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参加報告 Radiation Damage to DNA

2016年 3月 20日から 24日にかけてオーストラリア
のメルボルンで開催された国際会議 14th International
Workshop on Radiation Damage to DNAに参加した．私
事であるが，茨城から広島への引っ越しを 1週間後に
控えているにもかかわらず，全く片付いていない自宅，
研究室の惨状に目をつぶっての参加であった．
会議は 1860年代に財務省として使われていた歴史

ある建物・・・の近くにある Victorian Treasury Theatre
で開かれ，最終日は Australian Synchrotronに移動して，
口頭発表と施設見学が行われた．初日の Welcome re-
ception，2日目朝の Roger Martin氏の Opening remarks
で幕を開けた本会議は，放射線による DNA損傷とい
う大きなテーマの下に物理，化学，生物，医薬系の研
究者が分野の垣根を越えて一堂に会し，DNA 損傷の
生成メカニズムやその生物学的影響，あるいは放射線
防護や医療応用に至るまでが実験，理論の両面から広
く議論が行われた．これらの中に Derek J. Richard 氏
の New Players in the DNA damage responseと題された
講演があった．内容は，DNA二重鎖切断（DSB）損傷
の相同組換え修復過程で Banf1というタンパク質が働
くことを新たに発見したというものであったが，それ
自体よりもその中で紹介されていた氏の先行研究が，
筆者にとって非常に驚くべきものであった．講演に
あった Banf1 は hSSB1 というタンパク質と共に働く
のであるが，氏の研究によれば hSSB1は DSBが起き
ると直ちに DSB 箇所に集積し，その後 MRN コンプ
レックスが集積するというのである（D. J. Richard et
al., Nucleic Acids Res., 39, 1692 (2011)）．筆者は 3年前
の 2013年に DNA損傷に関する研究を始めるにあたっ
て関連する Reviewを複数読んで勉強したのであるが，
その中には，DSBを最初に検出するのはMRNコンプ
レックスであると書かれており（最近の Reviewも同
様であるが），そのように信じていた．しかし，氏はさ
らにその 2年前にMRNコンプレックスに先んじるタ
ンパク質の存在を示唆していたと知り，自分の浅学を
恥じるとともに，Reviewではなく原著を探し学ぶこと
の重要性を改めて感じた次第である．
筆者自身はポスターセッションで，DNA 損傷修復

中に重要な役割を果たすことが知られているヒストン
タンパク質 H2A-H2Bの構造が，DNA損傷に応答して
変化することを明らかにした最近の研究成果について
発表した．後で述べるトラブル（？）により，広く成
果を紹介することはできなかったが，議論できた研究

者からは有益なコメントを得ることができたのが幸い
であった．また，本研究は Young Investigator Awardに
選ばれ，最終日の Banquetで表彰を受けた．推薦いた
だいた原子力機構（現：量研機構）の横谷明徳氏に深
く感謝したい（写真 1）．

写真 1. 受賞記念の 1 枚（左：横谷
氏，右：筆者）

最後に，今回起こったトラブル（？）を紹介して，本
稿を締めくくりたい．海外で開かれる国際会議のポス
ターセッションでワインやチーズが出されることは特
段驚くべきことではないが，今回の会議は少し事情が
異なった．主催者も直前まで知らなかったとのことで
あるが，会場は条例（？）で屋外での飲酒が禁止されて
いるエリアにあるため，屋外に設けられたポスター発
表会場には，ワインを持ち出してはならないというお
達しがあった．となると，皆考えることは一つである．
誰が言い出したわけでもないが，ワインとチーズを手
にした各国の研究者たちは，発表者も含めて！，かな
り長い間ポスター会場に足を運ぶことはなかった．筆
者も発表があるにもかかわらずワインとチーズを手に
していた者の一人であったことは言うまでもない（事
前審査でなければ，受賞もなかったであろう）．この
ような悪条件の中，一番最初にポスターの前に立った
発表者は，最終日の Banquetでその功績をたたえられ，
粗品がプレゼントされた．酒の誘惑に負けず，研究に
邁進することの大切さを教えられた出来事であった．
次回は 2018年にフランスで開催される予定である．
新天地である広島大学で得た成果を持ってぜひ参加し
たいと考えている．

(広島大学放射光科学研究センター 泉雄大)
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The 3rd International Workshop on Radiation Effects in Nuclear
Technology（RENT3）参加報告

2016年 6月 20日–21日に中華人民共和国・合肥で
開催された The 3rd International Workshop on Radiation
Effects in Nuclear Technology（RENT3）に参加したの
で報告する．

RENT は東京大学 GCOE プログラム「世界を先導
する原子力教育研究イニシアチブ」として始まり，
2011年，2012年にそれぞれ第 1回，第 2回が東京大
学・弥生講堂で開催された．今回，4年ぶりに第 3回
として中国科学院核能安全技術研究所（INEST，CAS）
を会場に開催されることとなった．50 人以上の研究
者が参加し，口頭 22件の発表に対して熱心な討論が
行われた．
発表は，原子力での放射線効果の研究についての概

観，放射化学と放射線化学の基礎的研究，原子炉水化
学，放射線の生物学的効果，およびポリマーの分野に
ついて行われた（各分野 4，5件（表 1））．

表 1. RENT3プログラム

6月 20日
午前 開会式

概観 1
概観 2

午後 放射化学と放射線化学
ラボ見学
バンケット
6月 21日

午前 ラボ見学 (HINEG)
原子炉水化学
生物学的影響

ポリマーの放射線化学
午後 ポリマーの放射線化学

閉会式

概観では，福島後に研究の増えている水素発生や海
水ラジオリシスの他，再処理系，水の超高速反応，超
臨界水，海水ウラン回収技術での放射線効果について

紹介された．放射化学と放射線化学では，TBP-硝酸
系，アクチニド回収，イオン液体，溶融塩，加速器の冷
却水，および中性子加速器の開発計画が発表された．
原子炉水化学では水和電子の初期過程や亜鉛注入の研
究が発表された．筆者はこのセッションで，密閉容器
内での水素発生と高温海水ラジオリシスについて講演
した．生物学的効果ではマイクロビーム，ドラッグデ
リバリやポリマーへの放射線効果が発表された．ポリ
マーでは，微小球上への触媒合成，再処理抽出剤，樹
脂の特性の組合せの研究成果が発表された．

INESTのラボ見学も 1日目の午後に行われたが，雨
天のため中性子加速器（HINEG）の見学は 2日目の朝
となった．

写真 1. 参加者記念撮影

バンケットは中国の雰囲気で一杯の会場で伝統的な
歌と劇が行われる中で開かれ，美味しい料理と会話を
楽しんだ．乾杯には白酒が出されたが，うっかり息を
吸うとむせかえるような強いお酒だった．発表が済ん
でなかったので，白酒を堪能し切れなかったのが心残
りであった．

RENT3 での中国の皆さんの運営，歓待に御礼申し
上げる．また，次回は未定だがその時にはぜひ参加し
たい．

(（株）日立製作所 和田陽一)

第 102号 (2016) 59



海 外 レ ポ ー ト

留学体験記スウェーデン KTH

2015年 9 月より 1 年間，スウェーデン KTH Royal
Institute of Technology（王立工科大学）のMats Jonsson
教授の研究室を訪問した．Jonsson 先生は放射線化学
の国際会議にしばしば参加されているから，ご存じの
方も多いと思うが，使用済み核燃料の直接地層処分を
背景とした放射線化学の研究を主に進められている．
筆者の訪問中の研究も直接地層処分に関連したもの
で，二酸化ウラン（UO2）の酸化的溶解反応について
であった．
日本では，スウェーデンは高負担高福祉国家として

であったり，社会民主主義的政策を取ることが紹介さ
れることが多いように思う．大学についていえば，授
業料が無料である上に，その教育水準は国際的に高く
評価されている．ただし，多くの学生の留学希望先に
なった結果，残念ながら 2012年以降は EU 圏外から
の留学生には授業料が課せられるようになった．
実際に訪問し，内側から見ると大学運営の少し違っ

た面も見えてくる．欧州の博士課程の学生は大学と雇
用関係にあるのはある程度知られたことだと思うが，
スウェーデンでは博士課程の学生の人件費がポスドク
と逆転するにいたっている．KTH の博士課程の学生
の多くもプロジェクトと関連して研究を行っている．
加えて，大学内の合理化は徹底されており，先生は副
学部長も担っているが，秘書はいない．筆者は所属内
の原子力留学制度という人材育成プログラムの支援
で，KTH とは雇用関係を結ばずに滞在した．研究訪
問を打診した際すぐに快諾頂いたが，こうした事情が
あったためかもしれない．ただ，このような状況でも
学内の雰囲気は欧州風な大らかさが維持されていて，
夏季休暇は 1ヵ月以上取るのだから，その生産性には
恐れ入る．

KTHはストックホルム中央駅から地下鉄で 10分程
度のところにある．茨城県東海村に勤める筆者には，
当初研究をするには少々魅力的過ぎる立地のように思
えたのだが，これは杞憂であった．大学から紹介され
た滞在先は，ストックホルムから北棟に 70 km 離れ
た Norrtaljeという街だった．年配のストックホルム市
民にとっては避暑地という認識の場所である．何かの
間違いだろうと確認したのだが，市内は大変な住宅難
と住宅価格の上昇が続いており，紹介できる物件が他
にないとのことだった．高速バスが出ており，大学ま

で乗り換えなしで済むのは幸いだった．写真は春のス
トックホルム市内と冬の筆者のアパートである．

写真 1. 春のノーベル博物館と冬の避暑地．

さて，慣れない環境に右往左往しながらも，ともか
く研究を始めたわけである．筆者にとって海外長期滞
在は今回が初めてで，右往左往については色々あるの
だが，筆者の名誉のためにも割愛して，ここでは研究
の舞台裏を紹介したい．研究の具体的な進め方を先生
と打合せした後，着手した初仕事はUO2 粉末試料の洗
浄であった．UO2 は空気中では酸素によって徐々に酸
化されるため，実験に用いる前にUO2粉末を炭酸塩水
溶液で洗浄し，表面の既に酸化された Uを洗い流す操
作が必要になる，という話であった．そこで，UO2 粉
末を頂いたのだが，その粉末の色を見て不安になった．
教えられた通り洗浄をしてみた．実験ノートによる
と 19回の繰り返しで筆者は諦めたようだ．UO2 から
の Uの溶出はU(IV)から水溶性の高いU(VI)への酸化
によるもので，筆者の研究では照射や酸化剤との反応
による U の溶出量が重要になる．19回の洗浄後にも
洗液には Uが溶けており，その濃度は実験に支障をき
たすに十分だった．この結果は粉末を見たときにある
程度予想はしていた．UO2 は暗い茶褐色を呈するのだ
が，酸化が進むと黒色から暗い灰色になってくる．頂
いた粉末は既に灰色がかっていた．

UO2 粉末の Uと Oとの比を熱重量分析で調べてみ
ると，O/U=2.3 程度まで酸化が進んでいることがわ
かった．そこで，UO2 の還元処理をして O/U=2.0 の
試料を調製したいと先生に相談したのだが，先生の研
究室では前例がなかった．その操作は電気炉を使って
UO2 粉末を 5 % 水素気流中で高温還元するというも
のである．筆者が先生の立場でも渋い顔をしただろう
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と思う．
研究室にある使えそうなもので手作りの反応管を

組み，電気炉とあわせて動作確認をし，リスクアセス
メントの書類を準備した．ヘルメットは必要ないか？
という冗談まじりの承諾を先生から得た．コールド・
ランでも問題はなく，さて本番である．普段は実験室
にあまり顔をみせない先生が不安そうな顔でやってき
て，首尾を訪ねてきた．あまりの不安そうな様子に，
筆者は笑いを堪えられなかったのだが，やはり失礼
だったかもしれない．
苦労して調製した UO2 粉末で実験をやってみると，

反応挙動が大きく違った．使用済み核燃料が地層処
分環境下で地下水に溶ける際，放射線の影響は過酸化
水素などの酸化剤の生成と考えられている．そこで，
UO2 粉末を分散させた水溶液に過酸化水素を添加し
て，その後の過酸化水素濃度と溶出U濃度とを定期的
に測定する実験を行った．反応速度は先生の Review
にあった数値より 1 桁ほど高かった．これは予期し
ていなかったことで，筆者の研究訪問のテーマは別
にあったため，先生のところの博士課程の学生にも手
伝ってもらって，実験を進めることになった．
その後，この還元 UO2 粉末を使って色々と実験を

やったのだが，それは表舞台の話である．この UO2

の酸化状態と表面反応との関係はたった 1 年間の研

究訪問で調べ尽くせるものではなく，今後も協力関
係を維持して楽しんでいきたいテーマである．ただ
し，ストックホルムを再び訪れる機会を得たとしても，
シュールストレミングだけは二度と口にしない．好奇
心に負けた筆者は，一尾完食後，“通常では耐え難いほ
どの臭気”（Wikipedia）に一晩苦しめられた．
最後に，研究訪問といっても家族にとってみれば単
身赴任との違いはない．妻と息子の理解と忍耐に感謝
する．

写真 2. ジャガイモと頂くシュール
ストレミング，色々と忘れさせてくれ
るウォッカは欠かせない．

(日本原子力研究開発機構 熊谷友多)
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