
昭和49年 10月発行

:fj)C畠古語宗1t:
RADIATION CHEM ISTRY 

Vol.9 
No 
1974 18 

日 本放射線化学 会 JAPANESE SOCIETY OF HADIATION CHEMISTRY 



所

近

我が国の放射線化学の研究もいつしか20年に近い歴史

を持つに到った.個人的な話で恐縮であるが昭和30年の

末頃につくられた放射線高分子懇談会で当時の先覚の方

々から放射線の基礎知識や海外における放射線化学の状

況などについて聞かせて頂いたり，新しい放射線化学の

スタートラインでもいえる1952年の英国のリーズ大学で

のFaradaySocietyの放射線化学のGenerallDiscussion 

と前後してせきを切ったという表現が全くふさわしかっ

た海外での論文に目を輝かせる一方その理解に苦しんだ

のもつい昨日のような感がする.以来我が国に於いても

すぐれた指導者と多くの研究者の絶えない努力により外

国に劣らない高い水準に達しているととは申すまでもな

い.乙のように放射線化学研究の基盤の十分に整ったと

きに多 くの要望にとたえて設立された私共の学会も数え

年ならば10歳に達した.乙の間学会誌や毎年聞かれる放

射線化学討論会などを通じて全国に散在する研究者やと

の分野に強い関心を持つ関連分野の研究者に討論や共通

の関心を相互に発見しあう場所を提供するこ とにいささ

かなりとも貢献したととは確かであり， 乙の目的達成に

払われた会員の努力を多としなければならない.乙の努

力をさらに実りあるものとするために考えているととの

一端を述べてみたい.

*本会会長;東京都立大学理学部教授

感

藤 正 春*

放射線化学会は申すまでもなくその規模は小さいが，

幸にしてマンモス化していない.規模の小さいととは経

理上めぐまれないととかもしれないが，乙れとて事務局

の努力によって改善せられつつある.マンモス学会の運

営には複雑な機構が必要であり，長年月の聞にはその体

質が硬直化するととは避けられないようである.との点

本学会では乙のようなことは考えられず，機構的にも常

に柔軟な体質であり得る.乙の点は何としてもたとえ会

の規模が将来拡大されるととがあってもその維持に努め

なければならない.また放射線化学をいわゆる「化学ヤ

の化学」というとらえかたをしていない本会の幅の広い

基本的な理念からしても本学会の運営も乙の線に沿うべ

きであろう.以上のことを生かした上での本会の将来に

対する所感としては既に歴代の会長により提案されてい

るように先ず近い処からの関連分野との連繋もその一つ

であり，またそのガ向に軌道は敷かれているが其の他設

立10年目を一つの転機として会員諸兄の英智に期待する

処大である.

研究者の結びつきを使命とし放射線化学の将来への期

待によって設立された本会のその規模に応じた発展的な

御意見を寄せられ白からの道を開拓して行とうではない

か.
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〔解説〕

ホットアトム化学反応と放射線化学反応

一一とくに励起状態について一一

1. はしがき

科学の急速な進歩はいちじるしい分化の傾向をもたら

したが，専門化によって科学者がある特殊な分野のみに

精通した専門家になってしまうのは決して好ましい乙と

ではない.科学に新しい生命を注ぐのは他の分野とのか

かわり合いの中から始まると私は思っている.元来ホッ

トアトム化学の分野で研究していた私がとのような表題

で書くのは，放射線化学反応とホットアトム化学反応と

いう比較的近い領域での共通性を双方の分野の研究者が

たがいに認識し，将来の進歩をうながす上で有益であれ

ばと願ったからにほかならない.

ホットアトム化学は放射線化学よりも若い研究分野

で，放射線化学がすでlζ1910年代に Lindらによって出

発したのに対して，ホットアトム化学は1930年代になっ

て Szilardと Chalmersの発見を通じてはじめて誕生

したのである.乙の聞には20年以上の差があり，放射線

化学においてはスプーノレ模型，水和電子の存在の発見，

パルスラジオリシスの技術の確立，捕捉ラジカノレの検出

等つぎつぎに興味ある発展を見せたのに対して，ホット

アトム化学でも標識化合物の反跳合成，ホット反応と熱

反応の区別の発見，核変換後の多重荷電イオンの発生に

よる静電解裂の現象の発見など重要な発展を遂げ，最近

は化学加速器とのかかわりにおいて興味ある問題提起を

おとなっている.

両者は相互に関連のある領域であるにもかかわらず，

わが国においては比較的独立に研究が進められていたの

が実情である.しかし最近乙の点ではできればもっと歩

み寄った研究も可能ではなかろうかという意見も提起さ

れ，仙台で開かれる今年 (1974年〉の討論会は両者を結

原 賢 -* 

びつける企画が持たれている.

以下にはホットアトム化学反応に共通的な基礎的課題

ーーとくに励起状態の問題などを中心にして書くととに

したい.

2. 気相における反跳原子の反応

まずもっとも単純で典型的なホットアトムの反応であ

る反跳 トリチウムの気相反応について述べる.トリチウ

ムは喧e(n，p)8H反応によって生じるが，生成時には

0.192Mevという大きな運動エネルギーを持っているの

で減速されてからはじめて化学反応にあずかる.乙れに

はつぎのような反応型式がある.

水素引抜反応

T本+RH-ー争HT+R

置換反応 (Xは原子あるいはラジカノレ)

T*+RXー→RT*+X

およびπ結合系への付加
T 

(1) 

(2) 

T*+ > C=Cくー→)C一 一Cく* (3) 

などである.乙のようなトリチウムのホットアトムは希

ガスのように反応には直接関係のない第三の物質によっ

て減速され，ホット反応の収率を減少する.乙れは減速剤

効果 (moderatoreffect)として知られているもので図

11ζ示すようにトリチウムとメタンの反応の場合には水

素置換反応の生成物である CHaTは Arや Neの存在

によって減少し，希ガス 100%の極限では収率 Oにな

ってしまうととが観察される1> とれはホット反応に特

有の現象， トリチウムのホ ットアトムが反応相手である

メタンに衝突する前に希ガス原子と衝突してエネルギー

を失い，エネルギーを失ってしまえばもはやメタンと出

会っても反応を起すには至らないという乙とを意味す

Reactions Induced by Recoil Atoms and by lonizing Radiation一一一Onthe Problem of Excited States--

* Kenji YOSHIHARA東北大学理学部助教授，理学博士

(経 歴)昭和28年東北大学理学部化学教室卒，昭和32年日本原子力研究所勤務，昭和43年より現職
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図 1

る.ホットアトムの運動エネノレギーがこの反応をひき起

すのに重要な因子となっているととが理解されよう.

またトリチウムの水素引抜反応については，引抜かれ

る水素がもとの分子の残基とどれほどの強さで結合して

いるかの程度，すなわち結合解離エネJレギーに依存す

る.表 11とは種々の飽和炭化水素と反跳トリチウムの反

応による HTの収率と結合解離エネJレギーの関係を示

す.結合解離しやすいものほど HT収率相対比が大きい

乙とが読み取れる 2)

トリチウムの反跳原子の反応で重要なもう一つのとと

は圧力依存性を示すいくつかの場合が観察されるととで

ある.たとえば反跳ト リチウムとシクロブタンとの反応

では式(4).......(6)のよ うな過程が起り， トリチウム置換

、された励起状態のシクロブタンから，基底状態の トリチ

ウム化シクロブタンおよびトリチウム化エチレンが生じ

る8)

表 1

80 
hq 

反跳トリチウムと cyclo-CtHsとの反応にお

ける圧力効果

• 02スカベンジャー

o 02スカベンジャー +CH.

. 液相スカベンジセーなし

× スカベンジ守ーなし，短時間照射

5 

図 2

C - C.H7T*一一~CH2= CHT+ C2H. (6) 

乙乙で *印はエネノレギー状態の高い原子または分子であ

る.(5)の安定化過程と(6)の分解過程は競争的にお乙われ

る.すなわち系全体の圧力を増せば衝突頻度が増l:."安

定化過程が優勢になって分解過程は減少し，両者は相補

的な関係にあって，両者の和は圧力にかかわらず一定値

を示す. 図 2~[は C- C.H7T 収率の圧力依存性を示し

た.右上のデーターは液相中におけるものである.図中

急傾斜の線は 5eVの単色励起エネノレギーに対して期待

される圧力依存性曲線である.実験値がとれに合致しな

いのは，乙の過程が単色エネノレギーでなく， 5eV付近を

中間値として幅広いエネルギ一分布を持っているととを

示している.乙の励起されたシクロブタン分子がどのよ

うなエネノレギ一分布を持っているかを精確に知るととは

むずかしいが定性的には第3図に示すような 4つのカテ

ゴリーに分割するととができるものと思われる.すなわ

ち(a)では分子の励起エネノレギーが低く (100kcal/ mole 

以下)， 6cmの圧力ではほとんど分解しない.(b)では励

起分子は約 10-9 秒生きのび，80cmの圧力では安定化す

るが 6cmでは分解する.(c)では分子は 10-11秒生きの

び，液相の衝突頻度では安定化するが，80cmでは安定

- 3 -

飽和炭化水素と反跳トリチウムの反応におけ

るHTの相対収率と結合解離エネルギー

l慌時寸 HT収 率
(k~alïmole) ¥(1結合当り〉

I 104.0:t1 I (1. 00) 
101 :t3 I 1. 21:t0. 03 

99.3:t1 I 1. 54:t0. 03 

98.0:t1 I 1. 84:t0. 05 

95 土3 I 2. 77:t0. 10 

94 :t3 I 3. 21:t0. 08 

93 土3 I 3. 41:t0. 11 

T* + c-C.Hs一一~c-C‘H7T* + H (4) 

C- C.H7T*十 c-C.Hs一一~C-CÆ7T+ c-C.Hs (5) 

素

メタン CH. 

シクロフ。ロノマン CaHo 

ネオペンタ ン C5H12 

エタン C2Ho 

シクロブタン C.Hs 

シクロヘキサン COH12

シクロ ペンタン C5Hl0

水化炭



N(E) 

a 

100 200 kc叫/mole

励起エネルギー

図3 cyclo-C.H7Tの励起エネノレギ一分布(想定)

化しない. (d)では分子は非常に励起されており，液相中

でさえも分解する.

上と同様にして単分子分解の理論 (RRKM理論)を用

いて，種々の置換反応について分子の平均励起エネルギ

ーを求めるととろみがなされている.第2表にはいくつ

かの結果を示した14)表からわかる通り，ホットアトム

の反応の過程でホットな分子ができるが，場合によって

はとの励起エネノレギーは 10eV以上にも達し，“hottest

molecule"というような表現さえ与えられた8) しかし

乙れらの研究によっては平均的エネノレギーが求められる

だけであり ，分布などに関する精密な知識は得られない

のが欠点である.

表 2 種々の反跳置換反応における平均励起エネノレ

ギー

出発物質 | 生成物 l反 応 | エTJUT-
CHaCFa 14CHaCFs 14CH+CFa 4. 33:t0. 09 

11 CH2TCFa T for H 4. 7:t0. 1 

11 CHaCp8F F for F 11. 5:t2. 0 

グ CH218FCFS|F for H 6. 7:t1. 0 

グ C-C.F718F I F for T 

10.5土2.0

グ icm lFMl>9MlMl 
C-CSH6CO I c-CaH5TCO I T for H I 3"-'47) 

3. 放射線化学反応とホットアトムおよび励

起状態

放射線化学反応においてもホット水素原子がある役割

を果している乙とが考えられ州へ との寄与の程度につ

いて追々明らかな知見が得られつつある 11).サーマノレな

水素原子がオレフィンに付加しても， 3 "-'4eV程度励

起されたアjレキJレ・ラジカノレを生じる 1丸山が，乙れはし

ばしばホット・ラジカJレと呼ばれる.

また Platzmanは超励起状態の存在を指摘し14川川l，

乙れが放射線化学反応と深い関連があることが認識され

た23) オレフィン系の放射線分解における水素の生成に

は中性の励起状態を考える必要があり，乙のある部分は

イオン化ポテンシ守 jレ以上にあり，Plazmanの超励起状

態に相当するものと推論された11)• 

励起状態あるいは超励起状態の関与する現象は光化学

と放射線化学においてなおほかにも種 あ々るが，乙乙で

はとくに詳しくふれる余裕はない.

4. 中性ビーム交差法によるホット反応動力

学の研究

前にも述べたようにホッ ト反応の機構は原子核反応に

よる反跳法で追求するにも限度がある.最近はより精確

な知識をもたらす乙とのできる化学加速器を用いてホッ

ト反応の本質を解明しようという行き方が注目さてお

り，相当の成果をあげつつあるので以下に記す.

化学加速器としてどのような装置が用いられるかの詳

細は他の総説17，山もあるのでそちらにゆずるが，と乙で

はまず中性粒子ビームを中性分子ビームに突差した場合

の反応について取上げる.

Leeらはフッ素の原子と種々の中性分子(気相)との

反応について一連の研究をお乙なった.

F+D2一一ーDF+D (7) 

の反応は基本的であり，非常に興味あるものである 19)

乙の反応のエネノレギ一関係は図 41L:示す通りで，1 kcal 

/mole に加速された Fは重水素化フッ化水素をが=4ま

での振動励起状態にまでもち上げ得るととがわかる.と

とろで実際に観測したデータは図 5に示すようなものと

なりが=0からが=4まで分布する.もっとも存在比の

多いものがv'=4の状態である.図中(a)は反応生成物DF

の角度分布であり， (b)はいわゆる Contourmapである.

Contour mapでは衝突点から map上のある点に至る

線分が速度ベクトノレであり，れによって速度および散乱

方向を規定される DFの強度のひとしい点をつないで等

高線図が得られる.4 B はが=4の振動励起状態にある

DHの後方方向の成分をあらわし，Fは前方方向の成分

1~_ _ _I~.i=] ~~ω 
一一-lF+D+n-----T--
F+ D /- '31.70 l=-DF (v可 )+D

24.17 
DF( v' =3)+D 

DF(v'=2)+D 

DF(v'=1)+D 

DF(v'=O)+D 

図4 F+D2→DF+D反応のエネノレギー関係

-4-



(0) I F +02→ OF+O 

へF

、¥1800

02 

図 5 F+Dz→DF+D反応の解析

(a) DFの角度分布，F 前方散乱，B 後

方散乱

(b) contour map (強度の数字は省略)

をあらわす.独特なハン点状の分布で，いく つかの分布

の中心が見られるが，ζれはおのおのの振動励起状態に

対応するものである.乙のように反応生成物の状態につ

いて解析が可能になったのは画期的なものという乙 とが

できょう.

Leeら20)はとのような研究をさらに大きい分子にまで

拡げた.たとえばフッ素とエチレンとのビーム交差によ

って生じる反応は

(8) F + C2D4一一~C2DaF + D

の置換反応および

F+C2D4一 一 争C2Ds+DF_ (9) 

の引抜き反応が観察されるが，(9)の引抜反応によって生

じる DFの振動励起状態は ず=4がもっとも存在比が

大きい乙とがわかった.

またかれらお]はもっと複雑な分子であるブテンに対す

るフッ素の反応をビーム交差法で解析している.もしフ

ッ素が1-ブテンlζ付加すれば

F+CAs一一ー[CH2F.CH-CH2-CHa] 日0)
(1) (2) (3) (4) 

のような中間体ができ，乙れからの分解は(1)あるいは(3)

の C-H 結合解裂または(3)，(4)聞の C-C結合解裂がエ

ネノレギー的に有利である.したがって(10)の反応ではフッ

素の導入によるHあるいはCHaの追い出しを観察すると

とになる.またもしフッ素が 2-ブテンに付加すれば

1.5 

，-... 

f ¥ 
Fロ 1
4 ロl

i' ~ 
牛 L-___ 2 ̂  ~\ 

--- 町玄ミミ~.こEムー一一ーー./"ンィ令/
./" ---て Y- .~

て-::-:.d ↑ 白 目 白

1.0 
III 

骨l

J:t 

30 

，1i.lt f'fII. )(験室 品)

60 " 

図6 F+cis-2ブテ ンの反応生成物の角度分布

• m/e=59 (CaH5F， C4H7F) 

ム m/e=60(CaH5F) 

口m/e=74(C4H7F) 

相

対

処

度

20 

X10'叩 lsec:.

10 

速度 (実験室呆)

15 

図7 F+cis-2ブテ ンの反応生成物の速度分布

F+C4Hs一一ー[CHa-CHF-CH-CHa] (11) 
(1) (2) (3) (4) 

のようになり，乙れから CHaグループが飛ぶかある い

はFと同じ炭素に着いているH原子あるいは(4)位置のH

原子が飛ぶ.乙の研究ではフッ素と1-ブテン，cisおよ

び trans-2-ブテンおよび イソブテンの反応を研究して

いる.第 6図および第7図には代表的な例としてcis-2-

ブテンとフッ素との反応の角度分布および速度分布を示

す.TOF管での分析により質量59(CaH5F， C4H7Fよ

り由来〉のほか， 60 (CSH5Fより由来)および74(CA7 

Fより由来〉も検出される.CHsとHの置換相対比はRR

KM理論と定性的には一致する結果である.しかし生成

物の運動エネノレギ‘一分布は単分子反応の統計理論によっ

て予測されるものとは一致しない.乙のととは少なくと

も遷移状態に近い錯合体構造については内部エネノレギー

のランダム化の仮定が適当でないととを示唆する.分離
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する断片聞のカップリングが十分強くて，並進運動エネ

ノレギーがより大きい断片の回転 ・振動と non-randam

mixingを生じるという乙とがありうる.

またかれら釦は芳香族化合物と フッ素との反応もこの

方法で観察した.

F+C6D6- ーD+ C6D5F (12) 

この反応の角度分布および Contourmapは図 8および

図9に示す通りである.乙れらの実験結果から，乙の反

応のさいに長寿命の中間体が形成されるととが明らかに

なった.単分子分解の統計理論 (RRKM理論)で仮定

されるような内部エネノレギーのランダム化は化学反応に

比してかならずしも速くない乙とが推論された.

かれら231はさらに置換モノオレフィン，環状オレフィ

ンおよびジエンとフッ素との反応で生じる長寿命錯合体

m 
対

~g・

1.0 

度 0.5

C ‘DsF 

C.M 

60・ 70・
散乱角(1:;-，集藍系) e 

図8 F+C6D6→D+C6DsF反応の生成物角度分布

8=0. 

90‘ 

90・

の単分子分解過程を研究し，との場合も上の例と同様に

内部エネJレギーのランダム化が化学反応に比して速くな

いととを観測した.

上のフッ素の反応のほかにトリチウムの反応について

も研究がおとなわれている.

5. 化学加速器によるイオンと中性分子の反

応の研究

上の節で述べた中性粒子同士の反応よりもイオン分子

反応の研究は進んでおり，くわしい知識の集積がある.

ホットアトム化学でも核反応後の原子の電荷状態の化学

的な寄与は最近になって注目されるようになった241し，

また放射線化学反応でもイオンの役割について系によっ

ては積極的な評価がなされなければならないものがあ

り，イ オン分子反応の基本的な知見を持っととは重要な

ととであろう.

Wolfgangら251は化学加速器EVAを建設し，とれによ

って多くのイオン分子反応の生成物の角度分布および速

度分布を測定した.

Ar+D2一→ArD+D (13) 

の反応は中間体を経ない直接過程 (polarizationstrip-

ping) Iとより生成するとと，とれに対してつぎの反応

C2H4++ C2H4一→[C A8+J一→CSH5++CH
しー+C4Hf+H s (14) 

は中間体を通ずる間接過程である乙とが明らかにされ

た.

また Koskiら381は C+(D2，D)CD+反応で，入射エ

ネノレギーを増加してやると間接過程から直接過程への移

100 
180・

200 300 

i't点系迷皮 (m/sec)

C6D6 ー唱F F 

300m/sec 

図9 F+C6D6反応の contourmap 
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行がみられるととを発見した.

HengleinらZ7)は

CHz++Hz一一ーCHa++H 日目
CHz++ Dz -一~CHzD++ D U6) 

|ー→CHDピ+H U71 
』ー~CHD++HD (8) 

の反応をビーム交差法で研究し興味ある結果を得た.入

射エネノレギー O.54eVから 7.54eVまでの contourmap 

を図10(a)........(e)に示す.低エネ Jレギー側では中間錯合体が

叩

(L) Ee"・10.V
(.) Ee"・0.54cl'

a
H
v
-f
 
j
 
均一戸、
ー

日一s
L拍

こ一一一一

/〆
〆

b
tn

、、、

¥c; Ec・2.0.V (d) Ec同 4.53.V

C)I 

(e) Ee-7.54eV 

川

A
r

図10 CHa+イオンの contourmap 

CM : Center of mass 

S : Stripping mechanismの過程
中心点

高い断面積をもって生成する.との中間体からは反応系

および、生成系へ 1 2の割合で壊変する.CHa+イオン

はしばしば回転励起状態で生成し，CHzD+と CDzH+は

低エネノレギーでひとしい比で生成する.しかし CHzD+

はエネノレギーが高くなるにつれて増加し，前方散乱の成

分が増す.乙れは strippingprocess IC当る.5.5eV以

上になると CHzD+は減少しはじめ， CHD++H+Dが優

勢になる. CDzH+はエネ Jレギーが高くなると減少する

が，等方的な分布である乙とに変化はない.CHD+は高

エネノレギーで前方散乱を示す.

また HengleinらZ8)は酸素分子イオンと水素との反応

D 
-1 

-2 

02D2 L._3 

図11 Oz+ + Dz反応のエネノレギ一関係

2.5 

80 

2.5 

(a) Ec=I.O eV (b) 4.14e'-

図12 Oz++Dz反応の生成物 OzD+の contourmap 

を研究した.

0ピ+Dz一一ーOzD++D (19) 

との反応のエネノレギ一関係は図1HC示すようなものであ

る.図12(a)，(b)に示すように低エネノレギーで、は中間体生

成，高エネノレギーになると直接過程によって反応する.

Oz (zJI g)と Dzとの反応は中間体にみちびかれ Oz+

(4JIU)と Dzとの反応は前方散乱される直接過程である

反応はスピンを考慮したつぎの式

Oz++Dz一一ーOzD++D

↑↑↓(2JIg) +↑↓ー→↑↑↓↑+↓

↑↑↑(4JIu) +↑↓ー→↑↑↓↑+↑

によってあらわされ，乙 のようなスピン配列から後者の

場合に D-D の強い反発 (recoilstripping)が期待さ

れるものと考えられている.

乙の反応の同位体効果については MahanG 40)と He-

(19)' 

ngleinらZ8)の研究がある.

Oz++HD一一ーOzD++H (20) 
l 一一~OzH++ D (21) 

仰と白1)の両者の場合につき生成物の前方方向における速

度を測定した結果が図131C示されている.中間体形成と

strippingの割合は両者で乙となるが， との同位体効果

はOz+の二つの状態に対して乙となる衝突モデノレを考え

る乙とによって理解される.
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相

対

強

度

02H+ 

20 22 24 eV 

速度

図13 u2++HD反応において生成する u2H+と

u2D+の同位体効果

Mahanら291は Nピ+HDの反応における同位体効果

を研究し，grazing col1isionの場合にいちじるしく大き

な同位体効果があらわれるととを見出した.

6. タンデム質量分析器によるイオン分子反

応一一一生成物の励起状態

Lindholm G 301はタ ンデム質量分析器によって

A++Bー→A+B++ムE 凶

ムE=(RE)A-(IP)B 

なる型の反応により， B+ ，とムEのエネノレギーを与え励

起する方法を考えた. 乙乙で (RE)AはAの再結合エネ

ノレギー， (IP)BはBのイオン化電位を意味する.かれら

は乙の電荷交換反応をエタノーノレ，メタン，エ タン n

フ。ロノマン nブタン，メタノ ーjレ，メチノレアミン nフ。

ロパノーノレなどに適用し，分子イオンが励起されて分解

する状況をムEの関数として観察した.乙れは電子衝撃

に比して単色のエネノレギーを与える方法としては有効で

あり ，分子イオンの励起状態からの分解を考察する上で

は重要なものと思われる.

われわれも乙の方法を種々のアノレカンおよびシクロア

ノレカンに対して適用してみた32，831 図14の(a)には一例と

してシクロヘキサンの分解曲線を示す.最初親イオンが

生成するが，与えられる励起エネノレギーが高くなると種

々のフラグメント に分解することがわかる.乙の分解の

し方は光電子スペクトノレと対応関係があるかと、うかが問

日

口

ふ

1

4
去

u
r
A

ι
f
ゐ

メ

戸

コ

ド

υ

( a) 

10 12 14 16 18 20 eV 
エネルギー

図14 シクロヘキサンの(a)電荷交換による分解曲線

と(b)光電子スペク トノレ

題であるが，低エネノレギー領域における分子イオン C6

Hlどと断片イオンC4Hどの生成は第14図の(b)lζ示す光電

子のバンド立上りとほぼ対応するこ とが解析された331

乙の傾向はシクロヘキサンの場合はあまり明瞭とはいえ

ないが，ヨウ化メチノレではさらにはっきりしている乙 と

が最近わかった341 分子イオンが電子的励起状態を通じ

て断片化に導かれるという乙との有力な証拠がと乙にあ

るものと考えられる.第14図(a)に示す分解曲線はシクロ

ヘキサン以外の場合も含め，最高被占軌道から電子が飛

んで励起分子イオンができ，断片化がはじま るというい

わゆる広田理論加とはほとんどまったく合致しないお

最高被占軌道のみを考えるだけでは不十分であり，物質

によってより深い軌道の寄与を考える必要のあることが

示唆される.

乙の見地からのさらにくわしい検討は現在進行中であ

るが，分子軌道理論をより精密化したモデノレを組立てれ

ば，比較的小さい分子の断片イ七P:::'まよく合うととがわか

った371 大きな分子の断片化にはさらに種々の因子を考

慮する必要がある. イオンの励起断片化はいわゆる QE

T (擬平衡理論)によって統計的に説明されるというの

が従来の解釈の主流であったが，小さい分子に対しては

QETの適用が困難であるのに対し， われわれの分子軌

道理論では乙の困難を克服するととができる.
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以上ホットアトム化学反応と放射線化学反応の基礎過

程に重要な関連のある中性分子やイオンの励起状態を中

心lとして簡単なスケッチをした.不十分な点は将来の機

会に補足したく，ど教示いただければ幸いである.
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日本学術会議第 10期会員選挙

本会推薦の会員候補者

今秋11月行われる 日本学術会議第10期会員選挙lζ当って，本会では近畿地方区の会員候補者として

京都大学工学部教授(本会元会長) 岡 村 誠 三 氏 (応用化学)

を推薦いた しました.本会々員で有権者の方々の御協力をお願い致します.
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電子 eーと陽電子どの化学作用

1. はじめに

ポジトロン ザ とポジトロニウム Ps(e-ーザ)の化学

に興味をもち，研究をスタートしたのは1966年と記憶し

ている.当時はソ連の Goldanskii教授のグループと，

米国のTao博士の 2グループに過ぎず暗中模索と云った

感じであった.最近は研究者グループも次第に増加し.

International Positron Conferenceも過去 3回開催さ

れ，化学関係の論文も回を重ねる毎lζ増加して来た.

今回本学会から，最近の放射線化学の研究の動向の紹

介の依頼をうけたので，常日頃多少とも考えていた電子

と陽電子の化学作用について，書いてみることにした.

電子 e と陽電子ぜ，水素原子Hとポジトロニウム PS

はお互いに多くの類似の面をもっている.一方，物質中で

の挙動は独立に異なった方法でしらべるととが出来る.

したがって，両者の研究は相補的であり，両者の研究iと

よりお互いに相手の分野の究明に役立つ乙とが考えられ

る.

乙のような観点から，乙とでは主として e とe+の極

性溶媒(液相)中での化学作用lζ着目して述べたいと思

つ.

電子については，最近の研究成果の一部を紹介し，陽

電子については，なるべく ，電子の挙動に対応させて最

近の研究成果や，新しい提案や，個人的な speculation

を合めて述べてみたい.

陽電子関係については，未だ未だ新しい分野で，多く

の確立されていないことがあり，内容的lζ明確さを欠く

面もあるのであらかじめお断りしておきたい.

2. e州 e-aq 溶媒和電子水和電子について

放射線化学の基礎過程について議論する場合，電子と

物質との相互作用は最も基本的且つ重要な事柄である乙

とは今更いうまでもない.入射電子は物質中でそのエネ

ルギーを周辺の分子や原子に与えながら，自分自身はエ

ネノレギーを失い，最終的には，周囲と熱平衡状態にな

る.エネノレギーは分子，原子のイオン化や電子励起によ

Chemical Reactions induced by Electrons and Positrons 

* Yoneho TABATA東京大学工学部教授

田 畑 米 穂、*

って失われ，スパーを形成しながら，熱化していく .

最近の，pico秒 (10-12) のPulseRadiolysisの仕事

によって，熱イ七Iζ至らない電子の化学的挙動が次第に明

かになりつつある.従来のμ秒(10-6) やn秒(10-9)

の実験結果によれば，水やアJレコーノレなどの極性媒体中

(液相)では，パルス直後に既に電子は完全に水和また

は溶媒和されており， e-aq または e-，olから次の反応lζ

移行する段階のみが観測されていた.しかし，高濃度の

電子捕捉剤存在下では完全には溶媒和していない電子が

直接捕捉剤にとらえられる場合が，間接的に認められ，

乙れに対して Hamillは“dry"エレクトロンと名付け 1;

注目を集めた.熱化lζ至らない電子が如何なる化学作用

をもつかの研究は放射線化学の基礎過程の核心に触れる

ものであり，極めて重要である.

20.........350 pico秒の研究によって，溶質濃度の高い極性

溶媒系では，溶質lζ対する電子の付加反応が通常の拡散

プロセスよりは， さらに速い反応なのであるととが示さ

れた2) Hunt らはアルコーノレの系で，1100nm以下の

赤外領域の浅いトラップに捕えられた電子の吸収スペク

トノレを観測している.乙れは，150ps位で周辺の分子の

配向を完成させて，安定な通常の e-.ol ζなる.乙の浅

いトラッ プに捕捉されるのは，2 X 10-11 秒以下の短い

時間である.浅い トラッ プに捕捉された電子は，e川の

前駆体であり ，Huntらは乙の電子に対して，e-dampと

名付けている.乙れは，完全には溶媒和していない電子

と考えられるわけで，fully“solvated"または “wet"エレ

クトロンと全く溶媒和していない“dry"エレク トロンと

の中間状態に対応するものであろうが，実測が可能にな

った乙とは意義深い.

勿論，40Kのstaticな研究，770Kのμ""n秒のPulse

Radiolysis による，ガラス系の研究で，浅いトラッフ。か

ら，深いトラップへの移行は，東村ら8)および Gillis.)

らによって観測されている.

e drv一一-・edamDー- e 50l 1 s- J"s- 1 s 
s- s- s-
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Huntらは溶質Sと電子との反応に対して，上記三つ

のノレートの可能性を提案している.“dry"エレクトロン

の直接付加，e白 mpをとおして20psec以下位での電子付

加反応，最後の場合に対しては，e一.01: Sなる complex

を経てのS一生成反応などについてである.

s-

(H20・+イ) 一一一日ー

Complex 

3. e二。1，e+ aq 溶媒和陽電子，水和陽電子に

ついて

ポジトロ ンの化学は新しい分野であり，その研究クツレ

ープや研究者は非常に少ない.世界中でも，活発に研究

を進めているのは数クツレープに過ぎない.

ポジトロンの化学については，既lと別に詳しく紹介し

ている 5) ので，ととでは，その詳細について述べないが

概略についてのみ述べる.

放射性元素の ザ エミッター(例えば Na22)または加

速器より得られる高エネノレギーポジトロンザを物質中

に入射させると，加速電子 eーと同様に物質中の原子，

分子によって，エネノレギーを失い，次第に slowingdown 

して，やがて，熱化する.乙の間，物質中でイオン化励

起を繰返し，スパーを形成する.乙のようなエネノレギー

を失うプロセスについては加速電子と全く変りない.今

e+ !と着目すると数eV位迄， slow downしたととろから

種々の specificな相互作用をもつようになる.系が希薄

な気体か凝縮相であるかによって様子が異なるが，投入

されたポジト ロンの総数の中約20'"'-30%が系より電子を

つかまえて，電子と陽電子が結合をっくり ，(所謂)ポ

ジトロニウムを形成する.

ぜ+e-ー→Ps(e-ーザ)

乙の場合，e+と eーのスピン配向によって 2つのサプ

レベノレを持つ.すなわち，スピン平行の三重項状態であ

るオノレソーPs(o-Ps)と，スピン反平行のパラーPs(p-Ps)

とが 3:1の割合で生ずる.一方残りのポジトロンは，

物質との相互作用を通して，自由消滅する.との場合，

大部分が 2つのγ (0.511MeV)を反対方向に出して消

滅が起る.Psも最後には O-PSが三光子で， p-PSが二

光子で消滅する.前者は約10-7秒，後者は10-10秒の寿

命をもっ. 多くの場合 o-Ps は周辺の物質と相互作用

し，外部よりの電子と対消滅を起す. とのプロセスを

Pick Offと称している.

e+が，slow downし，やがて消滅する迄に物質と相

互作用する有様は eーが slowdownして相互作用する

それと，多くの類似点をもっている.そして，消滅する

際に放出するγ線を我々は観測するととが出来る.乙の

γ線を種々の方法で観測するととによって，e+の物質内

での挙動を知るととが出来る.との場合，e+の数は極め

て少数であっても十分観測にかかるのである.e+と eー

が物質中(乙乙では H20を考える〉で次第にエネJレギ

ーを失っていく過程を図示すると図1. 2の如くなるで

あろう.

凝縮相でポジトロンが，相互作用によってエネ jレギー

を失い熱化する直前で形成するスパー中には，イ オン化

で生成した電子やカチオン並びに，励起分子，ラジカノレ

などが存在するであろう.凝縮相でのポジト ロンの一部

は，スパー内の自由電子または溶媒和電子と Psをつく

るであろう6¥ 乙れは最近， Mogensen !Cよって提案さ

れた.低圧の気相のような場合，すなわち，周辺に自由

な電子が存在しないような場合は，電子または分子から

電子を一つ引き抜いて結合状態をつくらなくてはならな

ザ +Mー→e+-e-+M+
(P!>) 

乙の反応が起るためには，ザは Ore巾と称せられる一

定のエネノレギ一範囲に入っていなくてはならない.

Ei-IくEe+くEex

乙乙 iとEi，Eexは標的分子のイオン化エネノレギーと第

一励起エネjレギーであり は お の結合 エネJレギー

(6.8eV)である.

との場合，熱化してしまったポジトロンでは，PSを形

成するととが出来ず，あるしきい値が存在する.電子に

対応させて云えば，まさに dryなぜのみが，Psを形成

し得るわけである.勿論，凝縮相では自由な eーを相手

とするととが出来，スパー内反応で Psが生成するので

事情が異なるととは云うまでもない.

水素では， e 又はぜを捕捉するような添加物を加

えると Psの生成量 12は減少する.乙のととは，Psの

生成がスパー内反応である乙とを示す有力な証拠と云え

よう.水和度の低い NOiや NO:iを十分に加えると， Ps 

の生成は全く起らなくなる.乙のような条件下では，ポ

ジトロンの自由消滅のみとなり，NOiゃ NOa以外の添

加物がない場合，e+は消滅する前に水和して，水和陽

電子 ザaq !となる7) e+ aq はおよそ 500psecの寿命で 2

γを放射しτ消滅する.一方，NaClを添加して Clーが

存在する条件下では，Clーによって，ぜ やe+aqが捕捉

され e+と Clーとの反応によって e+は消滅する.乙

の反応の速度定数は K= (2. 5:i:0. 5) X 1010M-l・sec-1 と
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図2 e の水中での挙動

求められている.両者の拡散律速によるものと考えられ

る.乙の関係が，図31と示されている.

いずれも，3MNaNOaの存在下で，Psの生成しない

条件下で， Cl-濃度を変えたときに ぜ とCl-の間で起

こる反応の量との関係を示しており ，e+aqがCl-の添加

によって， 捕捉されている乙とがわかる.

図4には，縦軸に強度(%)[ポジトロニウムの生成

量に対応]，横軸!Ce-aqと該物質との反応特性時間 tと

の関係を示している.CHCla， CC14は がaq!C対して非

常に大きな反応速度定数Kaq[t=(Kaq[S]γりをも ってお

り，完全に Psの生成を禁止してしまうととを示してい

る.乙れは，e+の相手となる自由な ぜ を捕捉するとと

によって， Psの形成を抑止する乙とが出来ると とを示

すもので，乙の実験結果も， Psがポジ トロンの形成す

るスパー内で生成する乙 とを示すものである.PSの生

成量 12は，寿命測定によって 容易に求められるから添

- 12ー
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図3 Clーによるぜの捕捉

e+の挙動については，寿命測定(Iifetimespectrum)， 

2光子角度相関，エネJレギースペクトノレの分析などを行

って，実験的に独立に求められる.全く異なる方法によ

って得たeの挙動との対応関係が非常につくことはむし

ろおどろくべきであろう e-tζ対しては当然 e+tも考

えられる.

しかし，一般的には e+や Psについては，未だデ

ータが不足しており，定量的な議論をするまでには，数

多くの実験の蓄積を必要としている.有機系材料の固相

における研究は未だ緒についたばかりであり ，数多くの

研究課題が残されている.

純粋に放射線化学的な立場よりみると，ポジトロンの

化学はスパーの構造，拡散モデノレの検証，初期状態の電

子 M+やラジカノレの挙動などを全く新しい sensore+ 

を用いて探索するととであり ，従来の方法に対して，全

く新しい方法であ り，独立した情報を与える乙とが出来

22 

20 

18 

図 4 h とハロゲン化炭化水素の eaqとの反応性

との関係.t= (kaq[SJ)ー1 にて k.qは，水系

における e.qとハロゲン化炭化水素sとの反

応速度定数.

加物のPSの生成抑止効果と，同添加物の電子親和性との

聞に密接な相関関係が存在するととがわかるであろう .

ポジトロンの減速過程をさらに書き換えてみると次の

如く表わす乙とが出来るであろう .

e' dry 一一一一一一-ー ピdamp 一一一一一一+ぶ 50¥ 一一一一ー 自由消滅

‘ ' 」ーーーー一一一一『ー一一ーー一一一-'
スパー内、自由
電子と対をつ く
る(Ps)場合

S 結合電子と対を
つく る(Ps)場合
Ei-1以」二の{直
hot Psの生成

S. e<so¥ 

ポジトロン化合物

の生成
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(展望〕

放射線化学，最近の報文から

最近たまたま， G. W. Robinson*によるつぎのよう

な文が自にとまった.iWhile radiation chemistry 

data proliferate the literature， what is really nee. 

ded does not exist.JlI世の放射線化学者にとって少な

からず無遠慮なこの先生はさらに続けて， iThis is work 

at liquid helium temperatures on well-defined， 

chemically pure single crystals with the fewest pos. 

sible physical defects， and on which optical exper-

iments have been extensively performed and inter-

pretedJときめつけている.単結晶で液体ヘリウム温度

での実験をやらない限り，放射線化学は始まらないかど

うかは別として Robinsonの指摘をまつまでもなく ，光

学的段階での放射線エネノレギーの物質による吸収の過程

についての問題は手っかずの状態に近い.物質が気体の

場合についてはおもに衝突理論とその実験成果に負って

放射線化学のいわゆる初期過程についてかなりの見通し

をたてる乙とができ るようになった.しかし気体以外の

分子の集合系については実験的にも理論的にもどく定性

的な議論しかできないのが現状である.孤立した多原子

分子を放射線で励起した場合，励起状態を表わす分子軌

道の性格によってある場合は分子全体に非局在した励起

を受け，ある場合はほとんど局所的な電離を受ける.そ

していろいろな電子緩和の過程を経て，たとえばある結

合の切断や，ある準位からの発光が観測される.分子の

集合系も乙れを一つの大きな分子と見立てると励起は 1

個の分子に局在する場合ばかりでなく 2個以上の分子

に非局在する場合もあると考えられる.現在，放射線化

学でおもに扱われている分子性化合物では励起の非局在

の効果はあまりはっきりした形では議論されず励起の効

果は気体のときと大体同じように考える場合が多い.た

とえば電離によって正，負イオン対 1個を生成するのに

志 正*田 忠、

必要な平均のエネルギー， いわゆるW値は気体でも液体

でも大きくは遣わないと仮定されている.しかし，放射

線のエネノレギーが光のエネJレギーなどに比べるとずっ と

大きいために非局在励起，あるいは集団励起の可能性は

残っている.かつて Burton21 はシクロヘキサンーベンゼ

ン系からの水素ガスの収率を説明するのに Fりrster流の

集団励起を考えたが決定的な実験上の証拠がなかったの

でその仮説はじゅ うぶんに丁寧に“抹殺"されないまま

にうやむやになってしまった.乙とで上の系での集団励

起の当否を問題lとするつも りはないが一般論として，分

子の集合系，特に結晶について放射線による励起を大ざ

っぱに考えてみるととにする.

結晶では励起子の概念が使えるが図 1にそれを図式化

して示す.図 1で黒丸は正荷電の分子核，白丸は束縛電

ヲ努~卸値句/-: '~シ'l"///~/..77'7'7".T~/?;- E 孟噂状態

dm明#窪努~安房虫病""--

2li盆 ~ ~ 

A晶 ta¥ r.ia¥晶

一一⑨一一⑤ ⑤ (e) 乏:

図 1 光学電子の時間平均分布

点線は局在励起配置での分布，実線はその

和.斜線部の合計は 11と規格化されるはず

のもの.伝導帯では正孔も自由に動くので

それを表わすために核は連珠状にしてある.

D ¥Vannier型
励起 f

C Fr官制~
þj~起 F

B lIi斜')11}カ起.1J:悠

A mit-.状態

Some Recent Reports in Radiation Chemistry 
* Tadamasa SHIDA京都大学理学部助教授(化学教室放射線化学講座)

(略 歴)昭和33年，東京大学理学部化学科卒.49年 2月まで理化学研究所で放射線化学の研究に従事.以後現職.

一世を風際した Robinson-Frosch理論 (].Chem. Phys.， 37， 1962 (1962)， ibid.， 38， 1187 (1963) )の著者
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子，斜線部は励起電子(光学電子ともよぷ)を模式的

に表わしたものである.ただし斜線部にあるはずの節

面は省略しである.束縛励起状態に比べると励起状態

では励起分子 M*(r1)と隣りの基底状態の分子 M(r2)

との相互作用の大きさダ (r1，rz)できまる積分，日=ss
M*(r1)M(r2)ダ(r1，r2)M(r1)M*(r2)dV1dV2の大きさに

応じて t==h/s程度の時間内で励起が移動 していく .

Frenkel型励起子に比べると Wannier型励起子では局

在励起配置 (M1*M2や M1M2*で表わされる電子配置)

での軌道のひろがり(図の点線〉も，励起の伝嬬速度

(∞s) もともに大きい. したがって軌道のひろがりの

小さい Frenkel型では励起の非局在化の過程を時間平

均して跳めると分子聞に光学電子がたま る割合は小さい

が Wannier型では電子の時間平均分布はより広い空間

にわたっている.Robinsonは軌道のひろがりが小さい

場合の励起の非局在を交換相互作用非局在 (exchange

delocalization) ，軌道のひろがりを伴う場合を軌道非局

在 (orbitaldelocalization) とよんでいる1¥ 伝導帯で

は電子，正孔が自由粒子として，また励起子状態は両者

が一対となって系内を動くと考える乙とができる. 1個

の分子が化学変化たとえば結合の切断を受けるためには

励起がじゅうぶん長い間，たとえば10-18秒，その分子

の上にとどまっている必要があるから Wannier型励起

子状態などでは化学変化の起乙るチャンスは小さくな

る.図1の格子に正または負の電荷を外から余分に与え

た場合もその電荷は交換相互作用積分 s*=くM1*M21

，gcIM1M2*>の大きさにしたがって非局在するはずであ

る.いま仮に両電荷を注入したとき，もし{1+=s-で両電

荷の波束の重心が常に一致して動けば，上lζ述べた励起

子状態と同じことになる.しかし，もし s+，s-!ζ差があ

ると両電荷は時間とともに分離していくだろう.そして

両電荷の運動エネノレギーが両者聞のポテンシ守 Jレエネノレ

ギーに打ち勝たなくなった時点で接近しはじめ，結局，

中和するはずと考えられる.もし電荷が分離している段

階で両方が格子の乱れなどによって捕捉されると準安定

な電荷分離状態が出現するだろう.とのよ うに考えると

たとえば {1+==0の場合は孤立分子の電離と同じように

なり，正電荷は捕捉されたまま，電子の方が準自由電子

として動くととになる.乙のように分離した電荷や正負

一対となった励起子が結晶の中でどのような過程を経て

緩和していくかという問題はいままであまり十分に検討

されていない.四塩化炭素81， アセトンへ 脂肪族炭化

水素51などの結晶に適当な異種分子を埋め込んで照射し

その分子に起乙る化学変化を通して正負電荷の挙動があ

る程度推測されているが定性的な議論しかなされていな

い. 乙のような状況では Robinsonの評価は当然すぎ

るほど当然である.

と乙ろで，Robinsonは言外に今までの放射線化学の

実験結果はあまり役にたっていないといっているようで

あるが乙の点については大いに反論するととができそう

である.それには放射線を使うととによってわれわれの

分子についての知識がどれぐらいひろげられてきたかを

示せばよい.乙乙では最近の報文の中から，なるべく国産

のものを中心にして，いくつかの例を拾うととにする.

( 1 ) 照射によって生成する新しい化学種の

構造に関する知見

( 1 ) -a 10年あまり前 Fessenden と Sc】lUlerは電

子線照射によって脂肪族ラジカノレを生成し， その ESR

を精密に測定した引が彼らの研究は放射線の分子科学へ

の利用という立場から第一級の寄与をしたととに異論は

なかろう.そして現在も，まだ新しいラジカJレについて

構造ばかりでなく反応的な面についても新しい事実が報

告されているととは目を見はるものがあるわ. との例に

代表されるように放射線を用いるとほかの励起の方法で

は得られないラジカノレやイオンなどが簡単に生成できる

という事実はもっともっと認識されてよいはずである.

特に最近は電子計算機の発達によって相当複雑な分子に

ついてもその電子状態や構造についての め initioの計

算が可能となっており，実験的に未知の分子についても

計算の方が先行する場合がある.たとえば Claxton ら

は簡単な分子でありながらきわだった構造上の遣いを示

す C2Hsと B2Hs!C関連して等電子的な関係にある C2

H6$ と B2Hs8の構造を計算の上から検討している.そ

の結果によると B2Hs8 は親分子の D2b構造とは遣って

C2H6と同じように DSd構造をもっ乙と，C2HsEDについ

ても D8d構造を保つ乙となどが予想されており，実験結

果，特!CC2Hβの ESRの測定結果が出るととを期待し

ている81 C2Hs$ に関連して吉田らはかつてアノレカン類

のガラス状固体をγ線照射しその ESRを調べてアノレカ

ンカチオンを検出したと報告しておりへ Claxtonらは

その報告を検討して C2H6$ についての情報を得ょうと

したが残念ながら分解能などの点でじゅうぶんな利用が

できなかったようである.今後，放射線化学の成果とし

て C2H持などのデータが提出されるととが望まれる.

B2H6EDに関連して B2HsED+B品 工 場 2H7ED+・B品 で

生ずる ・B2H5ラジカノレについての長谷川らの研究10)も

目新しい.彼らの結果によると乙のラジカノレの不対電子

は図 2のように 2個のB原子に等価にまたがる軌道にあ

って， ぷBHBは中性分子のときに比べて軌道聞の反発

- 15-



図 2 ジポラニノレラジカノレの構造10)

でやや開いているとされている.

( 1)-b 放射線によって生成する電子と分子との相互

作用でできるものとしては一方の極に溶媒和電子(およ

び捕捉電子)，他方の極にアニオンラジカJレがあるが乙

れらの中間に位するものとしてダイマーアニオンなど 2

個以上の分子が一定の配置をとったものに電子が付加し

た系は，いままであまり研究例が多くない.しかし，ジ

ノレプロー，竹田らは11>CHaC14Nまたは CHa05N の単

結品で 2個のN原子と等価に相互作用する電子が存在す

る乙とを ESR，可視部の吸収から証明している.CHa 

CHN(IN=1)および CHa05N(IN=むからそれぞれNの

超微細相互作用による 5本線と 3本線 ESRスペク トノレ

が得られ，各ピークはさらに 6個のプロト ンによって 7

本線に分裂する.吸収はふつうのアニオンラジカノレより

もさらに飽和されやすい乙とも電子が分子間で不安定に

捕えられているととを示している.また興味あるととに

とれらのダイマーイオンの光学吸収スペクトノレには振動

構造がみられる12)乙の構造は電子励起状態での C-C三N

の骨核変角振動によるものと帰属される.可視部のほぼ

全域にわた って長いプログレッションが現れる乙とは基

底状態で直線の分子が電子励起状態では折れ曲っている

ととを示唆している.ダイマーイ オンと同様に分子聞に

捕捉された電子としての溶媒和電子や捕捉電子では振動

構造が分離して観測されない乙とと比べると上のイオン

-300cm-' 

R 

C-C-Nの角

き妹

、

切

nd

、

日
目

、

，。

『

唱

ヰ，，

J
「
'
?上

品

/

」

U
H

『

一

C

刈
一

C
 

H
 

C
 

(CH，CN)-; 一_CH，-CNの飯島監

図3 アセ トニト リノレ結晶中のダイマーアニオン11)-13)

はより “分子的"なものであるととがわかる.Williams 

らは上のダイマーイ オンを低温 (77--S70K)で可視光

にさらすとメ チノレ基が生成するが， 乙れをやや高温

(1130K)，暗所に保っとふたたびダイマーイ オンにも

どるとと，生じたメチノレがまわりのアセト ニトリルと反

応(・CH什 CHaCN一一ーCH4+・CH2CN) して消滅する

過程には CHaCNと CDaCNとで同位体効果があるの

にダイマーイ オン復生には同位体効果がないととなど

から図 3のようなエネJレギー図を考えているようであ

る18)

と乙ろで先の B2H69)や上のアセト ニトリノレのように

常温で気体や液体の比較的小さな分子の単結晶は低温で

よくコントローJレした条件下でのみ得られるが，-s.条

件が確立されると上の例のように解析しやすい情報が得

られる点が注目される.

( 1 )-c ダイマーイ オンのほかに電子が関係する新し

い中間的な化学種として入江らは BzCl+e8ー→Bz・+

C18 (Bz=ベンジノレ基)で生成する Bz・ラジカJレとC18

イオンとがマト リックスによっては弱い相互作用をもっ

場合がある乙とを示している14) ベンジノレラジカノレは可

視部 (1A2)，近紫外部 (2B2(ただしいままで観測さ

れていなしサと 2A2)，遠紫外部 (3B2)に吸収がある乙

とが知られているがラジカノレに C18 が近接していると

近紫外部に新しい吸収が観測される.帰属には 2つの可

能性があり，一つは 2A2の陰に隠れていた 2B2が C18

の電場の摂動で 2A2から分離したと考えられること，

もう一つはラジカノレと C18との聞の電荷移動帯と考えら

れる乙とである.

(2) 中間体の動的な性質に関する知見

( 2 )-a いままでの例は照射で得られる新しい化学種

の構造についての情報を提供するものであるが，乙れら

の生成物の反応速度や平衡定数などの動力学的な情報は

パルス ラジオ リシスによって極めて豊富に得られてい

る.たとえばアニオンA8から中性分子Bへの電子移動

は Adamsら15)および荒井ら16)によって A8 および

B9の光学吸収の減少および生長を観測するととにより

移動速度が直接的に求められたがその後も詳しい研究が

されている.たとえば Cercek らは17)ベンズアノレデヒ

ドなどのカノレボニノレ化合物のアニオンからニトロベンゼ

ンあるいはベンゾフェ ノンへの電子移動を調べ，速度定

数，活性化エネルギー， 溶媒効果などが Marcusの理論

では説明できないとと，移動の際の溶媒の微視的な配置

が大きく効 く乙となどを明らかにしている.乙のような

電子移動反応はかつて Wertzl8)や長倉ら19)が Na還

- 16-
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図4 ベンゾフエノンアニオンラジカノレの時間分解吸収スペクトノレ28)

元で生成したアニオン Aeと分子Bの溶液を混合したと

きの ESRスペクトノレの変化から調べたが，とのように

アルカリ金属イオンを含む溶液を混合するだけでは A8

+ Bー~A+ B9 の速度を直接的に求めるという乙とは不

可能に近い乙とを考えるとパノレス法の威力は大きい.

Cercekらによるとたとえば CH8-CO-C6Hs8+C6H5-C 

O-C6H5-ー~CH8-CO-C6H5+ C6H5-CO-CuH58 の速度は

水エタノーノレ混合溶媒中で純水の場合の 7.5x108 M-l 

sec-1 から純エタ ノーノレの場合の 8X 107 M-l sec-1まで

混合比とともに連続的lζ減少していくが，乙れは Mar-

cus理論の予想とは全く逆の傾向である.乙の結果は，

理論では溶媒の効果が誘電率の形でしか考慮されていな

い乙とからみて，イ オン A8または B9 の近くの溶媒

分子の影響をもっとあらわな形でとり入れなければなら

ない乙とを示している.

実験のきめが細かくなるにしたがって電子の近くの微

視的な構造が要求される例はとのほかにも溶媒和電子の

光学吸収や ESRスペクトノレ20り液体炭化水素中の電子

の易動度の分子構造依存性21)などがあり，乙れらの問題

の解決は分子場の中での電子百態を直接的に観測する乙

とのできる放射線化学者の義務であり，特権であるとい

える.

( 2)-b 最近， 荒井らはパルスラジオリシスと低温マ

トリックス法の長所を活かして低温エタノーノレ中でのつ

ぎの反応を調べている22)• 

ArX+e9ー→Ar・+X8 (Ar:芳香族炭化水素，

X:ハロゲン)

たとえば 2-クロロナフタレンの0.1M溶液を 1000K で

2μ 秒のパノレス照射すると秒の程度の寿命で 2-クロロ

ナフタレンの消滅が観測される.常温では上の反応はず

、、、、、、
¥ 、、、

¥ 、、
¥、1μ秒後
、、、、、、、、

¥ 、、、、、
、
、、

800 900nm 

っと速やかに進む乙とから塩素イオンの脱離が低温，高

粘度雰囲気中で抑えられたととは一目瞭然である.同じ

ようにベンゾフェノン類のエタノーノレ溶液を 1000K で

パjレス照射するととによってベンゾフェノンのアニオン

ラジカノレが溶媒和していく過程を観測するととができる

28) 図4の点線はベンゾフェノンアニオ ンの 照射直 後

("" 1μ 秒〉の吸収であるが乙れは 170μ 秒後には図

の実線のように変化する.前者は非プロトン溶媒中のベ

ンゾフェノンアニオンの吸収スペク トノレ24)と一致し，後

者はエタノーノレ中で電子緩和が完了したベンゾフェ ノン

アニオンの吸収と一致する.乙の乙とから照射直後では

アニオンはまわりのアノレコーノレ分子を再配列する乙とな

く，“フリーな"アニオンとして存在しているが時間の経

過とともに1000Kでもアノレコーノレ分子を再配列して溶媒

和を完成していくという乙とがわかる.

(2) -c パルスラジオリシスで平衡反応の正逆両方向

の反応速度L とk を直接的に求め，k+/k-=K， ~Go 

=-RTlnKからギプスの自由エネJレギーを決定した例

としては

eeaq + H20~三H ・ + OH8 の反応が有名であ

る25¥ パノレス照射を平衡反応の研究に応用したもう一つ

の例として吉良らの三重項状態聞の平衡反応の研究があ

る26) ナフタレンとクリセンなど類縁の芳香族炭化水素

2種類を溶かした溶液を電子線パノレスまたはレーザー光

で励起して DT+A~三D+ AT の反応が平衡に達し

たときの両三重項状態の平衡濃度比から ~GO が求ま

る.そしてDまたはAのどちらか一方の三重項エネルギ

ーを基準にして相手の三重項エネノレギーを求めるととが

できる.たとえばビフェニノレは基底状態では少し捻れ，

最低三重項状態では平面に近いとされているから従来の
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ようにリン光や吸収のスペク トルからは真の (0-0帯)

エネノレギー差は求まらない(図 5参照). しかし，上に

述べた平衡法によると本質的に .1.ETを測っている乙と

になる.

ととにと りあげたいくつかの例はいずれも放射線によ

る励起の特色を活用していままでの方法では観測不可能

または困難な現象から新しい知見をひき出したものであ

り，化学の世界に新しい一つの窓を聞いたといえよう.

今後乙のような研究の成果が集積されていく にしたがっ

て Robinson先生の認識もおいおいに改まっていくこと

を期待したい.

捻れのj~ li 一一一一

三重項状態のエネルギ_26)図5
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エポキシ化合物の放射線および光分解の機構

A. P. Meleshevich* 

エポキシド，特iζエポキシ樹脂の硬化における放射線 に最も近い炭素原子及び c-o結合に起とる(プロピレ

照射効果の研究はソ連，日本を始めとし多くの国で行わ ンオキシドがその例).

れて来たがペ紫外線照射効果についても加，伊，米 B-共役効果を示すような置換基効果は，電子密度分

日，ソ連などで研究が行われて来た2) とれらは研究が 布で現わされ，それは置換基から遠い c-o結合ほど，そ

始まって約10年になる. の次数が増加するような挙動を示す.

放射線及び紫外線照射により，エポキシ環の生成と分 エポキシ環の炭素原子に局在した荷電分布からは，そ

解の両者が生ずる乙とは良く知られているが，エポキシ れは既知の-sP，ーSp2， -spa型などと同じような確実

化合物の放射線や光による分解および放射線重合の機構 な混成型だとするわけには行かない.エチレ ンオキシ ド

は未だ十分に研究されていない.そとで，とれらに関す 分子及びその化合結合の Mullikenの結合次数は他の諸

る Pisarzhevsky物理化学研究所の放射線化学部やその 分子，例えばメタン，エタ ン， シク ロプロパン，エチレ

他の箇所で行われた研究を紹介する. ンなどと比較は出来ない.乙れは酸素原子が存在するか

エポキシ化合物は最も簡単な複素環式化合物であり， らであり，乙の酸素原子は分子内の他の部分から電子雲

構造も見掛けが単純であるにかかわらず，エポキシドの をヲ!っばって来る性質をもつからである.

電子密度分布は決定されていない. 乙れについては エポキシ化合物に関する我々の研究及び文献を総合す

Brulその他の人々により 3)州提案されてはいるが， 定 ると，Fig. 2のようなエポキシ環の再配列の一般化し

性的なものに過ぎず，定量的なデータは未だ無い.最近 たスキームが提案出来る.

になって， AjapbergenovとMuldakhmetov川が15種の 放射線又は紫外線はエポキシ環の三つの結合を切断す

エポキシ化合物について量子化学的な計算を行なった. る可能性がある.しかし，主として切れるのは c-o結

エチレンオキシド，プロピレンオキシド，エ ピクロノレ 合である. と云うのは，C-O結合の解離エネノレギーは

ヒドリン，プタジエンモノオキシドの分子図を Fig.1le 比較的低 く， 約50kcal/molであり，また 6員環エーテ

示す.乙の計算値から，従来考えられなかったような事 ノレ (例えばテトラヒロドフラン2))のそれよりも少ない

柄がわかり，乙れらはエポキシドの放射線及び光分解機 (大約20kcal/molほど).さらに，置換基が切断の位置

構やエポキシ化合物の化学的研究に役立つものと思われ に影響する. との切断は三員環の Bauerの応力によ っ

る. て容易になる.

次のととが Fig.1から云える. エポキシドの放射線及び光分解の最終生成物がどうし

1. 各原子の電荷とエポキシ環の化学結合の次数とは て出来るかは，(aryl Calkyl) ethylene oxyl)型のピラ

ともに非常に鋭敏に置換基の影響を受ける. ジカノレ中間体の形成を仮定するとうまく説明出来る.乙

2. 炭素原子の電子密度と置換基に連らなる c-o結 の種のピラ ジカノレは切断に際して生じ， その結果 c-o

合の結合次数は， 置換基の性質に無関係に減少する. 結合は二筒でな くしてー箇となる.

3. エポキシ環の電子構造に及ぼす置換基の影響度は 乙のようなピラジカノレの存在は，非常に短寿命のため

置換基の性質に左右され : に実験的に観測されていなかった.CvetanovicとDoy-

A- 誘起効果を示す置換基効果は，主と して置換基 le11l1[よれば，そのようなビラジカノレの寿命は C-C結

Mechamism of Radiolysis and Photolysis of Epoxy Compounds a-oxidesの高エネルギー放射線効果第12報

* Pisarzevsky lnstitute of Physical Chemistry， Ukrainian Academy of Sciences， USSR， 252028， Kiev， Prospekt Nauki， 97. 
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ETHYLENE OXIDE 
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+0，171 
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+0，160 +0，142 -1.012 
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+0，168 +0，157 

Fig. 2 MOLECULAR DIAGRAMS ofα-OXIDES 

合の 回転時聞に相当している. とれから明らかな乙と

は，最初の化合物を再生する反応Bが存在することと，

エポキシドの立体異性体が出来る乙とである.もしエポ

キシ化合物が比較的放射線に安定であれば，反応Bは逆

方向lζ進む可能性がある.

エポキシ環は，原料のエポキシドの構造や照射条件に

よってII，2)， 簡単なエーテノレ結合又は水酸基かカーボニ

ーノレ基に変りうる.反応生成物中の酸素は，エポキシ基

の酸素と同一物であることは実験的に確められている.

しかし，切断した C1-0， C2-0 結合の位置は決定され

ていない.

エポキシ環のケ トン叉はアノレデヒドへの分子内異性化

は，エポキシ環の炭素原子から他の炭素原子へ置換基が

移動することと関連して起こる可能性がある.アノレデヒ

ドの方が生成し易いととは，各種エポキ シ化合物の気相

及び低温固相での置換基の移動の研究で明らかになっ

た12)川 との結果は Ajapbergenovと Muldakhmetov

が行ったエポキ シ化合物の分子構造の理論的計算結果と

一致している.

エポキシ環の結合解離は，時iζ起とるととであるが二

コの結合が切断されるような場合には，もっと複雑な性

格を持っととになる.

3......， 4コの置換基をもっエチ レンオキシ ド分子の光分

解によってカノレベンが生成する乙とが Temnikova ら2)

や Kristinnsonと Griffinら2)によって認められた.

乙のようにして，ジアゾ化合物やケ トン類の光分解とと

もに，各種置換基をもった二価の炭素の新しい原料が最

近になって見出された.乙の新しい原料乙そはエポキシ

ドであり，乙のプロセスはカノレベン類を得る方法を示唆

している.

Fig.3に示したようなエポキシドの光分解反応を紹介

するととは有意義と恩われる.

Temnikova ら前述の人々はエチレンオキシドの 3又

は4コの置換体からカノレベン類の生成する現象を見出

し， エポキシ環の C-結合の分裂が初期段階 (Fig.2の

反応C)であることを示唆してはいるが，全反応の確か

な説明は未だなされていない.

エポキシドの光化学的変化に関するデータを検討する

と，カJレベン類はエチレンオキシドの 1又は 2置換体の

光分解で生成したものでないととがわかる.

最近になって，エチレンオキシドやその単置換体のイ

オン化及び解離の研究がエポキシドの電界電離質量分析

により行なわれ，その際カJレベン類が生成す る 乙とが

上手く見い出された乙とに言及しておきたい.エポキ

シドの質量分析中のピークは次の理由によって出現す

る.

a) オキサイド環の側鎖中のすべての C-C単結合の

解裂によるフラグメントの生成

b) エポキシ環中の 2コの結合の解裂による断片イオ

ンの生成

乙の場合のフラグメン卜は Fig.4の図式によ り生ず

るものである.断片イオン (CH2=O)+Iζ帰属する質量電

荷比30(a.u.m.) !ζ相当するピークはどの酸化物スペク

トノレにも現われる.従って反応Bによる減衰は置換基R

の影響をほんの少ししかうけない.乙れに反し，(M-14)

a.u.m.に相当するピークは電子供与性炭化水素置換基

(例えばプロピレンオキシド，ブチレンオキシド，スチ

レンオキシドなど)をもっエポキシドのスペクト ノレにの

み現われ，電子受容性置換基(例えばエピクロノレヒドリ
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Fig. 5 AUTOIONIZATION and DISSOCIATION of α-OXIDES 
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(2) 

類似の解離反応が自動イオン化に際して起乙る.

ミ/ ;1.
ノ
ノ

ヤ
¥

自動イオン化の際の C-Cl結合の崩壊反応は急速(10

-13秒〉なのと遅い(10-6秒〉ものの二種ある.

乙の塩素原子はエピクロノレヒドリン分子から水素原子

を離脱させ，塩化水素を形成する.

塩素及び水素原子がエピクロノレヒドリン一分子から離

脱する際の塩化水素の生成には，他lとも起乙り得る反応

が存在する.乙の場合，ア クロレイン分子が出来るはず

であり，事実生成物中に存在する.

(4) 

。
/ラユ

CHi戸CH-Cく
H 

CH? 一一一ー CH-CH~C1 -一一』引ん→ー HC1 

¥ / 

また，生成した塩化水素はエピクロノレヒドリンと反応

してジクロノレヒドリンを生成する.

- 21-

(3) HC1 -}
 

ー，冒-nv 
Fζ {
 

Cl + EPI 

ン， グリシジーノレフェニーノレエーテノレなど)を持つエポ

キシ化合物のスペクトノレには現われない.従って，エポ

キシ ド分子内に電子受容性置換基を導入すると，反応A

Kよって結合の減衰を除くととが出来る.

とのようにして，エチ レンオキシ ドやその単置換エポ

キシドが分解して，エポキシ環の 2コの化学結合の切断

を生じ，反応A及びBIC対応して各種の構造を持ったカ

jレベ、ン類を生ずる乙とがわかる.

どのスペクトノレにも (M-16)a.u.m.と 16a.u.m.の

ピークの無いととから反応Cによるエポキシ環の切断の

可能性は明らかに認められない.

気，液，間相でのエポキシ化合物の放射線分解により

多数の生成物が得られる.そして，例えば，エピクロ lレ

ヒドリンの照射では，エポキシラジカ Jレ，グリシジノレラ

ジカノレ，塩化メチレ ンラ ジカノレや，同様に少くとも20種

の凝縮性生成物が生ずる.エ ピクロノレヒドリ ンの室温で

の放射線分解の主生成物はジク ロノレヒドリ ンである.

液相及び固相でのエピクロノレヒドリ ンの放射線分解機

構は次の様に提案されている 15)

原子状塩素が比較的容易に分子から離脱し，その際グ

リシジーノレラジカノレの形成をともなう.



てーンCH-CH2Cl +間一← iH2・772
(5) 

乙の様にして，エ ピクロノレヒドリンの放射線分解には

二つの競争反応が存在する.すなわち，エピクロルヒド

リンの放射線による化学分解と塩化水素とそれとの化学

反応である.

エポキシと塩化メチ レンラジカノレの生成は次式のよう

な反応lとよ り生じ得る.

一一明νー帝国 C~2--. CH + CH2Cl (6) 
ko/2  …ー大。，/

ジク ロノレエタンは乙の塩化メ チレンが結合して出来

る.

2 CH~Cl 一一一-ー CH~Cl ・CH~ Cl2V
' v"2 (7) 

エピク ロノレヒドリ ン分子中の C-H 結合の放射線切断

によって，次の反応が生じう る.

EPI 一一例トー (EPI
2
)・ + H (8) 

これにより，更に反応(9)および(1日が起乙 りうる.

EPI 

EPI 

ー一一一---- (EPI3)・ +"2 (9) 

一 HCl+ CH~- CH-CH.. (10) 

¥え。/‘

エピク ロノレヒ ドリンの異性化によって塩化アセトンが

生成する反応は起乙らなかった.乙れは量子化学的計算

結果と一致する.

以上，エポキシ化合物の放射線および光分解の反応機

構は，エポキシドの分子構造，置換基の種類と数，照射

の際の温度と相状態，並びにその他の諸要因に著しく支

配されるものである ととが判明した.

(原文は英文であ り，原研大阪後藤田正夫及び京大

工鍵谷動が訳に当った.また，質量分析関係部分で

は原研大阪杉浦俊男氏の助言を得たととを 附 記す

る)(Fig. 1は次号に掲載)
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<研究所・事業所紹介>

韓国原子力研 究所

1958年原子力院，その傘下に原子力研究所が関所した

のが， 1959年であった.ソ-)レ郊外の東北部に位置し，

ソーノレ大学校工科大学の直ぐ隣りである.市中央部から

は車で40分ばかりの距離， 500余名の研究員，事務員が

6台の通勤ノイスで運ばれる.1962年 3月に最初の原子炉

TRIGA MARK nが稼動し 10年後の72年5月には第

2の原子炉 TRIGAMARK mが稼動した.その間，規

模は益々拡大されて同じ傘下に放射線医学研究所，同付

属癌病院，放射線農学研究所が増設された. 1967年には

新しく科学技術処の開設により，原子力院は原子力庁と

して科学技術処の下に入った.

原子力研究所は，原子力に関する基礎研究をはじめ，

応用研究及び開発に至る迄多大の業績を挙げ，科学技術

の底力培養の為，大きく貢献して来た.然し乍仏政府

機関としての原研体制は，運営面に於て不可避的な制約

の為，その機能を充分に発揮するに至らず， 1973年には

遂に原子力庁傘下の全組織を政府機関から分離して，幾

多の不合理点を改善し，能率を極大化すべく，原子力研

究所，放射線医学研究所，同付属癌病院，放射線農学研

究所等を統合して，韓国原子力研究所の名を以て民営方

式の特殊法人となった.

韓国原子力研究所全景

雀 載 鏡*

韓国原子力研究所は，韓国科学技術研究所，韓国科学

院，韓国科学技術情報センタ一等と共に，ソーノレ研究開

発団地の全員機関の一員である.韓国原子力研究所(KA

ERI)が，他の機関とは特異な点は，研究開発費の大部

分を政府が出資し，科学技術研究開発分野における比較

的長期的な国策的研究開発を遂行し，目的基礎研究を並

行するととであろう.主要な研究施設と装備を挙げると

次のごとくである.

1. 研究用原子炉 2基

TRIGA MARK II 250KW 

TRIGA MARK m 2，000KW 
2. 大単位放射線照射装置

10万 CiCo-60照射装置 )75年 6月

300 Ke V， 20mA電子線加速器l設置完了

3. Co-60照射装置 7台

4. 付属診療院施設

5. 共他総保有機器 3600点以上

次に当所の研究開発の基本方向は，

L 綜合エネJレギー

2. 環境保全管理

3. 原子力発電技術

4. 核燃料加工技術

5. 核燃料再処理

6. 放射線と RIの産業的利用

7. レーザー応用

8. 物理，化学及び生命科学

9. 癌，癌診療及び放射線医学

10. 放射線農学

との中で 6番目の分野に放射線化学ク勺レープが属し

との研究室には室長の辺衡直博士，彼はソーJレ大の化工

科を卒へ，アメリカのカンサス大学院，東京工大等の経

験を積み乍ら，その問，標識化合物，強化木材，強化コ

ンクリート，難燃建材等の開発研究をして来た.今は東

(25ページへつづく )

*1. H. Choi Radiation Chemistry Laboratory. Korean Atomic Energy Research Institute 

韓国原子力研究所放射線化学研究室 責任研究員理学博士
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中華民国に於ける放射線化学研究の概況

さんさんと太陽が照り輝く 1964年の夏は，常夏の島台

湾には南太平洋から例年通り来訪する台風が夫れも不思

議に台湾島近くで方向転換し上陸する事もな く平穏にう

ちすぎた年であ った.乙の年の夏lζ中華民国にとっては

記念すべき工事が進められていた.即ち首都台北市から

西南 78km離れた新竹市にある経済部(日本の通産省に

該当する)聯合工業研究所で3千キュリ ー Co-60照射

実験室の建設工事が進められていた.乙の工事は前後 6

カ月で完了し，Co-60線源は線源容器もろとも IAEA贈

与の名義で印度原子能委員会から製造供給され，試運転

を完了したのは1965年の2月末であった.従って中華民

国では乙の聯合工業研究所で放射線照射を利用する研究

工作が開始される事になり，その最初の研究が放射線化

学関係のものであった.時は1965年の 3月 1日の事であ

った.この照射線源は後に1969年に印度原子能委員会よ

り5千キュリー Co-60を購入したので別の用途にまわ

した.放射線化学の研究といっても，先づ国土開発の急

需に応ずる為，基礎研究よりも応用研究に重点を置き，

図 Co-605千キュリー照射実験室

王 文 漬*

~.1 

図2 Co-60照射試験工場

人材は研究工作中に徐々に整えていく方針でスタート し

た.設備は当時放射化学に必要な各種放射性検出分析用

儀器以外には化学実験室に必要なUV，IR Spectrophot-

ometer， X-ray diffraction unit， Thermal differential 

analyzer等があり，その後1968年には NMR(Varian 

製品)，1972年には ESR(日本電子〉等の儀器が充実さ

れた.研究テーマとして最初に実施したのは WPC，Bg 

PC (Bagasse Plastic Combinations) に関するもので

その目的は台湾に豊富に産する各種低級木材(主として

澗葉樹)及び製糖工業副産物であるパガス等の経済価値

増殖と利用拡張であった.叉1968年から二カ年間にかけ

て IAEAとの契約研究に基づき台湾竹材の WPCと同

じ原理で造る加工製品 BmPC(Bamboo Plastic Com-

binations)の放射線化学的製造研究があった.触媒法

とも色々比較検討し投資には触媒法が優利であるが，放

射線照射法はモノマー重合熱を抑圧し易く E厚い試料

(例えば 15cmの厚さのもの)でも順調に重合熱のコン

トローノレができ加工し得る事実を確認した.

1973年 9月に30万キュリーCo-60を格納し得る水中照

射型の試験工場が一年近くの時間で完成し，米国原子能

委員会より先に 5万キ ュリー Co-60を取り入れ，同年

10月より各種美術彫刻品，家具類，工業器材(例えば紡

*Ung-Ping Wang Radioisotope Applicatiorn Dept.， Union Industrial Research Laboratories， The Republic of China 

中華民国聯合工業研究所放射性同位素研究室 研究室長工学博士
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績工場用シャトノレ，ピッキングスティック，電柱の横

木，猟銃等)，運動用器具等の小規模生産を行っている.

勿論主眼点は10年乃至20年に伐採し得る潤葉樹や針葉樹

(杉材)を原料とし，一面造林ともにらみ合せて循環的

に天然及び造林資源を経済的に利用するものであり，且

叉放射線化学のユニークな反応をも適用したものであ

る.プラスチ ックは WPC製品の用途と木材組織や密度

とにらみ合せてからプラスチックの種類の選択やその配

合を決定し，プラスチック含有量及びその木材中の分布

が WPCの優点をおとさない程度に最小限に保持して生

産コス トの切り下げに尽力している.WPC， BmPC， Bg 

PC等に次いで同じ要領にて CPC(Concrete Polymer 

Composites)の製造をもとの試験工廠で行った.僅か5

-----7%のプラ スチ ック含有率で著しくコンクリ ート の物

性や耐酸性が増加する優点があるが，大型製品の照射に

はガンマ線照射設備を別に考案する難点が存在してい

る.時々，小型ヒューム管やタイノレ又はブロックの依托

照射加工を受けているだけである. 乙の外に国産 PVC

やPEのガンマ線照射によるグラフト反応や架橋反応に

て品質改良を行う研究も実施中で一部は試験工廠にて拡

大試験をやる段階に達している.叉ガンマ線照射利用に

よる医療器具類の殺菌消毒 (2.5MRad) ， 植物の品種

改良や農作物害虫滅種等の外界からの依托照射も近年頗

る増加し，この試験工場の工作量が急ピッチに増加して

聯合工業研究所に嬉しい悲鳴をあげさせている.

(23ページよりつづく)

京大学の田畑教授と緊密な連絡をとっている.

筆者(責任研究員)はソール大の化学科を卒へ，アメ

リカの WISCONSIN大学院，日本の東北大等の経験を

積み乍ら，その問，光化学， Hot Atom化学，放射線低

因みに乙の聯合工業研究所は1973年の 7月に直属機関

である経済部から離れ同部の他の二つつの研究所(金属

工業研究所及び砿業研究所〉と併合して財団法人組織で

ある工業技術研究院として同年10月 1日に正式にスター

トしたものである.目的は煩雑で格式ばった政府組織か

らぬけて工業技術研究院長に大権を与え自由に工業研究

が遂げられ国土建設産業に貢献できる為の再組織であ

る.研究資金の来源は100%政府からの支出で，工業界か

らの依托研究を徐々に増やすスローガンの下に応用研究

を発揮する事になった.工業技術研究院の下に三つの研

究所があり，そのうち聯合工業研究所が最も規模が大き

く歴史も最も長く己に29年を経過している.現在同所は

8単位の研究室(有機合成，工業化学，プラスチ ック，

放射性同位素，電子，化工，非金属材料，農産品利用)

と3単位の試験室(プラスチック検験，電子材料検験，

化学分析)から成り立っている.

中華民国では現在大学課程には放射化学の講義はある

が，放射線化学の講義は未だない.それ故に放射線化学

関係の人材は極めて少い.現在聯合工業研究所にのみ放

射線化学の研究が行はれ，大学関係で放射線化学めいた

仕事をやっている人もあるが微々たるものである.台湾

の特有背景環境を利用する放射線化学的研究は将来期し

て待つべき ものが多く現在寧ろ繋明期にあると言え ょ

っ.

分子化学からこ乙 5年来は高分子の中，特に繊維の改質

へと方向を転じ，放射線 graft重合法に依り，木綿，ポ

リエステノレ，ナイロン及び PVC等の改質を試図してい

る.日本原研大阪研究所の岡田紀夫博士からは，不断に

研究情報，助力及び助言を仰いでいる.
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〔事業所紹介〕

鈴木自動車株式会社豊川工場塗装電子線硬化工場訪問記

電子線硬化法による塗装方式は先lζ米国の Ford自動

車会社がその開発に成功し，工業生産を実施して以来，

関連産業界から多大の注目をあびて来た.乙の間の事情

は例えば藤岡氏の紹介論文(塗料と塗装 1974年 8月号

p.31)を参照して頂くと幸いである.

乙の Ford自動車会社との技術提携で設立された日本

エレクトロキュア社に就いては，既に本誌前月号lζ岡田

による紹介がある1l との日本エレクトロキュア社の技

術に鈴木自動車工業社の塗装技術が組み合わされて，乙

乙l乙我が国最初(世界で 2番目〉の電子線照射による自

動車部品塗装ラインが建設され，稼動中であるとうかが

い，今回の同社訪問となった.

7月のある一日，同社生産技術部石田，豊川工場工務

課長高橋の両氏の御案内で， くわしく見学させて頂いた

ので以下に御紹介する次第である.

鈴木自動車工業株式会社は資本金 120億同，我が国で

も有数の自動車メーカーであるととは衆知の通りである

が 2サイクノレエンジンに独自の開拓を行なって来た所

に特徴を有する会社であり，従ってモーターバイクは夙

に有名である.

との塗装ラインのある同社，豊川工場は愛知県豊川市

の郊外， 19万m2の敷地に 4万m2の建物をもっ大型二輪

鈴木自動車豊川工場全景

*日本原子力研究所 大阪研究所

後藤田 正 夫*

電子線加速器コントロールパネル

車製造の専用工場である.従業員 1，100名によって，月

産40，000台の生産を行なっており，その 8割が輸出され

ている.昨年のオイノレショック以来，モーターバイクの

需要が急増し，人員，生産ともに大幅に増強したとの乙

とで，現場も活気に満みちている.

同工場では塗装ラインは同一建物内に二系列が並行に

走っており，一つは従来型の焼付け塗装であって，主と

して車体フレームの黒色塗装を行っているが，他の一つ

は電子線硬化法によるもので，燃料タンクとプラスチッ

ク製フレームカバー(ABC樹脂又はポリプロピレン製)

の無溶剤塗装を行なうものである.

乙の電子線硬化法による塗装ラインであるが，使用電

子線加速器はFord自動車会社製の容量300KV，10mAの

もの(加速管部はTexasNuclear Instruments Co.製)2

台を用い，照射室はブタンガスの燃焼ガス (N2とC02)

で置換されるようになっている.塗装，照射はコンベア

lとより連続工程が組まれているが，まず脱脂を行い，金

属製の燃料タンクでは被膜化成処理，プラスチック製フ

- 26ー
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レームカバーでは通電処理を施し，次いで電子線硬化性

樹脂塗料を自動静電塗装方式により塗装し，次いで電子

線照射を行なうという工程を取っている.現在ラインス

ピードは 3.-....-4mj分で，熱硬化の場合の二倍の速度で

流れているとのと とである.

乙乙で，電子線硬化方式を採用した理由をうかがった

が，デザイン上，フレームとその他で色調を変えてある

とと.後者ではプラ スチック部分と金属部分とで，同色

iとする必要があるが，焼付け方式で同一色調が得難いと

いうのが，現実的な当面の理由の様であった.

電子線硬化方式では加熱の心要がなく ，同一塗料を双

方に使用出来るので乙の心配がない.また，乙れによる

塗装の方が硬度と耐溶剤性が優れているとのととであ

1. A. E. A.技術援助計画によるエキ

スパート募集

国際原子力機関(1.A. E. A.)では開発途上国の原

子力研究開発に関して色々と技術援助を行っております

が，その一環として所謂エキスパートのそれらの国々へ

の派遣を行っています.

昭和49年度募集のこれらエキスパートのうち，放射線

化学関係のものの一部を以下に御紹介します.我が国の

放射線化学も世界の一流レベソレに達した今日，進んで乙

れからの発展を期している国々に力をお借しする方々が

続々と現われる乙とを期待してやみません.

1. 分野 サーモjレミネッセンスによる線量測定

(Ref. Bul/1j02) 

任地 フツレガリア，ソフィア市，薬学アカデミー

放射線医学部門

任期 1カ月(1974年)

任務 放射線医学に於ける線量測定研究計画に対

するアドバイス

資格保健物理，特に固体線量計lと修熟したエキ

スノマート

2. 分野放射線防御 (Ref.HUNj9j03) 

任地 ハンガリ，ブタペス ト市，放射線医学衛生

学研究所

任期 1カ月 (1974年)

任務環境及び生物学試料中の放射能モニタリン

る.乙の加熱の不要なととは加熱炉等に要する設備のス

ペースが無くなり塗装ラ インの床面積が少くてすむ乙と

になる.さらに，近い将来予想される溶剤規制に対して

も，無溶剤に近い塗料の使用が可能な点から有利と考え

られる.また，塗装ラインを動かして，一年になるが，

装置で故障らしい故障に未だ会っていないとのととで，

放射線プロセシングも今や完全に実用の域に達したとの

感を深くした.

現在，やかましく叫ばれている，省資源，省エネノレギ

ーの線に乗った，乙のような放射線プロセシングが引き

続いて，鈴木自動車工業社以外の各分野の企業で多数実

施される日の来るととを期待しながら，同社を辞した.

グの分光学的技術の同研究所への導入への

援助

資格 γ線スペクトロメトリーに習熟した保健物

理学者

3. 分野放射線化学 (Ref.ISRj2j07) 

任地 イスラエノレ，原子力研究センタ一

任期 1カ月 (1974年)

任務 試験器及びローjレコーターの設置の手助け

と設置しである設備の使用の指導

資格放射線化学のスペシャリ スト

4. 分野放射線化学の工業利用 (Ref.IRAQj2j05) 

任地 イラク，パクーダッド市，原子力研究セ ンタ

任期 3カ月(1974年， 極力早期を希望)

任務 イラクに於ける放射線化学の工業応用の計

画の助力

以上，使用国語は英語.

お問い合せは，Ref.ナンパーを指示して，下記に.

Experts Section 

Division of Technical Assistance 

International Atomic Energy Agency 

P. O. Oox. 590 

A-1011 Vienna， Austria 

Telephone : 52 45 11 (ext. 198) 

Cable: INATOM， Vienna 

Telex : 01-2645 
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後 ニュース g

第17回放射線化学討論会

共催 日本放射線化学会・日本化学会

日時 10月2日(水)， 3日(木)，4日(金)

会 場東北工業大学O会場(仙台市八木山松波町 5)

討論主題 1.放射線化学の基礎過程

2.放射線と物質との相互作用

10月 2日午前

座長田畑米穂 (9: 00"-'10 : 12) 

1001 乳酸アンモニウム混合水溶液のγ線照射による

アラニンの生成(阪大工)0加藤泰三 ・河問喜美子 ・

品川睦明

1002 シリカゲ、jレに対する照射効果(都立大理・都ア

研)0小椋ー ・中里千代子 ・近藤正春 ・沢 井 健 ・沢

井照子

1003 電子線硬化法によるツガ材薄板 WPCの調製(2)

(原研大阪)0後藤田正夫 ・八木敏明 ・奥川英夫

1004 電子線によるスチレン系モノマーの重合(原研

大阪)0竹崎淳一 ・岡由紀夫 ・桜田一郎

座長後藤田正夫(10: 12"-'11 : 06) 

1005 ビ‘ニノレカノレパゾーjレの放射線二量化反応と重合

反応の速度定数(東大工 ・理研)0田川精一 ・田畑米

穂 ・荒井重義 ・今村 畠

1006 高速中性子による照射効果-PMMAの分解(東

大工)0江草茂員Ij・石樽顕吉 ・回111精一 ・田畑米穂 ・

大島恵一

1007 被照射 PMMAポリマー中のラジカノレ生成(名

大工〉鳥飼章子 ・鈴木敏雄 ・九里善一郎

座長吉井義一 (11: 10"-12 : 04) 

1 008 EDTA金属錯体の放射線分解ーパノレス法による

EDTA ラジ カル反応〈東大教養 ・理研 ・横浜市大文

理)K. P. Kundu 0松浦二郎 ・今村 昌 ・荒井重義

.篠原信好

1009 アミノ酸，タンパク質の OHラジカJレに対する

反応性(都立大理)0中野成美 ・増田高広 ・近藤正春

1010 核酸関連物質のOHラジカノレに対する反応性と

構造因子(都立大理)0篠原広行 ・増田高広 ・近藤正

春

10月 2日午後

座長今村 昌 (13: 00"-'14 : 00) 

1 011 特別講演 凝縮相での放射線化学の初期過程一

40K照射をもちいる方法(京大原子炉)東村武信

座長林晃一郎(14: 10"-'15 : 22) 

1012 二酸化炭素溶液中におけるベンゼン， トルエン

キシレンのγ線による酸化(東工大理)石崎要 ・鈴木

敏雄 ・広上俊一O佐藤伸

1013 有機硫黄化合物と溶媒和電子の反応(都立大理〉

0中村JI関・鈴木信夫 ・山内康太郎 ・増田高広 ・近藤正

春

1014 脂肪族ケ トンのパノレス放射線分解(理研)0荒

井重義 ・星野幹雄 ・今村 昌

1015 芳香族塩素化合物の再結合発光(都ア研)0沢

井照子 ・沢井 健

座長岡 田紀夫 (15: 22"-'16 : 16) 

1016 液相励起シクロヘキサンからぬOへのエネノレ

ギー移動の速度(東工大理)0和田敏規 ・旗旗野嘉彦

1017 液体励起ネオペンタン中での N20の自由電子

捕捉と各種捕捉剤との競争的電子捕捉過程(東工大理〉

旗野嘉彦O森和男 ・伊藤健二

1018 プロモベンゼンのシクロヘキサンおよびイソオ

クタン溶液中での電子捕捉反応(東工大理)金応例。

唐沢英年 ・細谷潔 ・佐藤 伸

座長近藤正春 (16: 16"-'16 : 52) 

1 019 半導体検出器を用いた陽電子消滅γ線エネルギ

ースペクトノレ測定による液相のイオン化ポテンシ々 ノレ

測定の可能性(東大工 ・東大原子力セ)0岡田激平 ・

伊藤泰男 ・田畑米穂 ・大島恵一

1 020 スパー内における イオン電子再結合による三重

項の生成確率(東大工)0渡辺宏 ・石樽顕吉 ・大島恵

1021 放射線作用の古典力学的理解(4)水の放射線分解

初期過程(原研東海)0大野新一 ・長山 尚

1022 大強度ノ幻レス電子線の自己収束性と媒体気体圧

との関係一主として炭化水素 (原研高崎)0堀田 寛

.新井英彦 ・田中隆一

総括討論座長笛木賢 二

10月 3日 午 前

座長山崎 秀 郎 (9: 00"-'9 : 54) 

2001 γ線照射によ り生成するポ リリン酸塩の捕捉正

孔収率一回相ホットアトム化学への役割(東大教養)

O小林喜光 ・松浦二郎

2002 重イオン照射したアノレカリハライド単結晶の

ESR による研究 (理研)0木村一宇 ・松井正夫 ・今

村 昌

2003 低温剛体法によるビタミン BI2および BI2補

酵素のー電子還元(理研 ・京大理)0関博之 ・志田
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忠正 ・今村昌

座長吉 田 宏 (9: 54"""10 : 48) 

2004 γ線照射により生ずる炭化水素ガラス中のイオ

ン種ー昇温電導の測定から(名大工)加藤続之 ・田中

成美 ・南景換 ・笛木賢二 ・九里善一郎

2005 剛体溶媒中，t-ブチノレラジカノレの光照射による

挙動(名大工)0田中敏明 ・余語隆夫 ・野田正治 ・笛

木賢二 ・九里善一郎

2006 被照射 CHsI-CDsCN系に生成した methylra-

di伺 l-iodideion adductの ESR(東大薬 ・石川島播

磨技研)藤田勇三郎O勝孝 ・佐藤三男 ・高橋一正

座長宮崎哲郎(10: 53"""12 : 05) 

2007 ポリエステノレ熱ノレミネッセンス(早大理工研 ・

三井東圧総研)0高 橋 敏 ・津村実 ・大井敏民 ・浜

議昌 ・篠原健一

2008 (-O-RI-O-CO-R2-CO-)"型ポリ エステノレの照

射効果(1)生成常磁性活性種の種類(早大理工研 ・三井

東圧総研)0三浦光次 ・大井敏民 ・浜義昌 ・篠原健

2 009 (-O-RI-O-CO-RγCO-)"型ポリ エステノレの照

射効果(2)生成常磁性活性種の挙動(早大理工研 ・三井

東圧総研)0大井敏民 ・三浦光次 ・浜義昌 ・篠原健

2010 アノレキレングリコーノレの ESR (早大理工 ・三

井東圧総研)0浜中克彦 ・大井敏民 ・浜義昌 ・篠原

健一

10月 3日午後

座長荒井重義(13: 00"""13 : 54) 

2011 スピントラッピング法の放射線化学への応用ー

エタノーノレ，メタノーノレ系の放射線分解(北大工)0 

塩谷優 ・村林俊 ・相馬純吉

2012 凝縮相における有機フッ素化合物の解離型電子

捕捉反応(2)(北大工)塩谷優O村林俊 ・相馬純吉

2013 電子捕捉剤を含む被照射ガラス状アjレカンにお

ける イオンラジカノレと中性ラジカノレの生成量関係(広

島大工)0太田信昭 ・市川隆久

座 長 東 村 武 信(13: 54"""14 : 48) 

2014 高濃度ガラス溶液中におけるナフタリンのイオ

ンラジカノレの挙動(理研 ・京大理)0吉良 爽 ・今村

昌 ・志田忠正

2015 有機ガラス中におけるビフェニノレアニオンの光

プリーチ挙動(北大工)0市川恒樹 ・森谷達典 ・吉田

宏

ース ~ :

2016 MTHF 770Kマトリック ス中におけるク ロノレベ

ンゼンと電子の反応性(都立ア研)0下川利成 ・沢井

健

座長志田忠正 (14: 53"""15 : 29) 

2017 γ線照射したベンゼン結晶の光吸収 (京大原子

炉)0松山奉史 ・山岡仁史

2018 電荷移動錯体系の放射線イオン反応(阪大産研〉

0入江正浩 ・山本幸男 ・林晃一郎

座長相馬純吉・(15: 29"""16 : 23) 

2019 有機ガラス中における電子捕捉の動力学的研究

(名大工)伊藤敏安 ・笛木賢二 ・九里善一郎

2020 有機ガラス中での電子捕獲機構(到(京大原子炉)

0野田真人 ・並 木章 ・東村武信

2021 有機ガラス中での電子捕獲機構(3)(京大原子炉)

0並木 章 ・野田真人 ・藁科哲男・ 東村武信

座長九里善一郎(16: 23"""17 : 17) 

2022 アノレカン固体中における電子捕捉(北大工)市

川恒樹 ・吉田 宏

2023 3-メチノレヘキサンガラス中における CHaXの解

離型電子捕捉(北大工 ・阪大産研)0原田勝可 ・入江

正浩 ・吉田 宏

2024 希ガス混合系のG値の計算 (東工大理)0岡崎

清 ・奥 栄三 ・佐藤伸

10月 4日午前

座長高 崎 拘 (9: 00"""10 : 12) 

3001 Mono-substituted alkaneの C-x結合の切断

確率(東北大理)0生田 茂 ・吉原賢二 ・塩川孝信

3002 各種アノレケ ンの電荷交換反応による断片イオン

化の検討(東北大理)0奥野健二 ・吉原賢二 ・塩川孝

信

3003 運動移行を伴うイオン分子反応 (1)アノレコーノレ

(東北大理 ・C.R. N.， Strasbourg) 0吉原賢二 ・J.

C. Abbe・J.M. Paulus 

3004 運動移行を伴うイオン分子反応(2)メノレカプタ ン

(東北大理 ・C.R. N.， Strasbourg) 0吉原賢二 ・J.

C. Abbe・J'M. Paulus 

座長旗野 嘉 彦 (10: 17"""11 : 11) 

3005 イオンサイクロトロン共鳴質量分析計によるイ

オン分子反応(電通大)井上雅夫

3006 アノレカリイオンと H20分子のクラスタリング

反応(東北大工)0武部雅汎 ・飯沼恒一 ・小池武久 ・

佐藤義之 ・瀬戸邦夫

3007 H20気体中におけるネガティブイオン (東北大
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工)飯沼恒一 ・小池武久 ・佐藤義之 ・武部雅汎 ・瀬戸

邦夫

座長井上雅夫 (11: 11，......12 : 05) 

3008 DTMS型 ReactionChamber (SVC-rr)の

試作(1)装置の概略とその基本設計(東北大工)0飯沼

恒一 ・小池武久 ・佐藤義之 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

3009 DTMS型 ReactionChamber (SVC-rr)の

試作(2)RF Ion Sourceの性能テスト(東北大工)0 

大関修治 ・佐藤義之 ・飯沼恒一 ・小池武久 ・武部雅汎

.瀬戸邦夫

3010 DTMS型 ReactionChamber (SVC-rr)の

試作(3)ガス導入装置とイオン種の固定(東北大工)0 

小池武久 ・飯沼恒一 ・佐藤義之 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

10月 4日午後

司会塩 川 孝信 ( 13: 00"""'14 : 30) 

パネル討論会 「加速器による放射線化学 ・放射化学」

1. パノレス放射線分解(理研)荒井重義

2. 加速器の工業利用(東大〉田畑米穂

3. 理研サイク ロトンによる放射化分析(理研〉野崎 正

4. 荷電粒子励起X線測定による微量分析(京大)岩田

志郎

座 長佐 藤 伸 (14: 40"""'15 : 52) 

3011 低エネノレギー電子線によるヘ リウムのエネノレギ

一損失スペクトノレ(東工大原子炉 ・東工大理〉織田暢

夫O坪井利夫 ・旗野嘉彦

3012 パルスラジオリシス法によ る気相ベ ンゼン三重

項状態(東工大理〉旗野嘉彦 ・旗野哲O上 野 巧

3013 CO-H2系の電子線によ る励起発光(1)COの励

起発光スペクトノレの Hz添加による効果(原研大阪)

O中井洋太 ・松田公司 ・高垣虎雄 ・原見太幹

3014 電子衝撃による塩化水素 ・ハロゲン化メタンの

励起過程(九大工)0豊田稔 ・小}II禎一郎 ・石橋信

彦

座長瀬戸邦夫(15: 52"""'16 : 28) 

3015 ノノレボJレナジエンの気相放射線分解(阪大産研〉

0佐川博敏 ・高椋節夫 ・桜 井 洗

3016 核分裂片照射による NγC2H4系からのシアン

化水素の生成-圧効果(原研東海)0池添康正 ・佐藤

章一 ・清水三郎 ・小林敏明

座長中井洋太(16: 28"""'17 : 04) 

3017 メタ ノーノレのイオン衝撃反応(東大教養)0新

井栄一 ・高橋詞

3018 高密度炭化水素気体中の電子捕捉反応(東大教

養)藤田和男 ・山口洋一O西川 勝

ス ~

日本化学会第30春季年会放射線化学の

講演をかえりみて

本年の日本化学会春季大会は東大阪市近畿大学におい

て行なわれ，放射線化学部門の発表は 4月 2日午後，光

化学部門に引き続き始められた.

最初の 5講演で，放射線化学反応の初期過程と関連の

深い励起原子，電子，イ オンと分子の衝突による イオン

化，励起，分解iζ関する報告が行われた.

最初の東大理の柴田らの報告は，アセトニトリルの低

速電子線衝撃において生成する高い Rydberg状態に励

起された水素，炭素，窒素原子Iζ関する詳細な研究であ ~ 
り，これらの生成過程と水及びアセトニトリ Jレ分子との

衝突によるイオン化について検討が行われ，比較的長寿

命(，......μ秒〉でイオン化断面積の大きい(10-12"""'10-13

cmりこのような高励起状態の原子が初期過程において

占める役割の重要性を示唆した.次lζ九大工豊田ら及び

辻らはそれぞれ，塩化水素，ハロゲン化メタン，ナフタ

リンの低速電子線衝撃において生成する励起種の紫外可

視発光スペクトノレを測定し，励起と断片化の過程を検討

している.一般に電子線による励起は，光励起と選択律

が異なるから光励起との比較が興味深い.東北大理生田

ら及び奥野らはそれぞれ，いずれも直交二段型質量分析

計内で各種正イオンと有機分子聞の電荷交換反応によっ

て生成する有機イオンの断片化の機構に関して研究し，

CHsBr+と CHaI+イオンからの CH2X+の出現電圧

が， 光電子スペクト Jレにおける C-X orbital electron 

のイオンイ七ポテンシャノレと C-Horbital electronのイ

オン化ポテンシマノレにそれぞれ一致する事実にもとづ

き，乙れら断片イオンが親分子イオンの励起状態か ら

直接生成するものと考えた.2-ブテン及び1-プテンイオ

ンの断片化についても，たとえば2-ブテンからの CaH5+

の出現電圧は，電子線衝撃および光電子スペクトノレの結

果とよく一致し親分子イオ ンから直接の断片化の可能性

を示している.

次の三講演では，放射線と物質との相互作用に関する

基礎的な研究が報告された.大強度パルス電子線が気体

中を通過する際，発散または収束するが，乙れは気体の

圧力及び気体の種類に依存する乙とが原研高崎の堀田ら

により詳細に検討され，乙の挙動を規定している気体中

のイオンの生成とイオンの気体中の運動との関係が議論

された.また，原研東海の大野lとより原子内電子と高速

入射電子との 2体クーロン衝突について古典的衝突論に
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B.ニュース 後

もとづく非経験的計算が行われ， Neのイオン化，励起

イオン及び多価イオン生成，自動イオン化，オージエ電子

生成のG値が比較された.東大原セの伊藤らの報告では

ポジ トロ ニウムの生成と消滅の機構を検討する目的で，

固体構造の異なるrアイコサンとポリエチレ ン中でポジ

トロニウム形成確率と寿命を比較して， γ線照射線量と

形成確率及び寿命との関係にみられる差異などが固体構

造との関連において議論された.(阪大 ・理桑田敬治〉

4月 3日午前の放射線化学関係の発表を聴いた人は放

射線とは化学反応の研究に何といろいろに応用できるも

のか，驚いたに違いない .t-C.H9+のイオン分子反応か

ら枯草菌の酵素活性の議論まで，14の研究発表があった

が，どれ 1つをとっても他の発表と何のオーパーラップ

もしていない.放射線化学とは何と欲の深い学問なのだ

ろう .それでは順を追って紹介してみよう .

東ア研の猪越らは，ネオペンタンの放射線分解で従来

から仮定されていたつぎの反応を質量分析で確認した.

t-C.H9 + + NHaー-iso-C.Hg+ NH. +.広大の横畑らは精

力的に続けている放射線化学と放電化学との比較研究に

ESRを使う手段を導入し生成ラジカ Jレの検討を開始し

た.阪大の佐川らは数年前から研究してきた トロ ピリウ

ムイオンについて，乙のイオンが気相中間体として安定

に存在する条件を探し出した.原研高崎の清水らは，工

業化へのねらいを秘めたエタンーアンモニア系の放射線

分解について，NO添加効果を調べた.また同じ高崎研

の池添らは，これまた工業化へのねらいをもって炭酸ガ

スの放射線分解をプロパンやプロピレン存在下で調べ，

C02 ー→CO の還元反応の収率を求めた.つづいて東工

大の佐藤らは液体 N2-CH.系の γ線分解の研究から窒

素原子と炭化水素の反応に励起N原子 (2D)が関与して

いる可能性を示した.

サイク ロトロ ンからの加速重イオンによる放射線反応

の研究は，理研のクーノレープの独壇場である.松井らは脂

肪族ケトンの種類を増して LET効果を論じた.ついで

東工大の伊藤らは捕捉剤との反応からネオペンタン中の

電子の反応は，従来よく調べられているシク ロヘキサ ン

中とは様子が遣うととを示した.有機溶媒中の電子の挙

動は，放射線化学初期過程の目下の中心課題である.都

ア研の下川らは，都立大の近藤らととも，γ線による塩

素化ベンゼンの連鎖脱塩素反応をくわしく調べ， PCBを

無害化する乙とへの放射線利用の可能性を示した.一方

原研高崎の貴家らは，cis-1，4-ポリプタジ エンを高圧下

で照射し，架橋効率が大きく変化する乙とを報告したが

高圧下での放射線化学反応は，とれまた工業利用へのね

らいを秘めている.

ついで話は急に理研の低温ノマノレス法に切り変わる.木

下らは，低温アノレコーJレガラス中の電子と酸の反応を調

べ， トンネノレ効果の可能j性を探り ，また，今村らは，ベ

ンゾフエノンアニオンの溶媒和反応とつづいて起乙るケ

チノレラジカノレへの変化の活性化エネルギーと活性化エン

トロピーを求めた.一方，阪府放中研の堀井らは燐の化

合物すなわちテトラフェニノレホスホニウムクロライド水

溶液のパノレス放射線分解で水和電子と 仇p+の反応を調

べた.最後に，京大の波多野らはγ線を中断する乙とな

しにサンフ。ノレを取り出して酵素活性を調べる連続測定装

置を 写真 入り で紹 介し た東 工大 ・理 佐藤伸)

次lζ4月 3日午後の発表の紹介に移る.最近，低温

固体内の捕捉電子の挙動に関する研究が，地味ではある

が可成り進んでいる.本年会でも，乙の方面の成果がい

くつか報告されているが，山崎，岡ら(東工大)は捕捉

電子雲を表わす方程式と，乙の電子雲の中心の座標に関

するスモ jレコフスキー方程式とを組み合せ，捕捉電子の

再結合による減衰を記述する式を求めている.乙乙では

捕捉電子を質点としてではなく ，電子雲として取り扱っ

た点に特徴がある.岡ら(東工大)は 770Kでの純 3-メ

チノレヘキサン，ならびに 6フッ化ウラ ンを添加した3-メ

チルヘキサン中の捕捉電子の減衰過程を，ESRを用い

て測定している.添加剤の濃度が低い場合は，捕捉電子

の相対濃度と，時間の対数の開花比較的よい直線関係が

成立する.実験結果は，捕捉電子が正イオンに向って直

線的に進み中和するが，乙の間添加した捕捉剤とも反応

すると考えて導いた減衰曲線に合う.石川ら(東工大)

は， 770Kでの 3-メチノレヘキサン中の捕捉電子の光退色

過程を研究し，前照射の効果がある乙とを見出してい

るが，乙 の結果は，捕捉電子が放射線照射によって生成

した遊離基と反応している乙とを示唆している.大野，

Lamotteら (C.E. N. de Grenoble)は， 770K での

アルカリ氷中の捕捉電子の構造を，電子核磁気二重共鳴

法を用いて研究している.捕捉電子と，捕捉中心を構成

する重水分子の重陽子との相互作用に基づ く， ENDOR 

スペクト jレが得られるが，線型を議論する上では，多少

問題が残されている.

放射線化学に直接関係したイオ ン分子反応の研究もい

くつか報告された.熊倉ら(原研)は，プロピノレアセテー

トのイオン分子反応を研究し， CHaCO¥ CHaCOOH2+ 

ならびに CHaCOOCaHどと CHsCOOCaH1との各反応
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の速度定数を測定している.また岡田ら(阪府放中研，

阪府大教養)は，イオントラッピング法を用いて，エチ

レンオキシド， およびエチレンオキシドとアンモニアの

混合系中での各種のイオン分子反応の速度定数を報告し

ている.一方，田中 ら(東工大)は，一酸化窒素 NOの

光イオ ン化によって生成した NO+と，イソ ブタ ンとの

イオン分子反応

NO++ C4Hwー~HNO+ C4H9 +

の速度定数を，照射光の波長を変えて測定している.波

長を変えると，生成する NO+の振動準位の分布が変化

するが，少なくとも v=4程度までは，反応速度定数に

変化はみられない.

質量分析器を利用した研究は，乙れらイオン分子反応

に関するもの以外では，横田ら(京大)による水銀原子

の電子親和力，ならびに高木ら(関西大)によるフェノ

ーノレの質量スペク トノレの分子軌道理論に基づく考察が報

告され た 理 研荒井重義〉

放射線重合に関する研究は 4月 2日午後のラジカノレ重

合のセッションにおいて 7件の報告が行なわれた.乙の

中でとく に興味がもたれたのは，柴崎，中原，福田(埼

玉大理工)による「長鎖ビニル化合物の放射線固相重

合J(2L36)の研究である.柴崎らは， DTAおよびX

線回折の実験からアクリノレ酸オクタデ、ンノレ (AO) のよ

うな長鎖ビ‘ニノレ化合物は熱処理方法を変える乙とによっ

て室温付近の温度で複雑な相転移を示す乙とを確かめ，

とれらの各結晶変態における放射線後効果重合を追跡す

るととにより，モノマ一分子の配列状態と固相における

重合性との関係を明らかにした.上述の AOについては

モノマ一分子が同一平面上に配列し分子軸のまわりの回

転がある程度許される六方晶系構造の3型結晶の場合に

高収率でポ リマーが得られるのに対して，単斜品系構造

のα型結晶においてはほとんど重合が起らなかった.

また.s型からα型へ変化する中間の温度領域で存在す

る準安定状態の s'型結晶は，重合性に関してもα型と

3型との中間の挙動を示した.乙れらの結果から，各結

晶状態での重合性，生成ポリマーの結晶構造と密接な関

係にある乙とが示された.一方，応用の観点からは，和

田，関谷，町(原研・高崎〉による「アクリノレアミドの

析出系放射線重合J(2L38) の報告に興味がもたれた.

和田 らは，アセトン と水の混合溶媒中でアクリノレアミド

の放射線重合を行ない， 溶媒の混合比とポリマー収率あ

るいはポリマ一分子量との関係を調べた.その結果，ア

セトン溶媒中の均一系重合においては重合速度およびポ

リマ一分子量が温度の上昇とともに増大するのに対して

溶媒中の水が 60vol%以下の系では生成ポリマーが系内

に析出しその分子量が重合温度の低いほど増加するとと

を確かめ，低温で粉末状ポリ マーを生成させるための手

掛かりを得た.

ポリマーの放射線反応に関する研究は 4月 3日午前

の高分子反応セッションで 5件の報告が行なわれ，との

中では仲川，谷口(製科研)による rN-メチJレーN-カ

ノレボキシメ チJレジチオカーパメート基を有する PVCと

金属イオンとの不均一反応J(3L13)の報告が注目され

た.仲川らによる耐放射線性高分子についての一連の研

究はすでに本誌 (Vol.17， p. 18)においても詳しく紹

介されているが，今回の報告はカノレパメ ート基の置換率

が 8.5.......13モノレ%の上記のポリマーを酢酸銅水溶液中で

反応させた場合にそのキレート形成能が放射線照射によ

って変化しないととを確かめ，さ らに真空中照射での発

生ガス分析の結果，分解ガス中に塩化水素がまったく合

まれない乙とから，乙の場合も放射線の作用を受けやす

いポ リ塩化ビニノレの部分が置換されたジチオカーパメ ー

ト基によって保護されているととを明らかにした.との

ようにポリマ一反応を利用して新しい特性をもっ耐放射

線性高分子を合成するととは興味ある方法であろう .

(京大 ・原子炉 山岡仁史)

シアトル ICRR(国際放射線研究会議)

印象記

International Congress of Radiation Research は

4年おきに開かれると とになっており，その第 5回が 7

月14.......20日の聞の 1週間， シアトノレで開催された.学会

のうち約2割の話は放射線物理ないし放射線化学であ

り，生物および医学関係が半数以上を占めていた.放射

線化学では世界の主なメンバーがかな り参会し，よくま

とまった集会であ った.

第 6回は日本で聞かれる乙ととて， 我が国からも 130

人あま り出席し，人数の上ではアメリカに次ぐものであ

った.最初の開会式での説明によると，参会者は1700人

くらい，われわれ放射線化学という小さな集まりのもの

から見ると，驚くほどの盛会であった.

放射線化学K限って見ると，原著講演 100件あまり，

シンポジウムカ~ The Basic Physics of the Inter-

action with Matter， Partic1e Penetration， Electrons 

in Liquids， Fast Response Technique， Radiation 

Effects in Frozen Mediaなどが行なわれた.以下，
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出席された 5人の方々に，とりわけ印象に残った話だけ

をまとめていただく .

原報ではないが，J. W. Boag氏の特別講演は筆者に

はたいへん印象的であった.とれについては，下に渡部

氏もふれられているが，とりわけ，溶媒和電子のモデノレ

として多くの小磁針(双極子〉をならべ，その上を小さ

な磁石(電子)を動かして，磁針が回転して溶媒和がお

乙る模型を実演した.頭の中では理解していても，乙う

して実演して動的に見せられると，またいろんな問題点

がはっきりしてくるものである.

学会の本題には関係ないが，公開特別公演として

Brookhaven の G.Harbottle氏により 「遺跡と原子

炉」が行われた.放射化学分析法により土器の生産地推

定を行う研究であり，手持ちの豊富なデータから抜翠し

て，乙の方法の有効さをやさしく説得したが，学会出席

者にとってはむつかしい本職の話が数日間続いた後に組

込まれていたため，気楽に聞けてくつろいだ一刻であっ

た京大原子炉東村武信)

初日の月曜日(7月15日)夜6時より J.W. Boag (水

和電子の発見者)の‘'TimeScale in Radiobiology" 

と云う講演が Failla記念講演として行なわれた.今ま

でのとの方面の種々の手段を用いた実験についての

Reviewであるが，非常に感銘深かった. Felix Smith 

らは早速来年の原子衝突国際会議 (IXth ICPEAC)に

招待講演として話してもらおうと云う乙とで交渉を始め

たと聞いている.シムポジウムとして“TheBasic Phy-

sics of the Interations of Radiation with Matter" 

と云うのが当初 Platzman が企画して計画されたが，

彼の急逝により Argonneの井口によりひきつがれ，同
~ 

時lζ Platzman 記念シムポ'ジウムとした.放射線が物

質中を通りひきお乙される現象をどう解析すべきか，ま

たその際のデータを提供している関連分野の研究の現状

についての報告がなされた.その中でとくにautoioniza-

tion と Augerprocessの光電離質量分析データへの

効果 (Barkowitz)，電子散乱のデータでの分子の内殻励

起によっては Augerprocess によ って分子反挽状態へ

行くであろう乙とが指摘された (vander W iel) .また

2次電子スペクトノレを分析する乙とによりいくつかの実

験値の聞の一貫性によって調べられるとと.またのスペ

クトノレについては低エネノレギー領域は glancing colli-

sion により，高エネノレギー領域は knock-on collisin 

又は Auger process 1とより生ずるととが述べられた

(Y -Ki Kim). Niehausの励起原子によるエネノレギー

選移，F. Smithの内殻励起の話などがあった. P. Ke-

barleのイオン分子反応の報告の折， ソ連の Talroseは

イオン分子反応になぜ活性化エネルギーが関与しないの

かと云う意味のコメントを行い，彼はそのテス トとして

M+(H20)n+N の系で実験を行っていると云う注目すべ

き話をした.

“Partic1e Penetration Phenomena"のシムポジウ

ムでは OakRidgeの Ritchieが荷電粒子の凝縮系へ

のエネルギー附与の初期過程について報告したがその中

で彼は液体の水でも plasma oscillationがひき起とさ

れている実験事実があるとの話をした.どのような実験

事実であるかを質問したと乙ろ，Oak Ridgeの Araka

waらの光学的な測定によるものであり，光源は通常の

Heランプでありそれ程強い光源ではないとの乙とであ

る.乙の点検討してみるべきであろう.一般講演として

基礎過程に関するものとしては，電子分光，電子散乱の

実験的研究，分光学その他のデータを用いての理論的研

究が目立った.今後乙うしたととにより初期過程はかな

り解明されてゆくのではないかと思われる.

その他，高橋(理研)の液体 Ar，Xe のW値測定，

Berkeleyの 300MeVjamuまで加速できるベノイトロン

を用いての重イオン研究，これによる trackstructure 

lζ関する理論，実験など注目すべき研究が報告された.

(東大工 渡部力 )

乙の会議の主題の一つである「液体中の電子」は極性，

非極性液体に大別され，シンポジウム (8講演)と通常

の研究発表 (25件)が行なわれた.研究発表の中から気

のついた点を挙げてみよう.

極性液体の部では，まず Baxendale らの n-ヘキサ

ンー水またはアノレコーノレ系での溶媒和電子のパノレスラジ

オリシスによる研究が報告され，次いで Argonneのグ

ノレープによって 500""'-'200psec時間分解能の水，アノレコ

ーノレ系のパノレスラジオリシス，そして目新しいものとし

ては 20MeVd+ および~40MeV He++によるパノレスラジオ

リシスが紹介された.さらに，Hentzらの高圧下液体ア

ンモニア中の溶媒和電子の研究，次いで，Chalk River 

のグループは THF，アミン， エーテノレ中の溶媒和電子

について報告した.日 を変えて，さらに，高粘性エタン

ジオーノレー水系の溶媒和電子， 純水系でのスパ一重なり

の効果の検討，水とアンモニア系での溶媒和電子の反応

性の比較， 電子正イオン再結合過程の量子力学的取扱

い，次いで Sac1ayのグループは Febetron707による
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パルスラジオリシスの装置を詳しく説明した後， n-プロ

パノーノレ低温ガラスについての結果を報告した.アノレコ

ーJレガラスについては， さらに C2H50H， C2H50D， 

C2D50D系について Gi1lisらおよび Haseらの報告が

あり，相互に詳細な比較が行なわれた.極性系での最後

の発表である Walker らの研究は，糖類などを溶質と

して加えた水およびアノレコーJレ剛性溶媒中の捕捉電子の

同偏光二色性を Q-スイッチノレビーレーザーからの向偏

光パノレスを用いてしらべたもので，捕捉電子について新

しい性質を知り得る可能性が期待される. また CD，

MCDなど他分野の研究者の興味を引くととと思われ

る.

非極性液体の部は炭化水素中と稀ガス液体中の電子の

問題に大別される.乙れらは発表件数としては極性液体

の場合にくらべ少なかったが，より本質的に未解決な部

分が多く ，将来への問題提起が種々なされたようであ

る. まず，AUenおよび Holroydは炭化水素など非極

性液体中の電子易動度の測定法を応用して，乙れら液体

中での種々の溶質による電子捕捉反応の速度定数の測定

を試みた.まずテトラメチノレシラ ン中の易動度が極端に

大きいととを指摘した後，既発表の CC14，C2H5Brなど

について電子捕捉反応の速度定数を紹介し，次いで，未

発表の N20，SF6などについての結果を報告した.いず

れも各溶媒中での拡散律速反応の速度定数よりもはるか

に大きく，電子易動度の大きい，ネオペンタン，テトラ

メチノレシラン中では特にその傾向が著しく ，その値は~

1014 M-1sec-1 Iとも達する.電子正イオン再結合反応につ

いても速度定数が求められ， ，，-，1016 M-1sec-1のような大

きな値を示す場合もある.次いで， Hatanoらは N20

がネオペンタン中で捕捉電子 1個あたり 1個の N2を生

成するととを利用して， SF6， CHaCl， C02などによる

電子捕捉反応速度の相対的関係を求め，その結果がシク

ロヘキサン中での結果と非常に異なるととを指摘した.

また真空紫外光を利用して求めたシクロヘキサン中での

とれら溶質へのエネノレギー移動速度の結果が報告され，

電子捕捉過程のみならずエネルギー移動過程の場合も，

その速度定数が拡散律速の値にくらべ非常に大きいとと

が強調された.以上の最初の二報は共通して，炭化水素

液体中での反応が従来と異な り非拡散律速であるら しい

と主張し，電子の非局在化にまで言及している. rそれ

では拡散律速であるかどうかの厳密な基準はど乙に置い

たらよいのか」という質問が印象的に思い出される.次

いで，ベンゼン， トノレエン中の電子易動度， 炭化水素お

よび MTHFガラスについてのレーザーによる光電導の

研究が報告され， Freemanらは Gfiにおよほす電場の

影響を multispurmodel I(よって解釈し，次いで，Xe 

の臨界点付近での電子易動度の変化をしらべた実験結果

が Lekner理論の予想と異なると結論している.Mozu・

mderは Onsager式に基いて，電子が正イオンから逃

れる確率におよぼす外部電場の影響をその温度依存性lζ

着目して考察している.最後は Greggらによる n-ヘキ

サン中での電子と種々の溶質 (H20，p-ベンゾキノン，

Lシスチンなど)との反応の速度定数についてであっ

て，電子易動度との関係，活性化エネノレギーなどが報告

された東工大理旗野嘉彦〉

7月14日夕方の OpeningCeremonyでは，3000人

くらい入る Opera House を埋めつくしていた参加者

も，20日の朝の Playhouseでの SummarySessionで

は弘位K減っていた.放射線化学関係の Summary を

したのは， Baxendaleである.彼のまとめは 4つに

分けられていた. 1. Biological (Micelles) 2. Picose-

cond 3. Mobility 4. Solvated Electron. 1番初めに

Biologicalを持ってきたのは， 乙の congress ICは生

物関係の人が多かったせいかもしれないが，物理や化学

関係の一般講演でも，何となく生物lζ関係のあるような

発言をする人が多い乙とと無縁ではなさそうである.会

場の中lζ変なひげをはやした人聞が多かったのと何か心

理的には関係があるような気がする.

2の picosecondの話は，月曜の夕方にあった Boag

の特別講演の中心的な話題であったし，化学関係の会場

でも 1番人を集めていたようだ.Hunt のグノレープが

Linacを巧みに使って始めた(].Chem. Phys. 53， 

4201(1970).) picosecondパルス (stroboscopic)の方

法は Argonneでも真似しだしたようだし，現段階では

やはり放射線化学の最先端と云ってよさそうである.下

の図は Baxendaleが示したスライドの 1つである.
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暗闇で走り書きしたので，完全な再現ではないが，縦

軸が電子のG値，横軸は時間である.

Huntは金曜の pymposiumで，30psで測定した溶媒

和電子の 話をした後，水和電子の反応について 2つの

Modelを提出した.

k= 1/了

1. e 一一~ e-damp 一一~ e刊 l

! +S ! +S I +S 
~ ~ ~ 

k= 1/. 
2. e ニ二二こ e-damp e.ol 

↓+S 

eはdryelectron， e.ol は水和電子， e-dampは dam-

p electron と名前がつけられていたが， 図 1でいう

と，10-9 
S 付近の電子のととらしい.1の機構は普通に

考えられる機構で， dry electronも solvatedelectron 

も scavengerと反応して行く，もちろん scavengerに

よって速度は違う，たとえば H+イオンは dryelectron 

とは反応しにくく，水和電子とは反応する，アセトンは

その逆である.2の機構が問題である，Huntは2の方

を主張したい らしい.水和電子は実はほとんど scaven-

gerと反応しないのではないかというのである.反応の

窓口はいつも dryelectronで e-，olとはある平衡が成

立しているのではないかというのである.言葉の不自由

さもあって，よく わからないままに，その場ではよく考

えてみなかったけれども，表現上の問題であるような気

もしないではない.それはと もかく， 乙乙当分 picose-

condの仕事には話題が尽きないだろう.

私の興味から云うと， Freemanを中心とした mobi-

lityの問題にも触れたいのだが，既lζ発表されている以

上のデータは出て来なかったようだし，依頼された紙数

も越えてしまったので，乙の辺でやめにしたい.

(東工大理佐藤伸)

国相の放射線化学に関する話題はほとんど低温ガラス

中の電子に限られた感があった.放射線化学における乙

の最も単純な反応種である電子は，研究が進むにつれて

不可解にな っていくよう に思われる.会議の第一日目の

午前にお乙なわれた招待講演による RadiationEffects 

in Fr0zen Med ia に関するシンポジウムの内容を略述

する乙とによ り，世界におけるとの方面の現状をうかが

うととができょう.

Kevan (米国)は電子スピンエコーの実験で捕捉電子

を囲む媒体最近接層中の分子の数(正確にはプロトンの

数)を決定し，更に第二層中の分子の配向に関する情報

も得られたと報告した.Funabashi (米国)はアノレカン

ガラス中の電子の易動度の測定から電子の動く機構を論

じた.易動度が温度にほとんど依存しない低温では， ト

ラッフ。からトラップへの tunnellingで電子が動くもの

と恩われる.Kieffer (仏)は再結合発光の温度および時

間依存性から捕捉電子の挙動を考察した.乙の場合にも

活性化エネノレギーはほとんどゼロで，電荷の再結合は電

子の tunnellingによると結論された.Higashimura(京

大原子炉〉は 40K 照射法による捕捉電子の研究をまと

めて報告したが，内容は読者もすでによく御存知のとと

であろ う.ただ本会議において，乙の実験法が外国にお

いても試みられ始めたととを知ったが，とれは京大にお

ける研究が評価されている証として同慶の至りである.

Gillis (カナダ)はパルス照射法で 3-メチノレヘキサンガ

ラス中における芳香族分子アニオンの生成を 20nsから

数分にわたって追跡した.乙のような実験は，溶質によ

る電子捕獲が捕捉電子の tunnellingによるかあるいは

dry電子の直接捕獲によるかを知るために， 今後重要と

なろう.Moan (ノノレウェ〉は frozenmedia中の捕捉

電子の生成と消滅という大きな標題のもとに話した.筆

者のメモによれば，溶質による電子捕獲は，-ll.電子が

浅いトラップに捕捉されてから tunnellingよってお乙

るというのが要点である.最後に座長の Kroh(ポーラ

ンド)が， アノレカリ氷中の溶質による電子捕獲もまた

tunnelling機構によるととを示した.

以上紹介してきたように，捕捉電子の研究における最

近の興味と流行は tunnelling機構による電子移動につ

きるように思われた. 乙れは更に午後の Radiation

Chemistry of Solids and Glasses K.関する一般講演に

ひきつがれ， Miller (米)と Goldanskii(ソ連 3講

演)によ り tunnellingが論じられるはずであったが，

残念ながら後者の話は病気の為取り消された.流行から

は遠いが，筆者の興味をひいた研究の一つを最後に紹介

しよう.Gillbro (スウェーデン〉はア jレカン単結晶を照

射して得られる CHa-CH-CHγ と -CH2-CH-CH2ーを

ESR で測定し， 後者が et ほどマイクロ波飽和しやす

い乙とを見出した.またD化したアノレカンを混ぜるとと

により，アノレカン固体中でのエネノレギー移動を実験的に

明らかにしたと報告している.Exciton機構によるそ う

で ある 北大 工吉 田宏 〉

生物関係の話題のなかから放射線化学と関連をもっと

思われるものを二，三紹介してみよう.今回のシアトル

会議では，高速中性子，重イオン，πメソンなど種々の粒
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子の生物効果をめぐる多くの発表があったが，乙れらは

放射線治療法確立への歩みと して乙のたびの学会の特色

ある断面のーっといえよう.前回のエビアンでの学会の

時点と比べて高速中性子による悪性腫療の治療がかなり

の臨床的経験の蓄積を見つつあるのを反映しているので

あろう.実際シンポジウム E-4ではソ連のドブナ，モス

コーでの 200例以上のプロトン療法，米国の地元ワシン

トン大学など 3グループによる高速中性子療法の成果が

発表されたが，全体的に見て乙れらは表在性のがんに対

する治療効果で，体内深部のがんに対する照射は今後の

課題であると思われた.乙れら治療法開発の基礎となる

各種の生物系に対する RBE(Relativebiological effec-

tiveness)， 酸素効果の指標としての OER (Oxygen 

enhancement ratio)， RBEの粒子エネノレギー依存性な

ど (A-2，A-29， B-27， D-14)，分割照射の理論ならび

に実験的測定 (D-4，E-7)，各種粒子の microdosimetry

(B-23， E-26)，重粒子の生物効果の物理化学的解析 (B

-4， E-30)などが報告された.乙れらは照射iとともなう

生物不活性化の現象論的測定ならびにその結果の理論的

取扱いに関するものであるが，そのような不活性化現象

の放射線化学的基礎 (E-22-3など)についてはきわめ

て発表が少ないといわねばならない現状である.しかし

前回のエビアンでの学会に比べ，生体関連物質の放射線

化学的研究が多く報告され， DNA鎖切断のほか最近生

物学的重要性が注目される核酸塩基の放射線損傷につい

ていくつかの発表 (A-13-3，B-17-5 & 6， B-18-1， D-

15-1， E-17-1など)があり，今後放射線生物学と放射

線化学をつなぐ重要なきずなとして一層の発展を期待し

たい.乙れら両研究分野をつなぐものと しては，また/~

jレス放射線分解法などシンポジウム “Fast response 

techniques in chemistry and biology" (C-10)での

報告が注目された.

次にもう一つの話題を紹介すると，放射線生物効果の

修飾 (B-6，B-7， B-35， B-36， C-7， C-8， D-2， D-27) 

の研究発表が多く，とくにがんの放射線治療と関連して

がん組織に含まれていて放射線の不活性作用に抵抗する

低酸素若しくは無酸素細胞を効果的に破壊するため，前

述のような高 LET粒子の使用だけでなく ，増感剤の関

発にも関心が向けられている乙とはがん撲滅の急務が感

ぜられる現在，注目すべき研究であろう .Adams ら

(C-8-1)， Chapman ら (D-2-2)によ って報告された

electron-affinic agent による晴乳動物低酸素細胞の放

射線増感とその放射線化学的機構の研究は興味深いもの

であった.

今回の学会でも文献に現われなかった全く新しい話題

は無かったよ うに恩われるが，生物lと関係する研究が直

接間接に臨床的な治療ばかりでなく ， 育種や殺菌 (D-

1)，宇宙飛行 (Cうあるいは環境放射能の問題など実際

面，応用面と関連している乙とをシアトノレ会議はある程

度示したという乙とが言えるが，乙れは放射線生物作用

の研究が我々人類の生活と深いかかわりあいをもって今

後とも進められるだろうというととを示唆 しているもの

であろうか理研松山 晃〉

111 111 

本 コ」==ロ 事A 
~ 

。第20回理事会

昭和49年 4月 2日午後 5時30分より近畿大学原子力研

究所会議室にて役員15名の出席のもとに開催された.

まず新入退会希望会員の承認後，昭和48年度事業経過

報告，昭和48年度決算報告および昭和49年度予算 ・事業

案の説明があり ，次々承認された.続いて本年度放射線

化学討論会の件第 6回 ICRR大会準備委員会事務局へ同

次長として本会よ り今村副会長の推薦に関する件， 本年

度役員候補推薦の件について討議された.

ついで，会誌の編集に就き討議し，本年度編集委員と

して，東村(副会長)，筏，吉田，吉原，志田(忠)，仲川

の諸氏が選ばれた.

さらに雨宮綾夫氏が本会顧問に推薦され，承認された.

なお，第20回理事会で入退会を承認さた方々は次のと

おりである.

入会者

O 賛助会員 4件

株式会社千代田研究開発 2口

日本エレクト ロキュア株式会社 ・平塚技術センタ

1口

1口段谷産業株式会社

鐘淵化学工業株式会社 ・坂本工場 1口

。 正会員 8名

望月勉，崖載鏑， 川本雄三，山川進三，品川睦明

岩本威生，坂田嘉男，岡崎情

。 学生会員 3名

吉沢巌，藤田岩男，和田敏規

0 退会者

南方かよ子， 池田正道，千谷利三(死去)
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評一書

Pa且Ha~HOHOHHa冗

XHMH冗

nOλHMepOB 

日5AATEJIbCTBO・HAYKA・MOCKBA・1973

高分子の放射線化学

ナウカ出版モスクワ(1973年〉全451頁

放射線高分子化学はソ連においても広く研究されてい

る分野である.本書はとの分野のソ連におけるパイオニ

アともいえる故V.A. Karginが，最近の成果を集大成

するととの必要性を提唱して成ったものである.各章は

それぞれの分野の専門家達によって分担執筆されている

第一章放射線重合(液相 ・固相)

A. D. Abkin， A. P. Sheinker 

G. N. Geracimov 

放射線グラフト重合 (主として気相から)

V. L. Tsetlin， A. V. Vlasov， 

1. Yu. Babkin 

高分子の放射線改質

E. E.Finkel， R.P .Braginskii 

エラストマーの放射線化学

A. S. Kuz'minskii， T. S. Fedoseeva 

F. A. Makhlis 

高分子における可逆的放射線効果

S. E. Vaisberg 

表題からわかるように放射線高分子化学の全分野が網

羅されているわけではない.例えば放射線共重合につい

ては第一章で 3頁程がさかれているにすぎないが，取扱

われているテーマについては1972年までの内外の文献を

豊富にとり込んで詳しい解説にな っている.第五章では

放射線照射を停止すると消失する過渡的な効果のうち，

電気伝導度，放射線リーピングなと、マクロな現象を取り

扱っており，放射線耐性という技術的な観点からも意義

の深いものとなっている.

本書の特徴は序文に「各章で出された結論や概念は単

に放射線高分子化学の領域内にとどまらず， 高分子物理

化学，一般物理化学にと っても基本的な重要性を持って

いる」とあるように，一貫して基礎的，一般的な理解を

する乙とに努力がはらわれていることであろう .

90，000 
73，510 

754，800 
38，351 
62，000 
60，000 
27，000 

100，000 

金 307，153
1，512，814 

学会基金 1，000，000

昭和48年度会計報告

く収入の部>

賛助会費 790，000 
個人会費 311，100 
雑収入 249，965
銀 行 利 息 35，034 
繰 越 金 126，715
合計 1，512，814

く支出の部>

事務費
通信費
印刷費
会 議 費
分 担 金
会誌発行費
連 絡 費
学会基金へ
の繰入
繰越

。第10回通常総会

昭和49年 4月 3日，日本化学会第27年会会場(近畿大

学，原子力研究所〉において午後零時より開催され，津

田会長司会のもとに昭和48年度事業経過および会計報告

昭和49年度役員選出，新年度予算案を討議し，それぞれ

承認可決された.。昭和49年度役員

会長

近藤

副会長

今村

理事

石樽顕吉(東大 ・工〉志田忠正(京大 ・理)

筏 義 人 ( 京 大 ・工)入江正浩(阪大 ・産研)

長谷博文(京大 ・原子炉)増田 高広(都立・大理)

桑田敬治(阪大 ・理)西川 勝(東大 ・教養)

市川隆久(広大 ・工)柏原久二(名工大)

吉田 宏 ( 北 大 ・工)吉原賢二(東北大 ・理)

伊藤彰彦(原研 ・高崎)仲川 動(製品研〉

阿部 茂(大放研)進藤幸太郎(都 ア 研 )

小川禎一郎 (九大・工〉相根典男(積水化学)

袴田孝一(住友電工)岡由紀夫(原研 ・大阪〉

後藤田正夫(原研 ・大阪)

監事

佐藤

第二章正春(都立大 ・理)

第三章

第四章

第五章

武信(京大 ・原子炉〉研)東村昌(理

洗(阪大・産研)

(順序不同)

男泰藤伊東京大学原子力センター

--， 
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360，000 
13，000 

900，000 
250，000 
307，153 

l，b30， 153 
1，000，000 

132，000 
90，000 

1，000，000 
40，000 
80，000 
50，000 

438，000 
1，830，153 
1，000，000 

伸(東工大 ・理)桜井

。昭和49年度予算

く収入の部>
会費正会員 (360名)
学 生 会 員 (26名〉
賛 助 会 員 (90口)
雑収入
繰越金
合 計
学 会 基 金

<支出の部>
事 務 費
通信費
印 刷 費
会議費
会誌発行費
討論会補助
予 備 金
合 計
学 会 基 金



本 会

賛助会員

名 称

旭化成工業 株 式 会 社

旭化成工業株式会社技術研究所

オ ーツ タ イ ヤ株式会社

鐘測化学工業株式会社阪本工場研究室

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

株式会社ク ラ レ

株式会社島津製 作所

株 式 会 社 柴 山科学器械製作所

士幌町農業協 同 組 合

昭和電工株式会社

シンロイヒ株式会社

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社熊取照射工場

積水化学工業株式会社中央研究所

大日日本電線株 式会 社

段谷産業 株式会社

中国 電力株式会社

中国塗料株式会社滋賀工場

中部電力株 式会 社

株式会社千代田研究開発

東海電線株式会社大阪製作所

東京電力株式会社

東レ株式会社

動力炉 ・核燃料 開 発 事 業 団

会

電気化学工業株式会社中央研究所 | 

日本エレクトロキュア株式会社平塚技術センター |

日本原子力研究所

日本原子力事業株式会社 NAIG総合研究所

日新ハイボルテージ株式会社

日本電信電話公社茨城電気通信研究所

日本 ペ イント株式会 社

古河電工株式会 社 中 央 研 究 所

放射線照射振興協会

北海 道電 力株式会社

三 井石 油 化 学工業株式会社

三菱化成工業株式会社中央研究所

三菱電機株式会社中央研究所

日立化成工業株式会社下館工場

レンゴー株式会社

員
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名 簿

所 在

東京都千代田区有楽町1-12-1

静岡県富士市鮫島211

大阪府泉大津市河原町9-1

地

滋賀県大津市下阪本比叡辻町210

大阪市北区中之島3-5

神奈川県平塚市八幡1200

大阪市北区梅田 8 新阪急ビjレ

大阪市北区小深町3-1 阪急ターミナノレビソレ内

東京都豊島区南大塚3-11-8

北海道河東郡士幌町字士幌西2番159

東京都港区芝大門1-13-9

鎌倉市台2-19-12

大阪市東区北浜5-15

大阪府泉南郡熊取町大宇野田950

大阪府三島郡島本町百山 2番 1号

尼崎市東向島西之町8

福岡県北九州市小倉区東港町4-3

広島市小町4番33号

滋賀県野洲郡野洲町三上

名古屋市東区東新町10-1

東京都新宿区西新宿7丁目4番7号第二太田ビノレ

大阪府和泉市万町1076番地

東京都千代田区内幸町1-1-3

滋賀県大津市園山 1丁目 1号

東京都港区赤坂1-9-13

東京都町田市旭町3-5-1

神奈川県平塚市八幡12000 関西ペイント側内

東京都港区新橋1-1-13

川崎市末広町250

京都市右京区梅津高畝町47

茨城県那珂郡東海村

大阪市大淀区大淀町北2-1-1

東京都品川区二葉2-9-15

高崎市綿貫町1233

札幌市中央区大通東 1丁目

東京都千代田区霞ヶ関3-2-5霞ヶ関ビソレ内

川崎市高津区久本290

尼崎市南清水字中野80

茨城県下館市大字小川1500

大阪市福島区大関町4-43
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