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巻 頭 言

放射線化学の展開に向けて

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
中川清子

この 9月より，平出先生の後を受けて会長に就任い
たしました．「化学系学協会連絡会」や「放射線サイエ
ンス連合」等の他学協会との連携担当としての活動を
生かして，会の運営に当たるように，と理解しており
ます．
まずは，諸先輩先生方の巻頭言から，学会を取り

巻く変遷を振り返ってみます．日本放射線化学会は，
56年前の 1965年に設立されました．当時の日本の放
射線化学研究のレベルは，欧米に大きく後れを取っ
ており，海外の学会との連絡窓口としての役割も大き
かったようです．世界の放射線化学をリードしてきた
アメリカですが，冷戦が終結した 1990年代以降，加速
器建設等放射線関連の研究予算が大幅に削減され，ア
クティビティも低下していきます．一方，中国やイン
ド等を含めたアジア圏では，放射線照射施設の建設が
進み，放射線利用分野を中心に放射線化学の研究者が
増えています．2006年のアジア太平洋放射線化学会
議（APSRC）のスタートは，活力ある中国・インドと
の連携をとるためです．
現在，日本においては，治療用の重粒子照射施設が

7か所，放射光施設が 10か所，J-PARCを始めとした
加速器施設が多数稼働しております．さらに，高輝度
軟 X 線放射光施設が 2023年度中の運用を目指して，
仙台に建設中です．これら治療用以外の施設の多く
は，物質の構造解析や素粒子・原子核から宇宙まで幅
広い分野での研究に貢献しています．日本放射線化学
会は，放射光，レーザー化学，プラズマ化学，原子分子
衝突，宇宙科学等，広い分野と関連しているため，放
射線関連施設の増加に伴って周辺領域の研究者を取り

For the Development of Radiation Chemistry
Seiko Nakagawa (Tokyo Metropolitan Industrial Technology
Research Institute),
〒135–0064東京都江東区青梅 2–4–10
TEL: 03–5530–2660, FAX: 03–5530–2629,
E-mail: nakagawa.seiko@iri-tokyo.jp

込む素地があります．関連分野との融合は，諸先輩先
生方の緒言も含め，共通の認識といえるでしょう．実
際，放射線化学から始まって，関連分野に研究を広げ
られた方々は多々いらっしゃいます．しかし，関連分
野から始めて，放射線化学に足を踏み入れる方は少な
い，というのが現状です．
さて，我々は学会に何を求めて，参加するのでしょ
うか？ 研究成果の発表の場，研究展開のための情報収
集（ネタ探し），共同研究先の模索，はたまた知的好奇
心を満たすため，といったところでしょうか．いずれ
にしても，討論会やシンポジウム等の情報交換・交流
の場を充実させることが肝要かと思います．平出前会
長時代は，コロナ禍であり，Webでの討論会以外の交
流活動がほとんどできませんでした．特に若手の会の
活動が停止してしまったことは，残念ながら，学生・若
手会員の減少に拍車をかけてしまったように思われま
す．一方，討論会において，Web会議を生かした海外
研究者の招待講演が行われ，企画継承委員会による座
談会の開催が検討されるなど，新しい試みも始まって
います．コロナが収束する見通しは不透明ではありま
すが，少しずつ社会活動が元に戻るのではないかと期
待できます．今後は，座談会にシンポジウムや若手の
会を組み合わせることで，参加者の交流を深めたいと
考えます．さらに，関連分野との融合のためには，放
射線化学会を知っていただき．イベントに参加してい
ただかなければなりません．そこで，シンポジウムで
は他学会にも関係が深い先生に講演をお願いし，その
学会との共催により，放射線化学会にも参加していた
だくきっかけにしていただきたいと考えております．
会員の皆様には，周辺の若手研究者への呼びかけを
含めたさらなる活動へのご協力・ご参加をお願いいた
します．

放 射 線 化 学 第 112号 (2021) 1



2 放 射 線 化 学



展 望・解 説

真空内微小液滴への重イオン照射システムの開発：
重イオン誘起反応の質量分析学的研究

京都大学大学院工学研究科　 間嶋拓也∗

A new experimental system that enables mass spectromet-
ric studies of secondary ions emitted from microdroplet
surfaces has been developed to investigate the complex re-
action processes induced by MeV-energy heavy ions on
liquid surfaces. In particular, coincidence measurements
with forward-scattered ions provide a systematic and com-
prehensive analysis of the positive and negative secondary
ions. In addition, the penetration length of projectile ions
in droplet targets was evaluated from the amount of en-
ergy loss of the forward-scattered ions. The results pro-
pose the existence of unknown “submicron effects”, such
as variation in the mass distribution and kinetic energy of
secondary ions in the submicron scale. This review article
presents a detail of the experimental system and examples
of the results demonstrated with ethanol droplets.

Keywords: fast heavy ion, microdroplet, secondary ion
emission, TOF mass spectrometry, submicron effect

1 はじめに

MeV エネルギーの高速重イオンビームは高 LET
（linear energy transfer）放射線とされ，電子線や X線・
γ 線などの低 LET 放射線とは異なる照射効果を引き
起こすとされている．自然界では，放射性同位元素か
らの α 線や，宇宙線に含まれる重イオンがあり，物
質や生物に破壊的な影響を与え得る1, 2)．また，その
特徴を積極的に利用した重粒子線がん治療が実用化
され，普及してきている．しかし，高速重イオン照射
によって物質中で引き起こされる原子分子レベルの反

Heavy-ion irradiation of microdroplets in vacuum: Mass spec-
trometric study of heavy-ion induced reactions
Takuya Majima∗ (Kyoto University),
〒611–0011京都府宇治市五ヶ庄
TEL: 0774–38–3972, E-mail: majima@nucleng.kyoto-u.ac.jp

応初期過程は依然としてブラックボックスといえる．
重イオンが物質中を通過すると，その飛跡に沿って
100 eV/nm–keV/nmオーダーの大きなエネルギーが標
的の電子系に付与される．それにより飛跡の中心部で
は，高密度に多重電離や多電子励起の発生が可能とな
り，さまざまな反応チャンネルの可能性が開く．激し
い物理化学的な反応が複雑に進行すると考えられるた
め，理論的な予測も難しく，また実験での測定にも課
題が多い．そのため，他の放射線と同様に古くから研
究が行われているが，その反応過程の理解は遅れてい
る．放射線科学における基礎研究の中でも取り残され
た課題の一つといえる．
最近では，放射線効果を評価するためのボトムアッ
プ研究として，モンテカルロシミュレーションの開発
が加速している3, 4)．そこでは，計算モデルの構築とそ
の具体的な組み込みのために，反応過程の微視的な理
解と定量的なデータが不可欠である．その意味でも，
反応素過程の研究の重要性は増している．高速重イオ
ンによる反応は，おそらく低 LET放射線による反応と
は質的に異なり，その単純な拡張や重ね合わせでは記
述できない．したがって，まずは現象を正しく理解す
るために，原子分子レベルの，より直接的な実験デー
タの取得が重要と考える．
我々は，その反応初期過程の情報を得る手段の一つ
として，表面からの二次イオン放出過程に着目してい
る．二次イオン放出は，重イオントラック内で起こる
分子反応のプローブとしても長く研究されてきた5, 6)．
二次イオン放出の時間スケールは，ピコ秒からサブナ
ノ秒のオーダーと考えられるため，その時間スケール
で生成されるイオン種の知見が得られる．特に，質量
分析法の適用によって，分光などによる同定が難しい
多種多様な多重分解片や生成物イオン種を網羅的に
分析できる点は，重イオン衝突にともなう生成物の分
析において有利な点である．さらに，二次イオンの運
動エネルギーや放出方向を知ることで，反応ダイナミ
クスや重イオントラックの特性に関する知見も得られ
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間嶋拓也

る．しかし，二次イオンの分析には高真空環境が必要
となるため，揮発性の液体標的への適用は難しかった．
我々の研究室では，その実現のために，新しい実験技
術の開発が行われてきた．これまでに，液体分子線を
標的としたシステムが開発され，水，エタノール，生
体分子を溶解させた水溶液などの液体表面からの二次
イオン質量分析に成功している7–10)．
これに加えて最近，液体標的に対する二次イオン質

量分析を可能にする別のアプローチとして，微小液滴
を用いた実験システムを開発した11–13)．液滴標的は，
液体分子線と比較すると個々の試料の状態や衝突位置
に不明な点が残るが，投入する液体量の減少により真
空環境が改善され，検出感度や精度が向上する利点が
ある．生成イオンの精密な分析や放出ダイナミクスの
解析も可能になり，液体分子線と相補的な結果が期待
できる．
また液滴を用いるもう一つのねらいは，ナノスケー

ルでの反応過程の観測である．ナノ粒子やナノ構造体
へのイオンビーム照射の研究は，ナノ材料や放射線増
感剤の制御14)などの応用だけでなく，ナノスケールの
局所的な衝突相互作用の研究にも有用である15)．現在
の技術では，サイズ制御されたナノ液滴を孤立標的と
して用意することはまだ難しいが，後述する前方散乱
イオンコインシデンス法によって，サブミクロン領域
での反応の変化の様子が見え始めている．
本解説では，開発した真空内液滴への照射システム

の詳細と，最初に行ったエタノール液滴に対する代表
的な結果を紹介する．エタノールは，水酸基や炭素－
炭素結合，分子間水素結合などの重要な要素が多く含
まれており，複数の分子を混ぜることなく，解離や分
子間反応の情報を豊富に得ることができる．取り扱い
が容易であることもあり，最初のモデル分子として位
置付けて測定を行った．

2 実験方法

2.1 微小液滴の生成と高真空槽への導入

微小液滴の生成手法として，これまでに以下の 3種
類の方法を用いた．

1. ピエゾ素子付きノズル
2. 気体力学仮想ノズル
3. 超音波霧化法

いずれも，大気圧下で生成した液滴を，直径が数 100 μm
の微小な穴から真空槽に取り込む構成となる．現在
は，3番目の超音波霧化法を採用することで落ち着い

Figure 1. (a) Images of droplets ejected from
the piezoelectric nozzle and introduced into the
vacuum chamber. (b) An image and an illustra-
tion of a thin liquid jet being introduced into the
vacuum chamber from the glass capillary. (c) A
photo of a fog containing droplets generated in a
glass 4-way cross by the ultrasonic atomization
method.

ているが，参考のために他の 2つの手法の特徴と，そ
れらの利用の経緯についても以下に紹介する．
ピエゾ素子付きノズルは，外部からの電気信号でピ
エゾ素子を駆動して液滴を吐出させる仕組みのため，
吐出タイミングを正確に制御できる．また，吐出され
る液滴のサイズも均一という利点がある．すでにレー
ザーと組み合わせた実験が報告されており，たとえば，
気化が難しい巨大生体分子の質量分析のための新たな
手法として開発が進められていた16, 17)．それらを参考
に，本手法をイオンビーム照射実験に応用した．
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真空内微小液滴への重イオン照射システムの開発：重イオン誘起反応の質量分析学的研究

Figure 1(a)に生成した液滴の拡大写真を示す．スト
ロボ光のタイミングをずらして撮影することによっ
て，ノズルから吐出された水液滴が，直径 300 μmの
入口穴から真空槽に吸引される様子を捉えている．こ
の液滴の直径は約 50 μm である．しかし，実際にこ
の液滴にイオンビームを照射し測定を行ったところ，
液滴との衝突イベントはわずかしか得られないことが
わかった．安定に液滴を導入できる繰り返し周期が数
100 Hz 程度に限られ，液滴の搬送効率も想定より低
く，十分な量の信号を得られなかった．照射タイミン
グを正確に合わせられるパルスレーザー等とは相性が
良いが，もともと連続ビームであるイオンビームに対
しては最適な方法ではなかったといえる．
そこで次に，気体力学仮想ノズル（gas dynamic virtual

nozzle, GDVN）18) と呼ばれる方法を用いた．内径が
約 60 μmのキャピラリーから液体試料を少しずつ滲み
出させながら，直径 200 μm の入口穴に近づけた．あ
る程度まで距離が近づくと，入口穴に吸引される周辺
気体の流れに沿って，液体試料も真空槽内に吸引され
る．これにより，Fig. 1(b)に示すように，コーン状の
細い液体分子線が形成される．最終的に，真空槽内で
この液体分子線が不安定化して分裂し，多量の液滴が
生成される．本手法の採用によって，十分な量の液滴
標的を確保することができ，エタノール液滴表面から
放出される二次イオンの質量分析測定に初めて成功し
た11)．しかし本手法では，長時間の安定した液滴供給
が難しいという実験上の問題があった．キャピラリー
と入口穴の位置関係に依存して，液滴の生成量が敏感
に変化してしまうため，わずかな位置ドリフトを常に
補正する必要があった．そのため現在は，次に述べる
超音波霧化法を利用するシステムに移行している．た
だし，最近の GDVN 法では，キャピラリーを二重構
造にして，液体導入部とガス導入部を一体化したもの
が開発され，X 線自由電子レーザーの照射実験など
に供されている19, 20)．このような改善された手法であ
れば，イオンビームの実験に再度利用できる可能性は
高い．
最後に，現在用いている超音波霧化装置の写真を

Fig. 1(c)に示す．NW40のフランジに市販の超音波振
動子を取り付けたものを，ガラス製の十字管の底に設
置している．超音波振動子の駆動周波数は 1.6 MHzで
ある．写真は，装置を駆動させている状態であり，白
い霧が液滴の集団である．霧に含まれる液滴の大まか
なサイズを確認するため，霧の一部を容器外に取り出
し，Mie散乱理論に基づいたレーザー回折法を用いて
評価した．その結果，平均径は約 1 μm であった21)．

イオンビームとの衝突領域まで搬送したあとの液滴サ
イズは，後述のように，主に数 100 nm–数 μmの範囲
に分布していることが確認されており，真空内の搬送
中のサイズ変化は小さい．液滴を真空槽に導入する際
は，ガラス十字管を密閉し，Arガスを充満させた．Ar
をキャリアガスとし，霧に含まれる液滴を直径 200 μm
の入口穴から真空槽に吸引させた．測定中は 1気圧程
度を保つようにArガスを 0.4 SLMの流量で供給した．

Figure 2に，装置の全体図を示す．まず，200 μmの
入口穴から導入された液滴をエアロダイナミックレン
ズ22, 23)に通した．エアロダイナミックレンズは，内径
8.5 mmの筒を 4枚のアパーチャ（φ2 mm–4 mm程度）
と出口のノズルで仕切った単純な構造をもつ．気体の
流れに沿って微粒子をガイドすることができ，エアロ
ゾルを真空槽内に導く目的でよく利用されている．エ
アロダイナミックレンズは，通常，数 10 nm程度の微
粒子の搬送に用いられるものであり，現在の我々の液
滴サイズはそれよりも大きい．そのため現状の液滴に
対して，本来の意図通りの働きをしているかは検証が
不十分であるが，これの設置によって，輸送効率の向
上と導入量の安定化の効果が得られることを確認して
いる．
エアロダイナミックレンズのあとには，直径 2 mm
のスキマーとアパーチャで仕切られた多段の差動排気
システムを構築して，衝突領域の高真空化を図った．
さらに，衝突領域での液滴の気化を抑えるため，衝突
領域を通過後に直径 4 mm のアパーチャで仕切られ
た隣のチャンバー内で液体窒素トラップに捕捉した．
これにより，測定中の衝突チャンバーの真空度を約
3 × 10−4 Paに保った．

2.2 二次イオンの飛行時間質量分析

実験は，京都大学大学院工学研究科附属量子理工教
育研究センターに設置の 2 MV タンデム型ペレトロ
ン加速器を用いて行った．加速器から引き出したイオ
ンビームを，2組の 2次元スリットでコリメートして
衝突チャンバーに入射し，液滴ビームと交差させた．
ビームサイズは，測定内容に応じて数 100 μm–数 mm
の範囲で選択した．衝突領域で生成された二次イオ
ンを静電場によって鉛直方向に引き出し，飛行時間
（time-of-flight, TOF）測定法により，二次イオンの質
量分析を行った．検出器までの電場の極性を反転させ
ることにより，正および負の二次イオンを別々に測定
した．

TOF測定のスタートトリガーとしては，目的に応じ
て以下の 3種類の方法を用いた．1つ目は、入射イオ
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Figure 2. Schematic of the experimental apparatus and its photo.

ンビームをチョッピング偏向器によってパルス化し，
それと同期させた信号をスタートトリガーとして用い
る方法である（ビームチョッピング法）．これによって
全ての二次イオンが測定される．本手法では，バック
グラウンドの気相分子からの二次イオンも一緒に検出
されてしまう．そのため，一部のイオン（特に，正の
分解片イオン）は，大量の気相ピークに埋もれて分析
が難しいという欠点がある．しかし測定回路は単純で
あり，特に負イオン測定ではバックグラウンドの影響
も少なくカウントレートも高いため，基本的な測定方
法として位置付けられる．2つ目の方法は，衝突時に
二次イオンと同時に液滴から放出される二次電子を検
出し，それをスタートトリガーとする方法である（二
次電子同時測定法）．正イオンのみに適用が限られる
が，二次電子信号の波高を選択することにより，気相
由来のバックグラウンドを比較的簡単に抑制すること
ができる11)．
これらに加えて最近，3つ目の方法として，前方散乱

イオンコインシデンス法を開発した13)．本手法では，
Fig. 2 に示すように，液滴との衝突によって 10 mrad
程度の散乱角で前方に散乱した入射イオンを Si 半導
体検出器（SSD）で検出する．その SSD のタイミン

グ信号をスタートトリガーとして飛行時間測定を行っ
た．またこれと同時に，SSDのエネルギー信号のパル
ス波高をマルチチャンネルアナライザーで記録し，前
方散乱イオンのエネルギーの情報を取得した．二次イ
オンの飛行時間と散乱イオンエネルギーのデータは，
全て，イベント毎に記録した（リストモード）．測定後
にこれらの情報を突き合わせることにより，それらの
相関を得た．
前方散乱イオンコインシデンス法には主に 3つの利
点がある．まず 1点目は，コインシデンスデータの解
析によって，気相バックグラウンドの影響を排除でき
る点である．これにより，ビームチョッピング法で見
ることができなかった正の解離イオンの情報も得られ
るようになった．2 点目は，1 イオン衝突当りの二次
イオンの放出数（二次イオン収率）が直接的に求まる
点である．このとき，液滴標的密度や入射ビーム量の
情報は不要であり，散乱イオン数に対する二次イオン
の検出数を，検出効率で補正するだけで良い．これに
より，別々に測定した正負の二次イオン収量の比較な
どが精度良く行える．3点目は，散乱イオンのエネル
ギーから，個々の衝突における入射イオンの液滴透過
距離 Lが求まる点である．同じサイズの液滴でもイオ
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Figure 3. Two-dimensional coincidence map between forward-scattered ion energy and TOF of (a)
positive or (b) negative secondary ions from ethanol droplets irradiated with 4-MeV C3+.The scattering
angle θ was 6 mrad. The gray lines in the TOF spectra are the results of the beam chopping method
normalized at n = 2. (Reprinted from Ref. 13), with the permission of AIP Publishing)

ンの衝突位置によって Lは変わるため，L≠液滴サイ
ズであることに注意が必要であるが，標的の幾何構造
を特徴付けるサイズに依存した現象の変化を調べるこ
とができる．

3 結果・考察

3.1 TOFスペクトルと前方散乱イオンエネルギース
ペクトル

前方散乱イオン同時測定法によって得られた，エタ
ノール液滴への 4 MeV C3+ 照射の結果を Fig. 3 に示
す13)．正・負の二次イオン TOF と前方散乱イオンエ
ネルギーの間の相関関係を 2次元ヒストグラムで示し
ている．また，各軸方向へ射影したスペクトルは，通
常の TOFおよび前方散乱イオンエネルギースペクト
ルに対応する．

TOF スペクトルでは，3 μs 以上の領域で，n ∼ 15
までのプロトン付加クラスターイオン [(EtOH)n+H]+，
もしくは n ∼ 20 までのプロトン脱離クラスターイ
オン [(EtOH)n-H]− の一連のピークが検出されている．
[(EtOH)n-H]− の間の小さなピークは，水分子もしく
は CH2OHラジカルの吸着した [(H2O)(EtOH)n-H]− と
[(CH2OH)(EtOH)n-H]− である．また比較のため，ビー
ムチョッピング法で得られた TOFスペクトルを灰線
で重ねて示している．クラスターのピークはほぼ重
なっており，測定手法によらず結果が同一であること

が確認できる．それと同時に，ビームチョッピング法
では，4 μs以下の領域に気相分子由来の解離イオンの
ピークなどが見えている．前方散乱イオンとの同時測
定では，これらがほぼ完全に排除された．特に正イオ
ンは 4桁以上も抑制されたことにより，液滴由来の正
の解離イオンのピークが現れた．解離イオンや二次的
な反応生成物イオン種の詳細については，次節以降で
説明する．
前方散乱イオンエネルギースペクトルは，4 MeVの
鋭いピークと 4 MeV 以下に広がる幅広いピークで構
成される．4 MeV のピークは，残留ガス分子との二
体衝突による散乱イオンに対応する．ガス分子との衝
突によるエネルギー損失は無視できる程度に小さい．
4 MeV以下の幅広いピークが，液滴内での多重散乱に
よる散乱イオンの分布を示す（以下，「液滴ピーク」と
呼ぶ）．液滴内の透過によって減速され，エネルギー
を失っている．現在の液滴標的はサイズが単一ではな
く，また同じサイズの液滴でもその衝突位置によって
透過距離 Lが異なるため広がった分布となる．本スペ
クトルは，θ ∼ 6 mradで測定した結果であるが，より大
きな散乱角で測定すると，大きな Lのイベントの割合
が増加するため，液滴ピークは低エネルギー側にシフ
トする13)．一般的な薄膜厚さの測定と同様に，飛程の
データ24)を参照して，エネルギー損失量から Lを評価
した．算出した Lの尺度を図中に示す．この測定条件
では，L ∼ 1 μm前後の衝突イベントの寄与が大きい．
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Figure 4. A low mass region of the mass spectra of (a) positive and (b) negative secondary ions emitted
from the ethanol droplet surface by 4-MeV C3+ irradiation. The black line in (a) is the result of the beam
chopping method. (Reprinted from Ref. 13), with the permission of AIP Publishing)

本測定では，測定後に，2次元相関マップから任意の
L に対応する TOF スペクトルを切り出して解析でき
る．第 3.3項では，Lを 0.1 μm以下，0.1 μm–0.5 μm，
0.5 μm–1.0 μm，1.0 μm–2.0 μm，2.0 μm–3.0 μmの領域
(i)–(vi)にわけて議論を行う．

3.2 生成イオン種とその生成過程

TOF スペクトルの低質量側の拡大図を Fig. 4 に示
す．横軸を質量電荷比（m/z）に変換している．「液滴
ピーク」に相関したデータのみを切り出しており，気
相由来のピークの混入をさらに排除できている．エタ
ノール分子の解離によって生成されたイオン種（解離
イオン）や，炭素原子を 3個以上含む二次的な反応生
成物イオンなどが多数観測されている．以下では，そ
の生成過程について議論する．

3.2.1 正イオン

正の解離イオンとしては，H+，H3O+，C2H+5，C2H5O+

（もしくはEtO+）が主なものであり，それに加えてH+2，
C2H+3，CH2OH+, C2H3O+ が生成されることがわかっ
た．これは，同衝突条件で，気相の孤立エタノール分
子から直接生成される解離イオン種とは全く異なる．
気相エタノール分子からの解離パターンは，Fig. 4(a)
のビームチョッピング法のスペクトル（黒線）で見て
とれる（Ar+–Ar8+ は除く）．気相分子の解離で最も強
く生成されるイオン種は CH2OH+ である．すなわち，
EtOH+ → CH2OH+ + CH3 の CC 結合切断が最も優勢

な過程である．またそれに加え，ありとあらゆる種類
の解離イオンが生成されている．これと対照的に，液
滴からの解離イオンの種類は限られており，また主要
な生成イオン種も全く異なる．
そのうち，H3O+，C2H+5，C2H5O+（もしくはEtO+）に
ついては，プロトン付加エタノール [(EtOH)+H]+（も
しくは EtOH+2）の解離によって生成されることが過
去の衝突誘起解離の実験などによって報告されてい
る25, 26)．したがってこれは，イオン衝突によって生成
されたエタノール分子イオン EtOH+ が直接解離する
のではなく，隣接する分子へ素早くプロトン移動を起
こし，EtOH+2 を経由して解離が進行していることを示
している．反応式で示すと以下のとおりである．

EtOH+ + EtOH −→ EtOH+2 + EtO, (1)

EtOH+2 −→ H3O+ + C2H4, (2)

EtOH+2 −→ C2H+5 + H2O, (3)

EtOH+2 −→ C2H5O+ + H2. (4)

また正の解離イオンの中で最も多く放出されている
イオン種は H+ であるが，著者の知る限り，EtOH+2 か
らの H+ 放出は報告されていない．H+ と H+2 の生成
は、多重電離したエタノール分子 EtOHq+ (q ≥ 2) の
クーロン爆発によるものと考えられる．多重電離は高
速重イオン衝突で一般的な過程である．炭化水素など
の気相分子の研究で，多重電離においては H+ 放出が
急増し，また H+2 も主に二重電離にともなって生成さ
れることがわかっている13)．本測定での TOFスペク
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トルのピーク幅から，H+ と H+2 の放出エネルギーは
10 eV以上にいたると評価され13)，気相分子のクーロ
ン爆発における運動エネルギーの典型的な大きさと概
ね一致する28)．ここで，気相分子のクーロン爆発では
観測された CH+n や O+ などの他の多重分解した解離
イオンが，本測定では見えていない．これは，水素イ
オン放出との解離時間の違いを表していると考えられ
る．すなわち，まとめると，重イオン衝突によって液
滴表面でエタノール分子が（多重）電離されると，クー
ロン爆発による水素イオン放出が素早く進行すると同
時に，分子間のプロトン移動の競合によってCO結合
や CC結合の切断などの遅い過程は抑制され，さらな
る解離は EtOH+2 を介して進行していると結論付けら
れる．

[(EtOH)+H]+ と [(EtOH)2+H]+ のピークの間には，
2分子の反応によって生成された二次的な反応生成物
イオンが検出されている．これは，プロトン付加した
ジエチルエーテル (C2H5)2OH+ と，そこから H2 が脱
離したものと同定される．これらは高温高圧気体に対
する質量分析25)の結果でも報告されており，以下の脱
水反応で説明される．

EtOH+2 + EtOH −→ (C2H5)2OH+ + H2O, (5)

(C2H5)2OH+ −→ C4H9O+ + H2. (6)

3.2.2 負イオン

Figure 4(b)に示すように，負の解離イオンとしては，
H−，CH−，OH−，C−2，C2H−，C2HmO−（m ＝ 1, 3, 5）
などが検出された12, 13)．C2HmO−（m ＝ 1, 3, 5）の生
成は，気相エタノール分子の電子付着29)でも報告され
ており，水素脱離をともなう解離性電子付着によるも
のと考えられる．C2HO−は −HCCOの構造をとるとさ
れ，負電荷の局在位置がOの反対側に移動する29)．こ
れにより，さらなる解離で CO結合が切断されること
により，C2H− が生成されることになる．C2H− の生成
は気相分子の解離性電子付着では報告されておらず，
高い内部エネルギー付与をともなう重イオン衝突の特
徴である．
反応生成物イオンは，正イオンと比べ，豊富な種類の

イオン種が観測されている．まず，C−3，C3H−，C3H−2，
C−4，C4H− の炭素クラスターおよび水素付き炭素クラ
スターイオンが確認できる．過去に，アルカン分子や
ベンゼン分子の氷標的への MeV重イオン（252Cf核分
裂片）衝突の実験でも同様のクラスター生成が報告さ
れている30)．分子種によらず，同様のイオン種が検出
されることから，プラズマ状態を経由した生成が提案

されている．本実験での結果も同様の現象と考えられ
る．ただし，プラズマ状態であれば正イオンでも同様
のイオン種が生成されそうだが，それらが見えない理
由はよくわからない．また，m/z = 50–90には，質量
数 2ごとに連続するピークが現れた．これらの同定に
ついて詳細はここでは述べないが，プロトン脱離した
グリコールやより大きなアルコール分子，またそこか
らの H2 脱離が候補として挙げられる12)．
正イオンと負イオンのイオン種を比較すると，負イ
オンの方がより高い解離度合いや反応性を示す結果
となった．正イオンは，イオントラック近傍での電離
にともなって，むしろ激しい解離を示すことが予想さ
れたが，その主な解離過程は二体もしくは三体解離で
あった．それに対し，負解離イオンはより多くの水素
が脱離しており，また CC結合の切断も見られた．そ
の起源としては，電子付着の過程で分子の励起状態に
効率的にエネルギーが付与されることなどが推測され
るが，その解明は今後の課題のひとつである．

3.3 サブミクロン効果

本節では，「サブミクロン効果」すなわち，L < 1 μm
において観測された二次イオン放出過程の変化を紹介
する．前述の通り，Lは液滴との衝突位置に依存する
ため，必ずしも液滴サイズとは一致しない．しかし，
Fig. 5内のイラストに示すように，液滴が球形であれ
ば，飛跡から液滴側面までの距離 x は L/2 以下とな
る．したがって，Lと同程度かそれ以下のオーダーの
幾何学的なサイズ効果が期待できる．ただし最初に述
べておくと，全てのサブミクロン効果の測定結果を説
明できる描像の構築までいたっていない．サブミクロ
ン領域における未知の現象の存在を示唆するものと考
えており，新たな問題提起としたい．以下に，得られ
た結果の説明とその解釈を議論する．

Figure 5に，正・負の各二次イオン種の放出確率を
示す．L に依存した変化を，領域 (ii)–(vi)にわけて示
している．簡単のため二次イオン種は，解離イオン，
反応生成物イオン，クラスターイオンに大きく分類
している．まず，正イオンの結果を見ると，Lが小さ
くなるにつれて，全ての二次イオンの放出確率が一様
に増加することがわかった．領域 (vi)に対して，領域
(ii)における放出確率は約 4.2倍高くなっている．Lの
減少にともなう放出確率の増加には，いくつかの要因
が考えられる．ひとつは，入射イオンが液滴の裏側か
ら出射する際に放出される二次イオンの量の違いであ
る．Lが小さいほど液滴透過によるエネルギー損失が
小さく，液滴出射時のエネルギーが高い．このエネル
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Figure 5. Emission probabilities of each posi-
tive and negative secondary ion species for each
region (ii)–(vi). Frag. and Reac. are the sum of
major fragment ions and reaction product ions,
respectively. Positive and negative cluster ions
are protonated and deprotonated cluster ions, re-
spectively (including H2 loss except for n = 1).
(Reprinted from Ref. 13), with the permission
of AIP Publishing)

ギー領域ではエネルギーが高いほど LET が高く，出
射時の二次イオン放出が多くなると考えられる．しか
し原理的にこれだけでは，2倍以上の収量の増加は説
明できない．別の要因として，xが十分に小さい場合
に，側面放出が増える効果が考えられる．加えて，表
面への入射・出射角度が垂直からずれることも，二次
イオン放出の増加につながる．このような幾何学的効
果は，ナノ材料への keV イオン照射においても，ス
パッタリング収率の増加として報告されている15, 31)．
MeVエネルギーの重イオン衝突では，これに加えて，
衝撃波によって効率的にナノ粒子が崩壊することも提

Figure 6. Magnified views of TOF peaks of
[(EtOH)+H]+ and [(EtOH)-H]−. For comparing
the peak widths, the horizontal axis is plotted as
TOF divided by

√
m/z. The upper axis shows

the kinetic energy along the TOF axis. The re-
sults are shown for the different regions (ii), (iii),
and (v). (Reprinted from Ref. 13), with the per-
mission of AIP Publishing)

案されている32)．今回の測定はこれらの説明と矛盾し
ない結果といえる．
一方，負の二次イオンの分布は，Lに依存して変化
することがわかった．n ≥ 4 のクラスターイオンの放
出確率は，正イオンと同様，Lの減少にともなって一
様に増加している．しかし，n < 4 では小さなクラス
ターほどその増加率が低くなり，n < 3 に対しては領
域 (ii)でむしろ放出確率が小さくなることがわかった．
解離イオンや反応生成物イオンも，[(EtOH)-H]− に近
い依存性を示した．解離，反応生成物，クラスターイ
オンの種類によらず，質量の軽いイオンの放出が抑制
されているように見える．したがってこの現象は，生
成機構に由来するものではないと考えられる．
そこで，二次イオンの放出ダイナミクスに関する
知見を得るため，放出運動エネルギー（kinetic energy,
KE）を解析した．各二次イオンの TOFピークの幅は，
検出器方向（TOF 軸方向）の KE の大きさに依存し
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て大きくなる．例として，Fig. 6にプロトン付加イオ
ン [(EtOH)+H]+とプロトン脱離イオン [(EtOH)-H]−の
TOF ピーク形状の比較を示す．横軸に TOF を

√
m/z

で割った値をとることにより，異なる m/z のイオン
のピーク幅を直接比較できる．上に，TOF 軸方向の
KE の大きさの尺度を示している．[(EtOH)+H]+ の方
が [(EtOH)-H]− よりも KEが大きい．他の正イオンも
これと同様に，負イオンに比べ大きな KE を示した．
電離によってイオンの飛跡近傍に局所的・一時的に発
生した正電荷のイオントラックポテンシャルの影響を
受けていることが考えられる．
次に，異なる Lの領域にわけてピーク幅の変化を見

た．[(EtOH)+H]+ では，Lが小さくなるほどピーク幅
は広くなり，(ii) の領域ではやや分裂する変化が見ら
れた．Lの減少にともなって KEが増加している可能
性のほかに，放出方向の変化による寄与が大きいと考
えられる．すなわち，Lが大きいイベントは液滴中心
部を透過している割合が大きく，TOF軸と垂直な方向
へ二次イオンが放出されやすいが，小さい Lでは逆に
液滴周縁部の衝突の寄与が大きくなり，TOF軸と平行
な成分の割合が増加していていると考えられる．一方
で，負イオンの TOFピーク形状は，異なる L の領域
でも全く変化が見られなかった．軽負イオン放出の抑
制が見られた領域 (ii)において，KEの減少などが予想
されたが，変化は観測されなかった．
上記のように，さまざまなデータが断片的に得られ

ているが，L < 1 μmにおける軽負イオン放出抑制の原
因は現在のところ明らかになっていない．今後，運動
量画像分光による二次イオンの三次元的な運動量ベク
トルの測定や，理論計算との比較などのさらなる検討
が必要である．

4 まとめ

我々が最近開発した，真空内微小液滴への高速重イ
オン照射システムと，それを用いて行った液滴表面か
らの二次イオン質量分析測定の結果を紹介した．実験
方法として主に，微小液滴の生成・搬送方法と TOF質
量分析方法について説明した．特に，前方散乱イオン
コインシデンス法によって，二次イオン種の網羅的・
系統的な分析法が確立したといえる．これによりたと
えば，正の解離イオンの生成において，多重電離後の
クーロン爆発による水素イオン放出と，分子間のプロ
トン移動が競合していることがわかった．また，負イ
オンは正イオンよりも高い解離度合いと反応性を示し
ていることが明らかになった．その後の放射線化学反

応において重要な役割を果たすものと考えられる．さ
らに，サブミクロン以下の構造に起因した二次イオン
生成の変化を捉えることができるようになってきた．
L < 1 μmにおいて軽負イオン放出の抑制がみられ，何
らかの二次イオン生成過程の変化が生じていると考え
られるが，そのメカニズムは不明である．サブミクロ
ン効果は今後の重要な課題と考える．
ここでは紹介できなかったが，本装置を用いた研究
として他にも二次イオン収量の入射エネルギー依存性
などについても報告している 33, 34)．今回は最初のモ
デル分子としてエタノール液滴を用いたが，複雑な反
応生成物イオンの生成メカニズムについては，質量ス
ペクトルの情報からだけでは議論に限界がある．その
ため現在，より単純なメタノール液滴を用い，重水素
置換体との比較などから反応経路についての議論を進
めている35)．
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とぴっくす

電子線，陽子線，炭素線の PHITS飛跡構造解析モード

日本原子力研究開発機構
松谷悠佑∗,甲斐健師,小川達彦,平田悠歩,佐藤達彦

Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS) is
a general-purpose Monte Carlo code enabling radiation ki-
netics, which is often used in diverse research fields, such
as atomic energy, engineering, medicine and science. Af-
ter released in 2010, the PHITS code has been developed
to expand its functions and to improve its convenience. In
the few years, track-structure mode has been introduced in
PHITS that can simulate each atomic interaction by elec-
trons, positrons, protons and carbon ions in liquid water.
In addition to the conventional calculation of macroscopic
dose, thanks to the development of track-structure mode,
the latest PHITS code enables microscopic dose calcula-
tions by decomposing it to the scale of DNA, and is ex-
pected to contribute to atomic physics, radiochemistry, and
quantum beam life science. In this paper, we introduce the
physical characteristics of track-structure mode in the lat-
est version of PHITS and some examples of calculation
functions using this mode.

Keywords: Particle and Heavy Ion Transport code System
(PHITS)，track-structure mode, atomic interactions，liq-
uid water

1 はじめに

粒子・重イオン挙動解析コード PHITS（Particle and
Heavy Ion Transport code System）は，任意形状の 3次
元体系内における放射線の挙動を模擬可能な国産の
汎用モンテカルロ計算コード1) であり，国立研究開
発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）が主体とな

Track-structure mode for electrons, protons and carbon ions in
the PHITS code
Yusuke Matsuya∗, Takeshi Kai, Tatsuhiko Ogawa, Yuho Hirata
and Tatsuhiko Sato (Japan Atomic Energy Agency),
〒319–1195茨城県那珂郡東海村白方 2–4
TEL: 029–282–6025, E-mail: matsuya.yusuke@jaea.go.jp

り研究開発を進めている．PHITS コードは，原子力
分野で重要となる低エネルギー中性子線や光子線を
はじめとして，医療分野で重要となる高エネルギー
陽子や重イオンなど，幅広いエネルギー範囲のさま
ざまな放射線の取扱いが可能である．PHITS コード
は，国内外に無償提供しており，PHITSホームページ
（https://phits.jaea.go.jp/）より利用申請することで，入
手可能である．最新版の PHITSバージョン 3.24の概
要や使用方法については，マニュアルやホームページ
を参照いただきたい．

2010 年に初版が公開されて以降，PHITS コードは
機能拡張や利便性向上のために改良が進められてき
た．PHITSコードは巨視的な体系における計算を得意
とし，イオン線の輸送計算に電離損失モデル ATIMA
（http://web-docs.gsi.de/weick/atima/）を使用する一方，
電子線の輸送計算に Electron Gamma Shower version 5
（EGS5）2) を使用してきた．これら物理モデルを考慮
した粒子輸送計算は，condensed-history methodに基づ
くため，微視的な体系における線量計算には不向き
であり，放射線化学分野で重要である個々の相互作用
（電離・電子的励起・解離性電子付着・分子励起）の再
現は不可能であった．そこで，ナノメートルスケール
の詳細な飛跡構造を解析することを目的として，放射
線飛跡上の個々の相互作用の再現が可能な飛跡構造解
析モードの開発が行われた．今日までに，電子線・陽
電子線・陽子線・炭素線の 4種類の荷電粒子にのみ対
応している．
本解説では，最新版 PHITS（バージョン 3.24）に実
装されている電子線・陽子線・炭素線の飛跡構造解析
モードの概要について解説するとともに，同モードを
利用した計算例を紹介する．

2 飛跡構造解析モード開発の現状

従来の PHITS電子線輸送モードである EGS5では，
1 keV以上を取扱い可能なエネルギーとしていた．そ
こで，1 keV以下の低エネルギー電子線の挙動を再現
するために，電子線専用モンテカルロコード Dynamic
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Monte Carlo Code（DMCC）3–8) に使用されている衝
突断面積を PHITSコードに組み込み，2018年に電子
線飛跡構造解析モード etsmode（electron track-structure
mode）を開発した．
一方，従来のイオン線輸送モードは，[Delta Ray]セ

クション機能を使用することで，1 keV以上の δ線の
発生のみ計算可能であった．そこで，2020 年に，世
界的に有名で計算精度の高い KURBUCコードに組み
込まれている陽子・炭素線の粒子輸送に係るアルゴリ
ズム9–11) を導入し，一次陽子線・一次炭素線周辺で発
生される 1 keV以下の二次電子の詳細な再現が可能な
PHITS-KURBUCモードを開発した．
これら開発された 2種類のモードにより，1 keV以下

の電子線輸送計算が可能となった他，弾性散乱や非弾
性散乱による個々の相互作用の計算が可能となった．

2.1 電子飛跡構造解析モード

液相水中の電子飛跡構造解析モード etsmodeの適用
可能エネルギー範囲は，1 meV–1 MeV であり，液相
水中における非弾性散乱，電離，電子的励起，解離性
電子付着，振動励起，回転励起，フォノン励起の 6種
類の衝突断面積が考慮されている．電子の運動エネル
ギーに対するおのおのの衝突断面積を Fig. 1にまとめ
る．Figure 1に示す断面積と各物理モデルについては，
水蒸気中の断面積データやアモルファス氷中のエネル
ギー損失率データの実測値との比較4, 12)により妥当性
の確認を進めてきた．これら物理モデルの詳細につい
ては，DMCCの原著論文3–8) やレビュー誌13)を参照い
ただきたい．
この電子線飛跡構造解析モード etsmode の妥当性
については，国際放射線単位測定委員会により報告
される飛程の推奨値（ICRU レポート No. 37）14) や

Figure 1. Cross section of electron in liquid water.
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Konovalovらの報告する実測値15) と比較し，良好な一
致を示すことがわかっている．その他に，阻止能や
DNAスケールの微視的線量付与（nanodosimetry）につ
いても他のモンテカルロコード（Geant4-DNA16)）など
と比較し，本モードの妥当性を確認してきた17)．
これまでに多くの電子線輸送計算コード16, 18–20) が

報告されてきたが，適用エネルギー範囲は 1 eV ま
で16, 19) であった．これに対して PHITS コードは，
1 meV までの電子挙動を追跡可能であり，電子の空
間分布をより高精度で模擬できる．これは，水和電子
の初期生成位置に繋がると考えられるため，放射線化
学分野の研究を進める際に大きなアドバンテージとな
る．また，etsmodeは密度スケーリングにより，液相
水以外の物質中における電子輸送計算も可能となって
いる．

2.2 イオン飛跡構造解析モード

陽子線・炭素線の飛跡構造を解析可能な PHITS-
KURBUC モードは，液相水中でのみ利用可能であ
り，適用可能な陽子と炭素線エネルギー範囲は，それ
ぞれ 1 keV–300 MeVと 1 keV/n–10 MeV/nである．相
互作用の種類として，弾性散乱，電離，励起過程の 3種
類に加えて，イオン線特有の電子捕獲，電子損失，二
重電離も考慮されている．エネルギー損失に係る相互
作用などの詳細については，KURBUCの原著論文9–11)

を参照いただきたい．このモードは，一次イオン線の
電荷状態の変化と個々の相互作用を詳細に模擬できる
アドバンテージを有している．KURBUC のオリジナ
ルコードは α 線などの輸送も可能であるが，現バー
ジョンの PHITSに考慮された KURBUCアルゴリズム

Figure 2. Atomic interactions along a primary ion.
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は陽子線と炭素線に限定されている．
Figure 2に PHITS-KURBUCで模擬した陽子と炭素

線の相互作用の空間座標を示す．Figure 2Aと Fig. 2B
は，1 MeVの陽子線（1H+）と 1 MeV/nの炭素線（12C6+）
をそれぞれ液相水中に一本入射させた場合の相互作用
の頻度分布を意味する．このように，PHITS-KURBUC
モードを使用することで，一次イオン線周辺に発生す
る 1 keV 以下の二次電子線や個々の相互作用の出力
も可能となった． 従来の ATIMA モードと PHITS-
KURBUC モードにより計算される飛跡構造について
も比較しており，詳細は，PHITS-KURBUCモードの原
著論文12) を参照いただきたい．PHITS-KURBUCモー
ドの妥当性については，ICRUレポートNo. 16・No. 49・
No. 90に報告される飛程の推奨値21–23) や，Wingateら
により報告された動径線量の実測値24) や他コードに
よる動径線量の計算値25, 26)などと比較し，良好な一致
を確認している12)．その他の検証として，組織比例計

数管（TEPC）により測定された陽子線の微視的線量付
与分布の実測値の再現にも成功している12)．

3 飛跡構造解析モードを使用した計算例

PHITSコードは，任意の位置・時間における粒子や
放射線の振る舞いをタリーと呼ばれる機能を使うこ
とにより，容易に取得することができる．本解説で紹
介する飛跡構造解析モードを使用して計算される電
子線・陽子線・炭素線によるエネルギー付与，粒子フ
ラックス，相互作用数についても，タリーを使用する
ことで出力可能である．詳細と使用方法は，PHITSマ
ニュアルを参照いただきたい．以下では，[t-interact]
タリーを使用した相互作用数の計算例を示す．

3 次元体系に，生体内の放射線ターゲットである
DNA を模擬した円柱を定義する．円柱の底面の直径
を 2 nm，高さを 10塩基対に相当する 3.4 nmとし，化

Figure 3. Number of ionizations and excitations per radiation track calculated by the [t-interact] tally.
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学組成は液相水（1 g/cm3）とする．この水（DNA）ター
ゲットに，10 keV の電子，1 MeV の陽子，10 MeV/n
の炭素を入射させた場合に発生する電離・励起数の相
対頻度を Fig. 3に示す．Figure 3に示すように，飛跡
構造解析モードとタリーを組み合わせることで，放射
線の線質の違いに伴う入射粒子当たりの相互作用数の
差を容易かつ定量的に評価可能である．
このような物理量の計算に加えて，飛跡構造解析

モードを応用した計算例として，電子線照射後に生体
に発生するDNA損傷収率の解析にも成功している17)．
すなわち，飛跡構造解析モードの妥当性について，物
理量（飛程・阻止能・微視的エネルギー付与）だけで
なく，初期の生物応答の観点からも証明してきた．飛
跡構造解析モードの導入により，PHITSコードが従来
得意とする原子物理学分野のより詳細な計算の実現27)

に加え，放射線生物学分野への応用17, 28, 29) も期待で
きる．

4 まとめと今後の展望

本解説では，放射線輸送解析コード PHITSの飛跡構
造解析モードについて紹介した．本モードを活用する
ことで，従来の PHITSでは計算できない 1 keV以下の
二次電子線の輸送計算が可能になり，同時に，個々の
相互作用も詳細に評価可能となった．一方で，現バー
ジョンにおける適用可能な粒子は，電子線・陽電子線・
陽子線・炭素線の 4種に限られ，物質も主に液相水に
限られている．この問題点を克服するために，現在，
任意物質中において多様な粒子タイプに適用可能な汎
用的飛跡構造解析モードの開発を進めている．今後，
飛跡構造解析モードの拡張によって，放射線化学をは
じめとするさまざまな分野への応用がより一層期待さ
れる．
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とぴっくす

DNAの水和構造から放射線損傷サイトを検証する

量子科学技術研究開発機構関西光科学研究所　 米谷佳晃∗

Water has a non-negligible contribution to the radiation
damage of DNA; however, the microscopic relationship
between water and the DNA damage production still
remains unclear. This article reviews our recent study in
which we explore the microscopic behaviors of water and
OH radicals interacting with DNA. Their accessibilities
to the DNA backbone hydrogen sites (H1’–H5’) were
calculated by using molecular dynamics (MD) simulation.
The result found that the accessibility is well correlated
with the site-dependent reactivity with OH radicals exper-
imentally reported. This indicates that the DNA damage
production is mainly determined by the atomistic features
of accessibility. Compared with the previous study, the
present MD provided a slightly improved correlation,
which suggests importance of electrostatic interactions
and DNA conformational fluctuation.

Keywords: DNA, hydroxyl radical, water, molecular
dynamics

1 背景

放射線による DNA 損傷の生成において，水分子の
存在は無視できない．細胞内に X線やガンマ線が照射
されると，細胞内の水分子は不安定な高エネルギー状
態となり，さまざまなラジカルや水和電子が生成され
る．これらの反応性の高い活性種が細胞内を伝搬し，
DNA と化学反応することで損傷が生じると考えられ
てきた．このような損傷生成は，水を介した間接的な
過程であるが，影響は無視できないほど大きい1)．実
際に，放射線が DNAに直接作用することによる損傷

Molecular dynamics study for exploring water-mediated DNA
damage production
Yoshiteru Yonetani∗ (National Institutes for Quantum and Ra-
diological Science and Technology),
〒619–0215京都府木津川市梅美台 8–1–7
TEL: 0774–71–3372, E-mail: yonetani.yoshiteru@qst.go.jp

生成と比べてもその寄与は大きく，水は放射線損傷と
密接に関係している．しかし，両者がどのように関係
しているのかについて分子レベルの詳細は十分に解明
されておらず，これからといった段階にある．
水と損傷生成の関係を分子レベルで探る際，貴重な
手がかりとなるのは，Balasubramanianらによる研究
報告2) である．彼らは，OH ラジカルが DNA バック
ボーンから水素を引抜く反応について測定し，反応性
が H1’–H5’の場所によって違っていることを明らかに
した．さらに反応性の違いが，H1’–H5’の溶媒接触表
面積（solvent-accessbile surface area: SASA）の大きさ
と相関していることを見出した．この結果は，DNAの
反応サイトが露出していて，OHラジカルがアクセス
しやすい部位ほど，損傷を受けやすいことを示唆して
いる．原理からすると，DNA －ラジカル反応の過程
は，「ラジカルが DNAの反応サイトにアクセスする過
程」と「そこで水素を引抜く過程」の 2つの段階から
なる．そのため，DNAとラジカルの反応性は，ラジカ
ルのアクセシビリティーだけでなく，そこで水素を引
抜く反応速度定数にも依存するはずである．にもかか
わらず，SASAを使って H1’–H5’の反応性の違いをほ
ぼ説明できているのは，反応速度定数の方は，H1’–H5’
の間でほとんど違わない可能性を示唆している．
このような DNA と水，ラジカルの相互作用につい
てさらに掘り下げて分子レベルで捉えるには，分子
動力学（MD）シミュレーションが有力な手段となる．
MDシミュレーションでは，各原子に働く力を計算し，
運動方程式を数値的に解いていくことで，時々刻々と
変化する原子・分子の運動を求めることができる3, 4)．
各原子の挙動をもとに，さまざまな物性値や統計量も
算出することができる．筆者は，これまでMD計算に
より，DNA の水和構造やその配列依存性を解析して
きた5–7)．例えば，DNA表面の水分子の水素結合ネッ
トワークが，DNA の構造揺らぎと連動している様子
を明らかにしてきた5)．近年，MD 計算の方法や力場
パラメータの改良により，DNA の実験構造を高精度
で再現できるようになり，周囲の水やイオンの空間分
布6)，滞在時間の速度論7) も解析できるようになって
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きた．MD計算による分子の構造，ダイナミクス解析
から，放射線 DNA損傷の分子メカニズムにどこまで
迫れるであろうか．
本稿では，DNAを取り囲む水とラジカルのMD計算

から放射線損傷生成を検証した最近の研究成果8)につ
いて紹介する．DNAバックボーンの反応サイト（H1’–
H5’）に対する水とラジカルの空間分布，アクセシビリ
ティーについて計算を行った．着眼点の近い先行研究
として，Syら9)，Aydoganら10)，Spotheim-Maurizotと
Davídková11) の報告がある．これらの先行研究では，
DNA の周りに配置された OH ラジカルが DNA にア
タックする過程が，ランダムウォークのモンテカルロ
シミュレーションにより計算されている．H1’–H5’へ
のアクセスを扱っているという点で，本研究8) と共通
している．しかし，先行計算9–11) では，DNAの構造は
固定されており，ラジカルは電荷をもたない剛体球と
して扱われていた．一方，本研究では，全原子モデル
の MD計算を行っているため，DNA の構造は動的に
変形し，水やラジカルは静電力と分子間力で相互作用
する．そのため，よりリアリティーの高い分子モデル
を採用しており，先行研究をさらに発展させたものと
位置づけられる．

2 MD計算の方法

用いた MD 計算の設定について簡単に紹介してお
こう．配列 5’CGCGATATCGCG3’からなる 12塩基対
の B型 DNA（Fig.1）を用意し，周囲に OHラジカル
10個と水分子 5495個，カウンターイオンとしてH3O+

を配置した．MD計算では，端が現れないないように
3次元方向に周期境界条件を課し，溶液環境を模擬し
ている．
分子モデルについては，DNA は ff99bsc0，水分子

は TIP3P，OHラジカルは文献12, 13)の力場パラメータ
を用いた．MD計算は，AMBER14のプログラムパッ
ケージ14) を使って実行した．MD 計算からは，各原
子の位置の時間変化（トラジェクトリー）が導かれ
る．2 fs の時間刻みで運動方程式の数値積分を行い，
50 nsのトラジェクトリーを生成した．温度 300 K，圧
力 1気圧の条件でMD計算を行い，水とラジカルの空
間分布，およびアクセシビリティーを算出した．
実際には，OHラジカルは反応性が高く，周囲の水

や DNAと反応するはずであるが，今回用いた OHラ
ジカルは，化学反応を起こさない古典MDモデルであ
る．そのため，シミュレーション中に水素引抜き反応
は起こらない．しかし，空間分布の結果やアクセシビ

H3’

H5’2
H4’

H1’

H5’1

H2’1H2’2

Figure 1. DNA and the backbone hydrogen
sites, H1’–H5’. There are two different sites,
H2’1 and H2’2 for H2’, and H5’1 and H5’2 for
H5’. Reprinted from Y. Yonetani, H. Nakagawa,
Chem. Phys. Lett. 749, 137441 (2020), Copy-
right (2021), with permission from Elsevier.

リティーの評価に問題はない．OHラジカルが途中で
H2Oと反応し入れ替わったとしても，OHラジカルの
出現頻度，つまり「OH ラジカルが，どの場所に出現
しやすいか」という点は変わらないからである（統計
力学の原理に従うと，OHラジカルが H1’–H5’のどこ
に出現しやすいかは，各状態のエネルギーによって決
まる）．

3 水と OHラジカルの解析結果

Figure 2に，MD計算から得られた OH ラジカルの
空間分布を示した．黄色の部分（Fig. 2(b)）は，出現
頻度が著しく高かった領域で，DNA のバックボーン
に沿ってらせん状に現れている．これは，バックボー
ンのリン酸基の部分が正に帯電しており，電気双極子
をもつ OHラジカルをひきつけやすいためと考えられ
る．実際にMDの動画で確認すると，OHラジカルが
DNA 表面に接近し，しばらくバックボーンに沿って
移動した後，DNAから離れていく様子が見られた．
さらに，OHラジカルのトラジェクトリーを使って

H1’–H5’に対するアクセス頻度の評価を試みた．しか
し，各サイトの相対頻度を正確に見積もるには統計
サンプルが十分でないことがわかった．系に含まれ
る OH ラジカルの数が少なく，50 nsの計算時間では
DNA の表面に現れる回数が十分でないことがわかっ
てきた．そのため，Balasubramanianらの先行研究2)に
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(a) (b)

Figure 2. Spatial distribution of OH radicals: (a) MD snapshot and (b) probability distribution. Yellow
in (b) denotes the region preferred by OH radicals, where the probability of finding OH radicals is about
25-times higher than that in the bulk region. Reprinted from Y. Yonetani, H. Nakagawa, Chem. Phys.
Lett. 749, 137441 (2020), Copyright (2021), with permission from Elsevier.

ならって H1’–H5’における反応性の実験データとの対
応をチェックしてみたが，うまく相関を見出すことが
できなかった．これは計算時間の問題であり，十分に
長い時間をかけて統計をとることができれば相関が現
れる可能性もある．
ここでは OH ラジカルの代わりに，H2O を使って

アクセスのカウントを試みた．OHラジカルと比べる
と，H2Oの数はかなり多い．そのため，統計サンプル
としては十分である．また，H2Oの電気双極子モーメ
ントは OHラジカルのものに近く，静電相互作用は類
似している．H2Oを使った場合のアクセス数の結果を
Fig. 3(a)（横軸）に示した．縦軸は，実験から導かれて
いる反応性2) を表示している．両者の間にはっきりと
相関が確認できる．例えば，H1’ではアクセス数は小
さく，反応性は低い．一方，H5’ではアクセス数は大
きく，反応性も高い．以上のようにH2Oを使ったカウ
ントからは，損傷生成とアクセシビリティ－の関係を
はっきりと確認することができた．
次に，横軸を溶媒接触表面積 SASAの値に差し替え

たもの（Fig. 3(b)）と比べてみよう．SASA（Fig. 3(b)）
と比べるとMDのアクセスカウント（Fig. 3(a)）の方

が，少し相関がよいように見える．特に，H1’と H4’
のポイントに改善がみられる．改善の理由として，次
の 2つの可能性が考えらえる．1つは，カウント方法
が違うからである．Figure 3(a)では，MD計算で水分
子のアクセス数を実際にカウントしているのに対し，
Fig. 3(b)では，表面積を評価している．もう 1つの理
由としては，DNAの扱い方が違うことが考えられる．
Figure 3(a)では，MD計算を行っているため，DNAは
時々刻々と変動しているが，Fig. 3(b) では，DNA は
1つの構造に固定されている．

2つの理由のうち，どちらの影響が大きいのかを判
別するために，追加でテスト計算を行った．MD計算
から生成された DNA の各スナップショットに対して
SASA を計算してみた．Figure 3(c) の横軸は，SASA
の平均値を示している．Figure 3の (b)と (c)では，H1’
の結果に大きな違いがみられる．どちらも SASA を
計算しているが，DNAの扱い方が違う．したがって，
H1’の違いは DNA の構造揺らぎに起因すると考えら
れる．一方，Fig. 3の (a)と (c)と比べると，H4’の部
分に大きな違いがみられる．(a)と (c)はいずれもMD
から得られた多数の DNA構造を用いているが，評価
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Figure 3. Relation between the solvent accessibility and the DNA-radical reactivity. The DNA-radical
reactivity (ordinate) is taken from the experimental data2). The solvent accessibility (abscissa) was
evaluated in the three different ways: (a) MD access count, (b) SASA-static and (c) SASA-MD. H5’
and H2’ denote sum of the two relevant sites, H5’=H5’1 + H5’2 and H2’=H2’1+H2’2. For more
details, see the original paper8). Reprinted from Y. Yonetani, H. Nakagawa, Chem. Phys. Lett. 749,
137441 (2020), Copyright (2021), with permission from Elsevier.

方法が違う（(a)アクセスカウント，(c)SASA）．した
がって，H4’の違いは，評価方法の違いによるといえ
る．SASAの計算では，表面積といった幾何的な要素
のみを考慮しているのに対し，MDのアクセスカウン
トでは，表面積だけでなく，静電相互作用や周囲の環
境も結果に反映されている．
ランダムウォークのモンテカルロ計算による先行

研究10) とも比較しておこう．先行研究では，DNAの
構造は固定した状態で計算されている．そのため，
Fig. 3(b)（横軸）と同じように，H1’に対するアクセス
値がゼロに近くなっていた．その結果，反応性の実験
データとの相関にずれが生じていたが，先行研究10)で
は，ずれの原因として，実験データの方の不確かさが
示唆されていた．しかし，今回の結果によると，実験
データの問題ではなくて，DNA を固定して計算して
いたことが原因と考えられる．Figure 3(a)，(c)のよう
に DNAの構造揺らぎを加味して計算すれば，ずれは
改善されるからである．
原論文8) では，アクセシビリティーの配列依

存性も解析している．今回用いた DNA（5’CGC-
GATATCGCG3’）は塩基配列による影響は大きくない
ように見える．構造的にもそれほど大きな変形は見
られていない．しかし，配列によっては DNA が大き
く屈曲することも知られている．そのような場合に，
「アクセシビリティーがどのように変わってくるの
か」，そして「損傷が生じにくくなるのかどうか」と
いった点が今後重要な課題になるだろう．

4 まとめと展望

MD 計算により，DNA と相互作用する OH ラジカ
ルと水の振舞いを検証した最近の研究成果を紹介し
た．OHラジカルについては，統計性の問題もあり今
後の課題であるが，H2Oを用いた計算からは H1’–H5’
のアクセシビリティーの違いをうまく捉えることがで
きた．損傷反応の実験データとの相関も確認でき，サ
イトによる DNA損傷生成の違いが，アクセス頻度と
いった分子レベルのミクロな振舞いから生じているこ
とがわかってきた．アクセシビリティーの重要性につ
いては，溶媒接触表面積を扱った先行研究2)でも示唆
されていたが，今回MD計算を行うことで，表面積だ
けでなく，DNA の構造揺らぎや静電的な相互作用も
関係していることが新たにわかってきた．
これらは H2O を用いた計算から導かれた知見であ
るが，OHラジカルでも同じようなことがいえるだろ
うか．OH ラジカルと H2O の静電相互作用には類似
点もあり，同様の結果が得られると期待しているが，
この部分は今後検証していかなければならない．単純
にMDシミュレーションの計算時間を延ばすだけでな
く，束縛条件をうまく使ってバックボーン周辺のOH
ラジカルの配置を集中的にサンプルすることで，明ら
かにできると考えている．H2Oの結果で見たように，
OHの場合でも反応性の実験データとの相関を確認で
きれば，損傷生成とラジカルアクセスの関係を実証で
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きたことになる．逆に，そうならなかった場合は，別
の要因も関係していることになる．例えば，OH ラジ
カルが反応サイトにアクセスした後，水素の引抜き反
応が起こるが，そこでの反応の進みやすさ（反応速度
定数）がサイトによって異なる可能性を考えなければ
ならない．将来的には，化学反応を扱うことのできる
量子力学に基づく分子動力学計算15) が重要になって
くるだろう．
本研究を進める過程で，関連する話題について交流

の機会にも恵まれた．トリチウム水の生体影響は社
会的な問題となっているが，トリチウムによる DNA
損傷の解明に向けて，MD計算による検証が進められ
ている16, 17)．水と DNA損傷生成の新たな一面が明ら
かになってくることが期待される．また，Geant4 を
ベースにした量子ビーム照射計算との接点も興味深
い18, 19)．細胞内の少し大きな空間スケールにおけるラ
ジカルの拡散や DNA 近傍での振舞いについて，モン
テカルロの確率計算によるシミュレーションが行われ
ている．MD計算との接点，マルチスケールモデリン
グの実現など今後の展開が期待される．

〈参 考 文 献〉

1) C. von Sonntag, Free-Radical-Induced DNA damage
and Its Repair, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,
2006.

2) B. Balasubramanian, W. K. Pogozelski, T. D. Tullius,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95 (1998) 9738.

3) M. P. Allen, D. J. Tildesley, Computer Simulation of
Liquids, Clarendon Press, Oxford, 1987.

4) D. Frenkel, B. Smit, Understanding Molecular Simula-
tion: From Algorithms to Applications, 2nd ed., Aca-
demic Press, San Diego, California, 2001.

5) Y. Yonetani, H. Kono, Biophys. J., 97 (2009) 1138.
6) Y. Yonetani, Y. Maruyama, F. Hirata, H. Kono, J.

Chem. Phys., 128 (2008) 185102.
7) Y. Yonetani, H. Kono, Biophys. Chem., 160 (2012) 54.
8) Y. Yonetani, H. Nakagawa, Chem. Phys. Lett., 749

(2020) 137441.
9) D. Sy, C. Savoye, M. Begusova, V. Michalik, M. Char-

lier, M. Spotheim-Maurizot, Int. J. Radiat. Biol., 72
(1997) 147.

10) B. Aydogan, D. T. Marshall, S. G. Swarts, J. E. Turner,
A. J. Boone, N. G. Richards, W. E. Bolch, Radiat. Res.,

157 (2002) 38.
11) M. Spotheim-Maurizot, M. Davídková, Mutat. Res.,

711 (2011) 41.
12) E. Lindahl, B. Hess, D. van der Spoel, J. Mol. Model.,

7 (2001) 306.
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とぴっくす

抽出クロマトグラフィ用吸着材の安全性評価と放射線劣化が
分離操作に及ぼす影響

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

宮﨑 康典∗ , 佐野 雄一

Extraction chromatography is one of the developing
technologies that separates minor actinide (MA; Am,
Cm) from high-level radioactive liquid waste after re-
processing of spent nuclear fuel. Safety assessment
of the N,N,N′,N′,N′′,N′′-hexaoctyl nitrilotriacetamide-
impregnated silica-based (HONTA/SiO2-P) adsorbent was
performed by thermal property, adsorbability as well as
hydrogen gas production by gamma irradiation. In our
evaluation, the maximum dose at which the adsorbent
maintains its separation performance was estimated to
be 1 MGy, and any preventive measure such as cooling
unit or off-gas unit is not required for the safe operation,
thereby demonstrating the technical feasibility of the MA
separation process.

Keywords: extraction chromatography, gamma radioly-
sis, adsorbent, MA separation

1 はじめに

原子力発電は，地球温暖化の主要因とされる温室効
果ガスの二酸化酸素（CO2）やメタン（CH4），亜酸化
窒素（N2O）等を発生せず，安定にエネルギーが供給
可能な点で注目されている．その一方で，発電後の使
用済核燃料にはエネルギー源のウランやプルトニウム
だけではなく，高レベル放射性廃棄物に分類される核
分裂生成物（fission products: FP）やマイナーアクチノ
イド（minor actinide: MA; Am，Cm）も含まれる．現

Safety assessment of adsorbent for extraction chromatography
and effect on radiation of separation operation
Yasunori Miyazaki∗ and Yuichi Sano (The Japan Atomic Energy
Agency),
〒319–1194 茨城県那珂郡東海村 4–33 核燃料サイクル工学
研究所
TEL: 029–282–1133, E-mail: miyazaki.yasunori@jaea.go.jp

行再処理計画では，これらの核種はガラス固化処理後，
地層処分することになるが，放射性核種の閉じ込めや
人間環境への漏洩リスク，処分場面積等の課題が多く
残されている．
原子力機構では，地層処分に多大な影響を及ぼす

MA を再処理高レベル放射性廃液から分離し，高速
炉や加速器駆動システム（Accelerator Driven Nuclear
Transmutation System: ADS）によって核種変換するこ
とで，廃棄物の処理処分に係る負担を低減する「分離
変換」の研究・技術開発に取り組んでいる1)．MA の
分離方法として，主に溶媒抽出法と抽出クロマトグラ
フィ法が提案されている．前者は再処理 PUREX法と
同じ液液分離で，リン酸トリブチル（TBP）に代わり，
有機相に装荷する新規抽出剤の開発が進められてい
る2, 3). 後者は分離塔の充填吸着材を利用した固相分離
で，吸着担体の製造条件最適化等によって，分離操作
性の向上を目指している4, 5)．現在，経済性や安全性を
踏まえた，より実用的なプロセスを提示するための改
良や技術検討を行っている．
抽出クロマトグラフィの技術開発に係わる最新の
動向として，分離塔の圧力損失を抑制する大粒径吸
着材があげられる．Figure 1 に充填相とする吸着材
の模式図を示す．基本骨格の多孔質シリカ粒子（粒
子径 2.8 mm，細孔径 1.2 μm，細孔率 85 %，かさ密
度 0.2 g/cm3）は，液柱振動切断と凍結乾燥を組み
合わせた製造方法を採用している6)．そのシリカ表
面に塗布したスチレン-ジビニルベンゼン共重合体
（St/DVB）を疑似有機相として，MA と選択的に錯
形成する N,N,N′,N′,N′′,N′′-hexaoctyl nitrilotriacetamide
（HONTA）7–9) の含浸によって吸着材を調製する．分
離塔充填時には低硝酸濃度条件でのMA吸着，高硝酸
濃度条件でのMA溶離とする液の切替操作のみ要求さ
れるため，溶媒抽出法や抽出クロマトグラフィ法のこ
れまでに提示されたプロセスよりも廃液発生量の低下
だけではなく，廃溶媒処理等に係る大幅な負担低減も
期待できる．
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Figure 1. Component of the HONTA-impregnated silica-based（HONTA/SiO2-P）adsorbent.

本研究では，吸着条件の低濃度硝酸に浸漬した吸着
材に γ線照射し，吸着性能変化から充填相の交換線量
を評価するとともに，その線量で発生する水素量や吸
着材の熱的特性変化から分離塔の安全管理方法を提示
することで，プロセスの実現可能性について考察した．

2 実験方法

量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所コ
バルト 60 ガンマ線照射施設にて，0.1 M 硝酸に浸漬
した吸着材（以降，吸着材サンプルという）を線量率
4.2 kGy/h の場所に設置し，γ 線を照射した．このと
き，吸着材サンプルの固液比は 1:20とした．所定線量
（水換算）到達後に取り出した吸着材サンプルの気体
成分をシリンジで回収し，ガスクロマトグラフィー質
量（GC/MS）分析装置に注入することで，水素濃度を
定量した．式 (1)により水素濃度（ppm）を水素発生量
（molecules/g）に変換し，線量（kGy）に対する傾きか
ら水素発生 G-値を算出した．

水素発生量 = V × S ×CH × NA

k ×W × ρ (1)

ここで，V は水素の発生体積（mL），S は水素の気体
密度（g/mL），CH は水素濃度（ppmまたは 10−6），NA

はアボガドロ定数（molecules/mol），kは水素のモル重
量（g/mol），W は液体積（mL），ρは液密度（g/mL）を
それぞれ示す．

GC/MS 分析後の吸着材サンプルを固液分離し，得
られる吸着材の一部を熱重量示差熱（TG/DTA）分析
に，残りをバッチ形式の吸着試験に供した．吸着材と
0.1 M 硝酸の Eu3+ 含有フィード液を固液比 1:20で混

合・振とうし，固液分離後のろ液を誘導結合プラズマ
（ICP）分析に供するとともに，式 (2)から吸着分配係
数を算出した．

Kd =
(Cf −Ci)

Cf

V
W

(2)

ここで，Ciと Cf は振とう前後の金属濃度，V はフィー
ド液容量，W は乾燥吸着材の重量をそれぞれ示す．

3 水素の発生 G-値

Figure 2に線量に対する吸着材サンプルと 0.1 M硝
酸の水素発生量をそれぞれプロットした．どちらの
場合でも線量に比例した水素発生が認められた．ま
た，硝酸のみに比べて，吸着材の硝酸浸漬によって約
3倍量となる結果が得られた．それぞれの水素発生 G-
値は，吸着材サンプルで 8.6 × 10−2 molecules/100 eV，
0.1 M硝酸で 3.0 × 10−2 molecules/100 eVと算出した．
本実験は密封ガラス容器を用いた閉鎖系で，例えば
2.1 MGy照射したガラス容器内部の液は加圧されてお
り，水素生成反応が気液平衡状態ではないため，文献
値9, 10) よりも小さい水素発生 G-値となった．
現時点で SiO2 と St/DVB の界面構造は不明である
が，SiO2 から放出された電子の界面移動によって，水
素の前駆体である水和電子の収量増加が報告されて
いる12, 13)．また，St/DVB と類似するパラメチルスチ
レンの多量体や共重合体の場合，γ線による電離や電
子励起で主鎖の-(C6H5)CH-CH2-から水素原子を放出
し，-(C6H5)C•-CH2-にラジカル化するとともに，残る
水素原子の引き抜きまたは放出による水素生成にとも
なって-(C6H5)C=CH-に組み換えられる14).高分子中に
存在する HONTAの放射線分解機構は明らかではない

28 放 射 線 化 学



抽出クロマトグラフィ用吸着材の安全性評価と放射線劣化が分離操作に及ぼす影響

Figure 2. Dose dependence of hydrogen gas
yield of the HONTA/SiO2-P adsorbent in 0.1 M
HNO3 and 0.1 M HNO3.

ものの，水素の発生要因としてアミド基側鎖の炭化水
素があげられる．Hexaneや n-dodecaneから発生する
水素の線量依存性と同様に15)，γ線による励起状態等
からのエネルギー緩和で，オクチル基からの水素原子
放出が予想される．これらを踏まえると，吸着材の硝
酸浸漬によって，水の放射線分解に加え，吸着材成分
が相互作用することで，水素の発生Ｇ-値が上昇したと
考えられる．

4 熱的特性変化

Figure 3に，空気雰囲気で測定した吸着材の TG/DTA
分析結果をそれぞれ示す．370 K–500 Kの温度領域を
HONTA，500 K–900 Kの温度領域を St/DVBとして区
別することで16, 17)，γ線による吸着材の熱的特性変化
を評価した．線量増加にともなって HONTAの発熱開
始温度は上昇し（未照射は 400 K，0.7 kGyは 426 K，
1.0 MGy以上で 433 K），含浸重量分率は 1.1 MGy以
上で 4 % から 3 % に低下した．重量減少分は，水溶
性劣化物として浸漬液に溶出したと考えられる．その
一方で，St/DVBの発熱特性や重量に変化はみられな
かった．したがって，吸着材劣化による発熱開始温度
の低下や発熱量の増大等はなく，室温での分離操作に
おいて，冷却機器の導入による熱的対策や管理は必要
ないといえる．

5 吸着性能変化

Figure 4 に線量増加にともなう吸着材の Eu3+ に対
する分配係数の変化を実線で示す．吸着性能の低下は

Figure 3. Differential thermal analysis (DTA,
top) and thermogravimetry (TG, bottom) of the
HONTA/SiO2-P adsorbent.

Figure 4. Adsorption distribution coefficient
of the HONTA/SiO2-P adsorbent. Eu3+ is exper-
imentally determined in 0.1 M HNO3. Other el-
ements are estimated from the distribution coef-
ficients in 0.5 M HNO3 using the slope of Eu3+.

Eu3+ と錯形成する HONTA の放射線分解に起因する
ため，回帰直線の傾きを放射線による影響と見なすこ
とができる．
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ここで，分離操作による酸濃度の変動をなくすこと
を目的として，0.5 M硝酸を基本とするMAと希土類
元素（Ln）の相互分離を検討した．0.5 M硝酸で調製
したフィード液と未照射吸着材を用いて，実験的に取
得した各元素の分配係数と，放射線による影響を想定
したMAと Lnの分配係数の変化を Fig. 4に点線で示
す．ここで，Am3+ と Cm3+ はほぼ同じ分配係数のた
め，区別がついていないことに留意する．これらの値
と Table 1 の分離条件により，総括物質移動係数モデ
ル18) でクロマトグラムを計算するとともに，MA と
Lnが相互分離可能な線量を考察した．

Figure 5(a)–(c)に，線量ごとに計算したクロマトク
ラムを示す．実際の分離操作では，充填相を 0.5 M硝
酸でコンディショニングしておき，フィード液を 2 mL
供給後，洗浄・溶離液を 150 mL供給することになる．
横軸は充填相を満たすための液容量であり，本稿では

Table 1. Numerical parameters for the simu-
lated chromatogram.

specific gravity 2.30 (g mL−1)

Adsorbent density 0.20 (g mL−1)

porosity 0.85

specific surface area 42 (m2 g−1)

internal diameter 0.90 (cm)

length 30 (cm)

Filled-up volume 19.08 (mL BV−1)

column weight 4.77 (g BV−1 )

porosity 0.42

specific surface area 2 × 106 (m2 m−3)

volume 2 (mL)

Liquid wash·eluent 150 (mL)

flow rate 0.23 (mL min−1)

Am(III) 2.0 (mM)

Components Cm(III) 0.5 (mM)

in the La(III) 2.0 (mM)

feed liquids Nd(III) 7.0 (mM)

HNO3 0.5 (M)

Wash·eluent HNO3 0.5 (M)

Overall mass

transfer 2 × 10−9 (m s−1)

coefficient

慣例に従い，ベッドボリューム（BV）を単位とした．
縦軸はフィード液と回収液の元素濃度比（C/C0）とし
た．クロマトグラムの 1�はフィード液がコンディショ
ニング液と置き換わるまでの死容量またはデッドボ
リューム（DV）， 2�はフィード液， 3�は洗浄・溶離液
をそれぞれ示している．Figure 5(a)に示す充填直後の
分離塔では，フィードしたMAが吸着し，洗浄・溶離
液の供給とともに分離塔から少しずつ排出される一方
で，Lnは吸着せず，洗浄・溶離液によって速やかに分
離塔から排出される．このように，MAと Lnの吸着・
溶離挙動においても分配係数が支配的であることがわ
かる．ただし，Amと Cmは同じ分配係数を用いたた
め，クロマトグラム上で区別がついていない．
放射性核種の分離を繰り返すことで充填相が受ける
積算線量が増加し，分配係数の低下によって，MAと
Lnの吸着・溶離挙動に影響を及ぼす．実際に，Fig. 5(b)

Figure 5. Simulated chromatogram of Ln3+

and MA3+ from the estimated partition coeffi-
cient of Eu3+ at (a) unirradiated, (b) 1.0 MGy,
(c) 2.1 MGy. The inlet in the chromatogram is
the expansion between 0 BV and 2 BV.
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Figure 6. Evaluation of the irradiation and hydrogen gas production in the separation column.

と Fig. 5(c)の計算クロマトグラムでMAと Lnの相互
分離性の低下傾向が示唆された．例えば，1.0 MGyで
はMAと Lnはそれぞれ 3 BVと 1 BVに濃縮されるも
のの，ピークが重ならないため，相互分離が可能であ
る．2.1 MGyになるとMAと Lnの濃縮が進み，洗浄・
溶離液の供給 1 BV以内でピーク同士が接近し，重な
りが生じる．つまり，MA と Ln の相互分離が困難な
状況となる.
本計算はあくまで γ線による吸着材劣化をもとに考

察したが，実廃液には γ線だけではなく，α線や β線
を放出する核種が共存し，線量率も 4.2 kGy/h以上の
ため，分配係数はより顕著に低下すると予想される．
ここでは，保守的な観点から，充填相交換の目安線量
を 1 MGyとして分離塔の管理方法を考察した．

6 分離塔の管理方法

Amと Cmの発熱量を 8.26 × 10−2 W/gと 2.78 W/g，
放射能を 9.01 × 1010 Bq/gと 1.17 × 1011 Bq/gにそれぞ
れ設定し，Table 1に示す分離条件のもと，フィード後
における 1 BVと 8 BV（1サイクル）の洗浄・溶離液の
供給が分離塔に与える熱量や積算線量等を評価した．
Figure 6 にその結果を示す．Figure 2 から算出した水
素の発生 G-値から，1 BVの液供給ごとに発生する水
素量を 2.02×1016 moleculesと試算した．この値は，充
填相体積当たりの水の溶解量よりも 2桁程度小さく，
水の放射線分解で発生する水素は洗浄・溶離液に容
易に溶解し，分離塔から排出されることになる．よっ
て，連続的に液供給する分離操作において，水素発生

を考慮した特別な安全措置は必要ないことになる．ま
た，1 サイクルの分離操作に要する時間を 11 時間と
して，MAが分離塔から排出されるまでの積算線量を
6.20 kGyと見積もった．充填相の交換目安 1 MGy に
到達するまでに 161サイクルが可能である．Figure 3
の通り，1 MGyにおける吸着材劣化（e.g. 熱的特性変
化）は安全上で問題にはならず，冷却等の新たな熱的
対策が必要ないことはすでに述べた通りである．

7 まとめと今後の展開

本稿では，原子力機構が取り組んでいるMA分離技
術の 1つである抽出クロマトグラフィの動向について
紹介した．特に，圧力損失を抑制する大粒径吸着材の
γ線に対する性能変化や熱的特性変化等から，充填相
交換の目安線量や分離塔の安全管理を提示した．これ
までの研究では吸着材の主に分離性能に注目してきた
が，放射線による吸着材の影響や充填相の交換頻度等
を数値化することによって，プロセス成立性の見通し
が得られ，工学規模の設備設計等に反映するものであ
る．今後，化学工学の観点から，実用化に向けて，線エ
ネルギー付与（LET）の違い（e.g. α線や β線）やより
高線量率の環境下における吸着材の劣化挙動評価を評
価する必要がある．また，分子科学の観点からは，疑
似有機相を形成する高分子だけではなく，高分子中に
弱く相互作用する HONTAのエネルギー緩和を取り扱
うため，吸着材の放射線分解機構は興味深いものとな
る．MA分離の研究や技術開発には複雑系にも対応す
る高度な計算処理や in-situの分析手法等が要求され，
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今後のさらなる発展が期待される．
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とぴっくす

極端紫外線フェムト秒レーザーを用いた高精度材料加工

産業技術総合研究所計量標準総合センター
澁谷達則∗,黒田隆之助,大島永康

東京大学大学院工学系研究科光量子科学研究センター
坂上和之

High-precision laser processing is becoming more and
more important in various fields such as next-generation
automobile technology, telecommunication technology,
and biotechnology. In general, it has been known that
the pulse duration is important for high accuracy and that
the shortening of the pulse duration reduces cracks or
heat-melted regions. Here, we investigated whether the
degree of morphological change in the material could be
changed by varying other optical parameters. Further-
more, taking advantage of this contribution, we succeeded
in the high-accuracy processing of fused silica, which is
difficult to process with a conventional femtosecond laser.

Keywords: extreme ultraviolet, ultrafast X-ray laser,
radiation processing, laser material processing

1 はじめに

レーザー加工は，光–電子間および電子–格子間の相
互作用がダイナミックかつ複雑に絡みあうことで材
料の形状や結晶状態が変化する現象を利用するもので
あり，近年，自動車技術，通信技術，バイオテクノロ
ジー技術などさまざまな分野への応用が期待されてい
る1–3)．このレーザー加工技術を最終的に得られる材
料形状（形態的な終状態）から分類すると，溶接技術
と切断技術の 2つに大別することができる．レーザー

High precision material processing by extreme ultraviolet fem-
tosecond pulses
Tatsunori Shibuya∗, Ryunosuke Kuroda and Nagayasu Oshima
(National Metrology Institute of Japan, National Institute of Ad-
vanced Industrial Science and Technology (AIST)), Kazuyuki
Sakaue (Photon Science Center of the University of Tokyo (UT-
PSC)),
〒305–8568つくば市梅園 1–1–1つくば中央第二事業所
TEL: 029–849–1628, E-mail: t-shibuya@aist.go.jp

光源におけるパラメータの観点からは，前者は連続波，
後者（特に高精度切断）はマイクロ秒以下のパルス幅
をもつレーザーを用いることが多い．これは，連続波
あるいはパルス幅が長い場合，材料の熱伝導性に応じ
たレーザーの出力（パワー）調整を行うことで材料の
融点と沸点の間の温度を制御することができるためで
あり（短パルスの場合，材料が急激に沸騰するため温
度制御できない），反対に，パルス幅が短い場合，材料
局所への熱付与を効果的に引き起こすことができ，瞬
間的に照射部のみに沸点や融点を超える熱エネルギー
を付与できるためである．このパルス幅の例のよう
に，さまざまなパラメータ（たとえば，パルス幅や出
力，波長など）が，材料形状や結晶状態などに及ぼす
影響を明らかにすることができれば，レーザー加工の
適用範囲はさらに広がり，最終的には，熱溶解や亀裂
が少ない高品質な加工の実現が期待される．
著者らは，光による材料加工の基本的な特性を解明
し，従来技術では困難であった材料の加工精度や形状
を実現することのできる新しい光源や加工技術に関
する研究開発を行っている．本稿では，著者らが世界
ではじめて実現したレーザー加工における光学的減衰
長の役割の解明，および，この解明したメカニズムに
基づいて難加工材料の代表格である石英ガラスの高精
度加工に成功した研究結果を報告する．これらの結果
は，極端紫外線領域でのフェムト秒レーザー加工とい
う新しい加工法を確立しただけでなく，可視から赤外
線領域でのフェムト秒レーザー加工における光学的減
衰長の及ぼす影響についての重要な知見を与える．

2 光学的減衰長の役割の解明

レーザー加工では，光エネルギーが，一部，表面で
反射され，残りが材料中で特定の減衰長さ程度の領域
に吸収される．表面反射に関連した測定はエリプソメ
トリー法4) や時間分解過渡反射分光計測5) によって，
精度よく計測することが可能となっている．しかし，
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Figure 1. Results of silicon irradiated with the fluence of 0.11 J/cm2 at the wavelength of 10.3 nm.
(a) surface image obtained by laser scanning microscopy. (b) cross-section image from A-A’ of (a). (c)
enlarged view of the small square gray frame in (b). (d) diffraction images of regions 1, 2, and 3 in (c),
which the view of the orientation is 011. (b–d) are obtained using transmission microscopy (TEM).

材料内部で特定の減衰長さ，いわゆる，光学的減衰長
を測定することは材料の内部を直接測定する必要があ
るため，これまでは極めて困難であった．そこで，著
者らが考案したのは，光学的減衰長が大きく異なり，
他のパラメーターがほとんど変化しない 2 つの条件
で照射を行い，照射後に形状や結晶状態を比較するこ
とで，光学的減衰長の効果のみを抽出するという手法
である．極端紫外線領域では，内殻電子励起由来の吸
収端を挟み込むようにわずかに異なる波長の光を利用
することで，光学的減衰長を大きく変えられることに
加え，可視光や紫外線に比べ，プラズマ遮蔽の影響を
受けにくいという利点がある．これらの理由から，本
研究では，波長 10.3 nm（光子エネルギー 120 eV）と
13.5 nm（光子エネルギー 92 eV）の 2 つの異なる波
長の光を用いて，単結晶シリコン（L吸収端: 99.2 eV
（L3）と 99.8 eV（L2））を垂直方向から単一パルスで
照射し，照射痕の結晶状態を調査した．シリコンの光
学的減衰長は波長 10.3 nmと 13.5 nmの場合，それぞ
れ 42 nm と 588 nm であり6)，一桁以上異なる値を用
いて比較を行うことができる．実験は，パルス幅 70 fs
で波長可変な理化学研究所X線自由電子レーザー施設
SACLAの軟 X線ビームライン BL1で行った．
照射後，レーザー顕微鏡と透過型電子顕微鏡（TEM）

(a) (b)

1
1

Figure 2. Results of silicon irradiated at the
wavelength of 13.5 nm. (a) cross-section im-
age as with Fig. 1(b). (b) diffraction images of
region 1 in (a). (a, b) are obtained using trans-
mission microscopy (TEM).

を用いて，試料を照射面方向および照射部を垂直に縦
割りカットした断面方向から観測した結果をそれぞ
れ Fig. 1 と Fig. 2に示す．Figure 1に示したのは波長
10.3 nmの照射結果である．Figure 1(a)は，レーザー走
査型顕微鏡の観測像であり，また，図中に示したA-A’
断面を集束イオンビーム装置（FIB）を用いて切り出す
ことで，Fig. 1(b)の断面観測を行った．Figure 1(c)に
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は Fig. 1(b)の矢印で示した箇所を，TEM を用いて高
倍率（×1,000,000）で観察した結果を示す．レーザー
照射によって変質した箇所の電子線回折像を取得した
ところ，1の箇所でアモルファス構造由来のデバイリ
ングが観測された（Fig. 1(d1)）．同様に，波長 13.5 nm
の結果を Fig. 2 に示す．Figure 2(a) が TEM 断面像，
Fig. 2(b)は電子線回折像である．Figure 2(a)に示した
1の箇所は Fig. 2(b)を取得した箇所であり，レーザー
照射によって形成された熱溶解部に相当する．これら
の結果から，波長 13.5 nmでは，照射部は単結晶であ
ることがわかった．このような電子顕微鏡を用いた形
状や結晶状態の精密な評価はサンプリング数を増や
すことが困難であるため，照射部領域の位置依存性の
分析には，ラマン分光を適用した．Figure 3(a) には，
図中挿入絵のように直線に沿った測定点のうち，0と
7の点でのスペクトルを示す．0 の点では典型的な単
結晶（c-Si）に近く，7 の点では典型的なアモルファ
ス（a-Si）に近いスペクトルが得られた．Figure 3(b)に
は，レーザーラマン顕微鏡で測定したアモルファス層
厚さのマッピング結果を示した．ラマン分光を用いた
一連の分析は，光学的減衰長がより短いケースである
波長 10.3 nmの照射部のみで，広範囲にわたって Si結
晶がアモルファス構造に変化したことを示している．
詳細な分析の手順については，参考文献7, 8) を参照し
ていただきたい．
フェムト秒パルスのレーザー照射によって形成され

たアモルファス構造は，同箇所が高温となった後に急
冷されたことを示唆している．また，過去の研究報告
例からアモルファス化が起きた場合，その周辺部では
熱溶解や亀裂が形成される領域が小さいことが知られ
ている9)．波長 10.3 nm の光学的減衰長が短い場合，
熱溶解や亀裂が観測されなかったのに対して，波長
13.5 nmの光学的減衰長が長い場合，シリコンの熱溶
解や亀裂が観測された．光学的減衰長が短いと加工し
たい局所にのみ限定的にエネルギー付与しやすく，高
精度加工に有利に働いたと解釈できる8)．これらの結
果から，光学的減衰長が短い場合，良質な加工特性を
得られることが期待される．

3 石英ガラスの精密加工

石英ガラスは，透光性・耐熱性・耐薬品性に優れて
おり，すでにさまざまな製品の部材として利用され
てはいるが，脆性材料であるため加工が難しく，高精
度加工法の実現は，広く産業界から需要がある．そこ
で，前述した「光学的減衰長が短い場合，加工が高精

0 7

(a)

(b)

Figure 3. Results of spectroscopy of the point
irradiated at the wavelength of 10.3 nm and the
fluence of 0.17 J/cm2. (a) Raman spectra and
an optical image of the analyzed surface. (b) a
mapping of amorphization thickness.

度化できる」という事実に基づいて，石英ガラスにも，
同様の視点でレーザー加工実験を行った．石英ガラス
は波長 10 nm近傍での光学的減衰長が約 100 nmと短
い値をもつ材料であり，高精度に加工できる可能性が
あった．Figure 4には波長 13.5 nmで石英ガラス（厚
み 0.5 mm）を繰り返し 30 Hzでマルチショットした結
果を示す．断面出しは FIBを用いて行い，観測もこの
イオンビームを利用した走査型イオン顕微鏡を用いて
行った．
ショット数は，それぞれ (a) 80，(b) 100，(c) 200，

(d) 400 パルスであった．Figure 4 から明らかなよう
に，材料の一部が吹き飛んで生じた縦穴（クレーター）
は，ショット数の増加とともに深くなった．図には示
していないが，ショット数が約 3000パルスに達した
時，厚さ 0.5 mmの石英ガラスを貫通した．いずれの
ショット数の場合も，熱溶解や亀裂等は観測されず，
難加工材料である石英ガラスの高精度加工が実現し
た10)．さらに，波長 10.3 nmを用いて石英ガラスを照
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30 μm

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4. Cross-section images of multiple-
shotted crater using a focused ion beam. The
number of irradiations is 80 (a), 100 (b), 200 (c),
and 400 (d). The black part is silica glass, and
the gray-like part is a metal coating, which pro-
tects the silica surface from ion beam damage
during fabricating the cross-section.

射する実験を行ったところ，波長 13.5 nmと同様に熱
溶解や亀裂等は観測されず，シリコンと石英ガラスの
双方の加工状態が光学的減衰長に強く依存している結
果を得た．

4 まとめ

本研究では，レーザー加工における材料中の光学的
減衰長が及ぼす影響について調べるため，フェムト秒
パルス幅の極端紫外線レーザーを，光学的減衰長のみ
が大きく異なり他のパラメーターがほとんど変化しな
い 2つの条件にて単結晶シリコンを照射し，形成され
た照射痕を電子顕微鏡等を用いて比較分析した．その
結果，光学的減衰長が長い条件では，その周囲部に熱
溶解や亀裂が確認されたのに対して，光学的減衰長が
短い条件では，急冷によるアモルファス化が確認され
た．さらに，この得られた知見に基づいて，光学的減

衰長が短い条件を用いてレーザー加工を実施すること
によって，難加工材料である石英ガラスの高精度な加
工を実現することに成功した．この研究結果は，極端
紫外線フェムト秒レーザー加工の有用性をはじめて示
したものである．今後，光源の小型化や機能化が進む
につれ，利用しやすいものになってくると考えられる．
特に，レーザープラズマ誘導 X線レーザーや高次高調
波光源などによる極端紫外線フェムト秒レーザー光源
の進展が期待される．
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とぴっくす

サツマイモ害虫ゾウムシ類の不妊虫放飼による根絶防除

帯広畜産大学　 熊野了州∗

The sterile insect technique (SIT) is an insect pest control
method involving the mass-rearing and sterilization, using
radiation, of a target pest, followed by the systematic area-
wide release of the sterile males, where they mate with
wild females in no offspring and a declining pest popula-
tion. This technique is an environmentally friendly method
to control and even eradicate agricultural and veterinary
insect pests without using chemical pesticides in excess.
The effectiveness of SIT depends on the ability of released
sterile males to mate with and inseminate wild females.
The use of γ-radiation to induce sterility, however, neg-
atively affects both somatic cells as well as reproductive
cells. Consequently, the mating performance of sterilized
individuals decreases drastically over time. The West In-
dian sweet potato weevil Euscepes postfasciatus and sweet
potato weevil Cylas formicarius are significant pests of
sweet potato Ipomoea batatas in both the tropics and sub-
tropics, including Japan. At present, the distribution of
these weevils in Japan ranges from the southern part of the
Ryukyu Islands to the Amami Islands. Although an SIT
eradication program for these weevils is in progress in Ok-
inawa Prefecture, the negative effects of sterilization had
hindered the progress of the eradication program for these
weevils. Here, we will give an overview of the weevil
eradication program and describe a sterilization method,
partial sterilization and fractionated dose irradiation that
improves the mating ability of sterile males.

Keywords: Euscepes postfasciatus, Cylas formicarius,
area-wide pest control, sterilization, fractionated-dose ir-
radiation

Eradication of the sweet potato weevils using the sterile insect
technique
Norikuni Kumano∗ (Obihiro University of Agriculture and Vet-
erinary Medicine),
〒080–8555 北海道帯広市稲田 2–11帯広畜産大学環境農学
研究部門
TEL:0155–49–5490, E-mail: nrkumano@obihiro.ac.jp

1 はじめに

不妊虫放飼法（sterile insect technique; SIT）とは，大
量増殖した害虫を「不妊化」したのちに野外に放飼し，
不妊雄と交配した野生雌の卵の発生を妨ぐことで，次
世代の個体群を減らす害虫防除の方法である．この手
法は，対象とする昆虫の配偶行動を利用した防除であ
るため，農薬を利用することなく対象とする害虫個体
群だけを管理することができる．また，継続的に一定
数の不妊虫を放飼することで対象害虫が減少すると，
野生虫に対する不妊虫の割合が高まり，不妊虫はより
野生虫と交尾しやすくなるため，防除効果が加速度的
に進むという特徴を持つ1)．不妊虫放飼法の効果は，
1954年に中米ベネズエラ北部にある面積 444 km2 の
オランダ領キュラソー島（日本の種子島とほぼ同じ面
積）で、家畜に甚大な被害をもたらすラセンウジバエ
（Cochliomyia hominivorax）で実証され，以降，ハエ目
を中心に，世界中の広域的な農業害虫や衛生害虫の防
除で利用されている2)．日本でも、1970年代から小笠
原諸島，奄美・沖縄の南西諸島で不妊虫放飼法が用い
られ，3種のミバエ類 (ミカンコミバエ、ウリミバエ、
ナスミバエ）根絶に成功したのに加え1)，2012年には
世界で初めてコウチュウ目であるサツマイモの害虫
のアリモドキゾウムシを沖縄県久米島で3)，2021年に
は沖縄県津堅島でもアリモドキゾウムシを根絶してい
る．農業振興や植物防疫上大きな利益をもたらす害虫
の根絶には，放射線による昆虫の不妊化が不可欠であ
る．本記事では特に，ゾウムシ類の不妊虫放飼と，不
妊虫放飼に関連して行われてきた照射のダメージを軽
減する不妊化技術について紹介する．

2 昆虫の不妊化

ハーマン・マラー（Hermann J. Muller）は，ショウ
ジョウバエにX線を照射すると人為的に突然変異を誘
発できることを発見し4)，1946年にノーベル生理学・
医学賞を受賞した．この原理を利用し，致死的ではな
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い適度な放射線を雄に照射すると，生殖細胞の染色体
に優性突然変異や転座などの異常を引き起こし，正常
な配偶子の生成やそれに続く有糸分裂の阻害，受精卵
や胚の死を誘引するため，次世代を生み出さない5, 6)．
エドワード・ニップリング（Edward F. Knipling）はこ
の仕組みを野生の害虫個体群に適用し，累代飼育によ
り施設で大量に対象害虫を生産し，それを不妊化して
継続的に野外に放飼すると，野生個体群が縮小し，や
がては絶滅に至るという不妊虫放飼法を発案し，先述
したキュラーソー島での実証実験を行った7)．この功
績により，彼は 1995 年日本国際賞を受賞している．
不妊虫放飼法では，放飼した不妊雄が分散して野生雌
を見つけ，求愛し交尾することで，野生雌は次世代を
生産する機会を失うことになる．しかし，放飼された
不妊雌が野生雄と交尾しても，野生雄の精子を無駄遣
いさせることはあっても個体群サイズを縮小させる
ほどの強力な効果はない．そのため，不妊虫放飼法で
は，防除効果を生み出す高い交尾能力を持つ不妊雄を
放飼することが重要になる．増殖虫の累代飼育や飼育
環境，不妊化などは生産された虫の品質である「虫質」
を劣化させるため，不妊虫放飼による防除を効率的に
進めるには不妊虫の虫質の維持，向上が不可欠になる．
不妊虫放飼法では，安全かつ大量の昆虫を不妊化す

るために，60Co や 137Cs を γ 線源として用いること
が一般的である5)．The International Database on Insect
Disinfestation and Sterilization（IDIDAS）には，節足動
物の不妊化を用いた防除や研究のために，360 種以
上の不妊化線量に関する情報がまとめられている5, 8)．
昆虫は未熟な段階では成長が不連続で，脱皮や変態の
過程でのみ細胞が活性化するため9, 10)，哺乳類に比べ
放射線感受性が低く，完全に不妊化するには 7.5 Gy–
900 Gy が必要になる．この時，放射線の照射は，目
的とする生殖細胞だけではなく体細胞にも影響を与
えるため，不妊化に必要な高い線量は虫質を劣化させ
る5, 11, 12)．一般に，不妊化の程度と虫質はトレード・
オフの関係にあり，強い線量は妊性を完全に奪うと
同時に，不妊虫の短命化や交尾能力を低下させる．一
方で，弱い線量はある程度の虫質を維持できるが，完
全不妊化には不十分である．成虫はすでに分化した細
胞で構成されるため，幼虫や蛹に比べて放射線感受性
が低い13)．また，種や性によっても放射線感受性は異
なり5)，果樹の害虫として知られるコドリンガ Cydia
pomonellaの雄を不妊化するには，蛹期では 200 Gy，成
虫では 300 Gy–400 Gyをそれぞれ必要とし，世界的な
果実と野菜の害虫であるチチュウカイミバエ Ceratitis
capitataの雄の不妊化には蛹期で 100 Gy，同じハエ目

のショウジョウバエ Drosophilidaeは 140 Gyが必要に
なる．生物の放射線感受性は，気温や酸素分圧といっ
た照射時の環境も影響する5)．不適切な条件での照射
による虫質低下は不妊虫放飼の効果を下げ，事業全体
のコストを引き上げるため，不妊虫放飼法の実施にあ
たっては，対象とする種の放射線生物学的特性を踏ま
え，放飼虫の妊性を抑えつつ虫質を維持する最適な不
妊化線量を決定する必要がある．
国際原子力機関（International Atomic Energy Agency;

IAEA）と国連食糧農業機関（Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations; FAO）は放射性物質を
用いる昆虫の不妊化技術の開発，応用，普及を主導
し，世界各地で農業害虫や衛生害虫の防除事業を進め
ている2, 14)．これまで多くの事業で放射性物質を利用
した昆虫の不妊化が行われてきたが，近年，放射線源
の取り扱いの困難さやテロリズムへのリスクを回避す
るために，電子ビームや X 線を利用した照射技術の
開発が奨励されている5, 15, 16)．例えば，スペインのバ
レンシアにあるチチュウカイミバエの大量増殖施設で
は，不妊化線源として電子ビーム（Rhodotron TT200
[10 MeV, 8 mA]: Ion Beam Application, Belgium）が用
いられ，ブラジルのチチュウカイミバエやアカイエカ
Aedes aegypti，コスタリカのチチュウカイミバエの防
除では，不妊虫放飼のために開発された，ターゲット
金属として金を用いる X線照射装置（RS2400 [ブラジ
ル: 125 keV, 18 mA;コスタリカ: 150 keV, 45 mA]: Rad-
Source Technologies, USA）が実用化されている5, 17)．
スペインでチチュウカイミバエは 95 Gyで不妊化され
ているが，この線量は，他国で行われている 60Coによ
る不妊化線量（90 Gy–145 Gy）と違いはない5)．X線
照射装置は数千時間ごとにX線管を交換すればよいた
め，メンテナンス上の利点があるが，γ線照射装置に
比べ連続運転の信頼性が低いとされている15)．不妊化
が不十分な虫の放飼は，防除効果の低下につながるた
め，放飼する不妊虫に対して所定の線量が照射されて
いるのかを日常的に確認できるシステムを構築するこ
とも重要になる18)．

3 日本における不妊虫放飼

日本の植物防疫法は，大きな経済的被害をもたらす
一部の侵入性農業害虫を特殊害虫に指定し，特殊害虫
が生息する地域から未発生地域への害虫とその寄主植
物の移動を規制することで，害虫の蔓延を防いでいる．
南西諸島は地理的に東南アジアに近く，多くの南方性
害虫の侵入と定着が報告されている19, 20)．例えば，ニ
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ガウリやキュウリのウリ科やピーマンやトマトのナス
科に寄生するウリミバエは，1919年に八重山群島で発
見されて以降北上を続け，1974年には奄美群島全域に
まで生息域を広げていた．また，柑橘類やトマトに寄
生するミカンコミバエは，1918年に沖縄本島で発見さ
れ，1929年には奄美群島全域にまで生息域を広げ，同
時期に東京都の小笠原群島でも発見されていた．こう
した害虫の分布は，島嶼地域の農業振興だけでなく，
国内防疫でも大きな損失となっており，1972 年より
沖縄県久米島のウリミバエを対象に，わが国最初の不
妊虫放飼法による根絶実験が行われ，1978 年には同
島での根絶が確認された．その後，南西諸島ではウリ
ミバエを，小笠原諸島ではミカンコミバエを対象に不
妊虫放飼法による根絶事業が計画され，沖縄本島，奄
美大島，小笠原父島にミバエ類の大量増殖施設と不妊
化施設を建設し，これらの島々での根絶事業が順次進
められた．ウリミバエの侵入が日本で最も早く記録さ
れた八重山群島でも 1993年に根絶が成功し，南西諸
島では雄除去法によって根絶されたミカンコミバエと
合わせ，74 年ぶりに特殊病害虫に指定されるミバエ
類が国内から一掃された．こうした根絶事業のおかげ
で，現在ではミバエ類の寄主植物の移動（南西諸島か
らの出荷）が自由にできるようになっている21, 22)．し
かしながら，現在も南西諸島からの農作物の移動が無
条件に行われるわけではない．その理由は，小笠原諸
島と南西諸島には，サツマイモ Ipomoea batatasを含む
ヒルガオ科植物の世界的な大害虫であるイモゾウムシ
Euscepes postfasciatus（Fig. 1a）とアリモドキゾウムシ
Cylas formicarius（Fig. 1b）が現在も発生するためであ
る．そのため，現在も南西諸島では不妊虫放飼法を利
用してこれら 2種のサツマイモ害虫に対する根絶防除
事業が行われている．

4 サツマイモ害虫の 2種のゾウムシの生態

イモゾウムシ（以下イモゾウと略す）は体長が約
3.5 mm，アリモドキゾウムシ（同アリモドキ）は体長
5 mm–7 mm 程の甲虫で，両種ともに熱帯・亜熱帯地
域に広く分布し，成虫・幼虫ともにサツマイモを始め
とするヒルガオ科植物を食害し，卵から羽化までを主
に塊根内で過ごす23–26)．成虫寿命は長く，イモゾウで
約 240日25)，アリモドキで約 100 日27) である．サツ
マイモはこれらゾウムシ類の食害を受けると被害部で
苦味や臭みの原因物質で強毒性のイポメアマロンやク
マリン等の生理活性物質を生産する28)．サツマイモの
栽培地域の大部分はイモゾウやアリモドキの分布域と

重なっており29, 30)，これらゾウムシ類の存在はサツマ
イモ栽培上の大きな問題となっている．本記事では詳
しく述べないが，アリモドキとイモゾウの生態学的知
見がまとめられている31, 32)．興味のある方はそちらも
参考にしていただきたい．
両種ともに日本には分布しなかったが，アリモド
キは 1903年に沖縄で，イモゾウは 1905年に小笠原，
1947年に沖縄で確認され，その後分布域を広げ，現在
は南西諸島全域と小笠原諸島に分布している．土中の
塊根内で過ごすゾウムシ類を農薬で防除するのは難し
い．問題の根本的な解決にはゾウムシ類の根絶しかな
く33)，その手段として不妊虫放飼法が最も効果的であ
ると考えられている．1988年からは鹿児島県喜界島
のアリモドキを対象に，1990年からは沖縄県久米島の
イモゾウを対象に，不妊虫放飼法を防除技術の核と位
置づけた根絶技術確立事業が始まり，それぞれ根絶実

a)

b)

Figure 1. Weevils during mating. a) Sweet-
potato weevil Cylas formicarius, b) West Indian
sweet potato weevil Euscepes postfasciatus.
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証事業を経て，2001年からは久米島でのアリモドキ
を防除対象に加えた根絶防除事業として進められてい
る34)．
サツマイモ害虫のゾウムシ類に対する根絶防除事

業では，アリモドキを 200 Gy，イモゾウを 150 Gyで
それぞれ完全不妊化し，防除対象とするエリアに週に
1度，ヘリコプターを用いた航空放飼もしくは人手に
よる地上放飼が行われてきた32)．本記事では根絶防除
事業の詳細は割愛するが，これら事業の成果として，
2012年に沖縄県久米島で，世界で初めてコウチュウ目
のアリモドキを根絶し3)，2021年には沖縄県津堅島で
もアリモドキを根絶（沖縄タイムス 2021年 4月 17日;
琉球新報 2021年 4月 17日）している．

5 ゾウムシ類の不妊化

先で述べたように，サツマイモ害虫ゾウムシ類の根
絶事業は沖縄県と鹿児島県で進められており，それぞ
れに増殖施設と不妊化施設がある．両施設で放飼に至
るまでの手順が異なるが，ここでは主に沖縄県で行わ
れている不妊虫放飼を中心に説明する．
昆虫を不妊化するのに最も都合の良いのは，体細胞

の分裂が終わり，生殖細胞がまだ発達段階にあるス
テージで，これは羽化直前の蛹もしくは羽化直後の成
虫に相当する5)．照射ムラがないよう不妊化するには，
可能なかぎり発育ステージが揃っていることが望まし
い．イモゾウとアリモドキの大量増殖はサツマイモ塊
根で行われるが，ゾウムシ類は羽化後も 7日程度塊根
内に止まるため，羽化前後のステージで照射を行うに
は，内部に蛹や若い成虫がいるサツマイモ塊根ごと照
射しなければならない．しかし，塊根内部での生育ス
テージは不均一で，発育の遅れた個体への過剰な照射
は虫質を低下させ，発育の進んだ個体は完全不妊化に
至らない可能性がある．また，大量の塊根の照射には
大きな労力を必要とすることなどから，沖縄県では塊
根から羽化脱出した成虫を回収し，成虫照射が行われ
ている35, 36)．現在イモゾウは，人工飼料を用いた大量
増殖が行われており，塊根内部の個体に対する照射よ
りは均一に羽化前後の個体を不妊化することも可能で
あるが，成虫照射は照射後直ちに放飼エリアへと輸送
できる利点があるため，人工飼料から羽化脱出した成
虫を回収して不妊化している．
ゾウムシ類の不妊化は，沖縄県も鹿児島県もミバエ

の根絶事業で設計された，60Co を用いる不妊化施設
が使用されている．沖縄ではすでに不妊虫放飼を利
用してウリミバエを既に根絶したが，根絶後の現在も

国外より飛来したミバエの定着を防ぐために，侵入防
止防除として，県内全域で不妊虫放飼が継続して行わ
れている．ミバエの照射では，増殖施設で生産された
蛹は，照射容器に入れられてコンベアで照射室まで運
ばれ，線源の円周ライン上を移動しながら照射される
（Fig. 2a）．照射が終了した蛹は再び照射室外へと運び
出され，放飼のための輸送準備が行われる．定めた不
妊化線量を照射するには線源の半減期に応じて照射時
間を日々調整しなければならない．沖縄県内で毎週約
4400万頭を放飼しているウリミバエは，不妊化時の
コンベアの移動スピードにより照射時間を調整してい
る．2021 年 7 月現在，施設の 60Co 線源から 120 cm
離れた距離での空間吸収線量率は 654.5 Gy/hで，完全
不妊化線量が 70 Gy のウリミバエの不妊化に 385 秒
を要する．ゾウムシ類の不妊化はミバエに比べると

a)

b)

Irradiation source (60Co)

Metal cage containing flies

Plastic containers containing weevils

Figure 2. Irradiation of a) fruit flies and b)
weevils. Metal cages and plastic containers con-
tain pupae of flies and adult weevils, respec-
tively. Both cages and containers rotate during
irradiation. Metal cages move around the irradi-
ation source but not plastic containers.
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規模は小さく，通気性を確保するために上面がメッ
シュになったタッパ容器（357 × 287 × 120 mm）にア
リモドキを約 10 万頭入れ，放射線源近くで 1100 秒
間（2021年 7 月現在）自転させながら行われており
（Fig. 2b），2021年 7月現在毎週 20万頭程度のアリモ
ドキが不妊化され放飼されている（久米島で最も集中
的にアリモドキ不妊虫が放飼されていた時期で毎週
300 万頭）．沖縄県では不妊化されたゾウムシから一
部をサンプリングして生イモ塊根に産卵させ，次世代
の発生の有無を調査することで不妊化の確認を行って
いる35)．

6 昆虫の不妊化が虫質に与える影響

6.1 ゾウムシの完全不妊化

不妊虫放飼法で不可欠となる放射線を用いた不妊化
は，放飼虫の寿命や交尾能力を低下させる．そのため，
不妊虫放飼では，不妊化により虫質がどの程度低下す
るのかを把握することが重要になる．昆虫の不妊化で
は中腸幹細胞が影響を受けやすく，ゾウムシ類の虫質
低下の主な原因は消化吸収機能の低下とそれに伴う栄
養障害だと考えられている5, 11, 12)．栄養障害が活動性
に及ぼす影響は経時的に大きくなるため，不妊雄が正
常雄と同等に機能する期間が照射直後の一時期しかな
い可能性が考えられた．世界で多くの不妊虫放飼法が
適用されてきたミバエ類は比較的安価に不妊虫を生産
できるため，大量数放飼が容易で，過去の沖縄での不
妊虫放飼でも，多少の虫質劣化を大量の放飼虫数でカ
バーできており37)，従来の不妊虫放飼では不妊虫の虫
質の時間的な変動が考慮されることは全くなかった．
筆者らは，不妊雄が正常雄と同等に交尾できる期間を
示す「潜在的交尾可能期間」を明らかにするため，完
全に不妊化した未交尾のイモゾウ不妊雄と正常雄（未
照射）を利用し，照射直後から 2日毎に雌を与えて観
察し，交尾受精能力を比較した．その結果，当時沖縄
で放飼されていたアリモドキやイモゾウの一回照射で
完全に不妊化された雄は，求愛行動や精子輸送能力と
いった配偶行動に不妊化の影響は表れないものの，潜
在的交尾可能期間は照射後の 6日間しかないことが明
らかになった38, 39)（Table 1）．ゾウムシ類は対象とな
るエリアに週に 1度放飼されているため，これらの結
果は，防除圧の空白期間を生んでいることを示してい
る．不妊虫放飼で高い防除圧を維持するには，不妊雄
を時間的に密に放飼するか（大量数放飼），潜在的交尾
可能期間の長い高い性的能力を持つ不妊雄を放飼する
か（高虫質放飼），両方もしくはいずれかの防除戦略を

選択する必要がある（両方を兼ね備えた不妊虫放飼が
最も効果的であることは当然である）．しかし，ゾウ
ムシ類の大量飼育・大量放飼は経済的に困難で，何ら
かの方法で不妊化による虫質劣化の改善を図らなけれ
ばならないことが明らかになった．

6.2 ゾウムシ類の不完全不妊化

高い交尾競争能力と妊性はトレード・オフの関係に
あると先で述べた．性的競争能力は高いが，多少の妊
性を持つ雄は不完全不妊虫と呼ばれ，防除初期や野外
での野生虫密度の高い条件での有効性は理論的に示さ
れている40, 41)．イモゾウの防除事業で不完全不妊虫は
これまで使われたことがないが，鹿児島や沖縄のアリ
モドキの根絶事業では，100 Gy を照射した不完全不
妊虫の放飼が一時期行われていた42, 43)．不完全不妊化
により潜在的交尾可能期間は延長することが期待され
るが，この効果は調べられていなかった．そこで，前
述した方法によりいくつかの不妊化線量でゾウムシ類
の潜在的交尾可能期間を調査した（Table 1）．イモゾ
ウでは，125 Gy照射した不完全不妊雄は，若干の妊性
（正常雄の 2.4 % 程度）が認められるものの，潜在的
交尾可能期間は 2倍（照射後 12日間）に延長した44)．
アリモドキでも同様に，175 Gy の線量を照射すると
妊性は正常虫の 0.8 %とかなり低い程度に抑えること
ができる上に，潜在的交尾可能期間は 2 倍（照射後
12日間）になった45)．ゾウムシ類の不完全不妊虫の高
い交尾能力は，不妊虫の大量生産が困難なゾウムシ類
では，特に防除の初期で戦略的な防除計画の策定を可
能にする．根絶を目的とする防除の最終段階では完全
不妊虫に頼らざるを得ないが，完全不妊虫の短い潜在
的交尾可能期間は，事業の進行を妨げる可能性があっ
た．そのため，完全不妊虫の虫質そのものの向上を必
要とした．

6.3 ゾウムシ類の分割照射

γ 線は DNA 損傷を誘起することで生殖細胞の異常
（不妊化）を引き起こすが，細胞には損傷した DNAを
自己修復する機構が備わっており，軽微な DNA損傷
はこのプロセスにより修復される．そのため，低線量
照射は細胞の持つ機能に影響を与えないといった特性
がある5)．DNA修復という生物的機能を利用する照射
法は「分割照射」と呼ばれ，不妊虫放飼で利用する場
合，既に明らかになっている不妊化線量を数度に分け，
一回あたりの線量を少なくすることで，体細胞への影
響を抑えることが期待される．綿花の大害虫ワタミハ
ナゾウムシ Anthonomus grandisで，分割照射が効果的

第 112号 (2021) 43



熊野了州

であることは確認されているものの46, 47)，放射線感受
性は対象とする害虫種や照射を行う発育のステージに
よって異なるため，DNA修復を活用するには，対象種
の寿命や性的競争能力に加え，潜在的交尾可能期間と
いった情報が必要になる．照射の分割回数や間隔は自
由に制御できるため，その組み合わせは無数に存在す
る．不妊虫放飼法で分割照射を利用する場合，連続放
飼を可能にする作業工程や人為ミス（例えば不完全不
妊虫のコンタミネーション）の防止を考慮して，照射
の回数や間隔の最適値（照射スケジュール）を見出す
必要がある．
イモゾウの根絶事業では成虫を週 2度回収し，それ

らをまとめて週 1回不妊化し（150 Gy），不妊化当日
に放飼していた48)．そこで，不妊化を除く作業工程を
変更することなく分割照射を組み込むことを念頭に，
3つのスケジュール（1）48時間間隔の 2回照射（各
75 Gy），（2）24時間間隔の 2回照射（各 75 Gy），（3）
24時間間隔の 3回照射（各 50 Gy），で雄を不妊化し，
その寿命，妊性，潜在的交尾能力を 1回照射の雄と比
較した．分割照射された完全不妊雄の寿命は 1回照射
のものと変わらず，姙性も抑えられていたものの，い
ずれの照射スケジュールでも，潜在的交尾能力は 2倍
（照射後 12日間）に向上した49)（Table 1）．また，2回
の分割照射の間，不完全不妊の虫を低温（15 °C）で保

管することで，潜在的交尾能力を 1回照射の雄の 3倍
（照射後 18日間）にまで延長できた50)（Table 1）．沖縄
県ではこれらの結果を踏まえ，2011年 8月から 2回の
分割照射（各 75 Gy: 48時間間隔）によってイモゾウ
を不妊化し，津堅島で放飼している35)．アリモドキで
も同様の実験を行い，200 Gyの線量を 67 Gyずつ 3回
に分けて照射することで，完全な不妊化を達成しつつ
正常な交尾能力を一括照射の 2倍となる 12日間維持
できることが明らかになっている51)（Table 1）が，こ
ちらはまだ事業で実用化されていない．

6.4 分散能力への不妊化の影響

野外に放飼された不妊虫は，放飼地点から自ら移動
して配偶相手を探し，交尾を行う必要がある．そのた
め，野外での分散能力も性的競争能力同様に虫質とし
て評価される．ゾウムシ類の野外での分散能力は，不
妊虫と正常虫を野外で放飼し，同心円上に設置したト
ラップを用いて再捕獲することで評価し，照射は直後
の移動能力や移動の方向に影響がないことが明らかに
なっている52, 53)．これらは不妊化直後の分散能力を調
査したもので，大きなエネルギーが必要と考えられる
分散能力は，交尾能力同様に経時的な劣化が生じてい
る可能性がある．経時的な影響がどのように野外での
分散に影響を及ぼすのかは調べられていないものの，
アリモドキでは擬死行動（静止行動あるいは死にまね）

Table 1. Comparison of mating ability between irradiated and non-irradiated males (modified from
Refs. 38, 39, 44, 45, 49–51).

Storage temperature

Sterility Dose (Gy) Irradiation method between multiple Irradiation dose (Gy) and schedule(a) Mating ability at day after irradiation(b)

irradiation

First day Second day Third day 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Euscepes postfasciatus

Complete 150 Single-dose - - - 150 ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - - -

Partial 125 Single-dose - - - 125 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ ◯ ◯
Partial 100 Single-dose - - - 100 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ◯ ◯ ◯
Partial 75 Single-dose - - - 75 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ◯ ◯ ◯ ◯

Complete 150 Fractionated-dose 25 - 75 75 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ - -

Complete 150 Fractionated-dose 25 75 - 75 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ - -

Complete 150 Fractionated-dose 25 50 50 50 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ - -

Complete 150 Fractionated-dose 25 50 50 50 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ - -

Complete 150 Fractionated-dose 15 50 50 50 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - -

Cylas formicarius

Complete 200 Single-dose - - - 200 ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - - -

Partial 150 Single-dose - - - 150 - - - ◯ ◯ ↓ ↓ ↓ ↓ - - -

Partial 125 Single-dose - - - 125 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ - - -

Partial 100 Single-dose - - - 100 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ - - -

Partial 75 Single-dose - - - 75 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ - - -

Complete 200 Fractionated-dose - - 100 100 - - - ◯ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ - - -

Complete 201 Fractionated-dose - 67 67 67 - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ↓ ↓ - - -

(a) -: Non-irradiated

(b)◯: There was no significant difference in mating performance between irradiated and non-irradiated males. ↓: Significant reduction in mating performance in irradiated males. -: Not measured.
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を長く行う個体ほど活動性が低いことが明らかになっ
ている54–56)．この行動を活動性の指標として用い，照
射直後から 10日間にわたって活動性の変化が調べた
ところ，放射線を照射された直後はやや活動性が高ま
るが，その後は非照射虫と同等の活動性を 10日間は
保つことから，野外での分散能力もおおよそ 10日程
度は非照射虫と同等に維持されているものと考えられ
ている57)．

7 さいごに

サツマイモの世界的な害虫であるアリモドキの根絶
技術は確立され，沖縄県久米島と津堅島でその目的は
達成されたものの，これら 2島にはなおイモゾウが生
息するため，サツマイモの自由な移動には至ってはい
ない．不妊虫放飼法は昆虫の大量増殖，不妊化，配偶
行動など，対象とする害虫種の総合的な知見を必要と
する1, 37) が，イモゾウは主に途上国に分布するため，
経済的被害の大きさに比べて研究は必ずしも多くな
い25, 27)．不妊虫放飼法を利用した 2種のゾウムシ類の
根絶事業と関連して基礎生態などの新たな知見は増え
つつあるが31, 32)，現在のところ有効な防除手段は不妊
虫放飼法に限られている．イモゾウ成虫の寿命は 8ヶ
月と極めて長いものの，不妊化によりその寿命は 30日
未満にまで大幅に短命化している．このことは，不妊
化技術にはなお虫質改善の余地が残されていると筆者
は考えている．近年，沖縄県でも X線照射を用いたミ
バエ類やゾウムシ類の不妊化に関する研究が進められ
ており，近い将来日本でも X 線照射が不妊虫放飼の
中心的な技術になる可能性が大きい．まだ解決しなけ
ればならない課題が多いものの，交尾行動については
概ね従来の不妊化と遜色ない結果が得られている58)．
不完全不妊虫の戦略的な利用や，分割照射を利用した
不完全不妊化など，ゾウムシ類の不妊化が取り組むべ
き課題は少なくはなく，X線利用に合わせてゾウムシ
類の新たな不妊化技術を開発していく必要がある．ま
た，昆虫の不妊化で不可欠となっていた放射線源を利
用した不妊化施設が X 線照射により不要になること
は，これまで南西諸島の一部の害虫のみで行われてき
た不妊虫放飼が，南西諸島以外に生息する幅広い害虫
種に対しても利用可能になることを意味しており，農
薬を使用しない害虫管理が今後ますます広まる可能性
がある．
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とぴっくす

放射線化学の宇宙実験への参画の可能性

大阪大学産業科学研究所　
中川和道∗,柴田裕実,吉田陽一

量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所　
前川康成

Various experimental studies are carried out in space
environment including material and biological sciences.
We try to invite young researchers in radiation chemistry
toward experimental studies in space, because the Interna-
tional Space Station ISS will retire on 2024 and the next
stage of space experiments will move to the Lunar Orbital
Platform-Gateway, LOP-G. We believe that radiation
chemistry community can contribute to many problems in
space exploration and experiments.

Keywords: ISS, LOP-G, space experiment, radiation
chemistry

1 はじめに：宇宙実験の現状と近未来

国際宇宙ステーション ISSでの宇宙実験は活発に行
われており，中でも公募型が最も身近な存在である．
日本の宇宙実験は，ISSの後，月軌道プラットフォー
ム-ゲートウェイ，月面基地，火星という新たな舞台へ
と広がることになっており1)，実験テーマの募集が一
部，すでに始まっている．

ISS は 1998 年から軌道上の組み立てを開始し
2011年完成した．日本は有人宇宙実験施設「きぼう」
を 2009年に完成させ多くの宇宙実験を実施してきた．
ISS の運用は当初 2016 年に終了予定であったが，そ
の後，2024年まで延長されることになった．

Invitation to the experimental study of radiation chemistry in
space
Kazumichi Nakagawa∗, Hiromi Shibata and Yoichi Yoshida
(SANKEN, Osaka University), Yasunari Maekawa (Takasaki
Advanced Radiation Research Institute, National Institutes for
Quantum and Radiological Science and Technology),
〒567–0047大阪府茨木市美穂ケ丘 8–1
TEL: 06–6879–4285, FAX: 06–6879–4287,
E-mail: knakagawa@sanken.osaka-u.ac.jp

ISSの後，月面に基地を建設する計画が進行中であ
る1)．月面に基地を建設する理由は，地球より小さな
表面重力（0.17 G）を活用して火星など他の惑星などへ
の探査を試みることである．月面基地では大量の水，
食料，居住資材，エネルギー資源，金属資源（鉄，アル
ミなど）を現地で調達，加工せねばならない．宇宙実
験の規模と水準が画期的に向上するのにともない，居
住など生活のあらゆる場面を支えることが必要となっ
てくる．
放射線化学はこの分野に有意義な寄与ができるであ
ろうか？放射線化学の得意分野は何といっても材料科
学であろう．その他にも線量測定，食品科学，医科学，
生命科学にも広く及ぶので，何らかの分野で参画の可
能性は高い．本稿の目的は，放射線化学の活動と宇宙
実験を結びつけようとする研究者の新たな挑戦を助け
ることであり，何らかのヒントとなれば幸いである．

2 宇宙実験の舞台

2.1 ISS

ISS は，高度約 400 km の地球大気の外縁部を周期
約 90分で周回している．円運動に起因して微小重力
環境となる．船外の気圧は約 3 × 10−9 hPaで，成分は
H（105 cm−3），He（2 × 106 cm−3），N2（105 cm−3）な
どである．これに加えて原子状酸素（atomic oxygen:
AO, 3× 107 cm−3）が多く存在する点が地球周辺の特徴
で，月周回軌道には存在しない．AOは合成樹脂や金
属との反応性が高くカプトンも損傷する．AOの影響
は，近年，後藤・山下ら2) によっても調べられている．

ISS軌道上での太陽光（電磁波）スペクトル3)のうち
紫外部を Fig. 1に示す．太陽光スペクトルを全波長域
で積分した照射強度は約 1350 W·m−2（= 42 GJ·m−2·y−1）
である．Figure 1のスペクトルは，表面温度 5800 Kの
黒体放射スペクトル（ピーク波長 500 nm）と，Hおよ
び Heの原子，イオンからの発光線スペクトルを重畳
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Figure 1. Solar irradiance spectrum calculated
in this work based on Lean3).

させたスペクトルである．光化学反応実験に重要な波
長 110 nm–400 nm成分は 4.1 GJ·m−2·y−1 とエネルギー
的には 9.8 % である3)．ISS 船外では大気による熱伝
導がないので日陰面は低温，日照面は高温となる．

ISS軌道上での放射線スペクトル4) を Fig. 2に示す．
Figure 2 のさまざまな放射線の特性などについては，
2.2項で述べる．ISSでの放射線量について述べる．地
表の放射線量は 2.1 mSv·y−1であるが5)，3節で述べる
「たんぽぽプロジェクト」における実測データ6, 7) か
ら，ISS軌道上では約 250 mGy·y−1，船内では人工的遮
へいの効果で約 100 mGy·y−1 と，地上より大きな値で
あった．これは，ISS軌道では大気による遮へいがな
いためである．放射線量の単位 Gy と Sv を混在して
用いているので注意されたい．放射線吸収線量（単位
Gy）を人体影響をあらわす等価線量（単位 Sv）に換算
するには，放射線荷重係数を乗じる．放射線荷重係数
は，ガンマ線，X線，電子線では全エネルギー範囲に
わたって 1であるが，陽子では反跳陽子を除きエネル
ギー 2 MeV以下で 5，α粒子，核分裂片，重原子核で
20，中性子ではエネルギーによって 5から 20の値を
とる．銀河宇宙線（galactic cosmic ray: GCR，陽子約
85 %，α粒子約 14 %，電子約 1 %，その他重原子核）
や太陽粒子線（solar energetic particles: SEP，大部分が
陽子）を受ける ISSや月面などではこれらの効果を考
慮する必要がある．

ISS 船外における化学反応としては，紫外
線 4.1 GJ·m−2·y−1 による光化学反応と，放射線
250 mGy·y−1 による放射線化学反応があげられる．エ
ネルギー密度の単位は紫外線では J·m−2，放射線では

Figure 2. Radiation spectra at ISS orbit4). Du-
plication permitted by JAXA No. 0000028447.

Gy（=J·kg−1）と互いに異なるので，化学反応の収量
や分布を論じることは単純ではない．紫外線では波長
λに依存する（線）吸収係数 μ(λ)の効果を，放射線で
は放射線の種類およびエネルギーに依存する線エネル
ギー付与あるいは（線）吸収係数 μ(λ)の効果を，問題
に応じてその都度検討することが必要となる．

2.2 月軌道プラットフォーム－ゲートウェイ

月軌道プラットフォーム－ゲートウェイ（Lunar
Orbital Platform-Gateway: LOP-G）は，月軌道を周回す
る有人宇宙ステーションで，ここから無人，有人の
月探査，月の資源利用技術の開発，有人火星探査の先
行試験などに利用される計画である1)．ISS との違い
は，（1）重力が小さいので月周回軌道上にはAOがな
い，（2）地球のような固有磁場がない，などである．
2024年後半から組み立てが開始されるとの工程が提
案されている．ISS と LOP-G との往復に用いられる
輸送機の表面に実験試料を設置する実験の計画も議論
されているので，最新の情報は JAXA国際宇宙探査セ
ンターホームページ1) を参照されたい．

2.3 月面基地

月には大気がほぼ無く地磁気もないので，月面で
は，強烈な紫外線，放射線（線量は平均 160 mSv·y−1–
416 mSv·y−1），隕石やダストの直接衝突などの危険要
因がある．太陽のフレア（恒星に発生する巨大な爆発
現象）の際には 1度に数 Svもの線量が予測されると
の報告もある8)．これらの危険を避けるため，月面基
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地は，月の溶岩洞など地下に建設される可能性が高
い．その場合の放射線環境に関する研究が盛んに行わ
れている9)．月面基地の建設には月面の岩石やそれを
覆う堆積層（レゴリスと呼ばれる）を建材および放射
線遮へい材として利用する．月面に降り注ぐ一次放射
線は，SEPと GCRである．月の岩石やレゴリスの成
分は 50 %近くが SiO2 であるが，その他にも重金属の
酸化物が多く含まれているため，GCR照射によって生
じる二次放射線では，中性子と γ線が主体となる10)こ
とも考慮する必要があり，現地調達可能で効果の高い
遮へい体の研究が盛んにおこなわれている11)．月面基
地に関して，月にとどまらず惑星にも対象を広げて人
類が居住する場面を想定し，「宇宙惑星居住科学」とい
う総合的な研究分野が拓かれつつあり，興味をそそら
れる12)．
月に関する興味ある課題のひとつに，極地域の永久

影における水素蓄積の科学と活用がある12)．月の回転
軸は傾斜が小さいので，月の極域の凹面には永久的に
日光が当たらず，低温（約 25 K）の環境が維持される．
さらに太陽からは太陽風として水素が照射され，それ
が極域に蓄積されているという．分光学的探査によれ
ばこれらの水素が水あるいは氷として存在するかどう
かは必ずしも明らかでなく，さまざまな水素化物であ
る可能性もあるとされている12)．水素（H，D，T）は
トンネル反応を含め多彩な化学反応を起こすので，水
素化物の生成・蓄積・変遷は，宇宙の物質進化，太陽
系の生成過程の研究などの基礎科学から，水の挙動な
ど応用にわたる幅広い興味の対象となる．さらに，水
素化物の活用は，人類の生存や食料の生産に欠かせな
い水の生成，ロケットの燃料の生成など実用的にも極
めて重要である．

3 中川の経験

放射線耐性細菌が宇宙紫外線に耐えて惑星間を移動
する可能性を調べるプロジェクトで，中川は真空紫外
線量の実測を担当した．具体的には，アラニン放射線
線量計13) をヒントにしてアラニン蒸着膜を用いた積
算型の紫外線線量計を開発し，日本の「たんぽぽプロ
ジェクト」（2015–2017）4, 6)，「たんぽぽ 2プロジェク
ト」（2020–2021）に積載した．さらに，溶液照射実験
を想定した封じ切り型の液体セルと循環型の液体セル
の試作を行った．星間分子雲におけるアミノ酸合成に
おいてはラジカル反応の寄与が重要であり放射線化学
の立場から重要と考えられる14)．

4 半導体の重イオン照射リスクの研究例

宇宙飛翔体に搭載した半導体デバイスが宇宙環境に
おける放射線照射効果によって機能低下を起すことが
知られており，量子科学技術研究開発機構などにおい
てその実態が鋭意研究されてきた．半導体デバイスの
放射線効果の代表的なものに，「はじき出し損傷効果」，
「トータルドーズ効果」，「シングルイベント効果」が
ある．コンピューター CPU，パワー半導体，太陽電池
など，重要な機能を果たす半導体を対象に長年の研究
が蓄積されており，研究の現状とこれからの課題が総
説15, 16) にまとめられている．

5 材料研究の例

宇宙空間に置かれた材料は，真空，熱，紫外線，放射
線，AO などの複合的なストレスにさらされる．この
複合的な効果は，地上試験では模擬できないことが多
い．国際宇宙ステーション材料曝露実験（The Materials
International Space Station Experiment: MISSE）におい
て，2001年以来 1500種以上の試料が用いられてきた．
スーツケース状のコンテナに収納し，宇宙でふたを開
いて数年間，曝露する．MISSE-8（2011年打上げ）で
は，宇宙曝露環境において初めて能動試験（引張り試
験）が行われた．Web 検索 “MISSE” などでその現状
を追跡することが可能である．日本における材料の宇
宙環境試験の事例を列挙すると，圧電素子17) の特性
（印加電圧-発生変位性能およびその交流応答，キャパ
シタンスなど）の変化，複合材料の集合体を用いて熱
変形を打ち消すことを目指す反射鏡の支持構造体18)

の特性変化など，文字どおり枚挙にいとまがない．

6 課題募集と応募・関与の仕方

JAXAは毎年，研究課題を募集している19)．過去に
どのような採択があったかも記載されている．毎年
1月頃には，宇宙理学，宇宙工学が一堂に会する宇宙科
学シンポジウム20)が開催される．また、最近、月サイ
エンスブックが公開された21)．これらが参考になる．
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とぴっくす

可逆的ラジオクロミックゲル線量計の開発

福井工業大学　 砂川武義∗,青木祐太郎

In recent years, use of radiations have been put to practical
use for cancer therapy. In cancer radiation therapy,
visualization of radiation patterns is absolutely necessary
for precisely evaluating the dose distribution. We have
developed a new type of gel indicator (PVA-KI gel
dosimeter) using partially saponified polyvinyl alcohol
(PVA) aqueous solution, KI, borax, and fructose as raw
materials. The PVA-KI gel dosimeter has excellent
properties for visualizing radiation such as X-rays, γ-rays,
proton beams, and neutron beams in the range of absorbed
dose from 2 Gy to 100 Gy. In addition, the gel has a
recycling capability. That is, the gel can be made colorless
by warming the gel colored red by radiation irradiation.
In this topic, the details of the PVA-KI gel dosimeter were
described.

Keywords: three-dimensional gel dosimeter, ra-
diochromic gel dosimeter, radiation therapy, visualization
of radiation, chemical dosimeter

1 はじめに

人体に負担が少ない放射線を使用したがん治療は，
高齢化社会において重要である．特に，陽子線，中性
子線等を使用したがん治療は，研究段階から実用段階
へと進み，今後このような放射線を使用する治療施設
が増えると考える．放射線を使用したがん治療におい
て，放射線の可視化は正確な線量分布の評価のために
必要不可欠な技術である．現在，可視化技術の中で，
生体成分と同等の組成を持つ，ゲル状化学線量計（ゲ
ル線量計）の研究において，ポリマーゲル線量計，フ
リッケゲル線量計等が開発されている1–4)．放射線誘

Development of a reversible radiochromic gel dosimeter
Takeyoshi Sunagawa∗ and Yutaro Aoki (Fukui University of
Technology),
〒910–8505福井市学園 3丁目 6番 1号
TEL: 0776–29–2576, E-mail: sunagawa@fukui-ut.ac.jp

起の化学反応を利用した線量計は，物理線量計に比べ
て，繰り返し利用できない等の制限があり，線量計の
調製・製造過程に依存した測定精度の低下が課題の一
つであった．本研究では，これらの課題に対して，部
分ケン化ポリビニルアルコール（PVA）水溶液，ヨウ
化カリウム（KI），ホウ砂，果糖を原料とした新しい
タイプのゲルインジケータ（PVA-KIゲル線量計）を
開発した5)．ここで PVA-KI ゲル線量計は，吸収線量
2 Gy–100 Gyの範囲において X線，γ線，陽子線，中
性子線などの放射線を可視化する優れた特性を持ち，
さらに可逆な放射線誘起の反応による，他のゲル線量
計には無い再利用性を備えている．この結果，線量計
としての校正が可能になり，高精度化が期待され，コ
ストの大幅な削減等，放射線治療における，研修・教
育ツールとしての普及も見込まれる．

2 PVA-KIゲル線量計開発の経緯

本研究における放射線の可視化研究は 2010年に始
まった．翌年，3月東日本大震災による東京電力福島
第一原子力発電所事故にともない，本研究室では，放
射性物質の分離および捕集技術の研究として，Arプラ
ズマを用いたヨウ素（I2）の分離捕集研究を行ってい
た．その研究成果の中で，KIを使用することにより，
ごく微量の I2 を捕集する手法を確立し，その中で I2

と KIの反応によるポリヨウ素イオン（I−3）の生成にと
もなう黄色の発色を見出した6)．本研究は，この KIに
よる I2の捕集のアイデアをもとに放射線可視化技術の
開発を行った．2015年 4月 20日，ゲル作製に使用す
る材料への放射線の効果を確認する実験中，偶然洗濯
のりに KIを添加した系への X線照射において，無色
から鮮やかな赤色に変化することを見出した．なお，
放射線照射において PVA-KIゲルの赤色の発色は，KI
から生成した I−3 と PVAとの錯体形成にともなうもの
であることが後の文献調査で明らかになった7)．また，
PVAと KIを使用した線量計としては，1964年に磯崎
らがフィルム状の線量計開発を報告している8)．また
2016年に三好らは，PVAと KIにナノ粒子状のシリカ

放 射 線 化 学 第 112号 (2021) 53



砂川武義,青木祐太郎

を添加したインジケータを開発している．ここで，三
好らは放射線照射後発色したインジケータがナノ粒子
状のシリカ影響により時間経過と共に発色前の状態に
戻ることを利用した再利用性を報告している9)．
本研究におけるオリジナルな点は，ゲル化において，

アガロースやゼラチンを使わず，PVA水溶液にホウ砂
糖液（ホウ砂と還元性単糖類を含む水溶液）10) を添加
して物理架橋させ，非常に透明なゲル線量計を開発し
た点にある．ここで，ホウ砂水溶液に還元性単糖類を
添加することにより，ホウ砂水溶液の pH が下がる．
本研究では，ホウ砂糖液を pH 6.8に調製し使用した．
もし，ホウ砂糖液を用いず，PVAに KIを添加した水
溶液にホウ砂水溶液を加えてゲル化すると，ホウ砂水
溶液がアルカリ性であるため，PVA-KIゲルがアルカ
リ性となり，PVA-KIゲルへの放射線照射による赤色
の発色を著しく阻害することを見出している10)．さら
に，ホウ砂糖液の使用は，赤色に発色した PVA-KIゲ
ルを約 50 °Cで約 7時間加温することにより無色化さ
せ，再利用性を持たせる反応に寄与することを見出し
た．この加温による無色化は，現在知られている他の
ゲル線量計では見られない性質である．これらの成果
を特許出願（特願 2016-142817号）し，2020年 6月に
特許を取得（特許第 6714231号）した．

3 PVA-KIゲルの呈色原理

Reactions 1–3に示すように，ゲルへの放射線照射に
ともない生じたヨウ素分子（I2）はゲル中のヨウ素イ
オン（I−）と結合し，ポリヨウ素（I−3）を生成する．

•OH + I− −→ I• + OH− (reaction 1)
2I• −→ I2 (reaction 2)

I2 + I− −→ I−3 (reaction 3)

また，部分ケン化 PVAはその分子鎖中にポリ酢酸ビニ
ルに起因する酢酸基が存在しており，その分布はある
程度集団的である（13-14個）．この酢酸基とポリヨウ
素（I−3）が結合して錯体を形成することで赤の呈色を
示す7)．これは一般に知られるヨウ素デンプン反応に
比べ，非常に微量の I−3 による色の変化を，目視で確認
することが可能である．

Figure 1に PVA-KIゲルへの X線照射前と照射後の
写真を示す．ここで，遮蔽体としてコインを乗せて照
射を行った．

C

BA

Figure 1. A: Before irradiation B: After irradi-
ation C: Gel sample excluding coins as a shield.

4 加温による初期化

本ゲルはゲルを pH 7 付近に保つためホウ砂水溶液
に還元性単糖である果糖が添加されている6)．ゲルが
pH 9 以上の場合，還元性単糖類はその還元作用によ
りポリヨウ素を消失させることが可能であるが，本
ゲルは pH 7以下であるため果糖がポリヨウ素を還元
することは難しい．本研究において，ポリヨウ素を含
むヨウ素液に単糖である果糖，ブドウ糖，マンニトー
ルをそれぞれ添加し 50 °Cで加温した場合，還元糖で
ある果糖もしくはブドウ糖を添加した水溶液ではポ
リヨウ素の消失が確認されたが，非還元糖であるマン
ニトールではポリヨウ素の消失は見られなかった．ま
た，pH 6.8 に調製したホウ砂と糖の水溶液を添加し
た場合，糖が果糖，ブドウ糖，マンニトールいずれの
場合においてもポリヨウ素の消失が見られた．この
ことから，本ゲルの消色反応は加温による還元性単
糖である果糖の作用と，ホウ砂と糖との反応生成物
による作用との 2 つの要因によって引き起こされる
と考えられている．なお，pH 7 付近の糖の分解に関
する研究において，糖の分解にともない還元性を持つ
hydroxy-2-propanone（別名 acetol）の生成についての
報告がされている11)．アセトール生成は，ヘキソース
（ブドウ糖），ペントース（果糖）から生成されるが，
テトロース，トリオースからは生成しないことが知ら
れており，糖の構造の違いがアセトール生成機構に大
きく反映されることが示唆されている．
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5 PVA-KIゲルの作製

使用薬品：

• 部分ケン化 PVA（顆粒状）の重合度とケン化度
（mol%）

– 重合度 500ケン化度 86.5–89.0（ナカライテ
スク）

– 重合度 1500ケン化度 86–90（和光純薬工業）
– 重合度 1700 ケン化度 86.5–89.0（GH17R，
三菱ケミカル）

– 重合度 2000 ケン化度 86.5–89.0（GH20R，
三菱ケミカル）

• ヨウ化カリウム（KI，ナカライテスク）
• ホウ砂（ホウ酸ナトリウム Na2B4O7 · 10H2O粉
末，松葉薬品）
• 果糖（フルーツシュガー，日新製糖（株））

パウダー状の PVAは水溶液を作製する場合，膨潤す
る速度が速くダマになりやすい．冷水を用いて作製す
るか，顆粒状の PVAを用いると容易に水溶液を作製す
ることが出来る．

5.1 10 wt% PVA水溶液の作製

(a) 500 mL ビーカーへビーカーの内径に近い長さ
の回転子を入れて質量を量る．

(b) (a)に水 180 gを量り入れる．
(c) 顆粒状の PVA 20 gを量る．
(d) (b)を室温で撹拌しながら，(c)の PVAを，薬匙
を用いて一匙ずつ投入する．ここで，一匙入れ
るごとに 10秒間–20秒間そのまま撹拌する．

(e) (d)に (c)の全ての PVAを投入した後，室温で撹
拌を 30分続ける．

(f) (e) にアルミホイルを張りホットスターラーに
のせて撹拌しながら 80 °Cまで加熱する．

(g) 80 °Cに到達した後，80 °Cを保ちながら約一時
間撹拌する．

(h) 1 時間経過した後，加熱を停止し自然冷却によ
り 40 °C以下になるまで撹拌を続ける．

(i) (h)の質量を量り (a)との質量の差を求め，200 g
になるように水を加え，10分間撹拌する．

なお，10 wt% PVA 水溶液を作製することが困難な
場合，石川県金沢市に本社がある北国糊糧工業株式会
社製の洗濯のり「北国ノール」（10 wt% PVA 水溶液，
重合度：1700–2000，ケン化度：88 mol%）の使用を勧
める．

5.2 ホウ砂糖液の作製

(a) ポリプロピレン製蓋付広口瓶にホウ砂 25 g，果
糖 34 gをそれぞれ量り入れる．

(b) (a)に水を 191 g加え全体を 250 gにする．
(c) 容器の蓋を閉めてよく振り溶かす．

5.3 ゲル試料の作製

Table 1に KIを 9または 5 wt%含むゲル試料の配合
比を示す．以下に KIを 9 wt%含むゲル試料の作製手
順を記す．

(a) 200 mL ビーカーにホウ砂糖液 60 g を量り KI
15 gを加えて溶かす．

(b) 500 mL ビーカーに 10 wt% PVA 水溶液 90 g を
量りとり，(a)の水溶液を添加して薬匙で混ぜ，
ゲル化させる．

(c) 作製した PVA-KIゲルをガスバリア効果のある
蓋つき PET製広口容器に封入し，約 1日静置後
50 °C に設定した小型インキュベーターに入れ
約 6時間加温する．

6 PVA-KIゲルへの X線照射

PVA-KI ゲルを，注射筒を用いて光路長 1 cm の
PMMA 製ディスポセルに入れ，産業用 X 線照射装
置（MBR-1520R-4 日立社製）を用いて X 線照射を
行った．ここで，照射条件はフィルター：0.5 mm Al
+ 0.1 mm Cu，管電圧 150 kV，管電流 20 mA，焦点距
離 400 mmである．X線照射後，紫外可視分光光度計
（EVOLUTION 220 Thermo Scientific 社製）を用いて，
吸光度測定を行った．ここで，referenceとして未照射
試料を使用した．Figure 2に，重合度 2000の PVAを
用いて作製した KIを 9 wt%含むゲル試料の吸収スペ
クトルを示す．吸収スペクトルから，約 490 nmおよ

Table 1. Compounding ratios of gel samples
containing 9 wt% or 5 wt% of KI.

KI
aq. soln. of

10 wt% PVA

aq. soln. of

borax and

fructose

water

9 wt% 1 6 4 0

5 wt% 1 9 6 3
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Figure 2. Absorption spectrum of a gel sample
containing 9 wt% of KI by X-ray irradiation.

び約 290 nm に吸収ピークが確認できる．Figure 3 に
KI を 5 wt%，および 9 wt% 含むゲル試料の吸収線量
2 Gy–20 Gyにおける 490 nmの吸光度の結果を示す．
各試料とも 4 Gy–20 Gyの領域において，吸収線量の
増加にともない吸光度は比例的に増大した．また，KI
濃度の増加と共に，その傾きは増加している．しかし，
4 Gy以下の低線量側において，吸光度のデータが比例
関係からずれている．これは，I−3 の生成と消滅に係る
反応が動的平衡状態にあり，低線量において I−3 の生成
より消滅する反応が勝っているため，あたかも未反応
領域があるようにみえると考える．

7 重合度の異なる PVAを使用したゲルへの X線照射

Figure 4に重合度 500–2000の部分ケン化 PVA水溶
液を用いて作製した KIを 9 wt%含む PVA-KIゲルを
対象に，X線照射（吸収線量 4 Gy–13 Gy）した試料を
紫外・可視分光光度計を用いて 490 nmにおける吸光
度を測定した結果を示す．
各重合度の試料とも吸収線量の増加にともない吸光

度は比例的に増大した．各吸収線量における吸光度の
比較において，4 Gyでは吸光度はほぼ等しいが，13 Gy
において，重合度が低い試料の方が高い試料に比べ吸
光度が増大する傾向が見られた．

8 加温による吸光度の変化

Figure 5に室温（20 °C）において吸収線量 20 Gyの
X線照射後，紫外・可視分光光度計に接続した分光光度
計用ペルチェ温調システム（TUV699-131100 Thermo
Scientific 社製）を用いて照射試料を 50 °C に加温し，
照射後 6分ごとに吸光度を測定した結果を示す．ここ

Figure 3. Dose response of absorbance at
490 nm by X-ray irradiation.

Figure 4. Dose response of absorbance for gel
samples with different degrees of polymeriza-
tion.

で，測定に使用した KIを 9 wt%含む PVA-KIゲルは
重合度 500，ケン化度 86.5 mol%–89.0 mol%からなる
PVA を用いて作製した．本ゲルは他の重合度の PVA
水溶液から作製したゲルに比べ最も粘性が低くほぼ液
状であった．ここで，粘性の低い試料の選択は，外部
からの加熱において，試料内の対流による伝熱が見込
まれ，試料を素早く均一に加温することが可能である
と考えたためである．

Figure 5に示すように，X線照射直後 490 nmに吸収
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Figure 5. Changes in the absorption spectrum of the gel sample warmed to 50 °C.

極大が見られる．ここで，試料は赤色である．この吸
収極大は PVAと I−3 との錯体形成（PVA · · · I−3）にとも
なうものであると考える．50 °Cに加温し照射 6分後，
試料は無色になった．ここで，490 nmの吸収極大は消
失し，350 nmに新たな吸収極大が見られた．Figure 5
における 290 nm，350 nmの極大は I−3 生成にともなう
吸収であることが知られている5)．この結果は PVAと
I−3 との錯体が熱の影響により PVAと I−3 に分離するこ
とを意味している．照射 12分後，18分後と時間が進
むと，350 nmの吸収極大が減少する傾向が見られた．
これは，I−3 が消失する新たな反応が起こっていること
を示唆している．

9 加温による吸光度の時間依存性

Figure 6に PVA-KIゲルを室温（20 °C）において吸
収線量 8 Gy の X 線照射後，紫外可視分光光度計の
ペルチェ温調システムを用いて照射試料を 36 °C に
加温し，吸光度の時間分解測定した結果を示す．ここ
で，測定波長は，PVAと I−3 との錯体の吸収に相当する
490 nm と I−3 の吸収に相当する 350 nm を選んだ．横
軸の時間は，X線照射後から吸光度測定までにかかっ
た時間 150秒を加えている．Figure 6における 490 nm
の吸光度の時間変化は，0秒から 600秒の領域におい
て吸光度が急激に減少し 600 秒あたりから吸光度の

Figure 6. Results of time-resolved absorbance
of gel samples warmed to 36 °C.

減少が緩やかになり，4000秒付近で吸光度が 0 にな
る傾向を示す．490 nm の吸光度の時間変化の曲線は
一次および二次反応の減衰ではない．この急激な減少
と緩やかな減少からなる曲線に対して，本研究では，
reaction 4 に示す A の平衡反応と reaction 5 に示す A
の減少からなるこれら 2つの反応を反映する曲線であ
ると予想した．ここで，PVA-KIゲルへの X線照射に
よる I−3 生成および PVAとの錯体形成は十分に速い反
応であり，吸光度測定を行うまでに終了していると仮
定している．式 (1)に reaction 4と reaction 5における
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A の反応速度式を示す．ここで，reaction 5 の Cは A
を消失させる物質であり，[A] 	 [C] の条件下におい
て k′3 = k3[C] より擬一次反応であると仮定している．
式 (2)に式 (1)の微分方程式の解を示す．ここで，[A]0

は t = 0における [A]の初期濃度である．

A
k1−−−−−−→←−−−−−−
k2

B (reaction 4)

A + C
k3−−−−−−→ D

k4−−−−−−→←−−−−−−
k5

E (reaction 5)

d[A]
dt
= −k1[A] + k2[B] − k3[A][C] (1)

[A] =[A]0
k2

k1 + k2
{e−k′3t − e−(k1+k2+k′3)t}

+ [A]0 e−(k1+k2+k′3)t (2)

次に Fig. 6における 350 nmの吸光度の時間変化は，
600 秒付近に極大を持ち 4000秒付近まで緩やかに減
少し，4000秒以上の領域で一定になる傾向を示す．こ
の曲線に対して reaction 4 と reaction 5 において A の
減少に対して増大する生成物として D の変化に相当
すると考える．この曲線は 4000秒以上の領域で吸光
度が 0ではなく 0.2で一定になるため，Dの減少は単
純な逐次反応ではなく，Dと Eの平衡反応であると考
える．
式 (3)に reaction 4と reaction 5における Dの反応速

度式を示す．ここで，reaction 3は reaction 2と同様に
[A] 	 [C] の条件下において k′3 = k3[C] より擬一次反
応であると仮定している．式 (4) に式 (3)の微分方程
式の解を示す．ここで，[A]0 は t = 0における [A]の
初期濃度である．また，[A]0 = [D] + [E]と仮定した．

d[D]
dt
= k3[A][C] − k4[D] + k5[E] (3)

[D] =
k2k′3[A]0

(k1 + k2)(k′3 − k4 − k5)
{e−(k4+k5)t − e−k′3t}

+
k2k′3[A]0

(k1 + k2)(k1 + k2 + k′3 − k4 − k5)

{e−(k1+k2+k′3)t − e−(k4+k5)t}

+
k′3[A]0

k1 + k2 + k′3 − k4 − k5
{e−(k4+k5)t − e−(k1+k2+k′3)t}

+
k5[A]0

k4 + k5
{1 − e−(k4+k5)t}

(4)

Figure 6 に測定結果と式 (2) と式 (4) のフィッティ
ングの結果を示す．ここで，測定結果とのフィッティ
ングにおいて，縦軸の吸光度は，Lambert-Beerの法則
A = εCl（A:吸光度，ε:吸光係数，C：モル濃度，l：光
路長）に従うため，l = 1 cmの時，式 (2)，式 (4)は A
と D それぞれの吸光係数 εA と εD を乗じなければな
らない．そこで，最初に，式 (2)のフィッティングに
おいて，εA[A]0 を 1.30と仮定し，k1 = 4.50 × 10−3 s−1

，k2 = 1.00 × 10−3 s−1，k′3 = 1.17 × 10−3 s−1 を決定
した後，式 (4) に対して，これらの定数を代入し，
k4 = 1.09× 10−3 s−1, k5 = 8.90× 10−5 s−1，εD[A]0 = 2.65
を決定した．これらのパラメータは大雑把な解釈であ
るものの，比較的よく結果を再現しており，推定され
た反応機構がもっともらしいことを示している．

9.1 反応の妥当性の検討

Reaction 4と reaction 5における Aおよび Dの反応
式の解から Fig. 6の結果を再現することは出来た．次
に reaction 4 と reaction 5 の A-E に対して実際の化合
物を適用し検討を行った．実際の化合物を適用した化
学反応式を reaction 6と reaction 7に示す．

PVA · · · I−3
k1
�
k2

PVA · · · · · ·I−3 (reaction 6)

PVA · · · I−3
k3→ PVA + I−3

k4

�
k5

PVA + I2 + I− (reaction 7)

ここで，reaction 4と reaction 5の Aは 490 nmに吸
収極大を示す PVA と I−3 の錯体 PVA · · · I−3 であり，B
は PVAと I−3 の距離が Aの錯体に比べて離れて結合し
た化合物 PVA · · · I−3 を想定している．これは Fig. 5の
X線照射直後の吸光度（黒の実線）において，300 nm
から 320 nmの間に吸収極大をもつ化合物に相当する
と考える．Cは PVA水溶液に KIを添加し，果糖およ
びホウ砂を含まない試料に対してX線照射した実験に
おいて 50 °Cに加温しても，490 nmの吸収極大の減少
が見られないことから，PVA-KIゲルに含まれる果糖
もしくはホウ砂と果糖の反応生成物 Q であると考え
る．D は PVA + I−3 の二次反応であるが [PVA] � [I−3 ]
であるため擬一次反応として扱え，350 nmに吸収極大
を示す I−3 と考えてよい．Eは PVA + I2 + I− であるが，
[PVA]� [I2]，[I−]� [I2]であるため，擬一次反応とし
て扱える．ここで E の I− は KI水溶液中の I− に含ま
れる．本来 A→ Dの反応は，D→ Aと平衡反応であ
ると考えるが Cの存在により，A + C→ Dの反応速度
が D → A の反応速度に比べて非常に速いことを示唆
している．
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36 °C に加温されている無色化した試料を室温
（20 °C）に戻すと赤色に発色する．これは，350 nm
の吸光度が，4000 秒以上の領域で一定になっている
が，温度が下がることにより平衡が崩れ I−3 生成が優勢
になるためであると考える．50 °Cで 6時間加温する
と，350 nmの吸光度は完全に 0となり I−3 が無くなり
室温（20 °C）に戻っても赤く発色することは無い.

10 さいごに

化学線量計の研究は放射線化学の分野において最も
重要な領域の一つであると考える．本トピックスは，
PVA，KI，ホウ砂，果糖と我々の身近で手に入る材料
を用いて容易に化学線量計を作製するための手引書に
成りえると考える．本トピックスを読まれた方々の中
で興味を持たれた方は是非とも追試していただき，本
トピックスの内容を訂正し, 新たな知見を与えられる
ことを望む．現在，本研究に関連したゲル線量計を元
に，林らにより放射線治療計画の線量分布検証への応
用研究もされている．その他にも，ゲル化剤を変えた
研究，ジェランガムや PVA-GTA-Iゲル等も用いられ，
改良が進められている12–15)．
化学線量計開発を目指す若い研究者の皆さんは，ス

ピンクス・ウッズ共著の「放射線化学入門」16) を読ま
れることを勧める．p. 87 の「Fricke 線量計」や p. 94
の「他の化学線量計」の内容は非常に多くの知見を読
者に与えると考える.
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東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
（CYRIC）の利用紹介

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター　 寺川貴樹∗

1 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセ
ンターについて

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセン
ター（CYRIC）は，1977 年に学内共同利用施設とし
て青葉山キャンパスに設立されました．センター内に
は加速器研究部，測定器研究部，核薬学研究部，サイ
クロトロン核医学研究部，放射線管理研究部の 5 つ
の部門があり共同利用をサポートしています．設立当
初は，住友重機械工業（株）製の 680 型 AVF サイク
ロトロンが設置され，主として陽子（最高エネルギー
40 MeV），重陽子（最高エネルギー 25 MeV），α（最
高エネルギー 50 MeV）などの軽イオンビームを利用
した研究が行われてきました．サイクロトロンからの
ビームを照射する実験室は 5つあり，原子核物理学，
イオンビーム元素分析（PIXE），材料照射，核薬学およ
び核医学分野の研究が実施されてきました．特に，原
子核物理学の分野では，高速中性子の高エネルギー分
解能測定を可能にする 44 mの中性子飛行時間測定シ
ステムや，イオンガイド法，RF型イオントラップ装置
等の開発が行われ，原子核反応・構造の研究が精力的
に推進されてきました．一方，ライフサイエンス分野
においても，様々な PET薬剤の開発，PET診断の臨床
への展開，さらに当時最先端の PET装置の開発など，
国内の他施設に先駆けて核医学の研究が推進され，放
射線・RI高度利用施設として基礎研究から応用研究ま
で非常にユニークな地位を確立し発展してきました．

Introduction to Cyclotron and Radioisotope Center (CYRIC),
Tohoku University
Atsuki Terakawa∗ (Cyclotron and Radioisotope Center, Tohoku
University),
〒980–8578宮城県仙台市荒巻字青葉 6–3
TEL: 022–795–7795, FAX: 022–795–7997,
E-mail: atsuki.terakawa@tohoku.ac.jp

2 大型サイクロトロンへの加速器更新

ビームの高エネルギー化，大強度化に加えて，重イ
オンビームを含めた多様なビーム供給による共同利用
の発展を目指し，680型サイクロトロンから大型の930
型サイクロトロンへの更新が行われました．2000 年
3月にファーストビームの加速に成功し共同利用に提
供されました．Figure 1および Fig. 2に 930型サイク
ロトロンと施設の全体図をそれぞれ示します．930型
サイクロトロンでは，最高エネルギーで 80 MeV陽子，
55 MeV重陽子，110 MeV αの各ビームが得られ，重
イオンでは Xe までの様々なビームが供給可能です．
また，大強度の陽子や重陽子ビーム用に負イオン加速
も可能です．通常の陽イオン加速によるビーム引き出
しでは，70 MeV陽子で 3 μAのビーム強度，負イオン
加速の場合は，陽子 50 MeVで 22 μAのビームが得ら
れます．サイクロトロンの大型化にともない，ビーム
輸送システムも高エネルギービーム輸送対応へ更新さ

Figure 1. AVF cyclotron (Model 930, Sumit-
omo Heavy Industries, Ltd) at Cyclotron and
Radioisotope Center (CYRIC), Tohoku Univer-
sity.
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Figure 2. Cyclotron facilities at CYRIC.

れました．さらに，ビーム照射角度を 0◦ から 180◦ ま
で可変できるビームスウィンガーシステム（Fig. 3）も
更新されるなど，周辺装置もアップグレードされまし
た1) 2) 3)．研究分野もビームの高エネルギー化，あるい
は大強度化により，陽子線治療の基礎研究，陽子，重
イオン，中性子による半導体照射事業，RI プラット
フォーム事業等の RI 供給など，研究分野の拡大と産
学連携も推進されてきました．
また，930型サイクロトロンと同時にHM-12小型サ

イクロトロン（住友重機械工業（株）製）も導入され，
PET 薬剤合成専用に利用されています．HM-12 サイ
クロトロンは実験室（第 1ターゲット室）内に設置さ
れ，18F，11C，15O等の標識薬剤合成に利用されます．
第 1ターゲット室には 930型サイクロトロンのビーム
ラインもあり，高エネルギービームにより生成された
中重核の陽電子放出核種を標識した PET 薬剤開発に
利用可能で，大小の 2つのサイクロトロンを使い分け，
多様な核医学分野のニーズに対応できる体制が整えら
れています．

Figure 3. New beam swinger system which
serves as a rotating gantry for high energy
beams provided from the 930-cyclotron.
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3 大強度ビームによる新たな研究分野の開拓

930 型サイクロトロンが共同利用に供されて 20 年
以上経過し，CYRIC では新たな研究分野の開拓に迫
られています．その一環として推進している研究を簡
単にご紹介させていただきます．現在，930型サイク
ロトロンのビームのさらなる大強度化に向けて，負イ
オン源開発，加速パラメータの最適化，大強度加速器
中性子源などの開発が行われています．大強度ビーム
利用による産学共同のDATE（Deuteron Accelerator for
Theranostics mEdicine at Tohoku University）プロジェク
トが進行中です．CYRIC では加速器研究部の伊藤正
俊教授が中心となり，930型サイクロトロンを活用し
た新規の医療用ラジオアイソトープ製造が計画されて
います．詳細は CYRIC のホームページ4) にも紹介さ
れていますのでご覧ください．

CYRICでは設立初期から PET薬剤製造および PET
検査など診断を中心とする医学利用がされてきました
が，930型サイクロトロンの高エネルギー陽子ビーム
が得られるようになり，陽子線治療の基礎研究，ホウ
素中性子捕獲療法（BNCT）の加速器中性子源の研究等
の治療分野の研究が開始されました．現在開発中の大
強度の加速器中性子の活用法の 1つとして，次世代の
先進的 BNCT研究も検討されています．また，高精度
な陽子線治療やBNCTでは多門照射をベースとした複
雑な線量分布が形成されるため，3次元で連続的な線
量分布取得への強い要望があります．近年，3次元線
量計測技術としてゲル線量計が注目されており，我々
もゲル線量計の研究に取り組んでおります（Fig. 4)．

Figure 4. Polymer gel dosimeter bombarded
with an 80-MeV proton beam having a spread-
out Bragg peak through the four-field irradiation
(left), and its tomographic image measured with
an MRI scanner (right).

4 CYRICサイクロトロン共同利用

サイクロトロン共同利用の課題募集は，2月と 7月
の年 2回行われます．学内共同利用施設ですので，課
題申込責任者は東北大学の教職員に制度上限られま
すが，共同研究のように東北大学の教職員を含めた研
究グループとして課題申請をすることが可能で，実質
的に全国の研究者に CYRICのサイクロトロンは利用
されています．課題は通常枠，優先枠，有償枠の 3つ
のカテゴリーで募集されます．通常枠は原則無償，優
先枠は加速器の電気代相当の利用料，有償枠は加速器
運転や放射線管理に関わる費用に相当する使用料が発
生します．優先枠では，マシンタイムの配分，実施時
期の割当て等で通常枠よりも優先的な取扱いとなりま
すが，通常枠，優先枠ともに年 1回開催の研究成果発
表会とアニュアルレポートでの成果報告の義務があり
ます．また，930型サイクロトロン課題では両枠とも
ヒアリングによる課題採択となります．一方，930型
サイクロトロンの有償枠は共同利用課題の扱いではな
く，課題申込も随時受け付けております．また，成果
報告の義務はなく，主に半導体照射など民間企業に利
用されています．詳しくは，サイクロトロン共同利用
課題募集（CYRICホームページ4) にも掲載されます）
をご覧いただくか，担当窓口にお問合せください．ま
た，CYRICでは放射性同位元素を使用するRI棟共同
利用の課題も募集しており，サイクロトロン加速器と
ともに基礎物理，工学，薬学，医学，農学など幅広い
分野の研究に利用されています．本稿では割愛させて
いただきますが，同じくホームページ4)の課題募集案
内をご覧いただけますと幸いです．

〈参 考 文 献〉

1) T. Shinozuka, M. Fujita, A. Terakawa, A. Yamazaki,
M. Tanigaki, T. Misu, M. Fujioka, H. Orihara, CYRIC
Annual Report (2000) p.19.

2) A. Terakawa, T. Misu, K. Itoh, H. Suzuki, H. Orihara,
S. Chiba, Y. Ohmiya, N. Takahashi, S. Kan, M. Fujita,
T. Shinozuka, CYRIC Annual Report (2002) p.17.

3) A. Terakawa, H. Suzuki, K. Kumagai, Y. Kikuchi, T.
Uesaka, T. Uemori, H. Fujisawa, N. Sugimoto, K. Itoh,
M. Baba, H. Orihara, K. Maeda, Nucl. Instrum. Meth-
ods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc.
Equip., 491 (2002) 419.

4) 東北大学 CYRICホームページ，
https://www.cyric.tohoku.ac.jp

第 112号 (2021) 63



64 放 射 線 化 学



放 射 線 利 用 紹 介

阪大産研量子ビーム科学研究施設の紹介

大阪大学産業科学研究所　
誉田義英∗,藤塚守,古澤孝弘,吉田陽一,細貝知直

1 はじめに

大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施
設は 1957年に大阪大学の付属施設として設置された
ホットラボ（放射線研究施設）を母体としています．
1964 年に産業科学研究所の付属施設となり名称も放
射線実験所となって以降，2回の改組を経て 2009年度
からは現在の量子ビーム科学研究施設として，共同利
用実験が行われています．設立当初はコバルト 60の
密封線源が主な利用対象でしたが，1978年に Lバンド
電子ライナックが設置され共同利用も始まり，その後
150 MeV Sバンド電子ライナック，レーザーフォトカ
ソード RF電子銃ライナックが順次設置・運用が開始
され，現在では 3本のコバルト 60密封線源と 3台の
電子ライナックを主要装置とする共同利用施設となっ
ています．

2 施設の特徴

現在電子ライナックを保有している国内の加速器施
設では，その多くが放射光の発生に利用されています
が，当施設においては放射線化学分野で多くの研究が
行われ，DNA 損傷プロセスの研究から高分子構造変
化，光触媒反応，半導体プロセス技術，燃料電池の劣
化プロセス解析など，多岐の分野にわたって産業とも
深くかかわった重要な基礎研究が行われてきました．
現在では電子ビームを用いた放射線誘起化学反応の研
究に加え，2 次ビームである THz 領域自由電子レー
ザー（THz-FEL）や陽電子ビームの生成・利用研究も
行っており，コバルト 60線源の利用も含め，放射線化

Introduction of Research Laboratory for Quantum Beam Sci-
ence in SANKEN, Osaka University
Yoshihide Honda∗, Mamoru Fujitsuka, Takahiro Kozawa,
Yoichi Yoshida and Tomonao Hosokai (SANKEN, Osaka Uni-
versity),
〒567–0047大阪府茨木市美穂ケ丘 8–1
E-mail: honda@sanken.osaka-u.ac.jp, hosokai@sanken.osaka-u.ac.jp

学の領域だけでなく，光化学や材料科学，加速器科学
にいたる幅広い領域で利用されています．Lバンド電
子ライナックの利用開始以降，共同利用は専ら学内に
絞って行われてきましたが，産業科学研究所が物質・
デバイス領域研究拠点となって以降，このチャンネル
を通じて全国から共同利用を受け入れるようになって
います．現在の量子ビーム科学研究施設には専任教員
2名，技術職員 2名，非常勤事務職員 1名，特任教職
員 2名に加え，産研の 4研究室の教員 16名が兼任教
員として所属しており，当施設の管理・運営や産研全
体の放射線管理にあたっています（Fig. 1）．外部から
当施設の装置を利用しようとする場合，既設の測定系
や計測器を利用することが多いため，比較的近い分野
の専任又は兼任教員にその実験の受け入れ窓口および
世話人を割り当て，円滑な利用環境を整えるようにし
ています．

3 主要装置

Lバンド電子ライナックは高い電荷量（91 nC）で時
間幅約 20 psの単バンチ高エネルギー電子線を発生さ
せることが可能な加速器です．電子線パルスの時間幅

Figure 1. Members of the Research Labora-
tory for Quantum Beam Science.
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を変化させることで，ナノ秒からピコ秒の時間領域に
おける各種化学反応素過程の研究や照射効果の研究等
に利用されてきました1, 2)．一方，高電荷密度の電子線
パルスが発生可能という特徴をいかし，THz-FELの発
振にも利用されています3)．レーザーフォトカソード
RF 電子銃ライナックでは，ライナックから発生した
フェムト秒電子線パルスとこれに時間同期されたフェ
ムト秒レーザーを利用したパルスラジオリシス法を用
いて，フェムト秒時間領域における量子ビーム誘起超
高速現象の解明やナノ空間内での反応制御に関する研
究4)，さらには時間分解電子顕微鏡の開発研究が行わ
れています5)．150 MeV Sバンド電子ライナックは主
として低速陽電子ビームの発生に利用されています．
当施設ではコバルト 60線源を約 10年ごとに 370 TBq
の線源を購入してきました．現在保有しているのはこ
のうち 1982年，2000年，2011年に購入した 3本の線
源で，各種物質に対するガンマ線照射効果の研究に用
いられています．当照射施設の特徴としては水中照射
のほか，線源を大気中でマニピュレーターを用いて自
由に配置できることがあげられます．

4 共同利用の状況

上記装置は共同利用に供されており，過去 5年間の
採択テーマ件数は平均で約 45件，内訳は学内からの利
用，物質・デバイス領域共同研究拠点を通した利用，国
内他機関との共同研究，産研だけからの利用がそれぞ
れ大体 1/4程度の割合になっており，学内外の利用者
に広く利用されています．共同利用の主要装置である
Lバンド電子ライナックの年間運転時間は，昨年度は
COVID-19 の影響で約 2,000 時間と減少しましたが，
過去 5年間では 2,500時間–3,000時間程度となってい
ます．最近の利用状況はパルスラジオリシス法を利
用する実験と THz-FELを利用する実験がほぼ同程度

となっています．一方コバルト 60の昨年度の利用時
間は COVID19の影響はほとんど受けず 2,000時間を
超えました．5年間の年間利用時間推移では 1,500時
間–2,000時間超となっています．

5 おわりに

Lバンド電子ライナックの利用促進のため，パルス
ラジオリシスの実験に対しては，電子ビームを交互
に 2 つの照射室に振り分け，現在と同じビームの繰
り返しで同時に実験を可能とするための準備を進め
ています．RF 電子銃ライナックを含め当施設の加速
器を利用した研究の多くが極短時間分解型の分光実
験ですので，今後もこの特徴をいかし，特に大強度
短時間パルスレーザーを使った研究なども積極的に
取り入れ，基礎研究から社会実装に寄与する研究が
推進されていくことを期待しています．最後に当施
設のホームページの URL を載せておきますので，ご
興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください．
https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/rl/index.html
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1 Brief History

At the very beginning of the foundation of the Univer-
sity of Science and Technology of China (USTC) in Bei-
jing in 1958, the Department of Radiochemistry and Ra-
diation Chemistry was one among 13 departments. In the
early 1970s, that is, during the cultural revolution, USTC
was moved to Anhui Province and finally settled down in
Hefei city. The research in radiochemistry had to be given
up due to the external environment, but the research in ra-
diation chemistry has continued in the Teaching and Re-
search Laboratory of Radiation Chemistry in the Depart-
ment of Applied Chemistry.

In the early 1980s, a 60Co γ-rays source with a radioac-
tivity of about 1.87×1015 Bq was introduced as is the basic
condition for radiation chemistry research. The staffmem-
bers were about 10 with only several graduate students,
while it was the only university in China that had radiation
chemistry majors for undergraduate students. As being the
aftermaths of the cultural revolution, it was a rather dif-
ficult period for the scientists all over the country. The
grant-in-aid for scientific research was quite limited, and
the scientific instruments were too old and far behind that
in the developed countries. But the professors were strug-
gling with great courage to do some ’useful’ research. The
60Co γ source was even used for radiation sterilization of
medical devices and Chinese traditional medicines, and so
on. At that time, the research themes were radiation chem-
istry of polymers, for example, radiolytic synthesis of hy-
drogen gels and resins for medical uses or else. It is worth
mentioning that some of those studies have finally come

Radiation Chemistry in the USTC
Mingzhang Lin (University of Science and Technology of
China),
School of Nuclear Science and Technology, University of Sci-
ence and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China
E-mail: gelin@ustc.edu.cn

out with industrial production, for example, the radiolytic
synthesized textile adhesives and poly(acrylic acid) thick-
eners have been being successfully used in the dyeing and
printing industries with an annual output of about 200 mil-
lion RMB in recent years. The situation changed little by
little and became much better at the beginning of this cen-
tury.

In 2001, the group of radiation chemistry was incorpo-
rated into the Department of Polymer Science and Engi-
neering and became today’s Radiation Chemistry Labora-
tory.

2 Recent Research Activities

Now 3 professors and 3 associated professors, with
more than 30 (M.S. and Ph.D.) graduate students are
involved in radiation chemistry related studies. The ra-
dioactivity of the 60Co γ source is about 5.6× 1014 Bq (the
building, control room and irradiation room of the 60Co γ
source are shown in Fig. 1), but it might be increased to
2.2 × 1015 Bq in the near future.

The recent research activities are radiolytic polymeriza-
tion of functional materials, radiation grafting or crosslink-
ing of polymers, synthesis of polymeric nanocomposites,
modeling of water radiolysis for nuclear spent fuel repro-
cessing and fusion water, etc. In general, the major re-
search themes (as shown in Fig. 2) and some examples are
briefly introduced as below:

2.1 Basic and practical studies

The basic and practical studies in radiation chemistry
have been developed: (a) Radiation induced polymeriza-
tion, especially radiation induced emulsion polymerization
of acrylic acid and its ester monomers, (b) the mechanism
and application of radiation grafting, radiation crosslink-
ing of polymer materials, and (c) according to particular
features of the effect of high energy radiation on the
medium system, i.e., homogeneous distribution and the
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Figure 1. (a) Building, (b) control room, and (c) irradiation room of the 60Co γ source.

Figure 2. The research themes in the USTC.

fast reaction rate in ambient temperature and pressure,
various methods on the fabrication of nano/micro-
structured materials with controllable morphology and
structure, such as porous and hollow polymeric mi-
crospheres, anisotropic particles and organic/inorganic
nanocomposites,

Novel porous sulfonated polystyrene (SPS) / reduced
graphene oxide (rGO) composite microspheres loaded
with Au nanoparticles (AuNP@SPS/rGO) were synthe-
sized through γ irradiation on a simple one-pot system,
i.e. an aqueous solution containing cagelike porous

SPS microspheres, GO, and HAuCl4. rGO and AuNPs
with a size of about 12 nm were formed in water si-
multaneously under γ-irradiation, and in situ loaded on
cagelike porous SPS microspheres. The prepared cagelike
AuNP@SPS/rGO microspheres showed far better catalytic
performance than the conventional non-supported AuNP
catalysts, which completed the reduction of o-nitroaniline
by NaBH4 within only 15 s. Moreover, the prepared
AuNP@SPS/rGO microspheres can be easily recycled
from the reaction system by centrifugation without loss of
the catalytic activity1).

A novel method was proposed to construct hierarchi-
cally porous microspheres with inner macropores and
a mesoporous wall (Macro@Meso-SPS) through two
consecutive phases separation processes2). Based on this
method, swelling-osmosis and polymerization-induced
phase separation (PIPS) in solid sulfonated polystyrene
(SPS) seed microspheres which were prepared by the
sulfonation of polystyrene (PS) microspheres synthesized
via γ-ray-radiation initiated dispersion polymerization
with polyvinylpyrrolidone (PVP) as a stabilizer. The
pore size of the Macro@Meso-SPS microspheres could
be tuned from 3.1 nm to over 50 nm by adjusting the
absorbed dose during the synthesis of PS microspheres,
the amount and the conversion of MMA in PIPS. The
Macro@Meso-SPS microspheres with surface mesopores
around 3.1 nm showed better controlled-release perfor-
mance of the loaded small molecules like methyl orange,
whose cumulative release ratio was merely 45.3 % after
24 h, compared to those with larger surface pores above
11.2 nm.
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2.2 Materials related to nuclear energy application

We have been working on the fundamental study in-
volving the materials related to nuclear energy application,
such as the physical properties, lifetime, and radiation ef-
fect of materials in extreme radiation conditions. It aims
to provide technical reserves for the future science related
to nuclear energy.

To study the radiation resistant of epoxy (EP) resins,
boron nitride (h-BN)/EP resin composites were fabricated
by solution blending. The results showed that the addition
of h-BN improved the mechanical property and the glassy
transition temperature of the resin. The presence of low-
level h-BN was favorable to enhance the radiation resis-
tance of EP. For the composites with the 0.05 % mass per-
centage of h-BN, the absorbed dose required to decrease
relative tensile strength by 50 % was about 300 kGy, which
was higher than that of neat EP. Benefiting from the ab-
sorbing neutrons capability of boron atoms, an addition
of 0.55 % h-BN to the EP resin could reduce the neutron
transmittance of the resin by 5.6 %3).

A new radiation-induced reduction-exfoliation method
is developed to achieve the one-step exfoliation of
h-BN to form Ni-nanoparticle-(NiNP)-bound boron
nitride nanosheet (BNNS) (Ni/BNNS) in a binary iso-
propanol/water medium using γ-ray radiation at ambient
temperature and pressure4). The prepared magnetic
Ni/BNNS exhibits good catalytic performance, excellent
structural stability, and reusability toward the reduction of
2-nitroaniline (2-NA). After 5 cycles, the conversion of
2-NA still reaches 95.9 % within 500 s. More interest-
ingly, when Ni/BNNS was dispersed in water/methanol
solution at a content of 0.17 mg mL−1 followed by
exposure to simulated sunlight irradiation, H2 evolution of
8404.3 μmol g−1

Ni within 2 h can be detected.

2.3 Multi-functional and high-efficient nano-medicine

We have been developing novel, multi-functional,
and high-efficient nano-medicine platforms based on the
preparation technique on versatile stimuli-response micro-
sphere materials, which aims to push the applications of
the fundamental research findings of radiation chemistry
in the field of advanced biomaterials.

To study the functionalized nanoparticles as gene
carriers, novel glutathione (GSH) triggered degradable
organosilica nanoparticles grafted with guanidinated

fluorinated α-polylysine (o-SiNP-GF) are prepared5).
The cytotoxicity and DNA-binding ability of o-SiNP-GF,
as well as in vitro gene transfection performance of
DNA/o-SiNP-GF complexes, have been investigated using
enhanced green fluorescent protein plasmid (pEGFP)
as the DNA model. 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay (a colorimetric
assay for assessing cell metabolic activity) shows that
the cytotoxicity of o-SiNP-GF is very low even at a
concentration up to 800 mg mL−1. The in vitro transfec-
tion efficiency of pEGFP/o-SiNP-GF complexes in 293T
cells: human embryonic kidney cells, is up to 94.7 % at
the N/P ratio: molar ratios of nitrogen (N) in poly((2-
dimethylamino) ethyl methacrylate) (PDMAEMA) to
phosphate (P) in DNA, of 10, much higher than that of
pEGFP/PEI complexes. This work not only provides a
way to prepare novel GSH-triggered degradable organosil-
ica nanoparticles of size less than 50 nm but also proves
that the modification of guanidinated-fluorinated α-
polylysine is an effective method to improve the efficiency
of gene carriers5).

A novel approach was developed to prepare near-
infrared (NIR) light response inverse-opal lysozyme (Lyz)
- imprinted polydopamine/polypyrrole (IO-PDA/PPy-MIP
(molecularly imprinted polymer)) composite microspheres
using micron-sized SiO2 colloidal crystal microspheres
as the sacrificed template6). The IO-PDA/PPy-MIP
microspheres show a rapid, selective adsorption ability for
Lyz due to the inverse-opal macroporous structure. The
adsorption capacity exceeds 800 mg g−1 within 20 min,
and the imprinting factor is as high as 24. The bound Lyz
molecules can be released rapidly from IO-PDA/PPy-MIP
microspheres triggered by the irradiation of NIR laser
and remain enough bioactivity to decompose Escherichia
coli efficiently. The adsorption capacity can remain up to
90 % of the initial value after 5 times recycle, exhibiting
excellent structure stability and good recyclability.

2.4 Functional low dimensional materials

We have been synthesizing, with ionizing radiations,
functional low dimensional materials such as graphene,
boron nitride nanosheets, or hierarchically bimodal
mesoporous silica for the separation of metallic ions,
particularly for the radionuclides of fission products, such
as Sr2+, Cs+, U(VI), Re (Tc) and platinum group metals
(PGMs).
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A high-efficient sorbent was successfully prepared by
functionalization of graphene oxide with phenanthroline
diamide (GO-PDA), which exhibited excellent selectivity
towards actinides over lanthanides. The sorption isotherms
of both U(VI) and Th(IV) coincided with the Langmuir
model, while the maximum sorption capacities of U(VI)
(pH 5.5) and Th(IV) (pH 4.0) at 298 K were 718 mg g−1

and 703 mg g−1 respectively, being much higher than most
of the previously reported graphene oxide (GO) based sor-
bents. GO-PDA also possessed significantly enhanced se-
lectivity for U(VI) and Th(IV) over Eu(III), Nd(III), and
Sm(III) compared to pristine GO at ultra-low pH (0–2),
with separation factors larger than 23 at pH 07).

A functional fibrous hiefrarchically bimodal meso-
porous silica (F-SiO2-DP) as a high efficient adsorbent
for selective adsorption of uranium and thorium, which
had hierarchically bimodal mesoporous structure and
specific surface area of ca. 474.1 m2 g−1, was prepared
by a post-modification method using 2,9-diamide-1,10-
phenanthroline. The selectivity coefficient of U(VI) and
Th(IV) over Ce(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III), Gd(III),
Y(III), and Yb(III) is all larger than 9 at pH 3.8, indicating
that F-SiO2-DP possesses a good simultaneously selective
adsorption performance for U(VI) and Th(IV)8).

Non-metal photocatalysts, carbon-doped BN (BCN)
nanosheets were used to extract the uranium by the
photocatalytic reduction technique, and the doping in
the form of carbon rings can regulate the bandgap and
electronic structure by manipulating carbon amount9).
Benefiting from the porous structure and strong visible-
light absorption, the U(VI) separation ratio of 97.4 %
could be achieved after 1.5-hour visible irradiation with
an apparent rate value of 2.97 h−1. The prepared BCN
displayed good reusability and stability with the U(VI)
separation ratio > 90 % even after five cycles.

Magnetic Nb-substituted crystalline silicotitanate (mag-
Nb-CST), which can be used for separation of Sr2+ and
Cs+ from aqueous solution, is successfully synthesized
by embedding amine-functionalized Fe3O4 into the
Nb-substituted crystalline silicotitanate (Nb-CST). The
adsorption process reaches equilibrium within about 8 h,
and the maximum adsorption capacity on mag-Nb-CST
is 14.38 mg g −1 at pH 11.00 for Sr2+, and 11.18 mg g −1

at pH 4.00 for Cs+, respectively. The pH dependence on
the adsorption capacity suggests a possibility to separate
Sr2+ and Cs+ from each other by simply adjusting pH.

Mag-Nb-CST is able to remove most of the Sr2+ and Cs+

at ppb level. Even in real seawater, it is able to remove
94.19 % of Cs+. Moreover, mag-Nb-CST shows good
acid-resistance and radiation stability10).

A high efficiency pyridine-functionalized reduced
graphene oxide (rGO) adsorbent was prepared for selec-
tive separation of Pd(II) from simulated electronic waste
leachate by one-pot γ-ray radiation-induced simultaneous
grafting polymerization (RIGP) of 4-vinylpyridine (4VP)
from graphene oxide (GO) and reduction of GO. The
poly(4-vinylpyridine)-grafted reduced graphene oxide
(rGO-g-P4VP) exhibits fast adsorption kinetics and high
maximum adsorption capacity. The adsorption capacity
is 105 mg g−1 in the first minute and reaches equilibrium
within 120 min. Other precious metal ions like Pt(IV) and
Au(III) can also be recovered easily and selectively by
rGO-g-P4VP11).

2.5 Novel methods for nuclear waste treatment

We have been developing photochemical and radiolytic
reduction methods for the separation of metallic ions from
aqueous solutions under the background of high-level liq-
uid wastes (HLLW) treatment.

The photochemical method was proposed to extract and
separate PGMs (Pd, Ru) from simulated HLLW. Pd and Ru
metals were extracted from an aqueous solution by pho-
toreduction with high efficiency (reduction ratio > 90 %)
in the presence of alcohols. The highly efficient extraction
and separation of Pd or/and Ru metal(s) from their mixture
with lanthanide (Nd) by selective photoreduction was re-
alized. The results suggest that the photochemical method
is a promising method for the efficient extraction and sep-
aration of PGMs from HLLW12).
γ irradiation was applied to separate rhenium (which is

the analogue of technetium) from an aqueous solution in
the presence of isopropanol. Re(VII) was reduced by hy-
drated electrons (e−aq) generated from γ-radiolysis of wa-
ter, leading to the formation and precipitation of Re(0) and
rhenium oxides (ReO2 and ReO3) nanoparticles. The re-
duction of Re(VII) by γ irradiation was very fast, and effi-
cient in alkaline conditions, whose separation ratio reached
93.6 % after 2-h irradiation, and the final separation ratio
was as high as 98.1 %13).

70 放 射 線 化 学



中国科学技術大学における放射線化学研究

2.6 Applications in nuclear industry

We have been studying the radiolytic effects of novel ex-
tractants as well as the solvents in spent fuel reprocessing,
and modeling of water radiolysis for pressurized water re-
actor (PWR) and fusion reactor.

Alpha radiolysis of a nitric acid aqueous solution by a
238Pu source is investigated experimentally and theoreti-
cally. A novel kinetic model for the γ-radiolysis of the
nitric acid aqueous solution is established by considering
the direct and indirect effects. The simulation results agree
well with the experimental data. The redox reactions in-
volving Pu cannot be neglected in the γ-radiolysis of the
solution14).

To predict the effects of coolant water radiolysis
induced by neutron and γ radiation in the international
thermonuclear experimental reactor (ITER), a new model
has been developed, by modifying existing models,
to evaluate the water radiolysis behaviors in different
primary heat transfer systems (PHTSs) in ITER. The new
model takes the circulation of coolant and the combined
γ and 14 MeV neutron radiation into consideration. We
recommend the injection of about 5 cc H2 under standard
temperature and pressure (STP) per kilogram of H2O into
the first wall/blanket (FW/BLKT) PHTS to both efficiently
suppress water radiolysis and avoid problems caused by
the addition of excessive H2

15).

3 Prospects

In order to meet the demand for carbon reduction and
carbon neutralization, an increase in the capacity of nu-
clear energy in China is inevitable. In fact, according to the
14th five-year plan (2021–2025) for national economic and
social development and the long-range objectives through
the year 2035, the total nuclear electricity capacity will
be increased up to about 70 GW in 2025 and might be
increased to 160 GW. At the same time, advanced nu-
clear systems, such as sodium-cooled fast reactor, high
temperature gas-cooled, molten salt reactor, and acceler-
ator driven subcritical reactor system, are being under re-
search and development. And also, the applications of nu-
clear technology, for example, the radiotherapy of cancer
using heavy-ion accelerators, are rapidly growing. There-

fore, in the foreseeable future, the needs of radiation chem-
istry research in China should be highly required. USTC
should continue to take the responsibility to educate the
students while doing basic study or application research
which are financially supported by the government or in-
dustries.
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第 114回日本放射線化学会理事会議事録

日時 令和 3年 3月 29日（月）18:00–
場所 オンライン（Zoom）
出席者 平出哲也（原子力機構），吉田陽一（阪大産

研），鷲尾 方一（早大理工学術院），中川 清子
（都産技研），前川康成（量研），高橋憲司（金
沢大工），田口光正（量研），丑田公規（北里大
理），河内宣之（東工大院理工），青木康（住友
重機械），伊藤 賢志（産総研），池田 時浩（理
研），林慎一郎（広島国際大），伴弘司（高エネ
ルギー加速器研），奥村 康之（NHV），熊谷 純
（名大），岡壽崇（原子力機構），山沖留美（大阪
薬大），泉佳伸（福井大），加藤隆二（日本大），
山下真一（東大），田川精一（阪大産研），南波
秀樹（量研），廣木章博（量研），関修平（京大
院工），工藤久明（東大院工），澤井友次（放振
協），楊金峰（阪大産研），越水正典（東北大）

議題

1. 前回（第 113回理事会）議事録（案）（事務局）
• 第 113回理事会の議事録が確認された（事
務局）．

2. 令和 2年度役員等名簿（事務局）
• 令和 2年度の役員等名簿が承認された（平
出会長，事務局）．
• 喜多村 茜氏と菅 晃一氏が編集委員会から
退くこととなった（平出会長）．

3. 令和 2年度賛助会員名簿（事務局）
• 令和 2年度賛助会員名簿が紹介された（事
務局）．

4. 予算執行状況（事務局）
• 予算執行状況が紹介された（事務局）．

5. 入退会者一覧（事務局）
• 入退会者一覧が示され，6名（正会員 4，学
生会員 2）の退会が報告された（事務局）．

正会員 1名および学生会員 2名の入会が承
認された（事務局）．

6. 会員内訳（事務局）
• 会員について，会員内訳が報告された（事
務局）．

7. 編集委員会報告（平出会長）
• 編集委員会から 111号は 4月末発行予定と
報告があった（平出会長）．

8. 企画継承委員会報告（越水氏）
• 企画継承委員会から先端放射線化学シンポ
ジウム（SARAC）について 5月を予定して
いる旨の報告があった（越水氏）．（なお，
その後，夏の学校との併催により 8月に開
催予定と変更となった．）

9. 国際交流委員会報告（吉田副会長）
• 国際交流委員会から IRaP2020（2020年 9月
開催予定：奈良）の延期後の日程が未定との
報告があった．また，Miller Conference on
Radiation Chemistryが 10月にオンラインで
開催される可能性があるとの報告があった
（吉田副会長）．

10. 放射線化学討論会報告（平出会長，鷲尾副会長）
• 第 64回放射線化学討論会は，9月 6日–8日
にオンラインでの開催を予定しているが，
状況によっては関東，関西に会場設置し，
一部対面も検討している（平出会長）．第
63 回放射線化学討論会の収支決算報告が
あった（鷲尾副会長）

11. 夏の学校（越水氏）
• 夏の学校について，2020 年には開催され
ず，2021年には主幹校を東北大とし，8月
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頃に SARACとあわせて開催することが提
案された（越水氏）．

12. 放射線化学賞について（平出会長）
• 2020年度放射線化学賞審査結果の報告があ

り，授賞を見送るとの審査結果が承認され
た（平出会長）．

以上
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令和 3年度役員等名簿（令和 3年 10月 1日現在）
会長 中川清子（都立産技研） サイエンス連合担当兼
副会長 吉田陽一（阪大産研） 国際会議推進担当

平出哲也（原子力機構・東海） 編集委員会担当
前川康成（量研・高崎） 応用研究推進担当
高橋憲司（金沢大工）） 研究推進担当
浅井圭介（東北大院工） 事務局担当

常任理事 奥村康之（NHVコーポレーション） 辻正治（九大）
河内宣之（東工大院理工） 永石隆二（原子力機構・東海）
丑田公規（北里大理） 真嶋哲朗（阪大産研）
伊藤賢志（産総研） 堀邊英夫（大阪市大院工）
室屋裕佐（阪大産研） 田口光正（量研・高崎）
鷲尾方一（早大理工学術院）

理事 澤井友次（放振協） 砂川武義（福井工大）
小泉均（北大院工） 竹中康之（北教大）
小嶋崇夫（大阪府大） 中村一隆（東工大セラミック研）
工藤久明（東大院工） 駒口健治（広大院工）
熊谷純（名大） 斎藤恭一（早大理工総研）
鈴木信三（京産大理） 青木昭二（イー・シー・イー）
関修平（京大院工） 泉佳伸（福井大）
林慎一郎（広島国際大） 山路稔（群馬大院工）
田中真人（産総研） 加藤隆二（日本大）
岡壽崇（原子力機構・東海） 菊間博之（いいえんじ）
古澤孝弘（阪大産研） 廣木章博（量研・高崎）
越水正典（東北大院工） 伴弘司（高エネルギー加速器研）
楊金峰（阪大産研） 山下真一（東大院工）
間嶋拓也（京大院工） 池田時浩（理研）
山沖留美（大阪薬大）

監事 勝村庸介（日本アイソト－プ協会） 平岡賢三（山梨大工）
顧問 佐藤伸 籏野嘉彦

田川精一（阪大産研） 南波秀樹
市川恒樹（北大院工） 中川和道（阪大産研）
小嶋拓治（ビームオペレーション）

名誉会員 近藤正春 濱義昌（早大理工研）
編集委員会 委員長：平出哲也（原子力機構・東海） 山下真一（東大院工）

主任：田口光正（量研・高崎） 林慎一郎（広島国際大）
熊谷純（名大） 伊藤賢志（産総研）
増田明彦（産総研） 岡壽崇（原子力機構・東海）
神戸正雄（阪大産研） 田中真人（産総研）
佐伯誠一（量研・高崎） 藤井健太郎（量研・仙台）
樋川智洋（原子力機構・東海） 宇部道子（千代田テクノル）
加藤昌弘（産総研） 竹内夕桐子（ブリッジス）
青木祐太郎（福井工大）

企画委員会 委員長：越水正典（東北大院工） 須郷由実（量研・高崎）
駒口健治（広大院工） 藤井健太郎（量研・仙台）
柴田裕実（阪大産研） 室屋裕佐（阪大産研）
中川和道（阪大産研）

国際交流委員会 委員長：室屋裕佐（阪大産研） 泉佳伸（福井大）
田口光正（量研・高崎） 林銘章（中国科技大）
楊金峰（阪大産研）

事務局 浅井圭介（東北大院工） 越水正典（東北大院工）
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令和 2年度会計決算報告書（決算日：令和 3年 8月 31日）
収入の部 （単位：円）
項目 R2年度予算案 R2年度決算 内容等
賛助会員（14社 24口） 240,000 240,000 R2年度契約数 24口（14社）
個人正会員 808,000 725,000 正会員入金金額 713,000円
学生会員 学生会員入金金額 12,000円

未納者（正：30名，学生：7名
　未納金額累積合計 336,500円

終身正会員寄付金 – –
雑収入（利息等） 5,000 90,102 著作権料 90,097円

　　 受取利息（国際文献分 2円，事務局分 3円）
積立基金からの繰り込み – –
前年度繰越金 1,508,320 1,508,320

合計 2,561,320 2,563,422

支出の部
項目 R2年度予算案 R2年度中間 内容等
通信連絡費 20,000 6,490 郵送通知料金
振込手数料 – 3,410 国際文献社分 880円，事務局分 3,960円
事務委託費 R2.6–8月分 69,630円
年間業務費 700,000 617,427 R2.9–11月分 403,436円

R2.12–R3.2月分 69,652円
R3.3–5月分 74,709円

会議費 5,000 22,110 Zoom（Standard Proプラン）1年契約
放射線化学討論会援助 200,000 –
先端放射線化学 100,000 –
シンポジウム補助
若手の会夏の学校補助 70,000 – R2年度分未執行
学会賞 100,000 32,670 R1年度放射線化学賞表彰盾代金（昇栄産業）
企画継承委員会経費 75,000 –
国際交流委員会経費 75,000 –
編集委員会経費 200,000 49,500 Dropbox年間利用料：49,500円
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000 R2年度会費：50,000円
日本化学連合 10,000 10,000 R3年度会費：10,000円
化学系学協会連絡会会費
ホームページ運営費 60,000 5,148 ドメイン利用料金 1,848円

レンタルサーバー利用料金 3,300円
予備費 200,000 –
次年度繰越金 696,320 1,765,237

合計 2,561,320 2,563,422
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入退会者一覧

入会
会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 紹介者
正会員 755 向井中 奈良県警 堀邊英夫
正会員 756 熊谷嘉晃 東京農工大学 鵜飼正敏
学生会員 757 小野敬祐 東邦大学 池田時浩
学生会員 758 坂口周悟 京都大学 関修平
学生会員 759 河田実里 京都大学 関修平
学生会員 760 信岡正樹 京都大学 関修平
学生会員 761 小野源弥 大阪大学大学院 清野智史
学生会員 762 細見奎輔 名古屋大学 熊谷純
学生会員 763 田牧諒哉 大阪大学 神戸正雄

退会
会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 退会日
正会員 319 廣田耕一 量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学研究部門 2021/8/31
学生会員 739 森光正 東邦大学理学部物理学科 2021/3/31
学生会員 741 引間宥花 東邦大学理学研究科 2021/8/31
学生会員 754 玄一貴 大阪大学 2021/5/17
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住友電気工業（株）
http://www.sei.co.jp

（株）NHVコーポレーション
http://www.nhv.jp

ビームオペレーション（株）
http://www.beamope.co.jp

（一財）放射線利用振興協会
http://www.rada.or.jp

（株）イー・シー・イー
http://www.ece-ebara.com

（株）ブリッジス
http://www.kyokuto-sangyo.co.jp

ヨシザワ LA（株）
http://www.yoshizawa-la.co.jp

岩崎電気（株）
http://www.iwasaki.co.jp

量子科学技術研究開発機構
http://www.qst.go.jp

東邦金属（株）
http://www.tohokinzoku.co.jp

（株）イング
http://www.ing-co.jp

（公社）日本アイソトープ協会
http://www.jrias.or.jp

（株）千代田テクノル
http://www.c-technol.co.jp

いいえんじ合同会社
http://iieng.jp
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