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表紙図説明 

光合成光化学系 II 反応中心の単結晶高周波 EPR 測定による水分解-
酸素発生機構の解明と分子配向の決定。(a)光合成水分解-酸素発生の

反応式と反応機構（″proton-rocking″ mechanism）の模式図。(b)光照射

前後で観測された光化学系 II の単結晶高周波 EPR スペクトル、およ

びその解析から決定した二種類のチロシンラジカル(TyrD と TyrZ)の
相対配向（超高分解結晶構造解析から決定された相対配向を重ねて表

示）。(c) 水分解-酸素発生に直接関わるチロシン(TyrZ)－ヒスチジン

(His) ラジカル複合体の量子化学計算。g 値の水素結合距離依存性の

計算から proton-rocking mechanism の妥当性が示される。 
ボン大学 松岡秀人 

（本号 トピックス 参照）
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 巻頭言 

会長就任にあたって 

中 村
NAKAMURA

 敏和
Toshikazu

     <分子科学研究所 444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中 38 e-mail:t-nk@ims.ac.jp > 

 
電子スピンサイエンス学会(SEST)は、本年で

１５年目の節目を迎えます。そして何よりも会員

の皆様にお伝えしなければならないのは、本学

会が昨年１２月７日に一般社団法人となったこと

です。この事に関しては、本号の記事（竹下先

生ほか）にも詳しく書かれています。 
この過渡期に事務的な問題を整理し学会運

営を盤石なものにするという役目があると思い、

僭越ながら会長をお引き受け致しました。次期

会長には、純粋に学術の推進をお願い出来る

体制にしていきたいと考えております。 
法人化 
一般社団法人化に伴い、法人名義で金融口

座の開設が可能となり、これまでに財務・事務局

の先生方の尽力により必要な金融口座が整いま

した。これまでは各理事ならびに年会担当者が

個人的に金融口座を開設されてきたわけですが、

今後は基本的には永続的に法人としての口座

が利用可能になります。 
これは端的な例ですが、法人化の仕組みに

基づく学会運営を、この 2 年間で確固たる物に
したいと思います。例えばSEST年会の事業はこ
れまでは会計的には独立事業で行ってきました。

法人化後は SESTの一般会計に繰り込まれます
ので弾力的な運用が可能になります。同様に

ESR 入門セミナーや夏の学校も同一の会計に

なります。会誌や要旨集で広告収入を得ることも、

きちんとした枠組みの中で可能となります。これ

らは税制上収益事業とは見なされませんが、学

会の屋台骨を支える大事な事業になります。後

に述べる会員への利益還元となるような枠組み

作りをこの２年で作り上げたいと考えています。 
細則・規程の整備 
細則・規程の整備も法人化に伴い、作り直す

必要があります。旧団体の SESTの時も細則・規
程の整備には数年の時間が必要でしたし、事業

進行の妨げにもなりますので、当面の間は旧団

体のものを読み替えるということで対処したいと

考えています。しかしながら、この折に SEST 創

立時には想定しなかったことや、時代に見合わ

ない事柄については、整理していきたいと考え

ています。特に表彰事業など、会員のためにな

るような施策については拡充していきたいと考え

ています。 
会員増強・会員への利益還元 
会員増強の課題は従前から言われ続けてき

た課題です。一方で、若手の人口が減っている

こと、景気が回復して特に博士後期課程の進学

者が減っていることなどを考えると当然の事かも

しれません。しかしながら、潜在的な電子スピン

研究者は決して少なくはありませんし、若手をこ

の分野で育てていくことは本学会の強いミッショ

ンです。そのために原点に戻って、年会に参加

しやすい環境を作って行きたいと思います。入

門的なレクチャー、異分野を含むようなシンポジ

ウム、若手助成、表彰、企業展示などの充足を

取り組んでみたいと考えています。 
 

法人化に伴い煩雑な業務が生じることと

思いますが、ミスを恐れずに従来以上に会員

のためになる学会運営を目指したいと考え

ています。大昔、近鉄の線路は幅の違う狭軌と

標準軌が混在していて直通運転が出来ない区

間がありました。伊勢湾台風の被害の際に、禍

転じて福となすと捉え、改軌を行い名阪特急の

直通運転を可能としました。この SEST 法人化も
並々ならぬ苦労がありますが、逆に学会ならび

にコミュニティを発展させる好機と捉え、『能動的

2 年間』となるように取り組んで行きたいと

考えています。 
会員の皆様のご協力をお願いしたく存じ

ます。何卒宜しくお願い申し上げます。 
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 受賞講演 

多重極限テラヘルツ ESRの開発の歩みとその量子ス

ピン系研究への応用  

太田 仁
OHTA Hi tosh i

   <神戸大学分子フォトサイエンス研究センター 657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1  

e-mail:hohta@kobe-u.ac.jp> 
 
1. 研究のはじまり  
我々の研究室の紹介は 2008 年に一度書か

せていただいているので 1)、基本的な装置や

運営についてはそちらを参照いただき，ここ

では神戸での装置開発の裏話を基軸にその後

の発展を含めて書かせていただきたい。 
筆者の強磁場テラヘルツ ESR開発は、1987

年 1月に神戸大学の本河光博先生（前年１月
に阪大伊達研 2)より教授として赴任、2003年
SEST 学会賞受賞）の研究室助手として赴任
した時から始まった。しかし、それ以前、筆

者は ESR とはかなり無縁な研究生活を送っ
ていた。東大物理の卒研では、当時生物物理

に興味があったので、生物物理の和田昭允先

生の研究室の永山國昭先生（当時助手）の指

導の下、昔のことで研究のねらいは忘れてし

まったが、チトクローム c の酵素分解を液体
クロマトグラフィーで追う実験を行った。こ

の和田昭允先生は、生物物理で大変著名であ

るだけでなく、明治の元勲木戸孝允の曾孫で、

和田先生の次男の和田昭英教授は、現在神戸

大学分子フォトサイエンスセンターで同僚で

ある。縁とは不思議なものである。 

	 その後、紆余曲折があり、伯母の望月和子

（日本の理論物理分野で初の女性理学博士

（永宮研 2) で取得）、阪大初の女性教授、湯
川財団望月基金の創始者 3) ）の勧めもあり、

東京理科大学物理の長坂研究室に進学した。

理科大の物理は、東京飯田橋の神楽坂に位置

し、昼には近所の料亭の割安でお得な昼食を

食し、夜は研究室や飲み屋で飲んだり、「京都」

というスナックでカラオケの修行を行うなど、

本郷の東大とは異なり人間性をおおいに成長

させることができた。飲みに行って人間関係

を形成することが好きな筆者の嗜好は、この

時育まれたといえる。もちろん勉強も必要で、

論文はもっぱら夜中に読んでいたということ

を申し添える。また、父の仕事の関係で、小

学生の時、３年間米国のニューヨーク市に住

んでいたので、英語のコミュニケーションは

得意で、これはその後研究者としてやってい

くのに、おおいに役立った。 初の英語論文
4) を理科大で書いた時、永宮先生に添削して

いただき、望月より英語が上手だと言われた

ことをよく覚えている。一方、長坂先生は、

阪大基礎工で遠赤外分光を行う成田研で助手

を務め、米国の遠赤外分光の権威の一人であ

ったコーネル大の Sievers 教授の下で修行さ
れて、理科大教授となっていた。ちなみに、

Sievers教授は、Tinkham教授（ 初に遠赤外

分光で BCS 超伝導体の超伝導ギャップを観
測。その著書「超伝導入門」は有名。）の弟子

で、白川先生といっしょにノーベル化学賞を

授賞した Heeger教授は弟子仲間。なお、弟子
同士の仲は悪いと風の便りでは聞いている。

さて、当時の長坂研は、原始的な初期のコン

ピューターが次々と導入され、日本の中では
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先進的なフーリエ遠赤外分光による固体研究

が展開されていた。その時のマイケルソン型

フーリエ分光器を用いて行った有機スピンパ

イエルス系 MEM(TCNQ)2 の遠赤外分光の経

験は、後の有機導体の磁気光学研究につなが

った。1986年、私が博士課程１年の時、阪大
つながりで本河先生が助手候補探しで長坂先

生のところにやって来た。そして、博士課程

の学生が私だけだったので、神戸大でセミナ

ー兼面接をしたら、すぐ採用された。昔はお

おらかで、助手などの公募はあまり行われず、

博士課程中途採用者は教授から見ると長く使

えるということもあり、教授の裁量で簡単に

採用されていたと思う。ただ、「学生実験がし

んどいから早く来い。」ということで、4月で
はなく、1 月に助手で赴任となったのは、い
かにも本河先生らしかった。 
神戸大本河研は、完全に磁性研究の研究室

だったので、光物性的かつ半導体的色彩が強

かった長坂研出身者とすると、新たに勉強す

ることばかりで、伊達先生の本 5) と、磁性の

分子場近似がきっちり書かれている中村先生

の本 6) が座右の書となった。ここで、後進に

伝えたいのは、研究の視野を広げるという意

味では、学生の時と職を得てからのテーマは

違う方がいいように思われる。ただ、昨今の

ように PD を得るため、短期的にコロコロと
研究内容が変わりすぎるのは、研究が深まら

ないので、また問題であると思う。ただ、筆

者の場合、長坂研で身につけた検出器用半導

体 InSb や Ge(Ga)のエッチング処理や、超音
波ハンダごてによる電極結線は、神戸でもノ

イズの低い強磁場 ESR 計測のためにおおい
に役立った。そういう意味では、何か学生時

代の技術や知識が、移動先で少しつながって

いくことは、また必要かもしれない。 
さて、筆者は神戸大学赴任以来、一貫して

高いスペクトル分解能、線幅が広い共鳴の観

測、ゼロ磁場分裂をこえた ESR 励起の観測、
磁気相転移をこえた磁気相における ESR の
観測など多くの利点 7) を持つテラヘルツ ESR
装置を開発してきた。さらに、それに強磁場

8,9)、高圧 10-16)、マイクロ計測 17-24) を組み合

わせた多重極限テラヘルツ ESR 装置や

SQUID ESR 25,26) を開発してきた。次に各開発

について裏話をからめて述べていきたい。 

 
2. 強磁場テラヘルツ ESR 
常磁性共鳴では、電磁波周波数と共鳴磁場

は比例関係にあるので、テラヘルツ領域の

ESR 測定には必然的に強磁場が必要となる。
例えば、1 THzだと g=2の共鳴は約 35.7 Tに
相当する。市販の超伝導磁石は、大体 20 Tか
つこの磁場になると 1億円レベルなので、コ
ストパーフォーマンスがいい 20 T 以上の磁
場発生方法は、コンデンサーとコイルをつな

げて瞬間的（数ミリ秒レベル）に磁場を発生

するパルス磁場ということになる。筆者の赴

任当時、研究室には本河先生が阪大で手作り

した 23.5 kJ (3 kV)の小さなコンデンサーバン
クしかなかった。発生磁場は、コイルの内径

が小さく、コンデンサーのエネルギーが大き

い（磁場の自乗に比例）ほど高くなる。しか

し、電磁波の波長よりコイル内のライトパイ

プの直径は大きくしないといけないし、測定

の S/N的にはライトパイプの直径が 6 mmく
らいが適性だったので、赴任時には、石英の

ガラスデュワーの液体Heに直接内径 8 mmの
コンパクトコイルがつかった状態で、透過測

定により ESR 測定をしていた。27) これは、
下で電磁波をまっている半導体検出器が液体

He 温度でないと動作しないという条件も満
足していて、光路が短く、限られたコンデン

サーエネルギーによる磁場発生としては、そ

こそこ良い測定系だったと思う。今でも、低

い磁場の測定では、温度変化を含めて重宝し

ている。ただ、コイル銅線をスタイキャスト

で固定保持しても、コイルに流れる電流と発

生する磁場の相互作用で、コイルの外周向き

にMaxwell応力が発生し、18 T以上の磁場で、
２回ほどコイルとガラスデュワーが吹き飛ん

だ。もちろん可能性は考慮して、人間は離れ

ていたので、人的被害はなかった。ただ、昔

の学生は色々な体験が豊富という意味で優秀
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で、そういうセンスをよく理解していたが、

今はそういうわけにはいかないかもしれない。

近は、大学に入学するまで、ハンダづけを

した経験がないとか、ラジオペンチやレンチ

を見た事も使った事もない物理の学生が多く

なった。我々の時代は、私立進学校以外の中

学では、技術の時間があって大抵経験したも

のである。昨今は、公立の中学でも技術の時

間が減って、家庭科の時間が増えているよう

なので、実験系にとっては厳しい時代になっ

ていると思う。さて、その後この方式での発

生磁場を 15 T 以内に限定したところ、現在
まで放電異常があっても、一度も吹き飛んだ

ことはない。一方、 初は光源として本河先

生が阪大から持ってきた手作りで不安定な炭

酸ガスレーザー励起の遠赤外レーザーしかな

く、炭酸ガスレーザーのパワーが弱く、発振

周波数も 3 THz付近に限られていて発生磁場
と相性が悪く、測定できる試料が非常に限定

的（ゼロ磁場分裂のゲタが大きい）で厳しい

ものがあった。ちなみに、このレーザーを阪

大の卒研で組み立てたのは、現在神戸大惑星

学科の島教授である。その頃、磁場を伸ばす

ため本河先生のアイデアによる氷マグネット
28)（氷の内側への膨張によりコイルが外側へ

膨張しようとする Maxwell応力を押さえ込む
マグネットで約 30 T発生）を用いた 86〜265 
Kのクライオ 29) や、4.2 Kの反射型クライオ
29) も開発したが、3 THzは周波数が高過ぎた。 
転機がおとずれたのは、1990年頃、本河先

生が基盤 Aで、カルシノトロン（仏製、いわ
ゆる後進行波管(BWO)）を導入してからであ
る。２台のカルシノトロンは、200 GHz帯と
360 GHz帯だったので、15 Tのパルス磁場と
相性がよく（360 GHz で、g=2 の共鳴磁場が
約 12.8 T）、強磁場 ESR のデータがどんどん
でるようになった。当時、助手の授業負担は、

学生実験１つ（通年）と演習１つ（半期）く

らいだったし、パルス磁場の実験は短時間で

済むので、学生と毎日のように強磁場 ESRの
実験をしていた。当時、高温超伝導体が発見

されてまもなくでもあり、本河先生の指示で

次々銅酸化物反強磁性体の反強磁性共鳴

(AFMR)の強磁場 ESR測定を液体He温度で測
定していった。本河先生の話では、銅酸化物

反強磁性体は汚い系ということで、伊達研で

は避ける伝統があったらしく、この頃は測定

すれば新しい結果であった。また、伊達流の

AFMR解析 5,30) がおもしろく、学生は修論を

書くと卒業してしまうので、筆者が筆頭著者

の論文がどんどんできていった。現在、法人

化後の大学教員は評価や外部資金獲得などの

書類作りに絶えず追われていているが、昔は

実験したり、論文を書いたりする時間がたく

さんあって平和だったと思う。なお、伊達先

生の本や論文は、非常に教育的に誤植が多い

ので、式をフォローする必要があり、勉強に

なったが、初学者は注意が必要である。当時

の論文の中でも Li2CuO2に関する論文
31) は、

AFMR解析からその磁気異方性を決めた典型
的なものだが、スピンネマチック相と関連す

る第２近接交換相互作用によりフラストレー

トした擬一次元反強磁性体の候補物質と考え

られたことがあるので、今でも時々引用があ

るようだ。 
そうこうするうちに AFMR 解析にも飽き

てきて、何かオリジナルな仕事をしたいと思

い出した時、本河先生が確かポルトガルへ長

期間でかけられた。今のようにメールはなく、

Fax があるくらいの時代だったので、筆者の
判断で、三角格子反強磁性体 CsCuCl3の H//c
の磁気相転移を強磁場 ESR で調べることに
した。この CsCuCl3の H//c の 12 T 付近の磁
気相転移は、本河先生が阪大時代に磁化測定

で発見したもので、当時斯波先生と二国さん

により分子場近似では理解できない量子相転

移だという理論が出ていた。そして、同僚の

野尻さんが繰り返しパルス磁場による中性子

回折の実験をしていたので、研究室には東工

大の田中先生から供給された巨大な CsCuCl3

単結晶があり、そのかけらを切り出して強磁

場 ESR実験をした。その結果、ねらいどおり
磁気相転移磁場で AFMR モードの不連続性
が観測され（図１）、筆者にとっては記念すべ
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き論文となった。32) 結果は Faxでお知らせし
たし、研究室のテーマの一貫ではあったので、

帰国された本河先生は何もおっしゃらなかっ

た。 
その後、一世を風靡した無機物 Spin-Peierls

系 CuGeO3が現れ、この系のスピンギャップ

が消失する磁場もたまたま CsCuCl3と似た磁

場だったので、励起三重項内遷移が Magnetic
相で不連続になることを強磁場 ESR で観測
した。33) 実は、この時すでにカルシノトロン

の 200 GHz帯の測定では、本来禁制遷移であ
る基底一重項から励起三重項への直接遷移

ESRがひっかかっていたが、周波数範囲が狭
かったのと、延長した周波数-磁場プロットが
転移磁場で有限の周波数を持っていたので、

そこまでの結論にいたらなかった。現在では、

直接遷移が観測できるのは Dzyaloshinsky- 
Moriya相互作用があるからで、転移磁場で有
限のギャップが残るのは格子歪みのためだと

わかっているが、この測定の詳細化は、その

後金研で野尻さんがすることとなる。 
そうこうするうちに、1994年 3月に本河先

生が東北大金研に転出され、同年 6 月に 30
編以上論文もあるしいいでしょうということ

で、筆者が理学部物理極限物性の助教授とな

り、予想とは異なる形で独立することとなっ

た。ところが、その直後の 1995年 1月に阪神
淡路大震災が発生し、研究どころではない大

変な事態となった。コンデンサーバンクは、

電源ケーブルを引きちぎって横に移動しただ

けだったが、光源やガラスデュワーはことご

とく被害を受けた。しかし、その後ありがた

いことに手作りレーザー以外の備品被害が補

填され、ロシア製の BWO がカルシノトロン
の代替品としてやってきて、0.2〜1 THzの周
波数領域が準連続でカバーできるようになっ

た。出力はカルシノトロンより低下したが、

このことはその後の研究の展開におおいに寄

与した。また、0.3 THz以下の周波数も、1998
年に採択された強磁場 ESR 装置を使った低
次元有機導体のサイクロトロン共鳴の実験
34-37) に関する基盤 B をはじめとした資金で、
ガン発振器とその逓倍器が充実していく。さ

らに、私の学生であった木村さん（現東北大

金研准教授）が当時やっていた Haldane 系の
研究で懇意かつ後に理学部長になられた物性

理論の利根川孝教授（ノーベル生理医学賞受

賞の利根川進先生の兄）や、放射光実験で本

河研から独立された難波教授（SPring8に赤外
ポートを建設）のサポートで、自然科学研究

科（当時の大学院）助手として東北大金研か

ら大久保氏が 1996年 4月から採用できて、お
おいなる戦力となった。また、2000年の理学
部外部評価で、前述した斯波先生や Sievers
先生に高い評価をいただき、その後利根川理

学部長の推薦で、磁性半導体研究で神戸大ベ

ンチャービジネスラボラトリー(VBL)に参加
（導入された Brukerの X-band ESRを管理・
運用）することになった。そして、VBL招聘
研究員となったロシアの Kulatov 博士の磁性
半導体に関するバンド計算 38)、後の学術創成

研究（2007-2011 年、代表阪大藤原康文）に
つながった発光素子 GaN:Er,O の ESR 研究
39-41) や、工学部の喜多先生との強磁性半導体

GdN 共同研究 42,43) など、物理以外の応用研

究につながった。また、VBLの活動は学内の
物理以外の方々と知り合うきっかけとなった。

今になって思うのは、その後思いもかけない

形で研究の中での人脈は利益をもたらすので、

おろそかにできないということである。この

 

(図１) CsCuCl3の 4.2 K における周波数-磁
場プロット。32) 転移磁場 12 T付近で不連
続になっていることが見て取れる。 
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ような流れの中で、筆者は、理学部化学主導

の分子フォトサイエンス研究センター設立に

伴い、2001年 4月に教授に昇任した。ここで
は、強磁場 ESR装置を使った低次元有機導体
のサイクロトロン共鳴の実験がおおいに貢献

した。そして、この時採択された特定領域研

究(B)「磁場が誘起する磁性体の新量子現象」
（2001-2004 年、代表田中秀数（永田先生 2)

のお弟子さん））の計画研究代表となったこと

は、センターでの立場もよくしたし、研究室

の充実におおいに役立った。特に、圧力下強

磁場 ESR で使用する 10 T 無冷媒超伝導磁石
は、この特定領域で整備された。 
この間、強磁場 ESRに関する も大きなイ

ベントは、2000年の東大物性研の東京六本木
から千葉柏への移転に伴い物性研の非破壊型

パルス強磁場コンデンサーバンクの更新があ

り、物性研の三浦先生のご好意により六本木

で廃棄となる古い 300 kJのコンデンサーバン
クを神戸に頂けることになったことである。

すでに、金研の本河先生から 100 kJのコンデ
ンサーを譲っていただいて運用していたが、

さらに余裕があるエネルギーで、内径が大き

なマグネットの運用が可能となった。この

300 kJコンデンサーバンクの六本木における
解体、発送、神戸での組み立ては、大久保さ

んと２名の院生による努力の賜物であった

（図２）。 
これと連動して、物性研に阪大から異動さ

れた金道先生に引っぱり強度が Cu より大き
いCu-Ag線でできたパルスマグネットを供給

してもらい、55 Tパルス強磁場の発生が可能
となった。8) 次に重要なイベントは、理科大

長坂研後輩の國本氏（現徳島文理大）に VBL
の PD（2001年 4月〜2003年 3月）に来ても
らい、 2001 年 10 月に神戸大で開催した
APES2001（河盛阿佐子 Chairperson、太田が
Secretary General）の実務をしきってもらった
ことと、本河先生の金研定年に伴い譲ってい

ただいた光励起遠赤外レーザーを神戸に移設

してもらったことである。國本氏は、実験に

も事務能力にも長けた人で、すでに前任地で

国際会議の経験があったので、神戸大で開催

した APES2001 ではおおいに戦力になった。
当時、桑原氏（現日本物理学会）が分子フォ

トサイエンス研究センターPD、網代先生 2) の

お弟子さんの稲垣氏（現九大）が自然科学研

究科助手、大久保氏（現准教授）が分子フォ

トサイエンス研究センター助手となっていて、

マンパワーが充実していたので、APES2001
を成功に導くことができ、この国際会議は、

国内の ESR 関係者が分野を超えて一堂に会
したので、SESTの創立にも寄与した。また、
國本氏の赤外レーザーの神戸への移設は、周

波数領域を一気に 3 THzへ拡張させた。 
このような強磁場 THz ESR の充実は、

Haldane系 Y2BaNiO5を非磁性イオンで切断し

た事による美しい有限鎖 ESR の発見 44) や、

高い引用数を誇る S=1/2 ダイヤモンド鎖化合
物 Azurite45)の強磁場 ESR46)につながったが、

すでに紹介済みである。1) その後の発展とし

ては、ネール温度以下で異常なスピンダイナ

ミクスを示す S=1/2 ハニカム格子反強磁性体
InCu2/3V1/3O3 47) や、55 T強磁場と THz測定が
必須で、異常な反強磁性共鳴モードが観測さ

れた Dioptase (Cu6Si6O18･6H2O) 9) とマルチフ

ェロイック物質 YCrO3 48)、Dzyaloshinsky- 
Moriya相互作用を決定できた S=3/2ハニカム
格子反強磁性体 Bi3Mn4O12(NO3) 49) などを指

摘したい。ここで、つぎの開発の話題に移る。 
 

3. 高圧下強磁場 THz ESR 
助教授になってから、新しい独自のテーマ

 
(図２) 神戸大に設置された 300 kJコンデ

ンサーバンク。 
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を始めたいと考え、BEDT-TTF に代表される
低次元有機導体のサイクロトロン共鳴 1) と

強磁場 ESRを始めた。この研究が、分子研の
中村先生と懇意となるきっかけになったわけ

だが、その他にも大島（現理研、2014年 SEST
奨励賞）35,36) 、櫻井（現神戸大研究基盤セン

ター、2004 年 SEST 奨励賞）、木俣（現東大
物性研、2004年 SEST優秀発表賞）37) の博士

を生んだ。ちなみに、それ以外の筆者の研究

室出身の博士は、Haldane 系の木村（現東北
大金研、2007 年 SEST 奨励賞）、カゴメ格子
反強磁性体の張（現中国）、GaAs:Er,Oの Fatma
（現エジプト）40) である。 
一方、装置的な新しいテーマとして、強磁

場 THz ESR に高圧というパラメーターを付
け加えた多重極限 THz ESRの開発が、筆者に
芽生えていた。そこで、高圧発生に関する研

究協力者を探したところ、物性研のパーティ

ーでお話した上床先生の協力をえられること

となった。上床先生は、九大の巨海先生のと

ころで助手として高圧を修行され、当時は埼

玉大学だったが、その後物性研の高圧物性を

牽引していた毛利先生（宇宙飛行士毛利さん

の兄）のあとを引き継いだ。上床先生と検討

して、圧力は低いが、試料の体積が多いピス

トンシリンダー型（文献 1) の図４参照）を採

用し、そのピストン部分を電磁波が透過でき

るサファイアにすることにした。圧力セルの

取り扱いは、上床先生のところへ櫻井さんに

修行にいってもらい、圧力セルの開発には特

定領域研究(A)「集積型金属錯体」公募研究
（1999-2000 年）の援助を筆者が受けた。公
募研究に関しては班長の加藤礼三先生（理研）

に大変お世話になった。その後、鹿野田先生

（東大）の有機導体に関する新学術領域研究

や基盤 Bにおいて、圧力下でα-(BEDT-TTF)2I3

のディラックコーンに由来する磁場の平方根

に比例するサイクロトロンを観測するという

なかなかいいテーマに発展したが、有機結晶

は小さいので未だに成功していない。現在圧

力は 2 GPaと十分な領域に来ているので、感
度とベースラインの安定度を向上させて、何

とかしたい。さて、透過型圧力セルを作成し、

スピンパイエルス系 CuGeO3でテストしたと

ころ良好な結果を得たが、2001 年論文 10) の

初の到達圧力は、0.35GPa であった。その
後、シリンダーの材料を Cu-Be 合金から
NiCrAl 合金に変える(2009 年)などの改良で、
55 Tパルス磁場中で 1 GPa超を達成した。13) 

この間、Ni化合物 NiSnCl6･6H2Oの D項の圧
力依存性を利用した ESR による圧力較正も
確立した。12,26) その結果、圧力較正の精度が

向上したので、S=1/2 反強磁性ダイマー系
KCuCl3 のスピンギャップの圧力依存性を、

ESR直接遷移から精度よく、スピンギャップ
消失近傍まで決めることができた 50) (文献 1)

の図８)。 
一方、測定の S/Nを確保するため試料空間

を保ちつつ、発生圧力をさらに上げるには、

圧力セルの外径を増加するしかない。そこで、

上床先生の助言もあり、圧力セルの外径を制

限していたパルス磁石を、内径が大きな 10 T
無冷媒超伝導磁石に置き換えた新たな圧力セ

ルを開発することになった。それが、NiCrAl
合金の外側を Cu-Be合金でかこった図３のハ
イブリット圧力セルである。14,15) 新しいセル

のテストは、物性研の上床研で櫻井さんが行

い、期待どおりの性能が確認された。磁場は

犠牲になったが、2012 年に 高圧力 2.5 GPa
を達成した。また、セルの内径が 5 mmと拡
大し、定常磁場をもちいるので透過強度のロ

ックイン検出が可能となり、感度が向上した。

ただ、ジルコニアの 400 GHz以上の透過光強

 
(図３) 開発された透過型ハイブリット圧

力セル 
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度と、機械的強度は相反する関係にあり、適

度なジルコニアの選別には手間がかかった。
15) そして、このシステムを直交ダイマー系ま

たは Shastry-Sutherlandモデル物質として有名
な SrCu2(BO3)2 に適用し、スピンギャップの

圧力依存性を測定した（図４）。16) その結果、

1.5 GPaまでスピンギャップは単調に 0.70か
ら 0.45 THzまで減少した。現在、より高い圧
力で圧力誘起相転移の兆候がみられているが、

その詳細は論文を出版したおりに改めてお伝

えしたい。 
 

4. マイクロカンチレバーTHz ESR 
	 2003 年頃、学会で大道さん(当時物性研、
現神戸大学)によるマイクロカンチレバーを
用いたパルス強磁場中でのマイクログラムレ

ベル試料の磁化測定を知り、この手法を使っ

て磁化変化から ESR 測定ができるのではと
いう着想を筆者は得た。つまり、ESRが起こ
る共鳴磁場のところでは、スピン反転が起こ

り、平衡状態のスピン分布数から変化するの

で、この変化を磁化の変化として検出すれば、

ESR 測定ができるはずだというわけである。
当時、こんな斬新な着想は世界で初めてだろ

うと思っていたら、世の中はそんなに甘くな

く、すでに米国 IBM の Rugar らの Magnetic 
Resonance Force Microscope (MRFM)研究 51) 

が先行していることを少ししてから知り、少

なからずがっかりした。しかし、Rugar らの
ESR 周波数は数 GHz 以下で、磁場勾配を利
用した Faraday 法を利用して、むしろ空間分
解能の向上と single spin detectionに力点があ
った。したがって、強磁場(つまり周波数は
THz 領域) ESR であり、強磁場で相性がいい
磁気異方性を利用したトルク法を用いること

で、高周波数 ESR の高感度化という方向で
Rugar らの開発と差別化できるだろうと気を
取り直して、開発は現在に至っている。話を

着想が得られた時点にもどすと、2003年 9月
に大道さんと物性研のパルス磁場を用いた共

同利用で、マイクロカンチレバーESRのテス
トを行うこととした。この実験におおいに貢

献したのが、当時うちの研究室修士１年だっ

た木俣氏（現東大物性研、図５）で、ガン発

振器を柏の物性研まで運んでくれた。また、

試料はトルク測定のため、g 値の異方性が大
きい単結晶をと筆者は考え、木俣氏に水溶液

から Co-Tutton 塩を作ってもらった。
Co-Tutton 塩単結晶をマイクロカンチレバー
につける方法は、大道さんに習って、低温で

実験したところ、このような共同利用実験と

しては珍しく１回目で ESR 信号を得ること
に成功した（図６）。 
	 その後、これを特許にできないかと努力し

たが、意外と似たものが低周波数で多く、THz
でいこうことしたら、特許庁から筆者の論文
7) で公知の事実でしょうといわれ、特許には

できなかった。52) 慣れないことは、なかなか

 

(図４) SrCu2(BO3)2のスピンギャップの圧

力依存性。圧力の印加によりスピンギャッ

プが単調に減少している。16) 

 
(図５) マイクロカンチレバーESRの初測
定に貢献した木俣氏（当時 M1） 
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難しいものである。お陰で、発表や論文が遅

れ、 初の発表は 2005年米国オーランドで開
催された低温の国際会議（LT24）、 初の文

献はそのプローシーディング 17) となった。そ

の後、2006年に大道さんが助教授として我々
の研究室に加わったので、開発はトルク測定

から磁場勾配中の Faraday 測定、角度依存性
測定、自作カンチレバーなど展開している。
18-24) 特に、2015年 4月に助教として研究室に
加わった高橋さんが、トルク法によるマイク

ロカンチレバーESR測定を 1.1 THzに引き上
げた。24) この周波数は、現在この手法による

世界一である。現在は、Faraday法によるマイ
クロカンチレバーESRを金属タンパク質測定
に拡張することを目指している。 

 
5. ミリ波 SQUID ESR 

後に、前回の記事 1) には、全くない新し

い開発について触れたい。磁化検出によるマ

イクロカンチレバーESRの成功を受けて、研
究基盤センターの櫻井さんから「磁化変化で

ESRが観測できるなら、磁化を SQUID（超伝
導量子干渉素子）磁束計で直接測定して ESR
が観測できるのでは」と示唆を受けた。2009
年に学術創成研究「希土類元素添加の精密制

御による物性・機能性の開拓」（代表	 藤原康

文	 阪大工）の分担金で、Quantum Design社
の SQUID磁束計が導入された頃だったので、
早速試すことになった。SQUID磁束計の通常
の磁化測定は、試料をロッドで吊るし、それ

をピックアップコイル内で上下動させた誘導

起電力を、SQUIDで高感度に検出する。この
ロッドをライトパイプに置き換え、その上に

ガン発振器をおいて SQUID 磁化測定で ESR
を検出しようというわけである（図７）。測定

磁場は 5 Tと限られているが、DPPHの ESR
測定に成功した（図８）。25,26) 
	 その後、Co-Tutton 塩や MEM(TCNQ)2など

の測定にも成功した。感度は、1012 spins/Gく
らいで、マイクロカンチレバーESRと透過型
ESRの間であるが、磁化に換算した絶対値測
定ができる点が、通常の ESRに比べて 大の

 
(図７) ミリ波 SQUID ESR測定装置の概略。 

 

 
(図８) ミリ波 SQUID ESR測定例。試料は

DPPH。 

 
(図６) マイクロカンチレバーESR による
Co-Tutton塩の初データ。少しヒステリシス
があるが、50, 80, 130 GHzで、磁場の上昇
および下降掃引の両方で ESR 吸収が観測
されている。 
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利点である。また、SQUID磁束計の温度変化
プログラムもそのまま使えるので、簡単に温

度変化測定もでき、試料の量があれば、粉末

でも単結晶でも、専門家でない人でも測定で

きる。日本国内だけでも、300 台弱ほどの
SQUID 磁束計が納入されているとのことな
ので、オプションの分析手段として普及すれ

ば ESR ユーザーの拡張につながるように思
うが、いかがだろうか？ 
そして、ESRは歴史的に横磁化検出でこれ

まで発展してきたが、マイクロカンチレバー

ESR や SQUID ESR の例からわかるように、
テクノロジーの進歩は、縦磁化検出に新たな

光をなげかけている。これまで、両者に関し

て理論的な議論はあったと思うが、今後実験

を通して両者の違いを検討していくことが重

要になっていくように思う。 
 
後に、筆者に ESR研究のきっかけを与え

ていただいた本河先生、そして本文で触れた

関係者のみなさまに感謝したい。また、これ

までの研究・開発は、この関係者だけではな

く、試料の提供をはじめ有益な議論など、こ

こには書ききれなかった多くの研究者のご支

援、ご協力の賜物である。改めて、みなさま

に感謝して筆を置きたい。 
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光化学反応を電子スピンで観る・操る 
MURAI  Hisao  
村井 久雄  <静岡大学 422-8529 静岡市駿河区大谷 836 e-mail:murai.hisao@shizuoka.ac.jp> 
 
1. はじめに 
光化学反応は光合成、視覚、太陽電池等々、

我々の身の回りにおいて多く関わりあっている。

また、その中間体の検出と反応機構の解明は、

光が関わる種々の現象の基礎研究とその応用の

要である。特に短い時間領域における過渡的励

起種の研究が、レーザー技術と測定技術の発展

により、近年大きく進展してきた。では、ESR を光
化学の研究に用いるということはどのようなメリット

と困難があるのだろうか。ESR法は常磁性種を選
択的に感度よく観測できる。しかし、通常の ESR

装置は磁場変調を用いるため、その時間分解能

は、サブミリ秒に限られる。過渡的中間体を観測

するには低温下でラジカル種を捕捉するか、光

を照射しながらラジカル種の定常濃度を上げる

方法が従来行われてきた。1980 年代に入ってか
らは時間分解 ESR 法が急速に浸透し、また、パ

ルス ESR法も開発され、現在では ESR法におい
てもナノ秒領域における観測が可能になった。 

ここにおいては、筆者の光化学研究における

ESR 法の活用と、時代の流れに沿った研究手法
の変遷、その過程で遭遇したいくつかの問題と

発見を中心に紹介する。 

 
2. 低温における光化学反応 
私の研究は、東京工業大学理学部において

光化学の研究で著名だった故田中郁三先生と

小尾欣一先生の研究室でスタートした。私が選

んだ最初のテーマは、ESR 法よる芳香族カルボ

ニル化合物の低温条件下における 2 光子励起

による化学反応だった。結果は、溶媒の分解ラ

ジカル、溶媒分子からの水素原子移動で生じた

ケチルラジカル、さらに芳香族カルボニル化合物

の光分解生成物（図 1）で、低温光吸収スペクト
ル等の研究も含め１）、学位論文に繋がった。 

 

 
 
(図 1) ベンズアルデヒドの二光子励起反応． 

 
1976 年に学位取得後、米国テネシー大学 T. 

F. Williams先生の研究室にポスドクとして勤めた。
光照射で生成するラジカルによる水素原子移動

反応におけるトンネル効果の研究を、極低温に

おける ESR 法による実験と理論計算で進め、実

験データをより良く再現するモデルを確立した

（図 2）２）。 

 

(図 2)  水素原子移動反応におけるトンネル効

果の計算モデル． 

 

 

 
村井久雄(むらい ひさお) 
静岡大学名誉教授、静岡大学理学

部客員教授、静岡大学博士キャリ

ア開発支援センター特任教授 

 

趣味：グリーンプラント栽培他 

好きな言葉： ’Love means never 
having to say you are sorry.’ from 
‘Love story’. 
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1978 年にカナダ国アルバータ大学 O. P. 
Strausz 先生の研究室に移り、やはり極低温 ESR
測定により、多くの多結晶ジアゾ化合物の光分

解反応を手がけた。その中で、偶然ではあった

が、カルベン三重項・三重項ラジカル対による五

重項状態の発見と、その解明に至った３）。 

 

 

 

(図 3)  五重項状態（三重項・三重項）ラジカル

対の発見とその解析． 

 
このように低温における光化学反応の研究は、

反応中間体を捕捉するために有効な手法であり、

多くの貴重な情報を得ることができた。 
 
3.  時間分解 ESR法の確立とその発展 
海外でのポスドクとしての研究の後、1980年に、

東工大で任期付助手として研究を続ける機会を

得た。これも偶然では有ったが、研究室にあった

学術誌に目を通していたところ、Kim と Weisman
による励起三重項状態の ESR条件下におけるマ

イクロ波の直接検波出力の時間変化が掲載され

ていた４）。その記事を読んだときに、私は即座に

パルスレーザーとボックスカー積分器を用いれば

高速測定により、極低温を用いること無しに励起

三重項状態スペクトルが得られるはずだと確信し

た。その当時、励起三重項状態の研究にはスピ

ン格子緩和を遅らせるために 4.2K あるいはそれ
以下の極低温条件下での光検出磁気共鳴

（ODMR）、あるいは一重項-三重項（S-T）光吸

収による手法が一般的であった。従って時間分

解ESR法はスピン格子緩和より速く測定するとい
う画期的な方法と考えられた。この新しい手法の

開発のため、研究室の学生の人たちに手伝って

もらい、まず窒素レーザーの製作を始めて２ヶ月

ほどで完成させた。気相の研究グループからボッ

クスカー積分器を借り、1981 年春には時間分解
ESR 装置が完成した。当初は電磁ノイズにはな

はだ手を焼いたが、アースの取り方と電磁遮蔽

で解決に至った。驚いたことに、常温固体でも励

起三重項状態の検出ができた。おそらく、その時

点における世界で最初の時間分解 ESR 法によ

る励起三重項状態の報告であったと思われる。 

 
(図 4)  時間分解 ESR 装置一号機、手前のア

ルミの箱が手作り窒素レーザー． 
 

この手法の特徴は項間交差の情報が得られ、

また、それにより誘起されるスピン分極のため、

高感度検出が可能になることであった。研究は、

ベンゾフェノン（図 5、6）やバイアセチルの励起
三重項状態５、６）、分子間の三重項励起エネルギ

ー移動に伴うスピン分極移動７）など、次々にアイ

デアが沸き、多くの新規な成果に結びついた。 

                       

(図 5)  ベンゾフェノンの n*励起三重項状態． 
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(図 6)  ベンゾフェノンの励起三重項状態の

主軸と共鳴条件のエネルギーダイアグラム． 

 

その後、1982 年から電気通信大学の井早康
正先生の研究室において、さらにその手法によ

る研究を精力的に進めた。凍結ミセル中におけ

る配向分子間の三重項エネルギー移動とスピン

分極８）、ベンゼン誘導体と無水フタル酸誘導体

間の三重項状態 EDA コンプレックス生成等９） 

多くの発見に巡り合うことができた。 

1983 年頃に、化学反応に及ぼす磁場効果で
著名だった理化学研究所の林久治先生と一緒

に、磁場効果を示す溶液系において時間分解

ESR 測定を始めた。後にスピン相関ラジカル対

（Spin Correlated Radical Pair：SCRP）として知ら
れるようになった、新規の Chemically Induced 
Dynamic Electron Polarization （CIDEP）スペクト
ルに巡り合うことができた１０）。 

 

 
(図 7) SDS ミセル中におけるベンゾフェノン励

起後の時間分解 ESR スペクトル． 

この結果を図 7 に示す。レーザー励起後 1.2 s
のスペクトルに上下に振れる位相交替が観測さ

れており、これが SCRP である。 

ここで簡単に SCRP に関して説明し、この報告
の後半で話題になるラジカル対のスピン緩和に

も触れておく。図 8 に三重項前駆体から生じる
SCRP の原理図を示した。このようにラジカル対

の S(一重項)と T0(三重項の真ん中の状態)の縮
退が交換相互作用により解け、両状態の線形結

合で混ざり合った 2 つの状態となる（Ψ2、Ψ3）。

三重項前駆体の場合は 3 つの状態（T+、T0, 
T）にスピン分布が発生するため、図に示した通

り、スペクトル線に位相交替が観測されるのであ

る１１）。この林先生との出会いが、その後の私の

電子スピンによる反応操作の研究に繋がった。 
 

 
(図 8) SCRP スペクトル発現の原理図（三重
項前駆体の場合）． 

 
もう一つ、一重項前駆体の例として SDS ミセル

中におけるテトラフェニルヒドラジン（TPH）を示す。
これは後に 1995 年から務めた東北大学で研

究した高時間分解能観測の内容であるが、ここ

で紹介することにする１2）。 TPH は光励起によ

り励起一重項状態から分解し同じラジカルがラジ

カル対として相互作用をする系（図 9）である。 

 
(図 9)  SDSミセル中におけるTPH の一重項状

態からの光分解反応とラジカル対生成． 
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図 10 に示すように一重項前駆体であるこの系で
はSCRPの位相交替が三重項前駆体とは逆にな
っている。さらに 30 ns後と 300 ns後のスペクトル
が大きく異なっている。この違いは、30 ns 後のス
ペクトルはΨ2、Ψ3 状態間の緩和が無い条件で、

また、300 ns 後はその状態間が緩和していること
で説明できた（図中の破線スペクトル）。その要

因は後述する現象である Spin-dephasing を修飾
された Liouville 計算することにより説明できた。
すなわち、交換相互作用（J）の揺らぎによる

Singlet-triplet dephasing（STD）がこの状態間の
緩和の要因であることが明らかとなった。

Spin-dephasing には、Triplet-triplet dephasing
（TTD）がもあるが、それに関しては後述する。 

 
(図 10) SDS ミセル中における TPH励起後の

時間分解 ESR スペクトル（左：実測、右：計算）． 

 
話を戻すが、電気通信大学での研究の後、

1986 年から ESR 分光で著名だった大阪大学の
桑田敬二先生の研究室で引き続き溶液におけ

る多くの光化学反応の研究を続けた。特に、2-

プロパノール中における TMPD の光イオン化で

生じた TMPD カチオンと溶媒和電子によるラジ

カルイオン対（Radical-Ion Pair：RIP）を観測し、
この RIPにおける交換相互作用の符号が通常と
異なり正であることを示した１３）。 その後、ある種

の RIP では交換相互作用が正になることが小堀
らにより示されたのは良く知られている１４）。 

4. 磁場効果と反応収量検出磁気共鳴法 
大阪大学においては、ESR 装置のハードウエ

アに関して多くの経験を積むことができた。1992
年頃から、光化学反応系を用い、ESR 条件下で

の反応収量検出磁気共鳴（ Reaction Yield 
Detected Magnetic Resonance：RYDMR）への挑
戦を始めた。キーワードはラジカル対とスピンの

操作による化学反応コントロールであった。試み

として電導度および蛍光を検出する ESR観測へ
の挑戦を始めた。蛍光検出に関しては TMPDの
光イオン化後の逆電子移動による遅延蛍光観測

を行い、初めて RYDMR の検出に成功した１５）。

その時の修士課程学生で共同研究者であった

岩崎洋平さんは、その後、村井と一緒に東北大

学へ移り、蛍光検出の RYDMR を完成させ、博

士の学位を取得するに至った。また、電導度検

出のESRへの挑戦は、引き続き東北大学におい
て、当時の卒研生であった松山明人さんの機転

の効いた研究で完成に繋げることができた。 

ではその東北大学での話に入る。1995 年に、
励起三重項状態の研究を中心に日本のスピン

化学を牽引していた東北大学の故安積徹先生

の研究室に移った。7 年間の研究生活で、その
当時助手でいた前田公憲さんと一緒に、複数の

RYDMR 法の研究を軌道に乗せることができた。
その原理の簡単な説明と、得られたいくつかの

例を次に紹介する１１）。 

 

(図 11) ３種類の RYDMR装置図、ADMR法、
FDMR 法、PCDMR 法（テキスト参照）． 
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図 11 に３種類の異なった RYDMR 測定装置
の概念図を示した。いずれの検出法においても、

マイクロ波は TWTA という増幅器を通し、ナノ秒

レベルの強力な出力パルスとして ESR共振器内
の試料に照射する。溶液は脱気しながら共振器

内を循環させる。この装置においては２種類以

上のRYDMR信号の同時測定が可能である１6）。 
次に、RYDMR の原理を解説するが、その前

に化学反応に及ぼす磁場効果を紹介する。 

 
(図 12)   化学反応に及ぼす磁場効果と

RYDMR を説明する概念図． 

 
図 12 に磁場効果の概念図を示した。光化学反
応においては、初期反応は分子の光励起からス

タートする。その励起状態は一重項状態か三重

項状態であり、初期生成のラジカル対はそのスピ

ン多重度が保たれている。ラジカル対において

はそのスピン多重度は、磁場の影響下でいくつ

かのメカニズムによりスピン多重度間を遷移する。

ここで大切なことは、通常はどちらか一方のスピ

ン多重度からのみ再結合、あるいは逆電子移動

のような化学反応が進行することである。多くの

場合は一重項状態から反応する。図 13 にその
状況を半古典的スピンのイメージで表した。ここ

で励起三重項状態から初期反応する場合を考

える。ラジカル対のスピンは、S状態とT0状態の２

つの状態間を行き来し（S－T 混合）、S 状態から
のみ再結合反応を起こす。外部磁場が無い場

合はほぼ S状態に縮退している T+、T－状態から
も容易に遷移し反応は進行する。磁場存在下に

おいてはT0と T+、T－状態はゼーマン分裂を起こ
し、S 状態への経由が抑制されて反応に影響が

でる、これが磁場効果である。また、スピン格子

緩和による遷移にも磁場が関与して反応に影響

を与える。要するに、磁場の存在がラジカル対か

らの化学反応に影響を与えるのである。ただし、

磁場効果が十分に観測できるには必須の条件

がある。それはラジカル対において、対をなすラ

ジカルがある程度長い時間の間、相互作用する

必要がある。すなわち、高い粘性、あるいはミセ

ル系、溶媒中で束縛された RIP などである。 

 
(図 13) 磁場下におけるラジカル対の振る舞い

の半古典的スピンの概念図． 

 
具体的な磁場効果の例を図 14 に紹介する。

この系は、キサントン（Xn）とジエチルアニリン
（DEA）の 2-プロパノール溶液の系で、均一溶液
において電導度に磁場効果を示す系である。１７）

この系は後述の PCDMRで再度紹介する。 

 

(図 14) ラジカルイオン対の系における磁場効

果．磁場をかけることにより逆電子移動が抑え

られ、イオン量、すなわち電導度が増加する． 

 

ここで、図 12 と 13 をもう一度見てもらいたい。
両 図 と も Microwave radiation あ る い は

Electro-Magnetic radiation の記述があるのに気
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が付かれた事であろう。すなわち、磁場効果が発

現している系に磁気共鳴条件の電磁波を強力

に印加すると、T0 と T+、T－状態間に遷移が起き
る。その結果磁場効果で抑制されていた再結合

や逆電子移動反応が共鳴条件で促進されるの

である。したがって、反応中間体あるいは反応生

成物の収量をモニターすることにより、反応に関

わったラジカル対の磁気共鳴スペクトルを観測で

きる。すなわち、RYDMR観測が可能になる。 
 

最初に、蛍光検出磁気共鳴（Fluorescence 

Detected Magenetic Resonance: FDMR）法につ
いて例をあげて紹介する。測定方法は一番簡単

で、ESR 共振器内の発光をグラスファイバーで光

電子増倍管に導入し、その信号を積算処理し、

マイクロ波の有無で信号をパソコンで処理する

（図 11）。前にＳＣＲＰの説明で用いた TMPD の

室温アルコール中における光イオン化の系に関

してその結果を図 15に示した１５）。ここでは 6.5 W

という比較的弱いマイクロ波出力を用いている。 

 

(図 15) TMPD の光イオン化で生じた溶媒和

電子による FDMR 信号．左図：共鳴点における

時間変化と時間分解スペクトル．右図：それぞれ

の計算結果（緩和は考慮していない）． 

 
この結果は、前述した光イオン化により初期生成

した溶媒和電子とTMPDカチオンラジカルによる
過渡的 RIP が逆電子移動反応を起こし発した遅
延蛍光をモニターしたものある。ここで、時間変

化に見えている周期的振動はマイクロ波の交替

磁場による T0と T+、T－状態間のコヒーレントな振

動が蛍光の強度変化として観測されているもの

である。この RIP は常温でも 106 秒ほどの寿命
を持つことも読み取れる。 

 

（図 16） キサントンとキサンテンがポリメチレン
鎖で結ばれた系における強マイクロ波出力下の

ADMR スペクトル． 
 

次に、光吸収検出磁気共鳴（ Absorption 
Detected Magnetic Resonance: ADMR）法に関し
て紹介する。特に強力なマイクロ波条件と関連

付けた一例を示す。この研究は村井が東北大学

に着任する前にすでに安積研究室で進められて

いた研究である。ここではキサントンとキサンテン

がポリメチレン鎖で結ばれた系における、水素引

き抜き反応を紹介する（図 16）１8）。 このスペクト

ルは、レーザー励起直後の中間体ラジカルの吸

光度を観測しながら共鳴中心近辺を磁場スキャ

ンしたものである。この系の場合は中性ビラジカ

ルにおける柔軟なポリメチレン鎖の動きによるラ

ジカル間の相互作用の観測が期待された。強力

なマイクロ波出力の下では、明らかに共鳴中心

に Spin-locking 現象による上向き（反応の抑制）
信号と、その両側に幅広い下向きの（反応の促

進）スペクトル（ここでは S-transition と命名）が観
測された。Spin-locking とは、2つのラジカルの電

子スピンが強いマイクロ波の交替磁場により同時

に束縛されて交替磁場軸の周りを回るために

S-T の 遷 移 が 拘 束 さ れ る 状 態 で あ る 。

S-transition は、鎖で繋がった２つの中性ラジカ
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ルの距離の揺らぎ、すなわち交換相互作用の揺

らぎ（それにより誘起される STD）がその要因であ
ると説明が付けられた。その概念を図 17 に示し
た。 

 

（図 17） Spin-locking と S-transition の概念図． 
 
次に電導検出磁気共鳴（ Photocoductivity 

Detected Magnetic Resononce： PCDMR）法に
関して、新しい現象の発見と理解も含めて紹介

する。 磁場効果の例として図 14 で紹介した常
温における Xn と DEA の 2-プロパノール溶液を
用いて研究を開始した１７）。 本測定においては、

石英製の ESR 用の平面セルに白金線を平行に
挿入させた。その白金線に電場をかけ、ESR 共

振器の中で上記溶液を流動させながらレーザー

パルス励起直後からの電導度変化をデジタルオ

シロスコープで観測し、パソコンでデータ処理を

行った。その結果を図 18に示した。この結果から
言えることは、マイクロ波出力が弱い時は共鳴磁

場における磁場効果を打ち消す方向に、すなわ

ち、逆反応（逆電子移動や再結合反応）が促進

され、ラジカルイオンが減少する。出力が強い時

は共鳴中心において上向きに、すなわち

Spin-locking により反応が強く束縛されているの
が読み取れる。さらに、共鳴中心の両側に反応

を促進する方向に幅広いスペクトルが観測され

た。この現象は前述の ADMR で紹介したポリメ

チレン鎖中性ラジカルで紹介した S-transition に
酷似している。この現象は次に述べる理論的解

析によって解明された。 

 

（図 18） Xn と DEA の 2-プロパノール系で観測
された PCDMR スペクトル．左図：マイクロ波出

力 10 W 、右図：1.0 kW． 
 

スピン化学の時間を含む反応や動力学には、

前述の図 10 における SCRP の紹介で用いた修
飾された Liouville 方程式を用い、STD と TTD
を導入して計算を実施し、解析を行なう１ 9 ）。 

STDも TTDもともに異方的 g値や異方的超微細
結合定数の揺らぎの影響も受けるが、前述のよう

に STD は交換相互作業の揺らぎが主に寄与す

る。これに対して、TTD は主に磁気双極子相互

作用の揺らぎが大きく寄与する。実験結果の

PCDMRスペクトルとこの計算結果を図 19に示し
た。スペクトルは STD のみの導入では説明が付

かず、TTD の導入で Spin-locking も共鳴中心の
両側の幅広いスペクトルの再現にも満足できる

結果が得られた。すなわち、この RIPの系におい
ては磁気双極子相互作用の揺らぎが、スペクト

ル形状の主たる要因であることが解明できた。こ

の結論は、このような RIP の系では、一般的な現
象であると思われる。 
このように、磁場とマイクロ波を組み合わせるこ

とにより、容易にスピンを操作できる。RYDMR は
新規発見にも繋がる可能性があり、また、分光学

の発展応用であるので、化学種の分別、例えば

アイソトープの分離等の応用へも夢は広がる。 

2002 年に静岡大学に移り、時間分解 ESR 法
によるミセルや包接化合物における光化学の研

究をさらに進め、特に磁場効果も含め、蛍光およ

びリン光に関わる有機電界発光への応用展開の

研究に進んだ 20-23）。 
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（図 19） ラジカルイオン対系における RYDMR
スペクトルと TTD を考慮した計算スペクトル． 
 

5. 結び 
卒業研究で選んだ ESR 法による光化学の研

究が、その後の研究進展に結びつき、時間分解

ESR 法の確立、RYDMR 法の開発に繋がった。

東北大学時代の ESR 関係の先生方との巡り合

いなど、多くの研究者の方々から刺激を受け、ま

た、時流に流されない独自の研究方針を進める

ことにより 40年以上に及び研究を楽しみ、多くの
友人を作ることができた。2014 年に静岡大学で
定年を迎えたが、今までの教育・研究の経験を

若者たちの生き方に反映させるべく、現在も引き

続き微力ながら教育と指導に携わっている。 

最後に、私の研究を前向きに支えてくれた先

生方（故田中郁三先生、小尾欣一先生、井早康

正先生、桑田敬治先生、故安積徹先生他）、卒

業生を含む多くの共同研究者の皆様には心から

感謝したい。また、2009 年に亡くなった妻みど
りには、私の生活への心配りと研究推進における

影の力となってもらえた。この感謝の気持ちを天

国の妻にも贈りたいと思う。 
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1次元量子磁性体の ESR理論研究 

古谷 峻介
FURUYA   Shunsuke

  <ジュネーブ大学 24 Quai Ernest-Ansermet, 1211, Geneva e-mail:shunsuke.furuya@unige.ch> 

 
1. はじめに 
  磁性は電子スピンが互いに協調して引き起こ

す物理現象である。したがって磁性の微視的理

解には電子スピン間相互作用の詳細な解析が

必要不可欠である。例えば、磁気秩序がある場

合、外部から磁場をかけても、実際に電子が感

じる有効磁場は磁気秩序から補正を受ける。こ

の補正があるために、ESR や NMR を調べること

で磁気秩序の詳細を知ることができる。しかしな

がら、現代の物性物理学の研究対象となる系は

単純な秩序があるものではなく、一見して秩序

のないような状態や相にあるものが多く、ESR の

共鳴周波数や線幅がどのように電子スピン間相

関の影響を受けるかは極めて非自明な問題に

なる。低次元量子磁性体もそのような系の一種

である。 
  低次元量子磁性体の面白さは、磁気秩序が

無くても、単純にスピン間の相関がなく無秩序な

のではなく、スピン間相互作用と量子揺らぎが強

い結果として磁気秩序が消失しているという特

殊な状況にある。この特殊な状況の起源は主に

低次元性にある。低次元量子磁性体の次元性

は、空間的に異方的な交換相互作用定数によ

って、有効的に下がっている。例えば、ある方向

のみに電子スピンの交換相互作用定数𝐽"が大き

く、残りの 2 方向の交換相互作用定数𝐽#, 𝐽$が非

常に小されば、1 次元量子磁性体ということがで

きる。温度が|𝐽"|程度の場合、磁性イオンは互い

に独立なスピン鎖を作る（図１上）。 
 も 基 本 的 な 1 次 元 量 子 磁 性 体 で あ る 

 
(図 1) スピン鎖とスピン梯子 

 
𝑆 = 1/2反強磁性スピン鎖は、低温において朝

永・Luttinger 液体と呼ばれる相を持つ。この相

は電子スピン同士の準長距離的な相関が発達

し、反強磁性長距離秩序を生じる寸前であるも

のの、低次元性のために秩序が生じていないと

いう臨界状態である。このような状態は一見特殊

に見える。しかし、1 次元量子磁性体における朝

永・Luttinger 液体は、ちょうど量子力学の教科

書における調和振動子や水素原子のように、1
次元量子磁性体の理論研究上の基本的な出発

点を与える。以下では、朝永・Luttinger 液体の

ESR の理論から出発し、1 次元量子磁性体の

ESR 理論の 近の研究成果について紹介す

る。 
 
2. ESRの理論研究 

ESR の一般論の研究の歴史は非常に古いが、

低次元量子磁性体の ESR の理論研究は比較

的新しい。𝑆 = 1/2反強磁性スピン鎖の ESR 理

論は押川・Affleck ら 1)の研究によって大きく発

展した。前述のとおり、𝑆 = 1/2反強磁性スピン

鎖は低温において朝永・Luttinger 液体相を持

つが、この状態は実は 1 次元的に伝導する自由

ボゾン系に等価である。自由、すなわち相互作

用がないので、ESR を含めた種々の物理量を計

算することが可能になる。 
ESR 理論研究において常に留意すべきは、

ESR スペクトルの以下の特徴である。ESR は基
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本的に電子スピンの動的帯磁率𝜒(𝜔, 𝒒)のうち

波数ベクトル𝒒 = 𝟎の成分だけを検出することが

できる。線形応答の範囲で、動的帯磁率は電子

スピン間の動的構造因子 𝑆2𝑆2 (𝜔, 𝒒 = 𝟎)と関

連する。したがって ESR スペクトルは電子スピン

間相互作用のスピン空間での異方性（すなわち

回転対称性の破れ）に極めて敏感である。以下

では異方性といえばスピン空間の異方性を指す

ものとする。電子スピン間相互作用が完全に等

方的であれば、ESR スペクトルは外磁場に等し

い共鳴磁場において線幅ゼロの共鳴ピークを持

ち、他の共鳴吸収は全く起こらない。したがって、

ESR 理論では電子スピン間相互作用に何らか

の異方性を仮定して、共鳴磁場（あるいは共鳴

周波数）や線幅についての予測や説明を与える

ことになる。上述の朝永・Luttinger 液体の場合、

異方的交換相互作用は一般にボゾン間相互作

用を生む。押川・Affleck らは、この相互作用に

関する摂動論を展開し、異方的交換相互作用

に由来する共鳴周波数や線幅が温度𝑇に比例

することを、ad hoc な仮定なしに説明した。 
以下では、𝑆 = 1/2反強磁性スピン鎖に少し

要素を追加するだけで得られるいくつかの基本

的な 1 次元量子磁性体の、多彩な ESR スペクト

ルについての 近の理論研究の進展について

述べる。 
 
3. スピン梯子物質と強磁場物性 
  一括りに１次元量子磁性体と言っても、スピン

鎖だけでなく様々な格子の様々な物質がある。

スピン梯子（図 1 下）はスピン鎖に次いでシンプ

ルな１次元量子磁性体の模型である。スピン鎖

を 2 本つなげただけではあるが、その低温の物

理はスピン鎖のものとは大幅に異なる。梯子内

の桁上の相互作用定数を𝐽4、鎖内の相互作用

定数を𝐽5とし、その他の梯子間相互作用をまとめ

て𝐽′と表すことにする。図 1 下のようなスピン梯子

系では、桁相互作用のために、𝐽′によらず、絶対

零度まで磁気秩序が現れず、非磁気的な相を

呈する。この相をここではシングレット相と呼ぶこ

とにする。もし|𝐽4| ≪ 𝐽5であれば、𝐽5程度の温度 
で は 、 こ の 系 は 独 立 し た ス ピ ン 鎖 の 朝 永 ・

Luttinger 相にあり、|𝐽4|程度以下の温度ではシ

ングレット相にある。 
 𝑆 = 1/2スピン梯子とは対照的に、𝑆 = 1/2反

強磁性スピン鎖は|𝐽8|程度の極低温において、

朝永・Luttinger 液体相から 3 次元秩序相へ相転

移する。この相転移の際に、ESR 線幅が発散す

る 2)ことはよく知られており、磁気秩序の検出に

活用されていた。我々は 近、スピン梯子系に

おける朝永・Luttinger 液体相からシングレット相

へのクロスオーバー温度においても、桁上の異

方的交換相互作用が同様の線幅の増大を引き

起こすことが明らかにした。3) 𝑆 = 1/2スピン梯

子物質 Cu2Cl4・H8C4SO2
4)における、この機構に

よると考えられる線幅の増大現象を図 2 に示す。

この物質は温度を数 K まで下げても相転移を起

こさないにもかかわらず、図 2 のように、60 K 付

近から温度を下げると 20 K 付近まで線幅が増

大する。これは梯子内のスピン鎖間相関の発達

に伴うクロスオーバーの結果と考えられる。 
  これらの相転移やクロスオーバーに伴う線幅

の増大は、朝永・Luttinger 液体の不安定化とい

うキーワードで統一的に理解することができる。𝐽5
程度の温度ではスピン梯子は２本の独立なスピ

ン 鎖 で あ り 、 そ れ ぞ れ の ス ピ ン 鎖 が 朝 永 ・

Luttinger 液体状態にある。温度が下がっていく

と、桁相互作用の存在を無視できなくなってくる。

この時、ちょうど水素原子 2 つが結合して水素分

子を作る時のように、2 本の朝永・Luttinger 液体

状態が組み合わさって、2 本のスピン鎖の入れ

替えに関して対称な低エネルギー状態と、反対

称な高エネルギー状態に再編成される。この過

程で朝永・Luttinger 液体は不安定化し、より安

 
(図 2) スピン梯子物質 Cu2Cl4・H8C4SO2 の線幅

の温度依存性（論文 4）より引用） 
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<latexit sha1_base64="eW876snolEAZCa+Rl8b/jPvpOQw=">AAACk3ichVHNSgJRFD5Of2Y/WkEEbSQxWtkxoiJaiLWIIPAnU1AZZqarDV5nhplRMOkFeoEWropcRA/QA7TpBVr4CNHSoE2LjuNAlGRnuHO/+93znfvde2SDq5aN2PEII6Nj4xPeSd/U9MysPzA3f2rpNVNhGUXnupmTJYtxVWMZW7U5yxkmk6oyZ1m5st/bz9aZaam6dmI3DFasSmVNLamKZBMlBvxHYsGQTIlzxtcrYlwMhDCCTgQHQdQFIXAjoQceoQBnoIMCNagCAw1swhwksOjLQxQQDOKK0CTOJKQ6+wwuwUfaGmUxypCIrdC/TKu8y2q07tW0HLVCp3AaJimDEMYXvMcuPuMDvuLnn7WaTo2elwbNcl/LDNF/tZT++FdVpdmG82/VUM82lGDH8aqSd8NherdQ+vr6xXU3vZsKN1fxFt/I/w128IluoNXflXaSpVpD/MjkhV6MGhT93Y5BkNmIbEUwuRmKxd1OeWEZVmCN2rENMTiEBGSclrXgDtrCorAnxIWDfqrgcTUL8COE4y/DtZWR</latexit><latexit sha1_base64="eW876snolEAZCa+Rl8b/jPvpOQw=">AAACk3ichVHNSgJRFD5Of2Y/WkEEbSQxWtkxoiJaiLWIIPAnU1AZZqarDV5nhplRMOkFeoEWropcRA/QA7TpBVr4CNHSoE2LjuNAlGRnuHO/+93znfvde2SDq5aN2PEII6Nj4xPeSd/U9MysPzA3f2rpNVNhGUXnupmTJYtxVWMZW7U5yxkmk6oyZ1m5st/bz9aZaam6dmI3DFasSmVNLamKZBMlBvxHYsGQTIlzxtcrYlwMhDCCTgQHQdQFIXAjoQceoQBnoIMCNagCAw1swhwksOjLQxQQDOKK0CTOJKQ6+wwuwUfaGmUxypCIrdC/TKu8y2q07tW0HLVCp3AaJimDEMYXvMcuPuMDvuLnn7WaTo2elwbNcl/LDNF/tZT++FdVpdmG82/VUM82lGDH8aqSd8NherdQ+vr6xXU3vZsKN1fxFt/I/w128IluoNXflXaSpVpD/MjkhV6MGhT93Y5BkNmIbEUwuRmKxd1OeWEZVmCN2rENMTiEBGSclrXgDtrCorAnxIWDfqrgcTUL8COE4y/DtZWR</latexit>
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定 な シ ン グ レ ッ ト 状 態 を 生 成 す る 。 朝 永 ・

Luttinger 液体が 3 次元的に無限本結合した場

合には、シングレット相の代わりに 3 次元秩序状

態が生じる。いずれの場合も、独立した朝永・

Luttinger 液体からより安定な結合状態への遷移

と捉えることが可能であり、同様の線幅の増大傾

向を示すことが理解できる。 
  別のスピン梯子物質を見てみよう。𝑆 = 1/2ス

ピン梯子物質(C7H10N)2CuBr4（以下 DIMPY と

略記）は、 近注目されているスピン梯子物質

で あ る 。 DIMPY は 強 い 脚 相 互 作 用 𝐽5/𝑘: =
	16.5 K と弱い桁相互作用𝐽4/𝑘: = 	9.5 K を持

つ。梯 子 間 相 互 作 用 は非 常 に弱 く、 𝐽′/𝑘: =
	5 − 7 mK と見積もられている 5)。 DIMPY は無

機元素のみから成るスピン梯子化合物と比べ、

非常に小さい交換相互作用定数を持つので、

相対的に強磁場を印加することができる。強磁

場下の 1 次元量子磁性体の物性を調べるため

には 適の物質の 1 つである。 
  図 3 に DIMPY の ESR スペクトル、図 4 に共

鳴周波数・磁場ダイアグラムを示す。6) この研究

で、鋭い常磁性共鳴吸収ピーク（A）に加え、磁

場について非線形な共鳴周波数を持ち、非常

に線幅の大きい共鳴吸収ピーク（B）が観測され

た。後者の共鳴ピークは、スピン梯子の脚上の

Dzyaloshinskii ・ 守 谷 （ DM ） 相 互 作 用

𝑫C,5 ∙ 𝑺C,5×𝑺CG",55H",#C に由来すると考えられ

る。ここで𝑙 = 1,2はスピン梯子の脚を区別する指

数で、𝑗 は脚に沿ったスピンの座標である。以下

でこの理由について考察する。 

 

(図 3) DIMPY の ESR スペクトル 
（論文 5）より引用） 

  DIMPY の場合、結晶の対称性から許される

DM 相互作用の𝑫C,5ベクトルの向きは、スピン梯

子の伸びる方向に垂直で、スピン鎖の入れ替え

について反対称である。スピン梯子の伸びる方

向 を𝑧軸 、𝑫C,5ベクトルの向 きを𝑦軸 とすると、

𝑫C,5 = (−1)5𝐷𝑦（𝑦は𝑦軸方向の単位ベクトル）と

書くことが出来る。この鎖方向に一様な DM は、

非常に面白い影響を電子スピンにもたらす。一

般に 1 次元系における進行波は、右に進むもの 
と左に進むものに分けられる。𝑆 = 1/2量子スピ

ン鎖中の磁気励起も同様に、右向きに進行する

ものと左向きに進行するものに分けられる。上記

の DM 相互作用は、右向きに動く励起には+𝑦
方向の磁場のように感じられ、左向きに動く励起

には−𝑦方向の磁場のように感じられる。すなわ

ち、𝑆 = 1/2スピン鎖中の一様 DM 相互作用は、

反対称なカイラリティを持つ磁場の働きをする。

この「磁場」は平均場ではなく、スピン鎖中の

DM 相互作用そのものの読み替えである。 
  この「磁場」下での ESR の遷移則が、通常の

磁場下のそれとは異なることは容易に予想でき

るが、共鳴周波数がなぜ図 3 のように非線形で

あるかについては、もう少し詳細に考察する必要

がある。この非線形性は𝑫C,5 = (−1)5𝐷𝑦が脚の

入れ替えについて反対称であることに由来する。

前述したように、2 つの朝永・Luttinger 液体が結

合する際に、それらの入れ替えについて対称な

状態と反対称な状態に分かれる。通常の一様な

外部磁場は前者にのみ作用するが、DM 相互

作用由来の「磁場」は後者にのみ作用する。

 

(図 4) DIMPY の周波数・磁場ダイアグラム 
（論文 5）より引用） 
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ESR で当てる電磁波は波長が長く一様とみなせ

るので、DIMPY における ESR は (a) 2 つの対称

な状態間の遷移と (b) 2 つの反対称な状態間

の遷移、の 2 つが可能である。前者が常磁性的

な共鳴（図 4 A）を、後者が磁場に依存しない共

鳴（図 4 B）をそれぞれ生む。実際には反対称状

態のエネルギー固有値も通常の磁場の影響を

受けるので、図 4B の共鳴周波数は磁場に依存

するが、対称性から磁場𝐻についての偶関数 
でなければならず、弱磁場では𝛼 + 𝛽𝐻#（𝛼と𝛽は

定数）の形になる。 
  この ESR の選択則は定量的に検証可能であ

る。本研究では磁場を𝑧軸にかけて Faraday 配置

で ESR を測定している。したがって、DM 相互作

用がなければ 𝑆R𝑆R や 𝑆S𝑆S のみが検出される。

しかし𝑦軸方向にも「磁場」がかかっているので、

「磁場」に垂直な 𝑆T𝑆T が ESR スペクトルに混ざ

ることになる。図 4 のグラデーションプロットは

𝑆T𝑆T の動的構造因子のうち脚の入れ替えに

ついて反対称な成分を数値計算した結果である

が、ESR 実験結果と定量的に一致していること

から、一様 DM 相互作用の仮定の妥当性がわ

かる。 
  上述の結果 3,5)は、桁上の相互作用が脚上の

相互作用より弱い場合（|𝐽4| ≪ 𝐽5）を考えて、朝

(図 5) BPCB の (a) 共鳴周波数の温度依存性、 
(b) 共鳴周波数のズレ𝛿𝜔の磁場依存性、(c) 共

鳴磁場の温度依存性（論文 6）から引用） 

永・Luttinger 液体状態を基礎とする摂動論を行

うことで得られたので、桁上の相互作用が強い

場合には適用できない。DIMPY と似た組成を

持 つ 𝑆 = 1/2ス ピ ン 梯 子 物 質 (C5H12N)2CuBr4

（以下 BPCB と略記）は弱い脚相互作用𝐽5/𝑘: = 
3.6 K と強い桁相互作用𝐽4/𝑘: = 	12.9 K を持

つ 6)。BPCB は結晶中に 2 種類の配置のスピン

梯子を持つため、ESR 吸収ピークは主に 2 本存

在する。DM 相互作用に由来すると考えられるピ

ークは強度が極めて小さいため、ここでは異方

的交換相互作用のみの影響を考える。一般に、

ESR の共鳴周波数の、異方的相互作用𝐻8によ

るズレ𝛿𝜔は、𝐻′についての一次摂動の範囲で

は金森・立木公式 7), 𝛿𝜔 = − 𝐻8, 𝑆G , 𝑆W /
2 𝑆T によって厳密に得られる。金森・立木公式

には、動的な相関関数を計算することなしに、共

鳴周波数を得られるという利点がある。この特長

は平均場の考え方に通じるが、実際には、静的

な相関関数 𝐻8, 𝑆G , 𝑆W と磁化さえ数値的に

計算できれば、平均場近似を導入せずに異方

的相互作用による共鳴周波数のズレを見積もる

ことができる。図 5 に BPCB の共鳴周波数の有

限温度密度行列くりこみ群法を用いた数値計算

結果（実線や破線）と実験結果（◯や+等）との

比較を示した。 

 
4. S=1 スピン鎖と量子相転移 
  次に𝑆 = 1反強磁性スピン鎖を考えよう。𝑆 =
1/2反強磁性スピン梯子が低温でシングレット相

を 持 つ の と 同 様 に 、 𝑆 = 1ス ピ ン 鎖 も 低 温 に

Haldane 相と呼ばれる一種のシングレット相を持

つ。しかし前者と異なり、Haldane 相は、トポロジ

カル秩序と呼ばれる非局所的な秩序を持つ。そ

のような相はトポロジカル相と呼ばれ、近年の物

性物理学・統計物理学の重要な研究対象であ

る。 
  トポロジカル秩序を実際に検出することは非

常に難しいが、反強磁性スピン鎖の Haldane 相

の場合は、ESR を使ってこのトポロジカル秩序を

間接的に検出することができる。一般に、トポロ

ジカル相にある物質を、通常の相にある物質や

真空と接合すると、それらとの境界に非自明な
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自由度が現れることが知られている。スピン鎖の

場合はこの境界を以下のように得られる。反強

磁性スピン鎖は、磁性イオンが鎖状に並んでで

きているので、ひとつの磁性イオンを非磁性イオ

ン に 置 き 換 え る と 、 ス ピ ン 鎖 が 切 断 さ れ る 。

Haldane 相にあるスピン鎖と非磁性イオンの境界

には、Haldane 相のトポロジカル秩序を反映した

境界状態である、𝑆 = 1/2スピン自由度が現れる。

この端スピンは ESR を用いて明確に観測されて

いる。8) 
  𝑆 = 1反 強 磁 性 ス ピ ン 鎖 は 、 強 磁 場 下 で

Haldane 相から朝永・Luttinger 液体相へ相転移

する。この磁場に誘起される相転移を量子相転

移と呼び、量子相転移を起こす相図中の点を量

子臨界点と呼ぶ。量子相転移は絶対零度での

み起こるが、有限温度であっても量子臨界点の

十分近く（量子臨界領域）であれば、物理量に

量子臨界点の性質が強く反映される。𝑆 = 1反

強磁性スピン鎖の場合、温度を変化させてスピ

ン鎖が量子臨界領域に入るときに、磁化に極大

または極小が現れることが知られていた。9) 我々

の研究 10)で、ESR の共鳴周波数の磁場依存性

 
(図 6) 𝑆 = 1反強磁性スピン鎖の共鳴周波数の

単一イオン異方性を持つによる補正𝛿𝜔 =
−2𝐷𝑌Y 𝑇, 𝐻  （論文 10）より引用） 

も臨界領域で大きく傾向が変わることがわかった。

図 6 に𝑆 = 1反強磁性スピン鎖の共鳴周波数の

単一イオン異方性𝐻8 = 𝐷(𝑆CT)#C による補正

𝛿𝜔 = −2𝐷𝑌Y(𝑇, 𝐻)を示す。BPCB の場合と同じ

く、金森・立木公式 7)を用いた。𝐻/𝐽 = 0.41付近

が量子臨界領域であり、温度が高くなるほど、量

子臨界領域が広がり𝑌Y(𝑇, 𝐻)の極小ピークが緩

やかになっていることがわかる。この理論解析を

𝑆 = 1 反 強 磁 性 ス ピ ン 鎖 物 質

Ni(C5H14N2)2N3(PF6)に応用した結果が図 7 であ

る。非常に強磁場の領域に至るまで、実験と理

論計算との定量的な一致が見られる。 
 
5. 非磁性不純物周辺に局在する磁気励起 
  物性物理学において、不純物は時に予期せ

ぬ新しい物理をもたらす。例として、𝑆 = 1/2反

強磁性スピン鎖物質 KCuGaF6 をとりあげる。この

物質のスピン鎖は直線的でなく、ジグザグ状で

あるため、スピン鎖に沿って交替的な DM 相互

作用 (−1)C𝑫\ ∙ 𝑺C×𝑺CG"を持つ。交替的な DM
相互作用は、外部磁場と𝑫に直交する方向に、

交替的な有効磁場を生じる。前述の DIMPY の

一様 DM 相互作用から生じる「磁場」と異なり、

交替磁場は、朝永・Luttinger 液体に励起ギャッ

プを課す。すなわち、KCuGaF6 のスピン鎖はゼ

ロ磁場では臨界的だが、磁場下ではギャップが

生じるという特徴がある。このスピン鎖の磁場下

の励起は質量を持つ粒子のように振る舞う。この

粒子同士の散乱問題を解くことで、スピン鎖の

励起状態の一覧を順次得ることが出来る。図 8
に KCuGaF6 の共鳴周波数の磁場依存性を示す。

 
(図 7) Ni(C5H14N2)2N3(PF6)の共鳴周波数 

（論文 10）より引用） 
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(図 8) KCuGaF6 の ESR の磁場・共鳴周波数ダイ

アグラム（論文 11）より引用） 
 

DIMPY の例のように、DM 相互作用が ESR の

遷移の選択則を大幅に変更し、通常は見えな

いはずの励起ギャップそのものが見えている。図

8 中の●、▲、■の共鳴ピークは非磁性不純物な

しに説明することができない。仮にスピン鎖に非

磁性不純物が含まれないとすると、 低エネル

ギー励起状態は B1 とラベルされたモードである

が、U1 のモードはそれよりも低いエネルギーを持

つ。この事実は非磁性不純物を導入することで

以下のように理解できる。一般に質量𝑀"の粒子

と𝑀#の粒子が散乱するときに、条件が満たされ

ればそれらの束縛状態として質量𝑀^の新粒子

が得られるが、𝑀^は𝑀^ < 𝑀"+𝑀#を満たす。非

磁性不純物で導入されるポテンシャル障壁を、

質量無限（𝑀 → ∞）の粒子と見なすことができる。

重い粒子は動けないので、この重い粒子と質量

𝑀"の粒子が衝突して得られる新粒子は必ず

𝑀 +𝑀^ < 𝑀 +𝑀"を満たし、𝑀"より小さい質量

を持つ。この交替磁場下の𝑆 = 1/2スピン鎖の

鎖端での散乱問題を詳細に調べることで、この

ような鎖端のポテンシャルとの衝突により生じる

束縛状態が量子化され、無数に存在することが

明らかになった 11)。この束縛状態は必然的に鎖

端に局在することになる。通常の ESR の選択則

ではこの鎖端束縛状態の準位への遷移は禁制

だが、交替 DM 相互作用がこれを可能にしてい

る。実際、図 8 のように、鎖端束縛状態の励起エ

ネルギー（黒実線、黒破線、黒一点鎖線）は、

KCuGaF6 の ESR スペクトルに現れた新奇励起

モードを定量的に説明できていることがわかる。 
 

6. おわりに 
  低次元量子磁性体の ESR 理論研究は始まっ

たばかりである。ここまでの話は低次元性に起因

する無秩序相の ESR に限られていたが、今後は

低次元性や強い量子揺らぎにより生じる特有の

秩序状態を見出し、その ESR を調べるといった

展開などが考えられる。 
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高周波多次元 EPR 分光法による光応答性・機能性物質の

研究 
HidetoMATSUOKA

秀人松岡  <ボン大学化学科 Wegelerstr. 12, 53115 Bonn, Germany e-mail:matsuoka@pc.uni-bonn.de> 

 
1. はじめに 

  近年、研究対象となるスピン系が多岐にわた

り、より高いスペクトル分解能や時間分解能を提

供するパルス EPR 法や高周波 EPR 法の有用性

が高まっている。電子スピンエコー変調などパル

ス EPR の研究は 1960 年代初期に始まっていた

が、一般にパルス EPR 法が普及し始めたのは、

Bruker 社が X-band パルス EPR 分光器を市販

品として開発した 1987 年以降のことである。同じ

磁 気 共鳴 の NMR では、1971 年 に市 販 の

FT-NMR 分光器がすでに販売され始めており、

パルス EPR の歴史は比較的新しいといえる。

X-band パルス EPR が盛んに用いられるようにな

った 1990 年代は、高周波領域のパルス EPR 装

置の開発も進められた。今では汎用の装置とし

て利用されつつある W-band EPR 装置が、

Bruker 社より市販品として入手できるようになっ

たのは 1996 年のことである。ちょうどその頃、筆

者は卒業研究のための研究室選びを行ってい

た。そして幸運にも EPR と出会い、その後も恵ま

れた研究環境の中で、常に最新の EPR 法を取

り入れながら研究を進めることができた。本稿で

は、筆者がこれまで行ってきた多次元・高周波

EPR 研究について、その時代背景とともに、紹

介したいと思う。 
 
2. 多次元 EPR: 遷移モーメント分光法 

  筆者が初めて EPR に触れたのは、大阪市大

の工位武治先生の研究室に配属になったときで

あった。当時、伊藤公一先生もおられ、分子磁

性が研究室のメインテーマであった。1990 年代

は EPR 分光法の幅が飛躍的に広がった時期で

あったが、分子磁性も同様であった。1991 年、

最 初 の 有 機 強 磁 性 体 や 、 Single Molecule 
Magnet の異常な磁気緩和などの報告があり、

1996 年には Single Molecule Magnet という用語

が初めて提唱され、そのスピントンネリング現象

も報告された。そのような背景の中で分子磁性

分野においても、より大きなスピン、より複雑なス

ピン系へと研究対象が広がっていった。そのよう

な中、筆者の研究テーマは高スピン・高核スピン

系の複雑な EPR スペクトルから、核スピンに関す

る情報を分離・抽出する新しい手法の確立であ

った。モデル化合物として、ランタノイドイオン

Eu2+をドープした無機結晶(CaF2)を対象とした。

ランタノイドイオンは磁性体、発光性材料、MRI
の造影剤など、今日の材料科学や生命科学に

おいて不可欠な元素群であるが、その中でも

Eu2+イオンは S = 7/2、I = 5/2 で、かつ安定な同

位体が 151Eu（47.8%）と 153Eu（52.2%）の二種類

存在する非常に複雑なスピン系である。図 1 に

示すように、Eu2+イオンの EPR スペクトルは、ゼロ

磁場分裂項による微細構造（A: 7/2  5/2, 
B: 5/2  3/2, C: 3/2  1/2, D: 1/2  
1/2）と超微細分裂、および二つの同位体の遷

移の重畳により、非常に複雑なものとなっている。

筆者らは、当時新しい分光法として研究室内で、

その適用例の拡大と方法論の確立を図ってい

たパルス 2 次元電子スピンニューテーション

（2D-ESN）法による実験を行った。 
  ニューテ－ション周波数n は遷移モーメ

ントに比例する量として、一次の摂動論の範 
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(図 1) Eu2+の単結晶 X-band EPR スペクトル.1) 

 
囲において次式で表すことができる：1)    

すなわちn は(i) g テンソルの異方性 、(ii)ス
ピン量子数 S および MS、(iii) EPR 遷移に伴う

核スピン状態の変化（超微細禁制遷移）に依

存する。任意の一方向のみを観測する場合(i)
は比例定数、(iii)は本来禁制であるため考慮

されないことが一般的である。このときn は

S, MS のみに依存し、EPR 遷移の帰属およびス

ピン多重度の直接的な決定が可能となる。

Eu2+イオンの 2D-ESN スペクトルでは、中心（D）

の遷移を除いて、S、MS のみで実測周波数を説

明できた。しかし、中心（D）の遷移に対しては

非常に複雑な、複数の周波数が観測され（図

2a）、筆者らは一般に無視される(iii)の寄与（核

スピン）によると考えた。これは、電子スピンの遷

移に伴った核スピン量子化軸の回転に起因する

ものである。既約回転行列を用いた解析で、核

スピン量子化軸の回転を 160 度としたとき、図 2a
のすべてのシグナルを同定することができた。そ

の後、コンピューターの高速化により、摂動法や

数値的対角化による精密計算が簡便に行えるよ

うになり、シミュレーションプログラムの作成も行っ

た（図 2b）。本研究により、2D-ESN 法が複雑な 

 
(図 2) 遷移モーメントによる複雑な EPR 遷移の

分離・同定: (a) 実測、(b) シミュレーション.1) 

 
超微細禁制遷移の分離・識別および核スピン量

子化軸の回転の実験的観測を可能とすることを

示した。さらに、エネルギー差によって通常は遷

移を分離・識別する通常の分光法に対して、遷

移モーメントによってこれを行う 2D-ESN 法を遷

移モーメント分光法と呼ぶことを提案した。1) 今

後、複核錯体が関与する触媒反応などに対して、

反応過程での構造変化の研究に、核スピン量

子化軸の情報が利用できるのではないかと期待

している。 
 
3. ランタノイドイオンの高周波 EPR 
a) Eu2+を用いた長残光性発光体 
  1990 年頃まで、時計の文字盤などの夜光塗

料には放射性物質が用いられていた。しかし、

1990 年代に入って環境問題が重視されるように

なり、放射性物質を用いない発光性材料の開発

が盛んに行われるようになった。そして 1993 年、

従来の 10 倍の輝度と発光時間を有する発光体

が開発されると、瞬く間に世界中の夜光塗料が

置き換わった。その後も異なる発光色を示す長

残光性発光体が開発されるなど、1990 年代は

当該分野においても重要な時期となった。 
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  開発された発光体は主に、アルミン酸塩に発

光中心として Eu2+イオンをドープしたものであり、

Eu2+イオン周りの局所構造などの解明を目的と

した研究が盛んに行われていた。図 3a には発

光体中の Eu2+イオンに対して観測した無配向

X-band EPR スペクトルを示す。2) 図 1 では、そ

の対称性の高さから（cubic）、二次のゼロ磁場分

裂項（いわゆる D と E）はゼロで、電子ゼーマン

項よりもかなり小さな高次（4 次および 6 次）の項

によって、微細構造が観測された。一方で図 3a
では、対称性の低さから D と E が電子ゼーマン

項に匹敵するほどの大きさであり、そのため低磁

場から高磁場まで幅広く信号が観測された。し

かし W-band では電子ゼーマン項が十分大きく

なるため、g = 2 付近を中心とした symmetrical な

スペクトルを観測することができた（図 4a）。2) 
  当時、静岡大の中村高遠先生と、まだ新進

気鋭の若手研究者であった Graham Smith らは、

スペクトルの簡略化を図るため、より高周波（180 
GHz）での測定ならびに解析をすでに行ってい

た。しかし、彼らのシミュレーションではいくつか

の遷移が再現できなかったため、Eu サイト数の

assign あるいは決定した EPR パラメータの誤りが

議論されていた。一般に無配向試料の EPR に

対する解析では、overparameterization を避ける

ため、より大きな相互作用のみが考慮されるが、

発光性 Eu2+イオンの場合、電子ゼーマン項と二

次のゼロ磁場分裂項のみが考慮された。しかし

筆者は、先述の遷移モーメント分光法に関する

研究経験から、スピン-軌道相互作用の大きなラ

ンタノイドイオン系に対しては高次の項を考慮す 

 
(図 3) Eu2+発光体の無配向粉末 X-band EPR

スペクトル: (a)実測、(b,c)シミュレーション．2) 
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(図 4) Eu2+発光体の無配向粉末 W-band EPR

スペクトル: (a)実測、(b,c)シミュレーション．2) 

 
べきと考えた。そこで、overparameterization を避

け、かつ高次の項を考慮した解析法の確立を図

った。途中は省略するが、EPR 遷移 MS  MS 
–1 と MS  MS +1 の共鳴磁場 B0 の一般解

を Stevens の等価演算子法をもとに求め、その差

を取ることで次のような解析解を得た：2) 

【静磁場 B と D テンソルの z 主軸が平行のとき】 

e
0
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【静磁場 B と D テンソルの z 主軸が垂直のとき】 
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ここで、x、y 主軸方向では = 0、90である。こ

れらの式を用いることで、高次の項まで含めて一

意にゼロ磁場分裂定数を決定することができる。

決定した定数を用いたシミュレーションが図 3b と

4b であり、4 つの Eu サイトを同定するとともに、

実測をよく再現することができた。一方で、高次

の項をゼロとして同様の解析を行った場合、
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0.0 0.2 0.4 0.6

(a) 

(b) 

(c) 

Exp. 

Sim.1 

Sim.2 

31



 
 トピックス 
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(図 5) Eu2+内包フラーレンの EPR スペクトル．3) 
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(図 6) Eu@C82(III)の EPR スペクトル（4K）．3) 

 
Graham Smith らの解析と同様に実測を完全に

再現することはできなかった（図 3c および 4c）。

なお、高次の項自体は二次の項に比べて二桁

小さな定数であるが、それを無視することで求め

た二次の項には大きな誤差が生じることも明らか

にした。さらに、得られた二次の項の精度を検証

する上で、W-band で観測される中心の強い遷

移（1/2  –1/2）の分裂が重要であることも明ら

かにした。得られた精度の高いゼロ磁場分裂定

数を Newmann の Superposition Model により解

析し、Eu サイトの局所構造が決定できた。2) 
 
b) Eu2+を内包した金属フラーレン 
  1990 年代はフラーレン科学においても重要な

時期であった。1990 年にフラーレンの大量合成

法が報告され、その後様々なフラーレンケージ

や金属内包フラーレンが次々と合成された。筆

者らは先述の解析法を適用することで、異なるフ

ラーレンケージに内包された Eu2+の EPR スペクト

ルを非常によく再現することができた(図 5)。3) 

精度よく決定したゼロ磁場分裂定数からフラー

レンケージ内でのイオンの位置を決定し、さらに

磁性研究で重要な D の符合を、図 6 に示すよう

に実験的に明確に示した。3) 

 
4. 光合成タンパクの高周波 EPR 
 酸素発生型光合成では、光化学系 I および

光化学系 II と呼ばれる 2 種類の反応中心が

協調的に機能することで、太陽光エネルギー

変換を実現している。2001 年にその反応中心

の高分解結晶構造が明らかにされると、原

子・分子レベルでの反応機構の解明に向けた

研究が活発化した。さらに 2011 年には、筆

者の共同研究者である岡山大学の沈建仁先

生らが、超高分解（1.9Å）の結晶構造を明ら

かにし、光合成反応についてかなり詳細なこ

とがわかるようになった。4) しかし、水分解

酸素発生反応の詳細な反応機構など、依然

明らかとなっていない課題もある。 

 高周波 EPR 研究の生体系へ展開を模索し

ていた頃、沈先生が質の良い結晶の作成に成

功し始め、5) 幸運にもその結晶を利用した

EPR 研究に参加できる機会を得た。酸素発

生に直接関わらず、暗中でも安定なチロシン

（TyrD）に関して、ベルリンのグループが

単結晶 EPR の観測と解析に成功していたが、

酸素発生を直接触媒する Mn4 クラスターに

対して、単結晶 EPR の観測はもちろん、結

晶・溶液を問わず高周波 EPR の報告はなか

った。そのような中、筆者は関学大（当時）・

河盛阿佐子先生と分子研（当時）・加藤立久

先生らとともに、Mn4 クラスターの S2 状態を、

光照射ならびに温度制御により単結晶中で

生成・捕捉し、W-band EPR スペクトルの観

測に成功した。6) S2 状態の Mn4 クラスター

に対して、凍結溶液中で X-band EPR を測定

した場合、図 7a に示すようなマルチライン

が観測されることはよく知られていたが、図

7b に示すように、筆者らは単結晶中でも明瞭

にマルチラインを観測し、中間酸化状態を結

晶中でも捕捉できることを実証した。なお、

凍結溶液中の高周波 EPR には、マルチライ

ンは観測されなかった。これは gおよび

Astrain による線幅の広幅化によるものであ 
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(図 7) S2 状態のマルチライン．6) 

 
り、高周波でのマルチラインの観測には、

rigid な結晶試料が不可欠であることを示し

た。 
 筆者らはさらに、水分解-酸素発生過程に

直接重要な役割を担うチロシン残基（Tyr-Z）
の単結晶 EPR 観測を目指した。先の実験と

大きく異なるのは、暗中でも常にラジカルと

して存在している Tyr-D が Tyr-Z とほぼ C2

の位置関係にあり、スペクトルが重なり合う

ため、精度の高い差スペクトルをとることが

必要なことであった。しかし W-band では、

1)マイクロ波の飽和が容易に起こり、2)周波

数が測定中安定せず、3)結晶の回転あるいは

光照射時の温度変化で Q 値が変動するなど

の問題点があった。数年間試行錯誤を繰り返

していた頃、東北大の山内清語研究室に赴任

することとなり、学生とともに別のプロジェ

クトとして W-band パルス装置の構築を行う

こととなった。装置の製作過程で、この装置

を利用すれば、先の問題点をクリアできるの

ではないかと考えた。その理由は、まずパル

ス EPR を用いることでマイクロ波の飽和を

避けられること、次にパルスブリッジの周波

数が数十 kHzの範囲で安定であることの 2点
である。これらは問題点 1)と 2)をクリアする

上で重要であった。残る 3)の問題点に関して

は、EPR 試料管のカラーセンターを利用する

 
(図 8) チロシンの相対配向．7) 

 

ことで解決した。通常、カラーセンターは邪

魔な存在であるが、Tyr-Z よりも少し g 値が

小さいことから、マーカーとして Q 値の変動

（強度）と磁場の補正に利用できそうだと考

えた。そして実際に、精度の高い差スペクト

ルを観測することに成功した。7) このようにし

て精度よく決定した g 値を、小さなクラスターモ

デルの範囲で DFT 計算によって精査した結

果、水分解-酸素発生過程で提案されていた

二つの反応モデルのうち一つを同定できた。

また、Tyr-D と Tyr-Z ラジカルの結晶中での

配向も決定した（図 8）。ちょうど同じ頃、沈

先生は超高分解結晶構造解析に成功してい

るが、それによって決定した配向とほぼ重な

っていることがわかる（図 8 の影のように見

えるのが結晶構造解析）。結晶構造解析では、

Tyr-Z は中性状態（非磁性）であり、光照射

後の電子移動によって Tyr-Z の配向が変化し

ないことが明らかとなった。また図 8 は、単

結晶を用いた高周波 EPR によって、超高分

解結晶構造解析と同様の精度で配向を決定

できることを示している。なお結晶構造解析

は、2003 年に 3.7Å、5) 2011 年に 1.9Å の分

解能 4)で報告されているが、例えば決定され

た TyrD の配向に関して言えば、15 度程度

の差が見られる。これは結晶の質（タンパク

質の配向性）が格段に向上したため、決定さ

れた分子配向の精度も改善されたことによ

るものである。一方で、筆者らも同様の期間、

高周波 EPR 研究を続けてきたが、EPR で決

定した TyrD の配向は結晶の質によらず一

定で、常に超高分解構造解析と同程度の精度

で決定できた。これは、EPR の優れた利点と

言える。 
 また、筆者は海外の研究者らとともに光化
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学系 I の電子移動経路について、高時間分解

高周波 EPR 研究を行ってきた。具体的には、

レーザー光照射直後に観測される量子ビー

トの磁場依存性を、測定感度や時間分解能の

向上など装置の改良を行った高速 EPR 装置

で観測し（スペクトルの多次元化）、電子移

動の単方向性を示した。8) 
 

5. マクロな物性を示す系の高周波 EPR 
筆者らは、高周波 EPR の利点を生かしな

がら、その適用範囲を広げることを目的とし

て、マクロな物性を示す材料系の研究も行っ

てきた。一つは、光スイッチング可能な分子

磁性体であり、W-band 用のキャピラリーチ

ューブ内で試料をうまく分散させ、光に対し

て透明な試料作製を実現し、固相状態

（magnetically concentrated）の分子磁性体に

対し、初めて時間分解 EPR 測定を行った。9) 
また、太陽電池に用いられる層構造フィルムに

対 し て も 高 周 波 EPR を 行 い 、 高 分 子 の

morphology と発電効率の関係を報告した。10) 
 
6. おわりに 

Klaus Möbius 先生によると、冷戦終結直後の

1990 年代、様々なマイクロ波関連機器・技術が

研究室レベルで利用できるようになり、EPR 装置

も格段に進化したそうである。EPR の発展は、他

の分野の動向とも密接に関係していることを意

味する。現在、電気をマイクロ波などに変換して

宇宙から地上に送る宇宙太陽光発電の計画が

進められているが、そのような研究で開発された

部品・技術により、EPR 装置にも新たなブレーク

スルーがもたらされるかもしれない。無論、現在

の EPR 装置にも、まだまだ未知の可能性がある

はずで、今後もその探求を続けていきたい。 
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電子スピン共鳴法を用いたがんの生理機能と放射線応答

機構の解明に向けた研究 
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1. はじめに 

 各国においてがんに対する集学的な取り組み

が行われているにもかかわらず、世界的にがん

関連疾患による死亡率は依然として高い水準に

ある。このような状況において、より効果的ながん

治療を目指すためには、尚一層の放射線治療

の効率化が不可欠である。その為には、放射線

抵抗因子の事前の予測や、がん細胞の放射線

感受性を引き上げる必要がある。 

 我々はこれまでに、放射線抵抗性の原因とな

っている低酸素に対する制癌剤を利用した治療

法の開発を行い、核酸代謝拮抗剤エチニルシチ

ジン 1,2 やニトロイミダゾール系増感剤ドラニダゾ

ール 3 の有効性を明らかにしてきた。しかし、これ

らの研究における低酸素状態は組織学的解析

など侵襲的で一時的な状態を切り取って評価し

たものに過ぎなかった。この弱点を克服するべく、

NCI/NIH の Dr. Krishna 研究室の協力のもと、電

子スピン共鳴(ESR)の原理を利用して、非侵襲

で経時的解析が可能な酸素イメージングの開発

に携わり、固形腫瘍内の低酸素動態を描出する

事に成功した。本稿では、まずこのイメージング

技術について紹介し、それによって得られた新し

いがんの病態と治療評価について次章にて紹

介する。 

 
一方、細胞の放射線応答において、既存の

DNA 損傷から起こる細胞周期チェックポイント

や損傷修復に関わる経路以外に、ミトコンドリア

からの活性酸素種(ROS)を起点としたレドックス

制御ががん細胞の生存に関与していることが明

らかにされつつある。しかしながら、ESR を用い

た直接的な ROS の検出による証明は不十分で

あり、より詳細な機序解明が不可欠であった。

我々の最近の研究により、X 線照射後のミトコン

ドリアからの ROS の検出や活性の指標である酸

素消費率の解析にESRが有用であることを示す

ことが出来たので、本稿で紹介する。 

 
2. 電子スピン共鳴法を用いた酸素イメージン

グ 

正常組織においては細胞増殖と血管新生誘

導が規律を保ち制御されているのに対し、異常

な増殖状態にある腫瘍組織においては血管新

生が追随できず、低栄養および低酸素に陥って

いる状態が存在する。慢性的に低酸素に陥った

腫瘍内では、転写因子 Hypoxia-inducible factor 
(HIF)の活性化を介し、(I)好気的解糖の亢進、

(II)アポトーシス抵抗性の増強、(III)血管新生や

浸潤・転移に関連するシグナル経路の亢進、

(IV)ストレス応答タンパク質の発現上昇による化

学療法抵抗性の獲得などが複合的に起こる 4。

また、低酸素下にある細胞は常圧酸素下にある

細胞に比べて、放射線効果に対する酸素増感

比の小ささゆえに、放射線感受性が低いこともよ

く知られる現象である。こういった特徴を持つ慢

性低酸素領域は、血管からの酸素の拡散限界

によって生じる腫瘍コードと呼ばれる血管を中心

としたひも状構造の辺縁に存在する 5。しかし近
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年、主に腫瘍血管に特徴的な形態・機能異常か

ら起こる血流の一過性低下や閉塞により生じる

間欠的低酸素が注目されてきている 6。慢性低

酸素と間欠的低酸素それぞれによる腫瘍の形質

変化を比較した場合、幾つかの点において周期

的な低酸素曝露がよりがんの悪性化を進展させ

ることが分かってきた。例えば、KHT マウス肉腫

を移植したモデルでは、マウスへの低酸素ガス

吸入を反復させることで肺やリンパ節への転移

が増幅する 7。また間欠的低酸素によって HIF-1
経路の活性化や同じく細胞生存、増殖に関わる

mTOR 経路が活性化することも報告されている 8。

このメカニズムについて明確な答えはまだ不明

ではあるが、酸化的 DNA 損傷や脂質過酸化を

指標とした実験において間欠的低酸素が酸化ス

トレスを増幅する結果から 9、低酸素から再酸素

化されるに伴い起こる酸化ストレスがその原因で

あると考えられる。このように間欠的低酸素が腫

瘍微小環境因子として重要な役割を担っている

証拠が揃いつつあるにも関わらず、検出方法や

定量方法の難しさから依然として腫瘍内分布お

よび動態について分かっていることは少ない。本

稿では間欠的低酸素を描出することに成功した

電子スピン共鳴イメージング(ESRI)について紹

介する。 
電子スピン共鳴法 (ESR)は、核磁気共鳴法

(NMR)と似た原理を持つ分光法であり、核スピン

の代わりに遷移金属錯体やフリーラジカルの不

対電子のスピンを検出する。核磁気共鳴イメー

ジング(MRI)が生体に十分量存在する水分子の

プロトンを利用して空間分解能の高い解剖像を

画像化できるのに対し、ESR では内因性常磁性

体が不足していることから解剖学的形態イメージ

ングを行うには実用的ではない。しかし、近年、

図 1 に示すような毒性的にも薬理学的にも生体

投与に適した常磁性トレーサーが手に入るように

なり、十分な精度をもって in vivo イメージングが

行えるようになってきている 10。 
こういった常磁性体は単にそれ自身の生体内

分布に基づく造影剤としての役割を果たすだけ

でなく、存在場所において分子状酸素との相互

作用によって敏感にそのスペクトルの半値幅を

変化させる。この変化率が周囲の酸素濃度と比

例関係にあるため、こういった酸素感受性プロー

ブを用いた EPR は酸素濃度を絶対定量できると

いう利点を持つ（図 2）。通常の ESR 分析では、

均一な外部磁場のもとでマイクロ波を照射し共

鳴スペクトルを得るが、これには位置情報が含ま

れない。空間情報を付加するために 2 次元また

は 3 次元の方向に磁場勾配を与えて、得られた

スペクトルを射影データとして画像再構成するこ

とで常磁性トレーサーの空間分布を得ることがで

きる 11。これまでの画像解析装置や画像作成ア

ルゴリズムに関する様々な改良のもと、酸素濃度

に依存した線幅に基づくスペクトル情報とトレー

サー空間分布から腫瘍を含む生体中における

ESR 酸素イメージングが可能となってきた。 

 

前述したように ESR だけでは生体の解剖学的

(図 1) トリチルラジカル TAM の構造式 

(図 2)  酸素分圧と TAM のスペクトル

線幅との関係  
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情報を得ることが出来ない。この欠点を補うため

に、ESR 画像に MRI 画像を付加する方法を開

発されてきている。不対電子の共鳴周波数はプ

ロトンのそれに比べ約 660 倍大きいため、例とし

て 300 MHz 周波数帯で測定するのに必要な磁

場強度は MRI では 7 T であるのに対し、ESR で

は 10 mT である。我々は 300 MHz で ESR と

MRI 共に動作する共振器を開発し、ESR で常磁

性トレーサーTriaryl methyl radical (TAM;図 1)
のマッピングを行い、測定対象を共振器ごとMRI
に移動して解剖像を撮像し、両者を重ね合わせ

ることに成功した 12,13。このシステムを用いて得ら

れた坦がんマウスの腫瘍内における酸素分圧の

空間的分布を図 3 に示す。  

MRIが示す解剖像と位置が完全に一致した連

続的な画像が得られていることが分かる。さらに

一つの 3D 画像を得るのにかかる時間を短縮す

ることで今まで不可能であった腫瘍内の変動す

る酸素分圧の非侵襲的イメージングを確立する

ことに成功し、これにより間欠的低酸素領域の可

視化と定量化が可能となった 12-14。我々の別の

研究によって、間欠的低酸素に曝露されたがん

細胞は通常酸素条件や持続的低酸素条件で培

養されたがん細胞に比べ、放射線感受性が減弱

していることを明らかにしている（未公表データ）。

従って、慢性低酸素だけでなく間欠的低酸素も

放射線治療の抵抗因子として考慮する必要があ

ると考えられた。先に述べたように、間欠的低酸

素は異常な血管新生による形態・機能異常によ

って生じると考えられているため、血管新生を標

的とする抗癌剤がその抑制に効果を示すのでは

ないかと考えられる。最近の報告では、血管新

生阻害剤であるベバシツマブやソラフェニブを投

与することで腫瘍内血管網が正常化され、血流

が回復した結果、低酸素領域が減少する

Vascular Normalizationという現象が注目され 15、

放射線との併用も試みられている。このような報

告をもとに我々は坦がんマウスにスニチニブとい

う血管新生阻害剤を投与した際の間欠的低酸

素状態への影響を ESRI にて評価した。その結

果、スニチニブを投与した腫瘍では明らかに酸

素変動が安定しており、間欠的低酸素に陥る領

域が減少していることが明らかとなった 16。加えて、

この一過性の間欠的低酸素の緩和が見られて

いるタイミングで放射線を照射すると腫瘍成長抑

制が顕著に増強することも見出した 16。以上の結

果は、ESRI による腫瘍内低酸素の変化を経時

的に追跡することは、抗癌剤による放射線治療

の効率化を考える上でも有効な手法であることが

示唆された。間欠的低酸素の動態や形質につ

いては依然として不明な点が多いが、ESRI のよ

うな非侵襲的かつ定量性に優れた酸素イメージ

ングを駆使することにより、今後も新しい知見が

得られるものと期待される。  
 

 
3. ESRを利用したX線照射後のがん細胞にお

ける ROS 産生と酸素消費率を指標としたミトコ

ンドリア機能解析 

近年、放射線照射直後にその電離作用により

産生され、直ちに消失するラジカルとは異なり、

遅発性に生じる ROS が様々な生物作用を示す

ことが明らかになってきている。我々が以前報告

したように、ヒト肺腺がん由来 A549 細胞におい

て、照射後に N-acetyl-cysteine など抗酸化剤処

理を行うことで細胞死抑制が観察された事は、こ

の遅発性 ROS が放射線誘導細胞死を制御して

いることを示唆している 17。他にも、核の近傍に

生じた ROS は核 DNA を攻撃し、発がんや悪性

形質の獲得につながる遺伝的不安定性を引き

起こすことや、細胞外に飛び出した ROS が近傍

の細胞に細胞死を誘発するような Bystander 効
果の原因になっていることも報告されている。し

かし、遅発性 ROS の産生源や詳細な生成機構

については未だ不明な点が多い。そこで我々は

(図 3)  ESRI による腫瘍内 3D 酸素分圧像 
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遅発性 ROS の生成源とされるミトコンドリア電子

伝達系からの ROS 産生を直接検出することを目

的に ESR-スピントラップ法を行った。加えて、X
線によるミトコンドリア機能の異常な活性化を介

して ROS 産生が起こっているのかを明らかにす

るために、ESR-オキシメトリー法を用いて酸素消

費率を指標としたミトコンドリア機能解析を行っ

た。 
CYPMPO は近年開発された O2

-.や OH.を長

時間トラップできるスピントラップ剤である (図
4A)18。過去に CYPMPO を用いて、ジギトニンに

より内膜を透過性にしたミトコンドリアからの O2
-.

の検出を報告しているが 17、本研究ではより機

能性を維持したミトコンドリアからの ROS 産生を

明らかにするために、250 psi 圧による窒素ガス

キャビテーション法によりミトコンドリアを単離した。

CYPMPO、呼吸鎖基質ならびに Complex III の
阻害剤である antimycin を加え、37℃でインキュ

ベートしながら ESR スペクトルを測定した。その

結果、図 4B に見られるように、時間依存的にラ

ジカルをトラップした CYPMPO スペクトルが得ら

れ、シミュレーションにより OH.をトラップしたアダ

クト由来のスペクトルであることが明らかとなった。

SOD の処理により、シグナルが消失したことから

O2
-.由来の OH.であると考えられるが、その詳細

な生成機構については今後の課題として残る。

しかし、X 線を照射して 12 時間後の A549 細胞

から単離したミトコンドリアからの ROS 産生量が

無処置の細胞に比べ明らかに大きかったことは、

X 線が Complex III に至る電子の流れを増加さ

せ、結果として O2
-.の生成が起こったことを示唆

していると考えられた（図 5）。 

 次に、X 線によるミトコンドリア機能への影響

を明らかにするため、その指標となる細胞の酸

素消費率を LiNc-BuO を用いたオキシメトリーに

て検討した。LiNc-BuO は、図 6 に示すように、

ナフタロシアニン構造を有する安定ラジカルであ

り、そのスペクトル線幅は周囲の酸素濃度に比

例する。そのため、細胞懸濁液に加え、インキュ

ベートしながら経時的にスペクトロスコピーを行う

ことで、培地中酸素分圧の変化から細胞の酸素

消費率が算出できる。 

(図 4)  CYPMPO を用いた単離ミトコンドリア

からの ROS の検出 
 (A) CYPMPO による O2

-.のスピントラ

ップ反応 
 (B) 単離ミトコンドリアからの OH.をト

ラップした CYPMPO アダクトの生成 

(図 5)  X 線照射によるミトコンドリア由来 ROS
産生の増強 
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X 線照射した A549 細胞では、培地中酸素分圧

の減少率が明らかに大きく、照射後 12 時間をピ

ークに酸素消費が上昇していることが明らかとな

った（図 7）。また酸素消費率の上昇は 10 Gy ま

で線量依存的に増加することも明らかとなった。

興味深いことに、X 線による酸素消費の上昇は、

A549 細胞に限らず、他の腺癌由来細胞、メラノ

ーマ、正常線維芽細胞でも観察され、この現象

が普遍的なものであることが示唆された。ここで、

X 線照射による酸素消費の上昇は、Complex I
阻害剤 rotenone で完全に抑制されたため、ミトコ

ンドリア電子伝達系の亢進によるものであること

が示唆された。以上の結果から、スピントラップ

法およびオキシメトリー法を用いることで、X 線を

照射された細胞で、電子伝達系を流れる電子の

量が増え、ミトコンドリア由来の ROS が増加する

事が明らかとなった。この機構として、X 線照射

後に起こる細胞周期 G2 期チェックポイントの際

に、細胞内では DNA 含量だけでなくミトコンドリ

ア含量も増えるため、それに付随して細胞の呼

吸活性とミトコンドリアから漏れ出す O2
-.の増加

が起こったことを明らかとした 19。さらに、この研

究の延長として、所属する研究室では、X 線照

射がミトコンドリア生合成や分裂に与える影響に

ついて、分子生物学的解析により検討しその責

任タンパク質や活性化機構について引き続き明

らかにしてきた 20。またROSを介した生物応答は

がんだけでなく多岐の生理機構や疾患に関わ

っていることからも、これら ESR による解析の有

効性が今後も期待される。 
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(図 6)  LiNc-BuO を用いた細胞の酸素消費

率の測定 
 (A) LiNc-BuO (lithium 5,9,14,18,23, 

27,32,36-octa-n-butoxy-2,3-naphthal
ocyanine 

 (B) 細胞懸濁液および LiNc-BuO を

封入したキャピラリーを用いた ESR
オキシメトリー 

 
(図 7)  10 Gyの X 線照射後の酸素消費率の

変化 
 (A) 培地中の LiNc-BuO 線幅の経

時的変化 
 (B) X 線照射後、各時間における細

胞の酸素消費率 
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強磁場多周波 ESR を用いた量子スピン系の研究 

A E山口 博則 E

YAMAGUCHI Hironori

A <大阪府立大学 599-8351 大阪府堺市中区学園町 1-1 e-mail:yamaguchi@p.s.osakafu-u.ac.jp> 

 
1. はじめに 

量子スピン系では、量子的な物理量であるス

ピン本来の性質がマクロに観測される。スピンギ

ャップや磁化プラトーなどの磁化の量子化として

観測される例が代表的で、1980 年代にはいわ

ゆるハルデン磁性体が注目を集めた。その後、

様々なスピンモデルにおいてマクロな量子特性

が見出され、多彩な量子現象への興味がますま

す広がってきている。特に近年では、フラストレ

ーション系の研究が精力的に進められている。

フラストレーション系では、スピンの幾何学的配

置や交換相互作用の競合によって、どのような

スピン配列にしても全ての相互作用を完全に満

足させることができない。従って、通常は古典的

なスピン状態が安定化する二次元的、三次元的

なスピンモデルにおいても、量子的な状態が現

れ易くなる。 
三角格子反強磁性体は、最もシンプルな二

次元フラストレーション系である。この系では、ス

ピンがコヒーレントな無秩序状態（量子スピン液

体）を形成すると予想されて、フラストレーション

系が注目を集める契機となった。しかし、最近接

相互作用だけを考えた単純なモデルでは、古典

的ならせん磁気秩序状態が安定化することが明

らかになってきた。一方で、トポロジカル相転移

や、高次の相互作用による量子スピン液体状態

の安定化が理論的に予想されており、現在もな

お盛んに研究が進められている。さらに近年で

は、古典的ならせん磁気秩序状態が誘電特性

と密接に関わるマルチフェロイック物質の出現に

より、三角格子反強磁性体の磁気状態への関

心がより一層高まっている。 
本稿では、筆者がこれまでに取り組んできた 3

種類の三角格子反強磁性体に関する強磁場多

周波 ESR を用いた研究を紹介する。 
 
2. 強磁場多周波 ESR 測定の実験設備 

磁気相関が強く異方性の大きな無機磁性体

の ESR 測定には高い周波数が必要となり、高い

周波数には強磁場が必要となる。強磁場を用い

た測定が行える実験施設は世界的に見ても非

常に少ない。本稿で紹介する ESR 測定は、その

ような強磁場施設の一つである大阪大学先端強

磁場科学研究センター萩原研究室の実験設備

を使用させてもらった。国内の強磁場施設を有

機的に結び付けて全国共同利用・共同研究を

推進させる「強磁場コラボラトリー計画」の一翼を

担う国内四大強磁場施設の一つである。さらに

平成 26 年には、神戸大学、福井大学と連携し

て西日本パルス強磁場研究拠点を形成し、複

合極限環境を目指した研究設備の更なる拡張

を推進している。ESR 測定は、周波数 6000 GHz、
磁場 65 T の世界最広域の観測が可能になって

いる。本研究では、最大磁場約 55 T の非破壊

型パルスマグネット、CO2 レーザー励起の遠赤

外レーザー、検出器には InSb ディテクターを用

いて 1.3 K までの測定を行った。600 GHz 以下

の低磁場、低周波領域は、Oxford 社製 16 T 超

伝導マグネットと ABmm 社のベクトルネットワー

クアナライザーを用いた。 
 
3. 三角格子反強磁性体 NiGa2S4 におけるトポ

ロジカル相転移 

NiGa2S4 は Ni2+イオン(S=1)が正三角形に配

列して三角格子反強磁性体を形成している。三

角格子面間はファンデルワールス結合であるた
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めに、極めて高い二次元性が期待される。実際

に極低温まで長距離磁気秩序を示さないことか

ら、量子スピン液体状態が実現していると考えら

れて注目を集めた。1) NMR、μSR、交流磁化率

の測定からは、約 8.5 K で MHz オーダーのゆっ

くりとしたスピンの揺らぎを伴う特異な磁気状態

に相転移していると考えられた。2,3) 我々は、こ

の化合物の臨界現象および基底状態を調べる

ために強磁場多周波 ESR 測定を行った。4,5) 
図 1 には NiGa2S4 の三角格子面に垂直な c

軸方向に磁場を加えた際の ESR 吸収線幅（半

値全幅）の温度変化を示している。ワイス温

度の絶対値に相当するおよそ 80 K 付近から 
低温に向かって大きくなり、23 K 付近に屈曲

点、8.5 K 付近に小さなピークを持つことが

分かった。この振る舞いを 3 つの温度領域 i) 
T > 23 K、ii) 8.5 K < T < 23 K、iii) T < 8.5 K に

分けて考察した。領域 i)は、ワイス温度に対

応した温度スケールでの振る舞いであり、三

角格子面内での短距離磁気秩序(2D SRO)の
発達によるものと考えられる。そこで、二次 
元短距離相関の発達に伴う臨界状態での関

係式を用いることで、実験結果の振る舞いを二

次元ハイゼンベルグ型反強磁性体の臨界現象

として説明することができた。一方で、領域 ii)で
は、何らかの効果が三角格子面内の短距離相

関の発達を抑制していると考えられた。磁気異

方性のある現実の系では、そのような効果をもた

らすものとしてスピンによる渦欠陥が挙げられる。

温度の低下に伴い、磁気格子上に多数のスピ

ンから成る渦が形成され、長距離秩序の形成が

抑制される。磁気異方性が極めて小さな本系の

二次元ハイゼンベルグ系では、三角格子上の

隣接する 3 つのスピンの向きで定義されるカイラ

リティーベクトルによる渦（Z2 ボルテックス）が形

成されると予想される。6) Z2 ボルテックスの数の

変化は熱活性型で表すことができるため、磁気

相関の発達を抑制する効果は熱活性型の振る

舞いを示すと考えられ、実際に図 1 のように領域

ii)の ESR 線幅温度依存性を熱活性型の関数で

説明することができた。8.5 K では、Z2 ボルテック

スが束縛対を形成して見かけ上消失するトポロ

ジカルな相転移が生じていると考えられた。それ

によって、転移温度以下の領域 iii)では、相関

長の温度変化が小さくなっていると解釈できる。

トポロジカル相転移温度以下の領域 iii)での磁

気状態を調べるために、ESR 共鳴磁場の周波

数依存性を調べた。その結果、図 2 に示すよう

に、らせん磁気状態のスピン波励起が観測され、

約 57 度で回転する ESR 共鳴モードによって説

明することができた。さらに、磁化曲線や比熱に

関しても、同様ならせん磁気状態による振る舞

いとして定性的に説明できることを明らかにし

た。 
これらの結果は、NiGa2S4 における 8.5 K で

の特異な臨界現象が、Z2 ボルテックスの束縛対

形成がもたらすトポロジカル相転移であること、

そして MHz オーダーの揺らぎを伴う転移後の状

態ではスピン波が支配的であることを示唆する

重要な成果となった。4,5) 
(図 1) NiGa2S4の ESR線幅温度変化。イラス

トは 3 スピンの作るカイラリティーベクトル。 
 

(図 2) NiGa2S4 の ESR 共鳴モード 
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4. マルチフェロイック物質 CuCrO2 におけるス

パイラル面フロップ転移 

Cr3+イオン(S=3/2)が磁性を担う三角格子反強

磁性体 CuCrO2 は、磁気構造由来のマルチフェ

ロイック物質であることが 2008 年に報告された。
7) さらに、磁化率及び比熱の測定から TN1 = 
23.6 K と TN2 = 24.2 K で二段階の磁気転移を

示し、TN1 以下の温度領域で三角格子面内に強

誘電性を発現することが明らかになった。8) TN1

以下での磁気構造に関しては、粉末中性子散

乱実験により二次元面に垂直ならせん磁気構

造であることがわかっている。一方で、磁気的性

質を決める異方性の大きさや、強誘電性と密接

に関わるスパイラル面の向きなど、不明瞭な点

が多く、電気分極の起源である磁気状態に関す

る知見が得られていなかった。我々は、磁気状

態の詳細を明らかにするために、ESR 共鳴モー

ドの観測及び定量的な解析を試みた。9) 

単結晶試料を用いて [1-10]、[110]、[001]の
3 つの軸方向に磁場を印加した際の、ESR 共鳴

磁場の周波数依存性を測定した。各々二つの

共鳴モードが観測され、約 300 GHz と 30 GHz
の二つのゼロ磁場ギャップを持つことが分かった。

高い周波数のモードは磁場方向によらずほぼ等

しい振舞いを示す一方、低周波数モードの振舞

いは大きく異なった。さらに、図 3 に示す[1-10]
方向では、5.3 T(Hc)付近で磁気転移を示唆す

る不連続なモードの変化が観測された。これら

の実験結果に対して、TN1 以下での格子歪み

及び面内伝搬ベクトルを考慮し、不等辺三角格

子において 118 度で回転するらせん磁気状態

構造で解析を行った。シミュレーションの結果か

ら、二軸の磁気異方性の存在によって Hc で図 4
に示すようなスパイラル面フロップが生じることが

明らかになった。ゼロ磁場ではスパイラル面は

(110)面にあり、H//[1-10]では約 5.3 T でスパイラ

ル面フロップ転移を起こし、(1-10)面に向きを変

える。それを踏まえたスピン波励起の ESR 共鳴

モードを計算した結果、不連続な ESR 共鳴モー

ドも含めて実験結果を再現することができた。転

移前の低磁場領域では遷移確率の低い共鳴モ

ードが観測されていないが、その他の共鳴モー

ドは実験結果を良く説明している。磁気パラメー

タに関しては、三角格子面内の歪により生じた

二種類の交換相互作用と、ゼロ磁場ギャップの

(図 3) CuCrO2 の ESR 共鳴吸収シグナ

ル。 (a)パルス強磁場、(b)定常磁場中で

の測定結果。  

(図 4) CuCrO2 の ESR 共鳴モード。イラストは

Hc を境に変化するスピン構造。 
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原因となる二軸の異方性を詳細に見積もること

ができた。その他の磁場方向に関しても、得られ

た磁気パラメータを用いた定量的解析により、磁

場中での磁気構造を明確にし、実験結果を良く

説明することができた。本研究で明らかなったス

パイラル面フロップを含む磁気構造の磁場変化

は、電気分極の磁場変化ともコンシステントな結

果となっている。 
本研究によって、マルチフェロイック物質

CuCrO2 の強誘電性を誘起するスピン構造とそ

の起源となる磁気パラメータを明確にすることが

できた。革新的な省エネルギーデバイスの実現

が期待されて近年脚光を集めるマルチフェロイ

ック物質において、ESR 測定の有効性を示す成

果となった。9) 
 

5. イジング異方性を持つ三角格子反強磁性

体 Rb4Mn(MoO4)3 の磁気構造変化 

Rb4Mn(MoO4)3 は、Mn2+(S=5/2)が磁性を担う

三角格子反強磁性体を形成している。結晶学

的に三角格子面内には歪が無く、正三角形の

モデルで考えることができる。近年になって良質

な単結晶が合成されて様々な物性測定が行わ

れた。10) 交換相互作用が比較的弱いことから

飽和に至るまでの磁化曲線を観測することがで

き、1/3 磁化プラトーの出現が確認された。さらに、

磁化率、比熱の測定から温度磁場相図が得ら

れており、イジング異方性を持つ古典スピンの三

角格子反強磁性体で予想されている相図をよく

再現することが報告された。このような典型的な

三角格子磁性体の実現例は意外と少なく、絶縁

体化合物としては初めてとなる。我々は、ESR 共

鳴モードの測定及び解析を通して、定量的な検

証を試みた。 
 図 5 に示すように、イジング異方性を持つ三角

格子反強磁性体では、ゼロ磁場では典型的な

120 度らせん磁気構造(i)を形成する。容易軸方

向に磁場を印加した場合は、磁場に対して

up-up-down のスピン配向となるコリニア状態(ii)、
それが少し歪みながらも同一平面上に傾くコプ

ラナ状態(iii)、そして飽和に至る。容易軸方向に

対応する c 軸方向に磁場を印加して ESR 共鳴

磁場の周波数依存性を測定した。図 5 に示すよ

うに、飽和に至るまでの ESR 共鳴モードの変化

を観測することができた。さらに、スピン波近似を

用いて計算した ESR 共鳴モードによってこれら

の実験結果を説明することができ、イジング性を

もたらす異方性の大きさも求めることができた。 
本研究によって Rb4Mn(MoO4)3 がイジング異

方性を持つ典型的な三角格子反強磁性体であ

ることを定量的に実証することができた。同時に、

そのようなモデルにおいて、磁気相転移を含む

飽和磁場までの全領域での ESR 共鳴モードを

初めて観測することができた。 

 
6. 量子スピン系の物質開発 

 筆者は近年、量子スピン系の物質開発も進め

てきた。有機物の設計性と多様性を効果的に取

り込んだ有機磁性体を開発し、これまでに実現

例のなかった多種多様な量子スピンモデルの形

成を可能にした。最後にそれらの一部を紹介す

る。 
 安定ラジカルにハロゲン元素を修飾することに

よって、分子間の磁気相関に関わる分子軌道の

変調を試みてきた。この手法は、修飾するハロゲ

ン元素の種類と修飾位置の組み合わせにより、

高精度の分子軌道変調を可能にする。さらに、

化学的な安定性も備えており、組合せの数に相

当する多くの新規磁性体を生み出すことができ

る。これまでに、フェルダジルラジカルにこの手

(図 5) Rb4Mn(MoO4)3の ESR共鳴モード. イラ

スは各磁場領域でのスピン構造.  
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法を適用することで、有機物の設計性と多様性

を活用した磁性体の設計を行ってきた。拡張π

共役系であるこのラジカルでは、スピン密度分布

の正と負が交互に現れるため、分子積層のずれ

によって磁気相互作用の符合が変化し易い傾

向を持つ。その結果、強磁性と反強磁性の両方

の相互作用を併せ持つ様々な磁気格子が形成

された。3-Cl-4-F-V においては、強磁性鎖を反

強磁性的にカップルさせたフェロレッグラダーを

初めて実現し、12) さらにその磁気相互作用を高

精度に変調することに成功した。13) 2-Cl-6-F-V
では、強磁性鎖を反強磁性的に繋げて二次元

的に敷き詰めたハニカム格子を実現した。14) 
α-2,6-Cl2-V では、ねじれた五角形が頂点を共

有して三次元的に拡がる画期的なフラストレー

ション系を実現した。15)  その構造多形である

β-2,6-Cl2-V では、量子揺らぎと秩序状態の協奏

現象を引き起こす高周期反強磁性鎖を実現し

た。16)  

最近では、スピンモデル設計性のさらなる拡

張にも取り組んでいる。軽元素から構成される有

機ラジカルはスピン軌道相互作用が非常に弱く、

実験温度の範囲では殆ど磁気異方性を示さな

い。また、スピンサイズを 1/2 より大きくするには、

カップリング反応を用いて一つの分子に複数の

ラジカルを持たせる必要があり、分子サイズ増大

に伴う立体障害も生まれる。簡易性・汎用性とい

う観点から、スピンサイズを変える手段として最

良とは言い難い。そこで有機ラジカルを遷移金

属元素に配位させた分子性の金属錯体を合成

し、有機無機ハイブリッドスピンによるスピンサイ

ズと磁気異方性の変調を試みた。その一例とし

て、フェルダジルラジカル o-Py-V と Mn(hfac)2 を

組 み 合 わ せ た 分 子 性 の 新 規 金 属 錯 体

[Mn(hfac)2]・(o-Py-V)の合成に成功した。磁化

率の測定結果から、S=5/2 の Mn2+と S=1/2 のラ

ジカルが分子内で反強磁性的に強く結合して、

室温以下でハイブリッドスピン2を形成していると

予想された。実際に、ESR 測定によって約 40 K
以下の温度領域で共鳴シグナルが観測され、

ハイブリッドスピンの形成が確認された。さらに、

磁場方向を変えて ESR 共鳴モードを測定した

結果（図 6(a)は b 軸方向、非等価なサイトにより

分裂している）、シングルイオンタイプの磁気異

方性による明瞭な違いが現れた(図 6(b))。共鳴

モード解析によって見積もった磁気異方性を考

慮することで、磁化曲線に見られたメタ磁性転移

も定量的に説明することができた。これらの結果

と先行研究として合成した Zn2+（非磁性）錯体 
[Zn(hfac)2]・(o-Py-V)17)との比較を通して、有機

無機ハイブリッドスピン系によるスピンサイズと磁

気異方性の変調を実証することができた。 
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1. はじめに 

再生医療は、事故や病気によって失われた

身体の臓器または組織に対して加工した細胞を

移植し、その機能を再建する医療技術である。

従来根治できなかった疾患に対する新たな治療

技術として近年注目を集めている。再生医療に

用いられる細胞製品は、体外で培養、加工して

体内へと移植されるため、その品質と安全性は

厳しく確保されなければならない。 
移植用細胞の生理状態を非侵襲に計測する

技術の一つとして、細胞分化や腫瘍形成に関わ

る活性酸素種(ROS)の定量化が挙げられる 1)。

本研究では、細胞の培養状態を観察するととも

に ESR 計測が可能な試料ホルダを開発し、腫

瘍化の指標となる ROS の産生特性に基づいて、

再生医療製品を模擬したシート状の正常細胞と

がん細胞の判別が可能であるかを検討した。 
 
2. ROS 産生特性に基づく細胞種判別 

細胞から産生される ROS は微量であるため、

一般に、培養ディッシュから剥離させた細胞を一

定密度に調整した懸濁液を扁平セル内に注入

して ESR 計測が行なわれる。本研究においても、

まずは薬液刺激後の ROS 特性から正常細胞と

がん細胞の判別が可能であるかを検討するため、

4 種の細胞懸濁液で ROS 誘起剤ピオシアニンと

反応後の ESR 信号強度を比較した。ピオシアニ

ンは、緑膿菌由来の病原性因子であり、広範な

細胞に対して酸化ストレスを与えることが知られ

ている 2)。細胞懸濁液(1×106 cells/mL)を用い

て、スーパーオキシドラジカル由来の顕著な

ESR 信号を観測できる条件として、ピオシアニン

濃度: 0.1 mM、スピントラップ剤 DMPO との反応

時間: 1 時間を選定した。なお、ラジカル種は、

SOD 処理による信号消失の確認からスーパー

オキシドと推察した。ピオシアニン刺激後の ESR
信号を比較すると、細胞種に依らず明確な ESR
信号強度の増大(ROS 産生)が確認されたが、正

常 細 胞 種 (NIH3T3 、 HUVEC) と が ん 細 胞 種

(HeLa、A549)の間に有意差はなかった(図 1)。
一方、ピオシアニン刺激なしの状態で細胞から

産生される ROS 量に着目したとき、がん細胞種

では定常的に産生している ROS 量が顕著に多

いことがわかった(図 2)。よって、本計測条件で

検出される ROS 産生特性から正常細胞とがん

細胞の判別ができる見込みがあることを示した。 
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(図 1) 薬剤刺激後の ESR 信号強度比較 
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(図 2) 細胞有無での ESR 信号強度比較  
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3. シート状培養細胞の細胞種判別 

細胞シート状の再生医療製品を模擬するた

め、培養ディッシュ内に静置した石英ガラス薄板

(4 mm×35 mm、t=0.15 mm)上に細胞を接着培

養した。バックグラウンドノイズの少ない高純度

石英ガラスを使用し、あらかじめ細胞接着を促

進するための表面処理(ポリリジンコーティング)
の好適化を行なったものである。このシート状培

養細胞を、独自開発した試料ホルダへと移し(図
3)、先述の計測条件と同等になるよう ESR 信号

を取得した(図 4 挿入図)。試料ホルダは、培養

状態のままで(in situ) ESR 計測できるだけでなく

顕微鏡観察を可能にする。そのため、ESR 計測

の対象となる細胞の総数および生存率を実測し、

ESR 信号強度を生細胞数で規格化した。 

5.5 mm

40 mm

Rectangular-grooved 
ESR holder

Polylysine-coated glass sheet
(4 mm x 35 mm)

Cell

 

(図 3) In situ ESR 試料ホルダ 
 

細胞接着なしのガラス薄板を計測したときの

ESR 信号をベースラインとすると、がん細胞種で

ある HeLa 細胞の ESR 信号強度が正常細胞種

の NIH3T3 細胞に比べて約 2.3 倍高く、統計学

的にも有意に ROS 産生量が増大していることが

確認された(図 4)。これまでの研究から、がん細

胞では特有の代謝異常と腫瘍形成シグナルに

より正常細胞に比べて ROS 産生量が定常的に

多いことが知られており 3)、本結果は、シート状

に培養した細胞種比較においてもがん細胞特

有の ROS 特性が見られることを示している。以

上より、定常的に発生している ROS 量からシート

状の正常細胞とがん細胞の判別ができる可能

性が示された 4)。 
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(図 4) シート状培養細胞の ESR 計測結果 
 
4. おわりに 

本研究では、再生医療製品を模擬したシート

状培養細胞の正常／がん細胞判別をするため

の方法として、in situ ESR 法による ROS 測定が

有用であることを実証した。用いた細胞接着の

基材は表面積 1.4 cm2 の石英ガラス薄板であり、

正常細胞またはがん細胞のいずれかが単層培 
養された状態である。そのため、例えば細胞シ

ート状の製品で 1.4 cm2 の領域(細胞数では約

65,000 個に相当)ががん化していた場合に、そ

の ROS 産生特性からがん化を検出できるレベル

である。今後、正常細胞とがん細胞の共培養モ

デルでがん細胞検出能を調査するとともに、細

胞シート状の試料中に存在する ROS を位置分

解的に検出できる ESR 装置の開発が必要にな

ると考えられる。 
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1. はじめに 

量子コンピュータとは、量子状態をビット（量

子ビット、qubit）として活用するコンピュータであ

り、既存のコンピュータよりも強力な演算性能を

持つ次世代のコンピュータである。量子コンピュ

ータの実現には、qubit の集積化・高精度な量子

状態操作が目下の課題であり、様々な分野（電

子磁気共鳴（ESR）・核磁気共鳴（NMR）・イオン

トラップ・超伝導・量子ドット・量子光学など）にお

いて取り組まれている。この中でも、我々は、パ

ルス ESR 法を用いて分子中の電子・核スピンを

qubit として扱う、分子スピン量子コンピュータに

着目し研究を行ってきた。近年、分子スピン量

子コンピュータに向けて、CNOT ゲート 1)や断熱

的量子操作の研究 2)、分子スピン系の探索が行

われ、小規模量子コンピュータの実験を実現す

る高精度な量子操作を行うパルス技術の確立が

期待されている。 
 
2. 分子スピン量子コンピュータと qubit 操作 

一般的なパルス ESR 法では、共鳴周波数を

もつマイクロ波パルスを操作パルス（π/2、或いは

π パルス）と見なす。しかし、分子中のスピンは、

環境とのエネルギー緩和の他、分子内の他のス

ピンとの相互作用により複雑な運動を行うため、

単純な形の操作パルスは、理想的な操作条件

ではないと考えられる。この点は、高精度なスピ

ン操作を要求する量子コンピュータにおいて重

要である。即ち、具体的な実験系を仮定し、量 

 
（図 1） a）ビラジカル 1 の分子式、b）選択的スピ

ン操作において着目したエネルギー準位（状態 
|e1 e2 

14N 
15N＞と共鳴周波数 ωk

L） 
 
子コンピュータ実験に必要なパルスの最適化を

検討する必要がある。本研究では、ビラジカル 1

分子（図 1a）を仮定し 3)、spin Hamiltonian の時

間発展に基づく、1）共鳴するマイクロ波パルス

によるスピン操作の精度評価、2）複数のマイクロ

波パルスによる高精度なスピン操作法の探索を

行った。 
 
3. 単一周波数パルス及びパルス配列の計算

条件 

スピンの操作精度は、ビラジカル 1（2 電子 2
核（14N, 15N）系、図 1a）を仮定し、理想的な π パ

ルスが 14N と相互作用している電子スピン（e1）に

照射されるかを評価した。これは、時間発展のシ

ミュレーションにより行った。この時、着目する電

子スピン状態は、核スピン状態 |↑(1) ↑＞の部分

空間に限定した（図 1b）。|↑(1)＞は、14N (I = 1)の
スピン上向き（<Iz> = 1）の状態を意味する。操作

精度（fidelity）は、目標とするパルス操作と時間

発展のシミュレーションによって得られた操作の

類似性から見積もられ、0 から 1 までの値を取る。

共鳴周波数 ω1
L、ω2

L の遷移を理想的に起こす

パルス操作の場合には、操作精度は 1 となる。  
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(図 2) a）単一周波数のマイクロ波によるパル

ス精度、b）パルス配列探索によって得られた最

適なパルス精度 
 

シミュレーションは、X-band 分光器、マイクロ

波強度にはスピン間の相互作用より弱い 10 
MHz を 仮 定 し 、 Schrödinger 描 像 の spin 
Hamiltonian を数値的に解いて行った。単一周

波数のマイクロ波によるスピン操作では、共鳴周

波数 ω2
L のパルス照射（50 ns）をシミュレーション

した。一方、高精度なスピン操作法は、4 種類の

マイクロ波周波数（ω1
L・ω2

L・ω3
L・ω4

L）から構成

されるパルス配列のパルス照射時間を最適化す

ることで計算した。 
 

4. 単一周波数及びパルス配列の計算結果 

単一周波数パルスの操作精度は、ビラジカル

1 の配向に強く依存し、0.30 から 0.86 と見積もら

れた（図 2a）。図中の(θ, φ)は、ビラジカル１の静

磁場に対する配向である。それゆえ、単一の共

鳴周波数のマイクロ波照射では、多数のパルス

操作を実装する必要がある量子コンピュータ実

験には、十分でないと結論づけた。 
一方で、最適化されたパルス配列による操作

精度を評価し、図 2b に示した。図 2b における操

作精度は、0.48 から 0.99 であり、全ての配向で

操作精度は図 2a より大きい。また、高い操作精

度を与える配向は、図 2a・2b 共に同様の傾向が

見られた。これは、操作精度が同様のスピンダイ

ナミクスにより低下していることを示唆するが、多

周波パルスを用いることにより大きく改善した。 
最も高い操作精度のパルス配列の具体例を、

図 3 に示した。この配列は通常の π パルスの約 5
倍の操作時間が必要であるが、量子コンピュー

タ実験に十分な操作精度（0.993）を持つ。それ

ゆえ、配向・核スピン状態に条件はあるが、パル

ス配列の計算により電子スピン状態の操作が、

ビラジカル 1 系で行えることを示すことができた。 
 

（図 3）最適化によって得られた高精度な π パル

ス。操作精度：0.993、配向：(θ, φ) = (10°, 150°)、
x-, y-はマイクロ波の照射方向 
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スピン流の高感度検出を目指した EDMR 測定系の構築 
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1. 逆スピンホール効果 

スピントロニクスではその技術の実用化が進

んでいる一方で未解明な点も多く残されており、

特にスピン流に関する研究は重要な課題の 1 つ

である。スピン流は逆スピンホール効果（ISHE、

スピン流がスピン–軌道相互作用により電流に変

換される現象、図 1a）を利用することにより観測

することができる。1) 本研究では、ISHE の信号

を電気的検出磁気共鳴（EDMR）測定により高

感度に検出することを目的とした。 
2. EDMR 測定系 

空洞共振器内に設置した試料に磁場を印加

し、関数発生器を用いて ON／OFF 変調したマ

イクロ波（約 9.2 GHz）を照射した。試料はセミリ

ジッド同軸ケーブルに固定し、等倍のオペアン

プや可変抵抗を含む回路に接続して電圧信号

の変化をロックインアンプで位相敏感検波した。
2) 整流ダイオード 1N4007 を試料として測定する

と 10 mW 以下のマイクロ波照射条件下でも明瞭

な EDMR 信号が得られた。3) 
 
(a) (b) 

電圧

磁場H

Ni80Fe20

Pt

+
–

スピン流Js

磁化

V

MW

  

Pt
Ni80Fe20

Al

Si/SiO2 substrate

V

MWH
θ

 
(図 1) (a) ISHE の概念図、(b) Pt(10 nm)/ 

Ni80Fe20(25 nm)の試料構造 
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(図 2) Pt/Ni80Fe20 における起電力の(a)マイク

ロ波強度依存性、(b)角度依存性 
 
3. Pt/Ni80Fe20 の EDMR 測定による ISHE 観測 

Pt/Ni80Fe20 多層膜試料 1)を作製し、構築した

測定系を用いて ISHE の観測を行った。積層方

向と磁場が平行なときを θ = 0°とする（図 1b）。
θ = +90°では、115 mT で強磁性共鳴が起こり、

それと同じ磁場で起電力が生じた（図 2a）。この

起電力の大きさはマイクロ波強度に比例した。 
磁場に対する試料の角度を変えて測定すると、

θ = +90°および–90°ではそれぞれの共鳴磁場に

おいて強度が最大であり符号が正および負の

信号が得られた（図 2b）。一方、θ = 0°では起電

力は検出されなかった。この挙動は ISHE の理

論と一致しており、得られた信号は ISHE 由来と

帰属することができる。また 500 μW という弱いマ

イクロ波照射条件下においても信号が観測され、

ISHE により生じる起電力の高感度検出を達成し

た。この測定系は今後多様な系について調べる

上で非常に有用になると期待される。 
参考文献 
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J1-J2型フラストレート磁性体 Rb2Cu2Mo3O12の ESR 
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Masayuki

政幸 <大阪大学大学院理学研究科 560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1  

e-mail : yoshizawa@mag.ahmf.sci.osaka-u.ac.jp> 

 
1. はじめに 

S=1/2 一次元フラストレート磁性体はフラストレ
ーション効果と量子効果が組み合わさることによ

る、新奇な量子状態が期待されることから盛んに

研究が行われている系である。特に最近接強磁

性・次近接反強磁性のボンドフラストレーション

(J1-J2 型フラストレーション)を有する系では、飽
和磁場直下のスピンネマティック相などの特異

な状態が理論的に予想されている。1) 今回紹介

する Rb2Cu2Mo3O12もこの系に属すると考えられ

ているモデル物質である。 
 
2. Rb2Cu2Mo3O12の非磁性状態 

T=0.08 K の極低温下での磁化測定から

Rb2Cu2Mo3O12は HC=2.3 T 以下の低磁場で非
磁性状態になることがわかっている。2) この非磁

性状態は S=1/2 J1-J2 型フラストレート磁性体化

合物では初めて観測されたものである。しかし、

この状態が実際にどのような一重項状態なのか

は判然としていない。そこで、この物質の非磁性

相における磁気励起について ESR 測定から考

察を行うことを目的に実験を行った。 
 
3. Rb2Cu2Mo3O12の ESR 
実験は 16 テスラ超伝導マグネット (Oxford 

Instruments 社製)とベクトルネットワークアナライ
ザーMVNA(ABmm 社製)を組み合わせた装置
を用い、温度 T=1.6 K で測定を行った。図 1 に

 

(図 1) Rb2Cu2Mo3O12のESR共鳴磁場の周波数
‐磁場プロット。実線は数値計算の結果。 
 
ESR 共鳴スペクトルから得られた 3 T 以下での
ESR 共鳴磁場の周波数‐磁場プロットの結果を

示す。ここから二つの零磁場ギャップを持つ共

鳴モードがあることと、高周波数側の共鳴モード

は通常の Cu2+イオンでみられる g値の約 2倍の
傾きを持っていることがわかる。非磁性相では励

起三重項内の遷移によってこのような共鳴モー

ドが観測されることが予想される。そこで J1-J2 型

フラストレート磁性体の最小ユニットである 4 スピ
ン（図中のスピンハミルトニアン）での数値計算を

行い、三重項内の遷移を考えたところ、図中の

実線で示すように実験結果との良い一致をみた。

ここから Rb2Cu2Mo3O12 では理論で予想されて

いるハルデンダイマーに類似した非磁性状態を

形成していると考えられる。 
 

参考文献 
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Hagihala M., Masuda T., and Sakakibara T., 
JPS Conf. Prof. 3 (2014) 014014. 
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ポリブチレンテレフタレートの熱劣化反応機構に関する 
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1. はじめに 

プラスチック製品が多方面にわたって普及し

ているのは、使用環境によって引き起こされる

「劣化」に対して、数多くの研究者達がその原因

を探り、長寿命化の対策を施してきたからである。

本研究で取り上げたエンジニアリングプラスチッ

クであるポリブチレンテレフタレート（PBT）におい

ても、熱および光分解過程は注目され続け、ラ

ジカル反応を介する分解機構が提唱されている。

しかし PBT の分解過程で生じるラジカル種を直

接検出した報告はなされていない。  

そこで、本研究では、PBT の熱劣化反応に対

して、スピントラップ法を適用し、反応中間体で

ある短寿命ラジカル種を検出し、劣化機構全体

の解明を試みた。 
2. 実験結果と考察 

スピントラップ剤の 2-メチル-2-ニトロソプロパン

（MNP）と、PBT のモデル化合物としてジブチル

テレフタレート（DBT）を用い、加熱によって生成

する反応中間体からのスピンアダクトを検出する

と 共 に 、 イ オ ン ト ラ ッ プ 型 質 量 分 析 法

（LC-ESI-MS）を用いてプロダクトアナリシスを実

施した。ESR スペクトルは、MNP の熱分解に由

来する3本線（W1）の他、第二級炭素ラジカルの

6 本線（W2）およびベンゾイルラジカル由来の狭

い 3 本 線 （ N ） が観 測 された 。一方で、

LC-ESI-MS においては、DBT の水素引き抜き

によって生成したラジカルに由来するスピンアダ

クトの質量数 m/z 364（酸化型）および 365（ラジ

カル型）のイオンを検出した。以上の結果を合わ

せることにより、PBT の熱劣化反応は、主鎖α炭

素の水素引抜に始まり、続くエステル結合部位

のβ切断によってベンゾイルラジカルとアルデヒド

末端が生じる分解反応であると結論付けた。 

（図 1）DBT/MNP 試料の 130℃における ESR 
スペクトルおよびシミュレーション結果 

（図 2）ESR 測定後の DBT/MNP 試料における

二次元マススペクトルおよびクロマトグラム 
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1. Introduction 
Electron Paramagnetic Resonance (EPR) 
spectroscopy has been valuable in analytical 
chemistry in characterization of structures of free 
radicals and transition metal complexes as well 
as in distance measurements of macromolecules 
by site directed spin labeling. These studies are 
typically carried out at X-band frequencies (~ 9 
GHz) or higher for sensitivity and spectral 
resolution. In vivo EPR spectroscopy and 
imaging is typically conducted in the frequency 
range of 250- 1100 MHz to allow penetration of 
the radiofrequency radiation with minimal 
resistive losses to detect endogenous and 
exogenous paramagnetic species. With the 
availability of the trityl radicals which have very 
good aqueous solubility, no toxicity at the levels 
needed for in vivo studies and a simple single 
line EPR spectrum whose line width increases 
linearly with oxygen concentration, EPR imaging 
in vivo has become practical. This article 
summarizes the efforts in my laboratory towards 
the application of EPR imaging in small animals 
used as pre-clinical models of cancer. 
 
2. Materials and Methods 
The EPR spectrometer used for in vivo imaging 
operates at 300 MHz frequency corresponding to 
a field of 10 mT. The spectrometer operates in a 
continuous wave (CW) mode and time-domain 
(pulsed) mode. Details of the spectrometer, 
resonator and image formation and 
reconstruction parameters are described earlier 1). 
The spin probe used for in vivo imaging is the 
trityl radical Oxo 63 2). Details of mice, tumor 
implantation and doses of the spin probe are all 
described in previous reports. 

3. Results: 
Sensitivity: The sensitivity of detection of the 
trityl radicals was compared at 300 MHz using 
the EPR spectrometer in a CW or time-domain 
mode of operation and found them to be 
comparable 3) (Table 1). Since the time-domain 

EPR method offers better temporal resolution, 
for in vivo imaging studies all studies used this 
approach. Nitroxyl radicals, because of their line 
widths ~ 1 G, have been used extensively for in 
vivo EPR imaging using CW EPR. It was for the 
first time possible to conduct in vivo EPR 
imaging using time-domain EPR using the 
nitroxyl radical Tempone 4). 
Imaging: Though both EPR and NMR 
spectroscopies are similar, imaging in EPR 
cannot be conducted using pulsed gradients as in 
MRI because of the short phase memories of 
FIDs. Earlier EPR imaging studies utilized 
projection reconstruction methods of frequency 
encoding while conventional MRI uses slice 
selection followed by k-space encoding in the 
phase-frequency dimensions. However, the poor 
spatial and temporal resolutions associated with 
2 orders in magnitude larger line widths and the 
use of static field gradients provided images of 
limited use. We developed a phase-phase-phase 
imaging approach in EPR using static field 
gradients to obtain high-resolution images whose 
spatial resolution is not associated with EPR 
spectral line widths. This approach, called the 
Single Point Imaging (SPI) EPRI is 
schematically shown in Figure 1 described in 
detail earlier 5). Briefly, after a pulsed excitation 
of the spin system a single point in the FID is 
collected and its phase monitored as a function of 
gradient increments from –Gmax to + Gmax. The 
Fourier transformation results in the spatial 
image. Several time points when monitored for 
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phase modulation can provide the spectral 
dimension as shown in Figure 2. The spectral 
information (line width) was obtained from a 
defined object comprised of trityl radicals 
dissolved in phosphate buffer saturated with gas 
mixtures containing 0, 1, 2.5, and 5 % O2. The 
obtained images show a linear response of the 
T2* determined from the EPR Imaging 
experiment (Figure 3). Thus, using EPRI it is 

possible to obtain maps of the trityl radical 
distribution and the oxygen dependent line 
widths in each pixel/voxel allowing a spatial pO2 
mapping capability in a live object. Further 
improvements in the image formation techniques 
allowed us to obtain 3D maps of pO2 in under 3 
minutes. 
The EPRI images do not provide anatomic maps. 
Hence we utilized a sequential EPRI- MRI 
approach using a 10 mT EPRI and a 7 T MRI 
using an identical resonator tuned to 300 MHz 
which is the common frequency for electrons 
and 1H at 10 mT and 7 T respectively 6). Figure 4 
A shows the anatomic image from 7T MRI and 
the corresponding pO2 map from EPRI (Figure 
4B). This is the first report on an anatomically 

co-registered pO2. With the capability of 
enhanced temporal resolution, EPRI has been 
applied to study the dynamics of pO2 changes in 
tumors. It is well known that tumors have 
chronically hypoxic and fluctuating hypoxic 
regions. EPR Imaging is well suited to study 
such phenomenon. We have used the SCC 
Tumor model implanted in mice to examine the 
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fluctuations of tumor physiology. Figure 5 shows 
such studies where the tumor was imaged for the 
trityl spin probe level and pO2 levels every three 
minutes 7). It can be seen that while the spin 
probe level was stable the pO2 fluctuations were 
significant. 

4.  Summary 
EPR Imaging operating in the time-domain 
mode using the trityl spin probes has shown 
strong potential in pre-clinical cancer models 
especially in the evaluation of efficacy of 
anti-cancer agents by monitoring the changes in 
tumor micro-environment as manifested by 
changes in tumor pO2. With the capability of 
monitoring dynamics of tumor physiology in the 
short times or monitoring physiological changes 
serially over days or weeks, EPRI has the 
potential to provide valuable in vivo data using 
smaller number of animals. 
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ESR イメージング研究  
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   <札幌医科大学 060-8556 札幌市中央区南一条西 17 丁目 e-mail:hgfujii@sapmed.ac.jp> 

 
1. ESR イメージング研究 － 第二話  

「ESR イメージング研究」第一話を、SEST 誌

2015 年秋号に記載した。第一話では、L-band 
帯のマイクロ波を使用すれば水を多く含む生物

試料も測定対象とできることや、磁場勾配下で

のスペクトル測定では電子スピン密度の分布に

関する情報を知ることが可能であるというお話で、

所謂“画像としてのイメージング研究”は、今回

の第二話から始めることになる。 
 
2. 生物を対象とした二次元 ESR イメージン

グの始まり  
高 分 子 科 学 の 出 身 で あ る 筆 者 に と っ て

L-band 帯 ESR イメージング研究を行うには、幾

つかの越えねばならない関門があった。 
(1) 第一の関門：磁場勾配システムの製作であ

った。第一話に於いて既に紹介したが、1980 年

当初には X-band 帯マイクロ波 ESR 装置を使っ

た二次元イメージング研究では、主磁場に対し

て空間依存が既知である第二の磁場を印加す

るシステムが採用されていた。筆者は卒業後電

線メーカーに勤務した経験が有るので少しは電

気の知識を持っていたものの、電磁気学には疎

かったため諸先輩方のお力をお借りすることとな

った。当時北海道大学におられた大野桂一先

生の論文を参考に、マックスウエル・コイルと 8 の

字型コイルとの組み合わせ 1) による二次元イメ

ージングに挑戦した。1980 年当初、Berliner Lab
には ESR イメージング研究用には少額の研究

費しか無く、廃材のプラスチック板とエナメル線

を大学キャンパス内でかき集めイメージングシス

テム用の磁場勾配コイルを作り上げた。 
(2) 第二の関門：イメージング用ソフトウエアの

製作：影絵の原理から、逆投影法で画像化でき

るという位の知識しか無かった筆者は、NMR イメ

ージングの開発者である Lauterbur らの論文を

読みあさることになった。論文検索システムが今

のように無かった時代で、オハイオ州立大学（以

下、OSU）図書館にこもりきりの生活を送った。

画像再構成法は筆者にとって全く未知の世界

で あ っ た が 、 何 度 も 何 度 も こ の 類 い の 論 文

（Bracewell2）や Ramachandran ら 3)）を見ていると、

徐々にではあるが計算法が分かり始めてきた。

正に、筆者の好きな諺のとおり、”読書百編”で

ある。筆者は Fortran 言語によるプログラミングは

ある程度出来たのだが、計算機センターに行か

なくても身近な PC でプログラムが書けるという利

点から Basic 言語による画像再構成プログラムを

作成することになった。当時は勿論 8 ビット PC
（カートリッジテープを記憶媒体とした HP 社の

PC を利用）により画像再構成の計算を行うことに

なった。 
(3) 第三の関門：Deconvolution という難題があ

った。磁場勾配下での ESR スペクトルは、無勾

配下のスペクトルに測定対象物体の位置情報

が重なっている（重畳している、convolution）。実

験により得られる無勾配下と磁場勾配下のスペ

クトルから測定物体の位置情報を推定すること

（deconvolution）が必要であり、OSU キャンパス

内の諸先輩方に助けられフーリエ変換による

deconvolution 法を使えるようになった。 
(4) 初めての二次元 ESR イメージング：最も簡単

に二次元画像を撮像するには、一次元磁場勾

配下で試料を回転し、得られた投影スペクトル

から画像を再構成することである。Hoch らの初

期の ESR イメージングでは試料を主磁場に対し

て回転させ、その角度における射影スペクトルを

使って画像を再構成していたのを参考にし、先

ずは磁場勾配の回転では無く、試料回転による

手法で画像化を進めた。最初の画像化では

Lauterbur の論文に出てくる二次元 NMR イメー

ジング画像を強く意識し、同じ空間配置にある 2
本のファントムチューブで、L-band での二次元

画像を撮像することが出来た。 
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二次元画像ではあったが、画像撮像できるよ

うになると数々の応用例が頭に浮かび、日々そ

のアイデアに挑戦する毎日で、3 年の留学期間

で最も楽しい日々であったように思い出される。

挑戦した応用例は、アクリルアミドゲルへのニトロ

キシド分子の拡散、合成高分子成形品への溶

媒の拡散現象、動物の皮膚へのニトロキシド分

子の浸透、などであった。特に画像化により興味

を持ったのが、植物導管の毛細管現象であった。

セロリに有る 2 本の導管を上昇するニトロキシド

分子の二次元画像を撮像したところ、予想通り

綺麗な 2 本の導管の断面画像が得られた（図 1）。

予想した結果ではあるものの、このような画像が

ESR という装置で視覚化できることは筆者にとっ

て、とても感動的なものであった。 
 
 
 
 
(図 1) セロリ断面の二次元 ESR イメージング

（左図：実験に用いたセロリ断面にある 2 本の導

管、中図：新鮮なセロリの ESR 画像、右図：古く

なったセロリの画像） 
一方、予想できなかった結果は“古くなったセ

ロリ”を使ったときの二次元画像であった。実は

実験を始めた頃は綺麗な 2 本の導管が画像とし

て得られていたのだが、ある時からニトロキシド

が導管内に留まらず導管より染み出しているか

のような画像しか撮像できなくなり、実験行程を

調べてみると冷蔵庫に長い間残され萎びてしま

ったセロリの茎からは図 1 右図のような画像しか

得られないことが判明した。“この結果はセロリの

鮮度判定に利用できるのではないか！”と学会

で話したところ、大きな笑いを頂いたのを覚えて

いる。ニトロキシド分子の拡散現象から非侵襲計

測が出来ると実感した瞬間でもあった。 
 
3. いよいよ動物でのイメージングへ  

二次元磁場勾配用コイルが完成する以前に

動物の二次元 ESR イメージング研究の機会が

やってきてしまった。L-band ESR イメージング研

究を Science 誌に発表して以来、Berliner Lab に

は世界中から多くの研究者が訪問することにな

り、筆者は多くの著名な先生方にお会いする機

会を得た。名前を聞けば直ぐに分かる人達だが、

McConnel 教 授 ( ス ピ ン ラ ベ ル ) 、 Cohn 教 授

(P-NMR)、Rotilio 教授(SOD)、そしてスピンプロ

ーブ合成の Hidek 教授らであった。彼らは筆者

に対して一様に、“この仕事（ESR イメージング）

はとても良い研究になるだろうから、がんばっ

て！”と、激励の言葉をかけて頂いたことを今で

もはっきりと記憶している。 
上記の訪問者の中にポーランドの Lukiewicz 

教授がおられた。Lukiewicz 教授は、腫瘍、特に

メラノーマを永年研究されており、Dr. Froncisz
や Dr. Sarna など多くの優れた研究者を育ててこ

られた。 
Lukiewicz 教授から最初に聞かれたのが、「腫

瘍（メラノーマ）の ESR スペクトルを in vivo で測

定できないか」、「腫瘍内のメラニンラジカルの分

布を画像化したい」というものであった。準備を

整える時間が無いまま、オハイオでの最初のマ

ウスを用いた in vivo ESR イメージングが実施さ

れることとなった。1984 年 8 月末の暑い時期であ

った。Berliner 先生に代わり、筆者が Lukiewicz
教授をコロンバス空港まで出迎えることになった。

2 泊 3 日の共同研究であったため荷物は少ない

と想像したが、このプロジェクトの主役であるメラ

ノーマが尻尾に植えられたマウスがどこにいるの

か伺ったところ、ニコニコ顔の教授のポケットから

1 匹の腫瘍マウスが現れた。Milwaukee から

Columbus まで 3 時間余りのフライトをマウスがど

のように過ごしたのか知るよしもないが、マウスは

至って元気そうであった。 
昼食をとりながら、実験の手順を確認した後、

早速実験に取りかかった。メラノーマという腫瘍

を見るのは初めてであったが、真っ黒な腫瘍で

如何にも ESR 信号が観測できそうな雰囲気を持

っていた。しかしながら、この腫瘍からはメラニン

ラジカルのスペクトルは観測できなかった。それ

で次に、ニトロキシド分子をイメージング剤として

腫瘍内に投与し、拡散する状態から腫瘍内の内

部構造の視覚化に挑戦することとなった。 
Lukiewicz 教授が取り出したニトロキシドプロ
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ーブは pyrroline 系の化合物で 3-carbamoyl- 
2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl (CTPO)であ

った。当時筆者は、生体内半減時間が 1 分弱の

pyperidine 系のニトロキシド（例えば Tempol）ば

かりを使っていたので、CTPO の生体内寿命の

長さには驚くものが有った。 
 
 
 
 

(図 2) イメージング剤 CTPO の化学構造(左)とメ

ラノーマを植えたマウスの尻尾(右) 
 

麻酔下のマウスに CTPO 溶液を尾静脈投与し、

腫瘍周辺の ESR スペクトルを観測したところ、

S/N の良いとても綺麗なスペクトルが観測できた。

早速磁場勾配下で ESR スペクトルを観測したの

だが、動物の動きに悩まされながら 5 本のプロジ

ェクションスペクトルを約 40 分ぐらいかけてやっと

の思いで記録することが出来た（図 3）。 

(図 3) CTPO 投与マウス尻尾に植えられたメラノ

ーマを磁場勾配下で記録した ESR スペクトル

（磁場勾配方向を 45°間隔で変更した） 
 
これらの結果を 8 ビット PC で約 30 分ほどかけ

て計算し、二次元画像をやっと描写出来た。得

られた画像を見てみると、CTPO は腫瘍内部全

域に広がっているものの腫瘍中心部には到達し

ていないことが判明した。ネクローシスを起こした

腫瘍の一部が壊死に近い状態であると想像した

Lukiewicz 教授は実験終了後、腫瘍の解剖に

取りかかり、腫瘍中央部が壊死状態であることが

確認された。これで午後からの実験は終了し、

Lukiewicz 教授、筆者、それに実験をサポートし

てくれた大学院生の 3 名でハンバーガーを齧り

ついた。Live mouse による最初の in vivo ESR イ

メージング研究は、正に１個体（n=1）での結果で

あった。 
翌日、メラノーマの二次元イメージング（下図）

を見た Berliner 教授はものすごく興奮し、この日

以降、この画像をアメ

リカや英国およびヨー

ロッパ各国へ持ち歩く

事になった。これに伴

って、筆者には 2 つの

指令が命じられること

となった。 
第 1 の指令は、二次元カラー画像の作成であっ

た。当時画像のカラー印刷は可能であったが、

どのカラーマップを選択するかで画像の雰囲気

が大きく異なり、どの部分を強調するか（される

か）が問題となる。そこで、OSU キャンパス内の

美術の専門家を訪ね、カラーバーについて相談

することになり、その結果が論文で使用した上図

でのカラーマップとなった。
4) 

第 2 の指令は、一寸シリアスなものであった。最

初のイメージング実験では、二次元磁場勾配装

置が完成していなかったので、一次元磁場勾配

下でマウスの腫瘍を回転させて二次元画像を得

たのだが、腫瘍中心部の画像強度が低下して

いたのはこの回転によるアーチファクトによるも

のではないか、という問題が浮上した。このような

疑惑を払拭するために、二次元磁場勾配システ

ムの完成を急ぐこととなり、大野先生に教えてい

ただいたマックスウエル・コイルと 8 の字型のコイ

ルとの組み合わせによる二次元イメージングシス

テムをやっとの思いで完成させた。 
最初のメラノーマイメージングから約 1 年ほど

経過したが、メラノーマイメージングの追試実験

が実施できた。システムはかなり進歩して、図 4
に示すような経時的な画像化が出来るようになり、

組織内のニトロキシド信号値の経時変化からニト
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ロキシド分子の代謝を議論できるような画像が撮

れ始めた。また、腫瘍内のニトロキシド分子の分

布はかなり heterogeneous であることが分かり、腫

瘍内部組織の heterogeneity を示しているように

も見えてきた。 

 
(図 4) Cloudman S-91 メラノーマの経時画像

（CTPO 投与後、a、b、c の順に 20 分ごとに撮像

した画像） 
 
4. いよいよイメージングの国際学会へ  

In vivo ESR システムにより画像撮像ができる

ようになり、いよいよイメージングの国際学会に

デビューすることになった。今となっては忘れら

れない記念すべき学会が 2 つあった。その一つ

が、1984 年に Eaton 先生が Denver で開催され

た第 1 回 EPR イメージングの学会であった。

Rocky Mountain Conference で special 
symposium として企画されたもので、招待された

のは、Hoch（南アフリカ）、Ewert（東ドイツ）、

Ohno （ 日 本 ） 、 Levedev （ ロ シ ア ） 、 そ し て

Fujii&Berliner（米国）であった。この学会では筆

者が発表することになったが、生物試料のイメー

ジングと言うことも有り、発表は大いに盛り上がっ

た。特に、“セロリ導管を拡散するニトロキシド分

子の画像から食品の鮮度推定法”には、コストを

度外視した興味を与えることが出来た。 
もう一つ忘れられない学会が、1991 年ドイツ

ハイデルベルグで開催された第 1 回 Magnetic 
Resonance Microscopy 国際学会である（図 5）。

この学会が忘れられないのには二つの理由が

有る。一つは、ESR イメージングが NMR イメージ

ングと同じようにイメージングでの研究成果が発

表出来るレベルにまで到達したと認められた事、

もう一つは Lauterbur 教授にお会いすることが出

来たことである。筆者は、この学会まで Lauterbur
教授には直接お会いしたことが無かったが、学

会地である Heidelberg では三つ星の同じホテル

での滞在となった。学会初日の朝、二人の紳士

と同じテーブルで朝食することとなった。何気な

く二人の会話を聞いていると、どうも磁気共鳴そ

れもイメージングの話をされているようで、お二

人に“Are you studying magnetic resonance? I 
am doing EPR imaging in OSU.”と声を掛けたと

ころ、お一人が Lauterbur 教授、そしてもう一方

が NMR で著名な University of Florida の

Andrew 教授であることも分かった。 

 
(図 5) ハイデルベルクの風景（Berliner 教授・バ

ーバラ夫人と筆者） 
 

毎朝先生方と朝食を共にした筆者は、学会中

Lauterbur 教授に直接、「NMR イメージングと同

様に ESR でイメージング実験を行ったかどうか」

についてお尋ねする機会があった。Lauterbur 教

授によると、1970 年頃に Fremy 塩の ESR イメー

ジング研究をされており、学会発表もされていた

という話であったが、磁場勾配が掛けやすいこと

で NMR イメージングの研究を優先させることとな

った、事などを話されていた。無勾配下での水

の線幅はニトロキシド分子に比べ二桁近く狭い

ことを考えると、NMR での実験を選択されたのも

当然であったかも知れない。 
第三話では、いよいよ ESR イメージング法によ

る生物医学研究への応用研究を取り上げる。 
 

参考文献  
1) Ohno, K., J. Magn. Reson. 64 (1985) 109-113.  
2) Bracewell, R.N., Riddle, A.C., Astrophys. J. 

150 (1967) 427-434. 
3) Ramachandran, G.N., Lakshminarayan, A.V., 

Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68 (1971) 
2236-2240. 

4) Berliner, L.J., Fujii, H., Wan, X., Lukiewicz, 
S.J., Magn. Reson. Med. 4 (1987) 380-384. 
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鎌田  仁  先生を偲んで  

尾形 健明
OGATA 	 	 Tateaki

   <山形大学名誉教授 992-0026 米沢市東 3-1-8-301 e-mail:ogata@yz.yamagata-u.ac.jp> 

 
先生のお名前は、「かまだ ひとし」と読むの

が正しいのであるが、講演会などで司会者から

紹介されるとき、「かまた」先生と読まれる場合が

多々あった。そのときは必ずといっていいほど、

只今ご紹介をいただいた「かまだ」です、と言い

直され、しかも「だ」を強く発音された。その「かま

だ」先生が、昨年の夏、平成 27 年 7 月 25 日、95
年の生涯を閉じられた。我々に沢山の思い出や

エピソードを残して。その中から、いくつかをご紹

介し、様々なご指導をいただいたことに感謝しつ

つ、先生のご冥福をお祈りすることにしたい。 
筆者が先生と初めてお会いしたのは、先生が

山形大学工学部に着任された昭和 55 年（60
歳）のことである。永らく勤められた東京大学工

学部を定年退職されて米沢へ単身赴任された。

山形大学工学部では、応用化学科無機工業化

学講座の教授として、5 年間勤務された。また、

最後の 1 年間は工学部長を勤められたが、通常

2 年間の任期の仕事を 1 年でやり遂げたのには、

学内の皆さんは本当に驚かされ、カルチャーシ

ョックだったと思われる。聞くところによると、東京

大学時代のあだ名が、「カマジン（鎌仁）、バナ

ジン、ベンジジン」だったとか、いずれも劇毒

物？とうわさされたそうで、山形大学に多くの影

響を与えたのもうなずけることである。 
先生が ESR を始めて勉強されたのは、東京

大学時代に遡る。師匠は渡部徳子先生であっ

たとのこと。もともと先生は、電磁波の周波数別

の分析装置の開発を行っており、放射線領域か

らラジオ波領域まで、様々な装置の開発に関わ

ってこられた。しかし、マイクロ波領域の ESR だ

けは未開拓であった。山形大学に着任されたと

きに筆者らに対して、X-バンド ESR 装置でマウ

スやラットの測定は可能かと質問された。無理で

すと返答したところ、試作してみてはとのお話を

いただき、昭和 59 年度の科研費に申請したとこ

ろ、採択された。それが「生体計測用 L-バンド

ESR 装置の開発」である。学内はもとより他大学

の先生方、また、企業との共同研究で、マウス全

身やラット頭部の画像を、生きたままで測定する

ことができる装置が完成した。その後、この成果

を研究シーズとして、山形県テクノポリス財団付

設生物ラジカル研究所が設立されたのである。

図 1 に、研究所の皆さんとの集合写真を示す。

すでに他界された先生方（吉村哲彦、及川和夫、

横山秀克、敬称略）も同席されているが、今頃、

生物ラジカル研究の話で盛り上がっているかも

しれない。 
 

 
(図 1) 生物ラジカル研究所の皆さんの集合写真 

 
山形大学を退職された後、昭和 60 年に山形

県テクノポリス財団の初代理事長に就任され、

科学技術による地域振興に尽力された。この山

形テクノポリスでは、「人に優しい科学技術の確

立」をスローガンに、ライフサポートテクノロジー

（生命・生活支援工学）の構築を目指し、種々の

事業の展開が図られた。具体的には、「生命支

援」として、①フィジカルサポート（身体）、②ブレ

ーンサポート（知能）、③サイコサポート（こころ）、

④ヘルシーサポート（健康）、また、「生活支援」

として、①食生活やファッションの豊かさ、多様

化、個性化、②家庭生活の技術化、③生活空

間の創造と安全管理技術、④交通・通信インフ
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ラの高度技術化、である。ちなみに、酒造りは、

生命支援の③サイコサポートに分類されるとか。

このようなコンセプトの視点から、「生物ラジカル

研究」のプロジェクトを選び、研究所が設立され

たのである。このプロジェクトはまさに、地域創生

に関わる重大な事業であり、現在の国家プロジ

ェクトである地方創生においても参考にすべき

事案であると考えられる。 
先生は日本酒とくに辛口の冷酒を堪能されて

いた。先生はなぜ山形大学に来られたのかをお

聞きしたことがあった。答えは、山形の日本酒が

美味しかったため、とのこと。冗談と思っていた

のであるが、あながち嘘ともいえないのである。

先生がテクノ財団の理事長のとき、あるいは生

物ラジカル研究所所長を勤めていたときは、浦

和に戻られた 82 歳まで、山形市内のホテルの

一室を借り切って宿泊されていた。その部屋は

「901 号室」であり、中に入ると沢山の本を納めた

書庫と冷蔵庫が目に止まった。冷蔵庫には、数

種類の日本酒（もちろん山形県産）が入ってい

た。何かの集まりのお開きの後は、「901 号室」に

押しかけ、その日本酒を全て空っぽにするのが

常であった。しかし、必ずお話が始まるのである。

それは「4 値論理」を基本としたものが多く、翌日

行う依頼講演の予行演習だったのである。 
「4 値論理」とは、東京大学名誉教授の牧島

象二先生（故人）が提唱されたもので、物事を要

素に分けてみると、4 つの反対語、対立語の組

み合わせからなっている。すなわち「すべての事

象には重要な要素がいつも 4 つまたはその組み

合わせから出来ている」という原則が見出されて

いる。たとえば、方位（東・西・南・北）、季節（春・

夏・秋・冬）、幾何（点・線・面・立体）、事象の要

素（物質・エネルギー・情報・生命（位相））、化

学結合（共有結合・イオン結合・金属結合・配位

結合）、量子数（主量子数・方位量子数・磁気量

子数・スピン量子数）、血液型（O 型・A 型・B 型・

AB 型）、遺伝子情報（アデニン A・グアニン G・

シトシン C・チミン T）、など枚挙にいとまがない。

このように、3 つあるものに 4 つ目を揃えることが、

素晴らしい創造の芽となるという。たとえば、三権

分立（司法・行政・立法）のみでは国家の運営は

不安定であり、（国民）を加えて正しい運営が可

能となる。先生は山形県テクノポリス財団でも、

（産・学・官）に（住民）の参加を得て（産・学・官・

民）にすることで、真のテクノポリスが構築できる

と考えたのである。先に記述したように、山形テ

クノポリスのコンセプトであるライフサポートテクノ

ロジーがそれぞれ 4 つから構成されているのも、

「4 値論理」に基づくものである。図 2 は、先生ご

自身が編集された CD-ROM である。米寿のころ

の作であるが、いつもパソコンを操作して、文章

作成や写真の編集などをされていた。 
 

 
(図 2) 鎌田先生が米寿の頃ご自身で編集され

た CD-ROM 
 
最後に、あらためてご冥福をお祈りしながら、

先生のご経歴を記して、筆を置かせていただくこ

とにする。 
	

ご略歴 

昭和 17 年 9 月 東京帝国大学工学部応用化学科卒 
昭和 37 年 8 月 東京大学教授 
昭和 55 年 5 月 山形大学教授、東京大学名誉教授 
昭和 59 年 4 月 山形大学工学部長 
昭和 60 年 4 月 (財)山形県テクノポリス財団理事長 
昭和 60 年 5 月 山形大学名誉教授  

学会役職 

日本分析化学会副会長、同会長、日本化学会副会長 

日本学術会議会員など 

受賞 

昭和 45 年 日本分析化学会賞 
昭和 52 年 日本化学会賞 
昭和 57 年 日本学士院賞 
平成 2 年  勲二等瑞宝章 
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小澤俊彦先生の瑞宝中綬章受章報告  

松本 謙一郎 
MATSUMOTO Ken-ichiro

  <放射線医学総合研究所 263-8555 千葉市稲毛区穴川 4-9-1  

e-mail:matsumok@nirs.go.jp> 

 
小澤俊彦先生は、1974 年 4 月に放射線医

学総合研究所（放医研）薬学研究部の研究員

として採用され、2000 年 3 月までの 26 年間に

わたり研究の第一線に携わってこられました。

その後、2000 年 4 月より国研の最後の研究総

務 官 と し て 、 ま た 独 立 行 政 法 人 に 移 行 し た

2001 年 4 月からは理事として 5 年間、研究所

の運営にご尽力されました。これらの功績が認

められ、平成 27 年秋の叙勲においての受章と

なりました。 
小澤先生は、放射線生物学における活性

酸素種やフリーラジカル種の関わりの重要性を

いち早く察知され、放射線が生成する活性酸

素種およびフリーラジカル種の化学的生成法

および定量的測定法に関する研究を開始され

ました。その後、それらと生体関連物質との反

応性に関する研究へと展開され、最終的には

生体内レドックス環境の無侵襲評価法の開発

へと発展させました。 
初期のご研究では、代表的な活性酸素種の

一つであるスーパーオキシドアニオンの安定な

生成法を開発し、またスーパーオキシドアニオ

ンの UV スペクトルを明確に示し、そのモル吸

光係数を得ることによりスーパーオキシドアニオ

ンの濃度を定量的に測定する方法を確立され

ました。続いて、生体内に存在する種々の金

属イオンとその錯体についてスーパーオキシド

アニオンとの反応、あるいは金属イオンによる

分子状酸素の活性化とそれにより発生する活

性酸素種についてのご研究を展開されました。 
さらに、放射線を生体に対する酸化的ストレ

ス要因と考え、 in vivo ESR 装置を用いて、

ESR レドックスプローブ法により放射線による生

体内レドックス環境の変化を評価する方法の

開発を行いました。ESR 画像化装置を導入し、

血 液 －脳 関 門 透 過 型 のニトロキシル造 影 剤

MC-PROXYL を新規に合成し、その脳内の分

布をイメージングで検証するとともに、X 線照射

したマウス脳におけるレドックス状態の変化を

MC-PROXYL の還元速度の変化によって評

価しました。現在、MRI の分野でも開発が進め

られているレドックスイメージングの基礎を築か

れました。 
放医研でのこれらのご研究は関連学会でも

高く評価され、1990 年には、「酸素分子の活性

化及び活性酸素に対する生体防御機構に関

する物理化学的研究」が日本薬学会奨励賞を、

続いて 1993 年に「放射線障害の初期過程に

おける化 学 的 研 究 」が科 学 技 術 庁 長 官 賞 、

2000 年に「電子スピン共鳴法を用いた生体ラ

ジカルの研究」が日本フリーラジカル学会の学

会賞をそれぞれ受賞されています。さらに研究

の第一線を退いた後も、放射線が酸化ストレス

源として生体に照射されたときに生体内で最

初に生成される活性酸素・フリーラジカルの in 
vitro および in vivo での検出、あるいはそれら

活性種に対する生体関連物質による消去メカ

ニズムの解明、また消去物質の探索に関して、

電子スピン共鳴を駆使して多くの成果を得たこ

とが高く評価され、「電子スピン共鳴(ESR)法を

用いた酸化ストレスに対する生体防御機構に

関する研究」は、2005 年度の電子スピンサイエ

ンス学会の学会賞を受賞されました。 
小澤先生のご研究は、日本の活性酸素・フ

リーラジカル研究を常にリードし、現在の活性

酸素・フリーラジカル研究には欠かせない非常

に多くの基礎的知見を与えました。さらには、

放射線生物学において推定されていた活性酸

素・フリーラジカルの生体内での生成を実証し

たことにより放射線生物学の発展に多大な貢

献を果たされました。先生の叙勲を心よりお祝

い申し上げます。 
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しのぎを削る有機 EL 最前線  

キーコム株式会社                            < 170-0005 東京都豊島区南大塚 3-40-2 > 

 

日経は昨年末 12月 11日、Apple社が 3年後
には iPhoneに有機 ELディスプレーを採用と報じ
た 1)。韓国の LG社と Samsung社が有機 ELディ
スプレーの供給メーカーとしてその動向が注目さ

れている。LG 社はテレビ向けの大型有機 EL パ
ネル、腕時計型のウエアラブル端末「Apple 
Watch」がある。Samsung 社は、スマホ用の有機
EL パネルで圧倒的な実績を持つ。Galaxy は世
界で最も販売台数の多いスマホであり、規模で

は iPhone をしのぐ。やっと、有機ラジカルの時代
が到来した感がある。ビラジカルを発光子として

用いると、有機 EL の飛躍的な機能向上が期待
される。まず、長波長発光が実現できる。一重項

閉殻種の炭化水素を発光子とした有機 EL 素子
は長波長発光を得ることが難しい。解決法として

は蛍光よりもより長波長の燐光を利用して、発光

材に Ir 錯体などを用いる。または、単純に大き
な電子系を利用し、HOMO‐LUMO のエネル
ギー差を小さくする。さらに、Stokes シフトが大き
い系を採用して、LUMO のエネルギー準位を下
げる方法もある。図 1 に、大阪府大池田研の研
究成果を紹介する。発光子 1a の特徴は 32a・・＊

を、繰り返し発生できることにある。一方、 32・・＊

のように基底状態が三重項（T0）（ビラジカル）の

場合には、その励起状態の励起三重項（T1）と 
T0 間のスピン許容遷移による蛍光を ELとするこ
とが可能で、最大 100％の内部量子効率も期待
できる。通常の有機 EL 素子で起こるホールと電
子の再結合では、一重項励起子と三重項励起

子がそれぞれ 25％と 75％の割合で生成する。励
起一重項（S1）→基底一重項（S0）のスピン許容

遷移を利用する蛍光型有機 EL では、燐光を無
駄にしている。32・・＊のように基底状態が三重項
であるビラジカルの場合には、T1→ T0 のスピン

許容遷移による蛍光を EL とすることが可能で、

最大 100％の内部量子効率が期待できる。有機
EL の最大の課題は耐久性であり、発光低下の

原因として OREL発光材の分解反応が挙げられ
る。1 の分解反応には 1・＋のほかに、2・＋、32・・＊、
32・・が介在するため、分解反応が多岐に亘る。し
かし、1 の転位反応には、32・・＊の発光後に生成
した 32・・が 1を再生する。即ち、32・・の下半分のア
リル部のラジカルは上半分のジフェニルメチル部

のラジカルと再結合し、1a を再生する。OREL は
発光子である励起ビラジカル 32a・・＊を必要なとき
にだけ繰り返し生成することができる。今後、国

内外でどのような展開が待ち受けているか楽し

みである。 

 

(図1) ORELの反応機構1)。（上）OREL素子中
で起こる1の化学反応（メチレンシクロプロパン転
位）のイメージ図。（下）ジフェニル体1a と32a・・＊

の構造 

参考文献 

1) 池田浩, 松井康哲, 化学と工業, Vol.67 4
月号, 335 (2014). 
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ディーゼル排気ガス中微粒子が体内で生成するラジカル 

株式会社 JEOL RESONANCE               <196-8558 昭島市武蔵野 3-1-2 > 

 
1. はじめに 

 最近、中国都市部の PM2.5 を含む大気汚染

が問題になっています。日本では公害大国とい

われた 1970 年代以降、大気汚染問題について

様々な角度から検討されており、現在では環境

先進国として、世界に貢献できるまでになってき

ました。ここでは、国立環境研究所を中心に行

われたディーゼル排気ガス中微粒子(DEP)成分

の生体影響の研究に、著者が参加し体内で酵

素反応的に生成するラジカルを評価した例 1) を

ご紹介します。 
2. DEP の生体影響評価研究の背景 

研究チームは DEP を投与した動物の肺障害

が、Superoxide Dismutase 投与により軽減され

たことから、Superoxide（O2・-）が障害の一因であ

ると推測しました 2) 。そして、DEP のメタノール

抽出成分(DEPext)の O2・-生成が P450 reductase 
（P450red）系により増強されることを ESR-スピント

ラップ法により示しました。 
3. DEP の酵素反応的 O2・

-生成モデル系  

下記のように試料および試薬を調整して

in-vitro での P450red 反応系を再構成し、

DEPext の反応を評価しました。 
1) DEPext（Tween20 solution）： 20 µg 
2) ICR マウスより単離精製した P450red： 

0.006 unit 
3) NADPH： 0.1 mM 
4) DMPO： 876 mM 
5) りん酸緩衝液（pH7.7）： 0.1 M 
反応混液は 25℃で 4 分間反応させ JES- 

TE200 により ESR 測定を行いました。 
4. 結果 

 P450red 系に DEPext を添加したところ、図 1 に

示したとおり O2・-および HO・の DMPO アダクト

が検出されました。反応系のいずれの成分が欠

けてもこのようなラジカル生成は認められなかっ

たことから、DEPext は P450red 系により O2・-およ

び HO・を生成することが示されました。呼吸によ

り DEP が肺内に取り込まれた場合、肺障害を引

き起こす原因になると推測されました。 
 

 

(図 1) DEPext-P450red 系で生成した活性酸素 

5. まとめ 

DEP にはベンツピレンをはじめとした多くの有

害物質が含まれていますが、その一部が生体内

酵素により代謝活性化されて活性酸素を生成す

ることで、肺障害が起きる可能性が示唆されまし

た。こうした健康影響に関する研究成果を背景

に、2003 年には首都圏の八都県市でディーゼ

ル車規制が開始されました。中国でも大気汚染

物質の危険性が再認識され、解消に向けた取り

組みが加速することが期待されます。 

参考文献 

1) Kumagai, Y. et al Free Rad. Biol. Med. 
22:479-487;1997 

2) Sagai, M. et al Free Rad. Biol. Med. 
14:37-47;1993  

（アプリケーション G 中井
N A K A I

 由
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実
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        e-mail:ynakai@jeol.co.jp) 

aN =1.48 mT 

aH =1.48 mT 

aHγ = 0.15 mT 

aHβ =1.11 mT 

aN =1.41 mT 

DMPO-OH 

DMPO-O2- 

Mn marker 

1 mT 
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 賛助会員より 

EMX-nanoによる Spin Trap実験  

ブルカー・バイオスピン株式会社      < 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 > 

 
1. ベンチトップ ESR EMX-nano 

EMXnano は EMX スペクトロメーターファミリ

ーに追加されたベンチトップクラスの装置で、最

新のデジタル技術とマイクロ波の技術が注ぎ込

まれた全く新しいシステムです。ベンチトップシス

テムは低ランニングで特別な設備も不要なため、

あらゆるタイプの実験室に対応します。 
 
 
 
 
 
 

(図 1) EMX-nano 外観図 
 

2. Spin trap 実験に適した特性 
 使いやすいソフトウェアで簡単に信号の

検出が可能です 

 2D EPR 実験：spin trapの時間を追った2

次元測定を行うことが可能です 

 Spin trap ライブラリー：主なspin trap

剤に対して多くのラジカル種のスペクト

ル集が含まれています 

 SpinFit モジュール：spin trapライブラリ

ーを用いて観測された信号をフィッティ

ングすることが可能です 

 SpinCountモジュール：spin trapされた信

号の絶対定量を行うことが可能です 
 

3. 測定・解析例 
 

 
 
 
 
 
(図 2) DMPO ラジカルの 2次元実験の例 

 
 
 
 
 
 
 
(図 3) DMPO ラジカルアダクトをデータベース

から読みだして Spin fit でフィッティングした例 
 

 
 
 
 
 
 
(図 4) Spin count を用いて 2 次元データの
DMPO-OHおよびDMPO-OOHの時間変化およ
び、そのラジカル濃度を計算。結果はアスキー

形式で出力可能です 
 
 
 
 
 
 
(図 5)  様々な種類のラジカルを簡単に

EMX-nano で同定することが可能です。DMPO
では様々なラジカル種がデータベースに登録さ

れています 
 

4. おわりに 
ブルカー社では小型のルーティン測定用の

装置から大型の研究用装置までみなさまのご要

望にお応えすべく、様々なラインナップの EPR
を準備しております。 

（アプリケーション部 原
HARA

 英之
Hideyuki

 

      e-mail:Hideyuki.hara@bruker.com) 
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 執行部から 

一般社団法人電子スピンサイエンス学会の設立報告  

 –何が変わるのか？– 

第７期会長 竹下 啓蔵
TAKESHITA Keizo

   <崇城大学薬学部 860-0082 熊本市西区池田 4-22-1  

e-mail: keizo@ph.sojo-u.ac.jp> 

第７期副会長 中村  敏和
NAKAMURA Toshikazu

   <分子科学研究所 444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 

e-mail: t-nk@ims.ac.jp> 

法人化ワーキンググループ 

小堀 康博
KOBORI Yas uhiro

   <神戸大学大学院理学研究科 657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1  

e-mail: ykobori@kitty.kobe-u.ac.jp> 

河合 明雄
K A W A I  A k i o

   <東京工業大学大学院理工学研究科 152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1  

e-mail: kawai.a.aa@m.titech.ac.jp> 

平田 拓
HIRATA Hiroshi

   <北海道大学大学院情報科学研究科 060-0814 札幌市北区北 14 条西 9 丁目  

e-mail: hhirata@ist.hokudai.ac.jp> 
 
1. はじめに 
 電子スピンサイエンス学会では 2 年間に渡
り任意団体から一般社団法人への移行を準備

してきましたが、2015 年 12 月 7 日に無事に
法人の登記手続を完了致しました。一般社団

法人が設立された機会に、改めてこれまでの

準備経過と従来との変更点を整理したいと思

います。 

 
2. 審議の経過 
 2 年間の準備期間における重要な審議経過

を以下にまとめます。この他にも、法人化ワ

ーキンググループと税理士・行政書士の打合

せを行い、法人登記の準備を進めてきました。 

 2014年 1月 25日 2014年第 1回定例理事
会（神戸大学）で法人化の必要性を審議し、

法人化ワーキンググループを設置 
 2014 年 11 月 12 日 2014 年第 2 回定例理
事会（奈良女子大学）で 2015 年末を目指
して法人登記を行うロードマップを承認 

 2014 年 11 月 13 日 2014 年総会（奈良東
大寺綜合文化センター）で上記ロードマッ

プを承認 
 2015年 2月 14日 2015年第 1回定例理事
会（神戸大学）で新法人の定款案（たたき

台）を審議 
 2015年 11月 2日 2015年第 2回定例理事
会（朱鷺メッセ）で新法人の定款（最終案）

を審議、承認、新法人への移行を承認 
 2015 年 11 月 3 日 2015 年総会（朱鷺メッ
セ）にて、新法人への移行を承認 

 2015年 12 月 7日 法務局にて一般社団法

人の登記手続ならびに同日付で登記完了 
 
3. 任意団体と法人の違い 
 研究発表や情報交換といった学会活動につ

いては今後も変化はありませんが、学会を運

営する上で次の三点が法人化により大きく変

わります。 
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(1) 法人格の取得により社会的な信用が得ら
れます 

 任意団体として対外的に活動する場合、責

任が発生した場合には個人で対応することに

なります。今後は法人格を有していることに

より、個人にはない社会的信用が得られます。

法律に従って活動している法人として信用し

てもらえるようになります。 

(2) 契約等の際に、法人が契約の主体となる
ことができます 

 任意団体では契約の主体となれませんが、

法人は契約を行うことができます。これまで、

学会の業務委託や銀行口座の開設などは、会

長や担当の理事が個人名で契約を行ってきま

した。これからは、法人として契約し、銀行

口座を持つことができるようになります。ま

た、法人の口座であれば、法人が然るべき対

応を行えば税務上の問題が発生することはあ

りません。 

(3) 法律に則り透明性の高い会計処理を行い
ます 

従来も会計監査や会計報告は行われてい

ましたが、今後、会計報告はインターネット

で一般にも公開され、これまで以上に透明性

が高い形になります。なお、非営利型の一般

社団法人として認められるように定款が書

かれていますので、学会の会費を含めて非課

税となっています。特別に営利事業を行った

場合に限り納税の義務が発生します。 

 
4. 一般社団法人のガバナンス 
 今後の法人の運営は、「一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律」に従うことになり

ます。これまでも電子スピンサイエンス学会

の定款や細則に沿って運営されてきましたが、

今後は定款や内部の細則に加え、法律として

規定されている点を遵守することになります。 

 これまでは、年会の際に開催される総会が

電子スピンサイエンス学会の一番上位の決定

機関でしたが、一般社団法人としては社員総

会が一番上位の決定機関となります。一般社

団法人の社員とは、従業員という意味ではな

く、一般社団法人を構成するメンバーを意味

しています。電子スピンサイエンス学会が法

人として活動するためには、会員全員が社員

として運営に関わることが理想的ではありま

すが、運営上の困難が伴うため、会員から選

挙で代議員を選び、代議員が法人の社員とし

て社員総会において必要な事項を決めること

になります。法人の理事は社員から選任され、

理事から会長（代表理事）と副会長を選任す

ることになります。法人の業務は理事会で執

行され、その状況は社員から選出された監事

により監査されます。なお、昨年夏に従来の

規定による理事選挙で選出された理事の方々

には、法人設立後となる今期は代議員（社員）

として学会運営に関わる事項を審議して頂く

ことになります。また、これまで年会で開催

されていた総会は、今後も学会運営について

の情報交換の場として別の名称で開催するこ

とを予定しています。 

 会員の皆様は学会が一般社団法人となって

も活動に大きな変化はありません。運営や会

計処理が法律に則って行われ、学会の基盤が

これまで以上に強固になります。日本学術会

議から、任意団体である多くの学会に対して

法人へ移行するよう促されていましたが、電

子スピンサイエンス学会も無事に一般社団法

人に移行しました。会員の皆様には、今後の

電子スピンサイエンス学会の発展のため、法

人の運営に関わる様々な面でのご協力をお願

い致します。 

 なお、法人設立時の役員（理事及び監事）

は以下の通りです。2018 年の社員総会までを
任期としています。 

 
代表理事（会長）  中村敏和（分子研） 

理事（副会長）   生駒忠明（新潟大） 

理事（財務）    小堀康博（神戸大） 

理事（総務）    山田健一（九州大） 

理事（学術・事業） 山中千博（大阪大） 

監事        稲波修（北大） 

監事        河合明雄（東工大） 
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2015 年度事業報告と 2016 年度事業計画 

山田
YAMADA

 健一
Ken i c h i

 （総務担当） <九州大学大学院薬学研究院 812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 

 e-mail:sest@phar.kyushu-u.ac.jp> 

 
 2015年度の事業報告と 2016年度の事業予定
をお知らせします。文中敬称は略させていただ

きます。 
 
Ⅰ. 2015 年度事業報告 
以下に 2015 年度に実施された各種事業を報告
します。 
1. 学会の基盤整備 

規定の改正を行った。アーカイブを整備した。

新規業務委託先との契約･運営を行った。 
2. 会員 

会員の状況（2015 年 12 月 31 日現在） 
詳細は本号の会員異動記事を参照下さい。 
（１） 個人会員 383 名 

正会員 225 名、準会員 12 名、学生会
員 122 名、名誉会員 24 名 

（２） 賛助会員 4 社 
キーコム（株）、（株）住化分析センター、

（株）JEOL RESONANCE、ブルカー・
バイオスピン（株） 

3. 運営に関する会議 
（１） 総会 

2015 年 11 月 3 日（祝） 

朱鷺メッセ新潟コンベンションセン

ター 
（２） 定例理事会 
第 1 回 定例理事会 神戸大学 
2015 年 2 月 14 日（土） 
第２回 定例理事会 朱鷺メッセ（新潟） 

2015 年 11 月 2 日 （月） 
（３） 書面理事会 計 17 回 
（４） 担当理事会と運営理事会 
第 1 回担当理事会 2015 年 4 月 3 日（金） 

第 2 回担当理事会 2015 年 8 月 8 日（土） 

第 1 回運営理事会 2015 年 1 月 10 日（土） 

第 2 回運営理事会 2015 年 10 月 18 日（土） 

第 3 回運営理事会 2015 年 11 月 1 日（日） 

(５)学会法人化対策ワーキング 
第 1 回 2015 年 4 月 3 日（金） 九州大学 
第 2 回 2015 年 5 月 23 日（土） 宮崎税理
士事務所 
第 3 回 2015 年 10 月 18 日（土） 神戸大学 

4. 年会 
第 54 回年会の開催、第 55 回、第 56 回年
会の準備 

5. 若手の会の支援 
1) 第 13 回 ESR 夏の学校   

2015 年 7 月 21 日(火)－7 月 23 日(木)  
（神奈川県足柄下郡） 

一般参加者 16 名、講師 3 名 
講師：太田仁（神戸大学）、安井博宣（北

海道大学）、山中千博（大阪大学） 
2) 第 13回電子スピンサイエンス学会若手

の会  
2015 年 11 月 2 日（月）  
朱鷺メッセ新潟コンベンションセンタ

ー 
6. 機関誌発行 

電子スピンサイエンスの冊子体と 
Web 版刊行 
第 13 巻 Spring Issue （通号 24 号） 3 月 
第 13巻 Autumn Issue （通号 25号） 10月 

7. 出版事業 
新規企画の検討を行なった。 

8. 表彰事業 
（１） 学会賞 

太田仁（神戸大学分子フォトサイエンス

研究センター） 
村井久雄（静岡大学 博士キャリア開発

支援センター） 

（２） 奨励賞 
古谷俊介（University of Geneva） 
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松岡秀人（The University of Bonn） 
安井博宣（北海道大学大学院獣医学

研究科） 

山口博則（大阪府立大学理学系研究

科） 

9. 新名誉会員

手老省三（東北大学多元物質科学研究所

名誉教授）

小澤俊彦（昭和薬科大学酸化ストレス研究

室 特任教授）

桑原幹典（北海道大学大学院獣医学研究

科 名誉教授）
10. シンポジウム・セミナー等
（１）主催

１） 第 11 回 ESR 入門セミナー
2015 年 5 月 15 日（金）〜17 日（日）
東京都八王子セミナーハウス

一般参加者 38 名、講師 10 名
講師：太田仁（神戸大）、山田健一（九

州大）、河合明雄（東京工業大）、島田

愛子（JEOL RESONANCE）、原英之
（ブルカー・バイオスピン）、田向健二

（㈱キーコム）、山崎真之介（㈱キーコ

ム）、中村敏和（分子研）、高橋広奈

（東工大・若手の会）、浅田瑞枝（名古

屋大・若手の会） 
若手の会から講師 2 名が参加し、交流
した。 

２） 第 13 回 ESR 夏の学校（項目 5. 参照）
2015 年 7 月 21 日（火）－23 日（木）
（神奈川県足柄下郡）

３） 第 54 回電子スピンサイエンス学会年会
(SEST2015)
2015 年 11 月 2 日（月）〜4 日（水）

（２）共催、協賛

１） The 3rd Awaji International Workshop
on Electron Spin Science & Technology
(3rd AWEST 2015)
2015 年 6 月 14 日（日）〜16 日（火）
淡路夢舞台国際会議場、兵庫県

２） 第 19 回 ESR フォーラム研究会
2015 年 7 月 24 日（金） 東京工業大学

11. 会員名簿発行
名簿記載内容の訂正やその広報など

12. 理事選挙
2015 年 6 月 30 日（火） （消印有効）投票

13．その他 
会員へ電子メールによる情報提供 41 件、ホ
ームページによる情報提供 随時更新 

Ⅱ. 2016 度事業計画 
  以下に 2016 度実施予定の事業内容をお知
らせします。 
1. 学会の基盤整備

細則などの整備、アーカイブの整備

2. 会員

会員数の増大（特に正会員、賛助会員）

名誉会員の推薦

3. 運営に関する会議

（１）2016 会員集会
2016 年 11 月 11 日（金） 大阪市立大学
（２）社員総会

第 1 回社員総会 2016 年 2 月 21 日（日） 
臨時社員総会 2016 年 11 月 SEST2016
年会会期中 
（３）書面理事会

随時開催 
（４）役員会と理事会

第 1 回役員会 2016 年 1 月 24 日（日） 
第 1 回理事会 2016 年 2 月 21 日（日） 
第 1 回担当役員会 2016 年 4 月 
第 2 回担当役員会 2016 年 8 月 
第 2 回理事会 2016 年 8 月 
その他、役員会は随時開催 

4. 年会

第 55 回電子スピンサイエンス学会年会
2016 年 11 月 10 日（木）〜12 日（土）
大阪市立大学 （大阪市）

実行委員長：佐藤和信（大阪市立大学）

5. 若手の会の支援

１） 第 14 回 ESR 夏の学校
2016 年 7 月

２） 第 12 回電子スピンサイエンス学会若

手の会 2016 年 11 月 年会会期中
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6. 機関誌発行 
電子スピンサイエンスの冊子体と Web 版 
1）第 14 巻 Spring Issue（通号 26 号）3 月 
2）第 14巻 Autumn Issue（通号 27号）10月 

7. 学術・事業・出版 
新規企画の計画を具体化する（Web 出版） 

8. 表彰事業 
学会賞 2 名以内、奨励賞 3 名以内 
応募締切り 2016 年 7 月初旬 

9. シンポジウム・セミナー 
（１）主催 
1) 第 12 回 ESR 入門セミナー 

2016 年 5 月 20 日（金）〜22 日（日） 
八王子セミナーハウス 
（東京都八王子市） 

2) 第 14 回 ESR 夏の学校 
2016 年 8 月 5 日（金）〜7 日（日） 
ホテルボートヒルズ福岡（福岡市） 

（２）共催・協賛 
1) The 4th Awaji International Workshop 

on Electron Spin Science & 
Technology (AWEST 2016) 
2016 年 6 月 19 日（日）〜22 日（水） 
淡路夢舞台国際会議場 

2) 第 20 回 ESR フォーラム研究会 
2016 年 7 月 16 日（土） 神戸大学 

 瀧川記念学術交流会館 
（３）その他 各種シンポジウム・セミナー 

10. その他 
（１）電子メールやホームページによる情報

提供 
（２）学会法人化に伴う、細則、規程の変更 
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 授賞 

平成 27年度電子スピンサイエンス学会賞および奨励賞の

選考経過報告 

中 村
NAKAMURA

 敏和
Toshikazu

 （表彰委員長） <分子科学研究所 444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中 38 

 e-mail:t-nk@ims.ac.jp > 
 
 第 54 回電子スピンサイエンス学会年会に
て顕彰を行ないました平成 27 年度学会賞お
よび奨励賞の選考経過を報告します。今年度

表彰委員会委員は、表彰委員会規程に基づき

分野（生物・化学・物理）を考慮して以下の

ように選出されました。 
【平成 27 年度表彰委員会委員】（敬称略） 
 中村 敏和 （委員長、SEST 副会長） 
 藤井 博匡 （札幌医科大 医療人育成セ） 
 松本謙一郎（放医研 重粒子医科学セ） 
 米村 弘明 （九州大 工学研究院） 
 大庭 裕範 （東北大 多元研） 
 黒田 新一 （名古屋大 工学研究科） 
 坂井 徹 （兵庫県大 物質理学研究科） 
 各賞授賞候補者の公募は、締切を 6 月 26
日と設定し、会誌、SEST 通信（電子メール）
およびホームページで本会の会員に周知し

ましたが、奨励賞に関してはさらに応募者を

募るため、締切を 7月 6日まで延長しました。
その結果、学会賞については 3 名、奨励賞に
ついては 4 名の推薦がありました。学会賞に
ついては業績と学会への貢献を、奨励賞につ

いては業績と将来性を重視して総合的に評

価を行いました。各表彰委員から提出された

評価結果および審査意見をとりまとめて審

査資料といたしました。応募者はいずれも学

術的に質の高い業績でありましたが、授賞規

程に基づいた慎重な審査の結果として、平成

27年度電子スピンサイエンス学会の学会賞 2
名、奨励賞 4名の最終候補者を選出しました。
奨励賞 4名は規程の基準である 3名までを越
えるものですが、各応募者のレベルが高く授

賞基準を超え、有意な差がなかった事を付け

加えておきます。この表彰委員会の提案を理

事会ならびに年会時に開催された総会に諮

り、審議の結果原案は満場一致で承認されま

した。第 54 回年会において、授賞式後、受
賞者による講演が行われましたが、いずれも

授賞に値する素晴らしい発表でした。学会

賞・奨励賞の応募者数が復調しており、また

激戦になっていることは非常に喜ばしく思

います。次年度以降も優れた候補者を多数ご

推薦くださいますようお願いいたします。以

下に、受賞者の氏名と授賞理由を記します。 
 
【学会賞】２名（五十音順） 
受賞者名 太田 仁 
（神戸大学分子フォトサイエンス研究セン

ター・教授） 
研究題目 多重極限テラヘルツ ESR の開発

とその量子スピン系研究への応用 
授賞理由 高周波磁場 ESR の装置開発と磁
性体をはじめする物性研究への応用において

多数優れた業績を有し、国際的な賞を受賞す

るなど高い評価得ておられます。また SEST
会長や IES 会長など重要な役職をはじめと
して国際的なレベルでの学会や研究分野へ貢

献も顕著であります。このように、太田先生

の一連の研究は、電子スピンサイエンスの物

性物理領域の発展に多大な貢献をされたこと

から、学会賞に相応しいと判断されました。 
 
受賞者名 村井 久雄 
（静岡大学博士キャリア開発支援センタ

ー・特任教授） 
研究題目 光化学反応を電子スピンで観

る・操る -新規電子スピン共鳴法の開発と
その展開- 

72



 

 授賞 

授賞理由 主に光化学反応を対象とした時間

分解 ESR による研究を、その分野の開拓者と
して推進し、収量検出法などの新規測定法の

開発も行ってこられるなど多くの業績を上げ

てこられています。また、SEST 設立の主要

メンバーとして、正副会長としての本学会へ

の貢献も多大なるものです。このように、村

井先生は、電子スピンサイエンスの物理化学

領域の発展に多大な貢献をされたことから、

学会賞に相応しいと判断されました。 
 
【奨励賞】４名（五十音順） 
受賞者名 古谷 峻介 
（University of Geneva・PD） 
研究題目 低次元量子磁性体の強磁場物性

と ESR の理論研究 
授賞理由 量子スピン梯子系や反磁性一次元

鎖など、磁性体の ESR に関する理論的研究は、
実験と密接に関連して磁気的な相互作用の本

質を明らかにするものであり、国際的な評価

も高く大変に優れています。SEST では比較

的少ない ESR の理論に関するもので、今後の
研究の更なる発展が期待されます。将来性の

ある研究者として奨励賞に相応しいと判断さ

れました。 
 
受賞者名 松岡 秀人 
（The University of Bonn・上席研究員） 
研究題目 高周波・多次元 EPR 分光法による
光応答性・機能性物質の研究 
授賞理由 高磁場-高周波 ESR を用いた光励

起状態・光反応中間体の研究は、高周波 ESR
のスペクトル観測・解析に対する利点と、高

時間分解能を生かした研究です。中でも、ス

ペクトルの精緻な解析は特徴ある優れた研究

です。光を用いた様々な現象と応用は、今後

の研究の更なる発展が期待されます。将来性

のある研究者として奨励賞に相応しいと判断

されました。 
 
受賞者名 安井 博宣 
（北海道大学大学院獣医学研究科・助教） 

研究題目 電子スピン共鳴法を用いたがん

の生理機能と放射線応答機構の解明に向け

た研究 
授賞理由 放射線によるがん治療メカニズム、

生体における抗酸化剤の作用、腫瘍内の酸素

濃度分布や pH によるイメージングなど多様

な医療関連の問題に関する ESR による研究

は、ユニークで優れた研究として評価されて

います。ESR の医学における有用性を示す研
究は、今後の研究の更なる発展が期待されま

す。将来性のある研究者として奨励賞に相応

しいと判断されました。 
 
受賞者名 山口 博則 
（大阪府立大学理学系研究科・准教授） 
研究題目 強磁場多周波電子スピン共鳴法

を用いた低次元磁性体の基底状態近傍にお

ける定量的研究 
授賞理由 強磁場 ESR による、フラストレー
ション系等の低次元スピン系中のスピン状態

の実験・解析について多数の優れた研究実績

を上げておられます。スピンキラリティ、マ

ルチフェロイック、量子スピン系などの実験

研究は、非常に広い範囲の周波数を使う利点

を生かした優れたもので、今後の研究の更な

る発展が期待されます。将来性のある研究者

として奨励賞に相応しいと判断されました。 

 

学会賞・奨励賞表彰式後の記念撮影。 

左から安井先生、太田先生、竹下会長、 

村井先生、松岡先生、古谷先生。 
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 授賞 

SEST2015優秀賞の選考結果および経過報告 

生駒
I K O M A

 忠昭
Ta d a a k i

 (選考委員長)  <新潟大学大学院 自然科学研究科 

950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050  e-mail:ikoma@chem.sc.niigata-u.ac.jp> 

 
第 54 回 電 子 ス ピ ン サ イ エ ン ス 学 会 年 会

（SEST2015、2015 年 11 月 2 日～4 日、朱鷺メッ

セ）において行われた優秀発表賞ならびに学生

優秀ポスター賞の選考結果および経緯について

報告します。優秀発表賞は例年 SEST が年会で

授与している賞ですが、学生優秀ポスター賞は

SEST2015 実行委員会が設けた新しい賞です。

このポスター賞は、「年会に参加する学生の研究

に対する前向きな姿勢を応援したい。」との思い

で設けました。学生優秀ポスター賞を実施する

に際して理事会の承認を頂きましたが、提案が

遅かったので今回は SEST2015 実行委員会が

授与することになりました。 
I．優秀発表賞について 

応募資格要件は、1）SEST 会員であること、

2）過去の年会で口頭発表あるいはポスター発表

を行っていること、3）授賞年度の 4 月 1 日現在

で 32 歳未満であること、の 3 つです。1)本年度

の優秀発表賞には 5 件の応募があり、どの応募

者も上述の要件を満たしていました。SEST2015
初日午前に 2 件、午後に 3 件の口頭発表（発表

15 分、質疑応答 5 分）を行い審査をしました

（図 1）。 
本年度の選考委員会のメンバーは、SEST 授

賞規程通りに、選考委員長を年会実行委員長

の生駒が、副委員長を中村敏和 SEST 副会長が

努めました。他 4 名の委員については専門分

野・応募者との関連を考慮して選出し、6 名から

なる選考委員会をつくりました。 
○選考委員（6 名） 

生駒 忠昭（新潟大学）委員長 
中村 敏和（分子科学研究所）副委員長 
秋元 郁子（和歌山大学） 
岡崎 祥子（崇城大学） 
熊田 高之（日本原子力研究開発機構） 
李 昌一（神奈川歯科大学） 

 
（図 1）優秀発表賞応募講演での一コマ 

年会 2 日目昼休み中に開かれた選考委員会

で慎重な審議をした結果、2015 年優秀発表賞

の受賞者として下記の 2 名が決まりました。 
○受賞者（2 名） 
1. 安藤  貴洋（日立製作所研究開発グループ

生産イノベーションセンタ）「In situ ESR 法を

用いたシート状培養細胞診断技術」 
2. 山本  悟（大阪市立大学大学院理学研究

科）「ESR 量子計算における量子状態操作

及び量子アルゴリズム」 

II.学生優秀ポスター賞について 
前述したように、本賞の提案が発表申込み締

切の後となったので、ポスター発表を申し込まれ

た全学生（30 件）を対象に審査することにしまし

た。ただし、大会前に審査対象者に対しポスター

賞ならびに審査する事柄（(1)要旨、(2)ポスター、

(3)発表、(4)質疑応答）2)を知らせ、SEST2015 の

二日目の午後のポスター発表で審査しました

（図 2）。審査は、SEST2015 実行委員 9 名と佐藤

和信先生（SEST2016 実行委員長）で構成された

選考委員会が行いました。 
○選考委員（10 名） 

生駒 忠昭（新潟大学）委員長 
伊藤 智博（山形大学） 
奥西 巧一（新潟大学） 
菊池 彦光（福井大学） 
佐藤  和信（SEST2016 実行委員長、大阪市

立大学） 
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（図 2）学生優秀ポスター賞の審査中の一コマ 

西川 雅美（長岡技術科学大） 
三浦 智明（新潟大学） 
松本 謙一郎（放射線医学総合研究所） 
光藤 誠太郎（福井大学） 
脇川 祐介（静岡理工科大学） 

選考委員の審査結果を集計し、総合評価点

が最も高かった下記 3 名に優秀ポスター賞を授

与することが決まりました。 
○受賞者（3 名） 
1. 樋下 万純（大阪市立大学大学院理学研究

科 ） 「 ス ピ ン 流 の 高 感 度 検 出 を 目 指 し た

EDMR 測定系の構築」 
2. 吉澤  大智（大阪大学大学院理学研究科）

「 擬 一 次 元 フ ラ ス ト レ ー ト 磁 性 体

A2Cu2Mo3O12(A = Rb, Cs)の多周波 ESR」 
3. 宗野 雅代（京都工芸繊維大学大学院工芸

科学研究科）「Spin-Trapping Analysis for 
Thermal Degradation of Poly(butylene- 
terephthalate)(PBT)」 

 
優秀発表賞ならびに学生優秀ポスター賞の選

考結果は、年会 2 日目夕方に行われた懇親会

の席上で発表され、選考委員長から受賞者へ賞

状と副賞（図書カード）が授与され、その栄誉を

称えました（図 3）。今回の優秀賞の受賞が、若

手研究者ならびに学生の研究の励みになること

を期待しております。 
学生優秀ポスター賞の創設に際して、実行委

員会で議論を重ね、理事会・年会参加者からも

多くの助言をいただきました。この場を借りて感

謝申し上げます。今後は、ポスター賞を継続する

方向で理事会や年会実行員会で検討することが

決まっております。優秀発表賞と合わせて本ポス 

 

 
（図 3）優秀賞受賞者の記念写真（受賞者は、上

写真の左側二人目より、安藤さん・樋下さん・宗

野さん・吉澤さんおよび下写真の右側の山本さ

ん）。 

ター賞が、電子スピンサイエンスの活性化に繋が

ることを心より願っています。 

                                                   

1) 優秀発表賞応募資格の詳細は SEST ホーム

ページを参照して下さい。 

2) 学生優秀ポスター賞の審査項目の詳細は、

SEST2015 ホームページを参照して下さい。 
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 授賞 

平成 28年度 SEST学会賞・奨励賞について 

生駒
I K O M A

 忠昭
Ta d a a k i

  （表彰委員長） <新潟大学大学院 自然科学研究科 
            950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050  e-mail:sest@chem.sc.niigata-u.ac.jp> 

 
本年度も SEST 会員の皆様からの学会賞・

奨励賞の推薦（自薦を含む）を募集いたしま

す。本年度は年会が平成 28 年 11 月 10~12 日
に行われますので、学会賞・奨励賞の推薦を 

 
提出期限：平成 28 年 6 月 24 日(金) 
     （消印有効） 

 
といたします。応募書類や方法等については、

電子スピンサイエンス学会のホームページ

（http://www.sest.gr.jp/）を参照頂きたいと思
いますが、基本的な情報を以下に列記いたし

ます。 
 
学会賞 
１ 本会会員にして、電子スピンサイエンス

に関する研究成果が特に優れ、その業績が

本会を代表するに足る個人に贈呈する。 
２ 学会賞は 2 件以内とし、候補者の年齢は
問わない。 

 
奨励賞 
１ 本会会員にして、電子スピンサイエンス

に関する研究成果が優れ、将来性が十分期

待される個人に贈呈する。 
２ 奨励賞は 3 件以内とし、候補者は受賞年
度の 4 月 1 日で 40 歳未満の者とする。 

 
推薦要領 
 応募書類は、電子スピンサイエンス学会の

ホームページ（http://www.sest.gr.jp/）の「授
賞 推薦方法」からダウンロードできます。 
以下の書類を表彰委員会まで郵送ください。 
１ 推薦書：原本 1 部，コピー6 部 
２ 推薦理由書：原本 1 部，コピー6 部 
３ 業績リスト：原本 1 部，コピー6 部 

４ 代表的論文 
   学会賞候補者：10 編（7 部） 
   奨励賞候補者：5 編（7 部） 
 
書類提出先 
〒950-2181 
新潟県新潟市西区五十嵐 2 の町 8050 
新潟大学 理学部 化学科 
生駒忠昭 
（封筒に「SEST 学会賞・奨励賞応募書類」と明
記のこと） 

提出期限：平成 28 年 6 月 24 日(金) 
    （消印有効） 
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 研究集会開催報告 

第 54回電子スピンサイエンス学会年会(SEST2015)報告 

生駒
I K O M A

 忠昭
Ta d a a k i

 (大会実行委員長)    <新潟大学大学院 自然科学研究科 

950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050 e-mail:ikoma@chem.sc.niigata-u.ac.jp> 

 
第 54 回 電 子 ス ピ ン サ イ エ ン ス 学 会 年 会

（SEST2015）は 2015 年 11 月 2 日（月）から 4 日

（水）までの期間、新潟コンベンションセンター朱

鷺メッセにおいて開催されました。長い歴史をも

つ SEST 年 会 ですが、新 潟 で開 かれるのは

SEST2015 が初めてとなりました。Asia-Pacific 
EPR/ESR Society (APES)ならびに International 
EPR/ESR Society (IES)と合同で開催された前回

大会（奈良）と異なり、SEST2015 は例年通りの国

内大会でしたが、国内外から研究者ならびに学

生が参加してくださり、参加者総数は 185 名（うち

54 名が学生）でした。物理・化学・生物・医学の

幅広い分野から 58 件の口頭発表と 53 件のポス

ター発表が行われました。SEST2015 は地方で

開かれたせいもあり、参加者数・発表件数を過去

の国内大会と比べるとやや減少しておりますが、

発表会場や休憩場所で活発な議論が繰り広げ

られ、有意義な会議となりましたことを最初に報

告いたします。 
新潟大学機器分析センターの支援により、大

会初日午前中に 2 名の外国人研究者による基

調講演をもつことができました。台湾国立清華大

学の江  昀緯 (Chiang, Yun-Wei) 准教授による

“ESR Reveals Solution Structures of BAX 
Protein Monomer, Intermediates, and Oligomer 
During Mitochondria-mediated Apoptosis”の講

演 に 続 き 、 ド イ ツ  フ ラ イ ブ ル 大 学 の Weber, 
Stefan 教授が“Spin Polarization Exploited by 
EPR and Force Microscopy”を発表されました

（図 1）。基調講演では、それぞれの研究の詳細

な背景を解説され、最新の研究成果をご紹介く

ださいましたので、パルス ESR や時間分解 ESR
を用いた生物物理研究に刺激を受けた参加者

も多かったとことと思います。基調講演後は、昼

食を挟みましたが、5 件の優秀発表賞応募講演

がありました。
1)また、同日 IES 銀メダル授与式が 

 

（図 1）基調講演中の江先生（上）と Weber 先生

（下）。 

 

（図 2）IES 銀メダル授与式（太田 IES 会長と

Cherukuri 博士）。 

開かれ、メダルを授与されたアメリカ国立衛生研

究所の Cherukuri, Murali Krishna 博士が”EPR 
Based Imaging Biomarkers to Guide Treatment 
in Tumor Bearing Mice”という演題で受賞講演を

77



 
 研究集会開催報告 

されました（図 2）。Cherukuri 博士が SEST 年会

での銀メダル受賞を希望された背景には、IES
式典の座長を努められた兵藤 文紀 先生（九州

大学）を含む数多くの日本人共同研究者と受賞

の喜びを分かち合いたいとの思いがあったように

感じました。 
 大会 2 日目午前中は、中川 公一 先生（弘前

大学）と原 英之 先生（ブルカー・バイオスピン）

の共同企画による“研究開発(R&D)に貢献する

EPR/ESR 研究”と坂井 徹 先生による“量子スピ

ン系の ESR 研究”をテーマにしたミニシンポジウ

ムが開かれました。シンポジストを勤められた 10
名の先生方がチュートリアルなご発表をしてくだ

さったおかげで大変好評でした。会議終了後も、

ミニシンポジウムに興味をもたれた企業研究者か

ら要旨集購入の希望がありました。また、2 日目

午後は、ポスター発表ならびに SEST 受賞講演

が続きました（図 3）。今回の年会では学生優秀

ポスター賞1)を設けたせいもあり、広い会場で絶

え間なく討論が続き、発表時間後も議論されて

いる方々が同会場におられたのが印象的でした。

今回は同日開かれた SEST 受賞件数（学会賞 2
件、奨励賞 4 件）が多かったことから、ポスター発

表時間を 90 分に短縮せざるを得ませんでしたが、

2 時間は必要であると痛感しました。ただし、夕

方には、再びポスター会場で恒例の懇親会が開

かれましたので、懇親会中ポスターを前に討論

を再燃できたものと思います。懇親会の参加者

数は 146 名に達し、懇親会参加率は例年を上回

る数となったので、多くの方に新潟名物をご堪能

いただけたものと思います（図 4）。会の席上、会 

 
（図 3）ポスター発表の様子。 

 
（図 4）懇親会の様子。 

長・名誉会員ならびに外国人招待者の御挨拶や

優秀賞の発表などもあり、楽しいひと時をもつこと

が出来ました。懇親会明けの最終日も、9：00 か

ら 15：30 まで物理・化学・生物分野の一般口頭

発表が二会場で同時に行われ、最後まで熱い

討論が繰り広げられていました。 
また、大会期間中、8 つの会社（Amplitude 

Japan、エルエイシステムズ、キーコム、京都
スピンラボ/フレックス、JEOL RESONANCE、
ブルカー・バイオスピン、ローデ・シュワル

ツ・ジャパン）が会場の一角で企業広告された

ので、休憩時間に最新機器などの情報収集をす

る参加者もおられ、充実した時間を過ごすことが

できたものと思います。最後に、本年会に補助金

を交付してくださった新潟県・新潟市ならびに協

賛にご協力くださったキーコム、東京インスツルメ

ンツ、日本エア・リキードに感謝申し上げます。 
実行委員会： 

生駒 忠昭（新潟大学）委員長 
伊藤 智博（山形大学） 
奥西 巧一（新潟大学） 
菊池 彦光（福井大学） 
西川 雅美（長岡技術科学大） 
古川 貢（新潟大学）副委員長 
三浦 智明（新潟大学）事務局 
松本 謙一郎（放射線医学総合研究所） 
光藤 誠太郎（福井大学） 
脇川 祐介（静岡理工科大学） 

                                                   
1) 優秀発表賞ならびに学生優秀ポスター賞の

詳細は、同号の SEST 会誌に掲載の優秀賞

選考結果と経過報告をご覧下さい。 
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第 11回電子スピンサイエンス学会年会・若手の会報告  

高橋 広奈
TAKAHASHI 	 Hirona

   <東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 

152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1 H89 e-mail:takahashi.h.ba@m.titech.ac.jp> 

 
2015 年度も SEST 年会の開催に合わせ、11

月 2 日に新潟コンベンションセンターにて第 11
回電子スピンサイエンス学会・若手の会総会を

開催いたしましたので報告いたします。 
今回は、京都工芸繊維大学の三宅祐輔先生

にお越しいただき、先生の研究の紹介や若手へ

のメッセージなどをお話しいただきました（図 1）。

参加者は学部生 1 名、修士学生 8 名、博士学生

6 名、その他 3 名の計 18 名でした（図 2）。規模

は小さめとなりましたが、初めて若手の会の会合

に参加された方もおられ、新たな交流をすること

が出来ました。 
 

 
(図 1) 講演中の三宅祐輔先生 

 

 
(図 2) 参加者の皆様 

 
 

SEST 若手の会の特徴は、講演者以外は博

士研究員以下の若手しか参加できないことです。

学会講演とは違い、若手に伝えたいことをざっく

ばらんにお話しいただきました。三宅先生には、

自身の経歴やこれまでの研究内容を詳細にお

話しいただいた上で、ご自身の経験を基にした

アドバイスをいただきました。総会後に行ったア

ンケートでは、「三宅先生のお話が進路を考える

きっかけになった」「経験を基にしたアドバイスに

は説得力もあり面白かった」との意見もあり、参

加者にとっても実りある会になったのではないか

と思います。 
総会後には場所を移して懇親会を行いました

（図 3）。懇親会で若手の会総会の参加者に加

え、先生方にも参加いただきました。新潟の日

本酒を手に、和気藹々と話す様子が見受けられ、

よかったと思います。懇親会に先生方が加わっ

てくださることは、若手の会としても大変うれしく

思っております。 

 

 
(図 3) 総会後の懇親会の様子 

 
末尾になりましたが、ご講演下さいました三宅

先生、懇親会に足を運んで下さいました先生方、

参加者の皆様、そして会場設営でお世話になっ

た方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げ

ます。 
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研究集会開催のお知らせ

第 55 回電子スピンサイエンス学会年会のお知らせ 

佐藤 和信
 SATO    Kazunobu

<大阪市立大学・院理 〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 E-mail: sato@sci.osaka-cu.ac.jp> 

第 55 回 電 子 スピンサイエンス学 会 年 会

（SEST2016）についてご案内申し上げます。

SEST2016 は、2016 年 11 月 10～12 日の会期（3
日間）で、大阪市立大学杉本キャンパスにて開

催いたします。例年通り、一般講演とミニシンポ

ジウム（2 件）、海外からの招待講演を交えて行う

予定です。

大阪での開催は、SEST の前身の一つである

第 40 回 ESR 討論会（2001 年）に遡ります。翌年

には、ESR 討論会と in vivo ESR 研究会の連合

討論会が開催され、電子スピンサイエンス学会

の設立に向けて動き出しました。電子スピンサイ

エンス学会としては初めての大阪開催となります。

また、学会が一般社団法人へ移行し、一般社団

法人 SEST として開催する最初の記念すべき年

会でもあります。皆様には、ぜひとも盛大な大阪

大会となりますようにご参加、ご支援を賜りますよ

うにお願い申し上げます。

✧ ✧ ✧
主催：電子スピンサイエンス学会

共催・協賛（予定）：

日本化学会、日本分析学会、日本薬学会、

日本物理学会、日本酸化ストレス学会

会期：2016 年 11 月 10 日（木）～12 日(土) 
会場：大阪市立大学 杉本キャンパス

JR 阪和線「杉本町(大阪市立大学前)駅」

下車、東口すぐ

地下鉄御堂筋線「あびこ駅」下車、

4 号出口より南西へ徒歩約 15 分 
討論主題：物質科学・化学反応・ライフサイエン

ス・環境問題等に関わる電子スピンサイエ

ンス研究とその技法の広範な応用および

新しい検出方法・理論の展開

発表形式：口頭発表及びポスター発表（ポスタ

ー発表賞の授与を予定）

発表申込締切：2016 年 8 月 27 日(土) 
事前登録締切：2016 年 8 月 27 日(土) 

要旨原稿締切：2016 年 10 月 1 日(土) 
参加費等（事前登録）：

登録費： 5,000 円（一般）、3,000 円（学生） 
懇親会費：5,000 円（一般）、3,000 円（学生） 
懇親会は、バトゥール大阪（バリタワー大阪天

王寺）で行います。 
振込先：ゆうちょ銀行 四三八支店（普通預金口

座）、口座名：一般社団法人電子スピンサイ

エンス学会、口座番号：8280924
実行委員会：

佐藤和信（大阪市大、委員長）、塩見大輔

（大阪市大、副委員長）、秋元郁子（和歌山

大）、荒田敏昭（大阪大）、岩橋秀夫（和歌山

県医大）、鐘本勝一（大阪市大）、手木芳男

（大阪市大）、細越裕子（大阪府大）、安井裕

之（京都薬大）、山中千博（大阪大）、中澤重

顕（大阪市大）、豊田和男（大阪市大）、杉崎

研司（大阪市大）

連絡先：〒558-8585 
大阪市住吉区杉本 3-3-138 
大阪市立大学大学院理学研究科

分子物理化学研究室内 SEST2016 事務局 
E-mail：sest2016@sci.osaka-cu.ac.jp

最新情報は、下記ウェブページをご覧ください。

http://sci.osaka-cu.ac.jp/~sest2016/ 
宿泊は、大阪天王寺エリアが便利です。

大阪市大・学術情報総合センター
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研究集会開催のお知らせ 

第 55回電子スピンサイエンス学会年会における優秀賞募

集のお知らせ 

生駒
I K O M A

 忠昭
Ta d a a k i

  <新潟大学大学院 自然科学研究科 950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050 

e-mail:sest@chem.sc.niigata-u.ac.jp> 
 
第 55 回電子スピンサイエンス学会年会

（SEST2016，2016年 11月 10日(木)〜12日(土)，
大阪市立大学杉本キャンパス）では、①大学

院生・若手研究者を対象とした優秀発表賞講

演と②学部生・大学院生を対象にした優秀ポ

スター賞を募集します。応募資格については、

電子スピンサイエンス学会授賞規程（優秀ポスタ

ー賞新設に関して一部改定予定）に従います。

応募を希望される方は、年会発表申込時にそ

の旨をお伝えください。応募資格ならびに応

募方法の詳細は、SEST2016 のホームページ
（http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~sest2016/ ）をご
参照下さい。応募資格者の積極的な申込を多

数期待しております。なお、過去の受賞者は

電子スピンサイエンス学会のホームページ

（http://www.sest.gr.jp/）に掲載されておりま
す。 
 
討論主題：物質科学・化学反応・ライフサイ

エンス・環境問題等に関わる電子ス

ピンサイエンス研究とその技術の

広範な応用および新しい検出方

法・理論の展開 
発表形式：①優秀発表賞は口頭発表 

②優秀ポスター賞はポスター発表 
発表申込締切：2016年 8月 27日（土） 
発表原稿締切：2016年 10月 1日（土） 
連絡窓口： 
〒558-8585大阪市住吉区杉本 3－3－128 
大阪市立大学大学院理学研究科佐藤研究室内 

SEST2016事務局 

E-mail：sest2016@sci.osaka-cu.ac.jp 
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研究集会開催のお知らせ 

第 12 回 ESR 入門セミナー 

生駒 E

I K O M A

A A E忠昭 E

Ta d a a k i

A <新潟大学大学院 自然科学研究科 950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050 

e-mail:sest@chem.sc.niigata-u.ac.jp>

電子スピンサイエンス学会の主催行事とし

て 、 第 12 回 ESR 入 門 セ ミ ナ ー

(http://chem.sc.niigata-u.ac.jp/~ikoma/ESRsemin
ar/2016.html)を開催します。学部学生、大学院

生あるいは企業の方で、これから ESR を学

ぼうとする方、おさらいをしたい方、ESR を
使った新規の研究を始めたい方など、多数の

ご参加をお待ちしております。

主   催：電子スピンサイエンス学会

協 賛：日本化学会，日本分析化学会，日

本薬学会，日本物理学会，日本酸

化ストレス学会（予定）

日 程：2016 年 5 月 20 日（金）13 時から

22 日（日）12 時まで 
会   場：八王子セミナーハウス（東京都八

王子市下柚木 1987-1，電話：

042-676-8511，https://iush.jp/）
対 象 者：学部学生、大学院生、及び、企業

の研究者・技術者（分野を問わず） 
定  員：50 名 
講義内容：ESR の原理、測定装置、スペクト

ル解析法、電子スピンサイエンス

のフロンティアについて、講義し

ます。テキストは各講師が作成し

た資料を用います。講師と時間割

などの詳細については、ESR 入門

セミナーホームページならびに

SEST 通信でお知らせいたします。 
締め切り：2016 年 4 月 18 日（月）17:00 

定員になり次第締め切ります。

参 加 費：会員 20,000 円，非会員 35,000 円

（二泊宿泊費、5 回分の食費、テキ

スト料を含む。会費は当日徴収し

ます。日帰り等の場合は、ご相談

ください。）電子スピンサイエンス

学会への入会申し込みは、電子ス

ピンサイエンス学会のホームペー

ジ（http://www.sest.gr.jp/）をご覧く

ださい。

宿泊情報：原則として相部屋になります。特

別な事情がある場合はご相談くだ

さい。なお、宿泊部屋にはタオル

（大，小）とシャンプーは備えて

あります。ドライヤー、歯ブラシ、

寝衣はご持参ください。

申し込み： 1) 氏名（フリガナも記載するこ

と）

2) 所属（学生，院生は研究室と

学年も記載すること）

3) 連絡先（電話・FAX・E-mail） 
4) 性別

5) 会員・非会員の別

を 明 記 し た メ ー ル を 、

sest@chem.sc.niigata-u.ac.jp へ送っ

てください。なお、学生・院生の

方は、できるだけ研究室毎に取り

まとめて申し込んで下さい。また、

日帰り参加を希望される場合は、

その旨を書き加えてください。

問い合せ：

〒950-2181 
新潟県新潟市西区五十嵐 2 の町 8050 
新潟大学 理学部 化学科

生駒忠昭

Tel&Fax: 0564-55-7367 
E-mail:sest@chem.sc.niigata-u.ac.jp
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 研究集会開催のお知らせ 

第 14回 ESR夏の学校開催のお知らせ  

高橋 広奈
TAKAHASHI 	 Hirona

   <東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 

152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1 H89 e-mail:takahashi.h.ba@m.titech.ac.jp> 

 
毎年開校しております ESR 夏の学校ですが、

第 14 回を迎えます本年は、8 月上旬に福岡にて

行います。その概要が決まりましたので、お報せ

致します。皆様のご参加を心よりお待ちしており

ます。申し込み方法・締め切り等の詳細につきま

しては、随時若手の会 Web ページに掲載します

ので、ご確認ください。 
SEST 若手の会：http://sestwakate.jimdo.com/ 

 
ESR 夏の学校は、SEST 本会のご指導の下、

若手の会が運営しております。本年度は神戸大

学の太田仁先生に校長先生となって頂き、若手

の会が中心となって準備を進めております。若

手の会と致しましては、「夏の学校は ESR に関

する勉強をじっくりと行う場」であるとの考えを持

っております。講師の先生方には学会のような

講演ではなく、基礎から応用までを学ぶことので

きる講義をして頂いております。一度の夏の学

校で多数のテーマを扱うのは難しくなっておりま

すので、近年の内容を鑑みながら、毎年 2〜3 の

テーマを取り扱っております。ご希望を承ることも

可能ですので、希望するテーマがございました

ら随時若手の会の代表までご連絡ください。 
 
夏の学校では、議論を通してしっかり勉強す

ることと同時に、参加者同士で交流を持ち、たく

さんの仲間をつくることも目的の一つです。例年、

参加者が自身の研究について紹介する場を設

けております。また、先生方と参加者が自由に

交流する時間も設ける予定です。 
 
スピン科学に関してじっくりと、かつ幅広く勉

強したい方、ESR を用いた最新の研究の基礎を

理解したい方、実践に役立つ講義を受けたい方

など、多数のご参加をお待ちしております。 
 

講義の難易度は、修士 2 年生程度を対象に

設定しておりますので、ご承知おきください。初

心 者 の 方 は 、 「 ESR 入 門 セ ミ ナ ー

（http://www.sest.gr.jp/）」をご活用ください。 
 

【第 14 回 ESR 夏の学校の概要】  
●主 催：電子スピンサイエンス学会（SEST） 
●事務局：SEST 若手の会 
●日 程：2016 年 8 月 5 日（金）13 時 

〜8 月 7 日（日）12 時 
●場 所：ホテルポートヒルズ福岡 
  福岡県福岡市中央区西公園 14－24 
	  http://www.porthills-fukuoka.net/ 
●対象者：大学院生・ポストドクター 
      （学部学生の方も相談に応じます） 
●講演内容： 
 ・太田仁先生 
（神戸大学分子フォトサイエンス研究センター） 
 「電子スピン共鳴（ESR）序論  

Introductory to ESR Spectroscopy」 
・古川貢先生 
（新潟大学研究推進機構機器分析センター） 
 「ESR で観る機能性物質の機能」 
・岡崎祥子先生 
（崇城大学薬学部分析化学研究室） 
 「電子スピン共鳴法による 
           生体内酸化ストレスの測定」 

●定 員：30 名 
●参加費：学生 ¥18.000-(予定) 

ポスドク・一般 ¥28.000-(予定) 
       (変更の可能性がございます) 
●申込み・問い合わせ先： 
高橋広奈（東京工業大学理工学研究科） 
E-mail：takahashi.h.ba@m.titech.ac.jp 
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 研究集会開催のお知らせ 

第 20回 ESR フォーラム研究会のお知らせ 

小堀
KOBORI

 康
Yasu

博
hi ro

  <神戸大学大学院理学研究科 657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 

e-mail:ykobori@kitty.kobe-u.ac.jp> 
 
電子スピンサイエンス学会の共催行事としまし

て第 20回 ESRフォーラム研究会を開催します。 
 
ESR フォーラム研究会は、ESR に興味のある

方ならどなたでもご参加頂ける研究会として、年

に一度開催されてきました。今回は 20回目の開
催となりますが、例年どおりに、研究者、学生、

企業の方などで立場の分け隔てのない自由な

議論を深める機会としたいと思っております。ア

イデア段階、未完成の段階の研究発表を含め

多くの皆さまのご発表およびご参加、並びに研

究発表を歓迎致します。 
4，5 件の特別講演と数件の口頭発表および

ポスター発表を行う予定です。光化学、生物科

学や材料科学を含む幅広い分野および身近な

科学分野の発表も考えています。 
過去の開催では、ESR を測定し始めたばかり 

の学生や研究者の発表も歓迎されており、また 
多数の高校生の参加、発表も行われています。 
これまでのような広い視点、自由な雰囲気での

研究会を行いたいと思います。 
以下、開催要領です。 
 

1. 主 催 : アナリティカル ESR 研究会 
2. 共催: 電子スピンサイエンス学会(申請中)、 
他各種学術団体の協賛を申請予定 
3. 日程:2016年 7月 16日土曜日 10時から 18
時(予定) 
4. 会 場 : 神戸大学 六甲台第 2 キャンパス 
瀧川記念学術交流会館 
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokk
odai-dai2.html 
5. 交 通 : JR「六甲道」駅または、阪急「六
甲」駅から、神戸市バス36系統鶴甲団地行、
鶴甲2丁目止まり行き乗車「神大文理農学部
前」下車 

http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/from
-far.html (大学 HP の案内)をご参照ください。 
6. 第 20 回 ESR フォーラム研究会の URL: 
http://www2.kobe-u.ac.jp/~ykobori/ESRforum/i
ndex.html （現在構築中） 
7. 主 題 : ESR の基礎・応用研究で初歩的なも
のあるいは未完成なものなどあらゆるジャンル、

レベルの討論・研究をご提案ください。 
8. 発表形式:口頭発表またはポスター発表 
9. 参加費:一般 2,000 円、学生 無料 研究会
の後、懇親会を予定しております。 (実費程度
を徴収予定) 
10. 参加申し込み:氏名・所属・連絡先(〒、住 
所、電話番号、E-mail アドレス)・一般と学生の
区別・懇親会参加の有無を記載の上、 題名を
「ESR フォーラム参加登録_氏名」 として、事務
局宛に E-mail をお送りください。 
11. 講演申し込み:一般講演については、講演
題目・所属・発表者全員の氏名(講演者に○を
つける)を明記した要旨を PDF ファイルで準備
し、6 月 24 日(金)までに E-mail にて事務局
宛お送りください。要旨(一般講演A4版 2枚、ポ
スター発表 A4 版 1 枚)、 項目 6 の HP よりフ
ォーマットをダウンロードしてください。 
12. 事務局:〒657-8501 神戸市灘区六甲台町
1−1 神戸大学  大学院理学研究科化学専攻 
小堀康博 
E-mail: ykobori@kitty.kobe-u.ac.jp 
皆様の参加をお待ちしております。 
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会員状況 

SEST 会員異動 

山田
YAMADA

 健一
Ken-ichi

 （総務担当） <九州大学大学院薬学研究院 812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1

e-mail:sest@phar.kyushu-u.ac.jp>

 本会では、毎年 3月～8月と 9月～2月の会員
異動情報をそれぞれ Spring および Autumn 
Issue に掲載する予定です。 

【新入会員】 
 2015年 7月 31日～2016年 1月 14日に理事
会承認された新入会と種別変更会員を記しま

す。 

正会員（仮入会者を含む注） 
会員名 所  属 

田平 知子 九州大学先端融合医療レドッ

クスナビ研究拠点

松尾 政之 岐阜大学医学部

西原 優子 日本合成化学工業㈱

根来 誠 大阪大学基礎工学部

柴田 貴行 株式会社デンソー

堀谷 正樹 Department of Chemistry

Northwestern University

準会員（仮入会者を含む注） 

なし 

学生会員（仮入会者を含む注） 

会員名 所  属 

小森 剛 福井大学大学院工学科 

福田 國統 群馬大学大学院理工学府 

桑原 慶子 京都工芸繊維大学工芸科学部 

山下 智之 京都工芸繊維大学工芸科学部 

宮路 希生 新潟大学自然科学研究科  

安藤 沙耶伽 愛知工業大学工学研究科  

曽我 康太 京都大学大学院工学研究科 

久保田 晴江 京都大学大学院工学研究科  

ANTILL 

LEWIS 

MARTYN 

東京大学大学院総合文化研究

科  

山口 貴久 京都大学人間環境学研究科  

山崎 順也 東京大学生産技術研究室 

梅垣 知弘 遠赤外領域開発研究センター 

名誉会員 

会員名 所  属 
手老 省三 東北大学多元物質科学研究所 

小澤 俊彦 昭和薬科大学酸化ストレス研

究室 

桑原 幹典 北海道大学大学院獣医学研究

科 

【会員数現況】 
以下は 2016年 1月 30日現在の会員数です。 

種 別 人 数 2015 年 7 月 8 日
からの増減 

正会員 224 +2
準会員 11 -4
学生会員 110 -3
名誉会員 24 +2

個人会員合計 369 -3

賛助会員 4 0 

注  初年度の会費未納の入会承認者は【仮入

会】となります。 

 年度の上半期は新規入会数が多く、会員数が

増える傾向にあります。下半期は、年末に向け

て学生会員の卒業状況を調査し、必要に応じて

退会の手続きを進める予定です。 
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2016 年 3 月 15 日現在の本学会賛助会員は以下の通りです。 

社名を掲載させていただくとともに、本学会の事業に対する

ご賛助に厚く御礼申し上げます。

キーコム株式会社

株式会社 JEOL RESONANCE 

株式会社住化分析センター 

ブルカー・バイオスピン株式会社 

（50 音順） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detection sensitivity (standard) 1µM TEMPOL water Solution : S/N≥10, Flat cell use 

Microwave frequency (standard) 9.5 GHz  

Microwave strength (standard) 4mW, 20 mW 

Magnetic field strength (standard)  340 mT  

Magnetic field sweep width (standard)  4mT, 8mT, 16mT 

PC control  For Windows PC, It records the data in CSV format 

Device (with power supply) size  28(W)ｘ36(D)ｘ23(H)cm, weight - about 20kg 

Power supply (standard) AC 100 V (option 240V), 100 W  

It is very compact desktop type ESR measurement system, and it is easy to use 

on the site, as required. 

It has higher sensitivity than standard type X-band ESR measurement system.  

It is a small model of about 20kg in weight by using the rare earths magnet. 

You can install the automatic liquid transportation unit by an optional 

requirement.  

It can perform the mixture measurement of the water-solution sample and 

analyze by PC control. 

It can be used for the process monitoring, for ESR sensor, and for remote control 

unit, etc. 

* Single purpose specification - It is designed to settle the magnetic field and the 

frequency according to the purpose. 

    
Specifications 

〒170-0005  東京都豊島区南大塚３-４０-２ 

Tel: 03-5950-3101  FAX: 03-5950-3380 
http//www.keycom.co.jp  E-mail:info@keycom.co.jp キーコム株式会社 

Model No. ESR30

Transportable ESR(EPR) measurement system 

 







 
 

 

編集後記 

編集後記 
 

お陰さまで無事、皆様の元へ電子スピンサイエ

ンス学会誌 Vol. 14 (Spring)通号 26 をお届けする

ことができました。まずは始めに、年末から年度末

に向けて大変お忙しい中、ご執筆頂いた皆様方

に心より感謝いたします。また丸本編集委員長は

じめ、編集委員の先生方には大変なご助力を賜り

まして、大変ありがたく存じます。前 25 号より編集

委員を拝命し、いきなり本号より編集担当を任せ

て頂ける事になりました北海道大学大学院獣医

学研究科の安井博宣と申します。至らぬ点、多々

あるかと思いますが、粉骨砕身努めてまいります

ので、何とぞ一層のご支援とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 
編集担当として、編集後記を書かせて頂くわけ

ですが、なにぶんこのようなクリエイティブな仕事

は研究者の末端にも関わらず、筆下手で創造力

に欠如した自分には非常に難題でありました。前

号まで担当の藤井裕先生は北陸新幹線の事を書

かれていらっしゃいましたが、北海道新幹線が札

幌まで延伸するのは平成 42 年で、さすがに予想

される観光客増加数とか経済効果といった JR 北

海道の宣伝してもなぁと頭を抱えていました。 
そんな中、救いの手が差し伸べられまして、そ

れは日本中が沸いた 2015 年のノーベル賞受賞

者の発表でした。日本人からは 2014 年に引き続

きノーベル物理学賞を梶田隆章氏が受賞され、

ニュートリノに質量があることを発見された功績が

その理由となっています。おそらくSEST会員の中

にはこういった素粒子の研究に携わっておられる

先生方も少なくなく、非常にエキサイティングなニ

ュースとなったのではないでしょうか。誰しも質量

は存在しないと考えてきた通説に異を唱えて科学

的に証明するという研究者としてのチャレンジ精

神には兎にも角にも頭が下がります。まだまだ 50
歳代半ばとお若く、これからも相当数の大発見を

されるものと期待されます。また梶田氏と一緒にこ

の研究に尽くされましたが、逝去により残念ながら

受賞はならなかった故戸塚洋二氏にも心より敬意

を表します。 

加えて、生理学・医学賞では北里大学の大村

智氏が寄生虫やマラリアに関する研究における貢

献を理由に受賞されました。あえて北里大学とつ

けさせていただいたのは、日本の細菌学の父であ

る北里柴三郎によって創立された世界に名を知ら

れた北里研究所を支え、財政危機からも救った日

本の伝染病学界の恩人でもあります。また(書面

上は)獣医師である自分にとっても、大村氏による

抗寄生虫薬イベルメクチンの発見はとんでもなく

大きな功績です。皆様の中にも犬を飼っていらっ

しゃる方が多いかと思いますが、愛犬のフィラリア

症予防に利用された経験もあるのではないでしょ

うか。本薬剤が使用されるようになり、犬の平均寿

命が 5~6年から 12~13年と約二倍に伸びたとの統

計もあります。またタンパク質のリン酸化酵素の阻

害薬であるスタウロスポリンの発見者でもあること

を知り、改めて生命科学の進歩に多大な貢献をさ

れたノーベル賞に相応しい方だと思います。 
さらに日本人ではないですが、ノーベル化学賞

でアメリカやスウェーデンの三名の研究者が、

DNA 修復メカニズムの解明に関して受賞されまし

た。個人的な研究の専門は(異論あるかもしれま

せんが)放射線生物学であり、放射線の生物作用

を考える上で DNA への損傷とその修復は非常に

重要なテーマであります。今回対象となった DNA
修復機構は、ヌクレオチド除去修復(Aziz Sancar
博士)、塩基除去修復(Tomas Lindahl博士)ならび

にミスマッチ修復(Paul Modrich 博士)であり、それ

ぞれ損傷のレベルや質に応じて、複雑かつ緻密

に制御されたメカニズムにより修復する機構です。

生物学において特に重要な領域での発見にも関

わらず、酵素レベルで明らかにしたという観点から

の化学賞該当となったことは、分野を超えて効果

が波及する科学の面白さを改めて教えてくれたも

のと思います。SEST はまさにそのような異分野の

出会いと融合の場かと思いますので、今後ともどう

ぞお付き合い頂けたら幸いです。 
 

SEST 誌編集委員 安井博宣 
（北海道大学） 

yassan@vetmed.hokudai.ac.jp 

86



 
 

 

 
 

 

電子スピンサイエンス 第１４巻 春号（通号２６） 

 
発行年月日 平成２８年４月１日 
 
印刷年月日 平成２８年４月１日 
 
発行  電子スピンサイエンス学会 
 
編集  電子スピンサイエンス学会編集委員会 



神戸大学  分子フォトサイエンス研究センター内

太田　仁

〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1

http://www.sest.gr.jp/

e-mail: sest@harbor.kobe-u.ac.jp

　　　　　

 電子スピンサイエンス学会　事務局


	1.sest26_hyoshi_松岡先生依頼
	SEST_no26_ver4
	4.巻頭言H28-春_中村ー丸本校正２
	5.2016SESTArticleOhta21center_160226fin
	6.Jushokouen_Murai_proofreading_final
	7.Topics_furuya_160222Fujii
	8.HidetoMatsuoka_2015_rev_matsuoka_謝辞変更_rev
	9.安井_Topics_謝辞変更ver2
	正常組織においては細胞増殖と血管新生誘導が規律を保ち制御されているのに対し、異常な増殖状態にある腫瘍組織においては血管新生が追随できず、低栄養および低酸素に陥っている状態が存在する。慢性的に低酸素に陥った腫瘍内では、転写因子Hypoxia-inducible factor (HIF)の活性化を介し、(I)好気的解糖の亢進、(II)アポトーシス抵抗性の増強、(III)血管新生や浸潤・転移に関連するシグナル経路の亢進、(IV)ストレス応答タンパク質の発現上昇による化学療法抵抗性の獲得などが複合的に起こ...
	/ 電子スピン共鳴法(ESR)は、核磁気共鳴法(NMR)と似た原理を持つ分光法であり、核スピンの代わりに遷移金属錯体やフリーラジカルの不対電子のスピンを検出する。核磁気共鳴イメージング(MRI)が生体に十分量存在する水分子のプロトンを利用して空間分解能の高い解剖像を画像化できるのに対し、ESRでは内因性常磁性体が不足していることから解剖学的形態イメージングを行うには実用的ではない。しかし、近年、図1に示すような毒性的にも薬理学的にも生体投与に適した常磁性トレーサーが手に入るようになり、十分な精度...
	こういった常磁性体は単にそれ自身の生体内分布に基づく造影剤としての役割を果たすだけでなく、存在場所において分子状酸素との相互作用によって敏感にそのスペクトルの半値幅を変化させる。この変化率が周囲の酸素濃度と比例関係にあるため、こういった酸素感受性プローブを用いたEPRは酸素濃度を絶対定量できるという利点を持つ（図2）。通常のESR分析では、均一な外部磁場のもとでマイクロ波を照射し共鳴スペクトルを得るが、これには位置情報が含まれない。空間情報を付加するために2次元または3次元の方向に磁場勾配を与えて...
	/
	前述したようにESRだけでは生体の解剖学的情報を得ることが出来ない。この欠点を補うために、ESR画像にMRI画像を付加する方法を開発されてきている。不対電子の共鳴周波数はプロトンのそれに比べ約660倍大きいため、例として300 MHz周波数帯で測定するのに必要な磁場強度はMRIでは7 Tであるのに対し、ESRでは10 mTである。我々は 300 MHzでESRとMRI共に動作する共振器を開発し、ESRで常磁性トレーサーTriaryl methyl radical (TAM;図1)のマッピングを行い...
	/MRIが示す解剖像と位置が完全に一致した連続的な画像が得られていることが分かる。さらに一つの3D画像を得るのにかかる時間を短縮することで今まで不可能であった腫瘍内の変動する酸素分圧の非侵襲的イメージングを確立することに成功し、これにより間欠的低酸素領域の可視化と定量化が可能となった12-14。我々の別の研究によって、間欠的低酸素に曝露されたがん細胞は通常酸素条件や持続的低酸素条件で培養されたがん細胞に比べ、放射線感受性が減弱していることを明らかにしている（未公表データ）。従って、慢性低酸素だけ...

	10.本分_謝辞変更
	11.研究紹介_原稿_日立製作所・安藤貴洋_rev
	12.Kenkyushoukai_Yamamoto_rev5
	13.SEST会誌研究紹介＿樋下万純_v2_rev
	14.SEST_Kenkyushoukai201602_DYoshizawa_0226
	15.sest_会誌_研究紹介（宗野）_rev2_謝辞変更
	16.Murali_謝辞変更
	18_Rensai_HGF2_2_final
	19.鎌田先生を偲んで（尾形） final
	20.SEST26_ProfOzawa_final
	21.Sanjokaiinyori_Temp （３）ー丸本校正
	22.No26_JEOL-RESONANCE賛助会員原稿ー校正後修正
	23.賛助ブルカー0222
	24.法人化報告R2_2-24-2016校正済02
	25.SEST26号_執行部よりFinal
	26.学会賞奨励賞授賞(H27)_中村-校正校_アドレス変更
	27.SEST会誌_優秀賞選考経過報告ver.1-AT_筆者校正
	28.学会賞奨励賞募集(H28)_生駒.2016.1.24
	29.SEST会誌_SEST2015開催報告ver.1-AT_筆者校正
	30.若手の会報告_SEST会誌_高橋final
	31.SEST2016_お知らせ20160208_rev2
	32.優秀賞募集案内（SEST2016）_生駒.2016.1.26
	33.第12回ESR入門セミナー開催案内_生駒.2016.124
	34.第14回ESR夏の学校開催のお知らせfinal
	35.ESRフォーラムyk_Final
	36.SEST26号_入退会-丸本校正
	SEST_no26_ver4
	37.広告keycomA4
	38.広告JEOL
	39.広告bruker(修正)
	40.編集後記2016Spring
	SEST_no26_ver4
	41.sest26_ura_v1



