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[巻 頭 言]

あらためて，放射線化学の新展開へ向けて
日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター

籏野 嘉彦

1995 年 に 10th ICRR(International Congress of

ュレーションが良くないこととこのプロジェクトの内

Radiation Research)が Roentgen による X 線発見 100

容にもっと放射線化学の視点を盛り込むべきとの考え

年を記念して，その地 Wurzburg で開催されました．そ

か ら ， 新 た に ， ”Charged Particle and Photon

の際に井口道生博士による IAEA 国際プロジェクト

Interactions with Matter. Chemical, Physicochemical,

(1985-1995)の報告が行われました．このプロジェクト

and Biological Consequences with Applications”, Eds.,

は”Atomic and Molecular Data for Radiotherapy and

A. Mozumder and Y. Hatano, Marcel Dekker, New

Radiation Research” と題して，まもなく迎える来世紀

York (2004) が企画され，出版されました．

へ向けて Roentgen, Curie らによる放射線発見以降 100

この本に対する国際的な評価は，放射線に関する物理

年間の放射線と物質との相互作用に関する研究を基礎

学，化学，生物学，医学，工学に留まらず，物質（原子・

的な部分に焦点を絞ってサーベイするという大きな目

分子等）の電離，高励起を伴う現象を取り扱う多くの科

的のもとに行われました．また，単に基礎研究のみでな

学・技術の分野からの新しい関心と要望を導き出しまし

く，Radiotherapy も主要課題の一つに入れたことから，

た．また，過去へ向いた成果のサーベイではなく，研究

現在は軌道に乗りはじめている重粒子線治療に対して

の現状と将来展望をより詳細に，そしてもっと応用およ

基礎科学的指針を初めて与えたことなども，このプロジ

びインターフェイス分野の状況を含めて欲しいなどの

ェクトの大きな成果の一つということができます．

国際的な要望がありました．これらを踏まえて，前版と

放射線と物質との相互作用に関する研究は，

は 別 の 視 点 の も と に ”Charged Particle and Photon

Roentgen, Curie ら以降，現象論的なものが多かったの

Interactions

に対して，1955-1965 年頃からの R. L. Platzman, U.

Applications, and Interfaces.” Eds., Y. Hatano, Y.

Fano, M. Inokuti らによる理論研究の結果，これを高エ

Katsumura, and A. Mozumder, Taylor & Francis,

ネルギー粒子と物質との衝突過程と捉え，放射線作用の

Boca Raton (2010 予定)の編集・執筆が進められていま

共通点を二次電子の発生とその衝突過程とし，これを

す．

with

Matter.

Recent

Advances,

中・高エネルギー領域と亜励起電子等の極低エネルギー

以上，二つの本の内容の詳細を引用しながら標記の課

領域に分け，前者の領域について Born-Bethe 近似を適

題に対する私の提言を具体的に示すべきですが，紙面の

用して電子衝突過程をフォトン衝突過程に結びつけま

制限からそれは不可能です．その骨子のみを述べるとす

した．このような理論的な考究から実験研究に対して，

れば，むしろ当然のこととして，まず放射線化学の過

「超励起状態」の実証とその振る舞いの解明，シンクロ

去・現在をあらためて注意深く見直して，その中心の部

トロン放射の光源としての開発によるフォトン衝突過

分としての基礎・応用について本質的に解明すべき重要

程実験の活性化を提言しました．このような提言にイン

な課題を見出して解明に着手すること（上記の本の前版

パクトを受けた実験研究者は私のみでなく国内外に極

の内容に対応），応用・社会との接点の構築に留意して

めて多数に上り，現在もなお続いています．

この分野を近隣も含めて活性化すること（上記の本の後

上記の IAEA プロジェクトはいわばこのような研究の

版の内容に対応）であると結論されます．昨年の第２回

流れをまとめたものです．しかし，この報告書のサーキ

アジア・太平洋放射線化学シンポジュームでは，このよ
うな提言を前・後版の両方の本の内容を引用しながら具

Future perspectives of radiation chemistry
Yoshihiko HATANO (Japan Atomic Energy Agency)
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4
TEL: 029-282-5093, FAX: 029-282-5927
E-mail: hatano.yoshihiko@jaea.go.jp
第 88 号 (2009)

体的にお話をする機会がありました．近日中に論文とし
て出ますので(Y. Hatano, Radiat. Phys. Chem., in
press, ”Future Perspectives of Radiation Chemistry”)
参照いただければ幸いです．
1

[受賞記事]

コンパクト高品質量子ビーム源の開発と利用
早稲田大学理工学術院総合研究所

After the approval of the project as the “High-Tech

鷲尾方一

イズでありながら，高輝度，準単色の軟 X 線発生，超短

Research Center Project” conducted by MEXT at

パルス電子を用いたポンププローブ法による超高速物

Waseda University, the laser driven photo-cathode

理化学反応追跡ツールとしてのパルスラジオリシスシ

RF-Gun

very

ステム開発を実施してきた．また，高品質ビームと高輝

extensively. The system was developed to obtain the

度レーザーの衝突によって得られる軟 X 線の生成と応用

stable and high quality (i.e. very low emittance)

についても検討を加えてきた．これらの研究開発はそれ

electron beam in conjunction with the system

ぞれに相当な進捗がみられ，今後更にこの分野のさきが

stabilization such as RF power source and laser

けとなる多くの研究成果が得られている．

(RF-Gun)

has

been

developed

system for the electron emission. The high quality
electron

beams

have

been

applied

for

the

development of novel beam diagnostic system. At the
same time, the beams (electron and laser ) are applied
for the inverse Compton scattering experiment for the

2． RF ガン開発の歴史的経緯
RF-Gun は，1984 年に Maday と Westenskow によ
って提案された 1)．高周波を RF 空胴に印加することに
よりカソード表面に 100 MV/m もの高い電場をかける

generation of soft-X-ray with quasi-monochromatic

ことができるため，カソードから放出された電子を速や

energy and short time structure, and for the pump

かに相対論的領域まで加速することができる．このため，

probe experiment (the pico-second pulse radiolysis) as

従来の熱電子銃では達成し得なかった高エネルギー，低

the very compact system.

エミッタンス(ビームの広がりとサイズに関連した量で，

Key words: RF-Gun, High Quality Beam, Inverse

小さければ小さいほど品質が良い)で超短パルス電子ビ

Compton

ームを発生することができるシステムとして，世界各国

Scattering,

Pulse

Radiolysis,

Beam

で研究開発が行われ，高エネルギー加速装置の入射器と

Application

して，また医療，産業，科学技術研究等の様々な分野に
1. はじめに
レーザーフォトカソード RF 電子銃(RF-gun)をベース
とした，高品質電子ビーム装置の究極の性能を目指し，
世界最小クラスの 5MeV の加速エネルギーを持つレーザ
ーフォトカソード RF 電子銃の開発，更に当該装置から
の電子ビーム発生の高度制御方法と発生電子の計測，更
には高輝度レーザービームとの衝突を通じた実験室サ

おける電子ビーム利用において極めて重要な役割を果
たし始めている

2,3)．このような新しい加速器を国内で

最初に実用化したわれわれのグループにおける開発の
経緯をここで簡単に紹介しておきたい．
筆者は 1989 年まで東京大学の原子力工学研究施設に
おいて巨大なライナックシステムを用いてパルスラジ
オリシスによる放射線化学反応の初期過程の研究を行
っていたが，当時の同僚，吉田陽一博士（現大阪大学産

Development of compact quantum beam generation
system and the application
Masakazu Washio (Research Institute for Science and
Engineering, Waseda University)
〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学理工学
術院総合研究所
TEL: 03-5286-3893, FAX: 03-3205-0723
E-mail: washiom@waseda.jp
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業科学研究所・教授）とテーブルトップのパルスラジオ
リシスシステムがなんとかできないものかといった話
をしていた．わけあって筆者は 1989 年に住友重機械工
業へ移籍し，加速器応用の研究を担当するようになった．
ここで何年かにわたって，加速器による医療用具滅菌シ
放射線化学

3
コンパクト高品質量子ビーム源の開発と利用

ステムや新しい産業用加速器（250keV WIPL）の開発

まず電子ビーム源である小型加速器としては，BNL

に従事していた．このように加速器の先端応用について

タイプの 1.6 セル S-band RF-gun をベースに，システ

種々検討していた経緯から NEDO の先導研究（のちに

ム構築をおこなった．ここでは 1 号機以降に行ってきた

フェムト秒テクノロジー）に参画し，コンパクトな高エ

装置開発の概要も含めて紹介したい．

ネルギー加速器の必要性について議論を続けていた．こ

図 1 に RF ガンのイメージ図を示す．この装置の特徴

のような折，KEK 小方教授よりフォトカソード型の RF

として次のような点を挙げることができる．

電子銃の開発の相談を受け，NEDO プロジェクトとの絡

①高輝度の UV レーザーによる光電効果によって電子ビ

みで RF-Gun 開発を真剣に検討するようになった．1995

ームを生成するので，電子発生のための絶縁トランスや

年当時すでに米国では多くの研究所において RF-Gun

高電圧デッキに対する制御信号等が不要になるため，シ

の原型ともいえる装置が稼働を始めていた．また一方で

ステムが非常にコンパクトになる．

高品質電子ビームとレーザーとの間での逆コンプトン

②発生する電子の時間構造は照射レーザーのパルス形

散乱による X 線発生 4)がきわめて高いエネルギーの X 線

状を反映するので，特別のバンチング(集群)システムを

発生に有効であるとの結論に達し，小型の RF-Gun を

必要としない．この点でもシステムのコンパクト性が更

我々の手で日本に導入しようと考え始めた．この時点で， に向上する．
日本国内においてもすでに RF-Gun の基本的なシステ

③発生した電子は極めて短距離で相対論的な速度に達

ム開発がおこなわれたとの情報を得て，現場にも足を運

するので，ビームの質（エミッタンス）を非常によい状

んだ．その結果日本国内でのみ開発を行うことは極めて

態のままで取り出せる．

リスクが大きいとの結論に達していた．このために当時
RF-Gun の開発において先駆的な研究を行っていた
BNL（Brookhaven National Laboratory）に協力を求
めることとして，KEK 中西教授らとニューヨークへわ
たり，RF-Gun の共同開発を行うこととなった．その後
この共同開発は非常にうまく機能し，1 号機を KEK（の
ちに東大で試験実施）に納入，2 号機を NEDO のフェ
ムト秒テクノロジーのプロジェクトにおける逆コンプ
トン散乱実験のための電子源として利用を始めること
ができた．この時点で吉田博士との約束であったテーブ
ルトップの小型加速器を実現できたことになる．
図 1 フォトカソード RF ガンのイメージ
3． RF-Gun システム開発とビーム計測

5-13）

このように，従来の加速器では実現できなかった数々
以上のような経緯を経て，早稲田大学において，大学

のメリットを挙げることができるが，逆に従来の加速器

の一研究室においても実現可能な汎用的装置として

技術をそのまま転用する事では RF ガンの優れた性能を

RF-Gun をとらえ，放射線化学研究を実施する中核装置

実現できないため，このシステム開発に乗り出すために，

とすることとした．すなわちテーブルトップサイズの電

周辺技術の進歩が不可欠であった．RF ガンを安定に運

子ビーム源が科学技術の進展に極めて重要であると言

転するための要素技術としては，RF パワー系統の安定

う立場に立ち，文部科学省の支援を受け，ハイテクリサ

化，電子発生用レーザーの安定化，それぞれの時間揺ら

ーチセンタープロジェクトの一環で RF 電子銃の開発

ぎの制御，そして作製した空洞の表面状態と平滑性等を

と応用を進めることとした．具体的には，テーブルトッ

挙げることができる．つまりこれらの技術革新が実現で

プサイズで相対論的領域まで加速できる高品質電子ビ

きる事によりこの加速器の優れた性能を実現すること

ームの生成を行いその多方面への利用（逆コンプトン散

ができることとなる．

乱による軟 X 線生成とピコ秒パルスラジオリシスシス
テム開発）を目的として研究を進めた．
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そこで我々は，RF パワー系統の安定化については
FEL 用加速器として非常に高い性能を持つパルスフォ
3
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ーミングネットワーク回路を提唱していた日新電機の

生成加速された電子バンチの詳細について精密な計測

グループと電源の安定化技術について検討を加え，その

を行った．まず，RF ガンから得られる電子ビームは非

結果，出力電圧の安定性は全幅で 0.38％(20,000 パルス

常にエミッタンス（進行方向と直交する面方向への運動

あたり)および平坦度 0.25% 達成した．この値は，比較

量-ビームの広がりーとビームサイズが構成する位相空

的安価な RF システムとしては飛びぬけた値であった．

間における面積；ビームの質を表現する物理量）が小さ

またレーザーの安定化についても，Nd:YLF レーザー

いことが期待されていたが，実際にその値についての検

で非常に安定性の高いシステム構築が可能となるバッ

討を行った．我々が開発した RF ガンは最大エネルギー

クグランドが本システムの実現に大きな追い風となっ

が高々6MeV 程度であり，その速度が相対論的領域に入

た．レーザーの安定化については 2 つの側面があり，そ

っているものの，電荷同士の相互作用時間は相対論的フ

れぞれに安定性を議論しなければならない．一つは出力

ァクターの逆数（1/γ）に比例するので，まだまだその

の安定化であり，もう一つは取り出し時間の揺らぎの最

影響が大きく出てしまう．そのためエミッタンス計測の

小化である．これについては，住友重機械工業のグルー

方法としてよく知られている Q スキャン法（四重極マグ

プの力に負うところが大きかったが，出力については

ネットによる集束でビームサイズを計測しそれからエ

1/2λプレートに出力フィードバックをかけることで実

ミッタンスを逆算する方法）をとると，集束時にスペー

現できた．また時間安定性については現在では当たり前

スチャージの影響を強く受けるため，この方式をとるこ

に用いられている技術であるが，過飽和吸収ミラーとピ

とができない．そこで我々は電子ビームが完全に止まる

エゾ素子を組み合わせたシードレーザシステムを構築

厚さの金属を用いてスリットを 2 組(1 組目で空間を切り，

した．これらの開発の結果，出力安定度 0.65％(rms)と

2 組目で広がりを切りその電荷量を計測し，これをビー

時間安定度 0.16ps を達成する事ができた．細かい話に

ムがある領域全体で繰り返し計測し，それをもとの空間

なるが，時間の安定性と出力の安定性はともに電子ビー

に焼きなおす)構成し，それによりエミッタンスの精密計

ムのエネルギーや電荷量，タイミング等，種々の実験に

測を行った．また同時にレーザーの入射方法（垂直入射

供用する重要なパラメータを常に安定に保つために非

と斜め入射）およびビームの電荷量によってエミッタン

常に重要な制御項目である．

スがどのように変化するか，についても調べた．その結

さて空洞の表面状態と平滑性についての議論である

果を図 2 に示す．

が，これについてはまだ最終的な結論は出ていないと思
われるが，我々が検討し実現してきた事について簡単に
触れる．空洞には前述したように 100MV/ｍもの大きな
電界がかかる．そのために容易に放電やフィールドエミ
ッションの発生が起こってしまう．それを防ぐ方法とし
て，いくつかのチャレンジを行った．一つは使用する銅
の材料の純度を高くする(無酸素銅クラス１)ことと，加
工前にその材料の高温高圧下で HIP 処理(結晶粒界をで
きる限りつぶす)を行った．加工は最終的には単結晶のダ
イヤモンドバイトの機械仕上げとした．面精度は 1μm
をはるかに下回るいわゆるナノ加工に突入していた．た
だ，切削にはどうしても潤滑油が必要であったため，そ
の使用については目をつぶり，切削後に空洞をヘキサン

図２ エミッタンスの計測結果（プロファイル整形は斜

中で超音波洗浄することとした．これらの処理により，

め入射でカソード表面において完全円形のレー

100MV/m の高い電界を安定に供給する事ができるよう

ザープロファイルとなるよう調整したもの）

になり，RF ガンの持つポテンシャルを充分引き出す事

従来の加速器におけるエミッタンスは一般的に 100π

に成功した．
これらの開発を通じ製作した RF ガンのカソードに
Nd:YLF レーザーからのピコ秒 UV 光を照射し，実際に
4

mm･mrad 程度であることが知られているが，ここでは
1 桁以上良好な値が得られており，この装置の高い性能
を示すことができた．
放射線化学
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4． 逆コンプトン散乱システムの高度化 14)

この実験においては，電子・レーザーの専用の衝突用真
空容器を新規に作製し，バックグランド（BG；制動放
射等のノイズ）の徹底した削減を行うとともに衝突角度

逆コンプトン散乱は高エネルギーの電子によってレ
ーザーなどの低エネルギーの光子を弾性散乱すること
によって高エネルギーの光子を生成する技術 4, 15, 16)であ

が変更できるようにしてある．また，レーザー増幅装置
も新たに開発し強度の高いレーザー光を生成するため
に 3Pass の増幅システムを構築し，最大 40mJ/Pulse まで

り，コンパクトな装置によって高品質な X 線を生成する

の増幅に成功している．電子ビームとしては，前述のよ

技術として注目されている．我々の装置(実験時 4.5MeV

うに高品質化を行ったことによってより密度の大きい

電子ビームと 1047nm レーザー光)によって生成される X

電子ビームを衝突点で生成することができている．X 線

線のエネルギーは約 400eV で，水の窓と呼ばれるエネル

検出器としては，マイクロチャネルプレート(MCP)を用

ギー領域(図３)の X 線である．水の窓とは，水による X

いている．

線の吸収が少ないだけでなく，生体を構成する元素であ
4.2 軟 X 線生成

る炭素・窒素・酸素の吸収端が含まれる領域で，生体観
測用の軟 X 線顕微鏡としての利用が期待される．

前述のようなシステムにおいて X 線生成試験を行った．
図５に MCP によって検出された X 線と BG の信号を示
す．

図 3 生成 X 線エネルギーと水の窓領域
4.1 軟 X 線生成システム
図 4 に早稲田大学加速器を用いた軟 X 線生成装置の概

図 5 検出された X 線信号

念図を示す．
赤線が改良前，青線が改良後の信号を示しており，実
線は X 線信号，
点線はそのときの BG 信号を示している．
改良前は 1 程度だった S/N がほとんどビームに起因する
BG がなくなり，暗電流をペデスタルとして無視すれば
100 を超える S/N が得られている．これはビームが衝突
点後に発散する前に偏光電磁石で曲げる構成にした点
と，レーザー増幅によってＸ線自身の生成量も増えたこ
とに起因する．このようにして得られた X 線信号の衝突
タイミングンによるプロットを図 6 に示す．
図 4． 逆コンプトン散乱による逆コンプトン散乱 X 線
生成システム

第 88 号 (2009)

5

6
鷲尾方一

垂直方向の相関幅は 80μm，水平方向は 325μm で，レー
ザーのサイズである 42μm をデコンボリューションする
と，電子ビームサイズが 56μm(垂直)×251μm(水平)である
ことが算出できる．垂直方向を重点的に集束しているの
は，水平面で約 20 度の角度で衝突しているために，こ
のような扁平ビームの方がより多くの X 線を生成でき
るためである．これらの計測結果は従来ビーム計測に用
いていた蛍光板を用いた計測に比べはるかに精度のよ
い実験が可能であることも示されている．
図6

生成 X 線のコリレーションプロット

次に衝突角度を変化させることによる生成 X 線数の変
化を測定した結果を図 8 に示す．

これからわかるように X 線が生成されている時間幅が
約 15ps になっており，電子バンチ長とレーザーパルス
幅のコンボリューションにほぼ一致する．
4.3 電子ビーム－レーザーパルスの衝突状態の測定
上記のように高い S/N の X 線シグナルが得られるよう
になったため，様々な測定が可能になった．まず，レー
ザーの衝突点における位置を変化させて X 線強度の変
化を測定することにより，電子ビームの衝突点でのサイ
ズを知ることができる．図 7 に垂直方向(上)変化と水平
方向(下)変化の測定結果を示す．
図 8 衝突角度による生成 X 線数の変化
図中のプロットが測定結果，実線が計算結果である．計
算結果よりも少し小さい値であるが，変化の傾向はよく
一致していることがわかる．これは衝突角度によって電
子ビームとレーザー光の衝突のルミノシティが変化す
ることに起因する．
5． パルスラジオリシスシステム開発 17, 18)
我々はストロボスコピック法によるピコ秒の分解能を
持つパルスラジオリシスシステムを構築してきた．17)し
かしながら，未だ様々な中間活性種を計測するためには
S/N など不十分な点があり，様々な改良を行うことによ
って実用レベルへの改良を試みた．なお，現在では
RF-Gun のアップグレードを行っており，ここでは Cu カ
ソード（量子収率約 10―4）のケースと改良後の Cs-Te カ
ソード（量子効率約 10－２）による結果を併せて示す．
我々の構築したピコ秒パルスラジオリシスシステムを
図 7 逆コンプトン散乱による電子ビームサイズ測定
6

以下の図 9 に，励起光(電子ビーム)と分析光のサンプル
放射線化学
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への照射の様子を図 10 に示す．我々のシステムは高エ

5.1 水和電子の時間挙動測定によるシステム評価

ネルギーの加速器（数 10MeV オーダー）と異なり，サ
ンプルに対する透過能力が十分ではないので，分析光と
電子ビームを同軸にアライメントすることが難しいた
め，古いナノ秒のシステムと同様に電子ビームに対し分
析光を直交方向から導入している．そのため，システム
の時間分解能は電子とレーザーのパルス幅とともに電

水和電子はその生成が非常に速く，フェムト秒オーダー
で生成され，かつ吸収が大きいという特徴がある．この
ような特徴からシステムの評価をするのに最適であり，
今回の実験にもシステム評価対象として用いた．

0.12

子ビームのサイズにも大きく影響される．我々は電子ビ
ームを空気中に取り出す寸前で絞り込み，サンプルセル
においてできるだけ収束するようにビームオプティッ

0.1

O.D.(旧RF-Gun)
O.D.(新RF-Gun)

0.08

クスを設計している．

0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-150

-100

-50

0

50

100

150

Time [ps]
図 11 RF-Gun によるピコ秒パルスラジオリシスシ
図 9 ピコ秒パルスラジオリシスシステム

ステムの評価（測定波長 720nm，水和電子の吸収）

（Cs-Te カソードシステムによる）
RF-Gun のカソードには Cs-Te を用いており，電子線
の線量は格段に向上(約 4nC)している．分析光としては，
水セルに高エネルギーの IR 光を集束することによって
生成した白色光を用いている．改善点として，白色光を
安定に生成するためにその条件出しを行い，IR パルスエ
ネルギーをさらに安定化した．分析光は励起用電子ビー
ムに対して垂直に入射しており，サンプルへ照射する際
には色収差を最小限にするために非球面のレンズを用
いている．18)

図 11 は銅カソードの旧 RF-Gun と Cs-Te カソードの新
RF-Gun の比較である．ビーム電荷量が格段に向上した
ことによって約 5 倍の信号強度を得ることができるよう
になっている．また，図中には現れないが，この 1 つの
プロットを取得するのに 12 時間ほどかかっていた測定
時間が白色光の生成を安定させることができるように
なったため約 4 時間まで短縮することができている．現
在，更にこの白色光生成を安定化させ，S/N の大幅な向
上を目指した改良を進めており，近いうちに実用上問題
の無いレベルのデータ取得システムが構築できると考
えている．

まとめ
本稿では，筆者が過去 15 年以上にわたって開発及び応
用研究に従事してきたフォトカソード RF ガン(RF-Gun)
の概要について述べてきた．幸いなことに筆者が開発に
参入した時点では，このような先端加速器の開発を支え
る周辺技術が熟成してきており，当初の困難予想を覆す
非常に順調な経緯を辿った．加速器技術の粋と計測技術，

図 10 電子ビーム・分析光のサンプルへの照射
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多様な要請を何とかこなす事ができた．本稿では加速器

3)

(1996)

技術や計測技術の詳細に触れるスペースが無かったが，
それらの詳細については参考文献を参考にしていただ

4)
5)

G. R. Fleming, Chem. Appl. of Ultrafast Spectroscopy,
Oxford University Press, New York, (1986)

会に紹介できればと考えている．
謝辞 本稿で紹介した研究を遂行するにあたり，非常に

K. J. Kim, et al., Nucl. Inst. & Meth. Phy. Res,, A,
341, 351(1994)

きたい．加速器の物質科学の応用についても，本稿で触
れる事ができなかったが，それらについてはまた別の機

X. Qui et al., Phys. Rev. Lett., 76, No.20, 3723

6)

鷲尾方一, 日本物理学会誌 55, No.3, 196 (2000)

7)

S. Kashiwagi et al., International Journal of

数多くの皆さんの献身的な協力をいただくことができ

Applied Elerctromagnetics and Mechanics, 14

た事は筆者にとって大変な喜びでした．研究を開始した

157, (2001/2002)

のは既に 15 年ほど前であり，住友重機械工業の専門家

8)

英二郎博士(当時事業部長)，広瀬正起氏，堀正匡博士，
萬雅史博士，常見明良博士，酒井文雄氏の協力が無けれ
ば開発の端緒にもたどり着けなかったと考えています．
皆様に心からお礼申し上げます．また本システムの原型
を開発していた米国ブルックヘブン国立研究所の X. J.
Wang 博士及び Ilan Ben. Zvi 博士にはその的確な指導に
心からお礼を申し上げたいと思います．
更に，開発に必要な諸技術については KEK 浦川順治教

R. Kuroda et al., J. Appl. Phys. 43, No.11ª 7747
(2004)

の多大なお力添えを頂きました．特に遠藤彰博士，豊田
9)

S. Kashiwagi et al., J. Appl. Phys. 98, No.12
123302-(2005)

10) K. Sakaue et al., Journal of Physics: Conference
Series 31 229 (2006)
11) M. Washio, Rev. Laser Engineering, 34, No.2, 148
(2006)
12) S. Kashiwagi et al., Int. Journal of Modern Phy B,
21, No.3/4 481 (2007)

授，早野仁司准教授，照沼信浩助教を含め非常に多くの

13) K. Sakaue et al., Rad. Phys. Chem., 77 (2008) 1136

先生方にご支援をいただきました．

14) 黒田隆之助他, 放射線化学, 77, 41 (2004)

実際の開発と応用研究は早稲田大学･鷲尾研究室のメ
ンバーおよび濱義昌教授の献身的な協力の下に行なわ
れました．特にこれらの研究は，黒田隆之助博士(現在産
業技術総合研究所研究員)，柏木茂博士(現在大阪大学産
業科学研究所助教)，坂上和之博士(現在早稲田大学理工
学学術員総合研究所次席研究員)を始めてとして，非常に
多くの大学院生諸君の昼夜を分かたぬ努力により支え

15) M. Yorozu et al., Jpn. J. Appl. Phy., 40 4228
(2001)
16) J. Yang et al., Proc. EPAC Conference 2002, 784
(2002)
17) M. Kawaguchi et al., Nucl. Instr. Meth., B236 (2004)
425
18) H. Nagai et al., Nucl. Instr. Meth., B236 (2007) 82

られてきました．
軟 X 線発生システムの開発については，
理化学研究所の丑田公規博士の惜しみない協力のもと

＜著者の略暦＞

に原理実証を行うことができました．また物質科学系の

鷲尾方一：1972 年麻布高校卒業，1976 年東京大学工学

研究については大島明博博士(現在大阪大学産業科学研

部原子力工学科卒業，1981 年 3 月東京大学大学院工学

究所)のご支援をいただきました．更にパルスラジオリシ

系研究科原子力工学専攻修了 工学博士．東京大学工学

ス等のシステム開発においては，大阪大学田川教授のグ

部附属原子力工学研究施設ライナック運転管理部助手，

ループ及び東京大学勝村教授グループのご支援をいた

住友重機械工業主任研究員を経て，1998 年 4 月より現

だき，システム開発を行なう事ができました．ここに関

職． 専門：加速器科学，放射線科学，高分子化学． 趣

係各位に心からお礼申し上げます．
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[展望・解説]

芳香族ダイマーラジカルカチオンの放射線化学

π−π Interactions of aromatic molecules are paid
attention much in many fields, especially biology,
chemistry, and applied physics, represented as
protein, DNA, electron donor-accepter complexes,
charge transfers, and self assembly molecules.
Aromatic molecules including benzene rings are the
simplest case to study the π−π interactions. To
interpret the charge resonance (CR) structure in the
dimer radical cations, spectroscopic and ESR
methods have been carried out. The spectroscopic
study on the dimer radical ion of molecules with two
chromophores would be profitable to identify the
electronic and configurational properties.
In this article, dynamics of the dimer radical cation
of benzenes, polystyrenes, and resist polymers is
described on the basis of direct observation of CR
band by the nanosecond pulse radiolysis and low
temperature γ-radiolysis methods.
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ユニットが, 一つのプラス電荷を共有した状態のこと
を指すが, 近いイオン化ポテンシャルを有する異なる
分子同士で形成されるヘテロダイマーラジカルカチオ
ンも含まれる 12). またダイマーラジカルカチオンは,
近赤外波長領域に特徴的なバンドを示すことが知られ
ている. ここで CR バンドは,以下の波動関数で表され
る状態間の遷移を表す 13-15）.

ψ ± = (2 ± 2S ) −1 / 2 (ψ 1+ψ 2 ±ψ 1 ψ 2+ )

(1)

+
ここで, S =< ψ 11
ψ 2 ψ 1+ψ 2+ > である.

ΔE = 2( SH11 − H12 ) /(1 − S 2 )

(2)

E0 = ( SH11 − H12 ) /(1 + S )

(3)

ここで,

H 11 =< ψ 1+ψ 2 H ψ 1+ψ 2 >
H 12 =< ψ 1+ψ 2 H ψ 1ψ 2+ >

である.

式（2）,（3）の関係から
Key words: dimer radical cation, pulse radiolysis,
electron beam, benzene, polystyrene

E 0 = (1 − S )ΔE / 2

(4)

と表すことができる. ベンゼンのダイマーラジカルカ
1. 緒言
中性の芳香族分子とそのラジカルカチオンがπ−π相
互作用に基づく電荷共鳴（charge resonance(CR)）に
よって安定化し, ダイマーラジカルカチオンが形成さ
れることが知られている 1-4). その結合エネルギーは,
気相中ベンゼンで 15-20 kcal/mol 程度と報告され 5-11),
分子間力としては水素結合より大きいため, 分子構造
の決定に大きく寄与する. 通常は同一の分子もしくは

+● *
＋

LE
+●
＋

CR(ΔE)
E0
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チオンのエネルギーダイアグラムを図１に示す. ベン
ゼン環が完全にオーバーラップし, 正電荷が対称に非
局在化するとき, S が０になり, CR バンドの遷移エネ
ルギー(ΔE）は, 結合エネルギ－(E0)の 1/2 と概算する
ことができる. 結合距離と CR バンドのエネルギーの
関係の詳細については, 前号で藤塚, 真嶋によって報
告されている 16). ψ+→ψ―の遷移は, 大きな双極子モー
メントを持つため, 許容な遷移となり, ダイマーの中
のモノマーユニットの遷移を表す紫外・可視域に見ら
れる local excitation (LE)バンド吸収に比べ, 大きな
振動子強度を示す. LE バンドの観測によってダイマ
ーラジカルカチオンの kinetics を明らかにしている例
もあるが, CR バンドの方が, 赤外波長領域においては
他の吸収バンドのオーバーラップが少ないため, 解析
を行いやすい.
芳香族ダイマーラジカルカチオンは, 1960 年代の
同時期にそれぞれ化学的酸化および放射線化学的に
カチオンを生成させた, それぞれ ESR 法と低温マト
リクス分光法によって初めて存在が明らかとなった.
ESR 法では, モノマーラジカルカチオンに対し, プロ
トンの平均の超微細結合定数が約 1/2 になり, ESR 遷
移が約 2 倍になることからサンドイッチ型のダイマ
ーラジカルカチオンが観測されている 3,17,18). 一方低
温マトリクス中では, Hamill らが最初に芳香族分子
の近赤外波長領域での吸収を報告したが, 観察された
吸収をモノマーラジカルカチオンと見なした 19,20).
1967 年以降, Badger と Brockelehurst が, ナフタレ
ン, ベンゼン等のダイマーラジカルカチオンについて
発表を行ったのが分光および放射線化学の手法を用
いた研究では最初となる 1,2,21). 例としてベンゼン
(Bz)については, 以下の平衡が成り立つ.
Bz +

Bz・+

Bz2・+

(5)

同定は石谷と長倉による, パラシクロファンのアニオ
ンラジカルでの CR バンドの報告 13)に基づき行われた.
それ以降 70 年代では, 理研グループなどが, パルスラ
ジオリシスと低温マトリクス法によってナフタレン,
ピレン等の多環芳香族分子のダイマーラジカルカチオ
ンに関する平衡反応などの反応機構の詳細について明
らかにした 4,22,23). 室温下のダイマー生成の平衡定数
は, 立体的に大きな多環芳香族分子の方がベンゼン誘
導体よりも小さく, また溶媒和の影響により極性が小
さい溶媒の方が大きい傾向があり, 平衡定数は 102～
106 mol-1dm3 の範囲で報告されている 1,4). ８０年代よ
りはさらに, レーザーを用いた光イオン化によるダイ
マーラジカルカチオン生成の報告も新たに行われるよ
うになる 24-26).
ベンゼンのダイマーラジカルカチオンは, 最も基本
的なπ−π芳香族ダイマーを形成する系であり, 生物学,
10

化学や応用物理など様々な分野においても重要である.
ベンゼンのダイマーラジカルカチオンの構造は,
ESR や CR バンドの測定よりサンドイッチ構造が示唆
されているが, ab-initio と density functional theory
(DFT)による量子化学計算により, これまで多く報告
されている 9-11,18,27-33). 大きく分けると, サンドイッ
チ構造と T 字型構造での評価が行われているが, その
多くはサンドイッチ型構造を最安定構造と求めている.
最 近 で は ,
Bradforth ら の グ ル ー プ が
equation-of-motion coupled cluster with single and
double substitutions for ionization potential
(EOM-IP-CCSD)法を用いて T 型とサンドイッチ型の
エネルギーと振動子強度について報告している 33). 中
でも興味深いのは,T 型の構造においても, 2000 nm 付
近の赤外波長領域にサンドイッチ型の 1/2 程度の振動
子強度で CR バンドを示すことを予測していることで
ある.
本稿では特に, ベンゼン系芳香族ダイマーラジカル
カチオンに関する高分子を含む研究の現状, 特に我々
が行ってきたパルスラジオリシスを中心とした分光的
手法を用いた研究について紹介したい.
2.凝縮相中におけるベンゼンのダイマーラジカルカチ
オン
2.1 液体ベンゼンのダイマーラジカルカチオン-ジェ
ミネートイオン再結合 34,35)
液体ベンゼン中では, ダイマーラジカルカチオン
(Bz2・+)の生成時間は, 20 ps 程度のエキシマー(Bz2*)と
は異なり 26,36), 1 ps 以内で起こるため 37,38), これまで
生成過程は報告されていない. 生成したダイマーラジ
カルカチオンは, ピコ秒時間領域以内で電子とのジェ
ミネートイオン再結合反応でその殆どが消失する. ベ
ンゼンは, 二次電子の平均熱化距離がアルカンなどと
比べ短く 39,40), ピコ秒パルスラジオリシスでの高速反
応の観察は困難であった. また, フェムト秒レーザー
を用いたフラッシュフォトリシスの光イオン化の報告
があるものの, 電子線と比べて短い平均熱化距離によ
り, 再結合反応が放射線によるイオン化に比べ速くな
ることや励起状態の吸収へのオーバーラップの問題が
あるため, 減衰挙動の直接観察は困難であった. しか
し, 阪大産研においてサブピコ秒パルスラジオリシス
が開発され 41), 筆者らは従来測定できなかった液体ベ
ンゼン中のジェミネートイオン再結合反応の測定に成
功した.
図２はベンゼンのサブピコ秒パルスラジオリシスで
得た 790 nm における時間挙動を示す. パルス照射後
50 ps 以内に見られる速い減衰は, Bz2・+と e－とのジェ
ミネートイオン再結合によるものと考えられる. ジェ
ミネートイオン再結合をクーロン場下での拡散（ラン
ダム運動）と考え, 下式の Smoluchowski 方程式（式
6）43)に基づく解析を試みた.
放射線化学
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図２ サブピコ秒パルスラジオリシスで得られた液体ベン
ゼン中の波長 790 nm での時間挙動（グレー）
と exponential
型の初期分布によるフィッティング曲線（赤）. 破線はそ
れぞれ, ダイマーラジカルカチオン（太線）とエキシマー
成分を表す 42).

∂w
1
⎛
⎞
= D∇⎜ ∇w + w
∇V ⎟
∂t
kT
⎝
⎠

（6）

ここで w, D, k, V, T はそれぞれジェミネートイオン
対の確率密度関数, イオン種の拡散係数の和, ボルツ
マン定数, クーロンポテンシャル, 絶対温度を示す.
また, イオン化後に生成する熱化電子の初期分布は,
代表的な exponential (exp)型および Freeman 等が用
いている modified-Gaussian (m-Gau)型 32)によりシミ
ュレーションを行った. それぞれの平均熱化距離は,
報告値のフリーイオン収量 (Gfree/Gtotal = 0.012)44) か
ら求めた（Gtotal = 総イオン収量 / 100 eV, Gfree = フ
リーイオン収量 / 100 eV）. ジェミネート再結合の寿
命は Characteristic Lifetime (τg)として記述され, 約
43%のジェミネート対が生存している時間を示す. 上
記シミュレーションにより, ベンゼン中の τg は exp で
1.8 ps m-Gau で 4.4 ps とそれぞれ求められた. フィッ
ティングは, 新たに改良されたピコ秒パルスラジオリ
シス 45)を用いることによって, 改善されたスペクトル
分離の結果に基づいて Bz2・+と Bz2*の二成分の和によ
る解析を行った. 結果として, exp 型の方が電子線照
射後 30 ps 以内の速い時間領域を良く再現できた. 従
って, ベンゼン中の熱化電子の初期分布は, n-ドデカ
ンなどと同様に exp 型が m-Gau 型より妥当であると
考えられる. 先に述べたように, Bz2・+の生成は 1 ps 以
内で起こるので, Bz2・+の生成時間を無視し, 式(7)に示
すように Bz2・+と e－との再結合による Bz2*の生成を仮
定した.
Bz2・+

+

e－

→ Bz2*

（7）

また, 速い時間でのフィッティングのずれは, エキシ
マー生成の緩和挙動もしくは, 異なったジェミネート
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イオン対間のクロスイオン再結合を表わしていると考
えられる.
さらに, ベンゼンの誘導体であるトルエンおよびキ
シレン異性体についてベンゼンと同様の測定を行った.
いずれの誘導体においても exp 型が m-Gau 型より良
く再現できた. 特に o－キシレンでは他の誘導体に比
べ, 極性を有するために電子の移動度が小さくなるた
め, ジェミネートイオン再結合は遅くなった.
2.2 溶相中のベンゼンダイマーラジカルカチオン
理研グループ 4,22)および Rodgers46)が７０年代にパル
スラジオリシスにより, ナフタレンやピレンなどの多
環芳香族分子のベンゾニトリル,アセトンでのダイマ
ーラジカルカチオン生成についての研究を報告した.
また筆者らによってシクロヘキサン中でレーザーフォ
トリシスにより Bz2・+の CR バンドが報告され 25）, そ
の後, 液体ベンゼンでは分子研グループによって同じ
くレーザーフォトリシスによって Bz2・+の CR バンド
のピーク（900 nm）が観察された 31). いずれの場合に
おいても, 対称なバンド構造とは異なり, 赤外側に広
がる非対称なバンド構造が見られた. また, 我々のパ
ルスラジオリシスの結果から, シクロヘキサンでは,
ベンゼン濃度の減少と共に,ピーク波長に対して長波
長側のバンドの吸収の相対強度が弱くなり, ベンゼン
濃度 100 mM 以下ではバンド構造は, それ以上殆ど変
化しない. また溶媒の極性を大きくしていくと, 長波
長側のバンド幅が小さくなる. これは, 体積の小さい
分子がより安定化されることから, 極性が増加するこ
とによるイオンコアの縮小を示唆している. 分子研グ
ループにより９０年代に気相中でのベンゼンクラスタ
ーカチオンに基づく, CR バンドの質量選別光分解ス
ペクトルの研究が行われ, ベンゼンクラスター数を変
えた純粋な CR バンドの測定が行われた 15,47). そして
ベンゼンの会合がダイマー以上に増えた際の CR バン
ドのシフトの小ささから, ダイマーに電荷の分布が偏
る”ダイマーイオンコアモデル”が提唱された. ”ダイマ
ーイオンコアモデル”と照らし合わせると, 液体ベン
ゼン中では周囲のベンゼン分子との溶媒和によってダ
イマー以上にイオンコアの広がっている状態を形成し
ていることがわかる.
2.3 低温マトリクス中でのダイマーおよびトリマーラ
ジカルカチオンの生成 27,28)
低温マトリクス中のベンゼンのダイマーラジカルカ
チオンの CR バンドは, 3-メチルペンタン 19,48,49), メチ
ルシクロヘキサン 49), 四塩化炭素(CCl4)20), n-塩化ブ
チルと 2-メチルブタンの 1:1 混合溶媒 1,2), Ar 24)や
Freon-mixture50) 中で報告されている. 我々は室温液
相での実験を基に, CR バンドの状態緩和を詳細に調
べるため, ベンゼンおよびメチル置換誘導体の液体窒
素温度より昇温させた, 低温マトリクス中で吸収スペ
クトルの精密な温度変化を測定した. 図３に O2 飽和
させたベンゼンの 2-メチルペンタン (2-MP )溶液の昇
11
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図３ γ線照射を行った 2.0×10-1 moldm-3 ベンゼン/2-MP
（O2 飽和）の吸収スペクトル. 2-MP 中スペクトルは 82
から 94K まで変化させたものである.

温スペクトルを示す. 2-MP の軟化点付近である 82 K
から 86 K にかけての昇温 に従い, 880 nm および
1380 nm に吸収バンドが観測されると共に, 1060 nm
付近に等吸収点が現れた. この吸収は更なる温度上昇
に伴い, 短波長シフトしつつ減少した. 波長 880 nm
の吸収バンドは Bz2・+の CR バンドと同定される. ま
た, 新たに観察された 1380 nm の吸収バンドは, ベン
ゼンの濃度の上昇に伴い, Bz2・+に対する比が増加する
ことより, トリマーラジカルカチオン（Bz3・+）の吸収
と考えられる. 以下に関連する反応式を示す.
Scheme 1
2-MP
+
2-MP・
+
Bz・
Bz2・+
e－(Bz・－)

+
+
+
+

2-MP・+ + e－
Bz → Bz・+ + 2-MP
Bz
Bz2・+
Bz
Bz3・+
O2
→
O2－(+Bz)

O2 は電子を捕捉した結果, Superoxide anion (O2 － )
を生成し, Bz・－の生成を抑制する. ベンゼンと O2 との
CT 錯体の生成も考えられるが, その吸収は紫外域に
存在すると報告されているため 51), 近赤外波長領域で
はその影響は少ない. 87 K より高温での CR バンドの
減少は, カチオン種と O2－ 間の再結合を示し, CR バ
ンドのブルーシフトはトリマー構造の変化もしくは,
短波長側に吸収を持つ活性種への変化を示唆する.
一方, 電子捕捉剤として O2 の代わりに塩化 sec－ブ
チル (s-BuCl) を用いて実験を行った場合, Bz3+の
生成が抑えられ, 600 nm 付近の可視波長領域に新た
に吸収バンドが現われた. この吸収バンドはベンゼン
濃度の増加に伴い OD が増加したが,さらに過剰のベ
ンゼンが存在すると逆に減少し, かつ s-BuCl の濃度
に伴い増加した. これは, ベンゼンのモノマーラジカ
ルカチオンと s-BuCl の錯体の形成を示唆しており,
平衡がモノマー側に移動することによって, トリマー
形成を阻害すると考えられる. このような錯体は, 他
の芳香族分子でも生成が示唆されている 23). ベンゼン
との間に安定なコンプレックスもしくは, イオン対を
形成する場合は, トリマーは形成されにくくなるため,
12

O2 のような弱い電荷移動相互作用を示すコンプレッ
クス形成を行う捕捉剤（電子受容体）を用いる必要が
ある.
3. 分子内ダイマーラジカルカチオン
3.1 ポリスチレンのパルスラジオリシス－塩素系溶媒
52)

分子間での π−π 相互作用だけでなく, 分子内で π−π
スタッキングが形成されるコンフォメーション/コン
フィギュレーションを有する, 高分子やオリゴマーの
側鎖間, もしくは低分子内でのダイマーラジカルカチ
オンの研究が行われてきた 16,54,55). 分子内でダイマー
ラジカルカチオンを生成できる立体構造は, エキシマ
ーと非常に類似している. すなわち側鎖が三つの炭素
を隔てた C3 則（平山則）53）に従った構造において特
に, 様々な分子内芳香族分子ダイマーラジカルカチオ
ンが観察されている.
ポリスチレンは, 放射線やレーザーを照射した際に
分子内でベンゼン環に基づく光学吸収や発光を示し,
ベンゼン環と塩素原子間の電荷移動錯体 (CT 錯
体 )56), シングレットエキシマー57), トリプレット 58)
やダイマーラジカルカチオン 54)などベンゼンと類似
した吸収を示すことが分かっている. シンジオタクチ
ックやアイソタクチックな結晶性のポリスチレンは,
溶媒への溶解性が非常に低いので, 溶液で用いるポリ
スチレンは, 通常ランダム構造であるアタクチックで
ある. 塩素系溶媒中のポリスチレンは, 溶媒 (RCln)
のイオン化後に生成するラジカルカチオン (RCln ・ +)
がポリスチレンにホール移動を起こし, 生成したラジ
カルカチオン (Ph・+) は, 解離性電子付着反応によっ
て生成した Cl－との再結合により, 近紫外および可視
波 長 領 域 に 過 渡 吸 収 が 観 測 さ れ る CT 錯 体
(Phδ+ Clδ－)を形成する 56).
我々は, ポリスチレン溶液のパルスラジオリシスを
用いてダイマーラジカルカチオン(Ph2・ +)に関する溶
媒効果について検討を行った. 図４にナノ秒パルスラ
ジオリシスで得られたポリスチレン (200 mM (base
unit)) － 塩 化 メ チ レ ン (CH2Cl2) (A), ク ロ ロ ホ ル ム
(CHCl3) (B),CCl4 (C) 溶液の過渡吸収スペクトルを示
す. 近紫外, 可視, 近赤外の 3 つの波長領域に吸収バ
ンドが現れた. 近紫外及び可視の吸収バンドは, 主に
(Phδ+ Clδ－)起因の吸収バンドと同定される. 近赤外の
吸収バンドは, ベンゼン溶液に類似した吸収であるこ
とから, Ph2・+に起因する CR バンドと考えられる. ま
たこれらのバンドは, 極性が増加するに従って増加す
る傾向が得られた. 一般的に熱化電子の初期分布が同
じならば, 極性が増加すればフリーイオン収量が増加
するので, 得られたダイマーラジカルカチオンはフリ
ーイオンに由来することを示している. このことは,
ダイマーラジカルカチオンは Cl－などのアニオンとの
再結合後に速やかに脱プロトン反応などにより, 中性
放射線化学
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図４ ナノ秒パルスラジオリシスにより得られたポリス
チレン (200 mM (base unit))溶液の過渡吸収スペクトル
CH2Cl2 (A), CHCl3 (B) および CCl4 (C) 中,電子線照射直
後(◆) と 100 ns 後 (△).

化することを示している. また溶媒の極性増加による
ピークは, CH2Cl2 (1200 nm), CHCl3 (1250 nm), CCl4
(1350 nm)とブルーシフトも同時に観測された. この
ような挙動は, ベンゼンのような分子間ダイマーラジ
カルカチオンでは, 観測されない. このことは, 高分
子において, 大きく主鎖を含めたコンフォメーション
が溶媒和の影響を受けやすいことを示唆している.
3.2 ポリスチレンのパルスラジオリシス－シクロヘキ
サン 59)
シクロヘキサンなどのアルカンは放射線化学的に,
溶質のカチオンとアニオンの両方を生成する溶媒であ
る. ポリスチレンを溶質に用いた場合においては, 溶
媒 (RH) のラジカルカチオン (RH ・ +) や励起状態
(RH*) の生成を経て, ポリスチレンの励起状態 (Ph*),
エキシマー (Ph2*) や塩素系溶媒同様ダイマーラジカ
ルカチオン (Ph2・+) が以下のように生成する.
Scheme 2
RH
+
RH・
RH・+
+
Ph・
*
RH

－

ラジカルカチオンを選択的に生成する場合には通常
電子捕捉剤を加える. しかし, 少量の電子捕捉剤を加
えることにより, 励起状態経由でもダイマーラジカル
カチオンが生成し, 溶媒のフリーイオンよりも大きな
ダイマーラジカルカチオンの収量が得られることが本
研究により, 明らかとなった. ポリスチレンのダイマ
ーラジカルカチオン生成の立ち上がりは, エキシマー
のクエンチングへの CCl4 濃度依存性と一致し, 同様
の遅い生成は別の種類の O2 や CH2Cl2 などの電子捕捉
剤を添加した系においても観察されたことから, 以下
Scheme 3 で示される電荷移動クエンチング反応によ
るダイマーラジカルカチオン生成が示唆された.
Scheme 3

・+

RH
+
+
+
+
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e－
Ph
Ph
Ph

→
→
→

－

*

+ e , RH
RH*
Ph・+ + RH
Ph2・+
Ph*
+ RH

図５に, Ph2・+収量のパルス照射直後（○）と 500 ns 後
（ ● ） の 吸 収 変 化 に よ る CCl4 濃 度 依 存 性 を 示 す .
Scheme4 に示すように, CCl4 濃度の増加に伴い, 解離
性電子付着反応によって, 電子とラジカルカチオン種
の再結合を経た励起状態の生成が抑制される.
Scheme 4
+ CCl4
→
CCl3・. +
Cl－
e－
+
*
+ e－
→
RH
RH・
・+
・+
－
→
Ph2* (Ph*)
Ph2 ( Ph ) + e
パルス照射直後では, CCl4 濃度の増加と共に Ph2・+の
収量が増加後飽和する曲線を示した. これはジェミネ
ートイオン再結合が遅れることによる Ph2・+の収量増
加を示唆する. 一方, パルス照射後 500 ns では CCl4
0.25
0.20
Optical density

Optical Density

(A)

*
+ Ph
Ph
+
+
Ph2・ ( Ph・ ) +

0.15
0.10
0.05
0.00

0

0.1

0.2
0.3
0.4
CCl concentration /M

0.5

4

図５ ポリスチレン(200 mM (base unit))/シクロヘキサ
ン溶液のナノ秒パルスラジオリシスで得られた電子線照
射直後(上曲線)および照射 500 ns 後(下曲線)の吸収強度
に対する CCl4 濃度依存性.
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1-4-ジオキサン溶液の, ナノ秒パルスラジオリシスで
得られた過渡吸収スペクトルを示す. 測定波長領域で
ある近赤外域には 1,4-ジオキサンの溶媒和電子(λMAX
= 1300 nm)の強い吸収が存在するが, パルス照射時
間(8 ns)内で消失し, 1200 nm を吸収極大波長に持つ
新たな吸収バンドが観察された. この吸収はカチオン
捕捉剤であるトリエチルアミンを添加すると減衰した.
またプロトン捕捉剤としてエタノールの添加を行なっ
た場合でも減衰を示した. しかし, モノマーのモデル
として p-クレゾールを溶質にした場合には, 明確な近
赤外のバンドは観測されなかったため, この吸収を
PHS の分子内ダイマーラジカルカチオンに帰属した.
また, DFT 計算によって得られた最適化構造では, 面
中心間距離: 0.36 nm と求められた. しかし PHS では
メチレン鎖で結合された立体因子によって, フェノー
ルのようなダイマー構造を持てないため, ベンゼン環
がスタックした構造を持ちπ−πの電荷共鳴を示すと考
えられる. Time-dependent DFT (TD-DFT)計算によ
りアイソタクチック構造では電荷共鳴バンドは 1045
nm に吸収極大を持ち, 実験結果と良い一致を示した.
一方, シンジオタクチック構造（面中心間距離: 0.56
nm）はその長い面間隔のため,極大波長は 2920 nm で
あり近赤外領域の吸収には寄与しないと考えられる.
4.2 ＰＳ/ＰＨＳ共重合体のラジカルカチオンのダ
イナミクス 66)
実際の化学増幅型レジストの代表的な組成は,ヒド
ロキシル基などのアルカリ現像液に可溶なユニットを
t-buthoxy carbonyl 基などで部分的に保護した共重合
体である. そこで, PHS 系共重合体のラジカルカチオ
ンのダイナミクスを明らかにするために, ポリ（スチ

Optical density

濃度 100 mM で最大値を示した. パルス照射後 500 ns
の Ph2・+収量は, ジェミネートイオン再結合が殆ど終
わっている時間なので, フリーイオン収量を表し, そ
の変化は電荷移動クエンチングの収量変化を示す. 結
果として, 100 mM の CCl4 を添加により, 最大約 20%
のイオン収量 (0.03 / 100 eV) が増加したことになる.
Ph2*の収量は (0.32 / 100 eV) と見積もられるため,
電荷分離の効率は 9%と見積もられた. 同様の反応は
ベンゼンを溶質とした系では観測されず, ポリスチレ
ン高分子鎖に沿った電荷分離が示唆された.
4.微細加工材料高分子とダイマーラジカルカチオン
4.1 ＰＨＳの分子内ダイマーラジカルカチオン 60)
ポ リ （ 4- ヒ ド ロ キ シ ス チ レ ン ） (PHS) は 現 在 ,
KrF(248 nm)フォトリソグラフィにおける化学増幅型
レジスト用高分子材料として知られているが 61), 次世
代の EUV(Extreme Ultraviolet)や電子線を露光源に
するプロセスにおいても適応が有望視されている. 一
方化学増幅レジスト中の EUV や電子線での電離放射
線誘起の反応機構は光とは異なり, レジストの主成分
である高分子のラジカルカチオンが化学増幅による連
鎖反応で触媒として働く酸を生成するプロトン源であ
る 62). そのため, 分子レベルの加工精度実現のために
は, ラジカルカチオンのダイナミクスを含めた反応機
構の解明が重要である. PHS のモデル化合物であるフ
ェノール系分子のラジカルカチオンの生成については
パルスラジオリシス等を用いて研究されているが 63),
ベンゼン等で見られるダイマーラジカルカチオン生成
における芳香環同士のπ−π電荷共鳴相互作用について
はヒドロキシル基間の水素結合の影響で殆ど見られな
いことが報告されている 64). またフェノールの分子間
ダイマーラジカルカチオンでは OH-基が水素結合を
示し, ベンゼン環がスタックしない最安定構造が理論
計算により求められている 65).
図６に電子捕捉剤として CH2Cl2 を添加した PHS の

900
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1500

Wavelength /nm

0.15

50 ns
150 ns
300 ns

(B)

0.1
0.05
0
300

500

700

900

1100 1300 1500
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図６ ナノ秒パルスラジオリシスにより得られた PHS
(100 mM (base unit))/1.4-ジオキサン溶液の過渡吸収ス
ペクトル. 挿入図: 波長 1150 nm における時間挙動およ
びフィッティング曲線.
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図７ ナノ秒パルスラジオリシスにより得られた
P(S-HS) (100 mM (base unit))/1,2-ジクロロエタン溶液
の過 渡吸収スペクト ル . (A) PHSモル比 率 10.5%, (B)
5.26%.
放射線化学
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レン-ran-4-ヒドロキシスチレン）(P(S-HS))をモデル
化合物として用いて, ナノ秒パルスラジオリシスおよ
び酸発生量の評価を行った. 図 7 にパルスラジオリ
シスで得られた P(S-HS)の 1,2-ジクロロエタン中で得
られたパルス照射直後の過渡吸収スペクトルを示す.
波長 400 nm および 1200 nm 付近に得られた吸収は,
それぞれフェノキシラジカルおよびポリスチレンのダ
イマーラジカルカチオンの CR バンドに帰属される.
PHS ユ ニ ッ ト の 全 体 の ユ ニ ッ ト に 対 す る 割 合 が
5.26%から 10.5%に増加することによりダイマーラジ
カルカチオンの吸収が減少し, フェノキシラジカルの
吸収が増加した. ポリスチレンユニットの方が PHS
ユニットよりもイオン化ポテンシャルが高いにも関ら
ず, ポリスチレンのダイマーラジカルカチオンが分子
内ホール移動のトラップサイトと働いていることが分
かる. また, 薄膜中で 75 keV 電子線露光後の酸収量測
定を行った. ポリスチレン薄膜中の酸発生量は, PHS
の 1/10 以下である 67). PHS ユニット増加に伴う酸収
量の増加は, PHS ユニットの直接イオン化の割合より
も大きく, 明らかなホール移動の証拠が得られたが,
一部は PHS ユニットにホールが捕捉されず減衰する.
以上の結果により, ホール移動の距離の閾値は~2.5
unit（~1.0 nm）と見積もられた. これらの結果は, 保
護されたユニットがダイマーラジカルカチオンを生成
することによりトラップサイトとして働き, 酸発生量
を低下させる要因となることを示唆している.
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食品照射：放射線による食品や農作物の
殺菌・殺虫・芽止め技術
日本原子力研究開発機構

小林泰彦
菊地正博

Food irradiation can have a number of beneficial
effects, including prevention of sprouting; control of
insects, parasites, pathogenic and spoilage bacteria,
moulds and yeasts; and sterilization, which enables
commodities to be stored for long periods. It is most
unlikely that all these potential applications will
prove commercially acceptable; the extent to which
such acceptance is eventually achieved will be
determined
by
practical
and
economic
considerations. A review of the available scientific
literature indicates that food irradiation is a
thoroughly tested food technology. Safety studies
have so far shown no deleterious effects. Irradiation
will help to ensure a safer and more plentiful food
supply by extending shelf-life and by inactivating
pests and pathogens. As long as requirements for
good manufacturing practice are implemented, food
irradiation is safe and effective. Possible risks of
food irradiation are not basically different from
those resulting from misuse of other processing
methods, such as canning, freezing and
pasteurization.
Key words: food irradiation, irradiated food,
disinfection, disinfestation, sprouting inhibition,
shelf-life extension
1.

はじめに

食品照射とは，食品や農産物に放射線を照射して殺
菌，殺虫，芽止めなどを行う技術であり，乾燥，加熱，
加圧，冷凍などと同じく物理的な食品処理技術の一つ
Food Irradiation
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である．その目的は，1）食糧・農産物の保存と貯蔵
中の損耗防止，2）食品の衛生確保と食中毒防止，3）
農産物の植物検疫（病害虫の侵入防止）などである 1).
これらの目的を達成するための技術としての食品照
射の有用性と，放射線照射された食品や農産物の食品
としての健全性（安全性＋栄養適性）が，1980 年代以
降に各国の研究機関と世界保健機関（WHO）などに
よって確かめられ 1)，世界各国で実用化されている（表
1）．近年はアジア地域での進展が著しい 2)〜5).
表1

世界における食品照射の処理量（2005 年）5)

国

照射食品

処理量
（トン）

1 中国
2 米国
3 ウクライナ
4 ブラジル
5 南アフリカ
6 ベトナム
7 日本
8 ベルギー
9 韓国
10 インドネシア
11 オランダ
12 フランス
13 タイ

ニンニク，香辛料等
冷凍肉，果実，香辛料
小麦，大麦
香辛料，果実等
香辛料，蜂蜜，その他
冷凍エビ・魚介類等
ジャガイモ
カエル脚，鶏肉等
香辛料，乾燥野菜
冷凍エビ，ココア粉末等
香辛料・ハーブ，鶏肉等
鶏肉，カエル脚，香辛料
香辛料，醗酵ソーセージ

146,000
92,000
70,000
23,000
18,185
14,200
8,096
7,279
5,394
4,011
3,299
3,111
3,000

14 インド
15 カナダ
16 イスラエル
その他
合計

香辛料，玉葱
香辛料
香辛料

1,600
1,400
1,300
2,929
404,804

＊引用文献（未公開資料）のデータをもとに作成

しかし我が国では，世界に先駆けて 1974 年からコ
バルト 60（Co-60）のγ線照射によるジャガイモの芽
止めが実用化されたにもかかわらず，それ以降は他の
食品に応用が広がることはなく，今もなおジャガイモ
の芽止めを除いて食品照射は法的に禁止され，諸外国
で多く実用化されている香辛料の照射殺菌も禁止され
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たままである．食品照射に関して，日本がこのように
鎖国状態となってしまった理由の一つは，リスク管理
機関・リスク評価機関，研究者，事業者，一般市民の
間でのリスクコミュニケーションの不足にあると考え
られる．ほとんどの人は，実際の照射食品を見る機会
がなく，照射の現場も知らない．その結果，一部の市
民団体やマスメディアの放射線に対するネガティブな
イメージや先入観に支配された感情論ばかりが幅を利
かせているように筆者には思えてならない．本稿では，
放射線殺菌（及び殺虫，芽止め）の原理，食品や農作
物への応用の現状，リスクとベネフィット，照射食品
の検知法と各国での運用法など，論点と最新情報を整
理して提供し，科学的な根拠に基づいた冷静な議論を
進めるための一助としたい．
2.

食品照射の原理

食品や農産物の放射線殺菌は，放射線の透過力と，
食品を汚染する微生物が放射線に弱いことを利用して
いる．殺菌よりも低い線量では，殺虫や不妊化，芽止
めができる．
2.1 標的は DNA
生物体の中でもっとも放射線の影響を受けやすいタ
ーゲットは遺伝情報を担う記録媒体としての DNA 分
子である．自然界でも常に生じている DNA 損傷が，
人為的な放射線照射によって一気に大量に起きると細
胞の分裂増殖が阻害される．その効果は，照射によっ
て生じた DNA 損傷の質と量，およびその細胞の DNA
修復能の両方に左右される．
放射線は物体を透過しながら確率的にごく一部の原
子・分子にだけ作用するため，全体の温度をほとんど
上げることなく十分な殺菌効果が得られる．このよう
な非加熱殺菌は，熱に弱いプラスチック製の医療器具
や食品包装容器，加熱によって変性・失活するおそれ
のある医薬品や生薬などと同様に，生鮮青果物や食肉
魚介類，冷凍食品にも適用できる．
殺菌線量に相当する 10 kGy のγ線照射による温度
の上昇は，水の場合，たかだか 2.4℃に過ぎない．そ
のため冷凍食品でも，そのまま殺菌できる．逆に，熱
いお茶をひと口飲んだときに受け取るわずかな熱エネ
ルギーが，仮にγ線の全身急照射の形で与えられたら，
ヒトの致死線量の数倍にも相当することになる！
2.2 なぜ生物は放射線に弱いのか？
生物がこのように放射線に弱い理由は，遺伝情報を
記録する媒体として DNA を採用したことにある．ヒ
トの細胞の核に格納されている 46 本の染色体 DNA を
1 本に引き延ばすと長さは約 2 m になる．このような
超巨大分子 DNA は，その化学構造によって遺伝情報
を記録するものであり，細胞分裂のたびに DNA 分子
全体の正確な複製が不可欠である．
同じ強度（光子数）のγ線を浴びせた時の吸収線量
は，物体中の電子数に比例し，どの電子が電離される
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かはランダムに決まる．したがって，１個の DNA 分
子（全電子数を仮に 10 億個とする）でも，1 億個の水
分子（1 分子の H2O が電子を 10 個持つので全体の電
子数は計 10 億個）でも，イオン化エネルギーが同等
であれば，同じ吸収線量ではそれぞれ同じ数の電子が
弾き飛ばされる 6)．
ある線量の照射の結果，仮に 1,000 ヶ所の化学結合
が切れたとするとき，1 個の DNA 分子の 1,000 ヶ所
が一気に切断すると影響は大きいであろう．しかし 1
億個もある水分子の集団の中の 1,000 分子が分解した
としても，その割合はごくわずかである．分子量 18
の水分子を，分子量 1 万や 10 万の蛋白質に置き換え
ても，この状況は変わらない．ある酵素蛋白質分子の
細胞内プールの中の一部が化学的な変化で機能を失っ
ても，おそらく影響は小さく，すぐに回復できる．変
性した蛋白質や不要となった蛋白質は速やかに分解さ
れる．必要な蛋白質の数が不足してきたら，速やかに
新たに合成される．しかし，遺伝情報を記録する 1 本
の DNA 分子に生じた多数の鎖切断は，速やかに正確
に修復されない限り，細胞にとって致命的となる 6)．
2.3 放射線の致死効果と DNA 修復
地球上の生物圏は，宇宙のなかでも最も放射線が少
ない場所であるが，それでも自然放射線は絶えず DNA
を傷つけ，生命を脅かしている．また，好気的呼吸の
獲得によって効率的なエネルギー産生が可能になった
が，本来，酸素は極めて毒性が高く危険な化学物質で
あり，DNA 分子は絶えずその攻撃にさらされている．
だからこそ，地球上で進化してきた生物は，自然放射
線や，酸素呼吸に伴う活性酸素種などによって，絶え
間なく生じる DNA の傷を，易々と治してしまう能力
（DNA 修復能）を獲得してきた．実際，DNA は，細
胞内の生体高分子がどれも代謝回転で使い捨てにされ
る中で唯一，起きてしまった化学変化を何とか元に戻
そうと，様々な手段で「修復」される分子なのである．
放射線殺菌の効果は，対象となる微生物の放射線耐
性の裏返しであり，温度や酸素分圧，水分活性，線量
率など放射線化学的な条件に依存して変わる DNA 損
傷の生成効率と，その微生物の DNA 修復能に左右さ
れる．その修復能も，本来の能力がどの程度発揮でき
るかは照射後の食品が置かれた環境条件に依存する．
実際の食品への照射では，成分や照射条件によって殺
菌効果が変動するが，その原因は基本的に DNA 損傷
の収率と修復能に基づいて説明できる．
後述する照射食品検知法の一つに，食品中に含まれ
る動植物細胞内の DNA 損傷を定量する方法があるが，
照射後の食品が「生きていて」，しかも DNA 修復能
を発揮するのに好都合な条件に置かれていた場合，時
間の経過とともに照射の痕跡が消失してしまう.
放射線の急照射に対する種々の生物の致死線量を比
較すると，哺乳動物の数 Gy から，放射線抵抗性細菌
の数 kGy まで，非常に幅広いが，ごく大雑把に見ると
19
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細胞当たりの DNA 含量が多いものほど感受性が高い
傾向がある．致命的な DNA 損傷の G 値が等しく，そ
の DNA 損傷の修復能も同程度であれば，めくら撃ち
をした時には「的」が大きいほど倒し易いということ
であろう．
3.

食品照射の目的と実用化例

食品照射は，放射線照射によって，1）食糧・農産
物の保存と貯蔵中の損耗防止，2）食品の衛生確保と
食中毒防止，3）農産物の植物検疫処理（病害虫の侵
入防止）を達成するための技術であるが，目的によっ
て必要な線量が大きく異なる．
3.1 芽止め（萌芽抑制）：20〜150 Gy
ジャガイモやニンニクの芽のもとになる部分は他の
一般組織よりも放射線に感受性が高い．そのため，収
穫後の適当な時期に適当な線量を照射すると，その部
分の細胞分裂だけが阻害される．その結果，ジャガイ
モやニンニクを新鮮な状態で保存しつつ芽止めが可能
となる．芽止めに必要な線量は，ジャガイモの場合は
60〜150 Gy，タマネギやニンニクでは 20〜150 Gy で
ある 7)．
日本では，食品衛生法によって食品への放射線照射
が禁止されている中で，ジャガイモへの芽止め照射だ
けが許可されている．国内では唯一，北海道士幌町農
業協同組合で，1974 年の春以来，専用の Co-60γ線照
射施設（図 1）を用いて，照射芽止めジャガイモを 3
月から 5 月の端境期に出荷している．その量は，2007
年産では約 4 千トン，これは士幌町農協の同年の生食
用ジャガイモ出荷量約 4 万 2 千トンの 10%，全国のジ
ャガイモ出荷量約 240 万トンの約 0.17%にあたる．
芽止めジャガイモの出荷量は，2005 年産までは約 7
千トン〜8 千トンで推移していたが，2006 年産から，
照射に関する店頭での表示販売（図 2）を確約した販
売先に限定して出荷することとしたため，一時は 3 千
トン台に落ち込んだ．しかし，消費者の声としては，
「害はないのか」といった問い合わせもある一方で,
「おいしかった」「芽止めされていてよい」「小さな
コロッケ屋をやっているがこの時期に芽が出ないジャ
ガイモはありがたい」といった感想も聞かれ，店頭で
の表示が定着し，高品質で芽が出ないメリットが消費
者にも伝わっていることが伺えた．芽止めジャガイモ
を売りたいと言う新規の量販店も現れ，2007 年産では
4,112 トン，2008 年産では約 4,500 トンと順調に回復
してきている 8)．
一方，国内でニンニクの芽止めに使われていた農薬
（植物生長調整剤）マレイン酸ヒドラジドが，不純物
として含まれるヒドラジンの発がん性の問題で急に
2002 年から使用できなくなり，青森県などのニンニク
産地では大変な苦労を強いられた．現在は，出荷直前
まで低温貯蔵することで凌いでいるが，出荷後の流通
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から店頭までの過程で常温に戻るとすぐに発芽してし
まう．中国では 2005 年には約 8 万トンのニンニクが
照射芽止めされており 2)〜5)，日本でもニンニクの照射
芽止めが許可され，実用化されることが期待される.

図1

北海道士幌町農協の Co-60γ線照射施設

図2

「芽止めじゃが」「ガンマ線照射済み」
と印刷された小袋用シールを貼って販売

3.2 殺虫・不妊化：0.1〜1 kGy
穀類や青果物の害虫を駆除あるいは不妊化させるこ
とによって，保存中のゾウムシ類（コクゾウムシなど）
やダニなどの繁殖による食害の防止や，ミバエ類など
の検疫害虫の国内への侵入防止（農作物の植物検疫）
ができる．そのためには，必ずしも即死させる必要は
なく，繁殖を阻止（不妊化）できればよい．食害防止
についても，紛れ込んだ成虫の寿命はそう長くはない
ので，産みつけられた卵の孵化や幼虫の羽化を阻止で
きればよい．即死させるためには 3〜5 kGy 必要であ
るが，不妊化であれば放射線感受性の高い生殖細胞だ
けが不活性化されればよいので 1 kGy 以下で十分であ
る 7)．
ゾウムシ類によるコメなどの穀類の食害には，齧ら
れた傷からのカビの発生が伴うため，照射による食害
防止はカビの発生防止とカビ毒産生の防止，すなわち
放射線化学
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アフラトキシンなどのカビ毒による汚染の防止にも役
立つ．
従来これらの害虫の防除には臭化メチルが使用され
てきた．しかし，臭化メチルはオゾン層破壊物質とし
てモントリオール議定書により国際的に使用が制限さ
れることになった．国内で未発生の害虫を対象とする
植物検疫処理には引き続き使用できるが，すでに国内
に存在する害虫の駆除には，どうしても代替法が見つ
からない場合を除いて，原則的に使用が認められなく
なった．
輸入穀類の殺虫には，臭化メチルの代わりにリン化
水素燻蒸（リン化アルミニウム剤燻蒸）が行われてい
るが，耐性虫の発生は時間の問題と懸念されている．
輸入青果物の殺虫には，リン化水素燻蒸の他に，
・低温処理：−0.6〜3℃前後で 12〜20 日間
・蒸熱処理：43〜50℃の飽和水蒸気で 10〜50 分間
・温湯浸漬処理：46℃程度の温湯に 10 分前後浸漬
・乾熱処理：80℃前後の乾燥空気で 1 時間程度
などが用いられているが，これらの処理は，いずれも
品質を低下させる．
近年，品質を保ったまま殺虫が可能な放射線処理を，
通常の害虫駆除の手段としてだけでなく，国際植物防
疫条約の下で植物検疫の手段として認める動きが活発
になってきた．すでに，メキシコミバエの羽化防止に
は 70 Gy 以上，などの国際基準が定められ，インドや
東南アジア，ハワイなどから米国本土に持ち込まれる
マンゴーやパパイヤなどの放射線照射による検疫処理
が実用化されている（図 3）．
3.3 殺菌・滅菌：1〜50 kGy
放射線殺菌は，目的によって下記に分類される．
1) 日持ち向上のための菌数低減化
2) 食中毒菌の殺滅を目的とした消毒殺菌

3)

医療器具や医薬品，病人食，無菌実験動物用飼料
などの滅菌（完全殺菌，無菌化）
肉類や生鮮魚介類およびその加工食品の腐敗菌は，
1〜3 kGy の照射で菌数が著しく低減し，10℃以下の
低温貯蔵と組み合わせることで，非照射品と比べて貯
蔵期間を 2 倍から数倍に延長できる．
実際の食品中で，
サルモネラなどの病原性細菌を完全に殺菌するのに必
要な線量は，0℃から室温では 2〜4 kGy，−20℃以下
の凍結下では 3〜7 kGy である．なかでも腸管出血性
大腸菌 O157，カンピロバクター，腸炎ビブリオ菌な
どは，1 kGy で十分に殺菌が可能である 7)．
それでも生き残っている微生物のうち，サイクロバ
クター，腐敗性酵母，乳酸菌群は，腐敗の原因になる
ものの病原性はなく増殖速度も遅い．セレウス菌やボ
ツリヌス菌などの芽胞形成細菌は，10 kGy 以上照射
しないと完全殺菌できないため，室温ではこれらの病
原性のある芽胞形成細菌が増殖するおそれがあるが，
3 kGy 程度の照射と低温貯蔵との組合せによって食中
毒防止が可能と考えられる．一方，食中毒を起こすノ
ロウイルスは，60〜70℃で不活性化するが，放射線に
は抵抗性が高く，不活性化するには 10 kGy 以上が必
要と考えられる 7)．
これらの知見を踏まえ，フランスやベルギーでは冷
凍エビや冷凍カエルの脚の照射殺菌が，米国では腸管
出血性大腸菌 O157 による食中毒防止のための冷凍牛
挽肉（ビーフバーガーパテ）の照射殺菌と，サルモネ
ラによる食中毒防止のための冷凍食鳥肉（鶏，七面鳥）
の照射殺菌が実用化されている 2) 〜 5) ．冷凍エビや冷
凍・乾燥魚介類の照射殺菌はインドネシア，タイ，ベ
トナムでも実用化されている 2)〜5)．（図 4）
世界的に最も照射による殺菌処理が普及し，国際貿
易で広く流通しているのは，図 5 に示すように香辛料
（スパイス・ハーブ類）と乾燥野菜である 2)〜5)．天然

図 4

外国で売られていた照射食品．左上から時計回りに，
冷凍ビーフバーガーパテ（米国），粉末パプリカ（タ
イ），醗酵ソーセージ（タイ），甘辛味付き干し魚（タ

図3

米国における検疫処理のための熱帯果実の照射

イ），マンゴーのドライフルーツ（タイ），黒胡椒な
ど（南アフリカ）
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の香辛料は微生物汚染が著しいものが多く，1 g 当た
り 104〜108 個の菌が検出される．その多くは，耐熱性
の芽胞を形成する枯草菌やバチルス・プミルスなどの
腐敗菌であり，病原性の芽胞形成細菌であるセレウス
菌やボツリヌス菌も検出される 7)．これらの香辛料が
殺菌されていなくても，厨房や食卓で少量を料理に使
うだけならば食中毒の心配はあまりないが，加工食品
の原料に加えた場合や，未殺菌の香辛料を添加した食
品を加熱調理後に保存した場合に，耐熱性芽胞として
含まれていた病原菌が繁殖して食中毒を引き起こすこ
とがある．そのため，我が国の食品衛生法でも，加工
食品に用いる香辛料類は 1 g 当たりの菌数を 103 個以
下とするように基準が定められている．
問題となる芽胞形成細菌は耐熱性で，100℃の調理
ではほとんど死滅しないため，日本では過熱乾燥水蒸
気を用いた高温気流式殺菌処理（140〜180℃，2〜5
秒）が行われているが，高温に曝されることで香辛料
の命というべき香りや色調が劣化してしまう．ところ
が，放射線では，7〜10 kGy の照射で，香りや色調を
劣化させることなく同等の殺菌処理が可能である．こ
のため，香辛料の照射殺菌は世界の趨勢であり，今後
も増大していくと思われる．世界の食品照射許可国 57
ヵ国の中で，香辛料の照射殺菌を許可していないのは
日本とウルグアイだけである．
4.

食品照射のメリットとデメリット

放射線による殺菌・殺虫，芽止め処理は，加熱殺菌
や薬剤による殺菌など他の技術との比較において，次
のようなメリットがある．

4.1 放射線処理法のメリット
1） 非加熱で殺菌・殺虫が可能であるため，生鮮青
果物や食肉・魚介類を冷蔵や冷凍の状態で処理
でき，色や香りの劣化，栄養素の損耗も少ない．
2） 発がん性が疑われるエチレンオキサイドガスや
オゾン層破壊物質である臭化メチルによる燻蒸
処理と異なり，食品中の残留毒性や環境汚染の
心配が無い．
3） 放射線の透過力が大きいため，効率的で確実な
処理が可能であり，形状を問わず内部まで均一
に殺菌できる．特に，均一な加熱処理が困難な
粉体の殺菌に有効である．また，密封包装した
状態で梱包後に殺菌処理でき，使用時に開封す
るまで清潔な状態が保たれるメリットも大きい．
一方，食品に対する放射線処理のデメリットには,
次のようなものがある．
4.2 放射線処理法のデメリット
1） コストが高い．芽止め照射では，約 2〜3 円/kg
と言われるが，照射コストは線量に比例するた
め，殺菌線量ではその 10〜100 倍になる．
2） 肉類や乳製品への高線量照射による異臭の発生
や色調の変化，小麦粉の粘度低下など，食材や
照射条件によっては風味や加工適性が変わるこ
とがある．水溶性のビタミン B1 やビタミン C な
ど特定の栄養素の損失が，加熱処理と同程度以
下ではあるが，ありうる．
3） 消費者に誤解され敬遠されるおそれがある．食
品メーカーや流通・小売，飲食店などは，マス
コミ報道による企業イメージの低下や風評被害
の発生，食品照射に反対する団体によるボイコ
ット運動や個人攻撃などのリスクを負う．
すなわち，加熱や冷凍，缶詰，レトルトパウチ，農
薬や食品添加物など，既存の食品加工技術，食品衛生
化技術の全てを照射で代替できる訳ではなく，商品価
値が高くてメリットが大きい場合や，他に適当な方法
がない場合に限って，照射が使われる．
言い換えると，
すでに世界各国で実用化されている食品照射の対象品
目は，様々なデメリットを克服して社会にその価値を
示すことができた希有な成功例だと言えるかもしれな
い．
5.

図5
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世界の食品照射処理量・品目別（2005 年）2)〜5)

照射食品のリスクと安全性

照射食品の潜在的な危害要因としては，1）毒性（慢
性毒性，発がん性，催奇形性を含む）物質の生成，2）
誘導放射能の生成，3）生残菌の突然変異誘発による
有害菌の発生や毒素産生の促進，放射線耐性や薬剤耐
性の増大，などが考えられる．その他に，食品安全上
の問題ではないが，特定の栄養素の損耗など食品とし
ての品質低下や，照射施設における事故のおそれなど
も一部の人たちからは問題視されている．
放射線化学
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5.1 食品照射は十分に検証された食品処理技術
しかし，これらの懸念について，長年にわたり国内
外で膨大な研究が行われてきたが，照射食品を摂取す
ることによる悪影響を示唆する証拠は一つもなかった．
すなわち，1）動物飼育実験などで急性毒性，慢性毒
性，発がん性，変異原性，遺伝毒性，催奇形性は見出
されておらず，健康に有害な影響を及ぼすような食品
成分の変化は生じない，2）食品照射に用いる Co-60
のγ線，10 MeV 以下の電子線，5 MeV 以下の X 線の
エネルギーは核反応のしきい値以下であり，適正な照
射条件では誘導放射能は生成されない，3）生き残っ
た微生物によるリスクは他の殺菌法と同じであり，照
射で病原性や毒性が増大することはない，などの事実
が明らかにされている 1), 9)〜12)．
ビタミンなどの栄養素の損耗も，加熱処理などとの
比較において，特に問題とはならない．世界各国での
これまでの研究を総括すると，1 kGy 以下の照射では
栄養成分の低減はほとんど起こらない，1〜10 kGy で
も脱酸素下で照射すれば栄養成分の低減はほとんど問
題にならない，ビタミン類の中では水溶性のビタミン
B1 やビタミン C が分解され易いが，加熱処理による分
解と同程度か，むしろ少ない，などの事実が明らかに
されている 1), 10)．
言うまでもなく，無菌充填用食品容器や医療器具な
どの放射線滅菌は確立された技術であり，2006 年現在
Co-60 と電子線加速器を合わせて全国で 24 の産業用
照射施設があり，滅菌医療機器の 2005 年の売上に占
める放射線滅菌機器の割合は 45%に上る．
従って，食品の適正製造基準（good manufacturing
practice：GMP）に規定される必要条件が満たされて
いる限り，照射食品は安全で効果的であり，GMP の
無視に起因する照射食品のリスクは，
本質的に，缶詰，
冷凍，加熱殺菌などの他の処理方法の誤用によるリス
クと変わらない．
5.2 国内での安全性評価
日本では，1967 年から 1983 年にかけて原子力特定
総合研究として国を挙げて安全性試験を実施した．ジ
ャガイモとタマネギ（芽止め），米と麦（殺虫），ソ
ーセージとカマボコ（殺菌），温州みかん（防カビ）
の 7 品目を選び，みかんは電子線で表面を照射，他は
Co-60 のγ線を照射し，マウスやラットに食べさせて
以下の試験を行った結果，照射による影響はないとの
結論が出された 9).
・慢性毒性試験：体重，死亡率，血液学的検査，病理
組織学的検査
・世代試験：照射食品で飼育した動物を交配し，妊娠
中と授乳期，離乳後の仔にも照射食品を投与，これ
を 3 世代繰り返し，催奇形性，遺伝的毒性を試験
・変異原性試験：細菌を用いた突然変異誘発試験，哺
乳動物培養細胞とマウスを用いた染色体異常試験
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これらの安全性試験の結果を受けて，1972 年に厚生
省（当時）はジャガイモに対する芽止め目的の照射を
許可した．
さらに 1986 年から 1991 年にかけて，日本アイソト
ープ協会は約 15 の大学や国公立研究機関と食品照射
研究委員会を組織して研究を実施．香辛料に 10 MeV
の電子線を 30 kGy 照射しても誘導放射能は検出され
ない，蛋白質の消化性や免疫化学的性質は照射によっ
て変化しない，照射ジャガイモのビタミン C 損失は非
照射品と変わらない，香辛料を照射しても変異原性物
質は生成しない，照射による有害微生物の変異誘発は
ないなど，誘導放射能，栄養学的変化，変異原性，微
生物学的安全性に関して問題がないことを明らかにし，
照射食品の健全性（安全性＋栄養適性）を確認した 9)．
5.3 国際機関での安全性評価の経緯
世界保健機関（WHO）と国連食糧農業機関（FAO）
は，食品を通じての病気の発生や，食糧資源の損失へ
の対策として，食品照射技術に注目，1961 年に国際原
子力機関（IAEA）と協力して 3 機関の合同による専
門家委員会を設立，1971 年に照射食品の安全性と栄養
適性を評価する健全性試験を実施する国際プロジェク
トを開始，1980 年まで米・英・仏・西独・日本など
24 ヵ国が参加して研究を実施した 9)．
1970 年代以前の研究では，放射線による食品成分へ
の影響が明らかでなかったため，食品添加物や医薬品
などの化学物質の安全性評価と同様，100 倍量の照射
食品をラットなどの実験動物に与える毒性試験が行わ
れた．そのため，栄養バランスの乱れや，食品成分自
体による動物への影響などの問題が生じ易かった．そ
の結果を正しく判断するには，1）体重の減少など問
題となる現象に線量依存性が認められるか，2）飼育
期間を通じて一定の傾向が認められるか，3）世代試
験を通じて一定の傾向が認められるか，4）他の要因
による見せかけの異常ではないか，について考察する
必要がある 11)．
上記の国際プロジェクトでも，当初は食品添加物と
同じ 100 倍量投与の考え方が採用されたが，研究が進
み，放射線による分解生成物の種類や量が明らかにな
ってきたため，1976 年の FAO／IAEA／WHO 合同専
門家委員会は「食品の放射線処理は加熱や冷凍処理と
同じ物理的処理であり，食品添加物としての扱いは妥
当でない」との見解を発表した．
1980 年，FAO／IAEA／WHO 合同専門家委員会は，
国際プロジェクトの成果を総括して，「いかなる食品
を 10 kGy 以下の総平均線量で照射しても，毒性学的，
栄養学的および微生物学的に全く問題はない．今後は
10 kGy 以下で照射した個々の食品の健全性試験は不
要である」と結論した．
1983 年には，国連機関の FAO と WHO が合同で設
置した国際食品規格委員会（コーデックス委員会；
Codex Alimentarius Commission）は，上記の FAO
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／IAEA／WHO 合同専門家委員会の結論に基づき「照
射食品に関する国際一般規格」および「食品照射の実
施に関する国際規格」を採択し，加盟各国に受け入れ
を勧告した．
1992 年，オーストラリア政府の要請に応え WHO
は再び専門家会合を招集，1980 年以降に米国食品医薬
品局（FDA）が実施した系統的な評価データを再評価
するとともに，昔の疑念ある報告，例えば照射小麦を
与えた栄養失調の子供のリンパ球にポリプロイド（一
種の染色体異常）が増加したというインド栄養研究所
の報告（世界の約 20 件の追試で否定され，インド政
府自らの調査でも否定され，米国，英国，カナダ政府
も否定しているが，いまだに一部の人たちが照射食品
に反対の根拠にしている報告）などを注意深く検討し
て反証し，改めて「10 kGy 以下の照射食品は健全で
ここで「10 kGy
ある」と確認した 1)．注意すべきことは，
以下」と制限を設けているのは，実用的にはそれで十
分との考えからであり，決して，10 kGy 以上の高線
量で毒性が見られたなどというデータが確認されたか
らではないということである．
その後，病人食や特別な用途，香辛料の場合などを
想定して 10 kGy 以上の高線量での評価が必要と考え
られるようになり，改めて健全性の評価を実施，1997
年に WHO の専門家会合は，10 kGy 以上でも問題は
ないとして，線量の制限を撤廃するように勧告 11)し，
今日に至る．
5.4 2-アルキルシクロブタノンは危険か？
2-アルキルシクロブタノン類は，1972 年に中性脂肪
の放射線分解生成物として報告され，照射食品を検知
するためのマーカー候補として検討された結果，1993
年，照射によって特異的に生成すると報告された．
1998 年，2-アルキルシクロブタノン類の一つで，牛
肉中の脂質の 20〜25%を占める主要な脂肪酸である
パルミチン酸から生成する 2-ドデシルシクロブタノ
ン（2-dDCB）をラットおよびヒトの培養細胞に 5.2
mM という高濃度で加えたところ，コメットアッセイ
法（単細胞電気泳動法）で DNA 切断が観察され，弱
い変異原性の可能性が疑われた 13) ．そこで 1999〜
2001 年にドイツとフランスの合同チームで追試し，エ
ームス試験などによる復帰突然変異試験ではすべて陰
性で変異原性はなく，ラットを用いた飼育実験で発が
ん性もないことが確かめられたが，発がん物質を同時
に投与した場合にその発がん性を促進する可能性が見
出された 14)．このときのラットへの投与量は，体重
60 kg の人間が米国の照射ビーフバーガーパテ（125 g
中に約 6.0μg の 2-dDCB を含む）
を毎日 4.8 トン（！）
食べ続けた場合の摂取量に相当する．
その後，2006 年の報告では，高濃度（しかし上記の
1998 年の実験の 5.2 mM の約 100 分の 1 の，53μM）
の 2-dDCB を培養細胞に作用させた場合，その前駆体
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であるパルミチン酸と同程度の弱い（ゼロ濃度の場合
の 2〜3 倍の）DNA 損傷作用があることがコメットア
ッセイ法と小核（一種の染色体異常）生成試験で確認
された 15)．しかし，ビーフバーガーパテ中に桁違いに
大量に含まれているパルミチン酸のリスクに比べ，照
射で生成するが量的にはごくわずかしか含まれない
2-dDCB によるリスクをことさらに気にするのは無意
味であると結論された．ちなみに，この実験で，対照
区との有意差が認められた 2-dDCB の最小濃度は，体
重 60 kg の人間が米国の照射ビーフバーガーパテを
15.8 トン（！）食べたときの摂取量に相当する．
すなわち，実際の照射食品中での「2-アルキルシク
ロブタノン類」の生成量（脂質含有量と線量で決まる）
は極めて微量であり，しかも未照射の食品中に大量に
含まれる栄養成分と同程度の「毒性」しかなく，過去
の動物実験：59 kGy 照射した冷凍鶏肉による長期の
動物（マウス，ラット，ハムスター，ウサギ，ビーグ
ル犬）飼育試験でも発がんなどの異常は認められなか
った 10)ことから，問題視する必要はないというのが現
時点での結論である．
6.

照射食品の検知法

照射食品では，本来，農薬や添加物による処理と異
なり食品中に残留する化学物質がなく，照射によって
食品に生じる変化も加熱処理などと大差がないため，
照射の有無の検知は比較的困難であるが，いくつかの
実用的な方法が確立されている 16)．
6.1 照射食品検知法の原理
食品への照射の有無を検知する原理は，以下の３つ
に大別できる．
1) 物理的検知法：食品中のセルロース，骨，結晶
性糖質などにトラップされたラジカルや，香辛
料などの食品に付着・混入している砂埃のよう
な無機物に蓄積されたエネルギーを，電子スピ
ン共鳴（ESR）法，熱ルミネッセンス（TL）法，
光刺激ルミネッセンス（PSL）法などで検出．
2) 化学的検知法：食品中に含まれる脂質などから
生じる放射線分解生成物（炭化水素や 2-アルキ
ルシクロブタノン類）をガスクロマトグラフィ
ー・質量分析（GC/MS）法などで検出．
3) 生物学的検知法：食品中に含まれる動植物細胞
内の DNA 損傷量を，コメットアッセイ法（単
細胞電気泳動法）を用いて解析する方法，生菌
数と死菌数の比や，その種類の比較観察（放射
線に弱い菌だけが不自然に減少していないかな
ど）によって照射の有無を推定する方法など．
6.2 国内外での検知法の位置付けの違い
1996 年から 2004 年にかけてヨーロッパ標準法
（CEN 標準分析法）として採択・改訂された ESR 法，
TL 法，PSL 法，GC/MS 法など 10 種類のうち，9 種
放射線化学
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類が 2001〜2003 年にコーデックス委員会の照射食品
に関する国際規格における標準分析法（Codex 標準分
析法）としても採択されている 16)．
原子力機構の筆者の研究グループでも，
酸化的 DNA
塩基損傷を化学発光 ELISA 法（酵素免疫測定法）で
定量する照射食肉類の検知法 17)や，ESR 法による照
射生鮮果実の照射履歴線量推定法など，新しい検知法
の開発を行っている．
しかし，米国食品医薬品局（FDA）は，基本的に照
射食品は安全なものであり，その検知法は不要である
としており，米国では公定検知法は導入されていない．
WHO も，照射食品の検知法は，再照射の有無も含め，
公衆衛生上の問題ではなく，産地や『有機食品』の偽
装の検知などと同じく経済行為の問題，としている．
2007 年 7 月 6 日に日本で初めて公定法として定め
られた厚生労働省通知法（食安発第 0706002 号）18)
は，TL 法に基づく検知法であるが，同じく TL 法に基
づく CEN 標準分析法（EN1788）とは様々な点で異
なる独自の評価基準を採り入れている 19)．敢えて CEN
標準分析法と異なる分析手順や判定基準を指定したこ
とに合理性がないとして検知法の専門家である研究者
から疑問の声が相次ぎ，検疫所の担当者の負担も極め
て大きく不評である．この通知法については，近々，
修正，改善することが検討されているらしい．
EU 加盟国の多くは CEN 標準分析法を用いて市場
食品のサーベイランスを行っており，例えば薬味（香
辛料・乾燥野菜）を照射した韓国製即席麺などが違反
として摘発されているが，その大半は，照射すること
自体は許可されているのに照射食品である旨を正しく
表示していなかった「表示違反」である．
ところが，我が国における照射食品のモニタリング
検査は，照射食品は（芽止めジャガイモを除いて）安
全性が確認されておらず許可しないという建前である
から，「輸入食品の安全をまもるために」食品衛生法
違反として摘発するものである．
すなわち，食品の処理方法を正しく表示していない
という表示違反の問題と，危険で有害な食品の流通を
阻止するという食品安全の問題が混同されたまま，リ
スク管理機関による照射食品に関するリスクコミュニ
ケーションが放棄されているのが我が国の実情である．
7.

国内外での最近の状況

2005 年現在，世界の 57 ヵ国で食品照射が許可され
ている．アンケートや実地調査に基づいた最新の推計
2)〜5)では，世界全体での処理量は年間 40 万 5 千トン，
経済規模は１兆 6,100 億円．処理量では，ニンニクの
芽止め照射が多い中国が世界の 36％，金額では，高価
な香辛料の殺菌照射が多い米国が世界の 53％を占め
る．中国をはじめとするアジア地域で増加が著しいが，
EU 諸国では表示違反の取り締まり強化の影響で減少
傾向にある．
第 88 号 (2009)

日本で許可されている食品照射はジャガイモの芽止
め照射のみであり，例えば照射殺菌したウコン（ター
メリック）を生薬として用いる場合，所定の基準を満
たせば OK だが，カレーに入れると食品衛生法違反と
なる．一方，食品・飲料容器の照射殺菌は許可されて
おり，γ線や電子線照射が紫外線照射，熱風乾燥，高
圧蒸気，過酸化水素水（浸漬・噴霧），エチレンオキ
サイドガスなどと競合している．
先進諸国向けの国際貿易では香辛料の照射殺菌が一
般的になっていることから，2000 年に全日本スパイス
協会が香辛料の放射線殺菌の許可を要請 20)したが，厚
生省（当時）は今に至るまで対応していない．
2006 年，内閣府原子力委員会は，食品照射専門部会
報告書「食品への放射線照射について」21)を受け，原
子力委員会決定（2006 年 10 月 3 日）により，文部科
学省，厚生労働省，農林水産省等が，以下の取り組み
を進める必要性を強調した 22）．
1） 食品安全行政の観点から，照射の妥当性を判断
するための，食品衛生法及び食品安全基本法に
基づく，有用性が認められる食品への放射線照
射に関する検討・評価の実施
2） 照射食品の健全性についての科学的な情報の収
集と研究開発の推進
3） 照射食品の表示のあり方についての検討
4） 行政検査に用いる公定検知法の確立と技術の高
度化に向けた研究開発の推進，照射食品の監
視・指導に係る対応の検討
5） 食品照射のみならず放射線利用全体に関する社
会受容性の向上のための情報公開および広聴・
広報活動の推進，放射線に関する基本的な知識
に係る教育の充実
国のリスク評価機関である食品安全委員会は，2004
年 12 月 16 日の第 74 回委員会で，現在国内で流通し
ている照射芽止めジャガイモについては，特別な問題
がなく，あえてリスク評価をする必要をみとめない，
それ以外の食品については，リスク管理機関（厚生労
働省等）からの要請に基づいてリスク評価を開始する，
との判断を示し 23), 24)，さらに 2007 年 3 月の第 182
回委員会で，食品への放射線照射に関する食品健康影
響評価については，厚生労働省からの要請がないため，
自らは評価を行わないが，引き続き情報収集に努める，
と決定した 25)，26)．
その一方，国のリスク管理機関である厚生労働省は，
2007 年 7 月 6 日，香辛料を対象として放射線照射の
有無についての輸入食品等モニタリング検査を開始し，
厚生労働省通知法として定めた TL 法 18)で検知された
場合は食品衛生法第 11 条違反として措置すること
（厚
生労働省医薬食品局 食安輸発第 0706003 号「モニタ
リング検査の実施について（放射線照射食品）」）27)
とし，その後も検査対象を次々に広げ，ドイツから輸
入されたパプリカ，中国からの乾燥シイタケや赤トウ
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ガラシ，米国やペルーからのマカ粉末などが摘発され
ている．2009 年 1 月には，インドからフェアトレー
ド事業として輸入された「インド・本格派マサラ」と
「かんたんチャイ」がγ線で照射殺菌されていたとし
て業者によって自主回収された 28)．
日本で，もしも今後，香辛料の照射殺菌が許可され
た場合は，その次は，ニンニクの芽止めや，臭化メチ
ルによる燻蒸処理の代替法としての穀物や熱帯果実の
殺虫
（検疫処理）
への適用が検討されると予想される．
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フォトカソード電子銃を用いた強度変調放射
線治療のための電子ビーム開発
大阪大学産業科学研究所 近藤孝文・楊金峰・菅晃一・吉田陽一

Radiation therapy of cancer is developing to

の正常組織への線量を低減するために，不均一な放射線

un-uniform irradiation, for concentrating dose to a

照射へと発展してきた

cancer tumor and reducing dose to normal tissue. As

治 療 （ IMRT ＝ Intensity Modulated Radiation

a step toward the Intensity modulated radiation

Therapy）と呼ばれる．現在の IMRT では小型加速器が

therapy, we examined dynamic optical modulation of

使用され，熱電子銃で発生した電子ビームを加速し，金

electron beam produced by a photocathode electron

属ターゲットに照射して均一な X 線に変換した後，多く

gun. Images on photo-masks were transferred onto a

の金属部品からなる多葉原体絞り（マルチリーフコリメ

photocathode by relay imaging. Electron beam could

ーター）により X 線の形状と強度を変調する．加速器を

be controlled by a remote mirror. Modulated electron

回転させて多方向から照射（多門照射）することにより，

beam maintained its shape on acceleration, had a fine

一方向からのビーム強度を低減できるので，更に正常組

spatial resolution, and could be moved dynamically by

織への線量が低減され，より安全な照射方法へと発展し

optical methods. As a second step, optical modulation

ている 2)．電子線加速器を用いた治療装置は，重粒子線

of electron beam and dynamic control succeeded by a

加速器と比較して小型かつ安価なので，中小規模の病院

digital micro mirror device (DMD).

に普及できることが大きな利点である．

Key words: radiation therapy, photocathode, linear
accelerator, optical modulation
1. はじめに
がんの治療方法には，大きく分けてがんを手術により
切除する外科的治療法，抗がん剤を投薬する化学療法，
放射線をがんに照射する放射線治療がある．各治療法と
もに絶え間ない研究により発展している．なかでも放射

1) 2)．この方法は強度変調放射線

Nd:YLF
Optical
Modulation

Beam MonitorModulated
X-ray

Modulated electron beam Metal
Photocathode
target
Cancer tissue
RF gun

線治療は近年めざましく発展しており，比較的苦痛が少
なく，患者にやさしい治療方法として注目を浴びている．
放射線治療では，放射線ががん患部だけでなく周囲の
正常組織にも照射され，そこでの副作用が問題となる．
この問題のため放射線治療は，がん患部へ線量を集中し，
正常組織への照射線量を低減することが，最重要な課題
となっている．がん患部だけに放射線を照射し，その他
Development of Modulated Electron Beam for Intensity
Modulated Radiation Therapy (IMRT) on a Photocathode
Electron Gun
Takafumi Kondoh (ISIR, Osaka University)
〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
TEL: 06-6879-4285, FAX: 06-6879-4287
E-mail: t-kondo@sanken.osaka-u.ac.jp

図 1 高機能光 IMRT の概念図

最新の電子銃の一つであるフォトカソード RF 電子銃
は，高指向性（低エミッタンス）の電子ビームを光によ
って発生できる 3) 4)．我々は，図 1 に示したようにフォ
トカソード高周波電子銃を用いて，その入射光学系にお
ける光学的変調により強度変調電子ビームを発生でき
ると考えた．指向性が高いので強度変調電子線は，形状
や強度分布を保持したまま加速できる．放射線治療のた
めに，発生した強度変調電子線は強度変調 X 線に変換す
る予定である．また，人体は呼吸や拍動，不随意筋運動
などにより常に動くので，治療用の強度変調放射線は，
この動きに同期・追従する必要がある．フォトカソード
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CCD

図 2 阪大産研フォトカソード RF 電子銃加速器と強度変調電子ビームの発生と加速

電子銃における光学的な強度変調により，この人体の動

によりカソード表面に輸送・結像した．同様にカソード

きに完全に追従できる高精度かつ高速な光 IMRT を

表面上で発生した強度変調電子ビーム像は，電子銃直下

我々は提案している

5)

．強度変調放射線治療のために，

フォトカソード高周波電子銃において光学的手法を用
いた電子ビームの光学変調の要素技術開発を行った．
2.

フォトカソード高周波電子銃加速器

に配置されたソレノイド電磁石により，光学レンズと同
様に，測定位置まで輸送・結像した．
電子ビーム像は，図 2 に示したように加速器各所に配
置したアルミナ蛍光板シンチレーター（Desmarquest:

実験は，大阪大学産業科学研究所量子ビーム科学研究

AF995）に電子線を照射し，その時の発光を CCD カメ

施設に設置されたフォトカソード高周波電子銃加速器

ラにより測定した．測定したモノクロ像を PC に取り込

で行われた．フォトカソードは無酸素銅製であり，図 2

み，発光強度に色を対応させた画像処理を行った．弱強

に示したように，Timebandwidth 社製ピコ秒 Nd:YLF

度が青や緑に対応し，強度が大きくなるにつれて赤から

レーザーの 4 次高調波(262 nm)が，ほぼ垂直にフォトカ

白に対応している．ビーム像の測定場所は，図 2 に示し

ソードに入射して光電効果により電子を発生する．

たように，カソード等価位置（レーザー像），電子銃出

S-band 2856 MHz の高周波による最大加速電場は 100

口，加速管出口，大気中である．加速器の詳細な構成，

MV/m に達し，カソード表面で発生した電子は，1.6 cell

性能は別に報告されている 3) 4)5)．

の高周波空洞で即時に 4 MeV まで加速される．電子銃
の下流には 2 m の進行波型加速管があり，電子は 32

3. 要素技術の基礎研究
3.1 マスクによる強度変調電子ビームの発生と加速

MeV まで加速される．フォトカソードで発生した 1 nC

最初の実験では，フォトカソードの入射光学系中にマ

の電子ビームは，32 MeV まで加速された場合，横方向

スクを挿入しビームを整形した．図 2 に示したように，

エミッタンスは約 3 mm-mrad となる．この値は，従

いくつかのマスクで加工した Nd:YLF レーザーの 4 次高

来の熱電子銃のエミッタンスである約 100 mm-mrad と

調波をフォトカソードに入射した．2 スポット型，三角

比較してはるかに低いエミッタンスである

3) 4)．

形，十字型，8 スポット型など様々なマスクを用いた．

電子銃へのレーザーの入射光学系において，レーザー

三角形マスクを用いた時の加速器各部で測定したビ

光の強度変調と動的な制御を行った．強度変調したレー

ーム像を図 2 下部に示した．カソードでのレーザー像を

ザー光像に対応した強度変調電子ビームを発生するた

確認するためにカソードと等価な位置で観測した三角

めには，カソード表面上にレーザー像を結像する必要が

レーザー像（A），電子銃直下で観測された 4 MeV 三

ある．強度変調したレーザー像は，リレーイメージング

角電子ビーム像（B）， 加速管で加速された 32 MeV 三
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角電子ビーム像（C）， この後チタン窓を通して大気中

ートミラーを遠隔手動操作した．それら二つの光を合成

に取り出した像（D）をそれぞれ示した．フォトカソー

し，カソード表面に輸送した．この実験では微細なビー

ドの入射光学系でレーザーを三角形に整形した結果，4

ム整形は行わず，イメージング光学系は用いなかった．

MeV 三角電子ビームを発生することができた．この三

この実験により，電子ビームのムービー（動画）を観

角電子ビームは，更に 32 MeV まで加速し，大気中に取

測した．その動画からの 8 枚のスナップショットを図 4

り出すことができた．三角電子ビームを大気中に取り出

下側（A）～（H）に示した．スナップショットを見る

した場合，3 つの頂点付近の弱強度部分が若干欠落する

と，比較的弱強度で大きなスポットの周囲を，大強度で

など形状が劣化したが，全体としては三角形の形状だっ

小さいスポットが回転していることが分かる．この実験

た．医療用加速器として X 線を用いる場合，真空中で X

により，レーザー光強度の制御により電子ビームの強度

線に変換することにより問題は解決できる．電子ビーム

が制御できること，レーザー光サイズの整形により電子

を大気中に取り出して利用する場合，真空窓の材質や厚

ビームサイズも整形できること，動的な光学制御により

さなどの最適化を行うことにより形状の劣化を最小限

電子ビームの動きの制御が可能であることを明らかに

にする．

した．

他にも強度変調された 4 MeV 8 スポット電子ビーム
（E）や，十字型電子ビーム（F）を電子銃の出口で観
測したので，その結果を図 3 に示した． 8 スポット電
子ビームの全体の直径は 3.2 mm で，分割した 1 つのス
ポット径が 1 mm，分割したスポットとスポットの空間
的な間隙は 0.3 mm だった．現在発見できる微小がんの
サイズは 0.5 mm 程度であるため，発生した強度変調電
子ビームは，現在の放射線治療で使用するのに十分高い
空間分解能を持っていると言えるだろう．整形された電
子ビームの中心部が強いのは，元のレーザー光の強度分
布がガウシアンだからと考えられる．

図 3 発生した強度変調電子ビームの空間分解能

3.2 リモートミラーによる強度変調電子ビーム動画
放射線治療のためには，電子ビームは呼吸などの人体
の動きに追従しなければならない．そこで基礎的な電子
ビームの動的な光学変調の実験を行った．図 4 上側に示
したように，レーザー光は二つの光路に分岐され，一方
はフィルターにより光強度を低減し，他方はアイリス絞
りによりビームサイズを小さく加工した．小径・高強度
の光路中にリモートミラーを使用し，このスポットが低
強度の大きなスポットの周辺部を回転するようにリモ
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図4

電子ビームの動的光学変調のための基礎実験光

学系と電子ビームムービー

3.3

DMD を用いた電子ビームの強度変調と動作の同

時制御
ここまでに，マスクによる電子ビームの強度変調（空
間），リモートミラーによる電子ビーム動作（時間）等
の要素技術を研究してきた．次の発展段階として，高空
間分解能かつ高速のコンピューター制御の光学変調を
実現するために，光学変調素子としてテキサスインスツ
ルメンツ社製の Digital Micro-mirror Device(DMD)
放射線化学
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（Texas Instrument Inc. :Discovery 1100 UV）を選定

に変換した．整形した像は，図 5 右側の模式図に示した

した．DMD は約 100 万個のマイクロミラーの集積素子

2 ポイント像，ハート像，チェッカー像などを用いた．

であり，ミラーの一つ一つが ON/OFF 動作することに

DMD 上の緑色レーザー像は，縮小して BBO 結晶に結

より，光を整形する．DMD は，1 画素 10 数 µm の高

像した．緑色レーザー像は BBO 結晶により紫外線像に

精度かつ数 µs の高速動作が可能である光半導体 MEMS

変換した．変換した紫外線像を図 5 右側中央に示した．

（Micro Electro Mechanical Systems）なので，プロジ

紫外線像は，リレーイメージングによりカソード表面に

ェクター内部の映像描画装置などに使用されている

3) 4)．

輸送・結像した．マスクでの整形の場合と同様に，カソ

放射線治療では，呼吸や不随意筋運動などの人体の動

ード表面上で発生した電子像は，ソレノイド電磁石によ

作を観測し，がん患部の位置と形状を特定し，治療計画

り測定位置に結像した．DMD を用いることにより，チ

に基づいた放射線のリアルタイム高速制御を目指して

ェッカーパターンのようなマスクでは加工が難しい形

いる．このためには，まずがん患部を観察する方法が必

状の場合も整形することに成功した．

要であり，いくつかの方法がある．がん患部の位置を測

DMD 全面に描画するチェッカーパターンでは，図 5

定する X 線カメラ，がん患部の微細情報の得られる CT

右側中央に示したように，DMD により整形し BBO 結

（コンピューター断層撮像），がんに選択的に感度の高

晶で 4 倍波に変換した紫外線レーザー像は，周辺部の強

い PET（陽電子放射断層撮像）や組織情報の多い MRI

度が弱かった．このことは，レーザースポット径を拡大

（磁気共鳴映像装置）など，ほとんどは画像情報として

して DMD 素子の全面に照射しているが，整形前の緑色

出力される．DMD は高精度かつ高速の変調素子なので，

レーザー光は中心部が強く周囲が弱いガウシアン空間

これらの画像情報とコンピューター上で計算した治療

強度分布を持つからと考えられる．一方で，ハート型や

計画に基づいて，DMD を用いて照射ビームを 2 次元一

2 ポイント像など DMD の中心部分に整形したい像があ

括制御することにより，呼吸や脈動，不随意筋による運

る場合はレーザー像の形状は保持され，非線形光学結晶

動に完全に追従できるだろう．

での波長変換においても，整形したレーザー像は保持さ

銅カソードから電子を発生させるには，銅の仕事関数

れた．

（約 4.5 eV）以上のエネルギーが必要であるため，

波長変換した紫外線レーザー像はフォトカソードに

Nd:YLF レーザーの 4 倍高調波（262 nm）を使用して

輸送され，電子ビームを発生した．DMD により強度変

いるが，DMD は 262 nm のレーザーを入射すると損傷

調した 4 MeV 電子ビーム像を図 5 右端の写真で示した．

5 左側に示したように，Nd:YLF レー

レーザー光を DMD で整形することにより，電子ビーム

ザーの 2 倍波（524 nm）の緑色レーザー光を DMD で

の整形・強度変調に成功した．強度変調電子ビーム像は

整形し，その後非線形光学結晶（BBO）を用いて 262 nm

鉛直方向から約 70 度回転し，発生電荷量は 40 pC と非

する

6)．そこで図

図 5 フォトカソード高周波電子銃入射系での DMD を用いた光変調実験装置と描画パターン
と変調 UV 像と 4MeV 変調電子ビーム像
第 88 号 (2009)
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常に少なかった．このために電子ビーム像は鮮明ではな

コンピューター制御の DMD を用いてフォトカソード

く，その他のビーム特性は測定できなかった．これは強

入射レーザーを整形することにより，電子ビームの光学

度変調光学系における紫外線強度の低下が原因であり，

的な強度変調と同時に，電子ビームの動きの制御（=ム

今後レーザー強度の向上や，Mg や半導体など異なる材

ービー）にも成功した．

質のカソードを使用することにより，電子発生用の励起

今後現状の問題点を解決し，強度変調電子ビームの特

レーザーの可視波長化や量子効率（QE）の向上により，

性を測定し，強度変調電子ビームのパラメトリック X 線

改善できると考えている．

変換法の研究，平均電流の向上などの研究を行う．

DMD に連続的に画像を送って描画させることにより，
電子ビームの強度変調と動的制御にも成功した． 2 ポイ
ント像は，描画した丸がお互いに回る動画，ハートは大
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Phys., 2005, 44(12), 8702–8707.

いる．したがって我々の提案した方法で人体深部のがん
を照射するためには，電子線の強度変調を保ったまま X

5)

T. Kondoh, H. Kashima, J. Yang, Y. Yoshida, S. Tagawa,

Radiat. Phys. Chem., 2008, 77, 1142– 1147.

線に変換する必要がある．
変換方法には，従来通り金属ターゲットに電子線を照
射して制動放射を用いる方法，レーザーと電子線の衝突
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ッグ反射を用いたパラメトリック X 線発生法などがあ

http://focus.ti.com/download/dlpdmd/152_NewApps_pa

る．制動放射は，強度が大きいという利点があるが，発

per_copyright.pdf

生する X 線は連続スペクトルであり広がりが大きいと
いう欠点がある．レーザーコンプトン散乱は，散乱角を

7)

L. J. Hornbeck, Digital Light Processing: A New

選べば単色性が高いという利点をもつが，全強度が小さ
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い．
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Texas

これらの方法と比較して，単結晶を用いたパラメトリ
ック X 線発生（Parametric X-ray Radiation = PXR）で
は，結晶格子からの散乱波が強めあうために全強度が大
きく，かつブラッグ条件から X 線の波長が限定されるの
で，単色性が高いという優れた特徴を持っている．強度
変調電子ビームの X 線変換には，パラメトリック X 線
発生が適していると考えて，実験の準備を行っている．
4.

まとめ

より安全で安心な高精度空間分解能・高速リアルタイ
ム追従 IMRT を目指して，フォトカソード電子銃の入射
光を加工・制御することによって電子ビームの形状と強
度分布を動的に変調するという新しい放射線治療用の
放射線制御方法のアイデアを我々は提案した．
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放射線グラフト重合装置
㈱イー・シー・イー

藤原 邦夫

1. はじめに

点である．10 年前までは照射設備を保有している企業

放射線グラフト重合法は既存の高分子材料へイオン

で照射を行った後，冷却して工場まで輸送し，グラフト

交換や抗菌などの機能を導入できるため，機能性材料の

重合を行うまで冷凍保管しておくことが行われていた．

製造方法として以前より注目されてきた．最近では環境

㈱イー・シー・イーにおいても，連続グラフト重合装置

にやさしい機能性材料の製造方法として重要性を増し

が完成するまでは，外部に照射を委託していた．

ている．日本における放射線グラフト重合は日本原子力

２－１．放射線照射装置

研究開発機構が主導的役割を果たしてきており，荏原製

工業的に利用できる放射線はガンマ線と電子線であ

作所は 1985 年日本原子力研究所高崎研究所において技

る．ガンマ線照射においては，フィルムを巻いたままの

術指導を受けた．

状態で照射できる点や照射後そのまま冷凍車でグラフ

当時の高崎研究所ではボタン電池用イオン交換膜の

ト重合工場に搬送できる点が有利である．一方，線量率

製造技術を有し，用途開発が盛んであった．「ジッガー」

が小さく，グラフト重合に必要な 20ｋGy～200ｋGy の

という染色装置をフィルムのグラフトに転用した装置

照射線量を得るには数時間以上照射する必要がある．

も開発されていた．この装置は 2 個のローラ間でフィル
ムを往復させながらグラフト重合させることが可能で
あり，基材が薄いことから 1 回の反応で 1000 ｍ以上の
グラフト重合が可能であった 1 ) ．しかし，不織布のグラ
フト重合では反応の際に同伴する液量が多量であるた
め，コストや環境に関する問題があった．われわれは，
これらの問題を解決し，空隙の大きい長尺不織布をいか

写真 1 照射箱

に均一で安く製造するか，という課題に 20 年以上取り

写真 1 はガンマ線照射を行う際の照射箱である．写真

組んできた．本稿ではその開発の一端を紹介したい．な

では窒素置換済み照射用基材（600ｍｍφ×300ｍ）が入

は 2000 年に放射線グラフト

っている．照射箱の個数を増やすことで量産に対応可能

重合素材及びその素材を組み込んだ製品のみを取扱う

であるが，均一な照射を達成するためには，箱の移動や

荏原製作所の子会社として，設立された．

ドライアイスの補給などの注意が必要となる．

お，㈱イー・シー・イー

2)

２．バッチ式グラフト重合
放射線グラフト重合の最大の特長はさまざまな形状
の高分子成型体に機能を付加できる点である．加えて，
照射により高分子基材内に生成したラジカル（反応中間
体）を低温貯蔵できるため 3 ) ，照射工程と反応工程とを
分離できるという点も製造メーカにとっては大きな利

Radiation graft apparatus for long fabric
Kunio Fujiwara (EBARA CLEAN ENVIRONMENT Co.,
LTD.)
〒251-8502 千葉県袖ヶ浦市中袖 30-1
TEL: 0466-83-9102, FAX: 0466-83-6683
E-mail: fujiwara.kunio@ebara.com
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写真 2 電子線照射容器

図1

電子線照射
容器構造
一方，電子線も利用可能である．弊社では，写真 2 に

示す電子線照射容器を開発した．この装置では図 1 に示
すように，液体窒素冷却により容器内の温度上昇を抑え
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ている．しかしながら，処理可能な不織布の長さが短か
く，1 バッチの照射終了毎に窒素導入や装置の立上げな
ど操作が煩雑であった．そのため，弊社ではガンマ線照
射を採用し，照射し終わった基材をそのまま宅配便で搬
送できるようにした．図 2 にラジカル濃度の経時変化を
示す．冷蔵保存した状態で 2～3 週間以内にグラフト重
合に供するのであれば，グラフト重合に全く問題ない．
100

ラジカル濃度（％）

80

写真 3 気相グラフト重合装置

60

２－２－２ 含浸気相グラフト重合装置
40

気相グラフト重合の問題点を解消するために，新たに
含浸気相グラフト重合法を開発した．この重合法は不織

20

布シートが繊維間に液を保持し易い点を活かし，モノマ
0
1

10

100

1000

時間（ｈ）

10000

ー37℃
ー20℃

図２ ラジカル濃度の経時変化

ー濃度の調整と絞り機構を用いてグラフト重合させた
いモノマー量を不織布シートに保持させ，モノマー全量
を反応させるという方法である

4 )

．写真 4 は初期の含

浸気相グラフト重合装置である．

量産性や品質面では後に述べる連続グラフト重合装
置が優れているが，ネットや粉体など連続グラフト重合
装置を適用できない基材に対しては，ガンマ線照射が有
効であり，使い分けている．
２－２．バッチ式グラフト重合装置
微量ガスや微量イオンを除去するフィルタのような
分離機能性材料の製造方法としては，単独重合物の生成
が少ない前照射グラフト重合が好ましい．この方法は基
材に予め放射線を照射した後，モノマーと接触させる方

写真 4 含浸気相グラフト重合装置

法である．長尺の不織布シートは基材の空隙に同伴する
薬液や洗浄液が多いため，フィルムで実績のあった液相
グラフトをそのまま適用するには環境負荷やコスト面
で問題があった．
２－２－１ 気相グラフト重合装置
気相グラフト重合はモノマー量を少なくできるため，
弊社も試みた（写真 3）．しかしながら，適用できる
モノマーの種類が蒸気圧により制限を受け，またグラフ
トむらが大きいなど問題点が多かった．そこで，モノマ
ー槽の位置を工夫し，またグラフト重合の途中で新たな
モノマーを供給する分注方式などを採用することによ
り，特定のモノマーの場合に 600ｍｍ幅の長尺シートを
50 ｍ程度はグラフト重合できるようになった．

34

モノマー付与はスプレー噴霧方式を採用し，スプレー
量を調節してグラフト率を制御しようとした．スプレー
された基材は反応容器内に巻き取られ，その後，真空排
気処理を経て，所定時間回転させながらグラフト重合さ
せた．付与されたモノマーは一部が蒸発し，気相グラフ
トに使用されるため，グラフトむらは少なくなった．し
かしながら，100％以上の高グラフト率を目標とした場
合，厚みや幅の寸法変化を吸収する余裕がないため，し
わや巻き締まりが発生し，必ずしも満足のいく品質では
なかった．
２－２－３ 液相グラフト重合装置
液相グラフト重合は，不織布製造においてルーチンに
行っている方法ではない．ネットのように同伴する液量
放射線化学

放射線グラフト重合装置
が少ない基材や揮発性の高いモノマーを用いる特殊な
重合の場合に利用している．そのフローシートを図 3

図３ 液相グラフト重合装置フローシート

図 4 連続グラフト重合装置全景とフロー

に示す．1996 年に日本原子力研究所（現日本原子力研
究開発機構）の依頼で海水ウラン吸着用捕集材を液相グ
ラフト重合で製造した．ウラン捕集材の製造に用いるモ
ノマーのアクリロニトリルは揮発性が高く毒性が大き
いため，装置には密閉性の高さが要求される．本装置は
ロールの状態でグラフト重合，洗浄，官能基導入などを
行うことが可能であり，反応槽は密閉して実施できる．
約 1000 ㎡を製造した実績があり，日本原子力研究開発
機構が酸化ウラン 1ｋｇを採取するのに協力した 5 )．
３．連続放射線グラフト重合装置
連続放射線グラフト重合装置の全景とフローを図 4 に
示す．この装置は[基材巻出し部―電子線照射装置―モノ
マー含浸槽―反応槽―基材巻取り部]が連結しており，世
界初の連続グラフト重合装置として 2000 年から稼動し
ている 6 ) ．反物の終端が近づくと，アキュムレータで次
の反物との接続操作に要する時間が稼げるようになっ
ている．電子線照射装置の主要諸元は次のとおりである．
形式

：自己遮蔽型，単段加速

加速電圧：300keV（最大）
電流

：40ｍA（最大）

搬送速度：1～20ｍ／min（連続可変）
現在用いている材料は目付け 25～100 ｇ／㎡のポリ
オレフィン系不織布である．現在，㈱イー・シー・イー
設置の装置以外に，荏原製作所グループ内には 300 ｍ
ｍ幅と 600 mm 幅の連続グラフト重合装置があり，本装
置運転条件を最適化するための試験や特殊な基材・機能
を導入するために利用している．本装置の利用によりバ
ッチ処理の場合と比較し製品の品質が向上した．グラフ
ト重合工程における厚み，幅等の寸法変化及び強度変化
第 88 号 (2009)

があるため，蛇行やしわの発生が起き易く，単にコーテ
ィングや印刷などと違った配慮が必要である．
４．環境にやさしい放射線グラフト重合法
放射線グラフト重合法は不織布ばかりでなく，ネット，
フィルムなど広範囲な材料に対して，電子線を照射する
だけで表面ばかりか内部にまで官能基を導入できる．㈱
イー・シー・イーは半導体産業で利用されるケミカルフ
ィルタ 7 ) や液体用フィルタ 8 ) などイオン交換不織布を
実用化することによって放射線グラフト重合法の有用
性を実証してきた．
そして，2009 年になってからは，新型インフルエンザ
対応の抗菌・抗ウィルス不織布 9 ) の生産によって，感染
症の拡大予防に貢献している．20 年以上にわたる経験
やノウハウから，現有設備の若干の改良で他の形状の高
分子製品に対しても対応が可能となっている．放射線グ
ラフト重合法は反応開始に要する薬剤が不要であるば
かりでなく，固相合成であるため反応薬剤との分離が容
易である．このような特長から，放射線グラフト重合法
は非常に環境に優しい合成法といえる．また，放射線の
種類や照射方法を工夫することで，反応の場を制御する
ことも可能である．今後，ますます機能性材料の製造方
法として有用であると考えられる．
5．謝辞
当社のグラフト重合を草創期から指導し，現在も㈱環
境浄化研究所
（日本原子力研究所認定ベンチャー第 1 号）
の社長として自らグラフト製品を世に送り出し，活躍さ
れている須郷高信社長に心から感謝いたします．
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[特別寄稿]

放射線研究に関する雑談,あるいは略して放談
－第２０回：Malcolm Dole 先生－
アルゴンヌ国立研究所

井 口 道 生

Key words: The Dole effect, radiation effects on polymers,

では違うことを発見した．これは水や酸素の分子の大気

cross-linking of polyethylene, molecular beams of macroions

への蒸発，水面への吸着，そのほかの物理化学的な過程
に同位体効果があることから起こる．この研究の結果を

Dole 先生については，本誌４０号（１９８５）に「放
射線化学を築いた人たち」の一人として柏原久二氏が丁
寧な紹介をお書きになった．先生は，その後１９９０年

解釈すれば，地球化学に貢献することは明らかである．
ほかに電気化学一般に関する研究も行った．
１９６３年にノースウエスタン大学の教授に任命さ

に８７歳で亡くなった．私にとっては，先生は私が１９

れて間もなく，高分子の電気化学と放射線化学を始めた．

６２年にアメリカに移住した契機を与えて下さったの

まもなく，放射線によるポリエチレンの架橋を発見した

で，思い出が深い．私は家内とともにサンフランシスコ

2)．この発見は，イギリスのハーウェル原子力研究所の

で貨客船を降りてグレイハウンドバスに５０時間揺ら

チャールスビーによる発見と殆ど同時で，論文が発表さ

れてから，この年の３月中旬のある日に，シカゴのバス

れるまでお互いに知らなかったということを，両者から

ターミナルに着くや，人中で目立つほどハンサムでいか

詳しく聞いたことがある 2,3)．発見の内容には，一つの

にも紳士然とした先生が迎えて下さったことは，記憶に

顕著な違いがある．チャールスビーは試料を原子炉の内

鮮やかである．今や，先生の一生と業績を完結したもの

部で照射したので，放射線には，ガンマ線とともに中性

としてある距離を置いて眺めるのは，現在の研究者にと

子が含まれていた．物理学者であったチャールスビーが

っても有意義であろうと思う．

どうして，当時の新物質であったポリエチレンを照射し

Dole 先生の生涯に関する基本的なデータは

たかに関する話はすでに「放談２回」4)で説明した．ド

Northwestern University Archive

ウル先生は，アルゴンヌ国立研究所の材料科学，放射線

(http://www.library.northwestern.edu/archives/findin

化学研究用のコバルト６０のガンマ線源を使った．広範

gaids/malcol_dole.pdf)で見ることができる．簡潔な

に高分子の放射線化学一般の研究を将来性のある仕事

Biography に始まり，中心的なのは先生が寄贈なさった

とみて取りかかったのは，化学者として極めて自然なこ

１１個の箱に入った研究資料である．いかにも先生らし

とである．ちょうどその頃に私が到着して，３人のポス

く時代順によく整理されている．

トドクと数人の大学院学生を含むグループに参加した

１９２８年にハーヴァードで物理化学の研究で博士

わけである．ポリエチレンの架橋のメカニズムを解明す

号を得てから，ロックフェラー医学研究所に勤めたほか， る手がかりとして，電子構造の変化を見ようという先生
ライプツィッヒ大学に留学し，デバイとファルケンハー

の意図で，照射した高分子の紫外吸収スペクトルを毎日

ゲンのもとで学んだ．しかし，初期の仕事で最も著名な

のように論じたことを憶えている．

のは，Dole effect1)の発見である．恐らくは重水の発見

同時に，照射した高分子の架橋や主鎖切断の数を調べ

で当時著名になったユーレイの影響を受けたのであろ

るために，照射による分子量分布の変化を調べる，もっ

う．天然に酸素の同位体１６と１８濃度比が大気と海水

と伝統的な研究も行われていた．この変化を見るのに手
っ取り早い方法は，分子量分布を反映する物性を測るこ

Miscellanea in Radiation ChemistryMitio INOKUTI: (Physics Division, Argonne National

とで，そのなかには溶液に溶かしたときの粘度，可視光
線の散乱，浸透圧などがある．このような研究は，チャ

Laboratory, 9700 South Cass Avenue, Argonne, Illinois
60439-4843, USA)

ールスビーの研究室も，私が東京で所属していた雨宮研

TEL: 1-630-252-4186
FAX: 1-630-252-3903
E-mail: inokuti@anl.gov

東京時代に発表した結果の一部 5, 6)にドウル先生が疑問
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究室も行っていた．そもそも，私が粘度の変化に関して
をもって，手紙で問い合わせて来たことが，お付き合い
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の始まりであった．それでドウル研究室でも，差し当た

ないはずだと述べた．この対話は物別れに終わり，結論

り，この方面の研究を行うとともに，分子量分布の変動

は得られなかった．

に関する理論の講義をした．このときにびっくりしたの

その後，ドウル先生の考えに沿った質量分析計が実現

は，ドウル先生の熱心さである．約１０名の聴衆のうち

してから 13)，私は自分の考え落としに気がついた．この

で最も真剣に講義を聴き，最も頻繁に質問をしたのは先

質量分析計のなかを通過している分子は，熱平衡状態か

生であった．ここに見られる，若者さながらの好奇心と

らは遠い状態にある．（たぶん，装置を極めて大きくし

学ぶ意欲を一生保持していたのが，先生の素晴らしさで

て，同じ分子を長い距離走らせれば，終いには熱分解し

ある．私の講義の内容は，いうまでもなく東京で斎藤脩

てばらばらになってしまうだろう．）しかし，分子量を

7-12)で， 分子量を連続変数として扱

決めるためには，熱平衡などは無用のことで，その前に

先生に教わった理論

い，分子量分布の変動を微積分方程式で記述するので，

分子量を決めてしまえばすむ．これがこの種の質量分析

数学的に見通しが良い．例えば，チャールスビーらの方

の原理に他ならない．私はとかく本を読み過ぎるせいか，

法は，分子量を自然数として扱い，順列，組み合わせの

独創性を必要とする考察に弱いという欠点をもってい

計算をするので，簡単な問題の答えの正しさを検証する

る．ドウル先生は，このような欠点から自由だったので，

のも厄介である．複雑な問題，例えば幾つかの別種の構

私には極めて貴重な師であった．

造単位からなる高分子いわゆる共重合体を扱うのは絶
望的である．斎藤理論では，これが実行可能である 11)．
1)
私はこうして一年間ドウル先生 とお付合いした後， 2)
１９６３年の春からアルゴンヌ国立研究所のプラッツ
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平衡状態で安定に保たれるには，主鎖が絡み合っている

短 期 研 究 員 . 1963 年 以 来 , Argonne National
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Laboratory で 研 究 員 . 1985 年 以 来 , International
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Commission on Radiation Units and Measurements

いう久保亮五先生の教えにも繋がっている．上のような
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理.
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放射線研究に関する雑談，あるいは略して放談

―掲載されるはずだった放談について

２．量子論の発見（Heisenberg-Born-Jordan は難渋，

（井口先生からのメールより）

Schroödinger は平易で明快，Dirac はエレガンントで統

「放談」はすでに２０回，１０年書きました．年も７５

一的） 光子の概念が放射線研究に入った．

歳になりました．来年で終結することにして，最後の２

３．１９世紀以来の発展 X 線と放射能が放射線研究に

回分の計画を立てました．それを添付してお目にかけま

とっては決定的．物質への効果の発見，特に電離などに

す．２回分の計画は，草稿にもなっていません．粗筋だ

よる検出と測定，生物的効果，映像への応用が驚くべく

けです．２１回は科学の話で，少し厄介なものを含みま

速い．

す．最終回２２回は，放射線研究が現代科学で占める位

４．熱力学，内燃機関．大動力の利用，化学工業への利

置をざっと解説するものです．（2009 年 5 月 7 日）

用．放射線研究との関連は間接的．
５．金属，有機物などの有用な材料の研究．現代の放射

第２1 回: 電子の運動と核の運動

線加工の基礎として重要．

21. Electronic motion and nuclear motion

６．新しい有用物質として半導体と高分子が特に重要．
現代の放射線加工に密接に繋がっている．

１．電子の運動と核の運動を鋭く区別ことがある．例え

７．核エネルギーの利用．放射線効果と放射線測定は補

ば，阻止能の取り扱いで．

助技術として不可欠．

Johnson and Inokuti, experiments by Iwase and
others
Schematization is often useful, but should not be

８．天体物理．主に核分光が基礎技術として不可欠．
９．宇宙科学と近代的な相対性理論に関する観測．基礎
技術は主に原子分子の分光学．

taken too literary. (Bohr, Fano)

10．量子計算と情報処理．原子分子の分光学は基礎の一

２．化学反応，遷移状態 (Chemical reactions, transition

部．

state, BO approximation)

11．映像技術の最近の発達は目覚ましい．その多くは放

Stopping power/force, Sigmund

射線研究から由来する．

３．電子状態と核の運動との相互作用 (Electronic

12．とくに，医学における応用が注目される．これには

motion and nuclear motion, Nakamura)

診断も放射線治療も入る．

解りにくい概念の例は，Germinate-ion recombination,
thermalization distance

２１回は，放射線化学のみならず反応物理化学を考察す
る上で最も重要な議論であり，２２回は放射線化学の役

第２２回: 現代科学の中での放射線研究の位置

割の総括とも言える内容であることが想像されます．両

22. Position of radiation research in modern science

者とも，放射線化学に携わる研究者にとって重要かつ興
味深いテーマであります．これらの原稿を永遠に読むこ

１．古典場の理論の完成（Newton, Maxwell, Einstein)
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井口道生博士のご逝去を悼む
米国アルゴンヌ国立研究所名誉主任研究員井口道生
博士には病気ご療養中のところ，肝不全のため６月４日
午後シカゴで急逝され 75 歳の生涯を閉じられました．
心よりお悔やみ申し上げます．
井口博士ご逝去の報は，最近まで直接お会いし，また
電話，メール等で情報交換等を行っていた私にとって，
まさに突然で信じ難いものでした．本学会の多くの方々
にとっても，同様に，突然で信じ難いご訃報として受け
とめられたことと推察されます．
本学会の多くの方々にとって，井口博士は国内外での
研究集会，セミナー等での放射線と物質の相互作用に関
する理論に立脚した基本的かつ専門的な内容の講演，ま
た，講演以外の場でも多くの方々と自由に極めて広い内
容について興味深い情報交換を行う場面などを思い出
されることと思います．また，「放射線化学」誌上の２
０回，１０年間にわたる井口博士の「放談」を思い出さ
れる方々も多いのではないかと思います．急逝される直
前にいただいたメールには，「放談」を２１，２２回で
最後にしたいと編集委員会と話し合っているとのこと
で，そこに書く予定の標題と概要を示され私に意見を求
められました．「放談」の初回から，その素案，素稿の

この電子衝突過程に Born-Bethe 近似を当てはめて，こ

段階で意見を求められ，いろいろとホットな意見・情報

れらの電子衝突過程を広いエネルギー領域のフォトン

交換を行ったことを思い出しています．

の衝突過程と強く関連付け，放射線作用初期過程の理解

故井口博士の研究業績は，ここであらためてご紹介す

にはフォトン衝突過程の実験研究が不可欠であると理

るまでもありませんが，私としては，一言で言えば「放

論面から結論して，これを解明するためにはシンクロト

射線研究を原子衝突研究の立場から理論的に考究し両

ロン放射光を用いた実験研究が必須であることを早く

者のインターフェイスを構築したこと」であるというこ

から主張されていました．

とができると思います．これら両研究分野のそれぞれに

井口博士は国内のこれら両研究分野における集まり

おいて，特にその理論面で独自の成果を挙げられたとと

で，このような「インターフェイス」について多くの機

もに，その重要なインターフェイスを構築され，その波

会に話をされましたが，そのうち，1966 年の京大原子

及効果を両研究分野に広く深く及ぼされたことである

炉放射線作用研究専門委員会「放射線作用の初期過程」

ということができると思います．具体的には，Roentgen,

を特に印象深く思い出します．その報告書はその質疑応

Curie らによる放射線発見以降の，主として現象論的な

答の部分も含めて，現在においても極めて興味深く意義

放射線研究に対して，1955-1965 年頃以降

深いものを感じます．私自身は，その際の井口博士の話

R.L.Platzman 博士, U.Fano 博士との協力のもとで，放

に実験研究の立場から大きく影響を受けました．当時す

射線と物質との相互作用を高エネルギー粒子と原子，分

でに私としては論文発表済みの放射線化学的な手法に

子，固体等（放射線化学にとって重要な液体，高分子，

よる「高い励起状態とその解離過程」の実験結果につい

生体およびその関連物質も含む）との衝突過程と捉えて， て，この集まりで議論が行われ，その後に井口博士のご
さらに粒子の種類によらず放射線作用の共通点を「二次

指導による「光学近似」による G 値の計算と実験結果の

電子」の生成にあるとして，その本質が上記の原子，分

比較を行って共著論文をまとめました．その結果として，

子，固体等との電子衝突過程にあるとしました．さらに，
40
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私はこの「インターフェイス」の実験研究の道を歩むこ

ーにおける研究成果の進展とセンターのみならず機構

とになりました．

全体の研究環境の改善の上で大きな足跡を残されまし

この「インターフェイス」について，井口博士の多く

た．本年２月に開催された第３回評価委員会においては，

の業績・活動の中から以下にご紹介する 10 年間にわた

研究進展状況，研究環境改善状況について前回の指摘事

る IAEA プロジェクトはその最も重要なものの一つとい

項に対する措置の点検を行うとともに，来年度から始ま

うことができると思います．Roentgen, Curie らによる

る次期中期計画の研究テーマ案に対する評価を行って，

放射線の発見以降過去 100 年間にわたる研究成果を，そ

その結果を報告書にまとめられました．評価委員会の最

の基礎的な部分に焦点を絞って，来世紀へ向けて集大成

終日には，本年度末の最終の評価委員会でまた会いまし

するべく長期間(1985-1995)にわたる IAEA-Project on

ょうと委員長として元気に挨拶され，夏に ICRU 会議等

“Atomic and Molecular Data for Radiotherapy and

のためにヨーロッパへ出張する話などをされていまし

Radiation Research”を井口博士は Chair されました．

た．３月以降しばらくいろいろな連絡等をいただいてい

この Project の成果は，両分野のその後の基礎研究の発

ましたが，６月２日に奥様から突然近日中にホスピスへ

展に大きく寄与したのみでなく，その応用として特に現

入られるとの信じ難いお知らせを伺い，さらに６月５日

在は軌道に乗り始めている「重イオンビームによるがん

（日本時間）には，ホスピスに入られてまもなく亡くな

治療法」に対して基礎科学的指針を初めて与えたものと

られたとのご訃報を伺いました．

して高く評価されています．

ここに，謹んでご冥福をお祈り申し上げます．

井口博士は，研究機関における研究計画の立案と研究
機関の業績をどのような理念でどのように評価・審査す

写真の説明：

るかなどの，多くの研究機関，研究分野，研究者に共通

「基礎科学ノート」14(2),1(2007) (日本原子力研究開発

の極めて重要な課題に対して，ご自身の体験も踏まえて

機構先端基礎研究センター発行)，「巻頭言」：井口道生

独自の考えを持って実行されていました（参照：井口道

「立派な研究を盛んにするためには」より引用．

生，日本物理学会誌，53(5),355(1998)）．2005 年に二
法人統合によって発足した日本原子力研究開発機構の

（日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター長

先端基礎研究センターの外部評価委員会委員長および

籏野嘉彦）

機構の研究開発顧問会委員を当初より担当され，センタ

第 88 号 (2009)

41

会員のページ

また，何か訊ねてみたいと思っている矢先に
井口先生がお亡くなりになる２－３週間前，理研で面

感じがする．それが，あの微笑みだったのかも知れない．

白いデータを出した人がいて，質問のメールを出した．

そして，「放談」のあの語り口だったのかも知れない．

２次電子関連のことだと，先生にお尋ねするしかない：

井口先生には，最初は近寄りがたく，このため，ほと

私個人は放射線化学の本質は Degradation Spectrum だ

んどお話をしなかったのだが，最晩年に話をさせていた

と思っているが，そういうときに頼りになる議論の相手

だくようになった．毎年夏に理研にはよくお見えになら

は先生しかいなかった．数年前胃癌の手術をされていた

れていたこともあり，放射線化学の編集主査をやったこ

ことは知っていたので，少し嫌な予感がして，永石さん

ろの「放談」でのやり取りから始まって「放射線化学の

に，最近のやり取りの確認もした．そして，いつもはす

すすめ」を出したころから，少しだけ交流が出来るよう

ぐ何らかのお返事があるのだが，そのまま遠くに逝かれ

になった．先生の共同研究者の方から「送るように言わ

てしまった．

れた」と別刷りが送られて来たこともあった．「よく読

井口先生というと，学会の最前列に座って，講演者を
見ず（！）に，聴衆を見ながらの，あの不敵な微笑みを
思い浮かべる．親しくなると，これは学問に対しての不

みなさい」と言うことだったと思うが，未消化でちゃん
と応えられなかったことを悔やんでいる．
「放射線化学のすすめ」の話に戻れば，実は河内先生

敵な微笑みで，私たち若輩者や研究者仲間に対しては優

と一緒に書いた 9-1 節は，放射線化学をわずか１０ペー

しさとちょっとしたユーモアに満ちた微笑みであるこ

ジで書き表すという課題を自らに課して取り組んだも

とが何となく理解出来るようになる．

のだった．しかし，ある教科書を参考にしたことで混乱

若き日の先生がまだ大学院生の時に，高分子の放射線

してしまい，また，SI 単位系で書かれた成書が外国を含

重合の話を耳にして，これは面白いものだと直感された

めて全く見あたらなかったので，物理学的に相当に危な

ことがこの分野を選ばれたきっかけだそうで，それ以来

い内容になりかかったことがあった．その中で，井口先

「放射線照射のサイエンス」をライフワークにされたそ

生がずいぶん前に書かれた日本語の総説が実にクール

うである．例えば原子分子関係の聴衆を前にしても，自

にまとめてあって，クオリティを高めるために本当に参

分は放射線化学（物理とはおっしゃらなかったと記憶す

考になった．日本語のせいもあって，腑に落ちる，とい

る）者だと言い切っておられたことが小気味よかった．

う言葉がはっきりとわかるくらいの感覚を覚えたもの

物理過程とか化学過程とかを分け隔てしないで，「放射

だ．

線化学は，こんなにも面白いテーマだ」といつも思って

放射線化学会で，ヒアルロン酸水溶液の異常拡散の話

おられたのだと思う．特に若いときに意気込んで取り組

をポスドクの益田さんが早稲田で発表したときに真っ

まれて，そのままずっと興味をお持ちで居られたのは，

先に，しかも，その場で評価してくださったことを思い

２次電子がどう物質に影響を与えていくかという，一番

出す．とにかく「何が面白いか」という，我々日本の研

複雑でややこしい部分だったのだろう．

究者が論文の増産や体裁にこだわるが余り，ないがしろ

とにかくお若いときから膨大な業績を重ねられ，私た

にしがちなことを，実に軽やかにこだわっていらっしゃ

ちにとってはそれらを参考にさせていただくのが精一

ったように思う．そして，我々に対する評価は時には（口

杯で，先生のレベルにはとうてい追いつけるものではな

には出されなかったが）厳しいものであったと思う．

い．怠け者の私たちは，ろくに先生の業績もフォローせ

結局，放射線化学の本質は，偉大なる先生の一生をも

ず，明らかにすべき大事なものは，すっかり先生に刈り

ってしても全て解明されたわけではなかったのである．

取られてしまったような印象さえ持ってしまう．しかし， 今一度，未完に終わった「放談」を読み直さなければな
ひとつひとつの問題を解明されてきた先生ご自身が，

らないだろうし，
「君たち，これでわかるかなあ？」と，

「まだいろいろわからないことがある．まだいろいろ面

天国から，私たち後輩に向かって，あの微笑みでにっこ

白いことがある．あなた達は，私ほどそれに気づいてい

りされているかもしれない．

ないし，面白いとも思っていないのではないの？」とい
うような感覚で私たち後輩をご覧になっていたような

そう思って街をさまよっていたら書店で１月に出さ
れた「英語の書き方」の再編刊を見つけた．奥付にコー
トを着た先生の写真（お別れ会の遺影にも使われてい
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会員のページ
た）があって街角か大学のキャンパスで偶然すれ違った

合掌

ような感覚を覚えた．またお会いできたらいろいろ訊ね

（独立行政法人理化学研究所 丑田公規）

てみたいことがあるのだが，それももう叶わない．

Remembrances of Mitio Inokuti.
The first time I met Mitio Inokuti, he invited me to a contractor’s meeting for the Radiation Physics section of
the Department of Energy (DOE) (or its predecessor organization at that time). He had read our work on the
decay of the electron and hydroxyl radical at early times and recognized that these data were important tests for
the modeling that was being done by the particular program of DOE. It was an important introduction for me
to this field of Radiation Physics. I had not recognized the relevance of our work to this field, probably
primarily because I was unfamiliar with the field. I was grateful for Mitio’s insight that recognized how the
work from outside his field could be relevant to the broader scientific community.
While Mitio and I spent more than thirty years at Argonne, strangely enough, we probably spent most of our
time talking at meetings. He created a discussion group at Argonne that dealt with various topics in radiation,
tying the Biology, Chemistry and Physics together. This group met for several years but with changes in
funding and the flux in the mission of the Department of Energy, it eventually expired.
What was always impressive about Mitio Inokuti was his ability to recognize important problems and to tackle
them. He recognized the important questions of how energy deposition occurs in non-polar media and
proposed to create a quantum solution for this problem. To tackle such problems requires a knowledge and
imagination that is necessary in today’s science – to tackle the difficult problems without the fear that the effort
may not succeed. Too much of the research today is limited by the fear of failing. This is what we will miss
about Mitio Inokuti, his bold efforts to solve the hard problems.
(Argonne National Laboratory, Charles D. Jonah)
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UofU 滞在記
平成 20 年 4 月から 1 年間，米国ユタ大学に滞在しま
した．ユタ大関係者はユタ大を"UofU"と略記します．

験条件を整えてマシンタイム内にデータを得ることが
出来ました．

1850 年に設立されたユタ大は，ソルトレイクシティの
中心部から路面電車で 15 分ほどのところに位置してい
ます．学生数は 2 万 9 千人，そのうち大学院生は 6200
人，
海外出身の学生は 2 千人でアジア系が多いそうです．
キャンパス内にはゴルフ場もあるほど，敷地は広大です．
ユタ州が出来た当時はユタ大の正門付近もソルトレイ
クシティの中心の一つであり，そこには今もコンサート
ホールや自然史博物館などが並んでいます．
筆者は化学科の Armentrout 研究室に所属しました．
Armentrout 教授はイオンビームガイド法を用いたイオ
ンと分子の衝突反応の研究を 20 年以上に渡って精力的

写真 ユタ大正門付近

に行っておられ，特に，金属イオンが関与する反応や，
水和金属イオンから水分子が衝突誘起解離する反応の

ユタ州やその周辺には国立公園がいくつもあり，そこ

絶対断面積を測定しておられます．一方，私の研究グル

に行くと，地球という惑星に人類が誕生していなければ

ープでは最近，Ar と CF4 の低圧混合ガスプラズマ中で

どのような星だったのかを体感させてくれます．また，

質量数の大きな様々な中性分子や陽イオンが生成して

世界一の雪質と呼ばれるスキー場まで車で 1 時間足らず

いることを発見しました．このような分子や陽イオンの

で行くことができ，1 年を通して自然を楽しむことがで

成長機構を探るため，酸素や水素をプラズマ中に添加す

きる素晴らしい場所でした．

ることで，生成物の変化を観測しています．研究を続け

最後に私事で恐縮ですが，留学に先立ち，季村峯生先

るうちに，実験条件が良く定義された二体衝突反応の実

生には大変お世話になりました．季村先生のご研究分野

験で絶対反応断面積を測定するという基礎的な研究が

は放射線物理の理論であり，私は気相の分光や化学反応

重要であることを改めて認識しました．

実験が専門ですから，広い意味では同業者ですが，それ

そこで，私自身の研究にも関連し，かつ，出来るだけ

ほど深く関わっているというわけでもありませんでし

単純な反応系でのイオンと分子の衝突反応実験を行い

た．それにもかかわらず，同じ九大に所属しているとい

たいと思い，CF3+イオンや C2F5+イオンと CO 分子との

う理由で共同研究に誘っていただいたり，先生と親交の

反応実験を行いました．
現在の Armentrout 研究室では，

ある方々に連絡を取って留学の打診までして下さいま

もっぱらエレクトロスプレーイオン化装置をイオン化

した．留学の件で先生の海外出張先から電子メールをい

源として用いており，以前はよく利用されていた直流プ

ただいたことも何度もありました．先生は日頃から原

ラズマ放電とフローチューブを用いたイオン源につい

子・分子物理分野の発展を心から願い，若い研究者のた

ては教授以外あまり経験豊富な学生がいませんでした．

めにご尽力下さっておられました．しかしながら，私が

また，私が実験した反応系では反応断面積が非常に小さ

渡米する２ヵ月ほど前に他界なさってしまい，先生に帰

いために大強度の入射イオンビームが必要でしたが，装

国のご報告が出来ないのは残念でなりません．改めてご

置内にチャージアップし易い箇所があったため，イオン

冥福をお祈りいたします．

ビーム強度が時間とともにどんどん減少したり，ある一

今回の留学では，研究室の原田明教授をはじめ研究室

瞬だけイオンが観測できたと思ったらその日は二度と

のメンバー，私が所属する物質理工学専攻や工学部エネ

イオンが観測できなくなったりと，最初は大変でした．

ルギー科学科の諸先生方，並びに寺岡靖剛総合理工学研

幸い筆者は電子衝撃実験を長年行っていた経験があっ

究院長にも大変お世話になりました．この場を借りて御

たのでチャージアップの現象には慣れており，何とか実

礼申し上げます．
（九州大院総理工 古屋謙治）
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2nd ACRR 参加報告
2009 年 5 月 17 日〜20 日に，韓国・ソウル市の COEX
モールにて，第２回アジア放射線研究会議(2nd Asian
Congress of Radiation Research: 2nd ACRR)が開催さ
れた．ACRR は 2003 年にオーストラリア・ブリスベン
で 開 か れ た 12th ICRR(International Congress of
Radiation Research)にて，奈良県立医科大学の大西武
雄教授が放射線に関わる最先端の研究成果をアジア全
体で共有することを目的に設立を呼びかけ，原爆投下か
ら 60 周年に当たる 2005 年に 1st ACRR が広島で開催さ
れた．この会議は４年ごとに開催されることが決まって

2nd ACRR ポスター会場入口

おり，本年は韓国で２回目の会議が開かれ，次回は 2013

演は，最先端の分子生物学的手法を用いてシグナル因子

年に中国（北京）で開催される予定になっている．今回

を解析した研究で，それらはバイスタンダー効果発現と

は 28 カ国から約 600 人が参加した．

も深く関わっていると思われ，大変興味深く講演を拝聴

講演のカテゴリーは，核医学イメージング・放射線生

した．日本人研究者の発表では，主にバイスタンダー効

物学・医学物理・放射線防護・標的療法・その他となっ

果の発現メカニズムについて議論が交わされた．放射線

ており，放射線化学と分類できる発表は数件しかなかっ

被 曝 の 安 全 基 準 (ICRP 勧 告 ) は LNT 仮 説 (Linear

た．日本から参加した本会会員はおそらく筆者だけであ

No-Threshold)モデルに基づいているが，バイスタンダ

ったと思われる．講演は，基調講演 3 件，シンポジウム

ー効果を考慮すると低線量域での放射線生物影響は線

84 件，ポスター発表 265 件で，合計 352 件であった．

量に線形でない可能性があり，そのメカニズムの解明が

発表件数から見た各分野の割合は，放射線生物学 40%，

国際的にも期待されている．

放射線防護 18%，医学物理 15％，核医学イメージング

3 日目のお昼に，15th ICRR が 2015 年に京都で開催

11％，その他 10％，標的療法 6%で，放射線生物学と放

されることが，その前日にソウルで開かれた IARR 理事

射線防護だけで 7 割弱を占めているが，シンポジウム件

会で決まったことを ICRR 招致実行委員である放医研の

数における各分野の割合は標的療法を除けばほぼ均等

酒井博士から伺い，放射線化学会会員の積極的参加・協

であった．全シンポジウムのうち，韓国人研究者による

力を要請された．前回日本で開催されたのは 36 年前で，

発表が約 50％を占め，日本人研究者による発表は 23％

筆者もまだ小学生になったばかりの頃である．ICRR で

であった．

は参加者の比率からどうしても放射線生物学が主流に

シンポジウムのセッションは 4〜5 会場で平行して行

なるため，放射線化学会会員は ICRR よりはそれ以外の

われた．このうち，3 日目の午前に開かれた“Oxidative

国際会議に積極的であったことは否めない．しかし，36

Radicals as Signaling Molecules”のシンポジウムでは 4

年前と比べれば，本会を含めて日本放射線研究連合

件の講演があり，1 件目が韓国・ソウル国際大学の

(JARR)加盟の各学会の規模は随分と小さくなった現状

Young-Joon SURH 博士による UVB 誘発マウス皮膚の

がある．今後，放射線関連研究の推進において，各学会

炎症に伴うレドックス制御機構とその防護について，2

より JARR としての意見がより重要視されるようにな

件目は韓国・慶北大学 Jeen-Woo PARK 博士によるミト

るであろう．JARR の一員として 15th ICRR を積極的に

コンドリアの NADP+に依存しないイソクエン酸脱水素

盛り上げ，研究成果を国内外にアピールしていくことが，

酵素による放射線誘発アポトーシスの制御について，3

本会が JARR 内で重要な地位を占める上で大切なこと

件目は筆者の共同研究者である京大原子炉の菓子野元

になると思われる．2011 年にポーランドで開催される

郎博士による放射線バイスタンダー効果におけるラジ

14th ICRR の４年後の話ではあるが，本会会員の積極的

カル種の関与について，4 件目は福井大学の松本英樹博

な参加協力を願う次第である．

士による放射線誘発バイスタンダー効果と適応応答に

（名大院工 熊谷 純）

ついての発表が行われた．韓国の研究者による 2 件の講
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Radiation Chemistry in the 21st Century 参加報告
2009 年 7 月 12 日から 15 日の 4 日間の日程で，米国

ーしか持たない低エネルギー電子の反応が重要である

インディアナ州のノートルダム大学にて，Radiation

との報告がなされ，解離性電子付着のサイト・結合選択

Chemistry in the 21st Century が開催された．この会

性や，鎖切断との関連性などが議論された．このセッシ

議の副題は A Visionary Meeting であり，会議の趣旨は

ョンが記憶に残っている理由は，界面のセッションとの

放射線化学のこれからを討論するというものであった．

アナロジーを感じながら拝聴したためだと思う．どちら

会議では，開会講演を含めて 10 セッション 26 件の口頭

もパルスラジオリシスやガンマラジオリシスなど，放射

発表と 50 件のポスター発表が行われた．各セッション

線化学の分野で確立されてきた実験手法では直接的な

では，それぞれ界面，機器・計測，低エネルギー電子，

情報を得ることが難しいのではないだろうか．そのため

原子力，生体・宇宙，イオンビーム，材料・高分子，基

に，新しい手法の開発が進められ、盛んに議論がなされ

礎的相互作用がキーワードとして，2・3 件の講演があ

たのだと思う．

った．これらのセッションを私の感想などを交えながら，
紹介していきたい．

これからの放射線化学には新しい実験手法によって
展開されていく側面があるのなら，今度は機器・計測の

まずは，界面のセッションを取り上げたい．この界面

セッションを紹介したい．機器・計測に関する発表には

のセッションが設けられたこと自体が，私にとって印象

2 セッションが割かれており，主に加速器やパルスラジ

的であった．私も放射線誘起反応への界面の効果に興味

オリシスに関して 3 件，マイクロ波やテラヘルツ波を使

を持って研究を行っているが，どちらかといえば放射線

った物質中の電子励起状態の時間分解測定に関して 1 件，

化学の端の方にいるつもりでいた．それが，一つのセッ

重粒子線による水分解についての確率的数値計算につ

ションとして取り上げられ，多くの研究者が関心を寄せ

いて 1 件，X 線自由電子レーザーについて 1 件の発表が

ていた．最初の講演は G. A. Kimmel 氏によるもので，

行われた．中でも，J.-P. Renault 氏や James F. Wishart

TiO2 表面・Pt 表面での水分解と水素発生についてであ

氏が，レーザー航路場加速などに触れ，装置の小型化，

った．よく制御された独特の実験を紹介されていた．基

測定法の高感度化・高時間分解能化，そして実験の簡便

板上に薄く H2O と D2O を積層させ，低エネルギーの電

化の必要性に言及していたことが印象深い．パルスラジ

子線を照射し，H2 や D2，O2 を測定するというものであ

オリシス法のラジカル反応の基礎研究における有用性

る．H2O と D2O の積層させる順序や積層厚を変えて，

については，セッションは異なるが，真嶋哲朗氏が講演

D2 の生成に対する影響を観測し，そこから水素発生のモ

時間のかなりを割いて論じられていた．その有用性が広

デルを議論されていた．G. A. Kimmel 氏の実験は界面

く認知され，これからパルスラジオリシス法がより幅広

での特異な挙動を観測できる優れた手法であり，他の手

いユーザーを獲得していくためには，装置の小型化や簡

法とは異なる実験の魅力を感じた．この他に 2 件の講演

便化が必要となるとの議論が交わされた．また，時間分

があり，原子力工学の中での界面の重要性について議論

解 EPR 測定など，検出・測定系の改良が重要であると

がなされた．材料の腐食に関わる固液界面はもちろん，

の指摘も多くあった．

その他にも，溶媒抽出における液液界面，材料中の固固

次は生体・宇宙のセッションについて述べたい．ペプ

界面などが取り上げられ，これらを研究する上での実験

チド・たんぱく質に関する講演が 2 件と宇宙化学と放射

手法の開発，in situ 測定の必要性などが挙げられた．講

線に関する講演が 1 件あった．水分解性生物によるぺプ

演者の一人である Robert A. Crowell 氏も指摘していた

チドやたんぱく質の 1 電子の酸化還元反応は，それらを

が，放射線に関わる界面現象の解明は，基礎科学として

構成するモノマーの総和として理解することは難しく，

も工学的にも重要であり，放射線化学分野における新た

ペプチドの立体構造や，分子内の電子移動やエネルギー

な挑戦となるのではないだろうか．

移動に関する議論がなされた．これらの研究ではパルス

次に紹介したいのが低エネルギー電子のセッション

ラジオリシス法によって得られた結果が多く使われて

である．低エネルギー電子による解離性電子付着につい

おり，それまでのセッションで議論されていたラジカル

て，特に DNA の放射線損傷に関連した発表がなされた．

反応の研究における有用性を体現した研究報告である

DNA 損傷の直接効果においては，数 eV 程度のエネルギ

と感じられた．
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材料・高分子のセッションでも，基礎的研究における
パルスラジオリシス法の有用性を垣間見ることができ
た．芳香族分子ラジカル二量体や電荷共鳴現象など基礎
化学的な研究について 1 件，高分子の重合・放射線架橋
について 1 件の講演があった．電荷共鳴現象については
二つの芳香環を向かい合うようにアルキル鎖で結合さ
せた分子を使った実験が紹介され，電荷共鳴の芳香環距
離に対する依存性についての議論がなされた．また，高
分子に関しては，光散乱によるサイズ測定をパルスラジ
オリシス法と組み合わせて，高分子の架橋や分解反応の
ダイナミクス・反応機構を研究する取組みが紹介された．
次にイオンビームのセッションを紹介する．3 件の講
演があり，それぞれ水，固体有機物，芳香族化合物につ
いてのイオンビーム照射効果についてであった．水につ
いては，放射線医療を背景としてイオンビームによる水
分解の収量測定についての報告がなされた．固体有機物
については，主に GANIL での成果が報告され，固体中
の反応を時間分解測定する手法を開発することが今後
の課題として位置づけられていた．芳香族化合物につい
ては，低 LET 放射線に対しては放射線耐性の高いとさ
れていたものが，イオンビームの照射では分解されやす
く，励起状態の反応が重要であるとの議論がなされた．
原子力のセッションでは，それぞれ水化学・再処理・
廃棄物処分に関連した 3 件の講演があった．水化学に関
しては，水素注入の効果や，ポンプオイルの混入時の解
析が報告された．再処理に関しては，溶媒抽出時の抽出
剤の放射線分解について議論がなされた．廃棄物処分に
ついては長期間に渡る化学挙動の予測の難しさについ
て，大局的な視点からの講演であった．
最後に，基礎的相互作用のセッションでは水溶液の放
射線誘起反応に関連して高温水中の反応についてやラ
ジカルの水和，分子動力学計算による反応シミュレーシ
ョンなど，3 件の報告がなされた．温度効果については，
高温では律速段階が拡散から反応段階に移行する反応
についてや，超臨界状態での溶媒密度の効果についての
議論があった．また分子動力学に基づいた水和電子と水
素イオンとの反応のシミュレーションが紹介され，この

会場となった Jordan Hall 前にて，会議参加者の集合写真

にある．建物は統一感のある外装で，美しいキャンパス
であった．フットボールが非常に有名で，構内には大き
な競技場があり，帰りがけに立ち寄った売店には，フッ
トボール関連のお土産物がたくさん並んでいた．また，
会議の日程には Excursion 等は含まれておらず，一つの
会場で午前中から夕刻まで講演が組まれていたのだが，
会議の後に Radiation Laboratory の実験施設を見学す
る機会に恵まれた．一つの建屋にガンマ線源や加速器な
どの照射施設，
会議の中でも議論があった時間分解 EPR
の測定装置やレーザー室，分析装置が入っており，実験
者の視点からも，施設管理者の視点からも合理的な設計
となっていると感じた．それらの装置の中で，小型の加
速器がペイントを施され，巨大なラグビーボールとなっ
ているものがあった．そこには，いくつものサインが書
き残されており，卒業後に活躍し有名になった選手のも
のだと伺った．教育の歴史を垣間見るようで，趣深いも
のがあった．また，線形加速器の施設を見学している時
に，制御室にて会議の講演者とばったりお会いした．お
会いしたのは生体・宇宙のセッションでペプチドに関す
る講演をされた Krzysztof Bobrowski 氏と Chantal
Houee-Levin 氏のお二人であった．お二人はちょうどペ
プチドを使った照射実験の最中であったようで，制御室
のモニターを見ながら楽しそうに議論をされていた．見
学にお邪魔した私に気が付くと，実験中のペプチドにつ
いて簡単に説明してくださった．学会参加に加えて実験
も行っていく熱心な姿勢は，研究をしていく者として見
習うべきと感じた．
原子力機構 熊谷友多

反応では水素イオンの方が移動しているという興味深
い結果が報告された．
さて，紙面の余すところで会場となったノートルダム
大学や Radiation Laboratory の紹介をして，この参加
報告を終わりたいと思う．ノートルダム大学は，シカゴ
から 150km ほど東に行ったサウスベンドというところ
第 88 号 (2009)
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日本化学会第 89 回春季年会報告
日本化学会第 89 回春季年会は 2009 年 3 月 27 日（金）

分子レジストの開発(2A1-43)の講演が行われた．これら

から 30 日（月）にかけて千葉県船橋市の日本大学理工

の発表ではリソグラフィー材料開発における企業での

学部船橋キャンパスにおいて開催された．本会は参加総

最先端の研究を垣間見ることができ，大変有意義な経験

数約 1 万人という日本最大規模であり化学と化学技術に

となった．

ついての最新の研究発表と未来を志向する学術講演の
場と位置付けられている．4 日間を通して何千という講
演が行われるためにすべてに参加することは不可能だ
ったので，筆者の参加することのできた講演についての

また，初日から三日目まで体育館においてポスターセ
ッションが行われた．有機化学，無機化学や材料工学な
ど分野ごとに多様なポスターが貼られていた．特に三日
目の最終セッションでは高校の科学部の生徒による有

み報告する．

機 EL ディスプレイの作製，導電性高分子や生分解性プ

初日，二日目にA1会場で超ファインパターン形成技

ラスチックの合成といった先端のトピックから冷蔵庫

術・材料の最前線と題し，EUVリソグラフィーなどにつ

を用いた絶対零度の測定など化学の枠にとらわれない

いて11件の講演が行われた．初日は阪大産研の田川氏の

意欲的かつ多様な研究成果が発表された．中高生の理科

開会の辞の後に，半導体先端テクノロジーズの井坂氏に

離れが声高に叫ばれる昨今において，彼らのように化学

よるEUVレジスト材料・プロセス開発状況（1A1-36）

に真剣に，そして楽しく取り組んでいる姿を見ると多少

の講演があり，次に富士フイルムの大島氏のEUVレジス

の安心感をおぼえる．

ト材料開発の取組み(A1-40)JSRの藤原氏のダブルパタ
ーニング材料開発（1A1-44）が行われた．二日目の午前
中には半導体先端テクノロジーズの森氏によるEUVリ
ソグラフィ開発の現状（2A1-07），東京応化工業の小野
寺氏によるEUVレジスト材料開発(A1-12）富士フイルム
の樽谷氏によるArFダブルパターニング用ネガ画像形成
材料開発(A1-16)行われた．森氏の講演はEUVリソグラ
フィーのプロセス全体に関する研究であり，普段から材
料開発に触れる機会の多い筆者にとっては，大変興味深
いものであった．このように，様々な分野の研究に触れ
ることのできることは本会の特色だと感じた．
休憩をはさんで午後は阪大産研の古澤氏によるEUV
レジスト中での潜像形成機構の研究(2A1-07)，JSRの甲
斐氏によるEUVリソグラフィー材料の開発

-現状と今

後-(2A1-32)，東芝研究開発センターの服部氏による新規
低分子化合物を用いた高感度分子レジストの開発
(2A1-36)，宇都宮大院工の吉原氏による磁気研磨技術の

最終日の四日目は E5 会場にて放射線化学についての
講演があり，放射線による基礎的な反応や高分子などの
材料への放射線の照射，リソグラフィーへの応用などに
関しての様々な発表が行われた．放射線化学に関連する
分野の多様性に触れ，幅広い知識を得ることができた．
また，これらの発表は電子線照射による高分子の帯電を
研究している筆者にとって，大変参考になるものであっ
た．
最後に，筆者は 4 日目の物理化学―反応において口頭
発表をさせていただいた．本会に参加するのは初めてで
あったため，不安，期待や緊張の入り混じる中での学会
であったが，様々な分野の研究にふれることで多くの刺
激を受け，非常に充実した 4 日間であった．このような
場に参加することができたのは筆者の人生において僥
倖であり，この場を借りて感謝を申し上げたい．
（北海道大学大学院工学研究科 森下亮）

ポストCMPプロセスへの応用(2A1-40)，阪大産研の山本
氏によるフラーレン誘導体を用いたポジ型化学増幅型
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第 46 回アイソトープ・放射線研究発表会参加報告
平成２１年７月１日～３日，日本科学未来館において， が必要であるが，最近，ESR の分野で著名な Lund 先生
「アイソトープ・放射線研究発表会」が開催された．ご

が，定常の ESR 装置による信号強度のマイクロ波強度

存知の方も多いと思うが，この発表会は平成１６年まで

依存性から緩和時間を求める解析方法を開発したと言

「理工学における同位元素・放射線研究発表会」と称し

うのである．この手法で求めた緩和時間とパルスの装置

ていた会議である．昨年までは，照射効果というセッシ

で測定される緩和時間がどれだけ一致するかは，これか

ョンで放射線化学の講演と照射食品の講演が一緒に行

らの検討課題のようであるが，もしこの手法で緩和時間

われていたが，日本食品照射研究協議会の要望で，照射

が正確に測定できれば，パルスの装置がなくてもラジカ

食品に関する講演を集めることとなった．その結果，１

ルと周囲の分子の相互作用が観測できることになり，画

日目の午前から午後の初めまでが照射食品関連，それ以

期的なことである．照射食品の検知法とは別に，今後に

降に放射線化学を中心とした講演が集約された．筆者は

期待したいと思わせる発表であった．

１日を通して聴講したが，後半の放射線化学関連のセッ

照射食品のセッションにおいて検知法に関する発表

ションについては高橋氏に譲り，前半の照射食品のセッ

がほとんどを占める中で，目を引いたのが，「食のコミ

ションを中心に報告する．

ュニケーション円卓会議」という市民団体からの発表で

照射食品のセッションの大部分は，照射の有無を検知

あった．今まで，本会議でのパネル討論や原子力産業会

する手法についてであった．発表された検知法は，光刺

議主催の「日本アイソトープ・放射線総合会議」で市民

激ルミネセンス法（食品などに混入している鉱物質の赤

向けのセッションが設けられた事はあったが，研究者を

外線照射による発光を検出する．前処理は不要だが，鉱

対象とした会場において一般市民からの発表というの

物質の含有量が少ないと照射されていても判別が難し

は，筆者の知る限りでは初めてであった．内容は，「食

く，一般的にはスクリーニングとして利用される．）１

品に放射線を照射する」という事に関して，本当に安全

件，熱ルミネセンス法（食品などに混入している鉱物質

なのかという不安や照射の有効性に対する疑問を解消

を分離し，昇温による発光パターンを測定する．鉱物質

するため，実際に食品に放射線照射をして外観や味・臭

が採取できれば測定可能で感度も良好であるが，分離作

いなどが照射によって変化するか，日持ち効果がどの程

業に多大な労力を要する．）１件，微生物学的検知法（食

度か，などについて検討した，というものである．これ

品などに付着している菌の総数および放射線抵抗性の

により，
「照射線量は多すぎても少なすぎてもダメ」
「ど

高い菌の割合を調べる．）１件，ESR 法（照射により生

んな食品でも照射の効果があるわけではない」「一つの

成するラジカルを検出する．当然ラジカルが安定に残る

食品への照射が許可されたからといって，すべての食品

物のみが対象．）７件であった．

に照射されるようになるわけではない」などという事が

ESR 法については，手法が比較的簡単であり，取り組

体感として理解できた，という事であった．放射線や照

んでいる研究者も多いため，多くの発表が行われた．し

射食品について一般市民に理解してもらう，という意味

かし，観測できるラジカル種が限られること，照射して

で重要な取り組みである，と実感させられた発表であっ

から数ヶ月以上経った時の安定性，未照射での信号強度

た．ちなみに，この課題は，１１月１２～１３日に開催

が均一になる前処理法が確立されていないこと，測定の

予定の「第１３回放射線プロセスシンポジウム」（会場

ための粉砕により機械的に生成するラジカル種の存在

はこの研究会と同じ科学未来館）での講演が決まった．

等，実用化には多くの課題があると感じられた．その中

興味を持たれた方には，聴講をお勧めする．

で，筆者の興味を引いたのは，ESR 信号の緩和時間（ス

（地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

ピンー格子緩和時間およびスピンースピン緩和時間）を

中川清子）

測定することにより，照射の有無を検討しようという試
みである．緩和時間の測定には専用のパルス ESR 装置
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2009 年 7 月 1 日から 3 日までの 3 日間，お台場の日本

『放射線効果』は 7 つセッションから構成されており，

科学未来館にて開催された「第 46 回アイソトープ・放

そのうち 3 つのセッションが食品照射（12 件）に関する

射線研究発表会」の参加報告を記す．

もので，香辛料，骨，セルロースなどの照射食品や，そ

アイソトープ・放射線研究発表会は，異なった専門分

れらの搬送に使用するダンボールへの検知，といったテ

野の研究者が一同に会し，アイソトープと放射線の理工

ーマから成っている．また，残りの 4 つのセッション（14

学，ライフサイエンス，薬学，医学への利用技術を中心

件）が放射線照射による治療，分析，改質などに関する

とした研究およびその基礎となる研究の発表と討論を

もので，放射線照射による害虫の不妊化や植物の発芽へ

行い，各分野間の知見と技術の交流を図る目的で開催さ

の影響，パルスラジオリシス法，重粒子線照射効果，電

れている．第 46 回目をむかえた今回の発表会では，沢

子線硬化樹脂，放射線グラフト重合，といった非常に幅

山の講演（口頭発表 132 件，ポスター発表 26 件，特別

広いテーマから成っている．

講演 3 件，パネル討論 5 件）と並行して，各企業の機器

次に，重粒子線照射に関して印象深かった「治療用粒

展示も行われており，わずか 3 日間という開催期間を考

子線のブラッグピーク付近の OH ラジカルの収量(1)(2)」

えると非常に密度の濃い内容となっている．

について紹介する．この発表では，放射線医学総合研究

まず，発表会の開催地について簡単に紹介しておく．

所に設置されている重粒子線がん治療用装置 HIMAC のイ

開催地であるお台場は，フジテレビや大江戸温泉物語，

オンビームを使用し，照射した際に水の放射線分解によ

科学未来館といった幅広い分野の施設が並び，年齢層問

って生成する OH ラジカルの収量を蛍光プローブによっ

わず多くの方々で賑わいを見せている．中でも，日本科

て実験的に実測し，かつ核破壊を考慮したシミュレーシ

学未来館（愛称:Miraikan(みらいかん)）は，東京都江

ョンを用いて．その再現性を考察するといった内容が報

東区青海の「国際研究交流大学村」内にある，独立行政

告されていた．実験に使用されたイオン種は筆者らが実

法人科学技術振興機構が設立，科学技術広報財団に委託

験で使用しているものもあり，また別の角度から現象を

して運営する科学館である．国際研究交流大学村内には， 解析するというのは，知見が広まるきっかけになったと
科学未来館のほか，日本学生支援機構の東京国際交流館

思われる．

や，産業技術総合研究所の臨海副都心センターが並んで

最後に，今回の発表会において筆者ら早稲田大学鷲尾

おり，世界の「頭脳」が集う知的交流拠点となっている．

研究室の学生も運営スタッフとして発表会に参加させ

さて，発表会の内容はというと，放射線効果，陽電子

ていただいた．多様な分野の研究者の方々の講演を間近

消滅，環境放射能，放射線測定器，加速器，メスバウア

に聴講できた事は，非常に貴重な体験であったと思われ

効果，放射線教育，放射線管理，放射線治療などに関す

る．この様な素晴らしい機会を与えてくださった先生方

る発表と議論が，日本科学未来館 7 階の HAL みらい CAN

ならびに参加者各位に心から感謝を申し上げ，「第４６

ホール，INH イノベーションホール，CR 会議室の 3 会場

回アイソトープ・放射線研究発表会」の参加報告を終わ

で行われた．ここで，筆者らの印象に特に深く残った講

らせていただく．

演を紹介しておく．

（早稲田大学理工学研究所 鷲尾研究室

まず，発表会 2 日目に HAL みらい CAN ホールにおいて

高橋朋宏・藤田創）

行われた，鷲尾方一先生（早大・理工学研究所）が座長
を務めるパネル討論 3『量子ビームが切り拓く未来―観
る・創る―』を紹介しておく．このセッションでは，中
性子ビーム，陽子ビーム，電子ビーム，RI ビーム，光量
子レーザーに焦点を当てた講演が行われていた．特に，
燃料電池内部の水挙動が観察可能な中性子線イメージ
ングや PIXE 分析法による『観る』技術と，荷電粒子や
放射光による『創る』技術に関する講演は，イオンビー
ムや電子線を用いて研究を行う筆者らにとっても，大変
興味をそそられる内容で非常に勉強になった．

日本科学未来館 外観

さらに，発表会 1 日目に INH イノベーションホールに
おいて行われた『放射線効果』に関しても紹介しておく．
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「高 LET 放射線研究会」参加報告
2009 年 7 月 30，31 日の二日間に渡り，「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

り合い，互いの関係を深める良い機会になったと思いま
す．

まで～」が東京大学本郷キャンパスにおいて開催されま
した．物理・化学・生物・医学の分野から専門家が集い，
それぞれの研究成果を発表し，真夏の蒸し暑さに劣らな
い白熱した議論が展開されました．研究会の内容は今回
のテーマである高 LET 放射線に関する発表以外にも，
低 LET 放射線に関する発表もあり，更に，単原子イオ
ン照射から多原子イオン照射に至るまでバラエティー
に富んでいました．
初日は柴田裕実先生（京都大学）の開会の辞で幕を開
け，各セッションでは最初に演者らによる口頭発表が行
われ，セッションの最後には総合討論という形でまとめ
て議論の時間が設けられました．

（写真：懇親会における交流の一幕）

二日目も蒸し暑い中，朝 9 時から最初のセッションが
行われました．
最初の 2 セッションはナノテクノロジー，

最初のセッションでは核破砕，線量測定に関する発表

トラック構造に関する講演で，一つの粒子から複数の粒

がありました．西尾禎治先生（国立がんセンター東病院）

子を高分子の薄膜に照射し，形成したナノ構造体の形成

の原子核破砕反応を利用した画像誘導高精度陽子線治

と制御に関する発表や水中でのラジカル反応の解析，細

療に関する発表から始まり,治療重粒子線による水分解

胞の生死から見たトラック構造の解析，重イオンパルス

に関する発表まで冒頭のセッションから，～基礎研究か

ラジオリシスシステムの開発といった物理から生物ま

ら医学応用まで～というサブタイトルに相応しい講演

で幅広く，相互が密に関連している発表が続きました．

がなされました．続いてのセッションではマイクロドジ

昼食後の講演は，アト秒電子線や X 線等の生成放射線

メトリとマクロドジメトリの知見を融合し，飛跡構造解

源，高速現象に関する発表から分子標的治療薬を用いた

析コードを用いて人体内被ばく影響評価手法の構築に

生物致死効果の増強，放射線防護剤の効果等の照射影響,

成功したという内容の発表が行われました．個人的には

生体影響に関する発表まで学術的な発表が続きました．

LET に代わる Lineal Energy という新たな指標が高エ

研究会は，全体を通して格調高い講演が続き，議論も

ネルギー荷電粒子による生物的効果比を考慮した線量

最後まで白熱していました．私としては今回の討論や交

評価をより高精度に行う上で有効だという印象を受け

流が，今後の研究活動の種を見つけるきっかけになった

ました．

のであれば本望であります．高 LET 放射線研究会は大

コーヒーブレイクを挟み，初日最後のセッションでは， きなトラブルもなく，勝村庸介学会長（東京大学）の閉
高速クラスターイオン衝突による二次電子放出と標的
電子励起の非線形効果，電荷測定に関する講演がありま

会の辞をもって予定通り終幕しました．
高 LET 放射線並びに低 LET 放射線に関する研究は日

した．クラスターイオンいわゆる多原子イオン照射は単

本が世界を先導している研究分野でこれからも必要な

原子イオン照射では見られない特異的な効果を示すこ

研究であり，本研究会が今後の共同研究の機会になれば

とから今後の医療，工業の分野に旋風を巻き起こすので

幸甚です．今回の研究会は若手研究者にとっても，放射

はと期待を抱くような非常に興味深い発表でした．

線に関する最先端の研究を存分に堪能でき，大変刺激的

初日の進行は時間通り順調に進み，夕方六時過ぎには

な 2 日間であったと思います．末筆にはなりましたが，

同会場で懇親会が催されました．立食形式で行われ，村

本研究会誌編集にご尽力頂いた先生方，その他本研究会

上先生（放医研）の乾杯の音頭で始まり，約二時間に渡

の円滑な進行，運営にご協力頂いた関係者の皆様に深く

り終始和やかな雰囲気の中で行われました．私は放射線

感謝を申し上げます．

利用をベースとした各分野の研究者が杯を交わして語
第 88 号 (2009)

（東大院工 修士課程 2 年 翠川匡道）
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平成 20 年度日本放射線化学会賞受賞について
平成 20 年度日本放射線化学会賞は，選考委員会での

ームを安定に発生させ，高輝度レーザーとの衝突による

厳正な審査，および理事会の議論を経て，鷲尾方一氏の

逆コンプトン軟 X 線生成の体系化にも成功した．これに

『コンパクト高品質量子ビーム源の開発と利用』に授与

より，小型の研究施設でパルス当り 104 個を超える軟 X

されることに決定した．以下にその受賞理由を記す．

線（200 - 500 eV）の生成を実現させた．生体分子の水

鷲尾方一氏は 1976 年に当学会に入会以来，液相，固

中での撮像に不可欠な高輝度・準単色軟 X 線発生システ

相，高分子中での放射線初期過程の研究や，放射線化学，

ムの原理実証の実験を成功させ，今後の加速器の応用範

放射線サイエンスに関係するハードウェアーの開発に

囲を大きく広げる可能性を示した．

貢献してきた．このうち特に，以下の三つの高品質，小

これらの成果は装置や技術の開発の点から放射線化

型でコンパクトな量子ビーム源の開発とその利用に大

学，放射線サイエンスの進展に大きく寄与するものであ

きな業績を上げた．

る．

(1)

レーザーフォトカソード RF 電子銃の開発

(2)

レーザーフォトカソード RF 電子銃を用いた，

装置開発やその実証実験以外の研究活動にも顕著な

高品質，コンパクトな電子線ピコ秒パルスラ

ものがあり，高機能材料開発については，低エネルギー

ジオリシスシステムの構築

電子線装置，シンクロトロン光，イオンビーム等を利用

高品質電子ビームと高輝度レーザーによる逆

して，高分子素材を用いたマイクロ及びナノ構造体や，

コンプトン軟 X 線の発生実験の成功

従来よりも高性能な燃料電池膜の開発に成功している．

(3)

(1) 鷲尾氏は素粒子物理学等で使用される大型の加速器

これらの研究を通し，放射線化学的な基礎研究と実用化

に代わる小型で，かつ高性能な加速器システムの開発に

のための放射線応用の発展にも大きな貢献をしている．

取り組んだ．1995 年，米国ブルックヘブン国立研究所

また，放射線化学会においては，若手の会での活躍，

とともに新型超小型レーザーフォトカソード RF ガンの

理事，副会長，さらには事務局として学会の運営に当た

開発に挑み，1997 年に初号器を住友重機械工業の実験

られるだけではなく，国際シンポジウム，2000 年の

施設及び東京大学に設置し，高品質電子ビーム生成にさ

International Symposium on Prospects for

きがけを与えた．これにより小型のピコ秒パルスラジオ

Application of Radiation Towards the 21st Century，

リシスシステムを構築することにも成功した．従って，

2008 年の 2nd Asia-Pacific Symposium on Radiation

鷲尾氏の研究は種々の施設向けの RF ガンシステムの設

Chemistry などを実行委員長として開催してきた．

計・製作に大きな貢献をし，多くの加速器施設への導入

平行して，電子線利用技術に関し，その幅広い見識か

を成功させ，放射線科学研究の進展に大きく寄与してい

ら，産業界を育成，指導されており，放射線を利用する

る．

産業界へ多大な貢献への功績も大きい．

(2) 1998 年には早稲田大学に改良型レーザーフォトカソ
ード RF ガンを設置し，6 ｍｘ10 m という実験室にお

以上，鷲尾方一氏の業績と功績は放射線化学会賞にふさ

いて，非常に質の高い電子ビームの発生を成功させた．

わしいと認められる．

加速長さ 10 cm で 5 MeV のピコ秒単バンチビームを加
速できる装置を実用化し，諸施設への導入をも実現させ

2009 年４月

ている．同時に，電子ビームの時間構造やプロファイル

日本放射線化学会 会長 勝村庸介

を精確に計測する技術を確立した．このように高品質ビ
ームを用いて汎用性のある小型のピコ秒パルスラジオ
リシスシステムの開発に成功し，高い評価を得ている．
(3) 現在も，高度化研究を進め，極めて質の高い電子ビ
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第 90 回日本放射線化学会理事会議事録(案)
日時 平成 21 年 3 月 18 日（土） 16:30-17:45

作成した。3月中にホームページに掲載の予定で

場所 早稲田大学大久保キャンパス

ある。

55 号館 S 棟 4F-10 号会議室

・ 今後はMS-Word形式のテンプレートに著者が入力

出席者

し、変換したPDFファイルとMS-Word原稿ファイル

勝村庸介、鷲尾方一、市川恒樹、丑田公規、熊谷純、

を提出してもらう。レイアウトの修正などは編集

河内宣之、小嶋拓治、小林慶規、駒口健治、

委員会でMS-Word原稿ファイルを元に行う。

柴田裕実、永石隆二、辻正治、中川和道、中川清子、南
波秀樹、濱義昌、吉田陽一、小嶋崇夫(議事録)
議事

事務局より今回の編集作業を担当した岡壽崇氏へ
の謝礼が提案され、承認された。
小嶋拓治編集委員長より編集委員会旅費規程につ

1. 前回議事録（案）について、小林慶規理事より討論
会要旨集の但し書きについて「許可なく一部または全

いて報告があり、事務局より常任理事会で承認され
たことが報告された。

てを複製することを禁ず」との文章の追加の提案があ
り、修正の上承認された。

丑田公規理事より過去の全ての会誌のＰＤＦ化が
提案された。

2. 平成20年度役員名簿について、入江せつ子理事より
交替の申し出があり、了承された。
入江せつ子（大阪府立大院工）→小嶋崇夫
（大阪府立大産学官連携）
3. 平成20年度賛助会員一覧が紹介された。会費未納が3
件あることが報告された。

6. 柴田裕実理事よりシンポジウム「高ＬＥＴ放射線の
物理と化学・生物・医学への応用（仮題）」の準備
状況について、開催日程平成21年7月30日～31日、会
場は東京大学工学部8号館5階502号室であり、SARAC、
HIMAC、JAEA高崎の共催であることが報告された。
7. 次回の第52回放射線化学討論会の準備状況について

4. 事務局より予算執行状況および入退会者リストが報

は、後日メールで送付することとし、開催日程、会

告された。個人正会員98名が会費未納であることが

場等は会誌、ホームページ等に掲載されていること

報告された。退会者は未納会費を全納した上で退会

が報告された。

することを原則とするが、学生の未納退会の取扱に

8. 放射線化学若手の会夏の学校については、近年参加

ついては事務局に一任することが承認された。

校が固定化されているため幅広い参加者を募るため

5. 勝村庸介会長より会誌の編集委託について報告がな

の開催時期の設定（夏休みまたは討論会の前後）に

された。
・ 1月31日の編集委員会において、国際文献印刷へ
の委託打切を決定し、同社の了解を得た。
中川清子会誌編集主任より第87号編集の経過説明
がなされた。
・ 会誌第87号は急遽編集委員会で製作することと
なったため、広告掲載はない。今後は従来通りに
掲載する。
・ 第87号は著者原稿データを岡壽崇氏が製版して
第 88 号(2009)

ついて検討され、若手の会の自主企画を前提として
討論会の前後に開催することとした。
9. 各大学等の報告として吉田陽一理事より4月に発足
する福井大学附属国際原子力工学研究所について紹
介があり、吉田理事から泉佳伸氏に理事就任を依頼
し、常任理事会に諮ることが了承された。
10. 事務局より平成22年の第53回放射線化学討論会は名
古屋大学が主催することが報告された。
11. 勝村会長より”Recent Trends in Radiation
Chemistry”と” Charged Particle and Photon
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Interactions with Matter”の改訂版の執筆状況が報

の出版物の案内についての基準についての提案があ

告された。また、ICRR 2015の開催候補地に京都が準

り、学会に有用であること、学会員が執筆者に入っ

備を進めており、今夏開催地が決定されることが報

ていることなどを考慮し事務局と常任理事会で判断

告された。

することが承認された。

12. 勝村会長より学会賞選考委員会からの報告があり、

16. 事務局よりホームページについて報告がなされた。

学会賞は鷲尾方一氏（早大理工研）に授与すること

月間アクセス件数は500件、会誌はダウンロード時の

を決定した。

みパスワード入力を必要とし、古い号はパスワード

13. 河内宣之副会長より日本化学会年会に放射線化学の

なしでダウンロード可能になっている。著作のホー

セッション（3/30（月）朝～15:30）が設けられてい

ムページでのアナウンスは学会員の自己申告とする

ることが報告された。
14. 小林慶規理事より第51回放射線化学討論会について
報告があり、参加者は116名であった。
15. 丑田公規理事より著書「X線と放射光の分光」の書評
について提案があり、新刊案内はホームページに掲
載することとした。小嶋拓治編集委員長より学会外
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ことが報告された。
17. 将来構想委員会について、吉田陽一理事を委員長に4、
5人の若手会員で組織することが承認された。
柴田裕実理事より京都工繊大選出理事の後任選出の進
捗状況についての確認があった。
（事務局 鷲尾）
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日本放射線化学会 平成20年度役員名簿（平成21年3月31日現在）
会長

勝村 庸介 （東大院工）

副会長

河内 宣之 （東工大院理工）
中川 和道 （神大院・人間発達環境）

鷲尾 方一 （早大理工研）

常任理事

丑田
小嶋
坂本
柴田
住吉

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）

理 事

青木 康 （住友重機械）
新井 英彦 （放振協）
小嶋 崇夫（大阪府大院工）
河西 俊一 （原子力機構・関西）
工藤 久明 （東大院工）
熊谷 純 （名大院工）
小林 慶規 （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
砂川
高橋
竹中
中川
中村
平出
藤原

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）
箱田 照幸 （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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公規 （理研）
拓治 （原子力機構・高崎）
修 （NHVコーポレーション）
裕実 （京大院工）
孝 （北大院工）

恭士
武義
憲司
康之
清子
一隆
哲也
邦夫

（金沢工大）
（福井工大）
（金沢大工）
（北教大）
（都立産技研）
（東工大セラミック研）
（原子力機構・東海）
（イーシーイー）
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日本放射線化学会 平成 20 年度会計中間報告(平成 21 年 3 月 10 日現在)
収入の部

（単位：円）

項目
賛助会員 (19社 71口)
個人正会員
(182名)
学生会員
（17名)
要旨集CD販売
雑収入(利息等）
戻入金
補助金

積立基金からの繰り込み
前年度繰越金

支出の部
項目
通信連絡費
振込手数料
事務委託費
年間業務費
送料
会誌
印刷費
原稿料

20年度予算案
710,000
1,100,000

0
0

20年度中間
640,000
774,500
30,000
0
2,482
86,053
146,651
70,455

0
1,567,386
3,577,386

0
1,567,386
3,317,527

0
200,000

20年度予算案
50,000

650,000
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内

未納金額 \566,000

国際文献分￥518 早稲田分 \1,964
著作権料 \16,053 広告費 \70,000
第51回討論会事務局より
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.-

20年度中間
内容等
1,440 送料等
2,100 編集,HP,原稿料,若手の会等
203,869 (9-11月）\156,871(12-2月)￥46,998
0

1,300,000

印刷費
原稿料
会議費
放射線化学討論会援助
先端放射線化学シンポジウ
ム援助
若手の会夏の学校援助
学会賞
企画委員会経費
将来構想委員会経費
編集委員会経費
日本放射線研究連合負担金
ホームページ運営費
予備費
小計
次年度繰越金
合計

内容等
3社7口未納
未納者 98名

50,000
200,000
75,000
150,000
47,124
75,000
75,000
150,000
50,000
60,000
100,000
3,032,124
545,262
3,577,386

391,755 86号
39,000 86号 振込手数料\1,365
86号小計 \432,120
0 87号
0 87号 振込手数料
87号小計
30,400 理事会弁当代+お茶代
0
0
0
47,124 振込手数料\210
0
0
0
0
0
0
715,688
715,688
放射線化学
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日本放射線化学会会員動向

会員数
248
34
18
3
2
316

正会員
学生会員
賛助会員
名誉会員
購読団体
合計

入会者数
3
5
0
0
0
8

退会者数
5
1
0
0
0
6

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

東京大学大学院

学生会員

647

田本

之博

東京大学大学院

正会員

648

盛武

敬

放射線医学総合研究所重粒子医科学センター

正会員

649

林

学生会員

650

芝野

慎一郎
豊和

大阪府立大学

広島国際大学保健医療学部診療放射線学科

学生会員

651

早瀬

利博

長崎大学大学院

正会員

652

須郷

由美

学生会員

653

保坂

勇志

日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部
門湿式分離ブロセス化学研究グループ
早稲田大学理工学総合研究センター第２研究棟鷲
尾研究室

大学院

材料工学科

生産科学研究科

退会者リスト
会員種別

会員番号

会員名

所属所属機関名

6

荒井

ヒル

正会員

88

柏崎

茂

正会員

316

平野

克比古

千葉県在住

正会員

447

武田

公樹

株式会社ルネサステクノロジ

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

541

金子

房恵

産業技術総合研究所

正会員
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重義

リサーチ

退会理由
有限会社

生産技術本部

業務変更のため

計測フロンティア研究部門
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平成２１年度

岩崎電気（株）

日本放射線化学賛助会員

(株)NHV コーポレーション
http://www.nhv.jp

（株）コーガアイソトープ

日本原子力研究開発機構

http://www.koga-isotope.co.jp

http://www.jaea.go.jp

四国電力（株）

ビームオペレーション(株)

住友スリーエム（株）

古河電気工業（株）
http://www.furukawa.co.jp/index.html

住友電気工業（株）

（財）放射線利用振興協会

http://www.sei.co.jp
ラジエ工業（株）

マイクロ電子（株）

http://www.radia-ind.co.jp
原子燃料工業（株）

レーベン館

ＤＩＣ株式会社

日立電線株式会社

東京電力（株）

東電環境エンジニアリング（株）

http://www.tepco.co.jp

株式会社
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