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The thermalization length and spatial probability distri-
bution of electrons in liquid water were simulated for
initial electron energies ranging from 0.1 eV to 1× 105 eV
using a dynamic Monte Carlo code. The results showed
that electrons were decelerated for thermalization over a
longer time period than was previously predicted. This
long thermalization time significantly contributed to the
series of processes from initial ionization to hydration.
We further studied the particular deceleration process of
electrons at an incident energy of 1 eV, focusing on the
temporal evolution of total track length, mean traveling
distance, and energy distributions of decelerating elec-
trons. The initial prehydration time and thermalization
periods were estimated to be approximately 50 fs and
220 fs, respectively, indicating that the initial prehydration
began before or contemporaneously with the thermal
equilibrium.

Keywords: electron deceleration in liquid water, electron
thermalization, prehydration, dynamic Monte Carlo
method.

1 はじめに

細胞中に 1次電離放射線が照射されると，媒質との
相互作用による電離，電子的励起および解離性電子付
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着により，数十 eVの低エネルギー 2次電子やフリーラ
ジカルが生成される．これらの 1次電離放射線，2次
電子およびフリーラジカルが細胞中のDNAと相互作
用すると，DNA の 1 本鎖切断や 2 本鎖切断，塩基損
傷，APサイトのような不可逆的な損傷が生成される．
細胞には DNA損傷を修復する酵素が備わっているが，
この修復作用が正常に機能しないと，染色体異常や細
胞死のような生物影響を誘発する．本稿前編の第 1節
で詳しく述べたように，生物影響である染色体異常と
細胞死の分岐は，放射線による DNA損傷の種類や空
間分布に強く依存していると考えられている．放射線
作用の中でも，低エネルギー 2次電子の放射線作用は，
DNA 損傷の空間分布を推定するために重要であると
考えられているが，未だ多くの不確定要素が存在する．
その理由の一つとして，水中で減速している低エネ
ルギー電子が，水の電離，電子的励起，および解離性
電子付着により放射線分解を誘発する空間分布や，熱
化した電子の空間確率分布が未だ解明されていないこ
とが挙げられる．水中に照射された電子や，電離によ
り生成された 2次電子は，電離，電子的励起，および
解離性電子付着が誘発されないほど減速すると，水分
子の振動，フォノン，および回転励起を誘発し，さら
に弾性散乱による運動量移行を繰り返しながら徐々に
熱平衡化する．その後，水中に存在する電子捕捉サイ
トにトラップされ，水和前電子となり，配向分極が完
了した後，水和電子になると考えられている．これら
一連の過程において，水和前電子から水和電子になる
過程は照射後サブ ps 程度で起こる現象であり，近年
のフォトリシス法1)やパルスラジオリシス法2)による
測定技術の発展により，徐々に明らかになりつつある
一方，電子が熱化し，水和前電子になる過程について
は，計算機を利用したシミュレーションによる予測も
少なく，未だ解明されていないことが多い．
そこで，まず，電子の熱化についての先行研究に
注目する．今日まで，電子の熱化過程の実験として，
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1 × 104 eV以上の高エネルギー領域における熱化距離
が報告されており3)，これらの実験値を基に，Paretzke
は高エネルギー領域における熱化距離の経験式を求め
ている4)．Paretzke によると，水中における電子の熱
化距離は R = 40E（1 + 0.5E）で表される．ここで，R
の単位は（nm）であり，E は入射電子のエネルギー
で，単位は（keV）である．この経験式は 1 × 104 eV
以上の領域で有用とされている．低エネルギー領域に
ついての熱化距離は，Konovalovらにより，低エネル
ギー光電子（0.2 eV–2 eV）を水に照射することで測定
されている5)．この実験結果を基に，Ritchieらは亜励
起電子エネルギー（7 eV）以下の熱化距離を推定し，
その推定値を基に，ガウス分布を用いて電子が熱化し
た際の空間確率分布を求める手法を提案している6)．
Gouletと Jay-Gerin7)はMichaudら8, 9)により測定され
たアモルファスアイスの断面積を利用し，亜励起電
子エネルギー以下の電子を固相に照射した際の，電子
の空間確率分布を計算している．また，Meesungnoen
らは 0.2 eV–1.5 × 105 eV の広いエネルギー領域にお
いて，モンテカルロ法を用い，熱化距離を計算してい
る10)．その際，Meesungnoenらは，電子的励起・電離に
ついて液相の断面積を利用し，振動・フォノン励起に
ついては液相の断面積が報告されていなかったため，
Michaudらにより測定されたアモルファスアイスの断
面積を代用している11)．また，電子がさらに減速し，
エネルギーが 1 eV以下になったところで，Ritchieら
による推定値を接続している．Meesungnoenらの計算
結果は高エネルギー領域においては実験値と良く一致
しているが，低エネルギー領域においては，Konovalov
らの実験値と不一致を示し，熱化距離を過少評価して
いる．また，Meesungnoenらの計算は，時間発展を伴
わないため，熱化時間の計算結果は報告されていない．
このように，電子の熱化過程の研究は実験および理論
シミュレーションの両面から行われてきたが，熱化し
た電子の空間・時間情報は未だ十分に得られていない．
水和前電子の測定は，フォトリシス法を用い，Migus

らにより初めてなされた12)．その実験結果から，Migus
らは，熱化した電子が水和前電子になるまでの時間を
130 fsとしている．近年，フォトリシス法を用いた実
験が Wang らによりなされ，Wang らの最新の解析結
果では，熱化した電子が水和前電子になるまでの時
間を 180 fs，水和前電子が水和電子になるまでの時間
を 540 fsとしている1)．また，Yangらによるパルスラ
ジオリシス法を用いた実験の解析結果からも，同様の
時間スケールが得られている2)．Wang らの文献1) に
よると，水和前電子の束縛エネルギーは −1.0 eV か

ら −1.5 eV程度であり，水和電子の束縛エネルギーは
約 −3 eV となっている．ここで，束縛エネルギーは
電子を捕捉しているポテンシャルエネルギーと電子の
運動エネルギーを足し合わせたものである．さらに，
Wangらは，フォトリシス法を用い，一時的に存在す
る水和前電子が DNA 構成分子を分解することを見出
している13)．これは水中の DNA構成分子に電子が付
着して負イオンとなったものの解離エネルギーが，水
和前電子の束縛エネルギーとほぼ同程度であるために
誘発される現象で，解離性電子移行（DET: Dissociative
Electron Transfer）と呼ばれている．この解離性電子移
行は，実験により新たに見出された現象であり，シ
ミュレーションによるクラスターDNA損傷の空間分
布を推定する上で未だ考慮されていない．
以上の背景より，著者は独自に開発している時間発
展を含む電子挙動計算コードを用い，水中に照射され
た電子の熱化過程を理論予測することを目的とする
研究を進めた．その際，入射電子の熱化距離に対する
エネルギー依存性を計算により求め，既存の実験結果
と比較することでコードの精度を検証した．さらに，
時々刻々と減速する低エネルギー電子の空間確率分
布・エネルギー分布も求めた．本稿では，これにより
得た結果を基に，電子の熱平衡化と水和前過程の関係
についての議論により明らかにした新たな予測14) に
ついて解説する．

2 電子挙動の計算方法

本節では，最初に電子が熱化するまでを模擬する
ために必要となる水の電子衝突断面積について述べ，
続いて時間発展を含む電子挙動計算方法について述
べる．
非弾性散乱には，電離，電子的励起，解離性電子付着，
振動励起，フォノン励起，回転励起がある．ここで，解
離性電子付着（DEA: Dissociative Electron Attachment）
は電子が一時的に分子の解離状態にトラップされるこ
とで，負イオン分子の電子状態が不安定になり分子が
解離する現象である．また，振動励起は水分子内部の
原子の振動，フォノン励起は水分子自身の振動を示す．
その内，電離と電子的励起については，Tomita ら15)

により報告されている液相の断面積を本研究で利用し
た．解離性電子付着については，Itikawaと Masonに
よる気相の推奨データ16)，およびMichaudらによるア
モルファスアイスのデータ11) が報告されている．こ
れらの断面積データはおおむね一致しているが，エ
ネルギー分解能が高く，水分子が OH−，O−，および
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Figure 1. Cross sections used in this study
of rotational excitation (Rot.), stretching- and
bending-vibrational excitation (Strech. and
Bend.), translational- and librational-phonon
(Trans. and Lib.), dissociative electron attach-
ment (DEA), electronic excitation (EXC.) and
ionization (ION.) processes by an electron im-
pact.

H− に分解される過程を区別して報告している Itikawa
とMasonによる気相の推奨データを採用した．回転，
フォノン，振動励起断面積については，本稿前編で述
べた Kaiらの断面積を利用する17)．ここで，フォノン・
振動励起について，Michaudらによるアモルファスア
イスの断面積の測定結果に注目する11)．これらのフォ
ノン・振動断面積は，高いエネルギー分解能で測定さ
れている．彼らの実験結果は，数 eV–100 eVの領域に
複雑な構造を含む．これは，電子散乱における共鳴現
象で，電子が水分子に一時的に捕獲されることに由来
する．本稿前編で紹介した我々により計算されたフォ
ノン励起断面積は，共鳴現象が考慮されていない．そ
こで，1.7 eV以上のエネルギー領域については，我々
が計算した断面積に，Michaudらによるアモルファス
アイスの断面積を接続することで推定した．本研究で
利用した断面積データを Fig. 1に示す．
弾性散乱断面積については，Moliere により報告さ

れている微分・積分断面積のフィッティング関数18)を
採用した．また，電子と水分子の弾性散乱では，相対
エネルギーは変化しないが，重心エネルギーは変化す
る．その際の衝突過程は運動量移行断面積 σm で表さ

れ，以下のように定義される19)．

σm = 2π
∫ π

0
(1 − cos θ)q(θ) sin θdθ， (1)

ここで，θは散乱角で q(θ)は弾性散乱微分断面積であ
る．このとき，電子と水分子の一回の弾性散乱で移行
するエネルギー ΔE は

ΔE ≈ 2m
M
σm

σElas
(Ee − EH2O)， (2)

のように表される19)．ここで，mおよびMは電子およ
び水分子の質量であるため，一回の弾性散乱で移行す
るエネルギーは微少である．また，σElas は弾性散乱の
積分断面積であり，Ee および EH2O は電子の運動エネ
ルギーおよび水分子の運動エネルギーである．(2) 式
より，エネルギー移行ΔEを求めるには，衝突する水分
子の運動エネルギーを決定する必要がある．そこで本
研究では，水の温度を 300 Kと仮定し，水分子の運動
エネルギーは温度を 300 Kとしたときのマックスウェ
ル分布から水分子の運動エネルギーをサンプリングす
ることで決定した．そのため，(2)式の符号は正・負両
方とることになる．符号が正の場合，エネルギーは電
子から水分子に移行するため，電子はエネルギーを損
失する．その一方，符号が負の場合は，エネルギーが
水分子から電子へ移行するため，電子はエネルギーを
供給される．これらの衝突を繰り返すことで，電子は
熱平衡化していく．
次に，電子挙動の計算方法について述べる．本研究
では水を密度が一定な一様流体であると仮定してい
る．Tomita らによる従来の飛跡構造コード15) におい
ても水を同様に仮定しており，同コードでは，一回の
衝突で電子が進む距離 Δsを −λ(E) ln(k)として決定し
ている．ここで，λ(E)は平均自由行程で，kは 0から
1の一様乱数でランダムに数値をサンプリングするこ
とで距離 Δsが決定される．この手法は計算効率が非
常に優れているが，時間の概念を含まないため，電子
挙動の時間発展計算が不可能なため，熱化時間は得ら
れない．そこで本研究では，電子挙動の時間発展計算
を行うために，以下の条件を満たしたときに，電子と
水が衝突するとした．

1 − exp
(
− Δs
λ(E)

)
> k， (3)

ここで，Δsは vΔtで与えられ，vは電子の速度の絶対
値，Δtは微小時間刻みで，1 asとした．つまり，Δtご
とに (3)式を用いることで，電子が水と衝突した位置
および時間が特定される．その後，どの分子過程が誘
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Figure 2. Thermalization lengths of incident
electrons in liquid water．Solid line; present，
dashed line; empirical formula4))，dotted line，
theory10)，□; experiment5)，○; experiment3)．

発されるか決定するために，各分子過程の断面積デー
タを基に，一様乱数を用いて決定する．衝突後の電子
の速度ベクトルを決定する方法については，従来の飛
跡構造コードと同様の手法を用いたため，Tomitaらの
文献15) を参照した．
本研究では，エネルギーが 0.1 eV–1 × 105 eVの電子

を水に照射した際の熱化距離を計算し，先行研究にお
ける実験値3, 5) および計算値4, 10) と比較検討した．ま
た，水中における数 eVの低エネルギー電子の熱平衡
化と水和前過程の関係について議論するために，水中
で時々刻々と減速していく電子の空間確率分布および
エネルギー分布等を計算した．本研究では，一様乱数
を用いた計算を実施しているため，これらの計算値の
統計平均が得られるように，乱数の異なる同様の計算
を最大 100万回繰り返した．

3 結果と議論

Figure 2に，本研究で計算した熱化距離の値を示す．
この熱化距離は入射電子の照射位置（これを原点と
した）からエネルギーが 2.56 × 10−2 eV になった地
点までの直線距離を示している．先行研究の結果と
比較検討するため，高エネルギー領域における実験
値（○）3)，Paretzkeによる経験式から得られた値（破
線）4)，Meesungnoenらによる計算値（点線）10)，お
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Figure 3. Time evolution of mean energy and
mean traveling distance of an electron in liquid
water at incident energy of 5 eV．Solid line;
mean energy，dashed line; mean traveling dis-
tance．

よび Konovalovらの実験値（□）5) も示す．これらの
結果から，高エネルギー領域において，本研究および
先行研究の計算値，および経験式から得られる値，お
よび実験値は共に良く一致し，Paretzkeによる経験式
も 1 × 103 eV 程度まで有用であることがわかる．ま
た，入射電子のエネルギーが 5 eV–1 × 103 eV までの
領域において，本研究の計算値は，Meesungnoenらに
よる計算値とおおむね一致する．しかしながら，2 eV
以下のエネルギー領域において，本研究の計算結果は
Konovalovらの実験値と良く一致するが，Meesungnoen
らの計算値は，これらの結果より低い値を示す．これ
らの検証結果から，本計算コードは電子の熱化過程の
研究に有用であると判断される．また，Meesungnoen
らの計算値は，低エネルギー領域，特に，2 eV以下の
領域において，熱化距離を過少評価している可能性が
高い．以上の熱化距離の計算結果から，電子が熱化す
るまでの空間情報はおおむね得られた．
次に熱化時間に注目する．Figure 3に，エネルギーが

5 eVの電子を水中に照射した際の，平均移動距離（破
線：右縦軸に対応）と平均エネルギー（実線：左縦軸に
対応）を示す．ここで，電子の平均移動距離は，入射電
子の照射位置から時刻 tにおける位置まのでの直線距
離である．これらの結果から，水中に照射された電子
は約 700 fsで 300 Kの温度と等しい 2.56 × 10−2 eVに
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Figure 4. Time evolution of spatial distribution
of the incident electron (5 eV) at 10 fs, 100 fs,
400 fs, and 700 fs after the incident．Solid line;
present calculation，dashed line; previous pre-
diction6)．

到達し，そのときの電子の平均移動距離は 13 nm程度
であることが示された．今日まで，水中における電子
の熱化は非常に速いと考えられてきたが，本稿前編で
詳しく述べたように，低エネルギー電子のエネルギー
損失率（本稿前編の Fig. 6）は，電子のエネルギーが
減少すると共に急激に減少することから，水中におけ
る電子の熱化は，従来予測（100 fs以下）よりも “ゆっ
くり”進行する．Figure 4に，エネルギーが 5 eVの電
子を水中に照射した際の，電子の時間発展を含む空間
確率分布の計算結果（実線）を示す．本研究の計算結
果を先行研究の結果と比較検討するために，Ritchieら
により提案された空間確率分布を用いた結果（破線）
6) も示す．これらの結果から，水中に照射された低エ
ネルギー電子は 400 fs程度までは出発点から離れてい
くが，それ以降は熱化するまでほぼ同じ場所を複雑な
挙動を示しながら減速していることが予測される．ま
た，Ritchieらによる計算手法で得られたガウス分布を
用いた空間確率分布は，本研究の結果（700 fs）よりも
若干遠くへ分布する．今日までの，パルスラジオリシ
ス法，およびフォトリシス法を用いた実験の解析結果
から1, 2)，水中で生成された電子は数百 fsという比較
的早い時間スケールで水和前電子になる．しかしなが
ら，本研究の新たな結果から，熱化自体がサブ ps 程
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Figure 5. Time evolution of mean energy un-
til 2.56 × 10−2 eV at an incident energy of 1 eV
[left longitudinal axis]，and time evolution of
total track lengths (dotted line) and mean travel-
ing distance (dashed line) of an electron in water
at an incident energy of 1 eV [right longitudinal
axis]．

度になるため，水中で減速している電子は熱平衡化し
た後，水和前電子になるという従来予測には矛盾が生
じる．
そこで，さらに詳しく電子の熱化過程を調べるため
に，エネルギーが 1 eVの電子を水中に照射した際の，
平均エネルギー（実線：左縦軸に対応），平均移動距離
（破線：右縦軸に対応），および全飛跡長（点線：右縦軸
に対応）についての時間発展計算結果を Fig. 5に示す．
ここで，全飛跡長は電子が Δtの間に進む Δsをすべて
足し合わせたものである．これらの結果から，入射電
子のエネルギーが 1 eVのときの熱化時間は 220 fsで
あり，電子は照射後 50 fs程度で出発点から 2 nm程度
広がり，熱化時間におおむね等しい200 fs後に 3 nm程
度の領域に最も分布しやすい．その一方，電子が熱化
するまでの全飛跡長は 50 nm程度と非常に長い．ここ
で，初期エネルギーが 1 eVの 220 fs間における電子軌
道の計算結果の一例をFig. 6に示す．Figure 5，6から，
1 eVのような低エネルギー電子は数 nmという非常に
狭い領域を複雑な電子挙動を示しながら，200 fs程度
かけて熱化することが予測される．Mozumderは熱化
時間を 50 fsと予測している20)．エネルギーが 1 eVの
電子を水中に照射した際の，電子のエネルギー分布の
時間発展を計算した結果を Fig. 7に示す．これらの結
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Figure 6. Electron trajectory in water at ini-
tial energy 1 eV during 220 fs．Solid trajectory
shows projection onto X–Z plain of electron tra-
jectory，and dotted trajectory shows projection
onto Y–Z plain of electron trajectory．

果から，電子のエネルギーは照射後 50 fsの段階です
でに広く分布し，0.1 eV以下の成分もすでに生成され，
時間の経過と共に水の温度を 300 Kとした時のマック
スウェル分布（点線）に徐々に近づいていく様子が示
されている．

Mozumderの文献20) によると，水に存在する電子捕
捉サイトの数密度は 0.74 mol/lである．この値を基に，
電子捕捉サイトの数を計算すると，半径 2 nmという
非常に狭い空間内の捕捉サイト数は 15 箇所となり，
比較的多く存在する．水和前電子の束縛エネルギーは
−1.0 eV から −1.5 eV 程度であるため，電子の運動エ
ネルギーがほぼ 0 eVの場合でも，ポテンシャルエネル
ギーは −1.0 eV程度と見積もられる．この場合，電子
捕捉ポテンシャルは最も浅い．これらのことから，以
下のようなことが考えられる．水中に照射された 1 eV
の電子は，照射後 50 fs程度で出発地点から 2 nm程度
の位置に存在するが，全飛跡長は 20 nm程度であるた
め，Fig. 6 に示されるように，電子は半径 2 nm 程度
の狭い領域をかなり複雑な挙動を示しながら減速して
いく．しかも，その領域にはポテンシャルエネルギー
が −1.0 eV 以下の電子捕捉サイトが複数個存在する．
さらに照射後 50 fs程度における電子のエネルギー分
布に注目すると，熱平衡化にまでは到達していないも
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Figure 7. Time evolution of energy distribu-
tion of an electron in water at an incident energy
of 1 eV．Solid line; present at 50 fs, 100 fs, and
200 fs．Dashed line; Maxwellian distribution．

のの，0.1 eVという低いエネルギー成分が十分に存在
している．これらの状況から，熱平衡化が完了してい
ない照射後 50 fs程度の時間スケールでも，電子はエ
ネルギーを十分に損失していると電子捕捉サイトにト
ラップされ，水和前過程へ移行し始める可能性が十分
に考えられる．そこで，本研究では，照射電子のエネ
ルギーが 1 eV の時，減速している電子の平均エネル
ギーは 0.5 eVではあるが，水和前過程に移行し始める
時間スケールは 50 fs程度であると推定した．先行研
究の成果から，さらに 180 fsかけて水和前電子は徐々
に生成されていく．ここまでの時間は 230 fs程度とな
る．本研究の計算結果から，電子が熱平衡化するまで
の時間は 220 fsであった．つまり，本研究による計算
結果と先行研究による実験結果から，電子の熱平衡化
と水和前過程は，ほぼ同時に進行している可能性が予
測される．
本研究による成果を基に，水中に配置された DNA
に放射線が照射された場合について考える．Figure 8
に示すように DNAに軟 X線のような電離放射線が照
射されると光電子が生成され，その後，オージェ電子
が放出される．今日までの軟 X線を利用した DNA損
傷の研究では，数百 eVのエネルギーを持つオージェ
電子が主に注目され，1 次放射線により DNA の内殻
電離が誘発された際の損傷実験もしばしば行われてい

54 放 射 線 化 学



放射線物理化学過程に関する最近の進展（中編）

Figure 8. Proposed scheme of clustered DNA
damage induction via DET process of pre-
hydrated electron which is ejected as a low en-
ergy photoelectron as a consequence of inner-
shell ionization．DET: Dissociative Electron
Transfer，DEA: Dissociative Electron Attach-
ment．

る21)．このオージェ電子は水中で減速する中，10 eV
程度のエネルギーになったときに DNA内部を通過す
ると，Fig. 8に示されるように電離や電子的励起の他，
解離性電子付着（DEA）も誘発する可能性が考えられ
る．光電子のエネルギーが数 eV程度である場合，こ
れまでは放射線作用にあまり関与しないと考えられて
きた．本研究の成果より、この数 eVの電子は発生し
た場所から数 nm程度移動した場所で水和前電子にな
ると考えられる．Wangらの実験結果から13)，この光
電子は DNA近傍で水和前電子になると，解離性電子
移行（DET）により DNA損傷を誘発する．そのため，
Fig. 8に示されるように修復酵素の作用を強く阻害す
るクラスター DNA 損傷が生成されている可能性も考
えられる．このように，低エネルギー光電子もまたク
ラスター DNA 損傷を誘発する要因の一つになる可能
性がある．近年になり，Okaらは真空中の DNA薄膜
に軟 X線を照射し，1価イオンになる際に放出された
光電子が，数 fs 後に 2 価イオンになった親カチオン
のクーロン場の影響を受けることで，親カチオンに再
び再結合している可能性を示唆する実験結果を見出し
た22)．この現象は，Kaiらによるシミュレーションで
も，その可能性が示唆されている23)．そのため，光電
子のエネルギーが数 eV程度であると，光電子は水中
で減速する中，2価イオンになった親カチオンのクー
ロン場に再捕獲され，1価イオンの励起状態に再結合

する可能性も考えられるため，これまでの理論予測と
異なる損傷が生成されている可能性も考えられる24)．

4 まとめおよび今後の展開

本研究により幅広いエネルギー領域（0.1 eV–1 ×
105 eV）における熱化距離が計算され，実験結果と比
較検討することで，開発した計算コードの有用性を示
した．また，本研究の計算結果から，電子の熱化時間
は従来予測よりも非常に長く，電子の熱平衡化と水和
前過程は，ほぼ同時に進行している可能性が予測され
た．これらの成果は，水中における電子の熱化過程を
理解するための重要な基礎的知見になり，今後，時間
分解能が向上された新たな実証実験が行われることが
期待される．放射線による DNA損傷の空間分布の推
定を行う上で，電子の熱化と水和前過程の関係を解明
することは非常に重要であると考えられる．電離放射
線が DNAに直接ヒットすると，DNA内部から電離し
た 2次電子は，その電離位置の作るクーロン場中を運
動することになる．そのため，今後の展開として，本
計算コードをさらに発展させ，電子の動力学計算を実
施することで，DNA 内部から電離した低エネルギー
2次電子が関与するクラスター DNA 損傷の推定につ
いての研究成果24–26) を本稿後編で解説する．
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