nm 2 nm 

図 2 0.8MeV/n の He イオンの飛跡と pBR322 プ

ラスミド DNA の一部（左図）および DNA
二重らせんと電離（青）・励起（赤）の分布

（右図） 

図 1 2MeV/n の He イオンの飛跡に沿って生じる

水の分解生成物の拡散のシミュレーション

結果。OH ラジカルのみ赤で示した． 
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注目して，間接作用のモデルの妥当性を確認している 8． ま
た，重粒子線の場合についても，実験データとの比較が厳密

に行いやすい希薄水溶液において，直接作用も組み込んだモ

デルを用いて，絶対値，LET 依存性ともに，ある程度再現で

きることを確認している．例として，図３に，C イオンを照

射した場合の，水中での OH ラジカルの収率と，10mM 
Tris-EDTA 緩衝液中でのプラスミド DNA の鎖切断収率を，

それぞれ，実験データ 9-11 と比較してプロットしたものを示

した． 
間接作用による塩基損傷は，その種類の多様性と定量的情

報の不足からモデル化については発展途上にある．現段階で

は，反応速度定数から推測し，DNA と反応する OH ラジカ

ルのうち 80%は，塩基と反応して塩基損傷を生成し得るとい

う単純化したモデルを導入している． 
 
3.2 直接作用による DNA 損傷 
DNA 損傷に対する直接作用については，特に化学的な情

報に関して十分な知見が得られているとは言い難い．しかし，

間接作用よりも早くからモデル化が試みられ，実験データの

説明にも，それなりに成功してきている．DNA への直接作

用に関しては，１鎖切断を起こすために必要なエネルギーを，

どのように扱うかが重要なポイントとなる． 
直接作用によって DNA 鎖切断をもたらす条件は，DNA 主

鎖を構成する原子のファンデルワールス半径以内に閾値（10 
eV）以上のエネルギーが付与された場合と，我々は仮定して

いる．このような閾値は実験データ 12に基づいて求めたもの

だが，研究グループによって，閾値のとり方には幅（0‐40eV）

がある．また，実際には，単色の低エネルギー電子による

DNA 鎖切断生成に関する実験研究により，非常に低い 5eV
以下のエネルギーでも，SSB や DSB を引き起こすことが報

告されている 13． 数 eV から数 10 eV の範囲では付与された

エネルギーが大きいほど鎖切断の生成確率が高くなるという

モデルを用いたほうがより現実に則していると考えられるが，

我々は，閾値を用いたモデルでも結果に大差がないことを確

認している． 

また，DNA への直接作用のモデルを構築する上では，DNA
の水和水をどのように取り扱うかという課題もある．DNA
は，周囲に配位している水分子（水和水）を持つことが知ら

れており，特に強く結合している１ヌクレオチドあたり

12-15 水分子を第１水和層と呼び，質量は DNA と同程度に

なる．これまでの主要な考え方では，この水和層にエネルギ

ーが付与された場合，電荷移動により DNA に損傷が生じる

とされている（Becker と Sevilla14によって quasi-直接効果

として分類されている）．従って，この第一水和層の影響をど

のようにモデル化するかは，DNA 損傷のモデル化の上でも

重要な点である．現時点での我々の主要なモデルでは，本体

の体積と同程度の体積となる水和水の領域を仮定し，水和水

に付与されたエネルギーは DNA に付与されたものと同様に

扱っている 15．しかし，Yokoya らの水和水の量を変化させて

鎖切断と塩基損傷量への影響を測定した報告 16によると，水

和水に与えられたエネルギーは，塩基損傷には寄与するが，

鎖切断には有為に寄与しないということである．今後，この

ような実験データと詳細なメカニズムの検討により，水和水

のモデルを発展させていく必要があると考えている．また，

塩基損傷については，現段階では，鎖切断と同様に取扱い，

閾値を 10 eV としたモデルを用いている．これに関しても，

より化学的なメカニズムを導入する必要性はあると考えてい

る． 
 
3.3 細胞環境での直接効果と間接効果 
従来，放射線生物作用を研究する分野では，間接作用が重

要だという認識が広くあった．これは，生体に占める水の割

合の大きさに加え，DNA 損傷に関する基本的な知見を提供

してきた多くの系が，希薄な水溶液系であったため間接作用

が特に強調されて観測されていたためであると考えられる．

実際，我々の研究でも，プラスミド水溶液の実験系では，間

接作用のみを考慮したモデル系によってほぼ再現することに

成功している 8． 
しかし，Becker と Sevilla14 は，直接効果の占める割合は

30-50%程度であると結論付けている．これまでの研究による

と細胞内での環境では，OH ラジカルの寿命は，数ナノ秒程

図 3  C イオン照射による OH ラ

ジカル（左図）と水溶液中

（ 10mM Tris-EDTA 緩衝

液）での SSB および DSB 収

率(右図)の LET 依存性．シ

ミュレーション結果と実験
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度であるとされている 17．これと同等条件のスカベンジャー

存在下でのシミュレーション計算により，細胞の系で得られ

ると同程度の鎖切断収率が求められ，60Co γ線照射の場合で

は，SSB に対して約 40%，DSB に対して約 70%が，直接効

果によるという結果を報告している 18．我々の，様々なスカ

ベンジャー濃度存在下での DNA の水溶液を対象として行っ

た研究においても，ほぼ同様の結果を得ている(図５参照)．
これらのことから，細胞環境を模擬する際は，DNA の周辺

のわずかな領域（< 25 nm 程度）以内で DNA と反応し得る

OH ラジカルの作用のみを考慮している． 
 

4. 重粒子線による DNA 損傷スペクトル 

上記のような損傷生成モデルを用いて計算した，いくつか

の核種の重粒子線による DNA 損傷の収率を，(a) SSB, (b) 塩
基損傷，(c) DSB, (d) DSB と non-DSB タイプのクラスター

損傷を足し合わせた損傷, (e)30 塩基対以内に 3 つ以上の損傷

を持つサイトの，5 つのタイプごとに，LET に対してプロッ

トしたのが，図４である．non-DSB タイプのクラスター損傷

とは，DSB の場合と同様に，DNA の異なる鎖上の 10 塩基

対以内に，２つの損傷があるようなサイトではあるが，２つ

の損傷のうちの一方，あるいは両方が鎖切断ではなく，塩基

損傷からなっている場合を示す．このようなサイトは，実験

的には，照射サンプルを塩基除去修復酵素であるグリコシラ

ーゼで処理することにより，塩基損傷を鎖切断に置き換える

ことができ，DSB に加算されて検出可能な損傷タイプである．

図４(d)は，このような酵素処理により検出され得る DSB を

想定したものである．図４(e)は, (d)に比べ, 損傷の起こる領

域に関しては条件は広げ（30 塩基対以内で損傷の起こる鎖の

区別なし）, 損傷の数としては 3 つ以上（鎖切断と塩基損傷

両方を含む）と, 条件を絞ったものである．図 4 の計算は，

細胞環境を模擬した OH ラジカル捕捉能（3×108 s−1）条件

下の B-DNA に対して行った． 
図４(a)と(b)が示すように，SSB と塩基損傷の収率は，イ

オンの種類に関わらず LET の増加に伴い減少した．これら

の損傷に対しては，間接作用の寄与が大きく，間接作用の担

い手である拡散過程を経た OH ラジカルの収率が，電離密度

の増加に依存して減少することを反映した結果である． 
これに対し，図４(c)に示すように，DSB の収率は，LET

の増加に伴い増加した．これは，高密度に SSB が生じたサイ

トを意味する DSB の生成には，電離密度の増加が直接的に

関与していることを反映している．SSB の中でも，クラスタ

ー損傷サイトを形成しているものは，直接作用により生じた

鎖切断が核となっているということである．また，図４(d)(e)
が示すように, 塩基損傷を含むクラスター損傷の収率は，

LET に対して，いったん増加したのち現象するという傾向を

示した。これは，本研究で用いているモデルでは，損傷部位

における塩基損傷の寄与が大きく，かつ，その塩基損傷自体

の収率が電離密度の増加にともなって顕著に減少するために

生じる現象である． 

図 4 重粒子線照射による SSB(a), 塩基損傷(b), DSB (c), DSB + non-DSB タイプのクラスター損傷

（酵素処理で DSB として検出されるサイト；d), 30 塩基対以内に 3 つ以上の損傷を持つサイト

(e) の収率の LET 依存性． 
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図 6 2.5MeV/n C イオン（上段）と 10.4MeV/n の Ne イオン（下段）のトラック構造とトラックに沿って生じた SSB（青）, 
DSB（赤）, complex DSB（黄色）の分布のシミュレーションの例． 

図 5 には，C イオンを照射した場合の，(a) SSB，(b)DSB， 
(c)塩基損傷における直接作用，間接作用の寄与の割合を示し

た．SSB，塩基損傷生成における間接作用は、ここでは OH
ラジカルの反応であり、DSB 生成においては、OH は、2 本

鎖の両方がそれぞれ OH ラジカルの反応によって切断された

場合を意味し、hybrid は、片方が直接作用、片方が OH ラジ

カルにより切断した場合を意味する。ここでは、hybrid も間

接作用の一部として、OH と hybrid を加えたものを間接作用

と分類してプロットした。図 5 から、LET に依存して直接作

用の寄与は増加、間接作用の寄与は減少することがわかる。 
このように, 損傷のタイプにより，損傷生成に関わるプロ

セスが異なり, トラック構造の影響の受け方も大きく異なる

という結果が得られた．さらに，LET が同じであっても，図

4 からわかるように，イオン種が異なると，DNA 損傷の収率

に違いが現れること，言い換えると，LET だけでは，エネル

ギー付与の分布を代表値としては不十分であり，より厳密に
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図 5  C イオン照射により生成する SSB(a), DSB(b), 塩基損傷(c)における直接作用と間接作用の寄与の割

合の LET 依存性． 
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図 7 C イオン（左）と Ne イ

オン（右）によるエネル

ギー付与量と SSB およ

び DSB 収率の動径方向

への分布． 
 

トラック構造を代表可能なマイクロドジメトリ的な量を採用

することにより，より物理現象とその後の生物現象との関係

を普遍的に記述できるようになると考えられる（本誌「マク

ロドジメトリとマイクロドジメトリの融合」佐藤達彦著参照）． 
 

５．重粒子線トラック内の DNA 損傷分布 

微視的なエネルギー付与分布と DNA 損傷の関係を，より

厳密に理解し，生物影響を，線量分布を基盤として記述する

ためには，前述の DNA 損傷スペクトルに加えて，DNA 損傷

の細胞核内での空間分布に関する情報が必要となる．ここで

は，まず損傷の空間分布を評価する際に基礎となる，トラッ

ク内の DNA 損傷分布の解析結果の一例を紹介したい． 
図６には，2.5MeV/n の C イオン（437keV/μm）と，比

較のためにほぼ同じ LET の Ne イオンのトラック構造と，そ

のトラックに沿って生じる DNA 鎖切断の位置のシミュレー

ションの例を，イオンの進行方向および動径方向について示

した．計算条件は，図４の場合と共通であるが，ここでは簡

単のために，塩基損傷は含まず，鎖切断のみに着目した解析

結果を示す．図６では，SSB，DSB に加えて complex DSB
の位置を示した．complex DSB とは，DSB の両端から 10 塩

基対以内に，さらに１つ以上の鎖切断を伴う DSB と定義し

たものであり，DSB の中でも複雑な損傷で，修復されにくい

クラスター損傷の候補の一タイプである．図からわかるよう

にトラック構造に沿って損傷も生成しているが，SSB と DSB
では，分布が大きく異なり，DSB や complex DSB はイオン

の軌跡の極近いところに集中して生じている．図７には，エ

ネルギー付与の分布に対して，相対的に SSB と DSB がどの

ように分布しているかを示した．この図から，エネルギー付

与の分布領域よりも，SSB は外側，DSB は内側に分布して

いることがわかる．すなわち，エネルギーあたりの生成効率

が，動径方向の距離が大きくなるほど SSB に対しては高くな

り，DSB の場合には低くなっている． DSB 生成には，エネ

ルギー付与が生じた中でも，高密度の領域であることが生成

条件になるのに対し，SSB 生成には，直接のエネルギー付与

だけでなく，OH ラジカルが寄与しているために，初期のエ

ネルギー付与分布領域よりも生成可能領域が広がっているこ

とが，空間分布に反映されているためである。また，ここで

同じ LET の C イオンと Ne イオンの場合を比較して明らか

に分布の差があるように，生物影響にみられるイオン種によ

る違いには，DNA 損傷の収率だけではなく，このようなト

ラック内の分布の差というものが関わっている可能性も考慮

すべきであろう. 

６．まとめと今後の展望 

ここで述べたようなモンテカルロシミュレーションで得ら

れるナノメートルオーダーのトラック構造の情報に基づき，

LET やイオン種による DNA 損傷スペクトルや空間分布の多

様な変化を理解し得ることを示すことができた． 特に，塩基

損傷を含むクラスター損傷に関しては，LET に対して複雑，

かつ細胞レベルでの致死や突然変異等の生物影響に見られる

LET 依存性を見られるのと同様の依存性を持つ可能性を示

した．  
しかし，生物影響上重要と想定される数個以上の損傷から

成るクラスター損傷が実際に存在するのか，仮にそういった

損傷が生じた場合，細胞はどのように対処するのか，といっ

たことに関してまだ不明な点が多い．先に述べたように，ク

ラスター損傷の検出に関しては，塩基損傷と鎖切断が向かい

合わせの近接した場所に生成したような損傷については，塩

基除去修復酵素であるグリコシラーゼを作用させることによ

って DSB へと変換させて測定する検出法が唯一確立された

方法である．このような手法を用いた研究では，高 LET 放

射線照射の場合，酵素の作用効率が激減することが報告され

ている．クラスター損傷が高頻度で生成しているため，修復

酵素が対応しきれていないからであると推測される．しかし

一方で，我々が示したように，塩基損傷の収率自体が減少す

るために，実際にクラスター損傷の収率も減少するのかもし

れない．我々の持つ手段と研究が，実験手法の持つ限界によ

り表に見えてこないけれども重要な側面を明らかにするため

に用いることができ，クラスター損傷など放射線による DNA
損傷の特徴の理解に貢献することができると考えている． 

今後は，より詳細に DNA 損傷の実体を検出する実験系の

確立が待たれる一方，より具体的に損傷のスペクトルを推測

できる信頼性の高いシミュレーションも要求されると考えて

いる．このためには，放射線化学の側面から見ると，現段階

のモデルでは詳細なプロセスを省略して単純化して扱ってい
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る初期の電離・励起に引き続いて DNA に安定な変化を起こ

すまでの中間状態の化学反応に関する知識が必要があると考

えている．さらに，損傷の多様性には，空間分布だけはなく，

化学構造にも様々なものがある．このような多様性をモデル

に組み入れる必要があると考えている．さらに，細胞の環境

下のような複数の高濃度の溶質からなる計において，希薄水

溶液中で得られた反応速度定数，拡散定数といった知見を，

どこまで適用できるのか，といった問題について，まだ検討

する必要があると考える．  
生物影響のLET依存性をDNA損傷レベルで解釈できるか

どうかは，非常に興味深い課題であり，この点に関しては，

今後生物学的な知見を導入して理解かつモデル化を進めてい

く予定である．これには，実験とシミュレーションが，放射

線物理，放射線化学に加えて，構造生物学，分子生物学，な

ど多岐にわたる分野で，一体となって研究を計画・実施して

いくことが重要だと考えられる 
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Increase in the levels of slow releasing long-lived 
radicals as 10 and 27% in recipient CHO cells were 
detected by ESR when the medium, γ-ray irradiated with 
donor cells at 0.2 and 4 Gy, was transferred to recipient 
cells, respectively. Ascorbate addition to the transferred 
medium in 1 mM decreased the level as for control. Point 
mutation frequency in HPRT locus increased by the 
medium transfer with significant difference and was 
reduced by the ascorbate addition. These results indicate 
that slow releasing long-lived radicals are responsible for 
the induction of point mutation. 

Key words: medium-mediated bystander effects, slow 
releasing long-lived radicals (SRLLRs), electron spin 
resonance (ESR), point mutation, ascorbate 

1. はじめに 

放射線バイスタンダー効果は，放射線に直接被曝していな

い細胞が，周囲の直接被曝した細胞が分泌するバイスタンダ

ー因子によって被曝したのと同様の生物影響を受ける事であ

る．放射線生物影響は，これまで放射線エネルギーを直接受

けた個体や細胞での突然変異頻度・染色体異常頻度・微小核

形成頻度・生存率等の指標を用いて評価されてきた．これら

生物影響の原因は，被曝細胞内の水のラジオリシスによる直

接・間接効果によって DNA が修飾されることとされ，この

機構は現在においても主要な放射線影響モデルとなっている．

しかし，1992 年に Nagasawa 等 1は Pu238 からのα線が通

過した CHO (Chinese Hamster Ovary)細胞の数が全体の

１％であると見積もられるにも関わらず，30％の細胞で姉妹

染色分体交換(Sister Chromatid Exchange: SCE)が発現し

ていることを報告した．直接α線が当たっていない細胞にも

SCE の増加が見られることから，放射線バイスタンダー効果

研究の先駆けとなっている．その後，α線照射によるバイス

タンダー効果の研究は，染色体異常 2，突然変異 3，細胞死 4

などを指標として相次いで報告された． 
1998 年にコロンビア大学の Hei 等のグループは，１つの

細胞にターゲットを絞ってα線を照射できるシステムを開発

し，α線が細胞質のみを通過する場合と，細胞質と核を通過

するように照射した．その結果，どちらの場合でも照射され

た細胞と共培養された細胞で突然変異頻度のレベルが有意に

上がることが認められた.5-9 Kashino 等は Spring-8 の X 線を

用いて同様にバイスタンダー効果による DNA 二重鎖切断の

増加を報告している．10 
これらの研究の中で，バイスタンダー効果が引き起こされ

るプロセスとして，細胞間ギャップ結合を通してバイスタン

ダー因子が照射された細胞から照射されていない細胞に運搬

され，照射されていない細胞においても生物影響が誘発され

るというモデルが提唱されている．5, 11 ギャップ結合は 1000
ドルトン以下の小分子を細胞内部から隣の細胞内部へ通過さ

せて各細胞を共役させた状態にするという役割があるが，こ

れを塞ぐリンデン（γ-hexachlorocyclohexane）を加えると，

バイスタンダー効果が抑えられると報告されている．6 その

後，ヒトーハムスターハイブリッド細胞（AL細胞）を用いて

α線が通過できる面に培養されている細胞と通過できない面

に培養された細胞を同じ培地（= 培養液）中で培養してα線

照射すると，照射されていない細胞の生存率が大きく下がる

ことがわかった．12 単純に培地のみをα線照射しても生存率

の低下は起こらないため，バイスタンダー因子はギャップ結

合だけを介して伝わるのではなく，照射された細胞から培地

に溶出して未照射細胞に作用するルートもあることが確認さ

れた．Harada 等はヒト正常二倍体 HE49 細胞を用い，細胞

と共にX線照射した培地内にカバーグラス上に培養した照射

履歴のない HE49 細胞を移すと，カバーグラス上の細胞に微

小核（DNA の二重鎖切断が原因）が誘導されることを見出

している．13 
バイスタンダー効果の誘導機構は大変興味深い．

Matsumoto 等 14, 15，Shao 等 16は内因性の一酸化窒素（NO）

がバイスタンダー因子の 1 つであると報告している．NO は

動物と植物の中でシグナル分子として働くことが知られてい

る．NO は NO 合成酵素（NO Synthase, NOS）によりアミ

ノ酸の一種アルギニンが脱アミノ化して生じる．17 放射線を

受けた細胞中では誘導 NOS(iNOS)が作られて NO が産生さ
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れる．18 NO の消去剤である 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5- 
tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide (CPTIO)を照射細胞

と共培養した細胞の培地に加えると，バイスタンダー効果が

抑制されることがわかっており，13-16, 19, 20 NO がバイスタン

ダー効果の誘導に重要な役割を果たしていることはほぼ間違

いないようである． 
最近，筆者等は CHO 細胞を用い，ドナー用細胞と培地の

入ったフラスコを X 線照射し，24 h 後にその培地のみをレシ

ピエント用 CHO 細胞の入っているフラスコの培地と交換し

て培養を続けると，レシピエント細胞の HPRT 遺伝子の突然

変異頻度が約 4 倍増加することを見出した．NO は細胞や培

地中の酸素と反応するために産生されてから数秒程度の寿命

しかないと見積もられている．共培養実験の場合は同じ培地

中に照射・未照射細胞が同居しており，照射細胞から産生さ

れた NO が未照射細胞まで拡散することは十分あり得るが，

培地移動の場合にはその操作に少なくとも 30 秒程度かかる

ため，NO とは異なるバイスタンダー因子によってレシピエ

ント細胞の突然変異が増加したことになる． 
1998 年に Koyama 等は照射したヒト正常二倍体 HE17 細

胞を照射後 20 分あるいは 20 時間後にアスコルビン酸(5 
mM)で処理すると，HPRT 遺伝子の突然変異が完全に抑制さ

れると報告し，この結果は Ueno 等の追試 21によっても確認

された．照射後 20 分〜20 時間では放射線分解によって生成

した活性酸素は残っていない．また，照射後に細胞中で増加

すると言われている過酸化水素のレベルは，OH ラジカルや

過酸化水素の蛍光プローブとして有名な DCFH-DA(2′7′
-dichloro-fluorescin diacetate)を照射後に細胞中に入れてお

いても顕著な蛍光の増加は見られず，22 照射後のアスコルビ

ン酸添加で突然変異レベルが下がる理由は，これらの消去だ

けでは説明できない． 
筆者等は最近，γ線照射した Syrian golden Hamster 

Embryonic (SHE) 細胞で，照射(4 Gy)に 5 時間程度かけて

徐々に増加し，少なくとも照射後 20 時間までそのレベルを

保つ遅発性長寿命ラジカル (Slow-releasing long-lived 
raicals, SRLLRs)を電子スピン共鳴法(ESR)による細胞の直

接観測で見出した．23 このラジカルは，照射後 1 時間ではそ

のレベルが未照射細胞のそれとあまり変わらないものの，5
時間後には約 20％有意に増加する．また，アスコルビン酸で

照射後 20 分後から 2 時間処理し，照射後 5 時間の時点で細

胞の ESR 測定を行うと，SRLLRs のレベルは減少した．従

って，このラジカルが照射細胞の突然変異誘発に関わってい

る可能性がある．しかし，直接細胞を照射した系は，直接・

間接影響に加えてバイスタンダー効果も加わった複雑な系で

あり，照射ドナー細胞の入ったフラスコからの培地移動によ

ってレシピエント細胞に SRLLRs が誘導されれば，水溶性バ

イスタンダー因子によるバイスタンダー効果のみの生物影響

機構の解明に繋がり大変興味深い．本記事では培地移動のバ

イスタンダー効果による SRLLRs の観測とアスコルビン酸

の SRLLRs の消去能及び突然変異誘発との関係について紹

介する． 

2. 実験方法 

2.1 ESR 測定用 CHO 細胞の調整 
T175 フラスコに 1×107個のチャイニーズハムスター卵巣

(CHO)細胞を 100ml の 10%の牛胎児血清を含むダルベッコ

変法 MEM 培地で植え込み，γ線照射した（0.2, 1 Gy）．照

射後 24 時間経過後にその培地のみをシリンジに吸い取り，

別の未照射の CHO 細胞（2×107個）を植え込んである 5 個

の T175 フラスコに移した(１フラスコあたり 18 mL)．この

際，照射細胞の混入を防ぐため照射培地は，孔径 0.20μm の

フィルターを通した．培地を移して 24 時間経過後にレシピ

エント細胞をトリプシン処理してフラスコから剥がし，遠心

分離して回収し，ESR 測定用石英チューブに移して液体窒素

温度で凍結後に封緘，ESR 測定を行った（JEOL JES RE1X; 
マイクロ波強度: 5 µW; 磁場変調幅：0.79 mT）．ラジカル量

は ESR シグナルを二重積分して求めた．L-アスコルビン酸

(AsA)添加は，あらかじめ NaOH で中和した濃 AsA 水溶液を

培地移動直後に添加し，培地中の濃度がそれぞれ 1 mM とな

るように調整してレシピエント細胞に作用させた． 
2.2 突然変異頻度の測定 
HPRT 遺伝子配座の突然変異頻度は，6-チオグアニン抵抗

性のコロニー数を指標として求め，多重 PCR 法にて同配座

の突然変異の型を解析した． 

3. 培地移動によって生成した SRLLRs と突然変異誘発 

3.1 レシピエント CHO 細胞の培地移動前後の ESR スペ

クトルと SRLLRs の発現 
図 1 に未照射 CHO 細胞の ESR スペクトル(A)，大腸菌の

酸化還元酵素中で観測された 24 フラビンラジカルアニオン

（C）と 2Fe-2S センター(D)のシミュレーションスペクトル

を１：１で足し合わせたものを(B)に示した．実測スペクトル

（ A ）中の↓のピークは測定感度補正用標準試料の

Mn2+/MgO によるものである．（A）の 327 mT のピークの最

大傾斜幅（ΔHmsl）及び g 値はそれぞれ 1.53 mT, 2.0041 で，

酸化還元酵素中のフラビンラジカルアニオンのそれら（1.53 
mT, 2.0036）とよく一致している．また，2Fe-2S センター

のスペクトルに特徴的なほぼ軸対称の線形(gx = 1.9316, gy = 
1.9371, gz = 2.0182)も実測スペクトルにも現れており，両者

を１：１の量比で足し合わせたシミュレーションスペクトル

(B)は，実測スペクトル（A）をよく満足している．従って，

現時点では未照射 CHO 細胞で観測できるラジカルは，ミト

コンドリア内の電子伝達系内に存在するフラビンラジカルア

ニオンと 2Fe-2S センターであると見積もられる． 
図 2 にドナー細胞の張り付いているフラスコをγ線照射(1 

Gy)し，24 h 経過後にその培地（バイスタンダー培地）のみ

をレシピエント細胞の張り付いているフラスコの培地と交換

して 24 h 経過後の ESR スペクトルを示した．Control と比

較してピークが増加していることがわかる．ドナー細胞のな

い状態で培地のみを照射して培地交換しても（図２ IM），レ

シピエント細胞中のラジカル量は増加しなかった．従って，
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放射線照射によって培地中に生成した物質ではなく，ドナー

細胞から放出されて培地中に溶出した因子がこのピークの増

加をもたらしたことになる．培地移動によって増加したもの

と Control の差スペクトルは, ΔHmsl = 1.8 mT, g = 2.0037
の1本線で，この差スペクトルがSRLLRsのそれに相当する．

フラビンラジカルアニオンの ESR パラメータ（1.53 mT, 
2.0036）と比較すると線幅が若干異なる．これらの情報だけ

では，SRLLRs の化学種を同定するのは難しいが，今後はで

きるだけ S/N 比を上げてパラメータの精度を高め，同定にこ

ぎ着けたい． 
バイスタンダー培地の作用によって増加した SRLLRs の

ラジカル濃度は，4.6×105 spins/cell で，細胞の密度を１ 
g/cm3と仮定すると 130 pM と求められた．バイスタンダー

因子の候補として免疫系に関与しているサイトカインが挙げ

られているが，19, 25, 26 その濃度は pM~nM のオーダーであり，

この SRLLRs の濃度はほぼその範囲に入っている． 
3.2 SRLLRs と突然変異との関係 
図３に培地交換並びに試薬処理した場合の細胞中のラジカ

ル濃度を示した．ラジカル量は 327 mT 付近のピークの中心

より±6 mT の範囲で二重積分して求めた．このラジカル濃

度のうち，2Fe-2S センターが約 30％含まれていると見積も

られる（図 1 参照）．バイスタンダー培地に 24 時間晒された

レシピエント CHO 細胞では，ドナー細胞の吸収線量が 0.2, 1 
Gy の場合，レシピエント細胞中のラジカル濃度がそれぞれ

10, 27%有意に増加した．ドナー細胞の入ったフラスコの培

地にミトコンドリアの電子伝達阻害剤 Myxothiazol27, 28で照

射前に 2 時間処理し(0.5 µM)，処理後に Myx の入っていない

培地と交換してから照射し(1 Gy)，24 h 後に培地移動してさ

らに 24 h 後のレシピエント細胞中のラジカルを観測すると，

SRLLRs の増加は見られなかった．従って，照射されたドナ

ー細胞中のミトコンドリアの機能不全が，培地への水溶性バ

イスタンダー因子の放出に関与していると示唆される．バイ

スタンダー効果や遺伝的不安定性などの遅延放射線影響には，

細胞中のミトコンドリアの機能不全が見られることが数多く

報告されている．19, 29-32 バイスタンダー培地移動時にアスコ

ルビン酸（AsA）を加えて 24 h レシピエント細胞に作用させ

ると，SRLLRs の増加は見られなかった． 
バイスタンダー因子の 1 つとして照射細胞での iNOS から

の NO が挙げられているが，培地移動時にバイスタンダー培

地では既に NO は NO2等に変化しており，AsA はバイスタ

ンダー因子そのものを不活性化するか， SRLLRs を還元消

去しているものと考えられる． 

図２ ドナー細胞と共に照射(1 Gy)した培地を 24 
h経過後にレシピエント細胞側の培地と交換

し，24 h 経過後のレシピエント CHO 細胞の

ESR スペクトル（赤）．IM（青）は培地のみ

（細胞のない状態）を照射してレシピエント

細胞の培地と交換した場合．差スペクトルを

ピンクで示した． 

図１ 未照射 CHO 細胞の ESR スペクトルと大腸

菌中の酸化還元酵素内のフラビンラジカル

アニオンと 2Fe-2S センターラジカルのシミ

ュレーションスペクトル（詳細は本文参照）
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図 4 にバイスタンダー培地移動による CHO レシピエント

細胞 106個あたりの HPRT 遺伝子の突然変異頻度を示した．

突然変異頻度は未照射細胞の場合と比較して 0.2, 4 Gy の場

合でそれぞれ 4.4, 3.8 倍と有意に増加した．突然変異頻度に

有意な線量依存性は見られなかった．他の生物学的指標にお

いても，0.05 Gy 以上ではバイスタンダー効果に線量依存性

が見られないことが報告されている．19, 33 突然変異頻度試験

においても，培地移動時の AsA 添加(1 mM)によってレシピ

エント細胞中の突然変異頻度は有意に下がった．多重 PCR
解析を行った結果，バイスタンダー培地移動によって誘発さ

れる突然変異の殆どは点突然変異であることがわかった．直

接放射線を受けた細胞においても，AsA によって修復される

突然変異は点突然変異のみで，欠失型のものは修復されない

ことがわかっている．21 従って，本結果はバイスタンダー効

果によって誘発された遅発性長寿命ラジカルが AsA によっ

て消去されて点突然変異が抑制されたと考えられ，SRLLRs
が直接あるいは間接的に点突然変異誘発に関与していること

が示唆される． 

４．おわりに 

放射線バイスタンダー効果の研究は，現在では iNOS や活

性酸素(Reactive Oxygen Species, ROS)の発生によって細胞

内の免疫系を刺激し，そこからサイトカインが生成してバイ

スタンダー効果に繋がるとする見解が一般的になってきてい

る．19 しかし，バイスタンダー現象の起こっている細胞にお

いて，OH ラジカルや過酸化水素と反応する DCFH-DA 蛍光

プローブを入れても，Control の蛍光レベルと特に変わると

ころはなく，生物学的指標（突然変異）が上がるだけである．

ESR による細胞中のラジカル観測は，蛍光プローブと比べて

感度も悪く沢山の細胞が必要になるために分析手法としては

欠点も多いが，蛍光プローブは良くも悪くも反応相手が限定

されており，探索対象が未知の物質の場合はその検出が難し

い．現時点で，本 ESR 法による SRLLRs 観測が生物学的指

標を除いた唯一のバイスタンダー効果発現に対応する検出方

法となっている．現在，既存のバイスタンダー効果発現メカ

ニズムの中で SRLLRs がどの発現段階に属するものかを探

るため，ドナーにおいて iNOS 抑制剤を加えて SRLLRs が発

現するかどうかの確認を進めている．今後，SRLLRs がバイ

スタンダー効果発現にどのように働いているのか，１つ１つ

明らかにしていきたい． 
 

図３ バイスタンダー培地移動(Medium Transfer, 
MT)によるレシピエント細胞中のラジカル

量．Myxothiazol(Myz)はドナー細胞に照射

前に 2 時間処理後(0.5 μM)，Myx の入って

ない培地と交換して照射し，24時間後にMT. 
Ascorbate(AsA)は MT 時にバイスタンダー

培地に追加した． 

図４ X 線照射によるバイスタンダー培地移動に

よるCHO細胞106個あたりのHPRT–突然変

異頻度．直接細胞に X 線を充てた場合の突然

変異頻度を右端に載せた． 
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Integration of macro-dosimetry with micro- 
dosimetry is of great importance for the 
improvement of various dosimetric researches such 
as biological dose estimation for charged-particle 
therapy. This article explains the difference of the 
concepts between micro-dosimetry and macro- 
dosimetry, and reviews our recent works related to 
the establishment of the model for calculating the 
microscopic lineal-energy distributions in 
macroscopic matters. Our developed biological-dose- 
estimation method based on lineal energy instead of 
LET is also described in this report. 
Key words: microdosimetry, lineal energy, LET, 
PHITS, RBE, biological dose estimation 
 

1. はじめに 
粒子線治療や人類の宇宙長期滞在を計画する際，陽

子や重イオンなど高エネルギー荷電粒子による生物効

果比(RBE)を考慮した線量評価が必要となる．しかし，

α線など低エネルギー荷電粒子のRBEを表す指標とし

て一般的に用いられている LET は，高エネルギー荷電

粒子の RBE を適切に表現できない．なぜなら，高エネ

ルギー荷電粒子は，高エネルギー電子（δ 線）の生成

断面積が大きく，同じ LET を持つ低エネルギー荷電粒

子と比べて，細胞スケールのミクロな視点で見た場合，

その飛跡周辺の電離密度が低くなるからである． 
そこで，マイクロドジメトリ研究の分野では，細胞

や DNA サイズなど，局所的な領域における電離密度

を表すパラメータとして，「線エネルギー（Lineal 
Energy, y）」と呼ばれる量が使用されてきた．LET と

y の概念の違いを図１に示す．図は，同じ LET を持つ

２つの放射線（例えば，3MeV 陽子と 350MeV/n 炭素

イオン）飛跡周辺の電離密度の違いを模式的に表して

おり，図より，その違いを的確に表現できるのは，単

位長さ当たりの付与エネルギーLET ではなく，単位体

積当たりの付与エネルギーy であることが分かる． な
お，y は，実用上 LET と比較することが多いため，単

位体積当たりの付与エネルギーをその領域内の平均弦

長で除した値と定義され，LET と同じく(keV/μm)の単

位で表すことができる．ただし，y は，確率密度分布

（y 分布）で表されるため，LET のように，ある荷電

粒子に対して一意的に決めることはできない．LET と

y の定義に関する詳細は，ICRU Report 40 を参照して

いただきたい． 
細胞や DNA スケールの微少な空間内における y 分

布を精度よく計算するためには，荷電粒子の飛跡周辺

のエネルギー付与構造を，δ 線による効果も考慮して

詳細に解析する必要がある．一方，粒子線治療などで

利用する高エネルギー荷電粒子は，人体内で複雑な核

反応を引き起こして様々な２次放射線を生成するため，

その生物学的な影響を評価するためには，巨視的な空

間内での放射線挙動も解析する必要がある．これらの

解析のため，数多くのモンテカルロ計算コードが開発

されており，それらのコードは，主にマイクロドジメ

トリ研究で利用される飛跡構造解析コードと，マクロ

ドジメトリ研究で利用される汎用放射線輸送計算コー

ドに分類できる．なお，「マクロドジメトリ」は，通

常は，単に「ドジメトリ」と称されるが，本稿では，

「マイクロドジメトリ」と明確に区別するため，「マ

クロドジメトリ」と記す． 
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δ-rays

低エネルギー放射線
陽子 3 MeV

LET=12 keV/μm
電離密度： 高い

LET: ある飛程において放射線が失う平均エネルギー 同じ

y: ある領域内における付与エネルギー 異なる

y分布を計算する微少領域

高エネルギー放射線
炭素 350 MeV/n
LET=12 keV/μm
電離密度： 低い

δ-rays

図１ LET と y の概念図 
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上記２種類のコードの特徴を表 1 にまとめる．汎用

放射線輸送計算コードは，任意の元素組成・形状を持

つ物質内での放射線挙動を，核反応や電離によるエネ

ルギー損失などを考慮しながら解析し，巨視的な空間

内における付与エネルギーや放射線フラックスなどを

計算することができる．しかし，それらのコードは，

各電離・励起イベントが連続的に発生すると近似して

エネルギー損失を計算するため，計算時間は速いが，

その近似が成立しなくなる微少空間内（約 10μm 以下）

における付与エネルギー分布（y 分布）を正しく計算

することはできない．一方，飛跡構造解析コードは，

荷電粒子と水との相互作用による全ての電離・励起イ

ベントの情報（位置，付与エネルギー，反応タイプ）

を特定するため，y 分布を正確に計算することができ

る．しかし，飛跡構造解析は，極めて膨大な計算時間

を要するため，そのアルゴリズムを汎用計算コードに

直接組み込んでも，計算時間の観点から実用的な計算

コードにはなり得ない．したがって，y 分布など，マ

イクロドジメトリによる知見を，粒子線治療計画など，

マクロドジメトリに反映させるためには，これら２種

類のコードを有機的に統合する必要がある． 
このような背景から，我々は，飛跡構造解析コード

の結果を，数学モデルを介することにより汎用放射線

輸送計算コードに効果的に組み込み，これまで不可能

であった巨視的な空間内における DNA・細胞スケール

の y 分布計算を可能とした．具体的には，まず，飛跡

構造解析コードを用いて，いくつかの高エネルギー荷

電粒子の飛跡周辺における y 分布を計算し，その結果

を再現可能な数学モデルを構築した[1]．これにより，

膨大な計算時間を要する飛跡構造解析を介することな

く，任意の荷電粒子の飛跡周辺における y 分布を計算

可能とした．また，その数学モデルを汎用放射線輸送

計算コード PHITS[2,3]に組み込み，人体内における y
分布を迅速に計算する手法を確立した．さらに，その

改良した PHITS とマイクロドジメトリック運動学モ

デル[4,5]（以下，MK モデルと略す）を組み合わせ，y
を指標とした新たな生物学的線量評価モデルを開発し

た[6]．以下，その詳細について解説する． 
  

2. 飛跡構造解析 
我々が本研究を開始した当時（2005 年），幅広いエ

ネルギーの荷電粒子の飛跡構造を解析可能な計算コー

ドは存在しなかった．そこで，電子・光子用飛跡構造

解析コード TRACEL[7]に，Chatterjee らのコアモデル

[8]及び Butts らの δ 線生成モデル[9]を組み合わせ，独

自の飛跡構造解析アルゴリズムを開発した．そして，

そのアルゴリズムを用いて，1MeV/n から 100GeV/n ま

での陽子，He, C, Fe イオン飛跡周辺のエネルギー付与

構造を解析した．なお，現在は，TRACEL を拡張して

開発された TRACION により，荷電粒子の飛跡構造解

析を直接行うことができる．TRACION に関する詳細

は，本誌別稿「重粒子線トラック構造と DNA 損傷（渡

邊立子著）」で解説されているので，そちらをご参照

いただきたい． 
我々が実施した飛跡構造解析の概要を図２に示す．

解析では，まず，荷電粒子の飛跡周辺には電離密度の

高いコア領域が形成されると仮定し，その半径 rc を

Chatterjee モデル[8]に基づいて決定した． 
rc = 0.0116 β (μm),             (1) 

ここで，βは荷電粒子の光速に対する相対速度である．

そして，コア内での電離密度が一定となるよう，各電

離・励起イベントの位置と付与エネルギーをモンテカ

表 1 飛跡構造解析と汎用放射線輸送計算コードの

違い 
 

飛跡構造解析 汎用放射線 
輸送計算コード 

研究分野 マイクロ 
ドジメトリ 

マクロ 
ドジメトリ 

代表的な 
計算コード 

TRACION,  
PARTRAC, 
PITS etc 

PHITS, EGS, 
FLUKA, MCNP,  
GEANT, MARS etc

電離・励起の

扱い 
イベント毎 連続近似 

対象物質 水のみ 任意の元素・形状 

核反応 考慮不可 考慮可能 

*下限 
エネルギー 

なし 約 1 keV 

**対象 
スケール 

約 1mm 以下 約 10μm 以上 

***計算時間 103 (秒) 10-5 (秒) 

* 中性子を除く 
** 物質を 1g/cm3の水と仮定した場合 
*** 高エネルギー陽子が 1mm の水を透過するときの計

算に要する時間のオーダー 

荷電粒子
の飛跡

ｙ分布計算用球状サイト
（赤いサイトは，ｙが大きい）

δ線

コア領域

図２ 飛跡構造解析の概要 
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ルロ法により決定した．次に，Butts らの δ線生成モデ

ル[9]に基づいて，δ 線の生成エネルギー及び角度をモ

ンテカルロ法により決定した．その際，オリジナルの

Butts モデルでは考慮されていない相対論的効果を考

慮した．そして，その δ線の飛跡構造を TRACEL によ

り解析し，各電離・励起イベントの位置と付与エネル

ギーを決定した． 
上記シミュレーションにより電離・励起の情報を詳

細に決定した空間に，ある一定の直径を持つ球状のタ

ーゲット（通称「サイト」）をランダムに配置し，そ

の中のエネルギー付与分布，すなわち y 分布を計算し

た．その際，サイトの直径は，1nm から 1μm まで変化

させ，幅広いサイトサイズに対する y 分布を評価した．

得られた結果の例として，1, 10, 100 及び 1000 MeV/n
の炭素イオン飛跡周辺のサイト直径 30 nm に対する y
分布を図３に示す．図より，エネルギーが高くなるに

従って y 分布が低 y 側にシフトすることが分かる．こ

れは，一般に，高エネルギー荷電粒子ほど LET が低く，

また数多くの δ 線を生成するため，その飛跡周辺の電

離密度が低くなるからである．また，低エネルギーの

データには２つのピークが見られるが，これらは，高

y 側から，直接電離（コア）による寄与とδ線による

寄与である． 
 

3. y 分布計算モデル 
上記飛跡構造解析結果を詳細に解析した結果，y 分

布は，量子化した準位エネルギーによるピーク，オー

ジェ電子によるピーク，δ 線及び直接電離（コア）に

よる寄与の４成分より構成されることが分かった．そ

こで，y 分布を再現する計算式として，それぞれの寄

与に対応する４つの項よりなる次式を提案した． 
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ここで，εはサイト内の付与エネルギー，φs はサイト直

径，Z, E, L は，それぞれ，荷電粒子の原子番号，エネ

ルギー及び LET である．y 分布は，式中の εをサイト

の平均弦長 2φs /3 で除して y に変換することにより導

出できる． 
 量子化した準位エネルギーによるピークは，δ 関数

（第１項）で表され，Pi 及びεpi は，それぞれ，ピーク

の大きさ及び準位エネルギーを示す．オージェ電子に

よるピークは，ガウス分布（第２項）で表されると仮

定し，P7, Γ及び εp7は，そのガウス分布の高さ，幅，

ピークエネルギーを示す．δ 線及び直接電離による寄

与は，それぞれ，変形した２つのポアソン分布（第３

項）及びフェルミ分布（第４項）により表されると仮

定した．第３項中の w は，1 イベント当たりの平均電

離エネルギーを表す．この式に対する詳しい説明は，

文献[1,6]に記載されている． 
式(2)中の P, μ, j, A, B, C は，サイトサイズφs や荷電粒

子の原子番号 Z 及びエネルギー E に依存したパラメ

ータであり，それらの数値は，飛跡構造解析により得

られた各条件に対する y 分布を最小自乗フィッティン

グすることにより決定した．得られたパラメータを式

(2)に代入して計算した y 分布を図３に併せて示す．図

より，提案した計算式は，飛跡構造解析により得られ

た y 分布を的確に再現できることが分かる．また，図

３に示した条件以外にも，様々な照射条件に対して計

算式の信頼性を検証した結果，式(2)を用いれば，任意

の荷電粒子，サイトサイズに対するに対する y 分布を

飛跡構造解析と同等の精度で導出可能であることが分

かった． 
 

4.  PHITS を用いた y 分布計算 
PHITS は，巨視的な体系内における 100GeV までの

陽子，中性子，重イオンなどの挙動を解析可能な汎用

放射線輸送計算コードである．任意の元素組成，形状

の物質中の放射線挙動を，核反応や電磁場による影響

まで考慮して解析できるため，加速器の遮へい設計，

放射線治療の線量評価，宇宙開発分野などで幅広く利

用されている．しかし，PHITS は，荷電粒子の電離エ

ネルギー損失計算に連続近似を用いるため，サイトサ

イズが 10μm 以下の領域に対する y 分布を正確に計算

することはできなかった． 

100 10210−4

10−2

100

Lineal Energy y  (keV/μm)

y分
布

 y
*f

(y
)

1 MeV/n

10 MeV/n

100 MeV/n

1 GeV/n 飛跡構造解析

式(2)

炭素イオン φ = 30 (nm)

図３ 飛跡構造解析及び計算式により得られた y 分布 



佐藤 達彦 

28                                                    放射線化学 

 

そこで，式(2)に基づく y 分布計算モデルを PHITS に

組み込み，現実的な計算時間内で y 分布を計算する機

能を追加した．その具体的な方法は，文献[6]に記載さ

れている．この成果により，これまで計算することの

できなかった巨視的な体系内における y 分布が計算可

能となり，従来，LETの関数として解析されてきた様々

な生物実験データを，より厳密な指標である y 分布を

用いて再解析することが可能となった． 
PHITS の y 分布計算機能を応用した例として，古澤

らにより測定された，種々の重イオン照射に対する

HSG 細胞の生存率曲線[10]に対する再解析結果を紹介

する．この実験データは，HIMAC の治療効果推定モ

デル構築にも利用された極めて重要なデータであるが，

その生存率曲線は，LET だけでなく，イオン種にも依

存することが知られていた（図４A 参照）．そこで，

改良した PHITS を用いて，その照射細胞位置における

y 分布を計算し，生存率曲線の y 依存性について検討

した．その際，y は確率密度分布であり，図４の X 軸

として直接利用することはできないため，得られた y
分布に MK モデル[4,5]を組み合わせて導出した y*値
（高電離密度放射線の Overkill 効果を補正した線量平

均 y 値）を，生存率曲線の依存性を表す指標とした．

詳細な解析方法は，文献[11]を参照していただきたい． 
図４に，照射細胞の生存率曲線を LQ モデルでフィ

ッティングして導出した α値と，細胞位置における線

量平均 LET（LETD）及び y*の関係を示す．図より，

LETを指標としたグラフには明らかに見られたイオン

種依存性が，y*を指標としたグラフではほとんど見ら

れないことが分かる．これは，同じ LET でも，軽いイ

オンの方が速度が遅いため，δ 線生成による電離密度

の分散が小さく，重いイオンと比較して電離密度が大

きくなるためである（すなわち，軽いイオンの方が，y
分布が高 y 側に偏っている）．したがって，電離密度

そのものを表す y を使えば，このような問題は生じず，

細胞生存率を一意的に表すことができる．また，図４

B中の曲線は，MKモデルにより予測した α値であり，

X 線照射による結果を含め，測定値を良く再現するこ

とが分かる．これらの成果から，改良した PHITS と

MK モデルを組み合わせれば，y*を唯一の指標として，

任意の放射線照射による細胞生存率を簡便かつ正確に

計算できることが分かった． 
 

5.  PHITS を用いた生物学的線量評価 
粒子線治療では，その治療効果を推定するため，患

者体内における生物学的線量を評価する必要がある．

生物学的線量は，一般に，物理線量と，その場におけ

る細胞生存率に対する RBE の積で表される．物理線量

は，汎用放射線輸送計算コードを用いた巨視的な放射

線挙動解析により評価可能である．また，細胞生存率

に対する RBE は，前節で記述したように，その場にお

ける y 分布に MK モデルを適用して計算可能である．

そこで，我々は，改良した PHITS と MK モデルを組み

合わせ，新たな生物学的線量評価モデルを構築した． 
構築した生物学的線量評価モデルは，汎用放射線輸

送計算コード PHITS を利用するため，ビーム上流の機

器や人体内で発生する２次放射線の寄与を含めた生物

学的線量の評価が可能である．また，PHITS は，患者

個人の CT データから作成したボクセルファントムと

呼ばれる人体模型をシミュレーション体系内に組み込

めるため，腫瘍部位の生物学的線量のみならず，正常

部位の２次発ガンなど，確率的影響に対するリスクの

指標となる各臓器の線量当量を，患者個人の体型に基

づいて計算することも可能である．これらの特徴を生

かし，我々は，HIMAC における治療で頻繁に利用す

る炭素 290MeV/n Spread-Out Bragg Peak (SOBP)ビーム

を日本人男性ボクセルファントム JM[12]に照射した

ときの物理線量，生物学的線量及び線量当量を計算し

た． 
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図４ HSG 細胞の重イオン照射に対する細胞生存率と LET 及び y*の関係 
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計算結果の例として，患者付近における xz 平面上の

物理線量空間分布を図５に示す．図より，数多くの２

次放射線がビーム上流側で発生しているが，そのほと

んどが，コリメータにより遮へいされていることが分

かる．したがって，この照射体系の場合，患者体内の

物理線量は，ターゲット臓器である脳の付近に極めて

集中している． 
また，この図からは読み取れないが，腫瘍部位付近

における生物学的線量を詳細に解析した結果，SOBP
領域では，10%程度ではあるが，深部になるほど生物

学的線量が小さくなることが分かった．これは，現在

HIMAC で採用している生物学的線量評価モデルと，

我々が構築したモデルの差に起因するものと思われる．

この解析に対する詳細は，文献[6,13]に記載されている． 
 

6. まとめ 
 飛跡構造解析コードと汎用放射線輸送計算コードを

有機的に統合し，巨視的な空間内における微視的な y
分布を迅速に計算可能な手法を構築した．また，構築

した計算手法を用いて，これまで LET の関数として表

現されていた重イオン照射細胞生存率に対する実験デ

ータを再解析し，細胞生存率の依存性を表す指標とし

て，y が LET よりも優れていることを明らかにした．

さらに，構築したモデルと MK モデルを組み合わせ， 
y*値を RBE の指標とした新たな生物学的線量評価モ

デルを開発した． 
 今後は，これまで LET の関数として表現されてきた

様々な実験データ（ラジカル生成の G 値，DNA 損傷

数，染色体異常発生率など）を y の関数として再解析

し，その依存性を再現可能なモデルを構築したいと考

えている．そのためには，実験者と計算者，物理学者

と化学者と生物学者が，それぞれの研究分野の枠を越

えて協力する必要があり，本稿が，その新たな研究枠

組みを作るきっかけとなれば幸いである． 
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図５ 重粒子線治療場を模擬した PHITS シミュレーショ

ンによる患者付近の物理線量分布．左がビームコリメータ

で，右が患者を表しており，ターゲットは脳と仮定した．
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Non-homologous end-joining (NHEJ) is the major 
repair pathway for DNA double-strand breaks 
(DSBs) that are the most severe form of DNA 
damages. Recently, live cell imaging techniques 
coupled with laser micro-irradiation were used to 
analyze the spatio-temporal behavior of the NHEJ 
core factors upon DSB induction in living cells. 
Based on the live cell imaging studies, we proposed 
a novel two-phase model for DSB sensing and 
protein assembly in the NHEJ pathway. This new 
model provides a novel view of the dynamic protein 
behavior on DSBs and broad implications for the 
molecular mechanism of NHEJ. 
 
Key words: DNA double-strand breaks, Live cell 
imaging, Laser micro-irradiation, Non-homologous 
end-joining 
 

1. はじめに 

 DNA二重鎖切断（DNA double-strand break, DSB）

は細胞にとって も重篤な障害の一つであり、そのす

みやかな認識と修復はゲノム安定性の維持にきわめて

重要とされている1)．また、修復しきれないDSBを持

つ細胞はアポトーシスによって生体から除去されるが、

これは放射線による癌治療の基本的な原理でもある．

よって細胞内でのDSBの認識・修復の分子機構は多く

の研究者の強い興味を引き続けているテーマであり、

これまでに様々な研究が積み上げられてきた． 
 近年、生きた細胞内でのタンパク質分子の挙動を観

察する手法であるライブセルイメージングがDSB修

復研究に用いられるようになり、それによって新たな

知見が得られ、新たな概念が生まれつつある．本稿で

は、まずライブセルイメージングがDNA修復研究にお

いてどのように用いられているかについて紹介する．

次にDSB修復の主要経路の一つである非相同末端連

結（Non-homologous end-joining, NHEJ）の基本因

子がDSBの発生に伴い細胞内でどのように挙動する

かを述べる．従来想像されてきたDSB認識モデルでは、

特定の機能を担う様々な修復因子が一定の順序で集ま

っていき、安定な複合体を段階的に形成していくこと

でDSB修復反応が順次進行していくと想像されてき

た．しかし生体内の分子挙動を実際に測定することが

可能になると、DSBの認識と修復因子の集合は、従来

想像されていたものよりはるかに動的な過程であるこ

とが明らかになってきた． 

2.  DNA損傷応答のライブセルイメージング解析 

 DNA修復に関与するタンパク質の細胞内挙動を観

察する方法として長らく用いられてきたのは、放射線

照射した細胞の免疫染色である．この方法は現在でも

重要ではあるがいくつかの問題点をかかえている．ま

ず、DSB発生直後に起こる応答反応はDSB認識と修復

に も重要なステップと想像されていたが、免疫染色

法では細胞の固定などの前処理が必要であることから

DSB応答の 初期段階を解析することは不可能であ

った．また免疫染色法は二次抗体を使用することや、

抗体によって結合性が異なることなどから、定量的解

析が実質的に不可能であった． 
 近年、生きた細胞内のタンパク質分子を観察する手

法が大きく発展してきており、DNA修復研究にも積極

的に取り入れられるようになっている．こういった手

法はライブセルイメージングやリアルタイムイメージ

ングなどと呼ばれており、解析したい因子をGFPや

YFPといった蛍光タンパク質と融合させて細胞内で

発現させ、細胞内における蛍光局在部位とその強度を

経時的に計測することが基本的な操作である2)．さら

に生きた細胞の顕微鏡観察を行っている状態でDNA
損傷を加えることができれば、DNA損傷に対する速い

応答を解析することが可能となる．そこで用いられる

ようになったのがレーザーマイクロビームである． 

 
Live Cell Imaging Reveals a Novel View of DNA 
Double-Strand Break Recognition 
Keiko MOROTOMI-YANO and Ken-ichi YANO (Bioelectrics 
Research Center, Kumamoto University) 
〒860-8555 熊本市黒髪2-39-1 
熊本大学バイオエレクトリクス研究センター 
TEL: 096-342-3965 
E-mail: yanoken@kumamoto-u.ac.jp 

[特集記事] 

ライブセルイメージングから見た DNA 二重鎖切断認識の分子機構 

 

熊本大学 バイオエレクトリクス研究センター 諸冨桂子・矢野憲一 



ライブセルイメージングからみた DNA 二重鎖切断認識の分子機構 

第 89 号 (2010)          31 

 2-1. レーザーマイクロビームによる部位特異的な

DSBの生成 
 レーザーは光と同じ性質を持つため、これを蛍光顕

微鏡の光路を通し、対物レンズによって蛍光観察と同

じ焦点にレーザーを集中させることができる．このこ

とを利用して顕微鏡観察下の単一細胞核中の特定部位

にDNA損傷を作り出すことができる．熱の発生を抑え

るため、通常はナノ秒レベルのパルス化したレーザー

を使用する．生じるDNA損傷の種類と量はレーザーの

波長と強度に依存している3)~5)．またBrdUを染色体

DNAに取り込ませたり6), 7)、Hoechst33342などの増感

剤を生細胞に短時間作用させた上でレーザー照射を行

うことでDSB生成の効率を上げることも行われてい

る5)． 
 生きた細胞内の微小領域にレーザーを照射した際に

いかなる化学反応が生じてDNA損傷が生じているの

かについては確固とした答えは得られていない．しか

しながら、どのようなレーザー照射条件でどういった

DNA損傷がどの程度生じるかについては多くの研究

者によって詳細な条件検討がなされており3)~5), 8)、

DNA損傷を効率的に誘発させるための手段として、レ

ーザーマイクロビーム照射はこの数年間で広く受け入

れられるようになっている． 

図1 レーザーマイクロビーム照射によるDNA損傷

の部位特異的誘発．YFP-XLFを発現している

細胞の核内にレーザーマイクロビームを照射

し、損傷部位（白い矢印）へのYFP-XLFの集

積を経時的に観察した． 

 レーザー照射によるDNA損傷のメカニズムに未知

な点が残るにもかかわらず、DNA修復の研究分野で広

く重用されるようになったのは、従来の手法ではカバ

ーできなかった領域を解析できるためである．レーザ

ーマイクロビーム照射の大きな利点は、まず第一に、

リアルタイム解析と併用することで観察している任意

の部位にDSBをつくれることである．これによって、

DSB発生直後の 初期段階の反応が観察可能となっ

ている（図１）．レーザー使用のさらなる利点は、単

一の細胞核内で損傷部位と非損傷部位を明確にわける

ことができ、より精度の高い比較が可能となったこと

である．さらに、タンパク質の相対量の比較は免疫染

色法ではきわめて困難であるが、ライブセルイメージ

ングではGFPの蛍光強度を定量することで容易に行

うことが可能であり、次に述べるFRAP法を可能とし

ている． 
 2-2. FRAP法 
 従来の免疫染色法などでは、細胞を固定し染色する

ことで、細胞内の特定の部位にタンパク質が局在して

いることを観察することができる．しかし実際の生き

た細胞中では、タンパク質が安定して存在するかのよ

うに観察される部位であっても分子は常に激しく入れ

替わっており、特定部位上の分子と、その周囲に存在

して自由に運動している分子の間で平衡状態が成立し

ている．この生体内における分子の平衡状態に関する

情報を得ることができる手法がFRAP（Fluorescence 
recovery after photobleaching)法である2), 9)．この方

法は強い光を照射するとGFP融合タンパク質は退色

（光退色, photobleaching）するが、タンパク質の顕

著な構造変化や機能への影響が生じないことに基づい

ている．細胞内のごく限定された領域内のGFPを光退

色させると、その蛍光を失ったタンパク質分子は、周

囲を自由に運動している蛍光タンパク質と徐々に入れ

替わるため、光退色領域の蛍光は時間とともに回復し

ていく．この回復スピードや回復の度合いを定量的に

計測することで、細胞内の特定部位におけるタンパク

質のturnover（以下、ターンオーバー）を解析するこ

とができる．これを先のレーザーマイクロビーム照射

によって誘発したDNA損傷部位に限定して行うと、

DNA損傷部位でのタンパク質分子の挙動に関する情

報が得られることになる（図2）． 
 2-3. DNA修復能欠損細胞株 
 生体内の多くの反応は複数の因子が協調的に作用す

ることで精緻に制御されている．ある遺伝子を欠損す

る細胞において、他の関連因子の挙動がどのように変

化するかを検討することは、反応全体における特定遺

伝子の役割を明確化するのにきわめて有効な手段であ

る．DSB修復研究の分野ではCHO細胞由来の様々な欠

損株が単離されてきている．従来から広く用いられて

いるこれらの細胞株をライブセルイメージングに用い

ることで重要な知見が得られている．同様の解析は

Before

4 sec

8 sec

1 min
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RNA干渉法によっても行えるが、RNA干渉法の場合、

効果が必ずしも100%でなく、特に細胞ごとのRNA干

渉効果にばらつきが存在するため、解析結果の解釈に

は特に注意が必要である． 

図2 FRAP法の原理．GFPを付加したDNA修復タ

ンパク質を発現している細胞にDNA損傷を誘

発する．次に、損傷部位に集積するGFPタンパ

ク質を光退色（photobleaching）させた後、蛍

光の回復を定量的に測定する．蛍光の回復スピ

ードから分子のターンオーバー速度に関する

情報が得られる．光退色前に比べて回復した割

合（M）と回復しなかった割合（Im）は、そ

の部位でターンオーバーしている分子の割合

と、結合して離れることができない分子の割合

をそれぞれ表している． 

3.  非相同末端連結経路におけるDNA二重鎖切断認

識の分子機構 

 真核生物にはNHEJと相同組換えの二つの主要な

DSB修復経路が存在する1)．ヒトをはじめとする哺乳

類では、相同組換えは細胞周期S期の後半からG2期に

のみ機能するよう制限されているため、細胞周期依存

性のないNHEJがヒトにおける主要なDSB修復経路

といえる． 
 3-1. NHEJ反応の基本因子 
 生化学的にはNHEJは二つのDNA末端のライゲー

ション反応といえ、他の生体反応に比べると比較的単

純な反応といえる10)．（実際の細胞内では損傷DNAの

形状に応じて各種ヌクレアーゼやヘリカーゼによるプ

ロセッシングも起こる．）この反応に必須の因子（基

本因子）は全て同定されており、個々の基本因子は特

定の機能を担っていることが判明している（図3）．

Kuはリング状構造をとる分子で、DNA末端に対する

きわめて高い親和性を持っており、DSBを感知するセ

ンサーとして機能している11)．DNA-PKcs（catalytic 
subunit of DNA-dependent protein kinase）は4000
を超えるアミノ酸から構成される巨大なプロテインキ

ナーゼであり、KuとDNA端の存在下で酵素活性が著

しく上昇する12)．XRCC4/DNA Ligase IV複合体は

NHEJ経路におけるDNAリガーゼである13)．XLF
（Cernunnosとも呼ばれる）はXRCC4/DNA Ligase 
IV複合体の酵素活性を促進する働きがある14)．生化学

的手法による解析を行うと、これらの全ての因子は互

いに相互作用できることが観察される（図3）． 

図3 NHEJ基本因子の機能と相互作用．通常のタン

パク質間相互作用を点線で、DNA依存性のタ

ンパク質間相互作用を実線で示した． 
 
 3-2. 従来のDSB認識モデル 
 それではこれらの基本因子が実際の細胞内でどのよ

うにDSBを認識し修復反応を開始するのであろうか．

各基本因子の分子構造や生化学的知見から想像された

モデルが図4である1), 15)．このモデルでは、DSB上に

各因子が一つずつ順番に積み重なっていくとされてい

る．各因子は特定の機能を持つため、一つの因子が

DSB上に呼び込まれることは一つの生化学的反応が

開始されることでもあると考えられていた．生きた細

胞内でこのようなことが実際に起こっているかを免疫

染色法で検証することは困難であったが、試験管内で
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DNA-LigIV
(リガーゼ)

Ku
(DSBの認識)

XLF
(リガーゼの
促進因子)

DNA-PKcs
(キナーゼ)

レーザー照射に
よるDNA損傷

損傷部位への
修復因子の集積

損傷部位の
Photobleaching

蛍光の回復

Photobleaching

M

Im

分子の
回転速度

蛍
光
強

度

時間



ライブセルイメージングからみた DNA 二重鎖切断認識の分子機構 

第 89 号 (2010)          33 

生化学的に検出できる様々な現象と矛盾しないことか

ら、長らく多くの研究者に信じられてきた． 

図4 従来のNHEJ基本因子の分子集合モデル 
 
 3-3. ライブセルイメージングによるDSB認識機構

の解析 
 4つのNHEJ基本因子のうち、XLFは も新たに同

定された因子で、2006年にその存在が明らかになった
16)．XLFはXRCC4に結合してDNA ligase IVの酵素活

性を促進する機能を持つが、当初、このXLFはXRCC4
に伴われてDSBにリクルートされると想像されてい

た15)．私たちはXLFのDSB部位への集積がXRCC4に
本当に依存しているかについて解析を行った17)．YFP
タグをつけたXLFをXRCC4欠損細胞株と相補細胞株

で発現させ、レーザーマイクロビーム照射とライブセ

ルイメージング法によってDSBへ集積するかを検討

した．するとXLFはXRCC4が存在しなくてもDSB部

位に素早く集積することが観察された．次にFRAP法
によるDSB上でのXLF分子の挙動を解析したところ、

XLFはXRCC4が存在しなくてもDSB上に集まること

ができるが、DSB上に安定してとどまるためには

XRCC4が必要であるということが明らかになった．こ

の観察はNHEJにおけるDSB認識と分子集合を考え

る上で、DSBを認識してそこに分子が集まるまでと、

DSB上に分子が集まった後の2つの相にわけて考える

べきであることを示している．またこの観察は、従来

信じられてきたような基本因子が一つずつDSB上に

順序よく集合していくというモデルに疑問を投げかけ

るものでもあった．さらに私たちはDNA-PKcsと
XRCC4の細胞内での分子挙動を様々なNHEJ欠損細

胞中で検討を行った8), 18)．Kuの細胞内での分子挙動は

欧州の研究グループが同様の手法で解析を行った19)．

こういった研究により、まずDNA損傷がない場合、

NHEJ基本因子はいずれも細胞核内で非常に速いスピ

ードで自由に運動していることがFRAP法によって明

らかとなった．そしてDSBに安定して結合しているよ

うに見えていた基本因子も実際には周囲を自由に運動

している分子と常に入れ替わっていて動的な定常状態

にあることが明らかとなった．実験データの詳細はそ

れぞれの発表論文を参照されたい． 
 3-4. 新しいDSB認識モデル 
 ライブセルイメージングの結果から、従来信じられ

ていたようなDSB上に基本因子が順序よく組み上が

っていくのではないことが明らかになり、新しいモデ

ルが提案された20), 21)（図5）．この新しいモデルでは、

まずKuがDSBを認識し、次に基本因子がDSB上に集

合するまでの初期段階を経て、その後の動的定常状態

に達するとしている． 

図5 新しいNHEJ基本因子の分子集合モデル 
 
 細胞内にDSBが生じると、まずKuが結合する．そ

れ以外の三つの基本因子も数秒以内に損傷部位へ集積

を開始する．従来モデルではDSB上のKuに一定の順

番で基本因子が結合していくとされていたが、実際の

細胞内ではKu以外の三つの基本因子は各々が独立に

DSB上のKuに結合する．また、全ての基本因子は生

化学的に相互作用できることが報告されているが、生
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きた細胞内ではDSB上に集まるにはKuとの相互作用

のみが必須で、それ以外の相互作用は必要ない（図5）． 
 基本因子のDSB上への集積は、DSB誘導後数秒以内

に視覚化できるきわめて速い生体応答であり、数分以

内に定常状態に達する．この定常状態ではDSB上に集

積した全ての基本因子が相互作用し、互いにDSB上で

の安定性を高めている．一つの因子が欠けていると、

他の因子のDSB上での安定性が低下する．例えば

DNA-PKcsはXRCC4がDSB上に集まるのには必要で

はないが、XRCC4がDSB上に安定にとどまるのに必

要である．前述のようにXLFがDSB上に集まるには

Kuのみが必須でXRCC4の有無は関係ないが、DSB上

に安定にとどまるためにXRCC4が必要となっている． 
 3-5. 新しいDSB認識モデルが提起する課題 
 従来モデルと新しいモデルの違いは、単に分子の集

まり方や順番が異なるというだけでなく、NHEJ全体

の反応について考える上で重要な問題を提起している．

従来モデルでは、特定の基本因子がDSBに結合すると

いうことは、その基本因子が担う生化学的機能が発揮

される、ということでもあった．各因子が順序よく集

合していくことで複数の生化学反応が順番に開始され、

NHEJ全体の反応が進行していくという考えといえる．

しかしながらライブセルイメージングが明らかにした

ことは、DSB上に全ての因子がほぼ同時に（数秒以内

に）集合を開始し、すばやく定常状態に達する．この

ことはNHEJ反応は全ての基本因子がDSB上に存在

した状態で進行していくことを強く示している．こう

いった状態で個々の因子が担っている機能がタイミン

グ良く発揮されNHEJ全体の反応が効率よく進行する

メカニズムの解明が次の重要な研究課題といえる20)． 

4.  細胞内における分子集合の基本的なメカニズム 

 細胞の顕微鏡観察を行うと多様な微細な構造を容易

に観察することができるが、こういった構造は様々な

タンパク質が特定の部位に集合することで形成される．

こういった微細な構造体がどのようにして形成される

かについては二つの様式が存在する．一つは、構造体

を形成するタンパク質分子が安定かつ静的な複合体を

つくるというもので、その典型的な例が、分子生物学

で 汎 用 さ れ る バ ク テ リ オ フ ァ ー ジ の in vitro 
packagingで見られる．ファージのタンパク質を適当

な量比と濃度でDNAと混和することで、ファージを再

構成することが可能である．形成されたファージは一

定のサイズを持つ安定な構造を保ち、さらに大腸菌へ

の感染という機能も持つようになる． 
 もう一つの分子集合の様式は、"self-organization"
と呼ばれる動的な過程で、複数のタンパク質間相互作

用が一定の平衡状態に達した場合に集合体や構造物と

して視覚化されるというものであり、複数のタンパク

質間相互作用による確率論的現象とされている22)~25)．

この場合、免疫染色などでは特定の部位に分子が集ま

って安定した構造体を形成しているかのように見える

が、実際の生きた細胞中では、その特定部位上の分子

と、周囲を自由に運動している分子が激しく入れ替わ

るという動的平衡状態にある．FRAP解析によって生

きた細胞中のタンパク質分子の挙動が観察可能になる

と、細胞内の微細構造中のタンパク質が、周囲の自由

運動しているタンパク質分子と激しく入れ替わってい

る例が多数報告されてきた．例えば核小体はその内部

と周囲の間で核小体タンパク質が定常的かつきわめて

速いスピードで分子が入れ替わることで維持されてい

る集合体であるし、微小管はその両端においてチュー

ブリンの重合・脱重合が定常的に起こっていることが

構造と機能の双方に重要とされる．さらに、テロメア

構造、DNA複製、転写反応、クロマチン構造に関係す

るタンパク質は、免疫染色では核内の特定部位に観察

されるが、それらもFRAP観察を行ってみると特定の

部位に安定かつ静的に結合しているのではなく、構成

分子が定常的かつダイナミックに入れ替わっており、

ある平衡状態に達した時に構造体として視覚化される

ことが明らかになってきている22)~25)． 
 ライブセルイメージングから明らかになったNHEJ
におけるDSB認識も、この"self-organization"とよく

合致しており、細胞内の他の分子集合と同様の基本原

理によって生じていると推察される．試験管内で

NHEJ基本因子は相互作用可能であるが（図3）、ここ

で重要なのはKu-XLFの相互作用とKu-DNA-PKcsの
相互作用はDNA末端の存在下でしかおこらないとい

うことである12), 17)．生きた細胞内では、DSBと結合し

てコンフォメーションが変化したKuのみが他の

NHEJ基本因子と強く相互作用することができ、この

ことがDSB上での"self-organization"を開始させるき

っかけとなっていると考えられる． 
 前述のように、従来は特定の機能を持った特定の因

子が順序よく集合していくことがDSB修復反応全体

の進行に重要と考えられてきたが、ライブセルイメー

ジング解析の結果は全てのNHEJ因子がほぼ同時に

DSB上に集まり、しかも周囲の自由に運動する分子と

激しく入れ替わりながらある種の定常状態を維持して

いることを強く示している．こういった状態でDNA修

復に必要な複数の生化学的反応がいかにして効率的に

生じるかが次の重要な研究課題であり、これが解明さ

れた際にはDNA修復の分子機構の理解が今まで以上

に深まるものと期待される． 
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放射線化学と放射線生物学という異分野の境界に位

置する学際領域は，いつの時代も若い研究者の“チャ

レンジ精神”を動力源としてこれを牽引してきた萌芽

領域といえる．今号の特集に寄せられたトピックスを

振り返りつつ，このような異分野の接触による今後の

新しい領域開拓についての期待を述べてみたい． 
 

ドジメトリに関する進展と課題 

放射線が物質に与える効果は，対象が生物学的なシ

ステムであってもそのエネルギー付与過程を考える上

でこれまで放射線化学の多くの研究により蓄積されて

きた知見が生かされることは明らかである．本特集の

前書きにもあるように，それが顕著に顕れるのが，“重

粒子線トラック構造”であろう．トラック構造と DNA
損傷生成の相関についてのモンテカルロシミュレーシ

ョンなど飛跡構造解析法（渡邊の記事を参照）は，ナ

ノメートル領域におけるエネルギー付与構造の不均一

性の観点から難修復性のクラスターDNA 損傷などの

生成モデルを提案している．そこでは，DNA だけで

なく水に関する radiolysis に関する多くのデータが利

用されている．また一方，最近ではこのような飛跡構

造に関するマイクロドジメトリで得られた出力を

PHITS などの汎用放射線輸送計算コードに取り込む

ことで，マクロドジメトリの観点から生物学的線量評

価に資するデータの医療分野などへの提供という新し

い展開が試みられていることは特筆されよう（佐藤の

記事を参照）．“LET”が生物学的効果を評価する際

に最適なパラメータとは言えないことは，従来より幾

度となく指摘されてきた（例えば平山等の記事を参照）．

飛跡構造解析の計算結果として微小領域の線量

（Lineal Energy, y）が“LET”に代わるパラメータ

として与えられ，トラック周辺の“y の確率密度分布”

を計算することでさまざまな生物影響をモデル化する

ことが可能であると佐藤らは主張している．数学に馴

染みの少ない放射線生物学分野の若い研究者も，「高

LET ほど生物影響が大きい」というこれまでの蓋然的

な捉え方からそろそろ卒業し，少し頑張って“LET”
に代わる新しい考え方を積極的に取り込む気概が必要

ではないだろうか． 
一方，マイクロ・マクロドジメトリの課題もまだ多

く残されている．渡邊が指摘しているように，タンパ

ク質や DNA が混在する細胞核のような不均一な凝集

系における飛跡構造のシミュレーションについては今

後の重要なテーマであろう．また DNA 損傷を取り上

げても，損傷部位の化学構造が大きくその後の修復過

程に影響を及ぼすことは想像に難くない．赤松はDNA
の切断部位のリン酸基の有無に着目し，酵素を利用し

た新しいアッセイ系を開発することで単なる鎖切断検

出から一歩踏み込んだ分析を行っている．どのように

して様々なバリエーションの DNA 損傷が生成するの

か，そのメカニズムについても大部分が未知である．

エネルギー付与からイオン化，電子放出とホール（正

孔）生成，準安定な中間状態を経て“損傷”として安

定化するまでの一連の反応を解き明かすために，本格

的な量子化学の参入が待たれる． 
一方，ESR 法により観測される照射後の細胞内で

徐々に増加してくる長寿命のラジカルが，バイスタン

ダー効果の因子ではないかと熊谷と菓子野は指摘して

いる．非 DNA ターゲットに関する研究はまだ十分と

は言えず，低線量リスクを考える上でも今後その重要

性が減じることは無い．ESR 法は簡便な分析法とは言

えず必ずしも現在広く普及している方法であるとは言

えないが，不対電子種（フリーラジカル等）に関する

情報を与える点で他の分析法に勝る特徴があり，化学

と生物を繋ぐ重要な架け橋としての立場は今後も変わ

らないであろう． 
 

生体内の反応に対する化学の貢献 

生体内では，修復タンパク質と呼ばれる一群の酵素

によって，大部分の DNA 損傷は効率よく修復される．

化学の分野の研究者が，修復タンパク質についての解

説を読んだ際に戸惑うのは，“リクルート”という言

葉である．例えば「・・・最初にタンパク質 A が DNA
損傷部位に結合する．その後さらにタンパク質 B がリ

クルートされることにより 3’側及び 5’側にニック

が入り・・・」などと使われる．さてこのリクルート

とは，あるタンパク質が別のタンパク質を呼び込むよ
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うな状況を想定しており，生物学の研究者はあまり疑

問に思わずこの言葉を使うことが多い．あたかも GPS
システムを搭載しているかのように“リクルート”さ

れたタンパク質は自分の仕事場を的確に把握し細胞内

を移動して行く・・・などということが，果たして本

当にあるのであろうか？化学の研究者は，「その反応

の pKaはどれくらいなのか？」と思わず質問をしたく

なるのではないだろうか．諸冨と矢野のトピックスで

ある「ライブセルイメージング」は，このような状況

に対して一石を投じる報告である．DNA の２本鎖切

断（DSB）修復経路のひとつである非相同末端結合修

復（NHEJ）を行う多数の基本因子（タンパク質）は，

これまで DSB 部位に順次集まって来ると考えられて

きた．諸冨らは，レーザーマイクロビームで細胞核中

に DSB を発生させた後，FRAP 法（光退色後蛍光回

復法）という手法でタンパク質が集積してくる様子（時

間依存性）を観測したところ，ほとんどの基本因子は

DSB 部位に同時に，しかも可逆的に離合集散する動的

定常状態にあるというものであった．一種の動的平衡

状態が細胞内の局所に実現しているというこのモデル

は，化学の研究者には受入れ易いモデルといえよう． 
言うまでも無く酵素反応を含め化学反応は，まずは

反応速度論で第一次近似されるべきであろう．そこで

は分子の熱的拡散と衝突という単純な物理要因により

反応が進行し，反応速度は分子の濃度に比例する．ま

た時間発展と共に逆反応も起こり，系は平衡に達する．

パルスラジオリシスに代表されるように，系の時間発

展を調べる手法は放射線化学の分野では一般的である．

この考え方を，生体修復のような反応場に拡張するこ

とは充分に可能であると思える．放射線のトラック中

に生じたイオン化・励起イベントを，DNA 損傷など

に置き換えることができるし，OH ラジカルが拡散し

つつトラック内で他の分子と反応して行く様子はタン

パク質が細胞内で自由拡散しつつ損傷部位と衝突する

様子に擬えることができる．マクロに捉えると，“DNA
修復”も熱平衡化する前の非平衡状態におけるダイナ

ミクスと言えよう．このような“化学的な”捉え方を

することで，以下に述べるような放射線に対する生物

応答に関する新しいフロンティアが拓けると期待でき

ないだろうか？ 
 
非平衡開放系（細胞）の状態間遷移（生か死か） 

：新しいフロンティアを目指して 

放射線が照射されたことにより，ある細胞の状態（通

常の状態）が別の秩序状態（アポトーシスや突然変異

などが誘発された状態）に自発的に遷移する仕組みを

理解するにはどうしたらよいのか．プリゴジンは散逸

構造論の中で 1)，自由エネルギーが増加するため本来

は自発的に進行しない反応であっても，平衡の近傍で

は他の反応と共役させることで（他の力を消費するこ

とで）それが可能になる場合があることを示した．そ

の背景には，生物系において見られる非平衡開放系に

おける自己秩序化に対する理解を目指していたことは

明らかである．これらの非平衡熱力学の特徴は系の状

態変化の速度，特にエントロピーの生成速度の問題を

扱わなくてはならない．多数の修復反応経路が相互に

影響し合う様子も，このような一種の共役反応として

捉えることが可能であり，フィードバックを掛け合う

複数の反応の時間に関する非線形な連立微分方程式と

して数学的には記述される．アポトーシスや突然変異

は，それらの解のうちのひとつであろう．非線形連立

微分方程式の解を求めるにはコンピュータによる解析

的な手法に頼る必要があるが，いずれにせよ系のダイ

ナミクス，DNA 修復であればタンパク質の離合集散

に関する時間発展の実験データが必要である．これま

でのコロニー形成法や免疫染色法などの生物学的手法

では，細胞内の経時的な変化を追跡することは難しい．

化学分野で行われている様々なダイナミクスに関する

研究法を適用することで，非平衡開放系の特徴的な反

応様態に関する情報が得られよう．例えばそれは状態

間の不連続な遷移（Fig. 1）や時間的・空間的な振動

構造（リズムや周期構造）の自発的発生など，生命を

特徴づける諸性質であると思われる．若い研究者の，

この分野へのチャレンジを期待したい． 

Fig. 1  放射線が照射された細胞のトリガー的な性質を持
つ状態遷移の模式図．2 つの遺伝子オペロンが相互にフィ
ードバックをかけ合い，かつ二つのリプレッサータンパク
質がオペレータへ結合すると仮定した場合の連立非線形
微分方程式の解は，双安定点を持つ位相曲線となる 2）．こ
れは，例えば細胞の正常な状態が放射線照射（摂動）によ
り別の状態（例えばアポトーシスなど）に遷移する際の，
特定の修復遺伝子発現のスイッチング（（X1, Y1）→（X2, 
Y2））に擬えることができる． 
 

 
1) 例えば G. ニコリス，I. プリゴジン著 散逸構造－自己秩

序形成の物理学的基礎－ 小畠陽之助・相沢洋二訳 岩波
書店（1980）などを参照． 

2)  H. V. ボルケンシュテイン著 生命現象の物理学 石坂
昭三監訳，宇佐美徳子・伊藤希訳 啓学出版 (1991)． 

遺伝子産物 X

遺
伝
子
産
物

Y

放射線照射(摂動）

不安定点

状態A （安定点：

正常な細胞の状態）

状態B （安定点：

アポトーシス）

Y1

Y2

X1 X2



 

38                                   放射線化学 

 

Abstract  
A MeV gaseous ion nanobeam system to be installed 

in an experimental room is developed to promote use 
of a proton beam writing (PBW) technique in many 
experimental laboratories. Gaseous ion beam from a 
plasma-type ion source, which is used in accelerators 
for this type of application, generally has a large 
source size of several hundred micrometers in 
diameter depending on the anode hole of the ion 
source. Thereby, high demagnification is a key point 
in a focusing lens system to obtain MeV proton 
nanobeams of 100 nm or less in diameter. In Japan 
Atomic Energy Agency (JAEA)，a new compact MeV 
focusing lens system in combination of the 
double-acceleration lens system and a MV 
acceleration tube was designed based on the ion 
optics calculation. 
Key words: MeV gaseous ion nanobeam system， 
Proton Beam Writing (PBW)， high demagnification， 
double-acceleration lens system， MV acceleration 
tube 

1. はじめに 

微細加工を目的としてマイクロメートルレベルの

解像度でレジストへのパターン描画を行うためにX線や

UVなどの光，集束電子線，及び金属イオンビーム（集束

イオンビーム（FIB）装置で発生）（以下，これらの光

及び荷電粒子線を線種と呼ぶ）が使用されてきた．微細

加工用のレジストにこれらの線種を用いて露光を行う

場合，図 1に示すように光ではマスク材を必要とし，電

子線では散乱が大きく，FIB で発生する Ga+金属イオンビ

ームでは，マイクロメートルの長深度加工が困難である

などそれぞれに欠点がある．また，これらの線種により

高アスペクト比を持つ長深度加工を行う場合，複雑な加

工プロセスを組み合わせて使用することが必要になり，

全体工程に長い時間を必要としていた.このため，加工

時間を短縮し，しかも自由度の高い加工プロセス技術の

開発が切望されていた．これに対し，従来の線種に比べ
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MeVエネルギー

軽イオン集束イオ

ンビーム形成装置

全長約30m 

3MVシングルエンド加速器 

図 2 原子力機構高崎量子応用研究所の高エネルギ

ー集束イオンビーム形成装置 

90°分析電磁石

図 1 線種による有機物中でのビームの広がり 



極微細加工用小型高エネルギー集束プロトンビーム描画システムの設計 

第 89 号 (2010)          39 

MeV エネルギー領域のプロトンビームは図 1 に示すよう

に物質中で散乱効果が小さく，直進性が高いため，レジ

ストの様な有機物に対して100マイクロメートルに近い

長深度の照射を行ってもビームの横方向の広がりが小

さく，直線的な加工ができる．さらに，プロトンビーム

はエネルギーを変えることで到達深度を制御すること

もできる．これらの利点から，MeV 領域の高エネルギー

集束プロトンビームを用いた微細加工技術であるプロ

トン・ビーム・ライティング(Proton Beam Writing，
PWB)1)は，100 ナノメートル領域の空間精度且つ高いア

スペクト比で3次元構造物の製作が可能な新たな加工技

術として光学材料や微生物捕獲材料等の分野で注目さ

れている 2)3)．原子力機構高崎量子応用研究所（以下，

原研高崎）においても，保有するマイクロビーム装置を

用いて PBW 技術の開発を進めている．このマイクロビー

ム装置は，最大加速電圧 3MV で高電圧安定度が要求され

る加速器と高分解能エネルギー分析電磁石を含む長尺

のビームライン及び10m程度のMeV集束イオンビーム形

成装置で構成されており，図２に示すように全長で 30m

を越える大型の装置となっているため，通常の実験室に

設置することは困難である．PBW 技術をさらに普及させ

るには小型の専用装置の開発が必須と考え，前述の大型

装置とは別にMeV領域イオンのナノビームを使用した極

微細加工用小型高エネルギー集束プロトンビーム描画

システムの開発を進めている． 

2.小型高エネルギー集束イオンビーム形成装置の設計 

プロトンビームのようなガスイオンビームを集束す

る場合，イオン源から小径のガスイオンビームを発生で

きれば低縮小率のレンズ系で容易に微細なビームを形

成できる．しかし，実際にガスイオンビームをプラズマ

型イオン源から発生する場合は，イオン源内のアノード

電極に開けた孔の径の数 100 マイクロメートルが，イオ

ンビーム径となり，これをナノメートルまで集束するに

は，縮小率 1000 を越える高縮小率のレンズが必要とな

る．さらに，小型のナノビーム形成装置を実現するため

には，この縮小率に加えて集束点でのボケを抑えるため，

収差の点からも検討し，設計することが必要になる． 

2－1.加速レンズの性質と高縮小率化 

高縮小率でコンパクトなレンズ系として，加速電極の

静電場による集束効果と電極間の一様電場により，加速

と集束とを同時に行う加速レンズを考案した（図3参照）．

このレンズの縮小率 M は， 

I

O

EaM
b E

=   （１） 

ここで，a，b はそれぞれ対物点距離及び像点距離で，

EO，EI はそれぞれレンズへの入射ビームエネルギー及

びレンズ通過後のエネルギーである．ナノビーム形成に

必要な高縮小率を実現するために，図 3に示すようにこ

のレンズを二段に連結したレンズ系を設計した．さらに，

このレンズ系とデュオプラズマトロン型のガスイオン

源とを組み合わせて，レンズ系の縮小率が従来のイオン

ビームの周桑レンズ系に比べて一桁大きい 1200 を越え

る keV 領域ガスイオンナノビーム形成装置を開発し

た．この装置を用いて，46keV，ビーム電流 100pA の

H2+ビームで，最小径 160nm 径の形成を実証した４）．

原研高崎では，この装置を出発点として，さらに MeV 領

域の高エネルギー集束イオンビーム形成を可能とする

照射装置の研究開発を進めている． 

2－1 小型 MeV 領域集束ガスイオンビーム形成装置用の

レンズ系の考案 

２段加速レンズ系に加えて，高エネルギー加速のため

加速管も第3の加速レンズと見なしてビーム軌道計算を

行った．ここでＭＶ級の加速管における加速電圧は

1.7MV とした．MV 領域の加速管では前段に配置される

加速レンズと違い全長が 1000mm と長いため，高い縮小

率を得ようとすると対物点から発したイオンの軌跡が

中心線と交わる集束点が加速管内に形成される場合が

あり，この場合集束したビームの利用が不可能になる． 

V 1～ 5kV  V 2～ 50k V V 0～ 10 0V 

 第 2 加速レンズ 
イオン源

図 3 keV 領域ガスイオンナノビーム形成装置の

概念図 

第1加速レンズ 
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(1)式による計算により，加速管の出口から集束点まで

の距離（ワークディスタンス）を 100mm，縮小率を 1，

対物点距離を 500mm とした場合，図 4に示すように、入

射ビーム加速電圧には 60kV 以上が必要であることを明

らかにした． 

2‐2 収差の検討 

一方，収差，特に球面収差と色収差の大きさは目標ビ

ーム径の 100nm より小さく抑える必要がある．対物点

距離を 500mm，加速電圧を 1.7MV としたときの球面収

差及び色収差の大きさを近軸方程式により評価した．こ

の評価では球面収差及び色収差がビームの発散角の三

乗及び一乗にそれぞれ比例すること，また，色収差はビ

ームのエネルギーの安定度にも比例することを用いた．

すなわち，収差を小さくするには発散角を小さくする必

要がある．これは加速管の前に小径の絞り電極を用いれ

ば可能であるが，必要以上に小さな径の絞り電極を使用

すると，加速管に入射するビーム電流が減少し，最終集

束点でのビーム電流も減少する．このため，発散角を決

めるのはビーム電流と収差の大きさの兼ね合いとなる．

今回の設計では，収差の低減を重視し，絞り電極の径に

0.3mmφを使用した．この絞りにより加速管に入射する

ビーム電流は約 1/40 に減る．この絞り電極により加速

管に入射するビームの発散角を
4101 −× rad，また，ビ

ームエネルギーの安定度も市販の高安定な高圧電源で

実現可能な 5101 −× とし，球面収差及び色収差の計算を

行った．その結果を図 5 に示す．図中，横軸の入射ビー

ムエネルギーが 100kV 程度までなら縦軸の収差の大き

さはビーム径の 100nm より小さく抑えられることが分

かる．すなわち図５に示した範囲ならば，ビーム径に及

ぼす収差の寄与は小さいと考えられる． 

 

2－3 小型高エネルギー集束イオンビーム形成装置の

光学設計の設計結果 

以上，検討してきた縮小率，ワークディスタンス及び

収差の大きさを考慮して，最終的に設計した小型高エネ

ルギー集束イオンビーム形成装置の配置及びビーム軌

道の概念図を図 6 に示す．これまで keV 領域のガスイ

オンナノビーム装置の開発では第2加速レンズで集束点

（図５中のクロスオーバー点）をレンズ外とするために，

加速電圧は 46kV 程度であったが，今回の設計では加速 

  

図 4 加速管内のビーム軌道（上半分の軌道を表

示する）．（利用可）は加速間外の結像，（利用

不可）は加速管内の結像を表す． 

図 5 入射ビームエネルギーに対する色収差及び

球面収差 

図 6 小型高エネルギー集束イオンビーム装置の概

念図 
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管により最終集束点を形成するため，その制約が外れる

ので加速電圧を 100 kV とし第 2 加速レンズ内でビーム

のクロスオーバー点（86nm 径）を形成させて，第 3 加

速レンズの対物点とした．最終的に，イオンビームは縮

小率が約 1 の加速管により，ワークディスタンス

100mm の像点で，ビーム径 100nm に集束されること

になる．本設計でのレンズ系のパラメータを表1に示す．

これにより，加速電圧 1.7MV でビーム径 100nm が達成

可能である．レンズ系の全体の縮小率は，約 2000 とな

るが，図 6 に示すとおりレンズ系の全長は約 2m 以下に

納まり，PBW 用の小型ガスイオンナノビーム形成装置

用として，縮小率及び大きさともに目標を満足するもの

となった． 

４.電流強度とイオン種識別 

加速管での収差を考慮すると，100nm 径のビームを

得るためにはビーム発散角を低減するために加速管の

入口に小径の絞り電極を必要とすることになるが，計算

の結果から，その径を 0.3 mm とすると集束点でのビー

ム電流は 0.25pA と見積もられ，PBW 用途として必要

なビーム電流に１桁以上少ない．これには，現状のデュ

オプラズマトロン型イオン源に代えてマルチカスプイ

オン源等の高輝度のガスイオン源を採用することが一

つの解決策と考える．また，ビーム中に含まれる分子イ

オンを含むイオン種の選別にはFIBで使用されているイ

オン種分析装置のウィンフィルターの搭載も必要であ

り，その設置場所は第2加速レンズと加速管の間500mm
の空間が適当であると考える． 

5.まとめ 

PBWのようなイオンビームを用いた微細加工技術をよ

り多くの実験室に普及させるため，省スペースな小型の

MeV領域ガスイオンナノビーム形成装置に適した集束レ

ンズ系の設計を行った．その結果，加速レンズ系と加速

管を組み合わせることで縮小率 2000 程度が得られる見

通しである．しかもレンズ系の全長は約 2m に納まり，

イオン源や照射チェンバーを入れた装置全体でも 4m 以

下が達成可能であり，通常の実験室への設置が十分可能

である． 

今後は，PBW 用の装置としてのビーム性能を追求し，

まずは今回設計したレンズ系とガスイオン源とを組み

合わせた装置で 1.7MeV で 100nm 径のガスイオンビーム

の形成を実証することを目指し，極微細加工用小型高エ

ネルギー集束プロトンビーム描画システムの開発を進

める予定である． 
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表－１ 設計の結果 

二段加速レンズ系 

 第 1 加速 

レンズ(V1) 

第 2 加速 

レンズ(V2) 

加速管（第 3

加速レンズ）

電圧(kV) 5 100 1700 

絞り(φmm) 0.2 0.3 0.3 

縮小率 178 13 0.9 

収差(nm)  <100 <100 

ビーム電流

(pA)  100 0.25 

ビーム径

(nm) 1120 86 100 
(最終集束点)

※イオン源でのビーム径=200μm， 

※ビーム電流は keV 領域ガスイオンナノビーム形成装

置で得られている実験値 100pA を基に，加速管の入口

部の絞り電極により減少する割合から算出した． 
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私が最初に読んだ放射線化学の論文は L. Kevan の

総説（Prog. Solid State Chem. 2, 304 (1965)）であっ

た。当時私は東京大学の原子力工学科の４年生であっ

た。４年生の春学期の授業に、教官が原子力工学の各

分野から選んだ代表的な論文のリストの中から学生が

それぞれ１つの論文を選んでみんなの前で紹介すると

いう授業があった。そのリストの中に上記の論文があ

った。私はそれを読んで紹介したのである。内容はほ

とんど忘れてしまったが、溶媒和電子に関するもので、

polaron などという初めて見る言葉も出てきたように

思う。この論文がきっかけになって溶媒和電子に興味

を持ち始めた。 

原子力工学科では当時４年生の秋学期から研究室に

配属されることになっていた。私は放射線化学の研究

室を希望してそこに配属された。そこで与えられた卒

論のテーマがイソプレンの放射線重合であった。当時

W. H. Hamill が有機ガラスに放射線照射すると

trapped electron が生成することを発見して、ガラス

状態の放射線化学が注目を浴びていた。このような流

れの中で放射線重合でもガラス状態での重合に興味が

持たれていた。イソプレンは冷却すると容易にガラス

状態になる。そういう訳で田畑先生はこのテーマを考

えたのであろう。 

このテーマには難儀した。イソプレンは重合しにく

い化合物である。照射には東大のコバルト６０を用い

ていたが、強度が弱いのでイソプレンはなかなか重合

しない。そこで原研高崎で照射してもらうことになっ

た。ここで事件が起こった。イソプレンをアンプルに

熔封し、デュワー瓶に入れて高崎に向かった。冬で列

車は暖房していた。そのうち列車の中で変な匂いがし

始めた。回りの乗客が騒ぎ出した。アンプルが完全に

熔封されていなくてイソプレンの蒸気が漏れ出したの

である。ほうほうの体で高崎駅にたどり着いた。この

とき、実験はもう金輪際やるまいと決意した。 

大学院に入ってまもなく対再結合に対するスキャベ

ンジャーの効果に関する G. R. Freeman の論文（J. 
Chem. Phys. 46, 2822 (1967)）を読んで強い印象を受

けた。その後大島先生が研究室の雑誌会でこの論文を

詳しく紹介した。教授や助教授の方が雑誌会で原著論

文を詳しく紹介するのは珍しいことであった。紹介の

際に大島先生は対再結合の寿命分布とスキャベンジン

グ収率は関係があるのではないかとおっしゃった。何

故かこの言葉が頭に残った。ある時学校をサボって喫

茶店でコーヒーを飲んでいて、スカベンジャー濃度の

関数としてのスキャベンジング収率と寿命分布はラプ

ラス変換で結びついていることに気付いた。実は原子

力工学科では自動制御の講義があってラプラス変換を

さんざん勉強させられていた。実験で求められたスキ

ャベンジング収率をラプラス逆変換して寿命分布も計

算してみた。この内容は修士論文に含めた。しかし、

まだ論文の投稿の仕方も知らず、論文には投稿しなか

った。それから１年程経って、A. Hummel の論文が

出て、彼も同じように考えたことが分かった。後年光

化学を勉強して、彼と私が発見した式は光化学でよく

使われている Stern-Volmer 式を一般化したものであ

ることが分かった。 

Freeman の論文を読んで対再結合の逃散確率にも

興味を持って、L. Onsager の論文（Phys. Rev. 54, 554 
(1938)）を読んだ。しかし、何度読んでも理解できな

かった。なぜ理解できなかったかというと、彼はスモ

ルコフスキー方程式から逃散確率の満たすべき微分方

程式を導出しているのであるが、その説明としてたっ

た１つの短い文しか記載していなかったからである。

論文には、彼の学位論文が引用されていたので、導出

の詳しい説明は学位論文に記載されているに違いない

と考えて、学位論文を取り寄せて読んでみた。しかし

学位論文は Mathiew 関数の数学的性質について書か

れており、問題の解決には役立たなかった。この問題

とは１０年間格闘して漸く逃散確率の満たすべき微分

方程式を導出することが出来た。 

Onsager はノルウェイの工科大学の化学工学科の

出身だが、数学の非常に得意な人であった。彼はしば

しば導出を省いて結果だけを示した。最も有名な例が

２次元のイジングモデルの解である。彼は１９４４年
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に解だけを示したが誰も理解できなかった。パリティ

の非保存の研究でノーベル賞を受賞した C. N. Yang
が１９５２年に Onsager と同じ解を導出して初めて

Onsager の解が正しいことが確認された。 

逃散確率については、その後 Onsager の理論をより

現実的な場合に拡張することも出来た。彼の論文では

正負の電荷はその距離がゼロになったときに再結合す

ると仮定されている。しかしこの仮定は分子系では必

ずしも現実的ではない。佐野尚武さんの協力を得て

Onsager の理論を正負の電荷がゼロでない距離で有

限の速度で再結合する場合に拡張した。この結果は最

近有機太陽電池の分野で重宝されている。 

対再結合だけでなくバルク再結合についても研究し

た。バルク再結合に対する外部電場効果について研究

し、反応分子のいずれかが電荷を持っていれば再結合

速度は外部電場に依存するという論文を書いた。とこ

ろが、ある時 W. Schmidt と話していたら、「Onsager
は再結合速度に対する外部電場効果はゼロであると言

っている」と言われた。この時は真っ青になった。

Onsager の論文（J. Chem. Phys. 2, 599 (1934)）を読

んでみると確かにそう書いてある。しかし、彼の論文

を詳細に検討してみると、彼が何故このような結論を

得たのかが分かった。彼はバルク再結合でも、対再結

合の場合と同じく、正負の電荷はその距離がゼロにな

ったときに再結合すると仮定していたのである。正負

の電荷がゼロでない距離で再結合する場合には再結合

速度は外部電場に依存する。 

大学院の博士課程では溶媒和電子について研究した。

当時溶媒和電子に関する最も大きな疑問は何故溶媒和

電子の吸収スペクトルはあのように幅広いのかという

ことであった。まだ電子計算機も十分発達しておらず、

溶媒和電子の理論は溶媒に対して連続誘電体モデルを

用いて構築されていた。連続誘電体モデルでは、溶媒

の双極子の配向は分極 P(r)を用いて表される。分極

P(r)は r を中心とした単位体積当たりの双極子の大き

さと方向を表す。電磁気学の教科書によれば、分極 P、
電場 E、電気変位 D の間には２つの関係式があり、例

えば電気変位 D が与えられれば、分極 P は一義的に決

まってしまう。分極 P(r)が決まれば、電子に対するポ

テンシャル V(r)が決まる。ポテンシャル V(r)が決まれ

ば、シュレーディンガー方程式によって溶媒和電子の

波動関数Ψ(r)、エネルギー準位 E が決まる。一方、

溶媒和電子の波動関数Ψ(r)が決まれば、溶媒和電子の

電荷分布 ρ(r)が決まり、電気変位 D(r)が決まる。J. 
Jortner らはこのように考えて、溶媒和電子の波動関

数Ψ(r)と分極 P(r)は self-consistent でなければなら

ないと主張した。 

もし溶媒和電子の波動関数と分極が self-consistent
でなければならないなら、溶媒和電子の基底状態に対

して分極は一義的に決まってしまう。従って、もし溶

媒和電子の光学遷移がフランク・コンドン原理によっ

て起こるとすれば、吸収エネルギーも一義的に決まっ

てしまうはずである。即ち、溶媒和電子の幅広い吸収

スペクトルは説明できない。そこで Jortner らは、溶

媒和電子の中心に溶媒が存在しない領域（cavity）が

存在し、cavity の半径が分布しているために幅の広い

吸収スペクトルが現れると主張した。 

 しかし Jortner の議論はどこかおかしいと感じた。

溶媒を分子論的に考えると、溶媒和電子の周囲の溶媒

分子の配向は一つの構造をしているわけではなく、あ

る構造を中心としてその周りで揺らいでいると想像さ

れる。一方、連続誘電体モデルによると、溶媒分子の

配向を表す分極 P(r)は上で述べたように一義的に決ま

ってしまう。この矛盾はどうして生じるのであろう

か？この矛盾の原因を一生懸命考えた。結論は、電磁

気学における分極 P、電場 E、電気変位 D の間の２つ

の関係式は電場と平衡にある分極Pに対して成り立つ

式であり、実際にはPは平衡値の周りで揺らいでおり、

揺らぎの過程で２つの関係式を満たさない値を取りう

るということである。２つの関係式を満たさない分極

を「非平衡な分極」と呼ぶことにする。 

電磁気学の教科書は平衡な分極についてしか記述し

てないので、非平衡な分極を作るのに要するエネルギ

ーを計算しようと思っても電磁気学の教科書に出てく

る式は使えない。根本から考え直して非平衡な分極を

扱うための理論を作った。それに基づいて溶媒和電子

の理論を構築し、溶媒和電子の吸収スペクトルが異常

に幅広い理由を説明することが出来た。 

後年 R. A. Marcus の電子移動理論を勉強して、彼

も電子移動の理論を構築するのに非平衡な分極を考え、

私と同じように非平衡な分極を作るのに要するエネル

ギーを計算していたことがわかった。１９８０年代当

時電子移動に関する最も大きな疑問は何故 Marcus の

理論で予言された逆転領域が観測されないかというこ

とであった。彼は電子移動の速度を計算するのに電子

移動する前と後の自由エネルギー曲線はどちらも同じ

曲率の放物線で表されると仮定している。１９８０年

代半ばに垣谷さんらは両者の曲率が異なると仮定すれ

ば逆転領域が観測されないことを説明できると主張し

た。私は溶媒和電子の理論を構築する際に非平衡な分

極とそのエネルギーについていやというほど考察して

いたので、彼らの論文を読んで直感的におかしいと感

じた。電子移動する前と後の自由エネルギー曲線はど

ちらも一般的には放物線ではない。その場合でも両者

の間には非常に簡単な関係が存在することを理論的に
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示した。この関係を用いれば、垣谷さんらが仮定した

ことは原理的に起こりえないことを示した。 

この仕事をした後、志田さんが主催する研究会に呼

んでいただいた。そこで彼から、「立矢さんの電子移

動の話は２０年前に溶媒和電子の研究をしていた時に

言っていたことと基本的に同じだ。しかし２０年経っ

てもまだ通用するというのはさすがである。」という

コメントをいただいた。垣谷さんらの理論が出たとき、

Marcus はそれを非常に気にしていたが、どこがおか

しいか分からなかったようである。私の論文が出たと

き、Marcus は非常に喜んでいたと後で M. D. Newton
から聞いた。 

溶媒和電子に戻って、溶媒和電子の生成で過剰電子

が溶媒和を完成させるのにどのくらいの時間がかかる

かは大いに興味のあることであり、高速分光法が発達

すると恰好の研究対象になった。誘電体の緩和には２

種類の緩和時間が考えられる。１つは電場を一定に保

ったときに観測されるもので横緩和時間と呼ばれる。

もう１つは電気変位を一定に保ったときに観測される

もので縦緩和時間と呼ばれる。縦緩和時間の方が横緩

和時間より短い。 

溶媒和電子の生成の場合には、過剰電子の電荷は一

定であるから電気変位は一定であり、溶媒和の時間は

縦緩和時間で決まるという議論がある。しかし、これ

は正しくない。過剰電子の電荷は確かに一定であるが、

溶媒和が進むとともに過剰電子の波動関数（電荷分布）

が変化するので、電気変位は時間とともに変化する。

このことを考慮して溶媒和電子における溶媒和のダイ

ナミックスを理論的に研究し、溶媒和は溶媒和電子の

中心から離れたところで最初に完成し、中心に向かっ

て進んでいくという結論を得た。 

 この研究は私が米国留学中に始めて、帰国してから

完成させた。幸いにも J. Chem. Phys.に accept され

たが、帰国後就職浪人をしていたので出版費が出せな

い。そこで留学中に滞在していたノートルダム大学放

射線研究所の所長の R. H. Schuler に出版費を出して

くれと頼んだ。しかし、彼は「溶媒和が外側から起こ

るというのは直感に反する」と言って、出版費を出す

ことを拒否した。しばらくして Freeman がカナダの

バンフで ”Electrons in Fluids”という国際会議を開

催した。この会議に放射線研究所から船橋さんが出席

した。彼は研究所に戻ってきて、Schuler に「会議で

Onsager は立矢と同じことを言っていた」と報告した。

それで Schuler は出版費を出すことに同意した。 

残念ながら私この会議には出席出来なかったが、こ

の会議の Proceedings は質疑応答も含めて Can. J. 

Chem. 55, No. 11 (1977)に掲載されているので、

Onsager の発言内容の要旨を読むことが出来る。そ

れによると、Jortner が電子の溶媒和に関して講演し、

それに対して Onsager が私の結論と同じことを言っ

ている。彼はこの会議の直後に亡くなった。後で

Jortner と話したところによれば、Onsager がどのよ

うにしてこの結論に至ったかは会場の誰も理解でき

なかったそうである。しかし、彼は Onsager のコメ

ントを広く学界に知らしめ、この現象は inverted 
snowball effect（逆雪だるま効果）と呼ばれるように

なった。 

人々は逆雪だるま効果をイオンの溶媒和に適用した。

最初、逆雪だるま効果を支持する結果が得られた。し

かし、さらに詳しく調べると、実験でもシミュレーシ

ョンでも全て、逆雪だるま効果と正反対の結果が得ら

れた。そこで大混乱が起こった。この騒動には P. G. 
Wolynes や G. R. Fleming 等、当代有数の物理化学

者の多くが巻き込まれた。しかし Onsager はもうい

ない。そこで彼のコメントを理解するためのヒントを

得ようとして彼の最後の学生のところまで聞きに行

った者もいた。しかしヒントは得られなかった。J. 

Klafter と I. Rips は「今度こそ Onsager は間違え

たかどうか」で賭けをしたそうである。 

この混乱は私が J. Chem. Phys.に発表した論文を示

すことによって収まった。私の結論も Onsager のコメ

ントも「電子」の溶媒和に対してなされたものであり、

逆雪だるま効果は「イオン」の溶媒和には当てはまら

ない。「イオン」の溶媒和では電荷は常に中心に局在

化されているが、「電子」の溶媒和では電荷は最初か

なり広く非局在化されていて、溶媒和が進むにつれて

中心に局在化されていくと考えられる。「電子」の溶

媒和で中心からかなり離れた点を考えると、過剰電子

の電荷は、最初からすべて、その点を通る球面の内側

にあり、時間とともに過剰電子の電荷分布が変わって

も電気変位は変化しない。従って溶媒の分極は縦緩和

時間で起こる。一方、中心から近い距離を考えると、

最初は一部の電荷しか、その点を通る球面の内側に存

在していないが、溶媒和が進むとともに外側から電荷

が流れ込んでくるので、電気変位は時間とともに増加

する。従って、溶媒の分極が電気変位と平衡になるま

でには縦緩和時間以上の時間がかかることになる。こ

れが逆雪だるま効果の原因である。 
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 8 月 28 日から 9 月 2 日にかけてハンガリーのケスト

ヘイ(Keszthely)で開催された第 26 回ミラー会議(The 
26th Miller Conference on Radiation Chemistry)に参

加した．ケストヘイは，首都ブダペストから約 190km
南下したところにある保養地で，ヨーロッパ最大の淡水

湖，バラトン湖の湖畔に位置する．時節柄，湖畔周辺は

日光浴や水泳を楽しむ人たちで大変賑わっていた． 
このミラー会議は，ヨーロッパ各国で隔年に開催され

るが，歴史的背景もあり過去半数は英国で開催されてい

る．会議では，放射線化学の基本作用，光子・電子線及

びイオンビームの反応，無機・有機物の放射線分解，生

体組織の放射線化学，重合反応や EB/UV による表面硬

化等の高分子化学，環境保全への放射線利用，食品照射，

放射線滅菌等，放射線化学に関係する広範囲の分野から

発表が行われる．今回の参加者は，21 ヶ国から 120 名

程であった． 
口頭発表は20件あり，各分野からの招待講演の形式で

行われた．初日夕食後に，分子動力学と反応速度論に関

する自由電子移動の研究発表があったが，夜に成田空港

を発ち，パリでの飛行機の乗り継ぎと，更に3時間半の

バス移動での現地入りに，時差ボケとも疲労ともわから

ない状態で参加していたのを記憶している． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口頭発表会場の様子 
2日目の午前には若手研究者のセッションが設けられ

ていた．ここでは，高エネルギー重粒子線による水の放

射線分解やγ線照射によるPPフィルムへの刺激反応性

モノマーのグラフト重合，電離放射線によるDNA損傷の

新たな分析技術に関する研究等，8件の発表があった．

発表時間は各々15分と，一般の発表の1時間に比べて短

いものの，独特の雰囲気の中で堂々と発表する姿を羨ま

しく感じた． 
2日目の午後から各分野を代表する発表が順次行われ

た．発表内容は，高温水中の水和電子吸収や量子ドッ

ト・ナノチューブにおける励起子の確率的処理，水性懸

濁液におけるナノ粒子表面のラジカルの反応メカニズ

ム，DNA-タンパク質複合体の放射線損傷，高分子生体

材料の合成・改質・滅菌への放射線利用等であるが，こ

れらを正しく理解するには，それぞれのベースとなる専

門知識が必要であることを痛感した．残念ながら筆者の

理解できるものは限られてしまった．ただ，電子線処理

による染色廃液の処理に関する発表は，専門分野が近い

こともあり興味深く聞くことができた． 
 3日目の夕食後に行われたポスター発表は50件あり，

筆者も "Energy deposition by low energy electron 
beams in polymer materials”のタイトルで発表した．興

味を持って下さった方々と多少なりとも議論をし，助言

を頂けたことは励みになった． 
 4日目の午後にはエクスカーションが設定されていて，

会場からバスで1時間程のところにある，シュメグ城を

訪ねた．小高い丘の上に建つこの城は，16世紀にはオス

マントルコ軍を撃退した要所でもあったようである．中

庭では中世の騎士に扮して，槍試合などのショーが催さ

れた．城塞内部は博物館にもなっており，ガイドの案内

で一通り見学した後，古城内での夕食が用意されていた．

こちらも中世を模した料理とあって，豪快でしかも手づ

かみで食べなければならないシステムで，いささか閉口

した．要領の良い先生方はナイフとフォークを貰ってい

たようである． 
 
 
 
 
 
 

The 26th Miller Conference on Radiation 
Chemistry 参加報告 

海外レポート 
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ポスター発表会場の様子 
 
 5日目は，朝から夜まで通常のプログラムで進行した

が，この日の夜は最後ということもあり，親しくなった

仲間同士で飲みに出かける人が多かった．筆者も一団に

加えて頂き，最終日を満喫した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エクスカーションで訪れた古城内のレストラン 
(日本からの参加者) 

 
 今回ミラー会議へ初めて参加して，プログラム編成が

他の国際会議と異なっているので戸惑ったのを覚えて

いる．発表が朝から昼までと，夕食後から夜10時頃まで

に分かれていて，昼食後から夕食までの間，プログラム

が組まれていなかったのである．この間の時間の使い方

は様々で，ホテルのロビーでパソコンを操作する人(ロビ

ーからはインターネットが利用できた)，湖で遊ぶ人，近

くに散策に出かける人などがいた．家族連れで参加して

いる人が多かったことを考えると，このプログラム編成

に納得がいった．当初120名の参加者で少ないと感じた

が，朝昼晩と同じ場所で食事をするので，偶然同席にな

った人と会話を交わす機会もあった．会話をしたことが

なくても参加同士お互いの顔は知っているので，すぐに

打ち解けることができた．今思い返すと，活発な討論が

あり，リフレッシュできる時間があったこの会議を体験

できたことは，有意義なことであった． 
最後に，本国際会議へは，東京大学のグローバル COE

プログラムから助成を受けて参加した．このような機会

を与えて下った大学関係者並びにこのプログラムに推

薦して下さった勝村教授に心から感謝致します． 
（東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 

  勝村研究室 榎本一郎） 
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2009 年 12 月 6 日～10 日，オーストラリア・ケアン

ズにおいて 11th Pacific Polymer Conference (PPC)が
開催された．2 年毎に開催される PPC は，主に環太平

洋の国々の高分子研究者らが集う国際会議であり，筆者

は初めて参加した．ケアンズは，オーストラリア大陸の

北東岸に位置する都市で，成田から直行便で約 7 時間の

距離である．時差も 1 時間と小さく，時差ぼけに弱い筆

者の体には優しい場所である．ただし 12 月といえば，

日本は寒い冬であるが，南半球のオーストラリアは“夏”

である．特にケアンズは緯度も低く，昼間は 30℃を超

える暑さであった．外を歩けば，汗が吹き出るが，湿度

は低く，風も心地よく，耐えられない暑さではなかった． 
本会議は，オーストラリア高分子学会主催の下，参加

者約 850 人，口頭発表約 560 件，ポスター発表約 380
件という概要で，ケアンズコンベンションセンター(写真

1)なる大きな施設が貸し切られて行われた．会議の一日

のスケジュールは，高分子研究第一線の研究者による講

演”Plenary Talk”から始まる．その後，8～10 の講演会

場に分かれて同時並行に各セッションが始まり，1 時間

もしくは 2 時間おきに Refresh Time で一息，その後再

開，という流れであった．高分子研究の多様性に応じて，

セッションの内容・数ともに多岐に渡り，本レポートで

は，筆者が見聞きした範囲内で報告させて頂く． 
筆 者 が 主 に 聴 講 し た セ ッ シ ョ ン “ Radiation 

modification of Polymers ” は ， “ Polymers for 
Photolithography”セッションとの共催という形で進行

され，口頭発表約 30 件がなされた．レジスト材料，リ

ソグラフィに関する発表が多くなされ，解像度や感度，

LER(ラインエッジラフネス)の改善についての様々な試

みが紹介された．極紫外や電子線リソグラフィに関して，

多くの化学増幅及び非化学増幅型レジスト材料の提案

があり，放射光や集束イオンビームによる直接エッチン

グに関する研究も紹介された．また，微細加工後に高分

子の自己組織化能を用いて LER を改善する研究は大変

興味深かった．レジスト材料等の発表以外には，「イオ

ンビームによる高分子薄膜へのナノチャンネル形成と

その機能化」に関するトピックが関心を引いた．放射線

加工とリビングラジカル重合法をうまく組み合わせた

高分子薄膜の機能化の例である．イオンビームにより高

分子薄膜にナノチャンネルを作製し，ナノチャンネル内

のカルボキシル基を利用したリビングラジカル重合に

より機能性置換基を導入すると，高分子薄膜は，バイオ

センサーやダイオード的機能などを有する高機能化薄

膜となる，という研究発表であった．放射線加工に他の

高分子加工技術を取り入れることにより，様々な可能性

が広がることを実感した．他に，樹脂への異なる波長の

光照射による硬化・分解の制御に関する研究，宇宙空間

におけるポリイミド・ポリエーテルイミドの劣化評価，

電子線パルスによるナノハイドロゲルの合成，ポリアニ

リン及びポリアニリン/ポリ塩化ビニルブレンド物等へ

の放射線照射による電気伝導度促進効果，など多彩な発

表が行われた． 
本“Radiation modification of Polymers”セッション

については，Radiation Physics and Chemistry の特集

号として刊行される予定である．詳細は，刊行された際，

参照されたい．   

 
 
 

 
 
 
 
 

11th Pacific Polymer Conference 参加報告 

写真 1 ケアンズ コンベンションセンター 

海外レポート 

写真 2 メイン講演会場の様子 
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ここで他のセッションについても，少々触れておく．

数多のセッションが開かれていたが，太陽電池，バイオ

マテリアル関連の分野は発表の量・聴衆の多さ共に多く，

活気を帯びていた．置換基制御により機能改善を試みた

有機 EL，分子間力等の弱い相互作用を利用した自己組

織化，リビングラジカル重合に関する研究等は注目を集

めていた．制御可能な反応を利用し，高分子の構造制

御・新機能付加を狙った研究が多いと感じた． 
ポスター発表は，2 日目・3 日目の夜 6 時より行われ

た．食事も用意されていたため，開始直後は皆食事に熱

心であったが，徐々にポスターを前に議論が活気を帯び

ていくようであった．発表内容においては，“バイオマ

テリアル”“環境”というキーワードが散見され、医療

応用、環境問題への関心が伺えた．筆者のポスター(セル

ロース誘導体ラジカルの ESR に関する研究)にも，多分

野の研究者が訪れ，中には”セルロース“という言葉に

魅かれて見に来る方もいた．多分野の方々と交流する際

には，より基本に立ち返って説明する必要があり，新し

い目で自分の研究を見つめ直す良い機会となった．ポス

ター発表の最中，会場に大蛇やコアラが現れるサプライ

ズ(もちろん飼育員も同伴)もあり，写真を一緒に撮影す

る人だかりも見えた． 
4 日目の夜には，“ Radiation modification of 

Polymers”セッション参加者の晩餐会が，ケアンズのオ

ーストラリア料理店で執り行われた．メインディッシュ

は，ビーフ・カンガルー・パラマンディ(オーストラリア

料理に用いられる白身魚)の中から選択する形式で，筆者

はビーフをオーダーしたが，カンガルーも味見させて頂

くことにした．案外あっさりして美味しいではないか，

とびっくりしたその時に Prof. David Hill が現れ，「カ

ンガルーは低脂肪でヘルシー」と教えてくださり，皆納

得の表情であった．オーストラリア料理に舌鼓を打ちつ

つ，和やかな交流の機会となった．写真 3 は，本晩餐会

において撮影されたセッションオーガナイザーの3先生

方の写真である． 
また，最終日の夜には，会議全体での Banquet が開

催された．広い会場に何百人もの人々が着席し，何故か

ピンク色のライトに照らされ，これからエンターテイメ

ントショーでも始まるかのような雰囲気の中，オースト

ラリア高分子学会会長の Prof. Andrew Whittaker が挨

拶を行い，開会が宣言された．途中，舞台で原住民のア

ボリジニの方々の踊りが始まり，有志が踊りに加わるよ

う促される場面もあり，非常に和やかな文化交流のひと 

 
 
 
 

時であった． 
本会議に参加して，高分子研究の広い世界を実感する

とともに，高分子研究の最先端を俯瞰するに非常に良い

会議であると思った．これからの放射線と高分子を考え

る上でも，非常によい知見を広めることができ，今後の

研究の糧になると今は確信している．次回 PPC は，2012
年 11 月 13 日～18 日に韓国の済州島で開催されると聞

いている．興味のある方は是非参加してはいかがだろう

か． 
最後に，本会議で素晴らしい経験をさせて頂くにあた

り，お世話になった諸先生方，諸先輩方，写真を撮影し

て頂いた早稲田大鷲尾研の学生の方々に感謝申し上げ，

参加報告とさせて頂く． 
（原子力機構 佐伯誠一） 

 

写真 3 “Radiation modification of Polymers” 晩餐会にて
Prof. David Hill (左), Prof. Seiichi Tagawa (中央) 
Prof. Olgun Guven (右)  
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 2009 年 9 月 24 日（木）から 26 日（土）の日程で，

福井県福井市，福井工業大学福井キャンパスにて第 52
回放射線化学討論会が開催された．今回の討論会は福井

工業大学で開催ということで会場の設営など準備があ

り，討論会を運営していくことがこんなにも大変だとい

うことを痛感した．討論会を運営する機会など滅多にな

いことであることを考えると非常に貴重な体験をさせ

て頂いたと感謝している． 
討論会 1 日目は，午前中に 7 件の口頭発表，1 件の依

頼公演，昼食を挟み午後より 15 件の口頭発表が行われ

た． 
午前は放射線化学の基礎過程についての理論，実験で

あり，次のように発表が行われた．1O-01「逃散確率に

対する Eigen Model および Braun Model は正しい結果

を与えるか？」，1O-02「暗黒物質探索用液体希ガス検

出器の放射線特性」，1O-03「運動量イメージング法に

よる内殻励起フロン分子の解離ダイナミクスの研究(3)」，
1O-04「放射光を用いた Cold Electron Collision 実験」，

1O-05｢放射線・紫外線分解により生じたフリーラジカル

を用いた動的核スピン偏極法の開発と高感度NMRへの

応用｣，1O-06｢放電法によるかご型オクタシルセスキオ

キサンへの水素原子の包接｣，1O-07｢固体パラ H2 中に

おける H 原子とオルト D2との相互作用：ESR 線幅とス

ピンフリップラインからの考察｣等 7 件の口頭発表が行

われた．口頭発表を聞き，耳に入ってくる言葉の大半が

聞きなれない言葉で，新鮮な気持ちで発表を聞くことが

できた．興味を抱く内容ばかりで良い勉強となったと感

じている． 
次に，1I-01「大型クラゲから見つけた新物質クニウム

チンの可能性：高齢者医療からナノテクノロジーまで」

と題して理化学研究所丑田公規先生による依頼公演が

行われた．講演時には新聞の取材が入っており，エチゼ

ンクラゲの被害を受ける福井県にとって丑田先生の講

演は非常に注目度の高いものであった． 
 昼食を挟み，午後はイオン ラジカル反応に関する発

表が行われた．以下に発表題目を記す．1O-08｢ガンマ線

および電子パルスビームを用いたラジカルアニオンの

分解過程の研究（その 1）；イオウ-イオウ結合の解裂｣，

1O-09｢高濃度塩水溶液中水和電子のパルスラジオリシ

スによる研究｣，1O-10｢分光学的手法による重イオン誘

起活性種反応の観測｣，1O-11｢放射線照射によるアルキ

ルチミンおよびアウキルウラシルから生成するラジカ

ル種の収率｣，1O-12｢高速炭素クラスターイオン照射に

よるアルミナからの発光測定｣，1O-13｢放射線プロセス

における線量および線質の選択：1 分子あたり線量なら

びに平均衝突間距離の有用性に関する考察｣，1O-14｢γ
線誘起水素生成における線量率依存性と固体添加効果｣，

1O-15｢フッ素化ナフタレンの放射線化学反応初期過程

に関する研究｣， 1O-16｢電子線により帯電した高分子の

特性評価｣，1O-17｢低エネルギー電子線グラフト法によ

って得たフッ素系高分子膜の傾斜機能性の評価｣，1O-18
｢量子ビームによるフッ素系高分子の微細加工｣，1O-19
｢固体ポリマー中におけるヨードニウム塩の酸増殖連鎖

反応｣，1O-20｢架橋 PTFE 微細加工体をモールドとした

ナノインプリントに関する研究｣，1O-21｢ポリスチレン

‐ポリ（4‐ヒドロキシスチレン）共重合体のカチオン

ダイナミクス｣，1O-22｢共役高分子・有機固体結晶・超

分子構造体中における本質的電荷輸送特性の包括的評

価｣，午後からの講演は凝縮相，高分子に関する発表が

多く見受けられた．私自身の研究においても、高分子へ

の放射線照射効果等の内容を含むため良い勉強になっ

た．以上のよう 1 日目は 22 件の口頭発表，1 件の依頼

公演が行われた．多岐にわたる分野の講演が行われ，非

常に勉強になることが多く有意義な時間を過ごすこと

ができた． 
筆者自身，討論会の受付，準備などですべての講演発

表は聞くことができなかったが、空いた時間に講演を聞

くことができた．初めての放射線化学討論会の参加であ

ったが様々な研究分野で活躍されている先生方，学生の

方とお話することができ，自身の見識を広げることがで

きたと感じている．本討論会での活発な議論が素晴しい

研究成果に繋がることを強く願い，報告を終わりたい． 
（福井工業大学大学院工学研究科 田中健司） 

第 52 回放射線化学討論会報告(1 日目) 
ニュースニュース
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第 52 回放射線化学討論会は，例年よりも少し早い

2009 年 9 月 24 日(木)から 26 日(土)にかけて福井県の福

井工業大学 福井キャンパスにて開催された．二日目の

講演は，口頭発表が 9 件，総会，受賞講演，井口先生追

悼講演，福井県おける原子力・放射線利用に関するシン

ポジウムが執り行われた． 

午前中の口頭発表は，まず白金でイオン交換したナフ

ィオン膜に関して，自由体積と酸素透過係数の相関から，

酸素透過は高分子の硬さも重要であるという Hamdy 氏

の発表から始まった(2O-01)．次に市川恒樹氏がガラス

状高分子中のポジトロニウムに関して，捕捉電子同様に

自ら最適なサイズの空孔を作って安定化することを明

らかにした(2O-02)．発表後には，様々な質疑応答と多

くの人々の熱い議論が交わされた．その後，平出哲也氏

がスピン相関のあるオルソポジトロニウムと OH ラジ

カル間の反応を量子ビートとしてその変化を測定する

ことに成功したことを報告した(2O-03)．筆者にとって，

馴染みの少ないポジトロニウムに関する発表でしたが，

新たな研究視野を広げるうえで，大変参考になり，刺激

を受けた．続いて，熊谷友多氏がシリカコロイドを含む

水溶液中での水の放射線分解による OH ラジカルの反

応をパルスラジオリシス法を用いて時間分解で調べ，粒

径の小さなものほど捕捉能が高い傾向を示唆(2O-04)し

て，第一セクションを終えた．第二セクションでは，佐

伯誠一氏が放射線照射後に残存する長寿命なカルボキ

シメチルセルロースラジカルの減衰挙動を ESR 法によ

り観測して，カルボキシメチルセルロースの濃度依存性

からカルボキシメチル基以外の部分へのラジカル移動

が起こっていると推察した(2O-05)．次に端邦樹氏が抗

酸化物質エダラボンの誘導体と OH ラジカルの反応性

からフェニル基への OH 付加反応であることを報告し

た(2O-06)．続いて，翠川匡道氏がパルスラジオリシス

法によるスピントラップ剤CYPMPOの水分解ラジカル

との反応性に関して発表を行った(2O-7)．休憩をはさん

だ後，山下真一氏と前山拓哉氏が治療用重粒子線ブラッ

グピーク付近における水分解(2O-08, 09)に関して，ケイ

光プローブを用いた OH ラジカル収量測定からフラグ

メンテーションの寄与が主体的になることを明らかに

した．また，核破砕の OH ラジカル収量への寄与を報告

し，午前のセクションは終了した． 

総会と昼食の後に，早大理工研の鷲尾方一氏の受賞講

演「コンパクト高品質量子ビーム源の開発と利用」が行

われた．高品質電子ビーム装置に関する電子ビームの発

生，制御，軟 X 線発生システムやパルスラジオリシスシ

ステム開発に関する最新の技術が紹介され，多くの研究

者にとって，非常に興味深い話となった． 

その後，井口先生追悼講演が行われ，日本の原子力発

電の四分の一を担う福井県における原子力・放射線の利

用とその取り組みに関する講演とパネルディスカッシ

ョンが行われた．次世代エネルギーと地域の共存を考え

る有意義な経験となった． 

二日目の講演後には，福井アカデミアホテルにて懇親

会が催され，とても和やかな雰囲気で，多くの研究室の

学生や講師の先生方とおおいに親睦を深めることがで

きた．他の研究分野を専攻する方々との交流により，

様々な興味深い話が聞け，非常に良い刺激になった． 

最後に，筆者は本討論会では，3 日目のポスター発表

に参加した．今後研究を進めていく上で，三日間非常に

貴重な経験をさせてくださった多くの方々にこの場を

借りて厚く御礼申し上げる． 

（北海道大学大学院工学研究科 石垣彰大） 

 

第 52 回放射線化学討論会報告( 2 日目) 

ニュースニュース
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第三日目の講演会は，液中での放射線過程のセッショ

ンで幕を開けました．イオン液体における放射線過程に

関する発表（3O-01~02）では，通常は溶質として扱わ

れるような物質が溶媒として存在することを興味深く

感じました．同時に，特有の溶解特性や物理的性質を有

するイオン液体が，放射線化学の俎上に乗ることによる

研究展開の広がりに，大きな魅力を感じました．また，

東大のグループによる超臨界水の放射線分解挙動の一

連の研究（3O-03~05）では，超臨界水特有の構造・反

応特性を示唆する興味深い結果が得られていました．特

に，臨界点付近での局所密度ゆらぎは，亜臨界・超臨界

溶媒の最大の特徴の一つであるだけに，その影響に対す

る実験・シミュレーション両面での今後のアプローチに

大きな期待がもたれます．さらに，阪大のグループの，

フェムト秒パルスラジオリシスによる研究（3O-06~07）
では，水和電子生成過程や高励起状態ラジカルカチオン

の減衰挙動などの初期過程に関する定量的な知見が得

られつつあることに強い感銘を受けました． 
続いて，籏野先生に，「放射線化学基礎研究における

課題と将来への展望」と題したご講演（3R-01）を頂き

ました．初期過程の重要性と，その解明に向けた理論・

実験双方からの研究の成果を，歴史的経緯とともに明解

にお話していただきました．シンクロトロン放射光を利

用した原子・分子の振動子強度分布や励起状態の研究が

特に印象に残りました．一方で，凝縮相における課題が

多く残されているとのご指摘には，固体を対象として扱

う研究者の一員として，その解明への意欲を掻き立てら

れました． 
午後のセッションでは，生体分子や細胞をも含む有機

物における放射線過程に関する発表が行われました．北

大のグループは，ピリジン‐塩素原子コンプレックスの

光反応の定量的な解析に成功していました（3O-08）．

神戸大のグループによる，アスパラギン酸の軟 X 線領域

における円二色性の研究（3O-09）では，放射線を利用

した新たな分析手法への可能性が感じられました．阪大

グループによるオリゴヌクレオチドでのアデニンカチ

オンラジカル挙動の解析（3O-10）では，DNA の電子機

能の観点からも興味深い現象が報告されていました．上

記２件の生体分子に関する報告とは対照的に，名大のグ

ループによる細胞内の長寿命ラジカルのバイスタンダ

ー効果に関する報告（3O-11）では，長時間持続する照

射効果とその影響の広がりが観測され，さらには突然変

異への影響も論じられており，生体システム特有の照射

効果として強い印象を受けました．また，原研のグルー

プによる空気中 VOC 酸化に関する報告（3O-12）では，

電子線照射と触媒との併用による興味深い相乗効果が

明確に議論されていました． 
さらに，当日は昼食後にポスターセッションが行われ

ました．セッション開始前には，ポスターパネル間の間

隔にも余裕があり，広々とした会場だと感じていました．

しかし，セッションが開始されると，文字通り熱気にあ

ふれた会場となりました．（非常に熱気にあふれていた

ため，筆者は涼を求めて何度か会場外に休憩に行きまし

た．）33 件もの発表がなされ，筆者も発表を行ってい

ましたため，多くのポスターではじっくりと議論するこ

とができませんでした．そのため，ここでは個別の発表

についての言及は控えます．全体としての印象を敢えて

一言でまとめるなら，基礎から応用に至る幅広いフェー

ズの研究が，多様な放射線と観測手法を利用し，様々な

物質系を対象としてなされていた，という印象です．そ

の多様性には非常に強い刺激を受け，新たな研究展開へ

の意欲がわきました．一方で，若手が全ての研究発表を

理解するためには，「放射線化学のすすめ」が必携であ

ると感じます． 
放射線化学討論会には，東北大学大学院工学研究科応

用化学専攻 浅井研究室のグループとして，今回初めて

参加させていただきました．大学院生３名が，第三日目

にポスター発表を行いました．普段，学生が学科内で発

表する機会では，放射線過程の議論を深めるような質問

はほとんどなされません．今回のポスター発表では，核

心を突く質問を数多くいただけたようで，学生たちも活

き活きと学会に参加しておりました．このような機会を

いただけましたことを，砂川先生をはじめ，開催・運営

にご尽力いただました先生方に深く感謝いたします． 
（東北大学大学院工学研究科 越水正典） 

第 52 回放射線化学討論会参加報告（第三日目） 

ニュースニュース
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2009 年度の放射線化学若手の会は 9 月 26 日から 28
日の日程で，早稲田大学鷲尾研究室の主催で開催された． 
早稲田大学 鷲尾研究室 藤田晃宏氏の努力と類まれ

なる統率力により 講義とレクリエーションと飲み会と

が絶妙なハーモニーを醸し出すすばらしい会であった． 
放射線化学若手の会は，放射線化学に関連する研究を

している（あるいは興味がある），「我こそは若手であ

る」という人の集まりで，若手研究者の交流を活発にす

ること，「放射線化学」に関係する幅広い研究分野の大

学生・大学院生・大学職員・企業研究者など若い人たち

が，情報交換・勉強会などを通して放射線化学研究の発

展を目指すことを目的としており, 1978 年発足以来毎

年行われてきた会であり今年で 32 回目を迎える伝統的

な会である．私は平成 19 年から参加し今回で 3 回目

となる． 
本年度は，放射線化学討論会の行われた福井工業大

学の附属施設である福井アカデミアホテルを会場と

して開催された．本施設は天然温泉が湧いていること

で有名である．参加校は東京大学（勝村研究室），群

馬大学（松尾研究室），大阪大学（田川研究室，吉田

研究室），早稲田大学（鷲尾研究室），日本原子力研

究開発機構，福井工業大学（砂川研究室）で参加人数

は 32 名であった．講師は，早稲田大学理工学研究所

の篠原邦夫先生，東京大学大学院工学系研究科の勝村

庸介先生，福井工業大学工学研究科の砂川武義先生と

非常にユニークなメンバーであった． 
初日は放射線化学討論会を終えた後に開校式を行い，

篠原邦夫先生より「放射線の生物作用‐細胞致死作用の

初期反応を中心に‐」と題して，御講義を行っていただ

いた．私の研究は放射線利用に関すものであるが，生物

作用は非常に興味有る分野であるため，本講義を興味深

く聞かせていただいた．その後懇親会を兼ねて研究室紹

介を行い，お酒を飲みながら冗談を交えて終始，和やか

な雰囲気で終了した． 
2 日目は早朝より福井県嶺南地域にある関西電力株式

会社の美浜発電所へ見学に行った．移動時間は大学から

約 2 時間かかったが発電所内部の見学は，近年なかなか

立ち入ることもできないような場所を見せていただき

非常に貴重な体験をした． 

午後より福井県嶺北地域にある原子力環境監視セン

ターへ行き環境モニタリング作業についての説明や施

設の設備の見学を行った．夕食後，勝村庸介先生より「水

の放射線分解‐過去・現在・未来‐」と題する講義が行

われた．私は来年度より原子力関係への就職が決まって

おり，水を対象とした放射線化学の講義は大変勉強にな

った．講演後ポスターセッションが行われた．参加者は

各自興味のあるポスターの前で話を聞き，発表者と活発

な討論が繰り広げられた．その後，参加者全員によるポ

スター賞の投票が行われ，東京大学勝村研究室の熊谷友

多氏の「シリカコロイドによる OH ラジカル捕捉の時間

分解測定」が若手の会最優秀ポスター賞に決定した．私

は 2 位であった． 

集合写真 関西電力美浜発電所 
 
最終日 3 日目は，砂川武義先生による「マイクロ波空

洞法を用いた放射線化学の基礎・応用研究」と題しての

熱い講義があった．その後閉校式へ移り無事本年度の夏

の学校を閉校することができた． 
以上のように本年度は放射線化学討論会の直後に若

手の会が行われ，過密なスケジュールであったが早稲田

大学鷲尾研究室のパワーにより無事終えることができ

た．御講義いただいた篠原先生，勝村先生，砂川先生に

は多くの知見を与えていただけたことに対し，この場を

借りてお礼申し上げる．このような素晴らしい若手の会

が続くことを願う．  
(福井工業大学大学院工学研究科砂川研究室 田中健司) 

2009 年度放射線化学若手の会「夏の学校」報告 

ニュースニュース
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第 13 回放射線プロセスシンポジウムは平成 21 年 11
月 12～13 日の 2 日間、日本科学未来館 7 階みらい CAN
ホールで開催されました。本シンポジウムはγ線、電子

ビーム、イオンビーム、および放射光等の放射線の産業

利用に貢献することを目的として 隔年で開催されてい

ます。今回、筆者は発表者兼レポーターとして、全日程

参加させていただきました。 
平成 21 年 11 月 12 日早朝の東京都江東区は雨雲に覆

われながらも気温が低く、ゆりかもめ船の科学館駅から

日本科学未来館までの 500m 程度の道程を、冷たい潮風

に凍えながら歩いた記憶があります。定刻午前 10 時み

らい CAN ホールにて、財団法人放射線利用振興協会理

事長田中氏より開会挨拶が行われ、続けてセッション 1
「線源・照射施設・照射技術」が始まりました。一人目

の演者は、放射線安全防護・安全対策の第一人者である

日本原子力研究開発機構の柴田氏であり、日本における

RI の安定供給体制について、日本学術会議の提言「わ

が国における放射性同位元素の安定供給体制について」

の概要を交えながらのご講演がなされました。二人目の

演者は日本原子力研究開発機構の横田氏で、世界で初め

て材料開発・バイオ技術研究に特化したイオン照射研究

施設として建設された TIARA における最新の研究成果

であるマイクロビーム形成について話されました。 
セッション 2 では「高分子材料創生製・改質」と題し

て、電子線照射による高分子材料の架橋およびグラフト

重合技術に関する 3 件の発表がありました。まずは住友

電気工業株式会社の早味氏より、電線およびケーブルの

改質における電子線照射技術の有効性や、熱収縮チュー

ブ製造への活用状況についてご講演がありました。次に、

京都工芸繊維大学の奥林氏より、電子線架橋技術を繊維

加工へ応用した研究成果のご紹介がありました。不勉強

な筆者は、繊維加工にまで電子線架橋が適用できること

を知らなかったため、大変新鮮かつ興味深く聞かせてい

ただきました。最後に、株式会社 NHV コーポレーショ

ンの徳島氏より、電子線グラフト法で作製した水処理吸

着材の開発に関するご講演がありました。 
昼食後の特別講演では、日本原子力研究開発機構の永

宮氏より、「J-PARC の完成とその利用」という演題で、

J-PARC 建設の歴史と今後の展開に関して、写真や映像

を交えながらわかりやすく丁寧なお話しがありました。

J-PARCは素粒子物理学を筆頭に基礎研究のメッカとし

て建設されたイメージがありますが、産業界への利用も

着々と進んでいるとのことで、今後の活躍が大きく期待

できる内容でした。 
 続くトピカルセッション 1 では、「プロセス用電子加

速器に関する最近の話題」と題して、加速器メーカー様

より３件のご発表がありました。最初に、セティ株式会

社の梅津氏より、ロードトロンの世界での利用動向とロ

ードトロンによる制動 X 線を利用した医療用具の滅菌

についてご講演がありました。次に、株式会社 NHV コ

ーポレーション馬場氏より、新型 10MeV 電子加速器開

発の近況についてご発表がありました。高出力の加速器

は装置サイズの肥大化を招くため、10MeV の静電加速

器の実用は困難とされてきましたが、新型の

FFAG(Fixed Field Alternating Gradient)加速器は高出

力でありながら省スペース化を満足させる仕様とのこ

とであり、今後の研究開発の進展が楽しみな内容でした。

最後に、浜松ホトニクス株式会社の木村氏が、超低エネ

ルギー電子加速器の開発と応用について話されました。

小型で安価な電子加速器は、放射線利用研究開発を行っ

ている者としては待望のものであり、今後も更なる発

展・普及を願っています。以上で初日の口頭発表が終了

し、コーヒーブレイクを挟みながら、ポスター発表が始

まりました。紙面の関係上ポスターすべてをご紹介する

ことは難しく、また筆者も発表者の一人であったために、

詳細につきましては省略させていただきますが、各所で

活発な議論が行われていて、終了時刻を過ぎても延々と

討論を続けておられた方々も多々見受けられました。ポ

スター発表の熱気も冷めぬまま、日本科学未来館７F の

レストラン LA TERRE にて懇親会が行われました。筆

者は当時食事制限中でしたので、おいしそうな料理やお

酒を尻目に専ら歓談していました。 
2 日目である 13 日早朝は、前日に続き雨雲に覆われ、

冷たい小雨が降っていました。そのような天候にもかか

わらず大勢の参加者が定時に集まり、プログラム通り

10:00 に口頭発表が開始しました。セッション 3 では「環

境技術・資源」という題目で、2 件の発表がありました。

１件目は、財団法人バイオインダストリー協会の大島氏

によるご発表で、放射線計測技術をバイオ燃料の工業規

格化および国際標準化に応用するという内容でした。2
件目は、大阪府立大学の谷口氏がアスベストの非破壊検

知法について話されました。Ge 検出器を用いて身の回

放射線プロセスシンポジウム参加報告 
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りの材料が発する自然放射線を検出し、アスベストの有

無を判断する手法で、高感度な放射線計測技術を応用展

開した好例と思いました。 
セッション 4 では、「イオンビーム・中性子利用」の

題目で 2 件の発表がありました。まず、大阪大学の高井

氏より、マイクロ・ナノビームの加工技術の進展と題し

て、基礎研究用途の多いイオンビームの応用技術(プロト

ンビームライティング、イオントラックリゾグラフィー、

集束イオンビーム加工、およびマルチイオンビーム加工)
についてお話しがありました。次に、京都大学の吉川氏

より、中性子等による地雷探知及び違法物質探知研究の

現状についてご講演がありました。実用レベルにはシス

テムの簡素化、統合化、および車両搭載化など、更なる

技術開発が必要とのことですが、放射線の特性を利用し

た技術の応用例として非常に興味深く聞かせていただ

きました。 
昼食を挟んだ後にポスター賞の発表が行われ、今回は

最優秀賞 2 件、優秀賞 2 件、および奨励賞 1 件でした。

最優秀賞のみ簡単にご紹介しますと、東京大学大学院の

喜多村茜氏による「イオンビームによるフッ素系高分子

材料表面の形状自己組織化制御」、および日本原子力研

究開発機構の河地有木氏による「次世代 RI イメージン

グ装置～半導体コンプトンカメラの開発～」の 2 件でし

た。最後に、審査委員長の東京大学勝村氏から、今後も

ポスター発表を活発化させ、賞を充実させていきたいと

のお言葉がありました。 
2 日目の特別講演は、中国科学院上海応用物理研究所

の Wu 氏による発表で、「中国における放射線利用の現

状」についてお話を頂きました。Wu 氏は中国の放射線

化学分野の中心的人物で、日本放射線化学会とも親交が

深く、筆者も 2006 年に上海で行われました国際学会 1St 

APSRC では大変お世話になりました。今回は、OHP か

ら口頭説明まですべて日本語で行うという多大なる配

慮を頂き、かつ Wu 氏の日本語も流暢でわかりやすくす

ばらしい発表でした。内容としては、中国の原子力開発

の現状から放射線利用、さらには照射施設の事故や中国

国民の放射線の認知度まで、幅広くかつ大変興味深いも

のでした。 

トピカルセッション２では、「食品照射」について 2
件の発表がありました。原子力安全研究協会の久米氏は、

「海外での食品照射の動向」と題し、近年のアジア地域

の統計データを元に食品照射の最前線の情報を紹介さ

れました。食のコミュニケーション円卓会議の市川氏か

らは「食品照射のリスクコミュニケーション」と題して、

専門家ではなく市民の視点から見た食品照射について、

体験実験と実感のご紹介がありました。 
セッション 5 では「放射線滅菌・殺菌」について、2

件の発表がありました。佐藤氏は、「医療用具の放射線

滅菌の動向」と題して、医療業界の動向と放射線利用の

歴史についてご講演をされました。また、旭化成クラレ

メディカル株式会社の小泉氏からは、「電子線滅菌を採

用したドライタイプ人工腎臓の開発」と題して、γ線滅

菌から電子線滅菌への転換手法に関する貴重なお話を

うかがうことができました。セッション 6 では、「RI
利用・医学」について 2 件の発表がありました。慶應義

塾大学の中村氏は、「RI 内用療法」と題し、医学と RI
の密接な関係や、臨床応用されている RI の内照射療法

についてご講演されました。次に、群馬大学の土橋氏よ

り、「アスベスト禍検診のための PIXE 技術の利用」と

題して、マイクロ PIXE を利用した肺組織内のアスベス

トの非破壊観察法についてお話しがありました。 
セッション 7 では、「放射線育種」について 2 件の発

表があり、最初に農業生物資源研究所の西村氏より放射

線育種研究がレビューされました。食事療法への応用を

見据えた水稲品種の開発をはじめとして、高等植物にお

ける放射線による突然変異機構を解説されました。次に、

広島大学の高橋氏より、高い環境浄化能を持つ新植物品

種の創生に関するご講演がありました。オオイタビに放

射線照射を行うことで、NOX を吸収する変異体 KNOX
を開発されました。最後に、放射線プロセスシンポジウ

ム実行委員長である東京大学の勝村氏より閉会の挨拶

があり、2 日間にわたる本シンポジウムも滞りなく終了

となりました。 
以上、駆け足で本シンポジウムのご紹介をしてまいり

ましたが、筆者のような若手研究者にとって、本会議は

放射線利用の最先端の研究開発の現状を存分に堪能で

きるすばらしい機会であったと思います。今後は隔年と

言わず、毎年開催される会議に発展されればと切に願い

ます。最後に、本シンポジウム開催の準備に携わった関

係者の方々に、深く感謝いたします。 
（日本原子力研究開発機構 木村 敦） 
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放射線影響学会第 52 回大会は，広島市南区民文化セ

ンターにおいて 2009 年 11 月 11～13 日に開催されまし

た．原爆の被害を受けた広島で行われることの意義を考

えた内容になっており，「広島からのメッセージ」と題

した特別企画も行われました．今大会のメインテーマは

「放射線健康影響と疫学」となっていましたが，実際の

研究発表の内容は多岐にわたっており，DNA 損傷・修

復といった基礎科学的研究から疫学研究まで幅広い分

野の発表がなされました． 
私の発表は初日の午後 1 時からのセッションで，東海

大の伊藤敦先生が座長を務められました．同じセッショ

ンで原子力機構の山下真一氏や岡壽崇氏もおりました．

山下氏は治療用重粒子線のブラッグピーク付近におけ

る OH ラジカル収量に関する研究内容を，岡氏は最近開

発されたスピントラップ剤であるCYPMPOという物質

のROSとの反応性測定やESRスペクトル等を観測した

研究内容を発表されました．私は放射線防護剤としての

利用が期待されている抗酸化剤であるエダラボンの OH
ラジカルとの反応メカニズムについて発表しました．今

大会は 4 会場のパラレル・セッションだったため，残念

ながら聴衆は多いとは言えない状態でした．また，同じ

時間帯に「活性酸素・ROS」のセッションがあり，水分

解ラジカルを主に扱っている私としてはぜひ聴講した

いところでしたが，残念でした．違う時間帯にプログラ

ムが組まれていなかったことが悔まれます． 
午後 3 時半からは「放射線生物作用の初期過程：放射

線生物作用のスタートポイント DNA 損傷の再認識」と

いうタイトルのワークショップが行われました．原子力

機構の赤松憲氏の発表では，放射線によって生じる

DNA 損傷量の分析法による違いを議論され，放射線化

学と放射線生物学の橋渡しに有益なデータを実験的に

求めるための手法について話されました．また，セッシ

ョンの最後には広島大の山本修先生が発表され，放射線

による DNA 損傷研究の歴史を話されました．DNA 損

傷の発生メカニズムに係わる基礎的なお話で，大変良い

勉強になりました． 
二日目はポスターセッションが午前と午後に分かれ

て行われました．全 146 件のポスター発表があり，口頭

発表と同様に 4 会場ほどあり，たいへんな盛況でした．

現在私が同じグループで研究させていただいている原

子力機構の横谷明徳氏や鹿園直哉氏の発表もありまし

た．伊藤敦先生の発表もあり，DNA 二本鎖切断の生成

に関する数理的な考察をしておられました． 
午後のセッションでは名古屋大の熊谷純先生の発表

があり，バイスタンダー効果で誘発される遅発性長寿命

ラジカルについて話されました．また，同じ時間帯の別

会場のセッションでは原子力機構の藤井健太郎氏が単

色軟 X 線を用いた DNA 損傷の誘発に関する発表をされ

ておりましたが，残念ながらこちらのほうはほとんど聞

く時間がありませんでした． 
二日目夜の懇親会はメルパルク広島で行われました．

私が初めて参加した 49 回大会では俳優の井上順さんが

司会をされて驚きましたが，今回もアナウンサーの方が

司会をされておりました．先生方の挨拶も少なく，ほと

んどの時間が歓談という，一風変わった懇親会で新鮮で

した． 
最終日，最初のセッションで高エネルギー研究所の小

林克己先生が放射光 X 線マイクロビームによる細胞へ

の照射実験に関する発表をされました．また，その後の

時間には「DNA 二本鎖切断は LET 増加に伴い増加する

のか？減少するのか？」という興味深いテーマのワーク

ショップが開かれました．放射線医学総合研究所の平山

亮一氏が座長をされ，横谷明徳氏と佐賀大の寺東宏明氏

がそれぞれの立場に立って発表されました．質疑応答の

時間には様々な方面から意見が飛び，活気のあるワーク

ショップだったのではないかと思います． 
最後になりますが，空いた時間に平和記念公園と原爆

ドームを観てきました．原爆投下のような悲惨なことが

二度と起こらないことを願いつつ，原子力や放射線の平

和的な利用に役立てられるような研究を自分も進めて

いきたいものと感じました． 
（東大院・工 端邦樹） 
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平成 21 年 9 月 24 日（木）～26 日（土）福井工業大

学福井キャンパスにおいて第 52 回放射線化学討論会が

開催された．本討論会に関していくつかの事柄を記述し

ておこうと考え紙面をいただいた． 
平成 20 年 10 月に開催された第 51 回放射線化学討論

会（つくば）において正式に開催が決まった後準備にか

かった．福井県における放射線化学討論会の開催は初め

てのことであった．会場は，福井工業大学福井キャンパ

スの講義室とした．開催日は大学事務局のアドバイスに

より大学が夏休み期間中である9月開催が良い事がわか

り，実行委員である金沢大学高橋憲司先生と共に検討を

行い 9 月 24 日（木）～26 日（土）の 3 日間に決定した． 
討論会開催に関して，実施規定や実施マニュアルが存

在すると思っていたが，規定やマニュアルらしきものは

存在していなかった為，第 50 回（京都），第 51 回（つ

くば）における実施結果を模範として計画を立てた．各

討論会における参加者数や懇親会参加者数，予稿集の印

刷部数等の情報は各討論会事務局の責任者であった柴

田裕実先生，小林慶規先生より直接伺った． 
 実施テーマは「放射線化学の基礎，応用及び関連分野

の研究発表を行います．関連分野には，原子力，放射光

化学，レーザー化学，プラズマ科学，原子分子衝突，加

速器科学，陽電子科学などの学際領域に加えて，ナノテ

クノロジー，高分子科学，分子科学，デバイス物理など

と放射線化学との境界領域を含むものとします．」とし，

関連分野に原子力を新たに加えた． 
当初テーマを決めるにあたり，内容を広くすると参加

者の専門性の重なりが薄くなるため，討論会には向かな

いように感じたが，放射線利用の立場から考えると，多

様な領域の方々が集まらないと，放射線化学を議論する

事が困難であると考えた． 
 今回，討論会事務局を引き受けたことにより，私自身

が本学会の存在意義や討論会開催の意義を見つめ直す

機会となった．特に，討論会開催の経緯が知りたくなり

「放射線化学の歴史と未来 -30 年の歩み-」を手元に置

き，記載内容を確認した．第 1 回の放射線化学討論会は

1958 年 11 月 22 日に東京工業大学において開催され， 
その時のテーマは「有機化合物の放射線化学」であり，

発表数は 13 件であった．その後，1965 年 11 月 13 日に

日本放射線化学会が創立した．学会誌「放射線化学」第

1 巻第 1 号は 1966 年 3 月に発行された． 

討論会の準備は①日程②会場③電子メールアドレス

取得④ホームページ製作の順で行った．特に②～④は学

校法人金井学園（福井工業大学）理事長金井兼先生の全

面的な協力により，全て無料で提供していただけた．ま

た，4 月に福井大学へ着任された泉佳伸先生に実行委員

会へ参加していただき，討論会開催に関する計画の立て

方や共催，協賛，後援等多くのことを助けていただいた． 
本討論会への参加者数は 101 名，懇親会参加者は 76

名であった．参加していただいた方々に深く感謝したい．

参加申込期間中，毎日電子メールを確認することが楽し

みであったことを思い出す． 
プログラムは，以下の 5 点を基に組んだ． 

1. 発表形式は口頭形式とポスター形式の 2 種類 
2. 開催期間は 3 日間 
3. 2 日目の午前中に総会，夕方に懇親会 
4. 2 日目,3 日目午後に受賞講演（1 件の場合 2 日目開催） 
5. 口頭発表は発表 10 分質疑応答 5 分 
尚，本討論会において依頼講演，特別講演，シンポジ

ウム，追悼講演を実施した． 
プログラムを組むにあたり，口頭発表 20 分質疑応答

10 分にできないかと試行錯誤したが，発表件数を減ら

さねばならない可能性があったため諦めた．尚，口頭発

表の件数は，第 50 回（42 件），第 51 回（40 件），第

52 回（43 件）とほぼ 40 件である． 
発表の順番は予稿原稿を自宅に持ち帰り，酒を片手に

衆議院選をテレビでみながら1人でいっきに決めた事が

思い出される． 
 最後に，特別講演において「放射線化学基礎研究にお

ける課題と将来への展望」の演題でご講演いただけた籏

野嘉彦先生，依頼講演において「大型クラゲから見つか

った新物質クニウムチンの可能性：高齢者医療からナノ

テクノロジーまで」をご講演いただいた丑田公規先生，

井口先生の追悼講演において講演された勝村庸介先生， 
籏野嘉彦先生，高橋憲司先生，シンポジウム「福井県に

おける原子力・放射線利用」において登壇していだだい

た，竹田敏一様，岩永幹夫様，来馬克美様，酒井和夫様，

佐久間実様，中安文男様に対して，快くお引き受けいた

だけたことに関して感謝したい．また，実行委員として

私と共に実行委員会を運営していただけた辰巳佳次先

生をはじめ多くの先生方に感謝したい． 
（福井工業大学 砂川武義） 

第 52 回放射線化学討論会を終えて 
会員のページ 
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日  時： 平成 22 年 9 月 21 日（火）～23 日（木） 
場  所： 名古屋大学大学院工学研究科 

（東山キャンパス） 
発表会場： ＩＢ電子情報館 大講義室 
懇親会日時：平成 22 年 9 月 22 日(水) 
懇親会会場：レストラン花の木 
交  通： 地下鉄名城線名古屋大学駅下車 
主  催： 日本放射線化学会 
 
 
 
開催要項 
テーマ： 
 放射線化学の基礎、応用及び関連分野の研究発表を行

います。関連分野には、放射光化学、レーザー化学、プ

ラズマ科学、原子分子衝突、加速器科学、陽電子科学な

どの学際領域に加えて、ナノテクノロジー、高分子科学、

分子科学、デバイス物理などと放射線化学との境界領域

を含むものとします。 
 
発表方法： 
口頭発表（発表 10 分＋質疑討論 5 分）、ポスター発表 
 

申込方法： 
発表申込受付期間： 

平成 22 年 5 月 25 日(火)～7 月 12 日(月) 
参加登録事前受付期間： 

平成 22 年 5 月 17 日(月)～9 月 6 日(月) 
予稿集原稿締切：平成 22 年 8 月 17 日(火)17:00 必着 
参加登録費： 
一般 4,000 円、学生 3,000 円（事前登録） 

 一般 6,000 円、学生 5,000 円（9 月 7 日以降） 
(講演要旨集代を含む） 

懇親会費： 
一般 6,000 円、学生 3,000 円（事前登録） 

 一般 8,000 円、学生 4,000 円（９月 7 日以降） 
 
問合せ先： 
名古屋大学 熊谷 純 
〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 
TEL/FAX:052-789-2591  
e-mail: kumagai@apchem.nagoya-u.ac.jp 

 
詳細は 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsrc/meeting.html 
並びに公式 HP をご参照ください。 

 

第 53 回放射線化学討論会のお知らせ 

お知らせ 
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日時 平成 21 年 9 月 24 日(木) 17:00-19:00 
場所 福井工業大学 
   FUT タワー15F 多目的会議室 
出席者 
勝村会長、中川和道、丑田公規、小嶋拓治、河内宣之（代

理で北島昌史氏出席）、柴田裕実、住吉 孝、永石隆二、

吉田陽一、熊谷 純、小嶋崇夫、小林慶規、駒口健治、

新坂恭士、砂川武義、関 修平、高橋憲司、中川清子、

平出哲也、南波秀樹、市川恒樹、田川精一、鷲尾方一(事
務局)、泉 佳伸、岡壽崇（オブザーバー） 
 
議事 
■前回議事録確認（事務局 鷲尾） 
第 90 回理事会の議事録を確認した。 
 
■平成 20 年度 決算報告（事務局 鷲尾） 
賛助会員が減った件，会費未納者55名（一般会員40名，

学生会員 15 名），学会誌を Web で配信することで印刷

費が大幅に削減された，等の報告があった。 
 
■入退会者，賛助会員一覧（事務局 鷲尾） 
入退会者，賛助会員のリストを確認した。賛助会員が 1
社減ったとの報告があった。 
 
■若手の会開催予定（事務局 鷲尾） 
早大 鷲尾研が幹事となり，討論会終了後から福井で開

催するとの報告があった。 
 
■編集委員会報告（中川（清）理事） 
・次号は生物関連の記事で特集を行う 
・TeX 投稿を 90 号あたりからスタートしたい 
・技術的な問題で PDF ファイルのセキュリティが効か

ない場合がある 
等の報告があり， 
・TeX 投稿については編集委員会の意向に沿って行えば

よいのではないか（勝村会長） 
・TeX 投稿は 89 号でテストし，再度検討したい（小嶋

理事） 

とのコメントがあった。 
 
■学会業務の外部委託（事務局 鷲尾） 
学会業務の外務委託についての報告があった。 
 
■ホームページ担当報告（オブザーバー 岡） 
88 号のダウンロードパスワードは 10 月 1 日より新しい

ものに切り替わるとの報告があった。 
 
■次期会長の推薦（勝村会長） 
新会長に中川和道副会長が就任することとなった。 
 
勝村会長より，過去の会員数と討論会での発表件数のグ

ラフが示された。会員数が減り続けている，会費未納の

会員を退会にしたことが会員数減少の一因である，等の

コメントがあった。 
 
■役員名簿確認（中川新会長） 
平成 21 年度の役員名簿（案）を確認した。 
・新副会長として，小林理事と平出理事が選出された 
・京都工繊大の理事はしばらくは保留とする 
・福井大学の理事として泉佳伸氏が，群馬大学の理事と

して山路稔氏が選出された 
 
■平成 21 年度 予算案，事業計画（事務局 鷲尾） 
予算案，事業計画の説明があった。 
 
・平成 22 年度の放射線化学討論会 
平成 22 年 9 月 21～23 日に名古屋地区で開催の予定（熊

谷理事） 
 
・企画委員会（柴田理事） 
SARAC2009，2010 について，マイクロドジメトリーと

マクロ等のテーマで行いたい，福井大学 国際原子力や

早稲田大学 共同大学院 原子力専攻との共同開催で

行ってはどうか，講演数を少なくしてゆっくりと話を聴

く形式にしてはどうか，等の提案があった。 

 
第 91 回日本放射線化学会理事会議事録(案) 

本 会 記 事
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また，新委員長に柴田理事が就任し，現メンバーを更新

したいとの説明があった。 
 
・国際交流委員会（吉田理事） 
外国人研究者のセミナー，日本で研究をしている外国人

ネットワークの確立，国際会議報告（討論会での口頭報

告），時刻に戻った外国人会員のサポート，等の提案が

あった。 
 
■学会事務局の担当交代（事務局 鷲尾） 
平成 22 年度の討論会以降，事務局を鷲尾理事から原子

力機構の平出理事に交代するとの説明があった。 
 
■APSRC2010（事務局 鷲尾） 
APSRC2010は平成 22年 9月13～17日にインドで開催

されるとの報告があった。 
 
■その他 
・日本化学会の放射線化学のセッション（北島氏（河内

理事代理）） 
日本化学会の放射線化学のセッションが消滅する危機

にあるので，奮って参加願いたいとの申し出があった。 
 

・ICRR（勝村会長） 
2015 年の ICRR は京都で開催予定であるとの報告があ

った。学会としての寄付はどうするか？（田川理事）と

いうコメントがあった。 
 
・高 LET 放射線研究会（柴田理事） 
平成21年7月30～31日に東大本郷で開催された高LET
放射線研究会の予稿集は柴田理事に連絡すれば入手可

能であるとの報告があった。 
 
・IRaP2010（関理事） 
IRaP2010 は平成 22 年 10 月 25～29 日にオーストラリ

ア・メリーランド大学で開催予定であるとの報告があっ

た。 
 
・平成 23 年度 放射線化学討論会（中川新会長） 
平成 23 年度の放射線化学討論会は原子力機構・東海で

開催されることとなった。 
会費の口座引き落としは可能なのか，ネット振り込み

は可能ではないか，とのコメントがあり，業者に依頼す

ると 8～10％の手数料がかかるが検討したい（事務局 

鷲尾）との回答があった。 
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日本放射線化学会 平成21年度役員名簿（平成21年9月24日現在）  

会長  中川 和道 （神大院・人間発達環境） 

副会長  河内 宣之 （東工大院理工） 

平出 哲也 （原子力機構・東海） 

鷲尾 方一 （早大理工研）  

小林 慶規 （産総研） 

常任理事  丑田 公規 （理研）  

小嶋 拓治 （原子力機構・高崎）  

坂本 修 （NHVコーポレーション）  

柴田 裕実 （京大院工）  

住吉 孝 （北大院工）  

辻 正治 （九大先導研）  

永石 隆二 （原子力機構・東海）  

真嶋 哲朗 （阪大産研）  

吉田 陽一 （阪大産研）  

勝村 庸介 （東大院工） 

理 事  青木 康 （住友重機械）  

長島 章 （放振協）  

小嶋 崇夫（大阪府大院工）  

依頼中 （原子力機構・関西）  

工藤 久明 （東大院工）  

熊谷 純 （名大院工）  

伊藤 賢志（産総研）  

駒口 健治 （広大院工）  

鈴木 信三 （京産大理）  

関 修平 (阪大・院工) 

新坂 恭士 （金沢工大）  

砂川 武義 （福井工大）  

高橋 憲司 （金沢大工）  

竹中 康之 （北教大）  

中川 清子 （都立産技研）  

中村 一隆 （東工大セラミック研）  

泉 佳伸 （福井大）  

藤原 邦夫 （イーシーイー）  

山路 稔  （群馬大・工） 

依頼中  （京都工芸繊維大学） 

監 事  南波 秀樹 （原子力機構・高崎） 平岡 賢三 （山梨大工）  

事務局  東京地区 （早稲田大学・理工研）  

顧 問  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） 

籏野 嘉彦 （原子力機構・先端基礎研）  

濱 義昌 （早大理工研）  

市川 恒樹 （北大院工） 

名誉会員  今村 昌  

近藤 正春  

桜井 洸  

団野 皓文  

編集委員会  委員長：小嶋 拓治（原子力機構･高崎）  

主 任：中川 清子（都立産業技術センター） 

廣木 章博 （原子力機構・高崎） 

古屋 謙治 （九大院・総合理工） 

近藤 孝文 （阪大・産研） 

高橋 憲司（金沢大工） 

熊谷 純（名大院工） 
山下真一 （原子力機構・東海） 
古澤 孝弘（阪大産研） 
青木 康（住友重機械） 

推薦委員会  委員長：市川 恒樹 （北大院工）  

田川 精一 （阪大産研）  

立矢 正典 （産総研）  

濱 義昌 （早大理工研）  

平岡 賢三 （山梨大工）  

南波 秀樹 （原子力機構・高崎） 
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日本放射線化学会 平成 21 年度予算案 
 

収入の部 (単位：円） 

項目  平成21 年度予算案 

賛助会員 700,000 

個人会員 1,000,000 

雑収入 150,000 

前年度繰越金 2,009,246 

合計 3,859,246 

 

支出の部  

項目  平成21 年度予算案 

通信連絡費 50,000 

事務委託費  

年間業務費(国際文献印刷） 650,000 

会誌刊行費 300,000 

会議費 100,000 

放射線化学討論会援助 200,000 

先端放射線化学シンポジウム援助 100,000 

若手の会 夏の学校援助 150,000 

学会賞 100,000 

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 200,000 

日本放射線連合会費 50,000 

ホームページ運営費 60,000 

予備費 100,000 

小計 2,210,000 

次年度繰越金 1,649,246 

合計 3,859,246 

 

学会基金積立額 3,049,451 
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日本放射線化学会 平成 20 年度会計決算(平成 21 年 8 月 31 日現在) 
 
収入の部 （単位：円）

項目 20年度予算案 20年度決算 内容等 
賛助会員 (17社 70口) 710,000 700,000 
個人正会員  (242名) 1,100,000 954,500 未納者 40名  内 9名は2006年より 
学生会員   （33名) 39,000 未納者 15名  内 5名は2006年より 
要旨集CD販売 0 2,000 
雑収入(利息等） 200,000 3,212 国際文献分\634 早稲田分 \2,578 

 86,053 広告費 \70,000 著作権料 \16,053 
戻入金 0 146,651 第51回討論会事務局より 
補助金 0 70,455 早大より国際文献への補助 \20,000 

理事会経費補助 \27,600 
阪大より寄付 \22,855 

積立基金からの繰り込み 0 0  
前年度繰越金 1,567,386 1,567,386

 3,577,386 3,569,257
 
支出の部 

項目 20年度予算案 20年度決算 内容等 
通信連絡費 50,000 1,780 送料等 
振込手数料 5,040 編集,HP,原稿料,若手の会等 
事務委託費 
  年間業務費 650,000 255,912 (9-11月）\156,871+（12-2月）

\46,998＋（3-5月）\52,043 
会誌 1,300,000   
     印刷費 391,755 86号 
     原稿料 39,000 86号 振込手数料\1,365 

 86号小計 \430,755 
     印刷費 0 87号 
     原稿料 29,000 87号 振込手数料\1,050 

 87号小計 \29,000 
会議費 50,000 30,400 理事会弁当代 
放射線化学討論会援助 200,000 200,000 振込手数料\420 
先端放射線化学シンポジウム援助 75,000 75,000
若手の会夏の学校援助 150,000 150,000 振込手数料\210 
学会賞 47,124 47,124 振込手数料\210 
企画委員会経費 75,000 75,000 振込手数料\210 
将来構想委員会経費 75,000 0 
編集委員会経費 150,000 150,000 振込手数料\210 
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000 振込手数料\420(5/8) 
ホームページ運営費 60,000 60,000 振込手数料\420 
予備費 100,000 0  
小計 3,032,124 1,560,011
次年度繰越金 545,262 2,009,246

合計 3,577,386 3,569,257
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日本放射線化学会会員動向 
 
入会者リスト 
会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 紹介者 

学生会員 646 翠川 匡道 東京大学 勝村庸介 

学生会員 647 田本 之博 東京大学 勝村庸介 

正会員 648 盛武 敬 独立行政法人 放射線医学総合研究所  勝村庸介 

正会員 649 林 慎一郎 広島国際大学   

学生会員 650 芝野 豊和 大阪府立大学大学院 小嶋崇夫 

学生会員 651 早瀬 利博 長崎大学  

正会員 652 須郷 由美 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 田口光正 

学生会員 653 保坂 勇志 早稲田大学 鷲尾方一 

学生会員 655 山路 稔 群馬大学大学院 真嶋哲朗 

 
退会者リスト 
会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 退会理由 

正会員 6 荒井 重義 ヒル リサーチ 有限会社   

正会員 15 井口  道生 Argonne National Laboratory ご逝去 

正会員 32 伊藤  敏安 豊田合成（株） 開発部開発室  

正会員 57 太田 信昭 広島大学 工学研究科物質化学システム ご逝去 

正会員 88 柏崎  茂   

正会員 114 吉良  爽 財団法人高輝度光科学研究センター   

正会員 191 鈴木 健訓 高エネルギー加速器研究機構  

正会員 275 中山  敏弘 京都工芸繊維大学 工芸学部物質工学科   

正会員 316 平野  克比古    

正会員 357 松浦 辰男 放射線教育フォーラム   

正会員 369 水澤 健一    

正会員 398 安池   円    

正会員 447 武田 公樹 株式会社ルネサステクノロジ 生産技術本部   

正会員 484 一ノ瀬 暢之 京都工芸繊維大学 工芸学部物質工学科  

正会員 516 板垣 吉晃 愛媛大学工学部機能材料工学科  

学生会員 533 一釣 彰吾 早稲田大学 理工学総合研究センター   

正会員 541 金子 房恵 産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門  

正会員 547 入江 せつ子 大阪府立大学 先端科学研究所   

学生会員 551 川口 昌朗 早稲田大学 理工学総合研究センター  

学生会員 558 本橋 良太 早稲田大学 理工学総合研究センター  

学生会員 559 土谷 忠義 早稲田大学 理工学総合研究センター   

学生会員 567 永井 宏幸 早稲田大学 理工学総合研究センター  

正会員 572 遠藤 政幸 大阪大学産業科学研究所新産業創造物質基盤技術研究ｾﾝﾀｰ   

学生会員 595 原田 明 名古屋大学工学研究科  

学生会員 601 裏川 達也 早稲田大学 理工学総合研究センター   

 



平成２２年度 日本放射線化学賛助会員 
 
 

岩崎電気（株） 
 
 
（株）コーガアイソトープ 
http://www.koga-isotope.co.jp 
 
四国電力（株） 
 
 
住友スリーエム（株） 
 
 
住友電気工業（株） 
http://www.sei.co.jp 
 
ラジエ工業（株） 
http://www.radia-ind.co.jp 
 
東電環境エンジニアリング（株） 
 
 
ＤＩＣ株式会社 
 
 
東京電力（株） 
http://www.tepco.co.jp 
 

(株)NHV コーポレーション 
http://www.nhv.jp 
 
日本原子力研究開発機構 
http://www.jaea.go.jp 
 
ビームオペレーション(株) 
 
 
古河電気工業（株） 
http://www.furukawa.co.jp/index.html 
 
（財）放射線利用振興協会 
 
 
マイクロ電子（株） 
 
 
レーベン館 株式会社 
 
 
日立電線株式会社 
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