第 65 回放射線科学研究会聴講記
標記研究会は平成30年4月11日（水）午後1時半から5時半まで住友クラブにおいて、島田幹男氏（東
京工業大学）
、田中憲一氏（広島大学）、木村晃彦氏（京都大学）、田中利幸氏（元原子力研究所）の4名
の講師をお招きして開催した。座長は前半2件を、児玉靖司氏（大阪府立大学）が、後半2件を義家敏正
ONSA専務理事が務めた。なお、講演会終了後、講師の先生を囲んで技術交流会が行われた。

1. 幹細胞と神経発生への放射線影響
東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所 島田幹男
放射線生物学の講義では、基礎知識として生体
組織・臓器と放射線感受性との関係を習う。そこ
では、造血組織、生殖組織、腸上皮組織等が最も
放射線感受性が高いのに対し、筋肉や神経組織は
最も感受性が低い組織群として紹介される。島田
講師の講演は、上述の基礎知識の確認から始まっ
た。しかしながら、神経組織の放射線感受性は、
発生の初期では感受性になる。島田氏は、マウス
胎児の脳組織形成に放射線がどのような影響を及
ぼすのかについて始めに解説した。放射線照射さ
れたマウス胎児脳において、DNA２本鎖切断（DSB）
の修復動態を経時的に脳組織切片を用いて調べた
ところ、胎齢13.5日齢で1Gy、または2Gyの放射線
を照射されると、4時間後から細胞死が現れ始めた。
しかしながら、1Gy照射では、24時間後には細胞死
を代償する細胞増殖がみられたのに対し、2Gy照射
では代償性細胞増殖はみられないことが分かった。
この結果は、1Gyと2Gyの間に代償性細胞増殖に関
するしきい線量が存在することを示唆している。
次に、DNA修復欠損と神経発生異常を伴う遺伝疾患
図 1 講演中の島田講師。

の話題に移った。
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表１

DNA修復と神経発生異常を伴う遺伝病。

興味深いことに、DNA損傷修復関連遺伝子に異常を持つ遺伝病患者の多くが、DNA損傷を与える要因に
対して高感受性を示すだけでなく、神経症状を示すことが知られている。その関係は表１に示す通りで
ある。このことは、DNA修復機能が脳神経発生に不可欠であることを示唆している。これらの中で、島
田氏は、Pnkp遺伝子に関する研究を紹介した。Pnkp遺伝子に変異を示す遺伝病は、小頭症、てんかん発
作、発育不全、さらには運動失調などの症状を示す。この遺伝子産物のPnkpは、塩基損傷修復に必要な
DNA修復酵素である。そこで、Pnkpを脳組織特異的に欠損させたマウスを作成し、その解析を行った。
生後2日のPnkp欠損マウスの脳切片を調べてみると、野生型マウスに比べて脳全体のサイズが小さかっ
た。その原因を調べると、Pnkp欠損マウスでは大脳の神経細胞に大量のDNA２本鎖切断（DSB）が生じて
いることが分かった。その一方、塩基除去修復経路に働く別のApe1遺伝子の脳神経特異的欠損マウスで
は、胎児期ではまったくDSBが発生しないのに対して、生後10日では急激にDSBが蓄積し、特に小脳に多
く蓄積することが明らかになった。これらの事実から、同じDNA損傷修復経路に関わる遺伝子であって
も、発現する部位と時期が異なることにより、欠損したときの表現型が異なることが明らかになった。
以上の結果は、DNA損傷修復機構が、放射線損傷だけでなく、代謝に伴うDNA損傷の修復に必須であるた
めに、その欠損は脳神経発生異常の原因になることを示している。最後に、最近島田氏が取り組んでい
る幹細胞の放射線感受性に関する研究が紹介された。ヒト線維芽細胞からiPS細胞を作成して放射線感
受性を調べたところ、iPS細胞は元の線維芽細胞に比べて非常に放射線高感受性になることが分かった。
そこで、DSB修復動態を両細胞で比較してみたところ、線維芽細胞ではDSBが時間とともに急速に修復さ
れていくのに対して、iPS細胞では線維芽細胞では見られなかったDSBによる細胞死（アポトーシス）が
大量に発生することが明らかになった。すなわち、iPS細胞のような幹細胞は、放射線被ばくすると細
胞死を促進するシグナルが出やすい状態にあることが分かった。以上の島田氏の講演は、神経細胞、並
びに幹細胞の新しい放射線に対する応答を示唆するものであり、今後の研究の進展に大いに興味が湧く
内容であった。
（児玉靖司
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記）

2. イメージングプレートを用いた中性子捕捉療法ビーム成分分布の測定
広島大学 大学院工学研究科 田中憲一
様々な放射線を用いたがん治療法は、近年、盛んに
行われるようになってきている。なかでも、腫瘍細胞
内にホウ素を取り込ませておき、外部からの中性子と
ホウ素（10B）による核反応で高エネルギー粒子を発生
させるホウ素中性子捕捉療法（BNCT）は、細胞の大き
さの領域のみにおける選択的治療が可能であり、高い
QOL(Quality of Life)が得られるという利点を持つ治
療法である。この治療法で最も重要なことの1つに、用
いる放射線の生体内での線量や線質（放射線の種類）
の分布の正確な評価が挙げられる。本講演では、イメ
ージングプレート（IP）を用いて、入射する放射線の
線量・線質の2次元分布を評価する研究の現状について
紹介いただいた。講演では、まず、ホウ素との反応や
生体における放射線の影響が線質によってどう異なる
かの説明があった。ホウ素との相互作用で高エネルギ
ー粒子を発生させる確率（断面積）は、中性子のエネ
ルギーが低いほど大きいため、原子炉から得られやす
い熱中性子（0.5eV以下）を用いる方法が主流であった
が、生体の深部における治療では、エネルギーの少し

図 1 講演中の田中講師。

高い熱外中性子（0.5eV-10keV）が有効である。また、

治療の選択性を高めるには、ホウ素との反応で発生する放射線（高エネルギー粒子）以外の、高速中性
子(10keV以上)やガンマ線は不適ということになる。以上のことから、治療に用いる放射線における各
成分（熱中性子、熱外中性子、高速中性子、ガンマ線の線量、そしてホウ素由来の線量）に関する情報
が重要となる。そこで、京大原子炉のある照射モードにおける照射場の各成分を増感させて分別するた
め、図に示すような、カーボン、体系を用いて実験を行った。
この体系では、高速中性子に対しては、増感剤としてエポキシにおける反跳陽子を、熱中性子に対し
ては、エポキシに添加した10Bを用いてい
る。また、熱外中性子に対しては、ホウ
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素添加エポキシの厚い層で熱中性子を遮
蔽するとともに熱外中性子を減速してホ
ウ素との反応断面積を高めている。更に、 ビーム
反跳陽子を遮蔽してガンマ線を相対的に
増感するためにカーボンを用いている。
この体系について模擬計算で求めた感度
と実験で得られた各イメージングプレー
ト信号強度から、各成分の線量分布を評
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価した。その結果を図に示す。ガンマ線、
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熱外中性子においては合理的な分布が得

図 2 イメージングプレートと増感剤（コンバータ）を

られたが、熱中性子に関しては、信号強

組み合わせた体系の断面図。
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度が低いためか負の解が得られるなど、現状の手法では評価が難しいことがわかった。
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最後に、IPの遮光が不十分であるなどして信号強度が
変化すると、得られる結果が大きく変わり、フルエンス
が負の値にもなりえることが示された（図4）。またIP
5
γ線
は、フェーディングの影響なども受けやすいので、今後
熱中性子
の課題として、IPの取り扱いを十分注意する必要がある。
熱外中性子
0
原子炉による中性子利用が国内では非常に困難な現
0
1
2
状において、加速器による高エネルギー陽子ビームある
-5
いは重陽子ビームを用いて中性子を発生させ、BNCTに用
エポキシ中深さ1mmのIP信号強度に乗じる係数
いる研究開発が各所で進められている。このような施設
図４ エポキシ中深さ 1 ㎜での IP 感
を用いてがん治療を行う場合、個々の施設における照射
度に依存するフルエンス評価。
場の線質・線量の評価が非常に重要になる。繰り返しの
使用が可能で、読み取りに科学的操作が不要というイメ
ージングプレートの特徴を活かした線質・線量の2次元空間分布の簡便な弁別方法の開発は大変重要で
あり、今後の研究開発の進展が期待される。
（岩瀬彰宏 記）
得られるフルエンス（任意単位）
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3. 次世代原子力材料FeCrAl-ODS鋼の研究開発
京都大学 エネルギー理工学研究所 木村晃彦
原子力材料は高い放射線下に置かれ、厳しい照射
の影響を受ける。講師は金属材料学が専門で、特に
原子力材料の照射効果に関しては世界の第一人者で
ある。
本講演では、酸化物分散強化（ODS）鋼の優れた材
料性能を紹介するとともに、事故耐性燃料被覆管の
開発の現状について報告された。
図2に示すように、原子炉は第4世代に向かって開
発が進んでいる。そのためには材料の高度化、耐照
射性、耐食性、高温強度、靭性、接合性が重要であ
る。しかし、これらを全て満足する材料を作ること
は非常に難しく、多くの場合はトレイドオフが起き
る。
ODS鋼は、微細な酸化物粒子を高密度に分散させた
鉄鋼材料であり、高温強度、耐食性および耐照射性
に優れているため、次世代原子力システムや核融合
炉の構造材料としての利用が期待されている。
酸化物粒子が結晶粒成長を抑制し、結晶粒径は小
さいままである。粒界が空孔を吸収するため、粒内

図 2 原子力世代。
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図 1 講演中の木村講師。

にボイドは形成されにくくなる。重照射下では酸
化物はアモルファスになる。
製作は粉末冶金法による。FeやCr等の元素粉末
とイットリア（Y2O3）を、メカニカルアロイング
により混ぜて脱ガス後にカプセルに封じ、熱間押
し出しとその後の熱処理で材料を作る。現行の燃
料被覆管材料であるジルカロイに替わり、Al添加
型のODS鋼を事故耐性燃料被覆管として使用する
ことが検討されている。
(9-12wt%)Cr-2W ODSフェライト/マルテンサイ
ト鋼は旧動燃でナトリウム冷却高速炉（SFR）用
に開発されたが、超臨界水冷却炉（SCWR）/

図3

ODS 鋼：直径が 10nm 以下の酸化物粒子を高

密度かつ均一に分散させることで、高温強度を上
昇させた先進鉄鋼材料。

鉛冷却高速炉（LFR）には不適合であった。
そのためCrを14-22wt%に増量された。高温強
度と耐食性は改善されたが、熱時効脆化が問
題となった。一般的にはCr13w％以上のフェ
ライト鋼は熱時効に伴うFe/Cr相分離が材料
の脆化を招く。そこで（14-16）Cr-4Al-2W
鋼が開発された。これは耐食性は堅持され、
熱時効脆化を抑制できたが、高温強度が低下
した。この問題を解決すために、
15Cr-4Al-2W-Zr(C)の組成のスーパーODS鋼
が開発された。Zrの添加は高温強度を著しく
改善した（図4）。そのためには組成だけで
なく、酸化物粒子のサイズや数密度及び結晶

図4

粒度、結晶粒形状、粒界性状もナノ・メゾレ

強度を増大させている。

0.6ｗ％Zr(Hf)の添加は、Al 添加 ODS の高温

ベルで制御したものである。
講師の話は材料開発が現場でどのように行われてい
るかが良く分かる内容であった。従来の材料の問題点、
それを克服するために理論的考察・実験的試行により、
成分設計と製作プロセスの改良を行う。製作した材料の
特性試験と問題点の抽出そしてまた改良と目的達成ま
で続くのである。
現在のスーパーODS鋼の達成度は講師の私見によると
図5のようである。まだ靭性と接合性に問題があるとの
ことである。
非常に反応性の高いZrを原子炉の燃料被覆管に使用
することは、化学的にみて非常に問題であったと、福島
第一発電所の事故後に言われている。講師等の開発した
スーパーODS鋼は非常に有望である。しかし中性子に対

図 5 現在の ODS 鋼の達成度。

してFe系の材料は断面積が大きいため、実機での使用は
簡単ではないかもしれない。

（義家敏正
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記）

4. 試験炉建設を顧みて
元日本原子力研究所 田中利幸
原子力エネルギーを取り巻く厳しい社会的状況が依
然として続く現在、かつて原子力の研究開発に尽力い
ただいた研究者や技術者の方々に、今の原子力に対す
る思いやこれからの原子力開発に関する提言について
講演いただくことは非常に有意義だと考える。昨年度
は、元原研（現原子力機構）の宮坂氏に、研究炉
JRR2,JRR3Mの建設当時の話を聞かせていただいたが、
今回は、材料試験炉JMTR、高温ガス炉HTTR建設に携わ
れた田中利幸講師にお話しいただいた。
まず講師が建設段階から参加したJMTRに関して、核
計算からモデル試験、実機による実証試験に少しふれ
られたが、JMTRは、新規制基準や耐震化対応などの点
から、一昨年度半ばに廃炉が決定された。国内におけ
る原子力材料の照射試験の中心となるべき施設だった
だけに、廃炉決定は大変残念なことである。次に、高
温ガス炉に関する世界の動向が紹介された。原子力利
用を取り巻く世界の情勢は、原子炉の大型化による経

図 1 講演中の田中講師。

済性の追求から、安全性とのバランスを重視する方向
に変わってきており、固有安全性を有する高温ガス炉が再評価されつつあることもあって、例えば中国
では、すでに建設・運転された実験炉THR-10 の後継炉として、蒸気タービン発電を目的とした実証炉HTRPMの建設が、今年度の運転開始を目指し進められている。ポーランドや英国（URENCO ）、EU産業界、米
国NGNP産業アライアンスなどでも高温ガス炉への関心が高まっている。

図2

HTTR の概要と特徴。
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我が国のHTTRは高温ガス炉の試験炉である。その建設にあたり、世界最高の核分裂生成物閉じ込め性
能を有するセラミックス被覆粒子燃料、等方性で高純度の黒鉛、高温部で1000℃のまで使用可能な耐熱
金属材料の開発を行い、また、大型構造機器試験ループ（HENDEL）などによる実証試験を行った。その
結果、HTTRは図に示すように、安全性、経済性、環境負荷低減に優れた試験炉として平成3年に建設が開
始された。その後10年に初臨界、16年に世界で初めて950℃のヘリウムガス取り出しに成功するなど、図
に示すような基盤技術の確立を順調に推進してきた。残念ながら、3.11の震災以来、運転を停止してい
るが、現在、新規性基準対応と早期の再稼働へ向けての取り組みが進められているということである。

図3

HTTR 開発において達成した基盤技術。

また、原子力機構では、ポーランドなどとの国際協力を活用し、HTTR建設を通じて確立した高温ガス
炉技術の海外での実証も進めて国際標準化を図るとともに、高温ガス炉の早期実用化を目指しているそ
うである。
講演の最後にあたって、原子力界全体において今後必要な取り組みなどに関する以下のような考えが
述べられた。エネルギー供給は、競争原理の下、安定供給、経済性、環境負荷＋安全性の視点から議論
されるが、現状は、化石燃料依存度が9割に達し、老朽化したものも含め火力発電をフル稼働させている
脆弱な供給体制であり、自給率６％と、安全保障上危険水域にある。原子力業界においては、新規制基
準に基づき、予防的な安全性向上に努めるとともに、万一の場合に備えた防災・避難対策を政府、自治
体と協力して追求していくことが必要であり、国民の信頼回復を得て安全に長期間安定利用できれば、
十分に安価な電源になる。
高温ガス炉は、上でもふれたように、炉心を直接冷却しなくとも物理現象のみで原子炉が自然に静定
する固有安全炉であり、中規模発電炉としての活用のみならず、その特徴である核熱を利用した水素製
造など、様々な分野での利用が期待されており、早期の再稼働と研究開発が進展することが望まれる。
（岩瀬彰宏
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記）

