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徒然なるままに：放射線に関する要のアイソトープセンター
名古屋大学アイソトープ総合センター長

本間

道夫

日本で原子爆弾と原子力空母の製造が議論された時、大きな社会問
題として放射能の危険性が取り上げられた。今、福島原発事故は日本
を破滅へと導く放射能の恐怖を与えている。原子力はヒトが使うよう
になった火にたとえられる。非常に危険なものだが、人類にはなくて
はならないものだ。しかし、他の動物のように火を使わずにヒトも生
きることはできるのだろうか？
私の小学校時代の教育では、その当時約50年で石油が枯渇すると
習った。その場合の代替エネルギーは原子力しかないと教育された。
現在の新聞報道などを読むとそれは、原子力発電を進める為の嘘の教
育であったのかと疑ってしまう。しかし、もし本当ならば、話は違っ
てくる。石油資源が有限であることは自明であろう。人類はあと何年石油資源を使い続けること
ができるのだろうか？
そんなシリアスな問題とは別に、研究に使う非密封の RI（ラジオアイソトープ）がある。欧
米では普通の研究室で RI が使われているが、日本では RI を特別な設備の中で使うことが要求
されている。それゆえ、各大学にアイソトープセンターが設立され、私が名古屋大学のセンター
長として、管理の責任の一端を担っている。私は学生時代に東京大学アイソトープ総合センター
で基本的な使い方の実習と講義を受け、使用資格を得て125I、3H、14C、32P、35S などを使用した。
私が学生の時に RI をはじめて使った時に思ったのは、RI は特別なものではなく、放射線を出
す化学物質であるということだ。その認識は今も変わっていない。しかし、RI に対して怖いな
と思ったこともある。血液検査でいつも私の白血球の値＊は低めなのに、125I の使用後に、その
値が数倍の1万以上に跳ね上がった。本当に RI が原因かは定かではないが、当時の東京大学理
学部2号館のアイソトープ施設管理責任者であった駒嶺先生（故人）に呼び出された記憶がある。
放射線に一番敏感なのは白血球であることを強く認識した。
最後に、大学でのアイソトープセンターの役割を強調しておきたい。学内で安全に RI を使う
ことは、私が学生であった時も今も重要である上に、社会的な RI の問題に対応する大学の一組
織としての役割があるように思う。福島原発事故の放射能汚染に関する色々な対応においても、
アイソトープセンターの専任教員がいたからこそ、大学として適切に行えたことが多いと思う。
大学の中と外を問わず日本の RI を安全に利用できる要として、センターが今後も寄与できたら
と思っている。
＊概ね白血球 1μℓ当たり 3500 ～ 9200 個。東京大学の基準値は 4000 ～ 10000。炎症や感染症等で一時的に
10000 程度に増加することもある。年齢、性別、運動、食事、他の条件で、検査値が変動するため、診断の目
安の一つで、絶対的なものではない。
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１．はじめに
大線量の放射線を急性的に全身に被ばくした場合の発がんリスクを
中心とした人体への影響は、広島・長崎における原子爆弾投下後の長
年の疫学調査からその実体を把握することが出来る1）。一方、それ自
体の単一的な被ばくでは人体影響が現れないとされている低線量放射
線領域での慢性的な長期反復照射に対する人体影響リスクは、低線量
（率）放射線に対する生物影響研究が、高線量放射線急性照射に対す
る生物影響研究に比べて進んでいないことから、前述の疫学研究や高
線量域で得られた研究データに基づき、いくつかの線量・線量率に依
存したファクターを考慮した上で、目標とする低線量域に外挿してそ
の生物影響を推定することしか出来ないのが現状であると認識する。現在福島第一原子力発電所
事故に起因する放射性物質による環境汚染で最も問題となるのがこの様な低線量放射線の長期反
復被ばくの生物影響であり、さらには原子力エネルギー平和利用により排出される放射性廃棄物
を源とする環境放射線による人体影響、宇宙空間環境あるいは高高度飛行における宇宙船 ･ 航空
機内での宇宙放射線の人体影響、がんの放射線治療や診断における医療被ばくに関わる人体影響
などは、今後ますます大きな関心事となることが予想される。このような放射線被ばく環境、特
に粒子放射線＊1に起因する時間的・空間的低フルエンス照射環境では、人体の組織は放射線が直
接照射された細胞と直接照射を受けない細胞との混合細胞集団によって構成されていることが想
定出来る。これまでの放射線生物学では細胞集団に対する生物効果はその混合細胞集団を一つの
被ばく集団として解析し、もたらされる生物効果は放射線を直接受けた細胞に起因するものであ
り、直接放射線を受けていない細胞は生物効果に寄与しないとする大前提のもとに解釈されてき
た。しかしながら、近年標的細胞に対するイオンビーム照射をより精密に制御したマイクロビー
ム放射線＊2やプルトニウムから放出されるα線を用いた研究によって、直接放射線を受けた細胞
＊ 1 粒子放射線
（電離）放射線のうちの粒子の性質を持った放射線の総称。不安定な原子核の崩壊に伴って放出されるアルファ
線やベータ線、加速器によって生産された電子線、陽子線、重荷電粒子線（重イオン線、重粒子線）、中性子線
（原子炉からのものも含む）などが分類される。ここでは、重荷電粒子線のことを重イオン（ビーム）と呼ぶこ
とにした。
＊ 2 マイクロビーム
重イオンビームやＸ線を特殊な方法で数ミクロンのサイズに絞った放射線。確率的な事象として評価してきた
従来の細胞試料への放射線照射に対して、マイクロビーム照射では細胞試料中の目的とする領域に限定して放
射線を照射することが出来る。また高度な照射システムとの組み合わせにより、細胞核や細胞質のみに限定的
に放射線を照射することも可能となる。
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からの二次的な何等かのメカニズムによって、その近傍に存在する直接放射線を受けていない細
胞（バイスタンダー細胞）にも同様の生物効果が生じる（バイスタンダー効果＊3、図1）という
ことを仮定しなければ説明の付かない生物影響研究の実験結果が多数報告されてきている2）−7）。

生物効果

放射線を受ける

生物効果

直接照射細胞

生物効果
非照射細胞
（バイスタンダー細胞）

: シグナル？
図 1．接触した細胞間で誘導されるバイスタンダー効果の概念図。
何等かのバイスタンダー誘導因子が細胞間で伝達されることによって、直接放射線の照射を
受けていない近傍の細胞（バイスタンダー細胞）にも同様の生物効果が誘導される。

バイスタンダー効果の詳細な研究には、これまで以上に高精度に制御された放射線照射方法を
放射線生物学の研究に応用することが不可欠で、粒子放射線や電磁波放射線＊4それぞれに存在す
る照射法の困難さやそれに適した放射線照射施設が非常に限られていることから、現在のところ
バイスタンダー効果の現象論やメカニズムに関しては、世界中のそれぞれの研究施設で精力的に
研究が行われてはいるが、特に低線量放射線による生物影響とバイスタンダー効果の定量的・定
性的関連性の統一された論理は構築されていない。ここでは、ヒト由来の培養細胞を用いて重イ
オンビーム照射によって誘導されるバイスタンダー効果の放射線線質依存性と、その生物学的意
義を考察したい。

＊ 3 バイスタンダー効果
本文の説明にあるように、
『直接放射線の照射を受けた細胞がそのストレスに対して“一次的”な応答をした結
果、その細胞の近傍に存在している直接放射線の照射を受けていない細胞にも何らかのメカニズムによって“二
次的”な応答が誘導され、照射を受けた細胞と同じような放射線照射効果を現す』生物効果のこと。バイスタ
ンダー効果誘導のメカニズムとして、
（1）接触した細胞間の相互作用によるもの、（2）放射線を受けた細胞より
周囲の環境に放出されるバイスタンダー効果誘導因子によるもの、等が考えられている。
＊ 4 電磁波放射線
粒子放射線に対して波動の性質を持った放射線の総称。このうち電離作用のある電離放射線としては、Ｘ線や
ガンマ線、一部の紫外線が分類される。また電離作用のない非電離放射線としては、マイクロ波や赤外線、可
視光（一部の紫外線）が分類される。
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2．重イオンビーム照射で誘導される細胞レベルの生物効果に対するバイスタン
ダー効果
バイスタンダー効果の現象論の歴史は古く、1950年代の放射線医療現場でアブスコパル効果と
して観察された、
“放射線を照射した部位以外の腫瘍に対しても現れる増殖抑制効果8）”として
知られていた。この現象は、放射線と化学薬剤との併用効果として、主病巣を放射線で治療し、
同時に転移などで主病巣以外に散らばった遠隔転移腫瘍をも殺傷する併用療法として、現在に
至っても研究開発が行われている。1990年代になりプルトニウムから放出されるアルファ線を利
用した低フルエンス照射実験や、ヘリウムイオンマイクロビーム放射線照射技術を利用した生物
影響研究が行われるようになり、例えば細胞集団の中の1% 以下の細胞にアルファ線がヒットす
るような照射条件において、その細胞集団中の30% の細胞核に染色体異常が観察される9）ような、
放射線の直接照射効果のみでは説明の付かない研究成果が報告され始めた。しかしながら、これ
までに行われたバイスタンダー効果の研究は、大多数がプルトニウムから放出される低エネル
ギーアルファ線を利用した照射実験や、ヘリウムイオンマイクロビームを利用した照射実験によ
るものであり、現在独立行政法人放射線医学総合研究所の重粒子がん治療装置（HIMAC; Heavy
Ion Medical Accelerator in Chiba）で行われているがん治療に用いられている炭素イオンのよう
な、ヘリウムよりも原子番号の大きな核種のイオンビームによるバイスタンダー効果研究は、非
常に限られているのが現状である。そこで我々の研究グループでは、ヘリウムよりも原子番号の
大きな炭素と鉄のイオンビームを用いた細胞レベルにおけるバイスタンダー効果検証実験を行っ
ている。
図2に示したのは、HIMAC で行っているバイスタンダー効果検証実験法である。この実験方

マイラ膜 (厚さ2.5µm)

（１）
すべての細胞照射

（３）
半分の細胞照射

イオンビーム (6MeV/n)

細胞

ビーム遮蔽板
直径35mmプラスティック
図 2．独立行政法人放射線医学総合研究所 HIMAC を利用した重イオンビームによる
生物効果のバイスタンダー効果検証実験法。
照射に用いる炭素イオンおよび鉄イオンのエネルギーが核子あたり 6MeV と低いことから、市販されている組織培養用
ディッシュの底面をイオンビームは透過出来ない。そのため直径 35mm のプラスティックディッシュの底面に直径 6.5mm
の穴を空け、厚さ 2.5µm の薄いマイラフィルムを張ってディッシュの内側に細胞を培養・接着させ、外側からビームを
照射した。この照射では、細胞培養面の一部分を遮蔽板で覆い隠すことにより、その領域の細胞をイオンビームの直接
ヒットから除外することが可能となり、同一照射野に直接イオンビームを照射された細胞と照射されないバイスタンダー
細胞を共存させて、遮蔽板有無の照射条件で観察される生物効果を解析することによりバイスタンダー効果誘導の検証
が可能となる。
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法の重要なポイントは、エネルギーの低いイオンビームを用いることにより、イオンビーム照射
時の細胞集団中に、
直接イオンビームを照射された細胞と直接照射されない細胞
（バイスタンダー
細胞）を共存させるところにある。照射する炭素または鉄イオンビームのエネルギーが核子当た
り6MeV と低いため、サンプル細胞培養面の一部分を遮蔽板で覆い隠すことによりその領域の細
胞をイオンビームの直接ヒットから除外することが可能となる。この照射法を用いて、ヒト皮膚
由来正常線維芽細胞における細胞増殖死＊5と、HPRT 遺伝子座を標的とした突然変異誘発＊6を、
以下に示す照射条件でそれぞれ調べ、バイスタンダー効果誘導の有無を検証した。
1

細胞培養面全体に一定数のイオンを照射

2

細胞培養面全体を照射したサンプルと非照射のサンプルを照射後一対一で混合

3

遮蔽板を用いて細胞培養面の半分のみを照射

4

半分のみを照射し、同時にギャップジャンクション＊7特異的阻害剤を併用して細胞間情
報伝達機構を遮断

ここで3の照射条件において、同一照射野の細胞集団に直接イオンビームを照射された細胞と
照射されないバイスタンダー細胞を共存させることが可能となり、遮蔽板有無の照射条件で観察
される生物効果を解析するこ
とによりバイスタンダー効果
誘導の検証が可能となる。
この実験法を用いて、まず
イオンビームの遮蔽が達成さ
れているか否かを確認した。
図3に示した写真は、放射線
照射によって生じた細胞核内
の DNA 損傷を標的として免
1

3

図 3．DNA 損傷を指標にしたイオンビーム遮蔽効果の検証。
ヒト由来正常細胞（正常型 P53 遺伝子）に炭素イオンビームを照射し、生
じた細胞核内の DNA 損傷を免疫蛍光染色した。黄緑色に染色された細胞核
は DNA 鎖切断が生じ、橙色に染色された細胞核には DNA 鎖切断が生じて
いないことを示している。

疫染色し、放射線細胞損傷の
有無によって遮蔽効果を検証
した実験結果である。黄緑色
に見えるところは DNA 鎖切
断を持った細胞核であり、橙
色に見えるところは DNA 鎖

＊ 5 細胞増殖死
細胞死の一形態。放射線照射され細胞損傷を受けた細胞は、ある回数分裂を行った後それ以上分裂出来なくな
り組織などを形成することが出来なくなる。ここで用いた実験方法では、重イオンビームを照射された細胞が
その後分裂を重ね 50 個以上の細胞の集まり（コロニー）を形成出来た場合、それを 1 個の生細胞と評価する（コ
ロニー形成法）
。注意すべきは、たとえ大線量の放射線を照射され一回も分裂出来ないような状態になったとし
ても、
細胞自体はタンパク質を生産する能力は有しており、概念としては細胞の増殖死は個体の“死”とは異なる。
＊ 6 HPRT 遺伝子座突然変異
HPRT は、hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase の略でプリン塩基の生合成のうちサルベージ経路
に働く酵素。ヒトの場合Ｘ染色体上に位置し、塩基アナログである 6 チオグアニンや 8 アザグアニンを添加し
た細胞培地中で容易に HPRT 遺伝子突然変異体を選択出来る。
＊ 7 ギャップジャンクション
隣り合った細胞間でイオンや分子を通過させる結合構造。ギャップジャンクション（ギャップ結合）は、膜貫
通タンパク質が細胞間で結びついた構造を取っている。ギャップジャンクションの径の大きさは 1.5nm 程度で
分子量 1000 以下の小さな分子を通すことが出来る。
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切断を持っていない核である。写真より1の照射条件で細胞培養面の全ての領域にイオンを照射
したときは全体が黄緑色に染色されているが、3の条件で半分の領域のみにイオンを照射したと
きは半分のみが黄緑色に染色され、残りの半分は橙色に染色された。この結果から、3の照射条
件では入射してくるイオンビームのみならず、イオンと遮蔽板とが相互作用をした結果放出され
る二次的な放射線も、遮蔽板に隠された半分の領域の細胞には照射されていないことが確認出来
た。
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図 4．ヒト正常細胞に炭素イオン及び鉄イオンビームを照射したときの細胞増殖死誘導効果（上）と、
HPRT 遺伝子座突然変異誘発効果（下）。

横軸は、 1；細胞培養面全体に一定数のイオンを照射
2；細胞培養面全体を照射したサンプルと非照射のサンプルを照射後一対一で混合
3；イオンビーム遮蔽板を用いて細胞培養面の半分のみを照射
4；半分のみを照射し、同時にギャップジャンクション特異的阻害剤を併用して細胞間情報伝達機構を遮断の
4 つの照射条件を示す。
下の図の突然変異誘発実験で、C は非照射コントロール、LC はギャップジャンクション特異的阻害剤を処理した非照射
コントロールを示す。
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次に、炭素イオン、鉄イオンそれぞれを照射し、コロニー形成法で検出した細胞増殖死（図４上）
と、6チオグアニン耐性細胞の出現頻度により算出した HPRT 遺伝子座突然変異（図４下）を調
べた。
まず細胞増殖死は、炭素イオンの場合1と3の照射条件でほぼ等しく、2の条件で前者より有意
に高かった。この結果は、3の条件で実際にイオンビームのヒットを受けていない半数の細胞も、
何等かのメカニズムによって細胞増殖死に導かれた事を示すものである。もしも炭素イオンの直
接照射を受けた細胞のみに増殖死が生ずると仮定すると、すなわちここで考えているバイスタン
ダー効果が存在しないと仮定すると、細胞生存率は、むしろ2と3の条件で同レベルになるはずで
ある。この結果から、
3の条件で半分隠され炭素イオンの直接的な照射が行われていない細胞にも、
二次的な影響として細胞増殖死が誘導されたと考える。すなわち、バイスタンダー効果が誘導さ
れたと考える。また、3の照射条件で同時にギャップジャンクションを介した細胞間情報伝達を
遮断した場合（4の条件）は、細胞増殖死は2の条件の場合とほぼ同レベルまで上昇することがわ
かった。この結果は、接触した細胞同士の情報伝達が、観察されたバイスタンダー効果の誘導メ
カニズムに重要な意味を持っていることを示唆するものである。一方、鉄イオンの場合は、2、3、
4の条件で細胞増殖死はほぼ等しく、1の条件より有意に高かった。この結果から、鉄イオンでは
炭素イオンの結果とは異なり、ヒト正常細胞の細胞増殖死誘導効果にバイスタンダー効果が起こ
らないことが示唆された。
HPRT 遺伝子座における突然変異誘発効果のバイスタンダー効果は、炭素イオンでは突然変異
誘発頻度が1と3の条件でほぼ等しく、2の条件で前者より有意に低くなった。この結果は、細胞
増殖死と同様に、3の条件で実際に炭素イオンの照射を受けていない細胞にも二次的な影響とし
て突然変異が誘導されたことを示すものであり、バイスタンダー効果が誘導されたと考える。ま
た、3の条件で同時にギャップジャンクション特異的阻害剤を併用した場合（4の条件）は、突然
変異誘発頻度は2の条件と同レベルまで抑制されることが判った。この結果は、細胞増殖死と同
様に、接触した細胞同士の情報伝達が、突然変異誘発効果におけるバイスタンダー効果誘導メカ
ニズムとして重要な鍵を握っていることを示唆するものである。一方、鉄イオンの場合は、3の
条件で2の条件よりも高い突然変異誘発頻度は示さず、4の条件と同レベルであった。この結果よ
り細胞増殖死誘導効果と同様に、鉄イオンではヒト正常細胞の突然変異誘発効果にバイスタン
ダー効果が起こらないことが判った。
以上の結果より、重イオンビームで誘導される細胞レベルの生物効果のバイスタンダー効果は、
照射されるイオンビームの核種に依存する―少なくとも炭素イオンではバイスタンダー効果は誘
導され、鉄イオンでは誘導されない―ことが示唆された。

3．炭素イオンビームによる、がん治療とバイスタンダー効果
ヒト正常細胞で観察された炭素イオンビーム照射に対する生物効果のバイスタンダー効果誘導
が、ヒトがん細胞においても観察されるのか否かを検証した。ここで用いたヒト由来がん細胞株
は、公的な細胞バンクより入手した起源の異なるがん細胞株で、メラノーマ由来がん細胞株一種
類、肺がん由来細胞株二種類、脳腫瘍由来細胞株三種類の合計六種類である。正常細胞の実験と
同様に1から4の照射条件で炭素イオンを照射し、細胞増殖死を調べた。得られた結果を次項の図
5に示す。六種類のヒトがん細胞株のうち三種類で正常細胞と同様なバイスタンダー効果が観察
され、三種類ではバイスタンダー効果が観察されなかった。前述の正常細胞と合わせて、バイス
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図 5．起源の異なるヒト由来がん細胞に炭素イオンビームを照射したときの細胞増殖死誘導効果。
各グラフの上部にがん細胞の由来と P53 遺伝子ステータスを示す。横軸は図 4 と同じ照射条件を示す。

1.0

タンダー効果誘導の有無にどの
した結果、がん抑制遺伝子の一
つであり、放射線に対する細胞
応答に強く関与している P53 遺
伝子＊8のステータスの違い（正
常型か変異型か）が浮かび上
がった。そこで、同じ起源のヒ
ト肺がん細胞株で人為的に正常
型 P53 遺伝子を導入したがん細

細胞生存率（%)

ような共通点があるのかを検証

0.8

バイスタンダー 効
果による細胞致死

0.4
0.2
0

1

対するバイスタンダー効果誘導

3

H1299/wtp53

型 P53 遺伝子を導入したがん細
炭素イオンによる細胞増殖死に

* p<0.05

0.6

胞株（H1299/wtp53）と、変異
胞株（H1299/mp53）を用いて、

*

1

3

H1299/mp53

図 6．同一起源のヒト由来肺がん細胞に正常型 P53 遺伝子を導入
した細胞（H1299/wtp53）と変異型 P53 遺伝子を導入した
細胞（H1299/mp53）に炭素イオンビームを照射したときの
細胞増殖死誘導効果。（横軸は図 4 と同じ照射条件を示す）

＊ 8 P53 遺伝子
分子量 53,000 のタンパク質でがん抑制遺伝子の一つ。腫瘍のうちの半数以上で P53 遺伝子の変異が確認されて
いる。P53 タンパク質は転写因子として働き、多様な遺伝子（群）の発現・制御に関わっている。また、細胞
周期制御や DNA 損傷修復タンパク質制御、細胞死の一形態であるアポトーシスなどの細胞恒常性の維持といっ
た重要な役割を演じている。
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の P53 遺伝子依存性を調べた（図6）
。結果は、正常型 P53 遺伝子を導入したがん細胞株ではバ
イスタンダー効果が観察され、変異型 P53 遺伝子を導入したがん細胞株ではバイスタンダー効果
は観察されなかった。
以上の結果より、P53 遺伝子によって生産されるタンパク質そのもの、または P53 遺伝子によっ
て制御されている遺伝子群の関与が、細胞増殖死に対するバイスタンダー効果誘導に密接に関係
していることが示唆された。

4．おわりに
放射線誘発バイスタンダー効果の現象論とその誘導メカニズムについては、まだまだ不明な点
が多い。なぜ炭素イオンではバイスタンダー効果が誘導され、鉄イオンでは誘導されないのか？
それはイオンのエネルギーに依存するのか？すなわち細胞損傷に依存するのか？Ｘ線やガンマ線
などの電磁波放射線ではバイスタンダー効果は生ずるのか？ P53 遺伝子に依存するメカニズムの
更なる深層は何なのか？細胞間のギャップジャンクションを通り抜けるバイスタンダー効果誘導
シグナル分子の実体は何なのか？細胞集団にバイスタンダー効果が生じた後、その細胞集団はど
のような運命を辿るのか？時間を掛けて遺伝的に不安定な状態に誘導し、晩発的に発がん等の悪
影響を及ぼすのか？その逆に細胞が何らかの環境ストレス抵抗性を獲得し個体として利益をもた
らすのか？これらの疑問は、今後の研究で明らかになるものと考える。
現在放射線医学総合研究所をはじめいくつかの施設で行われている、または行われようとして
いる重イオンビームによるがん治療に関して、炭素イオンによるがん治療の有効性とバイスタン
ダー効果との関係は不明であるが、一つの可能性として、バイスタンダー効果によってある種類
のがん細胞に対しては、照射した放射線量からの予想を超えてがん細胞を殺すことが出来る―
我々の実験では、P53 遺伝子が正常型のがん細胞では照射する線量を50% 減少しても同等の致死
効果が得られる―ことが示唆される。このことは、がん細胞の近傍に存在する正常細胞の生物効
果と合わせて、重イオンビームがん治療のテーラーメイド化や、より高度なクオリティオブライ
フ向上に必要不可欠な、生物学的基礎実験データを提供するものと考える。
はじめに述べた通り、放射線誘発バイスタンダー効果は、特に低線量（率）放射線に対する生
物影響を評価する上で、非常に重要な生物効果であると認識する。例えば、現在福島原発事故に
起因する放射性物質による環境汚染で問題となるような、それ自体の急性的な数回の単独照射で
は人体影響は無いと考えられる低線量放射線被ばくに関しても、日々反復的に被ばくして放射線
量が蓄積されていった場合に一体何が起こるのか？“100mSv の十分の一だから、二十分の一だ
から問題はない”と本当に言い切れるのか？バイスタンダー効果に代表される低線量放射線応答
の研究より、その様なレベルの低線量放射線被ばくによっても、細胞内・組織内・人体内に“何
か”が生じていることは容易に想像が付くことで、可能な限り被ばくを避けるための除染作業を
行うと共に、今後の健康問題に明確な答えを出すためにもバイスタンダー効果の誘導メカニズム
解明が急がれる。
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樹木における放射性セシウムの動態解明をめざして
東京農業大学バイオサイエンス学科

林

隆久

私は、植物細胞壁を構成する糖鎖やそれらの構築に関わる遺伝子の
機能を知るために遺伝子組換え樹木を作出してきた。国内では遺伝子
組換えポプラの野外試験を林木育種センターと共同で実施し、海外で
はファルカタ、ユーカリ、マンギウムなど熱帯早生樹の組換え体の作
出を行っている。考えてから行動するのではなく、考動する（考えな
がら行動する）タイプの人間である。放射性物質については、大学院
生の時に放射性炭素でラベルされた糖ヌクレオチドによるキシログル
カン生合成を皮切りに、トリチウム、リン、ヨウ素、イオウ、酸素な
どを扱ってきた。
東日本大震災（2011年3月11日）により、福島原発から放射性物質が飛散する事故が起きた。
私はこれまで日本の原子力技術は世界の最先端を歩み、更に被爆国という点からも、安全性に関
しては世界のトップレベルにあると信じてきた。日本の原発事故が起こることなど考えてもみな
かった。事故後の放射性物質の飛散量を実際に調べてみるにつれて、チェルノブイリ原発事故に
匹敵するレベルであることも分かってきた。
事故当時、新聞やテレビでは、大量の放射性ヨウ素が大気中に放出された、という報道がひっ
きりなしだった。
「何とかしなければ」という単純なウォンツ（願望）が生じた。ヨウ素というと、
私が研究しているキシログルカンに結合する可能性がある。研究室の金庫番である坂田洋一教授
に、高価な放射性ヨウ素を購入することの了解を得た。東京農大のアイソトープセンターに行っ
て、放射性ヨウ素購入の手続きを行い、早速実験を始めることができた。その研究成果は見事と
いうよりも美しいものだった。放射性ヨウ素は、植物の細胞壁糖鎖キシログルカンに結合したの
である。
新聞やテレビの報道の主眼は、しばらくすると放射性ヨウ素から放射性セシウムに変わった。
放射性ヨウ素の半減期は8日と短く、放射性セシウム（137Cs）の半減期は30年と長いからである。
ヨウ素の次はセシウムと考えていたが、東京農大アイソトープセンターでは放射性セシウムを扱
えないことを後に知った。よくよく調べてみると、生化学や分子生物学実験を行っているアイソ
トープ実験施設の多くは、放射性セシウムを利用できる核種として登録していないことが分かっ
た。そこで、他機関の特殊なアイソトープセンターまたは原子力関連実験施設を利用して、放射
性セシウムを用いた実験をしようと考えた。まずは、気心のしれた関西地区の大学に尋ねた。直
接ではなく、原子核や放射能の研究に携る古くからの知人を通じて尋ねてもらった。実際、京都
大学のエネルギー理工学研究所や化学研究所の友人から、様々な部局、他の研究機関に働きかけ
をお願いした。驚いたことに、
どこでもノーとは言わないが、
極めて後ろ向きの回答ばかりであっ
た。筑波にある様々な独立行政法人の研究所、いわゆる国研にもお願いした。産業技術研究所に
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勤務する友人からも働きかけをお願いした。唯一、北海道の産業技術研究所が、私の実験を歓迎
すると応えてくれた。しかしながら、来年度からの利用になるという。私は待っていられない。
私の専門「植物分子生物学」の分野の研究者は、概して少ない研究費にもかかわらず、忙しく
実験している「貧乏暇なし」である。そんなわけで、共同研究の受け入れは、受入研究者本人に
とってメリットがあるか無いかで決定される場合が多い。それに対して、
原子力関連の研究者
（大
学や国研）は、施設の利用については暖かく迎えて入れてくれる、私はそんなイメージを持って
いた。過去にも、ある原子力関連実験施設に、私の放射性元素利用実験を損得抜きで受け入れて
もらったことがある。その時、日本は被爆国でありながら、科学技術の発展により、それをコン
トロールして平和利用している、そんな研究者のプライドを感じた。同時に、我々のような、植
物関連の研究者に比べて、研究費は潤沢にもらっており、
「衣食足りて礼節を知る」そんな印象
も感じた。実際、研究室内の備品や物品は、何から何までリッチそのものだった。
福島原発事故以降、そんな原子力関連研究者たちのプライドが崩れるとともに、研究者・学者
としての危機感が生じているのではないだろうか。福島原発事故後、専門家としてテレビに出演
して「安全です」
、
「大丈夫です」を連発していた原子力関連の学者たちは、マスコミから「原子
力業界や東京電力から様々な形で研究費や寄付金を貰っていた御用学者」などと叩かれ始めた。
「衣食足りて礼節を知る」タイプの原子力関連研究者が、苦境に立たされていることを感じる
ようになった。強い激流の中で岩にしがみついて自らの身を守る、そんな苦境なのかと思いを巡
らせる。現状を保つのがやっとでは、施設を開放する余裕などあるはずがない、と理解した。そ
う思うと、様々な放射線を取り扱う教育機関や研究施設の研究者たちの一部が、私の提案を受け
入れる余裕がないことも理解できた。
そんなとき脳裏に浮かんだのは、
東大アイソトープ総合センター長
の児玉龍彦教授のことである。放
射能汚染に対して何もしない政府、
そして会議が踊る国会の中で、首
相・大臣・国会議員に向かって「あ
なたたちは何をしているのです
か！」と叱った様子を思い出した。
そんなことが言えるということは、
「衣食足りて礼節を知る」学者で
ないことは一目瞭然である。そう
思い、私の研究目的・実験方法を
記したメールを児玉さん宛てに直
接送った。即日で児玉さんから承
諾のメール、またセンターの井尻
憲一教授からは受入研究者となる
回答を頂いた。このようなわけで、
放射性セシウムを使う実験が、
2011年11月14日から、本センター
で実施できるようになったのであ
る。

図1
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樹木における放射性セシウムの動態はミステリアスである。広島・長崎への原爆投下（1945年）、
ビキニ環礁の水爆実験（1946年～ 1956年マーシャル諸島共和国）
、
チェルノブイリ原発事故（1986
年ウクライナ）
、ゴイアニアのセシウム盗難事件（1987年ブラジル）後、森林樹木への放射性物
質取り込みに関する論文が多数発表されている。放射性炭素（14C）は年輪に取り込まれる1）の
に対して、放射性セシウムは古い年輪部分となる心材部位に取り込まれる2）～ 4）ことが分かって
いる。セシウムは木部中を動く（図1）
。この放射性セシウムの動態は、スギ木部に見られる黒芯
と同じようなものではないかと私は考えている（写真1）
。実際、黒芯部位にはセシウムと似た挙
動を示すカリウムの含量が高い。

写真 1

東大アイソトープ総合センターでは、放射性セシウムを使ったモデル実験を行ってセシウムの
動態を解明したい。樹木の葉や樹皮からセシウムが樹木細胞に吸収されるのか？木片にセシウム
を付けた場合、どの木質組織を通って移動するのか？木部中のどの糖鎖に親和性が高いのか？
等々である。長期に渡って汚染の原因となる放射性セシウムに焦点を絞り、樹木木部中の動態メ
カニズムを解明する計画である。
チェルノブイリ原発事故後、近隣の森林は放射能に汚染された。早期に森林樹木への対応を行
わなかったために、25年経った現在も循環している。全ての樹木の木部中にまで放射性セシウム
が取り込まれているため、現時点ではどうすることも出来なくなってしまっている。ロシアを含
めたこの地域の森林は広大であるとともに、山火事が頻発する。その度に、放射性セシウムが空
中に舞い、近郊の集落や農地を襲う。更に、他の森林を汚染しながら、森林汚染は拡大し続けて
いるという。
私が放射性ヨウ素購入の金策で頭を下げ廻っていた頃、東京農大の理事会も動き出した。大澤
貫寿学長によるリーダーシップのもと、
東日本支援プロジェクトが立ち上げられ
（2011年4月28日）、
学校法人から1800万円が拠出されることになった。学内から約十数名の研究者が、各々の研究分
野に応じて研究テーマを提案した。
むろん私も手を挙げ、
思い切って研究活動ができるようになっ
た。現地の放射能汚染に基づく研究、すなわち実学ができる。インドネシア産業林で経験した
フィールド研究を思い出しながら、南相馬市に事務所を置く相馬地方森林組合を訪ねた。
東京農大の研究室では、
「相馬地方の森林修復」をテーマとして、研究室の中で協力してもら
13

える有志を募った。学部生には卒論が、大学院生には修論がある。それ以外にこの分野横断型の
研究をやるというものだから、ひたむきで意志の堅い子が集まった。研究員1名、修士1名、学部
生8名が手を挙げた。学部生は、週に1回ゼミに参加する3年生だけだった。
福島県の森林面積は、約97万 ha（全国第4位）で、このうち民有林は56万 ha である。スギ・
ヒノキの他ベイマツなどが植林され、森林蓄積量は約1億万㎥と見積もられており、今後10年以
内に民有林の３割が伐採年齢に達する。木材生産が県の産業復興の引き金になると期待されてい
た矢先の原発事故であった。飯舘村や原発20km 圏内の地域においては、林地に入ることだけで
なく、これら地域の森林組合（それぞれ飯館村森林組合と双葉町森林組合）の活動もできない状
況である。
福島原発が起こった2011年、放射性セシウムは樹木外部の樹皮の部分に付着し、木材となる樹
木内部の木部には認められていない。今後は、どのようにして木部の古い年代部分にセシウムが
動いて行くのか、そこを明らかにする。そのためにも、2ケ月ごとに現地の樹木を伐採し（写真2）、
セシウムの移行を監視している。もちろん、針葉樹と広葉樹の両方を観る。

写真 2 − 1

写真 2 − 2

写真 2 − 3

相馬地方森林組合は、新地町、
相馬市及び南相馬市の三つの市町
村の林地からなっている。南相馬
市の林地の多くは避難区域であり、
警戒区域と定められた林地には入
ることができない。南相馬市で、
約0.1ha 程度の実験林地をお借り
した。ここに様々な早生樹を植栽
し（写真3）、どの樹種が放射性セ
シウムをよく吸収するか、測定し
ていく。険しい林地に植栽してみ
て、初めて日本の林業の大変さが
理解できた。相馬地方森林組合代
表理事の堀内栄八組合長が先頭に

写真 3 − 1
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立って、学生達に「もっと深く植
えなさい」と叱責されている様子
は、ほほえましい。
その学生達も、2012年3月の学
会発表を控えて緊張する。放射性
セシウムによる森林汚染を1年目
から研究できたおかげで、やるこ
と為すこと全てが新データの獲得
につながった。日本木材学会（札
幌）では3つの発表、日本植物生
理学会（京都）では4つの発表、
そして森林学会（宇都宮）では1
つの発表を行う。発表者の大半は、
学部生それも3年生であるが、頼

写真 3 − 2

もしく成長しつつある。現場の
ニーズと自分自身のウォンツが一致したところで研究しているから、モチベーションが極めて高
い。空間線量の高い南相馬市の林地で作業し、研究室に戻ってサンプルをバイアルに詰める。そ
のような、ひたむきな学生たちの後姿を見ていると、手を合わせて拝む気持ちが生じることがあ
る。失墜した科学技術に対し、科学する心が止揚する時間・空間は、実学の極みである。ここに
は、学問的にも、精神的にも、虚学は存在しない。
東京農業大学内では、森林総合科学科の教員のサポートがある。そのおかげで、放射性セシウ
ムの含有量を年輪ごとに分析することが可能になった。木部の精緻なオートラジオグラフィや顕
微鏡レベルでのオートラジオグラフィによって、セシウム動態を組織レベルで観察することも可
能になった。生産環境工学科と総合研究所の教員が、汚染木材の焼却後の放射性ガスのトラップ
の方法に関する研究を始めた。このことは、汚染された樹木から放射性物質を濃縮し、廃棄する
道筋を作ることになる。福島の森林修復の願いは東京農業大学の全学的な動きとなりつつある。

参考文献
１）Waugh WJ, Carroll J, Abraham JD, Landeen DS（1998）Application of dendrochronolgy
and sediment geochronology to establish reference episodes for evaluation of
environmental radioactivity, J Environ Radioactivity 41：269-286.
２）Kohno M, Koizumi Y, Okumura K, Mito（1988）Distribution of environmental cesium-137
in tree rings, J Environ Radioactivity 8：15-19.
３）Soukhova NV, Fesenko SV, Klein D, Spiridonov SI, Sanzharova NI, Badot PM（2003）137Cs
distribution among annual rings of different tree species contaminated after the Chernbyl
accident, J Environ Radioactivity 65：19-28.
４）Mosquera B, Carvalho C, Veiga R, Mangia L, Anjos RM（2006）137Cs distribution in tropical
fruit trees after soil contamination, Envion Experimental Botany 55：273-281.
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平成24年度 新規放射線取扱者全学一括講習会
2012年3月25日現在
◎東京大学においてアイソトープや放射線発生装置等を使用する方は放射線取扱者となるための
手続きをする必要があります（下記1. ～ 3. の手順）
。詳細は WEB ページでもご覧になれます。
http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/initial_question/index.html
1．所属部局にて登録申請書の提出。
所属部局の窓口で（放射線管理室など）放射線取扱者登録申請書を記入し提出します。
記入案内の WEB ページ http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/application/form01.html
2．放射線取扱者健康診断（RI 健診）を受診。
登録申請書を提出された方に本センターより健康診断受診通知を送付します。受診日に
はその通知書を持参してください。
3．受診後、本センターにて放射線安全取扱・法令等の教育訓練（講習会）を受講。
非密封 RI、加速器、
（SOR 利用も含む）を使用する方は RIX コースの受講が必須です。
以上1. ～ 3. の流れは、本学の登録した所属で研究等に放射線を利用するための義務です。
◎平成24年度の全学一括新規放射線取扱者講習会の開催予定。
RIX コースの受講申し込み締切日は部局によって異なりますので、必ず所属部局に問い合わ
せをしてください。
X 線コース受講の事前の申し込みは不要です。但し、先着順で受け付け、募集人員を超えた場
合、もしくは講義開始時刻に遅れた場合は参加出来ません。
◆ RIX コース
開催回
第38回

区分１）
B

実習日4）

募集人数

2）

4月23日
（月）

60人

2）

講義日
4月19日
（木）

A

4月19日
（木）

4月24日
（火）

40人

第39回

S

5月14日
（月）

5月17日
（木）
、18日
（金）

30人

第40回

B

5月28日
（月）

5月29日
（火）

60人

5月28日
（月）

5月30日
（水）

30人

2）
3）

6月19日
（火）

2）
3）

6月14日
（木）

6月20日
（水）

6月18日
（月）

6月19日
（火）

6月18日
（月）

6月20日
（水）

6月14日
（木）
第41回

B

2）

120人

第42回

B

7月20日
（金）

7月23日
（月）

60人

第43回

B

9月24日
（月）

9月25日
（火）

60人

第44回

B

11月26日
（月）

11月27日
（火）

60人

第45回

B

1月17日
（木）

1月18日
（金）

60人

第46回

B

2月27日
（水）

2月28日
（木）

60人
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◆英語 RIX コース
開催回

実習１）

講義

実習4）

募集人数

第28回

B

5月28日
（月）

5月29日
（火）

10人

第29回

B

6月18日
（月）

6月19日
（火）

10人

２）

第30回

B

7月20日
（金）

7月23日
（月）

10人

第31回

B

9月24日
（月）

9月25日
（火）

10人

第32回

B

11月26日
（月）

11月27日
（火）

10人

第33回

B

1月17日
（木）

1月18日
（金）

10人

第34回

B

2月27日
（水）

2月28日
（木）

10人

◆ X 線コース
開催回

◆英語 X 線コース
講義日

募集人数

開催回

講義日

募集人数

第157回

4月26日
（木）

100人

第48回

4月26日
（木）

10人

第158回

5月14日
（月）

60人

第49回

5月28日
（月）

10人

第159回

5月28日
（月）

30人

第50回

6月18日
（月）

10人

2）3）

2）

第160回

6月14日
（木）

60人

第51回

7月20日
（金）

10人

第161回

6月18日
（月）

60人

第52回

9月24日
（月）

10人

2）

第162回

7月20日
（金）

60人

第53回

11月26日
（月）

10人

第163回

9月24日
（月）

60人

第54回

1月17日
（木）

10人

第164回

11月26日
（月）

60人

第55回

2月27日
（水）

10人

第165回

1月17日
（木）

60人

第166回

2月27日
（水）

60人

１）実習の区分は3つありますが、どの区分を選んで頂いても構いません。RIX コースを修了
すれば、X 線コースも終了した事になります。区分 A：加速器・SOR、区分 B：一般、
区分 S：ライフサイエンス（生物化学系優先で受付）
。
２）講義日に放射線取扱者健康診断を受診できる講習会
（特例）
。
３）6月14日のみ柏キャンパス物性研究所本館６階大講義室で講義。
４）区分 A の実習は「加速器の安全取扱に関わる実習」
。区分 B の実習は「非密封 RI の安全
取扱と放射線の測定実習」
。区分 S の実習内容は後日お問い合わせください。なお、区分
S の実習は午後のみですが2日間必須です。
◎一方、以前より放射線取扱者である人は、毎年それぞれの部局で再教育を受けることが法令に
より定められています。実施内容や方法については、それぞれ所属の研究室や部局の担当者に
ご確認お願いします。本センターでは、東京大学の放射線取扱者の再教育における参考資料と
し、「放射線取扱者再教育用資料」を登録されている取扱者全員に配布しています。平成24年
度の資料は4月過ぎに配布する予定です。お手元に届きましたら、目を通して頂き、今後の研
究および放射線管理の参考にしてください。
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