ゲノム改変・極端非平衡材料創製のための準相対論的
巨大クラスター照射センターの調査研究
towards Irradiation Center of Giant Cluster Ions

第4の量子ビームである準相対論的クラスターイオンに対する物質と水が持つ電子阻止能の圧倒的大きさから予測され
る（１）極端な局所非平衡状態を経由して得られる未知の安定物質相に求める新機能性材料研究と、（２）生
体細胞中に生じるマイクロ衝撃波によるDNAの広域切断によって期待される多様な変位出現を利用した突然変異育
種事業を可能にする「準相対論的クラスターイオン照射センター」実現のための準備研究を推進する。

概要
Outline Possibility to realize an irradiation center of giant cluster ions for novel applications in
bioscience and material science is studied, where the recently developed high flux Si-cluster
production technology, break-through accelerator technology, existing seeds of heavy ion
application, and the existing accelerator infrastructure are integrated.
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巨大クラスターイオンの加速
Acceleration of Giant Cluster Ions in Circular Rings at KEK

既存KEKデジタル加速器を用いた誘導加速
0.2 MeV/u

誘導加速マイクロトロン（設計ほぼ完成）
を用いた加速 1.0 MeV/u

R&D on High Charge State
Cluster Ion Source at TIT
Single励磁コイルを用いた逆磁場簾
を持った偏向電磁石（プロトタイプ）
を製作 15000
10000
B (gauss)

超高真空の要請より全てのoutgas源を
排除・真空改良工事中
クラスターイオン源の開発を東工大・
フランスIPN-Orsayと共同で実施中
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イオントラック形成

金属ナノ粒子の
物質中整形

1 MeV/核子
LET > 4.8x104 keV/mm

生成する2次電子が局所的に高密度
で生成コア領域での水加熱に拠って
発生するマイクロ衝撃波による圧力差
に起因するDNA巨大分子の解離
細胞死とドーズの関係

染色体の構造変化の割合

構造変化による
新規ゲノム創成

結晶 → 非晶質化、他結晶相への転移
非晶質材料 → 他非晶質への転移

急冷
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400 Gy、18.3 MeV/核子
LET=100 keV/mm

生成する2次電子が高密度生成
コア領域とのオーバーラップ
DNA巨大分子の解離

固体中（半導体基盤物質、金）に
極限非平衡状態の創出

マイクロ衝撃波
10 nm
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新機能性材料創製： 固体物質へのイオン照射効果 → イオントラック形成

損傷DNAの修復に
失敗して死滅した細胞
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巨大クラスターイオンの応用と展開
Genome Modification/Production of Novel Materials
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空間電荷効果
計算で許容される
最大電流
（~200 mA）と評価

（１）次期大型予算獲得を目指し、国内フォーラムの立ち上げ
かけはし：TIA連携プログラム探索推進事業シンポジウム
準相対論的巨大クラスターイオンビームが拓く世界：
ゲノム改変・極端非平衡材料創製に向けて
時： 9月11－12日（2日間）
場所： つくば国際会議場 ３階 小会議室３０３
主催： 準相対論的巨大クラスターイオンシンポジウム
実行委員会
（２）誘導加速シンクロトロンをベースにした次世代ハドロン
セラピー（ESCORT）等の可能性を世界的連携と対比の中
で議論する国際シンポジウムの開催
International Symposium
on the Next Generation of
Hadron Therapy and
Its Drivers
in Tsukuba, Japan,
on 13–15 March, 2018

