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雲をつかむ話

東工大を退官して 2年余，放射線化学会からはとうに

消えたはずの老兵のととろに突然寄稿依頼が舞い込み，

とまどっています.多忙にまぎれ，とやかくするうちに

締切が迫り，編集委員の方に御迷惑をかけてはと筆をと

る次第です.私が現在おります横浜国大環境科学研究セ

ンターは，まだ生れたばかりながら，大学としては全国

ただ一つの環境公害問題の研究所です.したがって，本

誌に何か書くとすれば環境公害問題と放射線化学との関

連，具体的な例で申しますと放射線照射によって有害な

汚染物質を分解除去するというようなことになります

が，との方面では御存知のように PCBについての理研

その他の研究があります.当研究センターの松野武雄教

授の研究室ではかねてから，いわゆるメチノレ水銀，正確

には塩化メチノレ水銀(水溶液)の光分解の研究を行なって

いますが，同様のととを放射線でやったらどうなるか，

と考えています.どなたか御協力頂ければ幸です.

さて，私自身は昨年来，東京都世田谷区，大田区，川

崎市など多摩川下流地域の光化学スモ ッグを調査してい

ます.本年も例年どうり 4月10日ごろにシーズン入りを

し 6月6日には川崎市で 4，000名を越える小中学生を

主とする大量の被害を出しています.乙のようなスモッ

グがどとから来てど乙へ行くかを，各測定点の風向，風

速，オキシダント濃度，および被害校から推定しようと

いうわけです.放射線化学とはずいぶん縁の遠い話で

す。昨年夏の 7月9日の例では幅約 5km，長さ5..........10
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kmの高オキシダントの気回が多摩川河口付近から東南

系の風iζ乗って多摩川を遡り 2時間余りかかって河口

から約25kmの内陸まで進入したらしいととがわかりま

した。

しかし“雲"の寸法など，文字どうり雲をつかむよう

な話で，しょせん正確にはわかりっ乙ありません。前述

の本年 6月6日の例では午後1時ごろから川崎市のオキ

シダン卜濃度が瞬く聞に急上昇し，午後 2時には0.3ppm

を突破して警報さえ発令され，高オキシダント濃度の状

態が 4時間近くも続きました。南南東の風3m/s とすれ

ば，時速約10km，4時間で約 40kmとなり，巨大な汚

染気回が東京湾の入口付近から川崎に向けて通過した勘

定になります。乙れは非常に大量なオゾンに相当しま

す。乙のようなオゾンがどとでどのようにしてつくられ

たかが問題ですが，それにはまず，その日の東京湾上空

の大気の汚染状態を知る乙とが不可欠です。しかし，羽

田空港から 2，3分間隔で発着する航空機のため，その

測定はなかなか実現しそうにもありません。光化学スモ

ッグは御承知のように窒素酸化物 (NO玄)と炭化水素の

光化学反応で生じるものですが，わが国の被害の中には

S02との複合汚染によるものもあるとの説もあり，乙の

点からも煙道排ガス中の S02と NO玄を放射線照射で

同時にミスト化除去するという原研の研究は大変興味が

あります.そのほか，何でも結構ですから放射線化学の

実用化に関し何か一つどえらい発明が生れる乙とを期待

しています.皆様の御健闘をお祈りします.
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〔記念特集〕

放射線化学事始めの頃の思い出

日本の放射線化学研究の歴史は比較的新しい.戦争も

終って10年ばかり経った1954年3月，原子炉製造の補助

費が政党折衝の予算修正によって出る乙とになった.乙

れが日本の原子力研究の口火を切ったのであった.その

原子力研究の一隅で放射線化学も芽生え，その後急速な

発展をとげるとともにそれをめぐ る情勢もめまぐるし く

変化した.その変化の渦にまき乙まれていた者の一人と

して，変化のはげしかった1954年から1967年の頃のとと

を思いだしながら書いてみた.参考にしたノ ート も不完

全なので誤りや漏れはいろいろあるととと思われるし，

また私の身辺の乙とが，どうしても，多くなってしまっ

Tこ.

1. 高分子照射研究をはじめた頃

原子力予算が初めて出た1954年には理化学研究所(当

時は株式会社科学研究所〉と朝日新聞社の共催で原子力

に関する通俗講演会が共立講堂で開かれている.当時，

科研に居た私もその世話人の一人であったが， r原子力

とはどういうものか」という程度の話の催しも意味のあ

る，夜明けに近い時代であった.

同じ1954年のある 日，物理学会の委員会の帰途，雨宮

綾夫氏と一緒になり，次のよ うな話を聞かされた. rポ
リエチレンにガンマ線をあてると性質が変って，ある意

味では大変よく なる.外国では盛んに乙の研究をしてい

る.乙ちらでもやりたいが， ガンマ線の乙とに つ いて

知り たいので近日中に若い人を君の所にょとしたい」

と.

その頃の私には高分子についての知識は皆無であった

が，雨宮氏の話には興味をそそられた.そして数日後，

科研の私の研究室に訪ねて来たのは何と，昔九大で私の

研究室に居た団野時文君であった.

乙の研究を始めるにあたって倉敷レイヨン株式会社と

その常務取締役であった友成九十九氏の大きい寄与を忘

れる乙とはできない.友成氏は倉レでビニロンの工業化
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を実現した人で，常々ビニロンの改良lζ心を砕いておら

れた.そして原子力による改良の研究を雨宮氏に持ちと

み，雨宮氏は放射線に関する応援を私に持ち乙んだので

あった. ー

世界的にみると Sisman と Boppのプラスチック -

照射に関する広汎な研究結果の発表は 1951- 1953年，

Charlesbyの高分子照射の最初の論文が出たのは1952年

の乙とであるから，私達が実験を始めたのは可な り早か

ったと言えよう .

さて，研究を始めるととになったが肝心の放射線装置

が私の研究室にはなく ，差し当って科研のサイクロト ロ

ンで加速した重陽子を使わせてもらうととにした.また

山崎文男氏lζ頼んで日本放射性同位元素協会の保管して

いる Co60の傍に試料を置いてもらう乙ともした.

2. 放射線高分子研究懇話会

私達は実験をはじめると同時に，友成氏の意見によっ

て， 研究の気運を盛り上げるための働きかけを始めた.

乙のために，1955年の始頃から阪大の仁田教授，東工大

の星野教授などと話しあっている.会社への働らきかけ

は友成氏から直接に，あるいは日本化学繊維協会などを

通して行なわれ，また官庁への働らきかけも行なわれ

た.乙うして出来たのが「放射線高分子研究懇話会」で

ある.との会は1955年秋に発足し，事務室を東大雨宮研

究室に置いて，毎月交互に東京と大阪で公開講演会をひ

らい7こ.

3. 1954年一1956年頃の研究

私達には，最初，手持の線源が無かったととは前に記

したが，間もなく倉レで Co60を購入する乙とになっ

た.200CiのCo60の申請をしたのであるが，当時と し

ては乙れは驚くべき大量でなかなか許可がおりなかっ

た.手に入ったのは1956年6月のととで，申請してから

可なり日数が経っている.乙れを科研の私達の研究室に

置いて使用した.照射用 Co60線源の第 1号器である.

Co60とは別にパン ・デ ・グラーフ型電子加速器もほ

しいと思い，友成，雨宮両氏と私は，1955年7月6日
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に，三菱電機株式会社に関副社長を訪ねた.三菱電機で

は，技術開発のつもりであったのであろう ，伊丹の中央

研究所で乙の加速器を作る乙とにな り，私が技術的な相

談にのるととになった.同社ではその製作を進めるにあ

たって通産省の試験研究費を得ている.担当は今村元氏

であった.

乙の加速器が出来て伊丹の研究所で展示会をしたのは

1957年2月27日のととである.そしてすぐ解体して科研

に送り，試験と運転を開始した.その仕事に主として当

ったのは三菱電機の技術者と倉レの佐伯氏であった.

とれらの装置を使って研究を進めるために1956年の始

めに私達は「高分子照射研究会」なるものを作った.メ

ンバーには科研の私達の研究室員，東大の雨宮研究室の

人達，倉レから派遣されて来ている人達のほかに東洋紡

績株式会社その他いくつかの会社から派遣されて来た人

達も加わった.

私達のととろではとのようにして研究を進めるととも

に必要な放射線照射の設備を整えようとしていた.その

頃他の研究機関ではどうであったであろうか.

東京ではとくに東工大の志田教授が積極的であった.

志田教授はかなり早くから Co60を使って低分子の放射

線化学の研究を開始している.関西では京大の桜田教授

と岡村教授が積極的で， 1955年頃にはもう研究を開始し

ていたようであり，また阪大の広田教授もその頃から研

究に手をつけている.

名古屋工業試験所の久田太郎氏が研究を開始したのは

もっと早かったのであろうか.既に1955年には各種繊維

への放射線照射効果を論文として発表しておられる.ま

た横浜の繊維工業試験所，大阪市立工業試験所などでも

1956年頃には照射装置を設置する計画を進めている.

とのように放射線化学研究の気運は1956年頃から急速

に各地でもり上ったのであった.

第 1回日本アイソト ープ会識が開かれたのは1956年8

月24日から26日のととであるが，とのと き放射線化学関

係で次の 3つの発表があった.

(1) 放射線による高分子物質の変化

篠原健一，森一夫，高松俊昭， 田村直幸(科研)，

宝蔵昇夫，吉武敏彦(倉レ)，吉田早首(学習院大〉

原島鮮(東工大)，雨宮綾夫，渡部力，井口道生(東

大)，斉藤修(中央大〉

(引 高分子の放射線化学に関する 2，3の研究

岡村誠三，稲垣寛，大石良季(京大)

(3) 各種繊維へのγ線照射の影響

久回太郎，渡辺銀，上西時司，峰尾良知，愛野彰

(名工試)

4. 原研アイソトープセンターと日本放射線高

分子研究協会の設立 (1956-1958)

放射線化学研究の気運のもり上りとともに，政府，日

本化学繊維協会，日本原子力産業会議，日本放射性同位元

素協会などからその推進のための具体案が提案され，盛

んな議論をまき起とした.そして結局きまったのは日本

原子力研究所内にアイソトープセンタ ーを作ることと，

業界で別に 1つの研究機関を作る乙とのこつであった.

原研のアイソト ープセンターには 1万 Ciの Co60照

射設備をおくことになり，その建設を木村健二郎理事が

担当された.照射研究会のメ ンバーであった団野氏はそ

の時原研に移った.乙の照射設備は当時としては非常に

完備したもので，完成したのは1958年8月の 乙とであ

る.

業界の研究機関に関しては，私の手帳にはf1956年 7

月17日の日本化学繊維協会の委員会に於て，政府のアイ

ソトープセンタ ーとは別に，業界の手で研究機関をつく

る乙とになった乙と，その計画を進めるに当って放射線

高分子研究懇話会にも相談するととになった乙と」が書

いてある.

さらに 7月20日の朝日新聞は“大阪発"として「化繊業

界は京阪神地区に民間業者の手でアイソト ープセンタ ー

を作る方針をきめ， 20日化繊協会大阪事務局で化繊会社

の技術担当重役が集って具体的な計画を練る乙とになっ

た」乙とを報じ，その翌日の21日には化繊業界の決定と

して「東洋紡副社長薮田氏，倉レ友成氏，帝人鳥居氏，

東レ三好氏の 4人が委員として具体策を練る乙とになっ

た」旨を報じている.

以上のように最初から熱心なのは化繊業界であった.

しかし，化学工業，ゴム工業その他の業界も呼びかけに

応じて協力し，結局乙の動きに直ちに賛成したのは80数

社に達した.そして研究機関設立の資金に寄与したのは

50社を乙えたのであった.

乙の研究機関の設立準備は急速に進められ，その年

1956年の12月10日に東京会館で「財団法人日本放射線高

分子研究協会」の創立総会が聞かれた.会長は東洋レー

ヨン株式会社の田代氏であった.乙の協会の設立は多数

の会社が力を合せ，学界の協力を得て実現したもので，

その点画期的なことと言えよう.

協会は，最初は，大阪に 1つの研究所を持つ乙とにな

っていたが，東京在住の学者の協力を得るために東京に

も研究所を作ることになり，大阪研究所に予定していた

線型電子加速器の予算をそれにまわした.乙の乙とは

1956年12月14日に関西で開かれた実行委員会できまり，

またその委員会で研究所長と理事の人選も行われた.そ

して，大阪研究所長には京大の野津教授，東京研究所長
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には私が，学界からの理事には仁田(阪大)，桜田(京

大〉野津(京大)，雨宮(東大)，原島 (ICU)，荒井(高

分子学会)， の諸氏と私がきまった. との研究所は研究

のほかに技術者の養成を行う乙となどもそのときに決め

られた.

年はあけて1957年を迎え，私達は大阪研究所と東京研

究所の建設を急いだ.まず大阪研究所の敷地として寝屋

川に 1万 7，300坪の土地が購入された.東京研究所は科

研の敷地内に約400坪の土地を借りて建てるととになっ

fこ.

乙うして両研究所の建設に忙しくしているときに悲し

いととが二つ続いて起った.一つは大阪研究所長の野津

氏が1957年11月7日亡くなったととである.後任iとは京

大の桜田教授がなられた.

もう一つは，その後間もない12月25日に倉レの京成氏

が亡くなったととである.同氏はとの研究の火つけ役で

あり，また強力な推進者であった. I日本放射線高分子

研究協会」の設立を誰よりも喜んでいたのはおそらく友

成氏であろう .その友成氏に目前にひかえた両研究所の

完成を見てもらう乙との出来なかったのは，何としても

残念な乙とであった.研究協会と両研究所の将来につい

ても文成氏らしい構想、を持っておられたに違いない.も

し文成氏が更に更に生きておられたならば研究協会の歩

んだ道もあるいは遣っていたかも知れない.友成氏を失

ったととは私達にとって痛恨の極みであった.

大阪研究所の関所式は1958年 5月15日に，東京研究所

のは同年の11月12日に行われ，本格的な研究が始まっ

た.両研究所とも主任研究員は大学教授などの兼任であ

っfこ.

5. 1956-1958年ころの学界のことなど

その頃いくつかの大学，研究所などでも着々と放射線

化学の研究設備を整えていた.不完全ではあるが，手許

にある資料をもとにまとめてみると第 1表のようにな

る.

前にも記したように，乙れより前に，幾つかのグノレー

プが他機関の放射線源を使ったり，手持ちの少量のCo60 

を使って研究を開始している.表の科研の設備は私達が

作った最初のものでなくは，別に設置したものである.

乙のほか，東京都立大学の千谷教授と近藤教授のと乙ろ

でも可なり早くから研究が行われている.また，広島大

学の津田教授の所でも乙の時期にはすでに研究を開始し

ていた筈である.

研究施設の増加，充実とともに研究者の数も増加し，

多くの研究発表が見られるようになった.数だけでなく

質にも変化が現れている.初期lとは照射したときに起る

変化を記述した程度のものが多かったが，漸次反応の機

第 1表各種機関の放射線照射装置 (主として Co60 

と電子加速器〉設置の時期 (1957-1960年頃〉

機 関 設用置開始まのた時は期使

工業技術院名古屋工業試験所 1957年

グ 繊維工業試験所 1957年 8月使用開始

東洋レーヨン株式会社 1957年

工業技術院東京工業試験所 1958年フとbロ3月第 1号の
設備成

大日本阪放研究射線所高分子研究協会 1958年 5月開所

株式会社科学研究所 1958年 8月

日本原子力研究所 1958年 9月

東日本京放研究射線所高分子研究協会 1958年11月開所

東洋紡績株式会社 1959年 1月

東京工業大学 1959年 3月

東京大学 1959年春

大阪大学放射線実験所 1959年 6月

東研京究所都立アイソトープ総合 1959年9月披露

大阪府立放射線中央研究所 1959年11月

住友原子力研究所宝塚研究所 1959年11月

電気通信研究所茨城支所 1960年10月

帝国人造絹綿株式会社 1960年

日東理化学研究所 1960年

構などに突っとんだ研究が多くなった.低分子の放射線

化学，放射線重合，とくに低温における重合，グラフ ト

重合， ESRなどに多くの注目すべき研究が発表されて

いる.

発表数の増加したことは日本アイソ トープ会議で発表

された論文の数からもうかがわれる.1956年8月の第 1

回アイソトープ会議では発表論文は 3篇であっ た.それ

が翌々年1958年2月の第2回原子力シンポジウムでは11

篇lζ，1959年 9月の第3回アイソトープ会議では42篇に 曹 -

と飛躍的に増加している.

Magat教授がフランス政府の文化使節として来日した

のもとの頃，1958年一旦旦~旦のととである . 教授は10月

8日に離日するまで各地で放射線化学に関する講演を行

った.その後， 1959年から1961年の聞に Chapiro博士，

Burton教授，Henglein教授などが来日している.

乙の頃の学会の重要な出来事として忘れてならないの

は第 1回の「放射線化学討論会」の開催である.乙れは

志田教授の世話で，日本化学会関東支部の行事として，

1958年11月22日に東工大で開かれた.主題は「有機化合

物の放射線化学」で発表された論文の数は13であった.

ま乙とに放射線化学の出発を告げるにふさわしい集りで

あった.乙の討論会は乙の方面の研究者の討論の場，意

見交換の場として，その後毎年開かれており，年々盛大
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になっている.

1955年から1958年の頃は，とのように，日本の放射線

化学の研究が始まり，非常な勢いで発展しようとしてい

た重要な時代であった.

6. 1959年一1961年頃の動き，放射線化学中央

研究機構の設置決定まで

放射線高分子研究協会は業界の協力によって設立され

多くの注目すべき研究成果を挙げつつあった.しかしそ

の財政的基礎は必ずしも安泰ではなかった.1960年には

化繊関係の会社から可なりの額の借金をして経営の支え

にしたとともあったが，それは一時しのぎに過ぎなかっ

た.永つつ寺きのする研究機構をつく る必要のあるととは

関係者のひとしく感じていた乙とでであった.その頃の

田代理事長や薮田， 森両常務理事その他会社側の役員の

心労は大変なものであったととと恩われる.

それより前，1958年 7月に日本原子力産業会議は放射

線化学部会をっくり， 1959年 7月，放射線化学の振興開

発の促進に関する希望書を政府，議会に提出している.

その中に中央研究機構をつくるととも書いてあった.

政府はとれを受けて間もなく r放射線化学懇談会」

をつくりその第1回の会合を1959年11月5日に開いた.

座長は原子力委員石川一郎氏で，委員の多くは放射線化

学に関係のある学界と業界の人達であった.

乙の懇談会は1960年5月に「放射線化学専門部会」と

なり，田代氏が会長になった.そして1961年2月， 答申

書を原子力委員会委員長に提出した.その中lと次のよ う

なととが書いてある.

(1) 現在，放射線化学の研究を原子力研究所，理化学研

究所，放射線高分子研究協会などで行っているが未だ

不充分である.

(2) 一層効果的に研究を進めるためには「中央研究機

構」の設置が極めて必要である.

(3) そとでは放射線化学反応の中間規模試験とそれに必

要な基礎研究と，さらにその研究所の施設などを使っ

て行うのが適当と考えられる基礎研究を行う .

原子力委員会はとの答申を受けて同じ月に原子力研究

所に放射線化学中央研究機構を設置すると とを決定し

た.

7. 原研高崎研究所の設立と日本放射線高分子

研究協会の解散

原子力委員会が原研内に中央研究機構を設置するとと

を決めると，原研ではとれを受けて直ちに研究所設立の

案を練り始めた.まず研究所の敷地として高崎市郊外岩

鼻の旧陸軍火薬工場の跡地のうちの約 7万坪を使う乙と

をきめた.との選定![際して，大学などの協力を得るた

めに出来るだけ交通の使のよい所がょいとする意見も参

考にされた.

他方，放高協では乙の研究所設立に全面的に協力する

ことにし， 1961年11月8日に開いた理事会で，岩永(東

レ)，杉山 (三菱化成)，渡辺(倉レ)の 3氏と私の 4人

が差し当つての東京研究所の処置を検討するととに し

た.そして， その意見もあって， 1962年 1月30日の原子

力委員会放射線化学専門部会の席上，団代会長は「放高

協東京研究所を放射線化学中央研究所iと合流させる意志

のあるとと」を表明した.とれに対し，原研の菊池理事

長も 2月14日「放高協東京研究所の人と施設が必要で

ある」との申し入れを放高協田代理事長に している.

原研高崎研究所の建設は1962年度から 4ヶ年計画とし

て始まった.その 6月には名古屋大学教授に転出した九

里研究員を除き，東京研究所の 3名の専任研究員と技術

員4名が原研に移って新研究所の建設に従事した.高崎

研究所が出来て，開所式を行ったのは1964年3月30日の

乙とである.

放高協の大阪研究所はそのあともなおしばらく放高協

大阪研究所として運営されていたがとれも1967年5月31

日土地と施設がそっくり原研に寄付され，また研究員も

そのまま移って，原研高崎研究所の大阪研究所として運

営されるようになった.放射線化学研究の発端にお い

て， 業界と学界の協力によって成立し，大きい役割を果

した日本放射線高分子研究協会はとの日をもって解散し

た.放高協の歴史的な回顧などについては機関誌「放射

線高分子」の最終号にその記述がある.

なお，東京研究所iζ設置してあった放射線源などは，

北大，成膝大，早大lと移された.

8. 1959-1967年頃の学界，日本放射線化学会

の創設

乙の頃にあったとととして，1966年にハワイで開かれ

た第 1回日米放射線化学セミナー，原研が1965年に始め

た日仏の放射線化学の研究協力などがあるが，最も重要

な出来事は日本放射線化学会の創立であろう .

増加した研究者の集りの場をつとめたり，他の学会な

どとの連絡の機関となるための一つの組織を作ろうとす

る動きが具体的に出はじめたのは1964年頃の乙とであ

る.そして関東と関西にそれぞれ10人程度の設立準備委

員会が出来てその検討がはじまった.最初は “放射線化

学懇談会"あるいは “研究会"にしようという意見もあ

ったが，将来の発展を期して，たとえ規模は小さくても

学会にしようという乙とになった.設立までのいきさつ

については飯塚義助博士がとの学会の機関誌「放射線化

学」の第1巻第 1号に書いておられる.
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とうして日本放射線化学会の設立総会が1965年11月13

日に，日本化学会の講堂で祖父江東大教授を議長として

開かれた.初代の会長は千谷都立大教授で，事務所は理

化学研究所に置いた. 出発時の会員数は 183名であっ

7こ.

結び

以上思いだすままに1954年の放射線化学研究の発端か

ら1967年頃までのととを書いてみた.との15年たらずの

期間はま乙 とに目まぐるしい変化のあ ったときで，また

6th ICRR開催準備状況について

次回 InternationalCongress of Radiation Research 

(6 th ICRR)は日本で開催するととが決まっています

が，その準備は，御園生圭甫氏を委員長とする実行委員

会と岡田重文教授を事務局長とする事務局で進められて

います. 8月末までの状況は次の通りです.

1. 日時と場所は長期間にわた り資料，実地検討を重

ねた結果，1979年 5月13-20日にかけて，全共連ピノレを

中心とする地区(東京都千代田区平河町〉で行うという

委員会案を決定しました.

2. 組織委員会などはまだ発足していませんが，Presi-

dent Ir.御園生氏 VicePresident Iζ 岡村誠三教授と

田島弥太郎氏を推す乙とを委員会で決めています.

3. 実行委員会には，在京放射線化学会会員として田

畑米穂教授と私が参加しています.また放射線化学会内

にも岡村教授を委員長とする ICRR委員会(委員 :波

多野，東村，林，佐藤，田畑，荒井の各氏と私)が今春

から開催のための準備を始めています.

4. ICRRの母体であるIARRCInternational Asso-

ciation for Radiation Research)の日本の構成グルー

プとして Japanese Association for Radiat. Res. 

(JARR)をっ くり，個人として IARRIr.入会するとと

が検討されています.事務局は放医研にお願いする予定

です.後日呼びかけがあった場合にはど協力をお願い し

ます.(会費年額1ドノレ.会員数に比例して delegateの

人数が決まります.現在日本からはわずか 2人)

5. 乙の夏滞米中の荒井氏からの手紙によると，アメ

リカの放射線化学者は 6th ICRR Ir.大きな期待をよせ

ているとのととです.ICRRを成功させるためには放射

線化学会の寄与が極めて大きい乙とは当然と思います.

そのうち，各種委員会の構成に際しては多くの方にど協

力をお願いするととになりますが，それまでにも会員各

位から建設的な提案などでど協力いただければ幸いで

す理化学研究所・今村 昌〉

その聞に放射線化学研究の組織づくりもほぼ出来たと言

うととができる.

期間を1967年頃までと したのでふれなかった けれど

も，その頃あるいはその後，パルス放射線照射の設備な

どがいくつかの研究所に設置され，研究施設がさらに充

実するとともに研究の分野もひろがったのはよく知られ

ている通りである.とれからも との学問分野がひきつづ

き，基礎，応用の両方面において益々発展するととを，

関係している者の 1人として切に念願し， また期待した

w. Schnabel博士来日予定のお知らせ

西ドイツ園ベノレリン市 Hahn-Meitner-Institutの t

W. Schnabel博士は， 昭和51年度日本学術張興会の招

待によ り3カ月間来日されるととになった.受け入れ先

は大阪大学産業科学研究所で担当は桜井洗教授である.

W. Schnabel博士は 1931年東ドイツ(現在はポーラ

ンド領〉に生まれ，ケノレン大学で化学を専攻の後1959年

学位を得た.1959年 '"'"1960年米国 Northwestern大学

に留学，1960年より Hahn-Meitner-Institutの研究員

として活躍し，同時にベソレリン工科大学の講師を兼ね，

現在に到っている.

放射線高分子化学に関して約60件の報告を行っている

が，特lと最近はノマノレス放射線分解法と光散乱法とを組合

せた装置を用いる ζ とにより高分子の放射線分解機構に

新しい知見を得，その成果が注目されている.

音楽，特にピアノに堪能であり，またアノレピニスト で

もある.

御夫人は日本文化に深い関心を持たれ，日本語を勉強

中である.御主人ともども来日を楽しみにしておられ

る.

(大阪大学産業科学研究所 ・林晃一郎)
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放射線化学研究の思い出

放射線化学，特に放射線高分子化学に，私が具体的に

興味を持つようになったのは， 1954年のととである.ま

た，幸にも， 1956年には直接関係のある研究所で γ線

源を設置するととができた.それから今日まで，放射線

化学一筋に，といえないのが残念であるが，放射線化

学，特にその工業的な応用という乙とを常に考えながら

研究生活を続けている.乙乙l乙は，そのような事に関し

て，気軽な気持で思い出を誌す乙とにする.

1. 放射線高分子化学

1954年に，放射線化学について興味をもつよう になっ

たと書いたが，乙のように，年度を正確に言う乙とがで

きるのは，次のような理由によるものである.その年の

秋に，私は， ミラノ・・トリノで開催される IUPACの国

際高分子シンポジウム参加のため，戦後はじめての海外

旅行をする乙とになった.との時，開会の日の特別講演

は， Mark教授が行なったが，その内容の二つの点が大

いに興味をひいた.その一つは，放射線によるポリエチ

レンの橋かけ反応であり，他は，高分子のグラフトにつ

いての話であった.

ポリエチレンに放射線を照射すると，分子聞に橋かけ

反応が起乙り，その弾性的な性質をあまり損じる乙とな

く，融点を大幅に上昇させるととができるというととは

Charlesbyが1952年頃に明らかにした乙とであり ， 乙

れは応用放射線高分子化学にとっては，非常に大事な発

明であるが，マノレクは，照射したポリエチレンと，しな

いポリエチレンの 2本の牛乳ビンを見せながら，ポリエ

チレンを牛乳ビンに使う時に，一方は，蒸気で消毒しよ

うとすれば，軟化点が低く，とのように変形するが，照

射したものは，何らの変形を受けないと説明した.当時

は低圧法のポリエチレンは一般的lζ知られていないと き

であり，乙の講演で受けた印象は，強かった.

とのシンポジウムにおいては， Magat， Chapiroなど

はコパノレト 60線源からの γ線を使用するビニノレ化合物

の重合についての研究， Mesrobianはアクリノレアミド，

*京都大学名誉教授

日本原子力研究所大阪研究所長

桜 田 郎*

メタアクリノレアミドなどの固相重合について報告し，ま

た Basketは，ポリエチレン分子の，切断，橋かけ，架

橋による不溶性網目構造の形成などについて，理論的計

算を試みた.

初日の，マルクの講演のみでなく，他のいずれの講演

も私には新知識であった.シンポジウムがすんでから約

1カ月，方々の研究室を訪れる旅行をつづけたが，一番よ

く覚えているのは，その頃まだパリーのマダムキュリー

街lとあったマガーの研究室を訪れた時の乙とである.乙

の訪問で，私が最初に放射線の照射実験を見ることにな

ったわけであるが，物理化学教室の入口の近くに，井戸

のような細くて深い地下室があり，乙れをエレベーター

で降りて行くと，僅iζ広くなった部屋で，一人の女性が

アクリロニトリ Jレの放射線重合の実験を行なっていた.

その線源は， 30Ci程度のコバルト60であった.

私は放射線化学の研究をはじめて以来，今日lといたる

まで，放射線によるグラフト重合に大きい関心を持って

いるが.1954年にヨーロッパとアメリカを旅行した時点

では放射線とグラフト重合とは，一般的知識としては結

びついていなかった.マノレクの特別講演でも，全く別個

の問題として取扱われていた Battaerdらは，その著

書中に，グラフト重合を放射線で行なう乙とが明らか

にされたのは1954年のミラノのシンポジウムにおける

Mesrobianらの報告によるものであるとのべているが，

とれは何かの間違いであると思われる.

1954年は，日本の原子力研究にとって重要な年であっ

た.というのはその前年から，学術会議でも原子力研究

の可否が論じられ， 54年3月には突然原子力予算2億 5

千万同が衆議院を通過し，藤岡由夫氏を団長とする最初

の原子力調査団が海外に派遣された.私の友人iζ，友成

九十九君という鋭敏な鼻をもったしかも仕事に熱心な男

がいた.彼は，その頃，会うたびl乙 “原子力の化学へ

の利用"の問題について真剣に考えるように力説した.

そのととも常に念頭にあったから，マルク，マガーなど

の放射線化学に関する話に一層大きい関心をもったもの

と思われる.

その後友成君と語り合っているうちに，放射線高分子
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研究所をつくるべきであるという話になった.文成君は

雨宮綾夫君とも，同じ問題について語り合い，研究所を

つく る前に，その必要性の PRならびに調査を行なう組

織をもっ乙とになり，放射線高分子研究懇話会の設立の

世話人会が， 1955年4月につく られた.学会関係で世話

人会に名をつらねたのは次の人々であった.小谷正雄，

雨宮綾夫，星野敏雄，原島鮮，篠原健一， 荒井渓吉，仁

田勇，伏見康治，木村毅一，桜田一郎.懇話会はその年

の10月5日に発足し，後述の協会が発足した後まで，有

意義な活動を続けた.毎月催された懇談会の例会に，ほ

とんど欠かすととなく，篠原，雨宮の二先生に関西に来て

いただいたことは，今でも感謝の念をもって思い出す.

私どもの研究室周辺では，岡村誠三君が，1955年の第

1回原子力平和利用国際会議(ジュネーブ)に参加し，

また， Smets教授の研究室で研究中であった林晃一郎君

は，帰国前の 3ヶ月をマガー教授の下で費し，放射線重

合などの技術を実習した.

放射線化学の研究を目的とする研究所の設立について

は上のように案があったが，それを待たずに，まがりな

りにも実験に使えるコパノレト 60の線源を 1日も早く持ち

たいというので，財団法人日本化学繊維研究所にお願い

して，費用を出していただいて，高槻の京都大学化学研

究所内に， 200Ciの線源を設置するととができた.機器

は見局長ヱ旦iと東芝放射線株式会社に発注し， 完成した

のは盟芝生三月のととであった. (とれに関する詳細は

昭和33年9月発行の日本化学繊維研究所講演集，第 15

集， 145頁に誌されている。)

2. 放射線高分子研究協会の設立

放射線高分子研究懇話会は，学者と業界の人達との懇

談の場所となり ，間もなく，放射線高分子研究協会(放

高協)の設立を急ぐべきであるというととになり ，友成

君が，まず化繊協会iζ話をして，当時の理事長の田代茂

樹氏，技術委員長の薮田為三氏その他の人達の積極的な

賛同を得た.ちょうど，その頃は，日本原子力研究所

も，まさに発足しようとする時であり，原研の方から，

原研の一環となって活動を開始したらどうかという話が

起とった.われわれは，当時はそれに反対であった.そ

の理由は，放射線高分子化学の研究は，原子力発電を中

心とする原子力平和利用の研究ほど大型ではなく ，明日

にも実用と結びつく問題であり，したがって，機動性が

必要で，大きい研究所の一部となって活動するととは好

ましくないという 乙とであった.上のような理由を石川

一郎理事長，駒形副理事長に説明し，原研側も快く了解

された.

田代会長は，化繊協会内部のみでなく ，それ以外の高

分子に関係のある会社に呼びかけられて， 80余社の賛同

を得て， 1956年12月14日には通産省から設立認可が得ら

れた.

協会ではまず，大阪研究所を設立するととになり，

1957年4月には野津竜三郎先生(当時の甲南大学理学部

長)が所長に就任され，建設事務に着手せられた.地元

側，特に婦人から，放射線が危険であると して，設立に

ついて反対があったが，協会の常務理事の森，薮田，正

井，友成の諸氏が主として説得に当られ 7月には地鎮

祭を行なう運びになり，以後建設は同滑に進められた.

不幸にして野津所長は10月7日!r，友成氏は12月26日に

永眠された.

大阪研究所では，仁田，広田の両先生を阪大から迎

え，木村，岡村，筆者の 3人は，京大からとれに加わり

兼任の主任研究員として研究に当った.また，専任研究

員としては，中井洋太，岡由紀夫，林晃一郎，畑田元義

大西俊一君その他が名をつらね，それに，関係会社から

20数人の外来研究員を迎えて，1958年の春から活発に研

究を開始した.

研究所には， ファンデグラフ加速器 (200万ボノレ ト，

250マイ クロアンペア)，コパノレト 60γ線源 (1000キュリ

ー)などの線源をはじめとして，その頃めずらしかった

常磁性共鳴吸収装置，質量分析計その他の新鋭の機器が

そろえられ，研究は順調に進行し，特許も数多く出願せ

られた.外国でも研究は活発であり，特許も次から次へ

と公表になるが，何らかの放射線化学反応が，実際lζ相

当な規模で工業化されたという確実な情報は得られなか

った.

1959年の 9月ワノレシ守ワで IAEA主催で， 第 1回

「大線量放射線の工業的利用J!C関する会議が開催され

た.その会議で米国の原子力委員会の P.C. Aebersold 

は，米国における放射線利用の現状と将来について語

り，米国は，放射線化学の研究については "quieten-

thusiasm"の状態にあると述べた.私も，間もなく日本

にも，そのような状態が来るであろうが，そのような時

l乙太鼓を町きつづけるととは困難が多いのではないか

と，感ぜざるを得なかった.今日になって考えても，私

は1960年代は，放射線化学にとって，落着いた研究の年

であったと思う .

3. 原研における研究

1958年には，原子力産業会議が，放射線化学専門部会

をもうけ，ついで翌年には，原子力委員会にも放射線化

学専門部会(出発の時は懇談会)が設置され， r中央研

究機構」が必要であるとの結論に達し，それが具体的に

は原研の高崎研究所の設立というととになった.乙の点

に関しては，篠原健ーさんの執筆された本誌本号の記事

に客観的に詳細に述べられているから重複を避ける乙と
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lとするが，原稿のコピーをお送りいただいた篠原さんに

お礼を申し上げ，当時のととをなつかしく思うものであ

る.またとの機会に，中央研究機構のととに関し，むし

ろ陰の人として御尽力いただいた住友化学の正井省三，

クラ レの鷹嵩男のお二人にも感謝の意を表する次第であ

る.

高崎研究所が完成し，開所式を挙げたのは， 1964年 3

月のととであり，それと相前後して，放高協の東京研究

所は解散し，研究者の大部分は高崎研究所で研究を続け

ることになった.大阪研究所は 3年後の1967年 6月1

日に，その土地，建物，設備の全部を，原研iζ寄付して

原研に吸収され，研究者その他のほとんど全部は原研の

大阪研究所の職員としてそのままとどまる乙とになっ

た.たまたまその年の 3月末で，私は京大を定年退職し

たが，私も，原研の客員研究員として，ひきつづき大阪

研の所長となった.

原研の大阪研となったために，財政の基礎は，今まで

の財団法人時代より強固なものになったが，それだけに

きゅうくつな面もあった.財務の担当者は， r業績を挙

げれば，予算はっきます」といわれるが， r業績をあげ

るためには，新鋭の機器がほしい」というのが，研究者

の考えであった。

大阪研究所で，原研になってから，一番持ちたいと思

ったのは，新型の電子線加速器であった.ファンデグラ

フは，順調に運転されているが，それを使用した研究結

果は外国でも，数多く発表されるようになった.ファン

デグラフで，カバーできない領域の研究に着手すべきで

あるという意見で，高エネノレギーのリニアックにすべき

か，その頃製作の開始された低エネノレギー ・高線量率の

加速器にすべきかについて，所内で議論をたたかわせた

が，価格がより安い乙と，より実用性が広いであろうと

いうことなどから後者を選ぶ乙とになった.

乙のようにして高線量率の加速器を概算要求のトップ

に掲げて努力したが， 44年には原子力局の段階で落され

た.乙のような要求は，簡単に 1回で通るものでない乙

とは，大学の経験で知っており，毎年要求をつづけた

が 3年自には大蔵省まで行って，ととではねられた.

それには普通の理由のほかに，放高協の大阪研が原研に

合併される時の事情も影響したようであるが，47年度に

なって，ついに大蔵省も認めると乙ろになった.私ども

の喜びは大きかった.48年度に対する債務負担行為も含

まれていたのであるが，加速器の製作と，建屋の建築を

いそぎ， 48年の 6月には，大阪研で試運転ができる計画

が立てられ，すべては順調に進行した.

完成間近の 4月末になって，付近，特に大阪研の背後

にある香里三井団地の住民から反対の声が挙った.市長

のすすめもあり ，大阪研では直ちに工事を中止して，住

民との話合いに入った.しかし，紛争はエスカレートす

るばかりであり ， r日本原子力研究所」の看放は 5年も

前からかかげてあり，その前にはパス停まであるのに，

「乙んなと乙ろに，危険な原研があるとは知らなか っ

た」とか， r住居専用地域から原研は出て行け」とかい

う主張がなされるようになった.しかし，住民側も次第

に冷静になり ，市長の努力によって，やっと今年の 5月

30日になって，正式にGOの信号があがり ，翌 31日に

は，新加速器の披露を行ない，多数の付近住民の人達に

も新加速器の運転を見てもらうととができた.計画して

から，やっと 5年自に希望の装置が使えるようになって

感慨深いものがある.

私は，少なくも応用の面からは，1970年代は，放射線

化学は，加速器による展開の時代ではないかと思う.最

後に，大阪研の新加速器の性能について一言す るな ら

ば，その線量率は，ファンデグラフの 100倍まで上げら

れる.線量率が 100倍になれば，単位時聞に生成するイ

オンやラジカノレの数は 100倍になる.イオンやラジカノレ

と分子の反応も 100倍に増加する筈であるが，ラジカノレ

どうしの反応は10，000倍になる.そうなれば，今まで放

射線化学で知られていなかったいろいろのととがわかる

のではないかと楽しみである.いつの日にか成功した研

究の思い出を書きたいものである.
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放射線高分子 か ら 眺 め て

( 1 )序:

今年は日本放射線化学会の創立10周年に当り，また日

本放射線高分子研究協会がスタート してから丁度20年自

になる.との機会に放射線高分子の立場からとの方面の

我国の歴史を概観し，研究結果ばかりでなくその過程を

思い出し乍ら，将来にも思いをはせて見たいと思う .勿

論非常に身近い事lζ限られるととと思われるがその点予

め御了承を得たい.

(2)その暁:

学会が発足したのは昭和40年 (1965年)であるが，研

究が活発に成って行ったのはその10年位前からである.

我固における放射線化学の暁とでも言えよう.

1 )放射線化学の重要性認識 (昭和29年 ;1954) : 

京都大学名誉教授桜田一郎先生(原研.大阪研所長)

がイタリーのトリノ・ ミラノで開催された高分子化学シ

ンポジウム (IUPAC主催， 1954)で初めてこの方面の

まとま った研究の討論に参加され，帰朝後各方面lととの

分野の研究の重要性を強調された時点から始まってい

る.それは昭和29年のととであった.すなわち同会議で

はまず開会講演で H.Mark教授が Polyethyleneの放

射線による架橋によって耐熱性が賦与できる事を，見本

を示し乍ら講演されたのを始めとして，その外にも放射

線応用に関する次の 4つの報告があったようである.

G. Piccardi ;重合反応に対する宇宙線の影響(重合

容器を金属でシーJレドすると有意差で減速が認められた

という .) 

A. J. Restaino， R. B. Mesrobian， D. A. Ballantine， 

G. J. Dienes アクリノレアミドの γ一線固相重合(固相

での重合例と して詳しい.) 

A. Charlesby ;分子量分布測定法と しての放射線法

(Polyethyleneの架橋と分子量の関係を利用)

A. Chapiro， J. Durup， M. Fox， M. Magat ;ポリマ

ー溶液の放射線分解(溶剤の影響とエネルギー移動の関

係など.) 

なお同年 (1954)にアメリカでは Dr.T. C. Evans 

*京都大学教授

岡 村 誠 :::::* 

をManagingEditorとする雑誌 iRadiationResear-

chJ (Radiation Research Societyの機関誌)が創刊さ

れ，その第1頁lとは U.Fanoの IntroductoryRemarks 

on the Dosimetry of Ionizing Radiationsが掲載さ

れた.

昭和29年は放射線化学の重要性認識にとって大事な年

であった.

2 )行動開始:(昭和30，31年，1955， 56) 

越えて 1955には Geneveで第 1回の国連主催，原子

力平和利用会簡があり，筆者初めての渡航で出席させて

貰い，その印象は極めて強烈であった.記憶に残る報告

として次のようなものがある.

L. Bouby， A. Chapiro， M. Magat， E.Migirdicyan， 

A. Prevot-Bernas， L. Reinishおよび J.Sebban: 

(France) : (有機物からのラジカノレ生成の G-値やスチ

レンの溶液重合，グラフト重合やポリエチレンの架橋化

など極めて広範囲の報告)

N. Bach (USSR) : 

(n-heptaneなど各種炭化水素のクロロホJレム ・酸素系

での放射線酸化とポリマーの酸化や水溶液系での放射線

酸化反応が取扱われた.) 

当時関西では 住友化学新居浜工場内に Co-60があっ

たので東村敏延氏(現京大教授)と一緒に酢酸ピニル ・

モノマーに γ線を当て，重合の実験を始めていた.

我々の研究室での放射線重合に関する初めての報告は，

岡村 ・稲垣 ・大石の「放射線による重合反応の研究」

(化繊講演集14，103----110 (昭和32年)と岡村 ・東村 ・

山下の Polymerizationof V inyl Acetate by High 

Energy Radiation. (Bull. Chem. Soc. Japan 29， 647 

(1959))であった.何れも実験は主と して昭和31年に

行われた.その外にも活発な研究が処々方々で始まり，

遂に昭和31年7月日本化学繊維協会の委員会などで採り

上げられ，故文成九十九氏(当時クラレ常務)らが中心

となって広く化学工業界全般にも呼びかけられて，財団

法人 「日本放射線高分子研究協会」の設立を見るに至

る.日本放射線高分子研究協会年報第 1巻 (1958----59)

の巻頭に理事長田代茂樹氏(当時東レ会長)の年報創刊

- 10-



の言葉に「外国特許の圧迫により ……苦境に立到る事が

心配であり……一日も早く研究機構を確立し……」とそ

の希望が述べられている.

なおソ連ではジュネープ会議と同年(1955)にソビエ

ト科学アカデミー主催原子力平和利用会構があり，例え

ば次のような報告もあった.

S. A.グヂミンスキー， T. S.ニキチーナおよび V.

L.カノレポフによる「ゴムの放射線加硫の若干の特殊性

についてJ(天然ゴム，プタジエン・スチレンゴム，フ

タジエ ン・ アクリ ロニトリルゴム， およびプタジエンゴ

ムの比較やカーボンプラックの影響やその酸化などが吟

味された.) 

とのように応用面での報告もますます増加して来たの

で，P.C. Aebersold (米)，A. H. W. Aten， Jr (オラ

ンダ)，V. N. Kondratiev (ソ連)， M. Magat (仏〉

らを編集者とする国際誌 rlnternationalJournal of 

Applied Radiation and Isotopes(Pergamon Press)J 

が1956年創刊された.

3 )基礎確立の年 (昭和32........34年，1957........1959) : 

我々のクツレープの最初の照射は Co-60の 17Ciが使

用された.実験に長時間を要して不使であったので，日

本放射線高分子研究協会と京大化研の援助の下に，高槻

に200CiのCo-60照射装置を建設したのが昭和32年であ

る.建設報告は化繊講演集15145 (1958)に桜田 ・岡村

・稲垣が報告した.1957年9月にはパリ ーで UNESCO

主催のInternationalConference on Radioisotopes 

in Scientific Researchがあった.

前述したように日本放射線高分子研究協会の年報第 1

巻は 338頁の大冊の報告(昭和33........35年分)であった.

なお，昭和33年5月には協会の大阪研究所(寝屋川市〉

が，また同年11月には東京研究所(文京区上富士前町)が

夫々開所して活発な研究が始まり，年報は Vol.2 (昭

和35年， 1960)を経て，大阪研究所が原子力研究所へ移

管された昭42.6 (Vo1.8 (1966........67))までとの方面の貴

重な研究報告集と成った.

また故千谷利三先生の御提案で雑誌「同位体と放射線

Isotopes and RadiationJが横書店から発行され始めた

のが昭和33年9月からである.巻頭の綜説は重松恒信先

生らによる放射能除染であった. rひとつの命題の下に

同学同好の士相集りて共通の広場を持つため」であっ

て 1種の速報誌としての役目をも果した.

第 1巻第1号の原報lとは次のようなものがあった.小

森卓二氏(重水素の電解分離);音在清輝，久米三四郎，

岩田志郎，山本康夫，藤沢勇氏(無担体マ ンガンー52); 

千谷陽一氏(クロラムフェニコーJレの合成);三井進午，

栗原淳，天正清氏(炭素-14を利用する肥効研究);山崎

秀郎，志田正二氏(水の放射線分解.)桜田一郎， 中島

章夫，青木博氏(ポリビニノレアノレコーJレの架橋化);井

口道生氏(芳香族化水素の放射線安定性);岡村誠三，

真鍋明信，本山卓彦氏 (励起ベンゼンと有機化合物の相

互作用);また次の速報3報も掲載された.岡村， 林氏

(低温重合);広田，桑田，牧野氏 (a-メチルスチレン

の重合);千谷，近藤， 勝目氏(色素の放射線槌色).逐

次毎号重要な報告がのったのであるが，その後，経済的な

理由から 4巻に至って中止の止むなきに到った事は残念

であった.1958年9月には国連主催の第 2回原子力平和

利用会様が Geneveで聞かれ，そ乙では放射線化学とし

てのほぼ今日の形での部会が初めて持たれた.すなわち

1 )水及び水溶液系 (E.J. Hartや M.Haissinskyが

報告) 2)有機物系 (N.A. Bakhや M.Durupsの酸

化反応) 3)ポリマ一系 (M.Doleの Polyethylene照

射，岡村らの重合，篠原らのポリマー照射，R. B. Me-

srobianのグラフ ト重合，A. Hengleinのスノレホン化，

M. S. Mathesonの剛性溶媒系，A. S. Kuzminskyら

のゴムの加硫，等) 4)一般 (FissionProductの応用

等) 5)線源関係 (K.Kimura， A. Danno， M. Omu-

ra， H. Nomi， N.Shibata， N. Kanzaki， T. Matsumoto 

and K. Ajiokaの名で原研の 10，000Ciのケープが報

告された.)となっている.

乙の様な状況をうけて文部省でも昭和34年8月K我国

のγ-線施設調査報告 (平山平八郎氏 ;学術局助成課編〉

を刊行した.それによると，大学で古い処では東大 (41

Ci)，九大 (54Ci)が何れも1954.9から稼動している.

また1959年(昭和34年)4月から日本放射線高分子研究

協会の会誌として「放射線高分子」が出始めた.とれは

広報委員会委員長，森滋氏の御尽力であった.巻頭の論

叢は中根，小出両氏の「γ線のゴムに対する照射効果」

から始まっている.またそのVo1.1のp.8!とは第 1回の

日本化学会の放射線化学討論会が昭和33年11月東工大で

行われ，参加者200人を乙える盛況であったと報告され

ている.乙の雑誌は協会がその任務を終了して原研へ一

部を移管した昭和42年11月に最終号 Vol.8 (No.29)を出

し，田代，桜田，篠原，薮田，祖父江，和田野， 雨宮，

星野，木村，林，岡村，広田，仁田諸氏のあいさつが掲

載されている.大阪研については桜田先生が，東京研につ

いては篠原先生が夫々の詳しい歴史を述べられている.

今読んでも大変参考峨る文献であ乞」

4) 1960年代 (昭和35年以降〉に入って:

1960年代に入って日本放射線化学会創立までの 5年間

は明方間近かの特徴として物象が形をととのえて来るの

も全く連続的に起っている.

徐々に重要さを増す放射線化学の基礎的研究や以前lζ
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も増して期待される開発的研究は乙の時代に加速的に増

加した.その中で記憶に残っている放射線高分子化学の

研究として次のようなものがあった.1959.9にポーラン

ドのワJレソーで IAEA主催の大線源工業利用の国際会

議があり，団野氏 (10，000Ci照射装置)，大西氏(ポリ

マーのESR)，松本， 団野氏 (PVAの照射効果).岡村，

林氏(酔酸ビ‘ニノレ水溶液重合)，桜田氏 (PVAへのグラ

フト重合)， 岡村，岩崎氏(共重合)，松本氏(植物育

種)，岡村，林氏(ポリマーの塩素化〉が報告され，当

時の研究が極めて活発である乙とが示された.また圏内

でも屡国際会議或はそれに近い大型の会議が聞かれその

中での放射線化学の占める範囲はだんだんと広く成っ

7こ・

例えば日本アイソトープ会議(原子力産業会議主催)

も回を重ねる度毎に盛大と成り1961年 (昭和36年秋)の

学会で放射線固相重合でのラジカJレ機構とイオン機構の

可能性について我々のグループの林晃一郎氏(現阪大教

授)とパリー研究室の A.Chapiro博士の聞に活発な討

論がたたかわされたりした事も記憶に残っている.1962 

年8月にはイギリス・ヨークシャーの Harrogateで第

2回の国際放射線会議(ICRR)が聞かれた.なお最近

の ICRRは第4回が1970.7月Evianで，第5回が1974.

7月 Seattleで行われた.次の第6回は1979.8月に東京

で開催予定となっている.

Harrogateはイギリスの放射線化学の中心 Prof.F. S. 

Daintonのリーズ大学に近く ，1962年の学会は極めて大

型のものであった.数例を拾うと水系では(カ jレボニノレ化

など(].J. WeissらJ，Flash photolysis (]. H. Ba-

xendaleJ，吸収スペクトノレ(E.J. HartらJ，水の放射

線化学 (E.Collinson， F.S. Dainton， S. Tazuke (現

東工大助教授)， D. R. SmithJ， Pulse Radiolysis (L. 

M. DorfmanらJ.)

次に有機系では(硫化反応 (D.HummelらJ，酸化反

応 (N.BachらJ， スクワレンの分解 (A.J. Swallow 

らJ.)また放射線高分子化学としては(エチレンの重合

(M. Steinberg， G. AdlerらJ，アセチレンの重合 (V.

1. Gol'danskii らJ，テフロンのグラフ ト(A.Somog-

yiらJ，スチ レンのイオン重合 (A.CharlesbyらJ，イソ

プチレンの光重合 (S.MathesonらJ，スチレン ・ポリ

スノレフォン (C.SchneiderらJ，セチノレ ・メタクリレー

トの固相重合 (Gy.HardyらJ，国相重合 (N.S. En-

ikolopyanらJ，低温固相重合 (Y.Tabata (現東大教

授)， H. Sobue， K. Oshima (現 OECD局長，在パリ

ー)，結晶重合 (D.H.WhiftenらJ，トリオキサンの固

相重合 (S.Okamura， K. Hayashi (現阪大教授)，M. 

Nishii (現原研大阪研)J， ポリスチレ ン・シンチ レー

ター (H.HeusingerらJ，ポリシロキサンの ESR(A. 

，与が令ぺ
I Char1esbyらJ.)が報告され活発な討論が展開された.

放射線重合の研究では低温或は固相反応に注目され始め

た頃で， 1960年;Magatや Chachatyの CH20の重

合， 1961年では Karginらの X線照射によるアセトア

jレデヒドの重合，1963年には Medvedevらのアクリロ

ニトリノレの-800Cでのアニオ ン重合，さらに Abkinら

の種々のビニノレ・モノマーのアニオン重合の可能性など

が相次いで報告されt::... ハ惨
さらに IAEAではワゲソー開催から 4年目の 1963年

十 iも二三大線源利用供議があり ，Dow Chem. Co 

の D.E. Harmerがtr.チルブロマイド工業的製造の詳

細な放射線法の発表を行って注目された.また日仏原子

力協定による原研 CRN会議も始まり Ethylbenzene 

の合成なども討論された由，正井省三氏の報告「放射線

高分子， 6 1 "-' 2 (1964) J Ir見られる.

( 3)学会発足当時(1965以降): 

千谷利三先生，桜田一郎先生，雨宮綾夫先生，篠原健

一先生らの御尽力で，日本化学会放射線化学部会(主と

して年会の部会と秋の討論会中心)に出席する研究者を

中心にいよいよ日本放射線化学会が小さい乍ら 1つの学

会としてまとまった活動を始め，会誌「放射線化学」が

出る事と成る. ζの辺の事情は別にのべられる予定との

ととゆえ，乙とでは省略させて頂く .

昭和40年 (1965)には第8回放射線化学討論会があり

第 9回(1966)以来今日まで毎年続けられており有効に

活動している事は周知の通り.1966年には 1)第 7回日

本アイソトープ会議〔桜田先生の特別講演， Hami11 (イ

オン，分子反応)， Stannett (共重合)，Wi11iams (イオ

ン重合)，Puig (フランスの現況)，Harmer (アメリカ

の現況)，Wagner (異性化)等があったJ， 2)第 9回

放射線化学討論会〔故飯塚義助氏の特別講演(メタノ ー

ノレの放射線化学)と林晃一郎氏の特別講演(放射線重合

の基礎過程)があった.J 3)第 3回 ICRR(Cortina 

Dampezzo) 主として水系の放射線化学に集中) 4) 

日米放射線化学会議 (Hawaii5月2日"-'6日) (我国か

らは桜田，広田，志田，九里，飯塚，田畑，林，西川，

団野，今村，岡村，後藤田が出席，アメ リカ側は Burton，

Schuler， Dorfman， Lipsky， Lampe， Hami11， Harmer， 

Wi11iams， Stannett， Wi11ard， Rowland， Ballantine 

の出席であった) 5)第2回放射線化学会館 (ハンガリ

ー， チハニ) ( 5月15"-'19日)で Schenk (光との比

較)，Murani (炭化水素の分解)，Minc (エマノレジョ ン

での酸化)， Kroh (Fricke測定の温度依存性)，Usmanov 

(グラフト)，Baikalov (固相重合)， Dobo (グラフト)

等が珍らしい報告であったように恩われる.) 6) IUPA 

主催高分子化学シンポジウム (9月28"-'10月4日，東京
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および京都) (その中で放射線重合は光との比較(7 

件)， ラジカノレ重合 (4件)， イオン重合 (7件)， グラ

フト 重合(7件)の 4項に分けられて発表された.) 

猶学会発足当時の放射線化学を綜説したものも多い.

例えば団野氏， Ind. Appl. of Rad. Chem ; Haissinsky 

コレクション146，，-，224(1967)コ筆者が放射線化学，2， 

N.o 3 (1967) p. 12"-'15に述べた所でも，1966年の主な

発表83件の内，我国の研究42件(第8回日本アイソト ー

プ会議では45件)を紹介している.我国の放射線化学研

究が既に充分に定着した事を示す事例とも成ろう .

(4)近況から将来へ向けて:

歴史を振りかえるのは，将来への希望を方向付ける事

に意義があるとも言えよう.さて，1970年代に入ってか

らの放射線化学会の近況は「放射線化学JVol. 5 No. 9 

(1970) "-'Vol. 9 No. 17 (1974) に詳しい.いま例え

ばその巻頭言の 2，3を列挙して見ると，津田覚氏(放

射線化学会の今後の課題，Vol. 8 No. 14 p.1)，桜田一

郎氏(変貌する科学の中の放射線化学， Vol. 8 No. 15 

M. Gratzel博士の紹介

西ドイツ園ベノレリン市 Hahn-Meitner-Institutの

M. Gratzel博士が本年9月20日より10月11日まで来日

され，日本放射線化学会10周年記念行事のーっとして，

本年の放射線化学討論会で特別講演をされるととになっ

た.“Lightinduced and radiation chemical reactions 

in micellar systems". 

M. Gratzel博士は1944年ドイツ国 Dorfchemnitzに

生まれ，本年31才の新進気鋭の放射線化学者である.ベ

ルリン自由大学で高分子化学専攻後， Hahn-Meitner-

Institutの A.Henglein教授のもとで無機窒素化合物

の水溶液のパノレス放射線分解に解する研究を行い PhD

を得た.

1972年 '"1974年， 米国ノートノレダム大学の Thomas

教授の研究室に留学しミセノレ系の光，放射線化学の研究

を行った.

1974年 Hahn-Meitner-InstitutK戻り， ミセノレ系の

レーザー光分解および、パノレス放射線分解の研究を続け多

大の成果を挙げている.現在毎月 1報ずつの報告を出

し，Hahn-Meitner-Institutの放射線化学部門で最も

活発な研究者である.A. Henglein教授の信任も厚く ，

その将来が期待されている.また同時にベノレリン自由大

学の講師として光化学の講義を担当している.

p.1)，桜井洗氏(放射線化学会の役わり ，Vol. 8 No. 16 

p. 1)，九里善一郎氏(愚人偶感 Vol.9 No. 17 p. 1) 

で夫々放射線化学乃至化学会の役割を論じておられ，発

展の源動力としてすばら しい役割を果されている事がは

っきり読み取れる.圏内の研究状況は毎年秋の討論会に

よって充分知る事が出来よう .第14回放射線化学討論会

(1971. 9月22"-'23両日於北大)と第16回 (1973.10月

16， 17， 18の3ケ日於名工大)と並べて見てもわかる通

り一昨年(1973)の発表件数は60件に達し放射線化学の基

礎過程と生体関連物質に関する放射線化学が中心テーマ

のようであった. 1974年秋K Munchenで行われた放射

線高分子化学会議の報告を見ても，化学全体が生物学寄

りである事をかなり反映しているように思われる.放射

線化学で充分な知識の集積を見た ESR，パノレス法，極

低温法，剛性溶媒法等を駆使して，放射線生物学の初

期過程を解明し，放射線生体関連高分子化学と言った

Double乃至 Tripleな InterdiciplinaryField が開拓

されて行くのではないかと思われる昨今である.

(1975. 7. 14) 

滞在期間中，札幌，東京，名古屋，京都，大阪，広島

の各地を訪れ下記の講演を行う予定である.

1) Nanosecond pulse radiolysis studies of 

electron transfer processes across 1ipid water 

interfaces 

2) Fast geminate effects in radical decay 

kinetics induced by micellar systems 

3) Tunne1ing phenomena in the reactions of 

triplet and groundstate acceptors in micelles 

with electron-donating agents 

4) Laser photoionization studies in organic sol-

vents and micellar solutions 

5) Light initiated redox reactions in alcoho1ic 

solution and micellar or phospho1ipid aggre-

gates 

(大阪大学産業科学研究所 ・林 晃一郎)
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日本放射線化学会ーその誕生と揺監期

ちょうどいまから10年前，むし暑い6月10日の午後，

新橋の原研第2会議室で篠原先生を座長にした委員会が

聞かれた.参会者は，近藤，大島，団野，松浦，飯塚，

八代，後藤田，堀田，篠崎，松井の諸氏と筆者で，とれ

が関東地区での学会設立準備委員会と銘うった第1回目

の会合であった.関西地区でも乙の 2，3日前，岡村先

生を中心に同様な会が開かれ，この様子は乙の日の委員

会で報告されている.学会設立のいきさつは，非常な熱

意と実行力を示さた故飯塚氏が本誌 No.llζ書いておら

れるが，ある程度の consensusを基にして発足したの

がこの設立委員会であった.

設立準備委員会はその後関東地区では 6月24日 7月

29日 9月2日， 10月11日と，そして最終的な人事，予

算案を決めた 11月1日の最終回まで 6回，雨宮，志田

(正)両先生も加わって聞かれた.との委員会はさらに

具体的事項を検討する実行委員会(飯塚，団野，後藤

田，松田，桜井， 飯，波多野，田畑，今村各委員〉を作

り，設立趣意書，発起人名簿，会則案っくりなどの文

学，社会学的作業なども行った.

いろいろな細かい苦労の乙とは忘れてしまったが，そ

れまでにも活発な活動をしておられた岡村先生の熱意と

乙れに賛同し，積極的な行動に移られた篠原，志田，飯

塚先生たちの努力で，放射線化学のグループ化は思った

よりもスムーズに進行した.折しも，放射線化学の分野

ではまさに百花練乱で，わが国でも基礎研究充実のため

研究者相互の協力が何よりも必要とされる時であった.

ク勺レーフ。づくりは日本人の悪いくせの一つだとよく言わ

れるが，その時の情報や将来の見通しなどを考えると，

放射線化学会の設立は時宜にかなっていたものと思う.

放射線化学と言うと化学が主格であるが，物理学から

生物学にわたる広い領域と関連をもっている.とくに関

西の物理やさん達からこの点について要望が出され，あ

るときは「放射線学会」なる名称も議論に上ったととも

あった.とに角，乙の学会は広く関連分野に門戸を開く

*理化学研究所・主任研究員

メb、
フ 村 日*

Eヨ

ことにした.一方医学，生物学を中心としてすでに日本

放射線影響学会があり，国際放射線研究連合(IARR)

の日本代表という恰好になっている.そして 4年に一度

の ICRRには物理学，化学の貢献度は大きく， われわ

れとしても何らかの actionを起さねばならないと岡村

先生たちは考えておられた.影響学会との話い合いも行

われたが，とく角乙とで化学やを中心とするグノレーフ。を

っくり，協力しようというととになった.

乙うして，物理やさんlとは多少抵抗感の残る放射線化

学会という名称に落ちつくのであるが， r学会」か「研究

会j， r懇談会」はたまた「協会jIとするかでかなり議

論が行われた. 乙の 4つの名称を並べてみるとやはり

「学会」が bestである.乙の議論は，実は rsocietyj 
という英文名にしようというととが先に決って行われた

のである.と乙ろで正式英文名の ]apaneseSociety … 

…は篠原先生の“形容詞のあるときはそれを用いた方が

いいでしょう"というど意見で決ったもので， ]apan 

Society …とも… of]apanともしなかった.

学会成立の見通しが立つと，とんどは趣意書と発起人

名簿っくりが始まった.その性格上，発起人には広い分

野の人達にお願いし，また従って役員の数も学会の規模

に比べてかなり多くなったのは当然である.あれやとれ

やの末， 11月1日の最終準備委員会で万事本極り，同月

13日，日本化学会講堂で行われた第8回放射線化学討論

会の第2日目，午前日時より設立総会の運びとなった.

当日参会者 67名で行われた総会のプログラムは本誌

No.lに記録されているが，祖父江議長によって11時30

分頃設立が宣言され 6ヶ月余りの設立準備委員会の努

力が結実したのである.

千谷先生を初代会長lζ，副会長に雨宮，桜田両先生，

監事に篠原，仁田両先生を据えたとの小粒ながら絢嫡た

る学会は，勇将のもと弱卒なしのたとえ通り，その後竪

実な発展をみせるのであるが，設立に多大の貢献をされ

た千谷先生と飯塚さんを相ついで失ってしまったことは

ま乙とに悲しい乙とである.

総会のあとすぐ第1回理事会が聞かれ，上記役員以外
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岡村，近藤，桜井，志田，吹田，団野，波多野，早川，

東村，広田， 松浦，松田，飯塚，八代，今村の各理事が

出席し，今後の運営と内外への学会成立の PRについて

談合を行った.また今後の路線づくりという任務をもっ

事務局は，最初都アイ ソトープ総合研究所または原研が

あげられていたのに，どう いう風に吹きまわしか結局理

研にというととになり， r長くても移転まで」という条

件っきで引き受けさせられることになった.

乙う してわれわれの研究室で学会の恰好づくりが始ま

った. 乙の仕事には松井氏と幸地嬢(現 ・兼次夫人〉お

よび角尾嬢 (現 ・吉良夫人)の献身的協力で順調に進ん

だ.最初のうちは，ほとんど毎日 2- 3時間が学会の仕

事に費されてしまったように覚えている.

学会運営lζ当ってはいくつかの間題がある.われわれ

の当面した一つは“資金"である.準備段階では原研に

大変なお世話になったが，まがりなりにも一人立ちした

以上自分で様がねばならない.正会員費年額500同，会

員200名足らずでは，どう しても賛助会員に頼らざるを

得ない.賛助会員をどのようにして殖やすか，またとの

乙とが基礎研究を標梼する学会のポリシーと矛盾しない

かと議論されたのは当然のことである. 乙のような時

に，千谷先生の退職記念基金より10万同の寄付をいただ

いたのは正に干天の滋雨であった.またその後，放高

協 ・東京研究所の解散の際，篠原先生のお力添えで資産

から 100万円という当時の予算の何年分にも当る大金を

寄付していただいた乙とも，その後の発展に極めて大き

い物心両面の効果を及ぼしている.金額の多少は別にし

ても，とのほか Burton先生をはじめ，会誌の原稿料を

寄付していただいた多くの会員の方は，台所の不如意だ

けを考えておられたのではないと思っている.

当面した第二の問題は “会報"である.当初予算案で

はサーキュラ程度のガリ版刷りであったが， 41年 1月20

日の第2回理事会で最初から本印刷のものにしようとい

う乙とになった.早速千谷先生紹介の大同アドセンター

の中本氏と相談して 1回10万同以内で可能な乙とを確認

(33ページよりつづく)

67. K. Y. Lam， T. L. Penner， J. E. Aldrich and J. W. 

Hunt， in preparation. 

68. K. N. Jha and G. R. Freeman， ]. Chen. Phys.， 48， 

5480 (1968). 

69. G. R. Freeman and J. M. Fayadh， ]. Chem. Phys.， 

43， 86 (1965). 

し，原稿の依頼を急いだ.とうして 4月発行の No.1が

フルスピードで完成したのである.なお会誌の (8x 4 

=) 32頁という magicnumberは印刷経費と郵送料か

らみて最も経済的な値であるという理由で決ったもので

ある.

最初の計画に比べて格段に上等な会誌を発行するにつ

いては，その後の理事会で異議が出された.とれは予算

の大幅増加と広告料を集めるのに“危険性"が伴なうとい

う理由からであった.事実その後，予算面でも広告でも

随分苦労があったが，いま全18冊の会誌を並べ， 1冊 1冊

を見直してみると，小粒ながら珠玉の感を覚えるのは私

だけの感慨でもまた単なる感傷だけではないであろう .

なお乙の機会iζ，表紙のイラストの一つである ESR

スペクトノレは， 有名な Fessenden-Schulerの dataを

“無断"拝借し図案化したものであるととを “告白"し

てお乙 う.No.1の出た直後，ホノノレノレで Schuler ~C見

せたとき， “乙れはー!"と叫んだ彼の顔が今も忘れら

れない.表紙の色(色調が次第に変化しているようであ

るが No.1のものが genuine!)もかなり気を使った

つも りで，いまのところ大した異議もないのでヤ レヤレ

と思っている.

事務局は，“約束"に従って理研の移転とともに昭和

43年春東工大へ， そして原研 ・大阪研から本年阪大産研

に引き継がれることになった.その間，会費値上げ保留

と物価上昇という腹背の難事にもかかわらず，事務局の

方々は立派な会誌の発行を続けられ， ある時は magic

number 32を大幅に超えるという壮挙もなしとげられた

ことはま乙とに驚嘆に値する乙とである.

会誌の生いたちはとりも直さず学会の生いたちに通ず

る.設立 10周年に当り，改めて 18冊を手に取ってみる

と，放射線化学の進歩，変遷とともに，会員相互間の緋

を深める媒体であったと感ずるのである.話が設立のと

とから脱線してしまったが，いよいよ teenagerになっ

た放射線化学会，成年式を迎える頃にはどのようになる

だろうか一いまから楽しみに待つ乙とにしよう .
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The Next Ten Years in Radiation Chemistry 

J. L. Magee* 

It was my privi1ege to attend the Sixth japan electron it has been studied in hydrated， solvated 

Conference on Radioisotopes which met in Tokyo， and trapped states， at temperatures from 4 K to 

October 1964. Because of a severe time 1imitation， over 400 K. Rate constants for the reaction of the 

1 was only able to visit Kyoto， Nagoya and Osaka hydrated electron with over 1000 species have been 

in addition to Tokyo， but 1 managed to see some of determined its absorption coefficient over the 

my old friends and make many new acquaintances. entire electromagnetic spectrum and under a wide 

At the Notre Dame Radiation Laboratory there is variety of conditions has been measured. It is now 

an old tradition of collaboration with japanese sci- perhaps one of the best known chemical intermedi-

entists going back to 1950 when Professor San-ichiro ate. Radicals produced by irradiation have been 

Mizushima visited for the first time and Dr. Koichi extensively studied using ESR and NMR. In the 

Funabashi entered as a graduate student. In the past several years excited states produced in irradi-

interim， two or three score japanese have partici- ated systems have been observed directly by means 

pated in various ways， as students， postdoctoral of time-resolved studies in the nanosecond and sub-

research associates， visiting professors， guest lectur- nanosecond time domains. 

eres， etc.， to the great profit of the Laboratory. Progress in radiation chemistry over the past ten 

On my visit in 1964 1 found a vigorous commu- years has been impressive. It is an exciting field 

nity of japanese scientists interested in radiation and wil1 continue to be so. By its nature， radiation 

physics and chemistry. Wherever 1 spoke， 1 found chemistry is interdisciplinary and at the present time 

attentive audiences and stimulating discussions. its overlap with other areas is growing. For example， 

Although 1 was not aware of it， procedures were it is quite apparent that common interests exist be-

underway which led to the formation of the japa- tween the radiation chemist and the solid state phys-

nese Society of Radiation Chemistry， an organization icist studying excess electrons in disordered mo-

which was a logical outgrowth of the needs of the lecular media; between the radiation chemist and 

japanese radiation chemistry community. the photochemist studying excited electronic states 
p ノ

In the mid -nineteen sixties radiation chemistry 0 

* Radiation Laboratory， University of Notre Dame， Notre Dame， Indiana， U. S. A. 
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diation chemists. We should， however， remember ing strides to overtake experiment. The cha11enge 

that a11 these theoretical ideas are still conjectures is great， and with the growing interest in the typi-

and there is no direct experimental proof for any cal problems of radiation chemistry， such as the 

of them. In a11 these cases， alternative explanations myriad involving the excess electron in various 

are possible. A close co11aboration of experiment media and under various conditions， progress can 

and theory is needed to discover the valid mecha- be expected. We expect that japanese theorists 

nisms. from several areas such as solid state physics， and 

Although progress in radiation chemistry over the chemical physics will participate in these efforts. 

past ten years is indeed impressive， most of it is in The ]apanese Society of Radiation Chemistry has 

experimental work. Theory has lagged behind. The participated in the progress of the past ten years 

same situation is true throughout chemical physics and can be expected to share an ever increasing 

and is more a result of the difficulties inherent in role in the development of radiation chemistry dur-

the problems rather than lack of perseverence. It is ing the next ten years and beyond. 

hoped that the next ten years will see theory mak-

A Perspective in Radiation Chemistry 

A. J. Swallow* 

japanese workers have made most impressive con- right， but also has relevance to a number of other 

tributions to radiation chemistry. Speaking perso- fields. In our own laboratory we have employed 

na11y， 1 first became most fu11y aware of this in radiation chemical ideas and techniques and partic-

1969， in which year 1 had the honour to visit ]apan ulary pulse radiolysis to investigate biochemical 

to see some of the work in progress and to present reaction mechanisms. It is not the objective of the 

a paper“Pulse radiolysis studies of electron transfer work to contribute to the understanding of the ef-

and protonation" at the 9 th ]apan Conference on fect of radiation on biological systems， although it 

Radioisotopes held in Tokyo. At that time 1 also had is always gratifying if the work does help in this 

the opportunity to talk about work on the pulse way. To assist in the interchange of ideas with 

radiolysis of monomers and polymers and on organic biochemists we have adopted the policy of collabo-

radiation chemistry， as we11 as to enjoy numerous rating with experts in the appropriate fields and 

discussions with ]apanese and foreign radiation of publishing work in journals with a primary cov-

chemists in many centres. The ]apanese Society of erage of biochemistry rather than radiation chem-

Radiation Chemsitry has kindly given me the op- istry. 

portunity to submit an article to the commemorative Our earliest work was on the one-electron re-

issue of the journa1. 1 would now like to take ad - duction of the oxidized form of nicotinamide adenine 

vantage of this kind interest to summarize a11 too dinucleotide. This has now been extended to the 

brief1y some of the progress made in the last few oxidation of the reduced form. It has been found 

years in the broad field covered by my earlier pa- that the same semiquinone intermediate is formed 

per. in both cases. Model studies with simpler pyridine 

One of the enduring features of radiation chem- derivatives have revealed interesting aspects of the 

istry is that it not only is a discipline in its own process， whi1e one-electron studies with the bipyri-

* Christie Hospital & Holt Radium Institute， Manchester， U. K. 
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dylium compound paraquat (methyl viologen) and 

related compounds have direct implications for the 

mode of action of herbicides as well as other prob-

lems. 

The work on ubiquinone first referred to in Tokyo 

in 1969 has now been published and extended to 

plastoquinone. Also pulse radiolysis studies in con-

junction with laser f1ash photolysis have contributed 

to the understanding of the visual process as well 

as photosynthesis. 

A substantial fraction of our research effort has 

been expended on the reduction of cytochrome c. 

When an electron is added to this molecule under 

suitable conditions an unstable form is produced 

which then changes to the normal reduced form over 

a fraction of a second. The weakly reducing super-

oxide anion radical， 02-， cannot reduce alkaline 

cytochrome c， but reduces the neutral form at a 

highly pH dependent rate which is full of imp1ica-

tions for the mechanism of electron transfer. The 

hydrodioxyl radical， H02， can oxidize reduced cyto-

chrome C. All pyridinyl radicals examined can re-

duce cytochrome c. 

The studies on the free-radical oxidation of fer-

rous ions have been continued. Hydroxyl radicals 

are believed to work by an outer-sphere electron 

transfer reaction 

OH + Fe2+(HzO)6→ Fes+(H20)6， 

H十

OH-→ Fes+(H20)U + H20 

Hydrodioxyl radicals， H02， act by first forming a 

complex with ferrous ions and this in turn can 

ferrihaem) to provide a link with the cytochrome 

work. 

One new topic whose study has been taken Up 

recently is the use of pulse radiolysis to study the 

free radical reactions of Vitamin B12 and Coenzyme 

B12・Biochemistshave long debated the extent to 

which free radical reactions enter into the mecha-

nisms of action of these substances， and radiation 

chemical methods are ideal for providing new in-

formation which cannot readi1y be obtained in any 

other way. Several papers on this subject have al・

ready been published， and ]apanese scientists have 

made substantial contributions to this field. 

It must be stressed that even in England by 

no means all of the progress in the fields 1 have 

been discussing has come from our own laboratories. 

For example the abi1ity of certain organic com-

pounds to accept electrons has enabled a wide variety 

of new biological radiosensitizers to be developed. 

These compounds， to which the name “electron 

affinic radiosensitizers" has been given， have ex-

cited considerable clinical interest and have been 

vigorously exploited by the Gray Laboratory and 

others. This development is another part of the 

necessity of making radiation chemistry of value， 

in the final analysis， to the lay public. 

Until a few years ago， we had been working rather 

actively on monomers and polymers and on the 

radiation chemistry of cyc10hexane and other or-

ganic compounds. In the interest of specialization 

was not pursued these subjects as much as we 

would otherwise have liked， although one develop-

form a bridge compound by reaction with more fer- ment has been to measure the emission spectrum of 

rous ions. Sulphate ions modify the reaction sub- a transient free radical in f1uid solution (the ben-

stantially， not least by complexing with ferric ions zophenone ketyl radical) by exciting it after it has 

to form species absorbing at 304 nm. When chlori- been formed by a pulse. The radiation chemistry 

de ions are present in the solution they are acted 

on by hydroxyl radicals according to 

OH + Cl-ご CIOH-

CIOH-+ H+ご Cl+ H20 

Cl + Cl-~ Ch-
and both Cl and Ch-can oxidize ferrous iron to 

ferric. As a result of these studies the mechanism 

of the Fricke dosimeter is now understood in much 

greater depth than hitherto. Aliphatic dioxyl radicals 

have been found to act on ferrous ions like HOz 

does. The work has been extended to haemin(proto・

of polymers and polymerization is a topic to which 

]apanese scientists have made such outstanding 

contributions that it wold be impertinent for me to 

comment any further in this place. 

What for the future? It is c1ear that many， many 

contributions remain to made. One quite new ex-

tension of the cytochrome c work would be to study 

cytochrome P-450， a compound central to the prob-

lem of carcinogenesis. Cytochrome P-450 was only 

discovered in 1958， and it would have been prema-

- 18-
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ture to attempt radiation chemical studies on it resent a tiny fraction of the growing points in ra-

until the backround had been delineated. It is now diation chemistry. The scope for further work by 

almost time. However there are far too many pos- radiation chemists remains as great in 1975 as it has 

sibilities for discussion in a short artic1e and in any ever been， and we may surely look forward to a 

case the research lines 1 have mentioned only rep- most interesting future. 

Briefly about Radiation 

Chemistry in Japan 

A. K. Pikaev* 

In November-December， 1974 1 was in ]apan in be emphasized in the first place. It especially con-

line with scientific exchange between the Academy cerns the radiation chemistry of polymers. 1 think 

of Sciences of the USSR and scientific institutions at present ]apanese investigations in this field take 

of ]apan. Thanks to the kind assistance of ]apa- one of the leading places in world science. Many 

nese colleagues and especially professor T. Higashi - important discoveries have been made in this field. 

mura from Research Reactor Institute of Kyoto Moreover in some cases the results obtained are 

University. 1 visited the great number of scientific used in industry. 

centers of ]apan conducting radiation chemical Another direction successfully developing by 

investigations. They are Tokai Establishment， ]apanese radiation chemists is low temperature 

Takasaki Radiation Chemistry Research Establish- radiolysis. Interesting results on properties of 

ment and Osaka Radiation Chemistry Laboratory of trapped electronsl and free radicals in different 

]apan Atomic Energy Research Institute， Tokyo irradiated systems have been obtained. 

Metropolitan Isotope Research Center， Radiation Pulse radiolysis studies are also worth while 

Center of Osaka Prefecture， Tokyo， Osaka， Kyoto， mentioning. The new interesting data on the mecha-

Nagoya， Hokkaido and Hiroshima Universities， nism of ionic radiation polymerisation， properties 

Institute of Physical and Chemical Research， Nagoya of short-lived redical-anions and radical-cations in 

Goverment Industrial Research Institute and Central irradiated organic liquids， hydrated electrons in 

Research Laboratory of Matsushita Electric Industri - crystalline ice， ions of monovalent mercury in aque-

al Co.， Ltd. At these centers 1 had meetings and ous solutions， etc. have been obtained by this tech-

useful discussions with Professors and Drs. 1. Sa- nique. Micro-and nanosecond pulses have been 

kurada， S. Okamura， K. Hayashi， Y. Tabata， M. used in these works. There aLe programmes of 

Oka， M. Kondo， Y. Sohma， M. Gotoda， Y. Shino- picosecond pulse radiolysis at Hokkaido and Tokyo 

saki， H. Yoshida， M. Katayama， S. Sato， S. Ohno， Universities. The time is apparent1y not far distant 

S. Machi， K. Araki， M. Takehisa， M. Vashino， H. when ]apanese picosecond pulse radiolysis systems 

Hotta， M. Imamura， S. Arai， T. Higashimura， O. will function. 

Ya 

* Institute of PhysicaI Chemistry of the Academy of Sciences， Moscow， U. S. S. R. 
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The Ear ly Radiation Processes of Electrons 

in Polar Solvents 

Using Picosecond Pulse Radiolysis Techniques 

A. Introduction 

The technique of pulse radiolysis has made a 

tremendous impact on the field of radiation chemistry. 

During a span of 25 years， the radiation mechanisms 

have been observed in shorter and shorter times， start-

ing with msec techniques (1)， then followed byμsec 

( 2 -5)， nsec (6)， and psec (7， 8) studies. 

When a beam of ionizing radiation passes through a 

sample， many intermediate products are produced along 

its path. The ions， electrons， and excited states interact 

with neighboring molecules， forming free radicals， 

tra pped electrons and ionic species which react to form the 

final products. For example， the radiation chemistry of 

water can by best explained by the initial reactions: 

/〆 H20円 H20* .. H・・OH

ヘ~H20一一一一一.. H20+ ニe

H20 "'y' nH20 

<10-
13 
sec ↓ 十町 ~10-12 sec 

H30+十・ OH e一"'1

in which H20+ interacts with ， a neighboring water 

molecule to form ・OH and H20+ in timesく10-"sec

(9，10). The electron， e-， is trapped by the仰 larwater 

molecu¥es to form the stabilized hydra ted electron， e;;q， 

in -times of ~ lO-12sec ( 11ー 13). The broken arrow 

between e-and e;!q suggests that the solvation proc田 5白

may consist of one or more steps. The radiation beam 

also produces excited and superexcited molecules， H，O * 

and H，O** (14，15)， which might dissociate to form 

・OHand H・freeradica¥s. 

John W. Hunt'彰

Many careful studies have been carried out over the 

years on intermediate species such as e;;-q， . OH，・ H，

OH-and R，'I formed by high energy radiation. Scient・

ists have used various systems such as product analysis， 

pulse techniques， and e¥edron spin r白 onanceto charac-

terize these species and their reactions are relatively well 

understood. However， there are many gaps in our 

know¥edge regarding the interactions of e-and H，O+ 

with neighboring molecules. Another special probletn is 

the fact that the initial species are not distributed homo-

geneously throughout the medium， but rather are cluster-

ed along the tracks of the ionizing particles. Some of 

the initia¥ species in the clusters (generally called radia-

tion spurs) (16)， react q叩叩1ド刊uωdのy w叩it出h neighboring free 

radicals and ions while they diffuse away from the 

origin. In f1Sec times， homogeneous distributions are 

formed with g-values of 2.7，2.7 and 0.8/100 eV for 

e，，'I ，・ OHand ・H respectively (17). In the ana¥ysis 

of scavenging reactions， Schwarz suggested that the in-

itia¥ yields of species are considerably ¥arger， and the 

g-va¥ue is probably about 4.8/100 eV (18). Nsec and 

psec pulse radiolysis have the ability to check the value 

of these fast radiation processes， and follow the subse-

quent interactions and reactions until the final products 

have been obtained. 

B. Picosecond Pulse Radiolysis Techniques 

The pulse techniques have been particularly successful 

for studying the early events of radiation damage 

(2-7). Simply， a short pulse peはurbsthe system; fast 

chemical or physical changes occur， and a fast analysis 

sy旨tem observes these changes. Ra ther sophistica ted 

ホOntarioCancer Instute and Dcpartment of Medical Biophysics， University of 1'oronlo" sno， Sh削除川l'IleStreel， 'J・oronto，0川 ario.Canada M4X JK9 
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ca¥culations can be used to study and interpret the reac-

tions which occur during the pulse， but the ideal system 

is one in which the radiation pulse and the time resolu-

tion of the detection system are at least five times as 

fast as the reaction under study. Three typical 

speじtroscopysystems， shown in Figure 1， are used for 

fluorescence， pulse radiolysis and f1ash photolysis studies. 

In f1uorescence studies， Figure 1 (a)， only a faiの weak

radiation source is needed， so that pulses as short as 25 

psec a re a va ila ble. A high -ga in photomultiplier and 

fast oscilloscope are generally used for detecting the f1u. 

orescence directly， although more accura te and sensitive 

counting techniques are used in many laboratories (19). 

The main limitation of the f1uorescence technique is the 

speed of the detectors. Beck and Thomas (20) have 

used a planar phototube with a rise time of -80 psec， 

and direct studies of the kirietics of the f1uorescent states 

were performed. 

In the pulse radiolysis and f1ash photolysis studies， the 

problems are more complex， as shown in Figure 1 

(b，i). First， an intense exciting pulse is needed to pro-

duce a high enough concentration of intermediate species 

Simplified Pulsed Spectroscopy 
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Figure 1. A simplified picture of the three pulse systems in 

ns一一-Fast photo・

detector 

ps 

戸ノ
Film or slow 
photo・detector

~Iγ 
Wavelength 

ne eded. The inset in the right shows the reeuction 

studied short.lived radiation transients. of the light level during the radiation pulse， and 
a) A weak pulse of rad削 on produces excited slower growth toward the original level. 

molecules in山esolution. A fast photodetector de・ bii) In the interrogat附 systemsboth short excitation 

tects the fluorescence， in which the spectrum， and analyzing radiation pulses are" n~eded. The 

lifetime and yields are obtained. analyzing pulses are delayed by optical or 

bi) The日ystemis similar as in (a)， except an inte閥 抗出onicmeans， and absorption時nalsare obs-

excitation pulse and a OC ;malyzing light are erved hy photographic or photodetection systems. 
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so that their absorptions can be detected directly. These 

absorptions are detected by using a strong beam of ana-

lyzing light which passes through the solution and into a 

monochromator. A fast photodetector and an 

oscilloscope complete the system， in which the formation 

and decay of the species can be observed. In kinetic 

pulse radiolysis systems， radiation doses from 500 to 

10，000 rads have been produced by the electron pulses， 

from which accurate kinetics of the intermediate s問 cies

have been observed with time resolutions as short as 

100 psec (6，20，21). 

One special problem of pulse radiolysis studies at nsec 

and psec times must be considered: that of the small 

fast absorption signals observed in the background of 

the analyzing light. During the rise time of the system， 

the number of photoelectrons from the detector must be 

“counted". Noise is therefore generated by the statistical 

fluctuation of these photoelectrons. This signal to noise 

則 0，5。川， is given by 

山=(苧)1/2 (1) 

in which 50 is the analyzing light signal， N is the noise， 

1.. is the photocathode current， and e is the electronic 

charge and T j the time resolution of the detection 

system (22). The absorption signal， 5，，，日 onlya small 

fraction， f， of the analyzing signal 50' the absorption 

5"川 becomesonly 

色=f(ヂ)1/2 (2) 

therefore a stable， intense analyzing light is needed to 

observe these short -lived s戸 cies.

At even faster times (as short .as 2 psec) ， unique 

sl光 ctrographic or interrogative techniques have been 

particularly satisfactory. Here， a short radiation pulse is 

needed， coupled to a picosecond analyzing light flash. 

This is shown in Figure 1 (b，ii). Again， a psec excita-

tion pulse is needed， and some variable time later， the 

analyzing flash passes through the solution into a 

spectrograph or monochromator. A slow detector such 

as a film can actually be used for the whole absorption 

s戸ctrum， although for practical reasons， nsec 

photodetectors are the best for pulse radiolysis studies. 

The time resolution limitation of the system does not 

depend upon the speed of the photodetector， but instead 

on the width of the pulse source， and the interrogation 

light pulse (23). Using a unique mode-locked laser 

technique， Rentzepis and coworkers (8，24) studied excit-

ed states with lifetimes as short as a few 戸ec.

The stroboscopic pulse radiolysis (5PR) system de-

SI伊吋 inour labora tory (23) お being 凶 ed to detect 

the early reactive species produced by a high energy 

electron beam. The source， a travelling wave linear 

accelerator， has s戸 cial properties. This is shown in 

Figure 2. An electron beam (ene叩esof却 to 100 

kV) お injectedinto the accelera tion section with pulse 

width from a few ns配 to3μsec. The high -power 

μ-waves move through the accelerator，. which bunches 

the el町 tronson the peak of the waves. The period of 

the bunches depends upon the戸 riodof the wave: 350 

psec in an 5 -band machine， and 770 psec in an 

L-band machine. In the 5-band accelerator in the 

Physics Department， University of Toronto， the main 

beam pulse has a maximum current of 1.5A， pulse 

width of 6 nsec， an energy of 45 MeV， while the re-

petition rate of the pulses is 60 Hz. The short bunches 

of electrons (sometimes called the fine-structure pulses) 

have a width ofく10psec. 

Traveling -wave linear accelerafor 

Disks 

yぺ
Microwロve Y u νu  I，J ¥，J 

:..一一喝時一一J 、一-一一ー-砕ーーJ
d・ ... ・田ーーーーー一一-・ ιf一ー~ ，ー唱ー___ rー噌~

power r可 n n n n / n 

) / 
Cylindricol occelerotion lube Bunch of eleclrons 

Figure 2.τもegeneral concept of a traveling.wave acceler;卜

tor is shown here. 80th microwave power and fl 

DC electron beam flre injected into an flccelerator 

tube， in which the disks retard the speed of the 

wave such that it is in step with the electron~ . 

This intense microwa ve field both bunches the 

electrons at the crest of lhe wave， and transfer 

energy to the electron heam such that relativistic 

energies are ohtained. The pulse width of the 

bunch of electrons is very short: about 6 to 10 

戸ecfor an S.band machine， ilnd 25 pぽ cfor an 

L-band machine. 

The high energy electron beam is used for two 

purposes. Firstly， the beam passes through the solution， 

producing ionization， excitation， and heat in its wake. 

Secondly， the electron beam produces its own analyzing 

light. At these energies， (45 Me V)， the velocity of 

electrons v-e=. 99993 c. This is faster than the speed of 
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4'図

吋iU
• Rodiotion pulse 
目 Anolyzinglight 

X-y Recorder 

Figure 3. The high .energy elel'lron beam consists of a train hy tl1e present'e of absorption spet'ies in the 

of pul蜘 (thesolid ba r詫).This heam pr吋 ut'es もample (see the top in淀 t). A monot'hromator， 

both the radiationぉpeciesin the sample cell， and slow photodetector， eleじtronics，a nd a computer 

the analyzing Iight (山附edbars). A system of ωmpletぉ the 討ystem. The observed a bsorption 

mirrors delays the analyzi時 lightpul蜘 thedelay signals (x) are t'oupled to the variable delay， x， 

is altered by moving the mirrorぉ forwardor back- as shown in the right trace. 

ward. The intensity of analyzing n出 his reduced 

light in air: therefore short pulses of Cerenkov light are 

produced. 

The general design for the SPR system is shown in 

Figure 3. The train of sl昔;ho】川 ele虻ι仁山.

i町r汀r悶a吋di凶at句esthe sample (じ:氾:ell，producing the reactive s同じles

in the solution (above). The train of Cerenkov flashes 

(crossed bars) is def!ected by a set of mirrors， and re-

flected back along the electron beam. The intensity of 

the analyzing flashes is reduced slightly by the absorbing 

species in the solution. The spatial relationship between 

the radiation pulse and analyzing flashes is altered by 

moving the mirrors， M. Finally， the analyzing light 

passes through a monochromator， and is observed by a 

relatively slow photodetector (2 -20 n関心 r白 卯nse

time). A chopper system was desi伊吋 to block the 

electron beam (periodically)， so that levels of the ana-

Iyzing light are compared with values detected in the 

irradiated and unirradiated solutions: from this， the abs-

orption signals are obtained. With the help of the 

e1ectronic system and a computer， small a bsorption 

signals are produced from each fine strcture pulse: the 

observed signals range from 5% to 0.2%. 

The absorption vs time signals are stored in an in-line 

computer. The position of the mirrors is equivalent to 

the delay of the analyzing light: this is coupled to a 

linear potentiometer such that an analog signal， X， is 

genera ted . The X is indexed into one of the 4096 

channels of the computer， into which the absorption 

signals， Y， are accumulated. These absorption signals 

are averaged over many scans (taking 5 to 60 minutes) 

until a satisfactory signal-to-noise ratio is obtained. 

Many other practical aspects of the SPR system were 

considered in the design of a working model. For high 

energy electron beams (515 Me V)， gasses are the best 

way to produce the Cerenkov light， since the angle of 

the Cerenkov light along the beam is small， and there-

fore， a simple optical system can be used. In the SPR 

system designed in Toronto (23) ， a ir is used for the 

Cerenkov soun:e， while ;} pressurized Xe source is used 

(21) in Argonne. Another practical problem is the scat-

tering of the electron beam， since a useful absorption 

signal from each fine structure pulse is need吋. The 

thickness of the window of the accelerator (-.03 

mm)， the glass mirrors along the beam (-0.15 mm)， 

and the separation between the window ・and the sample 

sou悶(-25 cm) are minimized to reduce the electron 

scattering problems. The beam is focussed onto the 

sample cell， with a diameter of 4 mm. Under these 

conditions， the total dose per macropulse is high 

( -20 -50 krads )， so tha t a special flow cell is 

necessarシ to reduce the buildup of the radiation 

products. 

The time resolution of the SPR system is limited by 

two factors: the width of the radiation pulse， and the 

fact that the electron beam is moving through the solu-

tion at a speed faster than the analyzing li出t(11，23). 

Considering the former time response， the pulse width 

consists of two components， the electron pulse and the 
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Cerenkov flash: these are convo¥uted together， ¥imiting 

the time reso¥ution of the system. In the linear accel-

erator ・atthe University of Toronto， the time width of 

the pulses is 8 to 10戸ec (full width， half amp¥itude)， 

and this limits the system. The ¥atter time response， the 

desynchronization between the e¥ectron and photon 

beams， is given by 

r'=(n-l).e/c (3) 

in which n is the index of refraction， .e is the length 

of the cell， and c the s戸edof light in vacuum (23). 

Typically， a time response of the comp¥ete system is 18 

psec for a 1 cm cell and 24 psec for a 2 cm cell. 

By a simple alteration of the SPR system (26)， the 

absorption s戸 ctrumhas been obtained in a couple of 

minutes. This is done by stopping the mirrors (the de-

lay) at some fixed position， and scanning the 

wavelength range. This s戸ctrum is particularly useful 

for checking the spectra for signals which build up dur-

ing the train of fine structure pulses. The time reso¥u-

tion of this spectrum is somewhat shorter than the 

width of the macropulse (i. e. ， -6 nsec). 

Another general feature of the SPR system is the 

photodetectors， since their time responses do not have to 

be particu¥arly fast. For this reason， several different 

photodetectors have been used satisfactorily. A con-

ventiona¥ photomultiplier is not satisfactbry， since the 

large cathode current is needed to obtain a satisfactory 

signalfnoise ratio， as mentioned earlier. Because of this， 

an altered， five-stage 1P28 photomultiplier was used in 

our early studies. More recently， photodiodes have re-

placed the photomultipliers beeause of their better 

linearity， wider spectra¥ response， and higher quantum 

efficiencies. For example， a si¥icon photodiode (Un巾 d

Detector Technology Inc. PIN -10)， or the p¥anar 

passivated germanium pl削 odiode (R.C.A. Limited， 

Montreal) can be coup¥ed to a fast ¥inear amp¥if町 :the 

former photodiode covers the wavelengths from 300 to 

1，100 nm and the latter from 900 to 1，400 nm. These 

slower photodetectors do not degrade the time response 

of the SPR system (27，28). 

Our SPR system has been particularly successful in 

studying the early radiation events in the 戸 riod from 

10 psec to 350 psec. For longer-lived species， the 

species build up during the train of fine structure pu¥ses; 

therefore， ca reful analysis is needed to obtain accura te 

values (21，30). Recently， the radiation group at 

Argonne Laboratories has achieved a sing¥e fine 

structure pulse from their ¥inear accelerator， and covers 

the critical time region from 50 psec to -2 nsec 

(21，25). This new system is a boon for psec studies 

since accurate va¥ues of spur decay and reaction rate 

constants in this important period have been obtained 

(31). 

C. Summary of the Picosecond Electron 

Processes 

Detai¥ed analyses of the e¥ectron so¥vation process田，

reaction rates， and yields have been well documented 

now， particularly since the absorption signals are rela-

tively large so that good traces are obtained. 

ペェ~司~っ二当 /?-zzi31 } 
!':I.'" ~ \\〆~ ~岬 "r..r ~ s fF一~♂、刊伊\\ft戸シ/\~\\グ;ン/"~‘ 0.2 I 附 O
屯 ， 岬 ¥¥ν.r ~百~r ~ 
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Figure 4. A family of al附汀ptl(川町民nalsof e-;;q 01】tainedhy 

the strりhoscopic pul淀川dioly悩 system at a 

wavelength 01" 600 nm. The “おawtooth" signalお

おhow the fa川川?討叫-北tfo川《りω》汀川r口rm口ma川山tlω削o

?討叩多斗中p児f舵f吋dof tけhe ~討ザ-すyst股加e町m】 )， the amplitude of the signal 

which is relative to the yield of e:;q， and the de. 

じay of 山e e;1I1 in different 仁oncentrations ()f 

scavengers. 

a) The decay ()f e，，'1 in 川町entrationsof IICIO， from 

0.1 to 2.0 M. r、~()te that the amplitude of thc 

おignalsare almost constant over this range. 

h) The 巾 じ 吋 り eilll in conぽ ntrat肌おりfNaNO， 

from 0.125 to 1 M. Note the marked reduction 

of the initial yield of eふIin the more concentrated 

solutions. 

A family of typical absorption traces of e;'1 are 

shown in Figure 4， in which two electron scavengers， 

HC¥O， and NaNO， are considered. Note the fast forma-

tion of e;'1 (Iimited only by the time response of the 

SPR system)， the decay of e;'1' and the amp¥itude of 

the saw-tooth signa¥s within the 350 psec window 

between the fine structure pulses. In more concentra ted 
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solutions， the decay of the signals can be described by a 

d ( eaq J 
simple pseudo first-order decay of e-;;q， 一一一一 = -k

dt 
(eムJ(SJ (29，32). At lower concentrations， the si伊 als

do not decay to the base line， but the initial slope is 

used to calculate the rate constants. The amplitude of 

the signals is more complex: in HCIO" the initial yields 

are almost constant while in NaNO" a marked reduc-

tion of the e1iq was observed in more concentrated solu-

tions. This reduced yield of eaq indicates that electron 

scavengers can react with some precursor of e~:ol ・Sev

eral approaches were carried out in an attempt to 

understand the early events of the e~)l ・

1) Reaction Rates of e~()1 * 
Figure 5 (a) and (b) summarize some of the 

changes of the rate constants for the reaction， e~1 +s 

in water (29，32). There are inarked changes in 

k(e~)1 ・.-t- S) for concentrated ionic solutions. The k 

drops by a factor of -2 for positive ions， and increases 

for negative ions. This can be explained by the attrac-

tive and repulsive e1ectrostatic fields between the eaq 

and the ionic scavengers. At intermediate concentra-

tions， these corrections for the observed rate constant， 

。)
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Figure 5. The ohserved r，町じon山山， k(c;q+S) in differ. 

ent conl"entrations of HCIO" ncetone， NaNO， and 

NaNO.. The dashed lines connett the dilute rate 

("onsta nts， and the values ohtainぽIin ωnωntrated 

solutions. 

5 

2.5 
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kcorr are those of the formulation of Debye (34). 

logE旦L=102Zlzl土方k
ObS 

- ~ • VI.. L..l L..2 1 + aμり
(4) 

in which 2， and 22 are the ionic charges of the reactiQn 

s戸cies，a=r/3 where r is the sum of the reaction radii， 

and μ= 1/2 I j 2/ Cj where c is the mole fraction of 

the ions. These detai¥ed corrections for this formula 

might hreak down in these concentrated solutions. The 

corrections indicate that the atmosphere of ions wiII 

shield the attractive and repulsive fields of the s戸cies，

so that the rate of reaction shou¥d be simi¥ar to those 

of neutra¥ s戸 cies.

Another c∞or 

in early times. According to Noyes (35) the initial 

“ra te constant" is not really constant， but changes with 

time. This is given by 

k(t)=k(∞) (1+r/(πDt)'/2) (5) 

in wh凶 k(∞ isthe rate constant at infinite times， r 

is the sum of the reaction radii， and D is the sum of 

the diffusion coefficients for the two reactants. This 

formu¥a tion is only じorrect for diffusion limited reac-

tions: at lower reaction rates， the corrections for the 

tlTπme 

(ω27η). As shown in Figure 5 (b)， a ・somewhatsmaller 

difference between the dilute and the concentrated rate 

constants for k( e，，'1 + acetone) was observed. Recent¥y， 

Buxton et al (36) and Jonah et al (31) have made a 

more comprehensive study of the time dependence and 

ionic strength corrections in these ear1y radiation pro-

cesses. 1t appears that in very viscous systems the time 

dependent rate constants become particularly important 

(36). 

2) Reduced Yields of e~1 

Hamill and his coworkers (37 -39) studied the com-

問 titionbetween different reactants in concentrated solu-

tions. They found important discrepanciesin the radia-

tion products， and concluded出ata precursor of e~ol 

was needed to explain the results. Using the SPR 

system， Wolff et al and Aldrich et al (32) also observ-

ed some abnormal fast electron reactions in the presence 

of concentrated solutions of scavengers (cf Figure 4). 

~he exception was the ion， H~ol ， in which no or little 

fast electron reactions were observed. 

The fast e1ectron proc田 sis not expressed satisfactori-

¥y by a normal competition between a precursor of e~1 

and the' S， but Ce~1 J is hest given by log Ce~-;ol J vs 

LO 

¥
も
小
山
、
h
M
旬、入
huミ
ミ
ミ
ιunq

0.5 

0.1 
O 0.5 1.0 

[Acetone] 

L5 

Figure 6. The relative initial yields of e:ol WiUl different 

川 lcentrations of acetone in water，O， ethylene 

glycol，ム，methanol， X， and ethanol，口 are

shown. The initial yields were ohtained by ex. 

trapolating the ahsorption traces (c.f. Figure 4) 

hack to the center of U1e fine structure pulse. The 

straight line for the plot， log (e~<o l J vs 

(acetoneJ was obtilined. The S" is defined as 

the solute l'oncでntrationwhidl reduceぉ theyield of 

the 37% villue. Note that aぉmallS" means that 

社:avengingefficiency is high， and it strongly de-

pends upon the solvent. 

CSJ p¥ot. Typical p¥ots are shown in Figure 6， and 

expressed in the empirical formula， 

(e;OI) / (e;OI)O=exp((S)/S37) (6) 

in which the constant S" is the concentra tion of so¥ute 

molecu¥es which reduces the initial yield of e;:'，1 to the 

37% (l/e) value. 1n another way， l/S" is an indica-

tion of the efficiency of this solute which scavenges pre-

cursors of the e;ol・

Figure 7 compares with log J{ (e~ol +S) vs 10g(S，，) 

plots for H
2
0， ethanol and ethylene g¥yco¥ (EG). The 

most efficient scavenger tested was potassium chromate 

in water， and CC¥. in ethanol and EG. A poor relation-

ship was obtained between S" vs k( e-;;ol +S) in dilute 

solutions， but a good relationship was found between S" 

vs k(e~1 +S) in concentrated solutions. The diagonal 

lines in Figure 8 ( a) and (b )， with a slope of -1， 

show the internal consistency for neutral， positive and 
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Figllre 7. This graph shows the reJationships of the S" 

vaJlIesγs k(e:ol +S) in H，O， ethyJene gJycoJ and 
ethanol. 

日) H，O. The 0戸n仰川、，0・arethe k(e;q+S) di¥ in 

oiJlIte 川 11Itions，and the solid pointぉ， ・，are the 

k (e丙~Iqい川4叶I + S) ，口川川()川叩ln町n】

a叩n a叩p仰pa陀ren川t relationship hetween log (S，，)ω  

log(k(e示I+S)，'onルwitha slo問。iー1.

b) Et山hylen問egJycoJ and Elha叩nol.A 吋幻叩淵i汀im叫n

bet光剖etwe凹en10g(S，，) vs log(k(e 三01 +S)) was ohtained， 

bllt the electron efficiencies oepenoぉ markedlyupon 

the medillm. Note Ihat the elet"lron efficiencies of 

H+. .is alちo<lbnormal. 
ethnno¥ 

negative ions in each solvent. These indicate that the 

attractive and repu¥sive forces are shie¥ded by the other 

ions. From so¥vent to so¥vent， however， there are large 

differences for 5"・The scavenging efficiencies can be 

ordered according to the formation times of e~I (27)， 

but as will be shown ¥ater， these do not explain the 

observed results satisfactori¥y. 

The H:'¥ ions are the most g¥aring exceptions of this 

pattem， in which the reactions， e~1 +H+，，)¥ are fast， 

O 

Figllre 8. 

λ(nm) 

The ab岡 市ionspectra in n(l )-p叫)<lnoJat 152
0

K 

observed by B<lxendille日ndWa巾 nan(33). The 

solid points，・，show the infrarer¥ spectrllm of e i 

<11 the end of the 5 n町 plllse.At 1300 nm (Ieft 

inset)， the e i decilys， while川 500nm (r凶1t'in-

将 t) the e~o l signills grow. By 1 /同 C，口，the 

normal e三。lおpet"lrllmwas 01>兜rved.

whi¥e no or a little reduction of Ce~l J was observed. 

Recent studies (40，41) suggest that Cu2+ and Fe'+ are 

also inefficient in scavenging the e1ectron reactions prior 

to solvation. 

10" 

Many theoretical approaches have been carried out to 

explain the initial reduced yields of e-;;-oい .Wolffet al 

(29) and Aldrich et al (32) have considered the 

e¥ectrons which have energies below the lowest 

electronic excitation states of the solute mo¥ecu¥es. 

While the “dry" electrons， e-， slow down toward 

therma¥ energies they po¥arize the medium and thus form 

shallow traps， or altemative¥y interact with scavengers， 

5. Using a formulation simi¥ar to that of Freeman et al 

(42)， the probability (P) that the e-will not react with 

5 within its ¥ifetime is given by， 

p=  [e;OlJ / (e;oIJo= (l-fc) n (7) 

where n is the number of encounters before so¥vation 

occurs， f is the efficiency of each collision， c is the 

mole fraction of scavenger 5. When n)) 1， and fcく1，

the equation is simp¥ified to 

(e;oIJ / (e;OlJo =exp (-nfc) (8) 

The differences between the 5" values of the e¥ectron 

scavenging in water and a¥coho¥ might be exp¥ained by 

¥onger djffusion distances for the e-before it is finally 

captured by shallow traps in the medium. Therefore， 

the collisions， e-+5， will occur with higher probabi¥ities 

in alcoho¥s than in water. 

Quite different approaches can be used to exp¥ain the 

可
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fast electron proce出 es.Schwarz (43) pointed out that 

in diffusion limited reactions in times ) lO-12sec， the 

time dependent ra te constant of Noyes (35) must be 

considered (equation 5). It appears， however， that the 

time dependent rate constants only explain a small frac-

tion of the reduction of the e~ ，\ yield (44，27). Czapski 

and Peled (44) pointed out that Smoluchowsl山 equa-

tion breaks down in concentrated solutions， in which a 

certain fraction of the e五I will form in an encounter 

pair (e-;;q:S). The probability， P， that the e~ol is out-

side the encounter pair is given by 

4nreff J [S) 
p= [e;ol) / [e;ol)o =exp [-

3XIOOO 
(9) 

where r e凶{“( Iおsthe summation of the effective r悶a飢adiiof the 

react 

scavenger (in moles/litre). This can be compared with 

equations (6) and (8) from which a semi-Iogarithmic 

plot is also expected. To explain these fast electron 

processes， an effective reaction radius， r~ ff ， must be 

greater than a simple encounter pair. For example， by 

using equations (6) and (9)， the relationship between 

r pff and S" is 

rerr=7.35/(SU)13， in A 。。
where the r e(f is 13 A for sodium chromate in water， 

and 14 A for CCI. in ethanol. 

An abnormally effective reaction radii has been noted 

by Anbar and Hart for the rateじonstantsusing very re-

active scavengers (45). This is consistent with a 

quantum mechanical tunnelling mechanism in explaining 

the results. Recently， Miller (46) suggests t出ha剖ttu汀mn

ing between the trapped electron， et， and the solute， S， 

might explain the scavenging processes in glasses. The 

tunnelling mechanisms might also be used in fast 

electron reactions in liquids. Here， the r eff consists of 

the encounter radii， and the time dependent tunnelling 

d istance a ( t). The a ( t) is a pproxima ted by 

a(t)=15 log，ot/(0.44 (Vo-E)li) A (11) 

The depth of the potential well， Vo-E， will be differ-

ent from solvent to solvent. As well， the electron pro-

bably starts in a very shallow trap， then relaxes into 

deeper traps until a normal stabilized e~，o \ occurs. 

Therefore， the tunnelling distances will depend upon the 

trap depth and relaxation time as the medium relaxes 

around the electron. 

3) Formation Times of e-;:"I 

The mechanisms of the solvation process of electrons 

are important in under邑tanding the fast electron reac-

tions. Many questions are posed regarding the early 

behavior of the electron. For example， can the electron 

be captured by a preformed trap in the medium， or can 

the electron polarize the medium， and dig its own trap? 

Fast pulse radiolysis techniques， both at room and cold 

tempera tures， gives a better understanding of the com-

plex solvation process. 

Sおome tn口問T

formation times of the absorption signals in water and 

alたC∞ohols:ぶ the time白swere limited by the SPR system， 

豆10psec. They assumed a simple relaxation process， 

e一一一→仁川 ・ Thiswas much faster than. expected by 

the lowest dielectric relaxation of the medium， which is 

considered to be the H-bond breakage (47). In cold 

a¥coholic glasses， (770

K to 4
0

K)， Richards and Thomas --

(48) and Higashimura and .his coworkers (49，50) de-

tected some new absorption signals in the infrared 

wavelengths. In time， the infrared absorptions decay， as 

the normal e:，¥ absorption signals form. The most 

logical way of explaining this result is to assume a 

shallow trapped electron， e~ ， or partially solvated 

electron. The polar molecules relax around the electron， 

to produce a stabilized e~() 1 ・

As shown in Figure 8， Baxendale and Wa出 nan(33) 

were able to observe the formation and decay of these 

infrared bands of et: in cold liquids (they called them 

damp electrons， e~\" Ill P) with a time resolution of 5 

nsec. At visible wavelengths， a promt signal was ob 

served (e-t) followed by the slower formation of e~ ， 1 

absorption signal. A c¥ose relationship was observed 

between the decay of e~ ， and the formation of e~ ， 1 

The relaxation time of e::-'，I ' r ，01' fits an Arrhenius plot 

with an activation energy， E，，， of 5.9 kca¥jmole. Using 

the 戸ecSPR system， Gilles et al (51) were able to 

obtain r S(、¥ values at tempera tures from 0
0 

to -60
0

C . 

With the help of Baxendale and Wardman's data， an 

estimate of the r.、りIat room temperature was obtained. 

By extrapolating their cold aqueous data toward room 

temperatures， Gilles et al suggest that the r同 inwater 

is -0.2戸ec.However， Rentzepis et al (13)， making 

use of a mode-Iocked laser system， was able to observe 

an infrared absorption si伊 alof the hydrated -electron. 

This signal shifted toward the visible wavelengths in 

time from 2 to 4 psec ( the time resolution of their 

system was about 2戸ec). 
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Formot，on 01 Solvoted Electrons 

Figllrc 9. The electron <lbsorption ぉIgn<lトぉhownusing the 

SPR system (59) for w;巾 rand 1-propanol. The 

conditiりn，・;are for <1 6 nsec pll)，引 日 0.5じm l'ell， 

and a wavelength of 6∞nm. 

a) H，O. The. solid line is the preduction for convoll卜

tion of the desynl'hroni討m of the electron heam 

and analyzing light， 5.5 pメ 舵F町仁 ( 淀悦ee引刊叫q午lドμu川1;

;日md日1G;臼11川II出 ia日n 討sh川;日Ip覚eりoft山heele臥t仁.'trりn f白mes叫4刊trれ印III忙川l'tuげr陀E 

plllse， 11 = 4 .4 psec. This a出lImesthat "sol=O. 

The日greementhetween the削除Iline and experi-

mer】taldata are eXl'ellent. 

b) 1-propanol. In明附mentwith F仰 re8， there arc 

twり どりmponenいりfthe 日hsorptionsignal， a fast 

t'Omponent (e -;-)川daぉlowercomponent hy the 

relax‘Ition of e-:- to e-， 

Beca山 eof this， Lam， Chase and Hunt (27，28) have 

仁arried out detailed picosecond studies of the decay of 

ei， and the formation of e:o! at wavelengths from 400 

to 1300 nm. Figure 9 shows the formation of e-;;，，! in 

H，O and 1 -propanol. The solid line in H，O was 

calculated from the theoretical rise time of the system 

for a 1 cm cell， and a Gaussian shape of the fine 

structure pulses with a σ=4.4psec (*). From the ex-

cellent agreement of observed and predicted curves of 

the e~;q ， the r仰 is less than 4 psec， and is almost 

certainly in the range of 0 to 2.5 psec. In 1 -propanol， 

a more complex signal is observed， since the visible tail 

of the prompt e~ spectrum occurs in the same 

wavelengths as the slower peak of the normal e:o! 

spectrum. Very high fidelity traces are needed to obtain 

accurate values. At infrared wavelengths around 

1300 nm， apparent first order decays of e-signals were 

obtained， in general agreement with the nanosecond 

studies of Baxendale and Wardman (50). 
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Figure 10. A Cole-Da vidson plot ()f 刊 Ifor 1 -propanol 脳

始。wn for different temperatureぉ<lt 13∞nm. 

The solid points，企，are those of Chase and Hunt 

(55)，日ndthe open po附討， 6" are the data of 

8axendale et al (52). The 'sol v担lueぉ arecom-

pared to the dielel'tric relaxation times， " and '" 

and ，，' iぉ thecharge approximation o[ Mozumder 

(12)， withωrrections by Gilles et al (51) for the 

change of the dielel'tric conぉtantsin the relaxation， 

" .' This correc加 nI定comes，，' =，，(E∞，dε0，1) in 

whi仁hE∞，1 and E 0，1 are the dielectric constants 

日tthe beginning i1nd the end ()f relaxation time， 

"" respectively. 

Figure 10 summarizes the decay rates of e-;: at 

1300 nm for 1 -propanol of the studies of Chase and 

Hunt， and those of the recent data Baxendale et al 

(52) . An altered Arrhenius plot， log (1/引 .J .vs 

1/(T+ー 73.5
0

K)，best describes the available data. 

This data is compared to different dielectric relaxation 

values in 1 -propanol， as shown in solid lines. Three 

relaxation regions have been detected in alcohol by 

radiofrequency studies. The longest relaxation time， r" 

was explained by the breakage of H-bonds in the 

medium. The intermediate relaxation time， r" is the 

rotation of the molecule. The shortest relaxation time， 

r 3' is the rotation of the -OH group (4 7}. The exp-

erimental values of !'山! and dielectric relaxation times 

are summarized in Table 1. Note that a good agr田-

ment was obtained for τ叩 1and r 2 in all of the alcohols 

which have been tested. Therefore， the simplest way of 

explaining r sol is to assume that the rotation 6f one or 

several molecules， r" is the limiting rate of the process. 

Different theoretical estimates of r州!are summarized in 

* The fllll width， half maximum o[ the response is convolllted for the structllre e1ectron-Cerenkov pulses， with the a of a 

Galls.<;ian sha問 ・Thisis given by FWHM = 4σJ寸百=3.33a・
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TABLE 1 

Picosecond Solvation Times in Electrons， <50!， in Alcohols and Water at 2930K 

Observed Results Theoretical Estimates 

τ501=1/ kObS Dielectric Relaxation Timesc Constant Charged (tmat帥)1/2 e TR (80 = 80， n = 6 ) { 

n r2 <3 τ.' =rl (Eool/Eol) 

H20 <3
a 9.2 0.2 0.2 

2 

Methanol 10.2土la 52 12.6 1.4 9 3.5 1.9 

Ethanol 22 :I:2a 
191 15.0 1.6 30 8.6 7 

1-Propanol 32 :I:3a 
430 22 2.1 81 18 17 

1-Butanol 33 :I:5a 
670 27 2.4 127 

a) Chase and Hunt， ref. 55 j b) Rentzepis et α1， ref. 13; c) Dielectric relaxation constants are summarized in ref.55 j 

d) calculated from Mozum白r's constant charge approximation(12) but using the dielectric constants of Gilles et al， (51) 
explained in caption of Figure 10; e) Schiller and Vass， ref. 53; f) Fueki et al， ref. 54. 

Table 1 Mozumder's constant charge approximation 

r'=ロ∞，dε0，1(51)， the wave packet model of Schiller 

and Vass (53)， and the continuum model of F ueki et al 

in which the time needed to rota te the molecule is limit-

吋 bythe bulkviscosity of the molecule (54). AII the 

models considered here suggest similar values of the 

observed '" sol. but poorer agreement was obtained for 

'" sol from a¥cohol to a¥cohol. 

More complete theories are therefore needed to ex・

plain the formation of e二日|・ However. the. observed 

process is consistent with the rotation of the polar 

molecules as they align around the electron. Whether 

the low energy electron is captured by preformed 

shallow traps， or a continuous process such as 

同uasi--一利一一→e-;;olis sti¥l an open question. 

4) Reactions of Precursors of e:Ol 

The reduced initial yields of e~ol and fast formation 

of the products are summarized in Section 2: these 

might be explained by a mobile precursor of e-;ol • 1n 

Section 3， a precursor of e二01 ， the ei or edamp • was 

observed. One might wonder as to whether this ei 

might explain the electron yield reduction. 

Baxendale and Wardman (33) also obtained the reac-

tion constants， k( et' +S) in several a¥coholic so!utions: 

the values are somewhat faster than k( e-;ol +S)， but 

large reduced yields of e-501 were also observed. Lam， 

Chase and Hunt (27，55) have observed the reactions of 

e"l. and the same pattem was observed， bo出 atroom 

and lower temperatures. Within the time resolution of 

their system (20 psec) the initial yield e t was also re-

duced in the same way as the e~ol ・ This suggests 

that a precursor of ei is reacting with the solute 

molecules. As well， the S.， values are almost independ-

ent of temperature， as showh in Figure 11， even though 

the '" 501 changes by as much as eight times in this 

range. These results again support the premise that a 

precursor of ei: is taking part in the early scavenging 

process. 

0.20 
Cl1 01 CCI. in E州町、。l時同mperature

0.18 

;;;i i i i|1 

nt、aもL0ー ・'40 -20 20 40 
Temperoture ("C) 

Figure 11_ The S" values (C，，) for the reduced yields of 

Eτat 1000 nm and 1050 nm over the tem-

perature range from + 30'C to -50'C. There is 

little change of the S" values observed， even 

though the. r 501 change吉 markedlyover this tem 

perature range. 

We. therefore conclude that a mobile e~， or 

eξづlド刊1I川.

ce白5S詑esin a¥cohol， and wi¥l probably also occur in aque-

ous and other polar solvents. 

5) The Yield. of Electrons in Picosecond Times 

As mentioned in the 1ntrodution， the total yield of 

electrons produced by the radiation is considerably greater 

than the homogenous or free-ion yields， g(e~ol )fi . 

Exhaustive studies have been carried out using the diffu-

sion kinetic analyses of the recombination and reactions 
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One should note that the yields of the radiation prod-

ucts， G(S-) in water are considerably greater than 

those in organic liquids: the reverse relationship occurs 

in the ionization energies in similar gasses and vapours. 

The true theoretical implications of these yields are still 

unknown at present， but suggest that the reactions of 

H，O* and H，O・* states might explain high radiati6n 

needed. 

The absolute yield of eaq in psec is extremely difficult 

to obtain. Wolff et al (31) compared both the relative 

signals from 6"1 at 100 nsec and 30 psec， and also 

obtained an absolute value of e-;;" . The value， 

.g(eaq ).oPscc is 4.0士.3，and compares to the free-ion 

yield， g(e-;;，，)r;.， 2.7 (17). Jonah et al obtained 

slightly higher yield of e-;;，，: g( e nq) = 4.1士.2at 1 nsec 

(21)， and 4.5 at 100 psec (64). 

When electron adducts， S-， are considered， higher 

yields were observed: G(S-) lolal ~4.8 (65). This yield 

is probably due to the more complete scavenging of the 

e-， which normally reacts quickly (<1 psec) with the 

other species in the spurs. Similar spur and scavenging 

processes take place in alcohols， cyc¥ohexane， and 

mixtures (66，67). These yields are summarized in 

Table II. The total yields of S-are about 4.2/100 eV 

and in generaJ agreement with the conductivity and pro-

duct analysis of Freeman and his coworkers (68，69). 

nsec， while the diffusion kinetic theories suggest a much 

faster decay (58，18). Using the SPR sy悦 m，Wolff et 

al (31) suggest that little decay occurs in the戸 riod

from 30 to 350 伊 ec.The discrepancies between the ex-

perimental data and theories are extremely marked， 

therefore some new approach to spur decay theory is 

a 

G(S-)。

a) ref. 17; b) ref. 68; c) J. -P. Dodelet， K. Shinsaka， 
K. Kortsch and G. R. Freeman， J. Chem. Phys. 59， 2376 
(1973); d) ref. 66; e) ref. 65; f) ref. 67. 

TABLE 1I 

Yield of Electrons and Products， S-

cadmium 
perchlorate 

sodium 
salicylate 

biphenyl 

sodium 
salicylate 

biphenyl 

biphenyl 

Solute g (esol) psec 

3.3士.3d

4.0士.3d

3.2士.3d

g (esol) I1 

l. 7h 

o .19c 

2.0b 

2.7a 

Ethanol 

Cyclohexane 

Medium 

Methanol 

H20 
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of the radiation spurs (18，56 -60). Alth削 gh 旨幼則oω叩〉汀rπ町r

different approaches were used， similar patterns were 

apparent for the spur decays， in which the greatest 

changes occurred in the period from 10-10 to lO-'sec. 

The spur decays were fjrst observed by Thomas and 

Bensasson (61)， and confirmed by Buxton (62)， Hunt 

et al (63)， and Jonah et al (21). The yields of the 

e-;-"I are summarized in Figure 12 and Table II. It is 

surprising that most of the decay occurs around 10 

.10 
10 10 

Seconds 

The ob淀 rvでdand theoretical yields of eleclron討

over the period from 10-" to 10.... sec. 

Comparison between the observed yields of e aq 

vs time， and the theoretical s仰 ranalyses. i) 

ムーThomas 日nd Bensa制 n (61); ii)O-Buxton 

(62);泌)o-Hunt et al (63)， Jonah et al (21); 

iv)・-Wolffet al (30); v) solid line-theoretical 

analysis of &:hwarz (18). 

The model of Wolff et al (64) might explain the 

total yield of e~l" ・ At early times (く2凶 c)

the precursor of e;i"， e~ reacts with neighboring 

， solute molecules. The extra yield of 

S-(ムG(S-)=0.8) is due to the morで complete

scavenging processes within the spur， 

nsec spur 
reactions 

三三三J 山

(SJ k 

τne total yield， G(S一)ミ4.8お in agreement 

叩ththe work of Schwarz (18). 

-6 
10 
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products. 

Summary 

The psec techniques have opened new avenues in the 

study of the early events of electrons. The present SPR 

systems are only designed for high energy， highじurrent

electron linear ac・ι:elerators， but different designs are en. 

visioned in which lower energy sources coufd be used. 

1t is unlikely that time resolutions of greater than 10-11 

sec can be achieved， however， because the width of the 

fine structure pulses is the final limitation. 

The prompt reactions of an e~o ! precursor are well 

established now， but the detailed mechanism of the 

electron proc白 ses are still unknown. Accurate values 

for the formation of times of e~o! have also been 

obtained， and different theoretical approaches have been 

contrived to explain the observed results. The agree. 

ment between the dielectric relaxation for the rotation of 

the molecules， ;:-" and r so! in alcohols are striking， in. 

dicating that this relaxation might control the process， 

e---'→e:"j ・Thelarge differences between the ob. 

served spur decays of electrons， and the diffusion kinetic 

theories a re still not yet resolved. 
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座談会:若手研究者の視点

出席者

吉良 爽(理研 ・研究員〉 桑島 聖(京大理 ・MII)

新坂 恭士(東工大理 ・助手〉 田川 精一(東大工 ・助手〉

野田 正 治(北大工 ・助手〉 林 香苗(原研大阪 ・研究員〉

藤岡 修二(東レ関発研 ・研究員〉 松山 奉史(京大原子炉 ・助手〉

長谷 放射線化学会創立10周年記念特別号に若手中心

の座談会をやってはどうかと会誌編集局の方から持ちか

けられました.御存知のように放射線化学会は正会員が

350名足らずのいたって小規模な学会ではありますが，

学会内の交流や情報交換などが必ずしも同滑にいってい

るとは思えません.まして放射線化学は今後どとへどの

ようにして発展していったらよいのかといったテーマで

集って議論したとともめったにありませんし，との機会

にと ういった問題を整理してみつめ直すのもよいし，乙

の座談会が刺激とな り問題提起の発端となっていろんな

所で議論されだせばよい乙とだと考えたわけです.今日

御参加をお願いした方々はそれぞれ分野も違っていると

いうとともあってお話をお伺いする前にまず簡単に自己

紹介と，どんな成行きでとの分野に入ったかというとと

をお話ししていただきましょうか.

吉良 現在/-f)レスラジオリシス法と低温マトリックス

法による有機物のカチオンラジカノレの研究をしていま

す.学生時代はフラッシュ法を使って光化学をやってい

ましたが，博士浪人でうろうろしていた時1(，今村昌氏

が「理研でフラッシュ装置とパノレス装置を作らないか」

といってひろってくれました.その時の放射線化学の知

識は水和電子のパノレスの論文を二，三読んだという程度

で，当初は装置作りの義理を果したら叉，光化学lζ舞い

戻るくらいの気でいたのが，門前の小僧で放射線化学に

接しているうちに物理化学の研究手段として光化学より

強力な面をもっととに気付き放射線化学に身を入れるよ

うになったというわけです.

長谷光化学より強力な面とは?

司会 ・長谷 博友(京大原子炉 ・助手)

吉良 扱うエネノレギーレンジが広い分だけ思考範囲が

広がって物がよく見えるというととです.

林 私はビニノレ化合物の放射線重合，特にイオン重合

の研究をやっています.最初のきっかけは四回生で岡村

研(京大工〉へ分属したことです.当時(昭35年)は放

射線反応の工業的利用にパラ色の期待がかけられていた

頃でした.

藤岡 電子線硬化性塗料の開発をやっています.小生

の場合放射線高分子化学をやり出した動機は，ずばり言

って原子力と高分子の両方に大きな興味を持っていたか

らであり，原子力については高校時代に読んだ本K確か

「ついに太陽をとらえた」というのがあって感動を覚え

たとと，高分子についてはナイロンを発明したデュポン

社のカロザース博士の伝記を読み高分子の無限の可能性

にひかれた乙とによっています.教養過程の時に水中に

沈められたコパノレト 60の青白いチェレンコフ光を見たと

きの感動は今も胸によみがえります.

田川 常温および極低温でのパjレスラジオリシス法に

よる高速度反応の研究および高速中性子照射効果の研究

をやってます.私の場合は放射線化学を始めた動機は大

学院進学のときに応用放射線化学の研究室を選んだとき

の理由がそのままあてはまるように恩われます.一つに

は放射線化学研究室が原子力工学科の中で個人で研究が

行えそうな雰囲気がもっとも強かったととと研究室で一

人一人の院生が独立のテーマを一人でやっているという

感じで何か夢があるように思われたためです.もう一つ

は私自身としては実用的にも重要であり学問的にも興味

の持てる研究をやりたいと思っていたので素人だった私
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には応用放射線化学というのはそういう意味で最も良い

分野だと恩われたためです.

松山 アントラセン，ベンゼンなど有機結晶の放射線

効果というととで 40K.......RT領域で放射線により生成さ

れるラジカノレ等の同定，生成機構，電子状態などの研究

をしてますが，もともとはイオン結晶の着色中心の研究

をやってました.その意味で現在の研究は対象だけをか

えた研究内容になっているわけですが有機結品の与える

イメージは化学的なものである様な気がします.放射線

化学会へ顔を出す様になって感じたととは，放射線化学

というのは本質的に化学であって私のような研究はむし

ろ放射線物性物理とか光物性物理とか言うべきものでは

ないかという点です.従って放射線化学の分野といわれ

ると少々私にとってはなじまない印象もあるわけですが

私のやっている研究内容自身物理と化学の谷間みたいな

位置にあって今後両サイドから研究に参加してくる人が

増えるのではないかと考えています.

新坂現在特に興味を持っているのは電子の易動度の

測定による凝縮相有機媒体中での電子の移動過程および

電子の反応性についての研究です.私は学部での卒業研

究から大学院での研究を通して，遊離基 ・正イオン ・電

子の各捕捉剤を用いて液体炭化水素の放射線分解におけ

るそれら添加物の効果を炭化水素の分解生成物の収率の

変化として調べました.捕捉剤を用いる生成物分析法で

は利点もある反面，添加物の存在によりさらに複雑にさ

れた反応系での反応の最終過程から初期過程を推定しな

ければならないという欠点もあります.それで，放射線

の化学効果の主要な部分が初期のイオン化iと起因すると

とからイオンの関与する初期過程をもっと直接的に研究

する方法がょいと思っていました.その後，フリーマン

先生の所でしばらくの期間過すととになり私のテーマの

選択の参考にと，先生より電導度の測定による研究が紹

介され，それが自分の関心に合致するように思って始め

たのがきっかけです.

野田 現在は電界放出による凝縮相への電子注入に興

味をもっています.との方法は簡単で対イオンの存在し

ない電子を提供すると期待でき化学実験室規模で色々興

味あるととが研究できるのではないかとJ思っています.

桑島 現在MIIIC在学中で研究というほどきちんとし

たものは意識していません.もともと量子力学の不備が

原子分子のレベルの時間変化を合む現象で明らかになる

のではないかと考え放射線物理を選んだけれど，それで

は仕事にならないので，指導教官から捕捉電子のトンネ

ノレ反応というテーマを与えられてそれについて考えてい

るうちに今に至りました.

長谷 私自身は有機ガラス中での電子の捕捉と溶媒和

の機構について，DIII頃から現在まで 8年近く何となく

続けてきたわけですが，DIIまではむしろ生体構成分子

の放射線生成物の同定と生成機構などに興味がありまし

た.芳香族アミノ酸が水溶液中でuv光によって容易に

電離し，低温ガラス相では電子が捕捉されるととを知っ

てそれ以来捕捉電子とつき合ってきたわけです.さて私

自身現在自分のやっている研究が放射線化学の研究分野

の中でどんな意義をもっていて， どんな位置づけができ

るのかなどと考え始めたりすると，科研費の申請書書き

の時機など特に憂うつになるのですが，強いてあげるな

ら捕捉電子は凝縮相中での放射線エネノレギー付与の不均

一性と特定温度での熱平衡化距離の分布とを反映した空

間分布をしているからとれらに関する情報を引き出せる

とと，また凝縮相中での電子捕獲反応機構が捕捉電子状

態を経由するトンネノレ効果によるのがあるというととが

話題になっていますが，その点でも捕捉電子の構造をよ

く調べる必要があると考えています.またとれは夢みた

いな話で恐縮ですが，捕捉電子の物理的性質を調べると

とによってそれが存在するガラス質の構造論に寄与でき

ないかなどと思ったりしてます.みなさんの場合には御

自身の現在の研究をどのように評価しているというか位

置づけておられますか.

林 とれまで私ならびに私の属していたクツレーフ。でな

された放射線イオン重合の研究に関していえば，乙れに

よって荒野の中にひとすじのレールをひ く役割がはたさ

れたと乙ろだと思います.放射線重合の研究はふつう蒐

大なデータの蓄積のある触媒による重合の結果を横目で

にらみながら行われるのですが，イオン重合の場合触媒，

放射線それぞれの事情があってみかけ上の現象も異なる

ため内容の本質的理解をむつかしくしていました.いわ

ゆるフリ ー・イ オンを重合の開始種と仮定し電気伝導度

の測定を使って重合の生長速度定数を評価したのが我々

の乙れまでの仕事のポイント であり，とれによって放射

線イオン重合が触媒重合の中のある極端なケースに対応

するものであるととがわかりました.

藤岡‘昭和30年頃iζ始まった産業界における放射線化

学を基礎とする新製品，新プロセス開発の研究は今やっ

と定着した分野を見出すに至ったと言えるのではない

か.ポリエチレンの架橋，発泡体，塗料などの分野がそ

れであるが，かなり広い分野にわたって研究されてきた

にしては，すとし淋しい成果だといえる.前記した各製

品は高度成長時代では決して大型製品ではなく ，いかに

も片隅に咲いた小さな花といった印象を我々も持ち，ま

た局外者にあってはなおさらそのように恩われる.しか

しとれらの製品は電子線加速器を用いるプロセスのメ リ

ット， 即ち一言で言えば低温固体迅速反応をまさに有効

に利用したものであり，エネノレギー危機時代，資源希少

時代，清潔フ。ロセス化，省人力化時代の到来とともに増
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々重要になってくると思われる.装置メ ーカー，化学メ

ーカーおよび、製品のユーザーが協力して放射線化学工業

のメリットを再発見する時だと思う .

長谷 林さん，藤岡さんのお話を伺っていますと，放

射線高分子の分野の人々は自分の研究についてかなり明

確な位置づけをしているという感じを受けます.つまり

放射線がはっきりと手段化されている.乙の点初期過程

の研究をしておられる方はいかがでしょうか.

新坂 放射線で生成される二次電子のエネルギー損失

過程については媒体のどのような物理的，化学的作用が

関与するのかはっきりしない状態だと思います.気体，

固体にくらべその研究の遅れている液体状態における研

究はすでに易動度自体について特異な結果がいくつか得

られている事実からも興味がもたれるだけでなく必要な

乙とと思います.易動度にはいろいろな情報がとめられ

ていますから実験方法を工夫すればかな り有用な知見を

得る乙とができると思ってます.

松山 私のやっている種の研究はイオン結晶では非常

にきれいな形でほぼ完成された研究ではないかと考えて

います.しかし有機結晶では，結晶作成法が一部を除い

てまだ確立されていないことや不純物をいかに除去する

か大きな問題です.現在の研究にどの様な評価をすべき

か今のと乙ろあまり言うべき乙とはあ りませんが，イ オ

ン結晶や金属結晶と分子性結晶のちがいがどの様なもの

かを defects生成や detectsと exciton，phononとの

相互作用を通して明らかにでき るのではないかと考えて

います.

吉良私のやっているダイマーカチオンなどの集合体

イオンの仕事は現在の放射線化学の主流に寄与すると乙

ろはあまり無かったかも知れぬが，物理化学のいくつか

の分野にささやかな寄与はしていると思う.現在は更に

高次の集合体イオンなどの研究をしているが，最終的に

は有機物のイオン再結合の研究につなぎたいと思ってい

る.

田川 高速中性子照射の実験は大学院の始め頃行なっ

ていた高分子水溶液の LET効果の実験の延長という感

じもあります.現在高速中性子が非常に使い易い立場に

ある乙とと将来の核融合炉や高速炉との関連で高速中性

子の照射効果が重要になってきている乙ともあって行な

っています.高速中性子の照射効果の研究を行なう上で

高速炉と連動させた極低温照射装置というのが非常に意

味があると思われましたので n-secの PulseRadio-

lysis装置とともに，一年間程かけて製作いたしました.

乙れは大変意義が深かったと思っています.

長谷 どうもありがとうございました.との辺で自己

紹介的な乙とは打切って先に進みたいと思いますが，今

までみなさんのお話を伺ってますと放射線化学の研究分

野と一口に言っても大変間口が広いものだという感じを

うけます.改めて放射線化学とは何をどうする研究分野

なのかと自問してみても例えば放射線物理とか高分子化

学とか光化学といったときに受けるイメージほどはっき

りしたものがない.いろいろの所で周辺分野と深く over-

lap していてしかもその部分が色濃くなっている . ζの

辺のととろからまずお話を伺いたいのですが，放射線化

学の分野は他の分野とどんな所でどんな係り合いを持っ

ているかというととについて.

松山 放射線化学というのは放射線を用いた化学反応

の研究分野ではないかと考えています.即ち本質的には

化学です.放射線との相互作用，放射線を手段とした分

野は物理 ・物性 ・生物 ・医学といった分野にも存在し，

放射線というととろに視点をおいてながめると放射線を

用いた大マテリアルサイエンスというものがあって，放

射線化学というのは放射線マテリアノレサイエンスの中の

一分野であると位置づけるととができ ると思います.乙

う考えると今放射線化学といっている分野は他分野との

一大境界領域に含まれているわけでその意味では本質的

な化学というイメージが大きくうすれた，性格のはっき

りしない分野に属していると考えられます.

新坂 いま言われたとう り従来は放射線化学は放射線

によってひき起とされる化学反応について研究する学問

分野であるとされてきましたが，乙れまでの多数の研究

によって放射線作用の初期過程が次第に明らかにされる

につれて放射線化学は放射線の作用で生成する励起状態

.超励起状態あるいはイオン化によって生ずる電子 ・正

イオン ・二次的lζ生成する負イオン等の引き起す後続反

応に特徴づけられるようになったと思います.従って現

在の放射線化学の分野においてそのような励起中性分子

種や電子などの荷電分子種と媒体分子との相互作用に関

する研究は，それぞれが重要な部分を占めるようにな

り，放射線物理 ・物性物理 ・光化学などと重なり合う問

題を扱う ζ とになったのだと思います.たとえば，凝縮

相におけ る有機溶媒中の電子の捕捉とか溶媒和あるいは

易動度などの研究は放射線物理 ・物性物理などとの境界

領域の問題を扱い，発光や光の吸収による励起状態の遷

移などの研究は放射線物理 ・光化学などと重り合う領域

を扱っている場合もかなりあると思います.

吉良今， 光化学の話がでたのでもう少し述べてみま

すと，最近光イオン化の細かい過程の研究が進んでき

て，イオン化およびイオン対，イオン再結合などが従来

より一段詳しい段階で論じられつつあります.乙の辺の

問題は単に光化学の問題ではなく ，放射線化学者にとっ

ても十分興味がある問題であり，また何らかの寄与をす

べき問題です.今後も SOR光の利用などという実際的

な問題を通して乙の境界領域の仕事はますます盛んにな
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ると恩われます.日本では今だに放射線化学と光化学と

がはっきり分れているが， Gordon会議の放射線化学の

参加者を見ると，光化学者が非常に多'パ・との点日本は

両者の交流が悪いですね.どちらかと言うと日本の光化

学者の側に進取の気性が少し足らないように思うが，放

射線化学の側も，もっと積極的lePRすべきだと思いま

す.

田川 SORなどの新しい手法をとり入れつつ発展し

てゆくであろう放射線物理との境界領域も重要になるで

しょうし，重イオン照射の高速中性子照射の LETle関

した研究も行われるであろうし，ピコ秒ノマJレスラジオリ

シスの技術を放射線生物の分野に使用していく過程で放

射線生物との関連も深まってゆくと思います.もっとも

放射線生物との関連では良く分らないのですがもっと地

味な研究から成果があがるような気がします.

長谷 放射線化学が体系化された研究分野であるとい

うよりは複数の周辺分野から大きな摂動を受けた境界領

域の分野であると位置づけるのであれば放射線化学はど

うあるべきかといったととについてもおのずと論じる乙

とができそうにも思うのですが，その前に放射線化学と

高分子化学との係り合いに ついてお伺いしたいのです

が.

林 高分子化学 (重合)の立場からいえば放射線は開

始種を作る手段のひとつにすぎず，それ以降の生長 ・停

止などの過程は開始手段のいかんによらないわけです.

極言しますと，高分子化学の立場から放射線重合を動力

学的に扱う場合lと放射線化学者に要求される情報はただ

ひとつ，すなわち開始種(ラジカ jレ叉はイオン)が一体

どれだけ生成するか (G値〉という乙とです.しかし現

実にはとの情報が満足に得られるととが少なく ，他の物

質のデータを参考K推定したり時には実測を試みるとい

う乙とにな ります.またとの開始種についてとれまでパ

ノレスラジオリシス， ESRなどによ りかなり多くの仕事

がなされていますが観測された‘活性種と重合の開始種と

の関連にまだいくつかあいまいな点が残っているように

思われます.

長谷 放射線生物学との係り合いというととになると

放射線化学反応の，インピボとインピトロにおける重要

性の差といったものが問題の一つであろうと思うのです

が，だからといってとのととにとだわりすぎて生体構成

分子を合む水溶液系の放射線化学が多少敬遠されている

という乙とがないでしょうか.乙ういった遼巡さが他の

周辺分野との関係にも存在するのではないかと思うので

すが.

松山 放射線化学は化学だけでなく物理 ・物性 ・生物

・医学の知識が要求され，お互の協力が必要であり，本

来各分野でもっている研究手段 ・研究方法 ・研究成果の

交流が求められている分野ではないかと考えられます.

田川 放射線化学は別として現在の放射線化学者が主

体性をもって切り開いてゆける分野がみあたらないとい

うととが，若い研究者の教育の不備という点と併せて，

放射線化学が盛り上がらない原因のような気がします.

長 谷工業化への応用という点ではどうですか.

藤岡放射線化学のメリットは低温迅速国体反応につ

きる.従ってプラスチックの改質，無機一有機複合体，

塗膜化およびシート化，積層物および積層化などの分野

において，熱をかけられないか熱の伝導の悪いものに対

して，迅速に反応，処理するととが要求される場合に絶

大な威力を発揮するだろう .原子炉からの放射性廃棄物

の取扱いコスト が大幅に低下しない限り，電子線加速機

を用いる方法が今後とも伸びていくと思う .

林 公害防止に関連して放射線を利用したいろいろな

フ。ロセスが試みられていますが，比較的大量の処理物質

に対して効率よく均ーに照射するという工学的な研究の

重要性は強くなるでしょう .

桑島放射線化学の研究の基本的課題とは何でしょう

か.何を解決するととが求められているのでしょうか.

野田 正直なととろよくわからない.が，しいていえ

ば，例えば凝縮相でのイオン化花関する問題，イ オンー

電子の分布，正イオン，電子の伝導に関する問題.更に

とれら物理化学過程をいかに有機的に最終反応生成物の

分布と関連づけるかというようなととが考えられるよう

に思います.

田川 乙ういった聞は若手の研究者が研究を進めてゆ

く上で最初に考えねばならない一番大きな問題のような

気がします.私などは今だにとの問題では悩まされてい

ます.実を言うと放射線化学の研究者全般に共通な基本

課題というようなものは存在しないような気がします.

放射線は反応の引金の役割を果すのだという考えにたつ

と，どうしても共通の土台のないような気がするためで

す.しかし強いて言うならば放射線エネノレギー付与の直

後から一般の化学分野で反応中間体と呼ばれるものが生

成するまでの物理過程および物理化学過程を解明すると

とが放射線化学特有の課題といえるかも知れません.具

体的には LET効果，線質効果， spur反応，電子の溶

媒和過程などの問題でしょうか.また放射線傷害なども

放射線特有の問題でしょう.乙れらの分野を除 くと研究

者各自が放射線と物質との相互作用に関連した分野の中

からどんな新しい分野を開拓してゆけるかというととに

なるのではないでしょうか.

新坂 放射線化学を従来言われているような，放射線

によってひき起とされる化学反応についての研究である

とのみ考えず，むしろ放射線化学は総合科学であると考

えた方が適当なのではないかと思っております.ですか
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ら放射線化学という名に乙だわらず，現在の私達に未知

の事柄がそのまま放射線化学の課題とも成りうるという

くらいに考えたらよいと思います.

林私にはとの聞が放射線化学の本質をついた重要な

意味をもつものとは思えず，しかも他のいろいろな物理

化学の分野にくらべて特に放射線化学の場合にその基本

的課題があいまいであるとは思っていません.放射線化

学の中のもう少し細分化された個々の分野ではそれぞれ

解決されるべき興味ある問題がいくつもあり，早くその

一つを自分で探して食らいついて行くべきです.ただと

ういう聞かけが卒直に出された背景というのはあるよう

な気がします.つまり光化学など他の分野にくらべて放

射線化学が学問として何となくあいまいでたよりなく感

じられたとすれば，それは学問としてあまり体系化が進

んでいないととと，放射線化学から他の分野に有用な基

本的知見を与えるととがその逆の場合にくらべて少ない

点にあるように感じます.との乙とは主として放射線化

学反応が多様な活性種から多種の生成物を生じる「汚な

い」反応であるととによるのでしょうが放射線化学の研

究者の方も細分化した個々の分野に没頭する余りに，基

本的データを整備し体系化する努力を怠って来たといえ

ないでもないような気がします.

吉良私も林さんの御意見iζ賛成です.教科書に書い

てある通り，放射線の化学効果を明らかiとする乙とが課

題といえよう.何を解決するかというのは日進月歩の学

問の中にあっては，その時点で具体的な形で論じるべき

問題である.最初に最終目標があって，それに向ってた

だ突進するというのは受験勉強であって，科学では問題

を拾い上げるととろから始まって何とか学という体系に

なってくるものでしょう.

桑島 どういう個別的な課題があるかは部分的ですが

解っています.しかしそれらの課題が解決されるととが

放射線化学全体の内でどれ程の意義があるかはっきりし

ないのです.それがひっかかるので，個別的な課題をそ

のもとで明確に位置づけるととができ，今後の研究の方

向も示す“基本課題"をもし可能ならどう設定すべきか

という乙とでさっきの質問を出したわけです.すっきり

した基本課題をたてるのは無理だとのニュアンスのお答

えなのですが，それではこの分野に新参の学生としては

どうも落着きません.放射線化学全体では無理なら初期

過程等々のもう少し狭い範囲でいいのですが. とにか

く，乙ういう性質の議論を単会レベルでももっとやって

ほしいと希望しておきます.

長谷放射線化学が境界領域にあるという認識に立っ

たとき周辺分野とどう interact していくべきかという

問題があります. それと同時に， もっと中核的なもの

で，これは放射線化学の人が主導的にとり組むべきもの

ではないかといった課題もあるように思います.例えば

凝縮相でのイオン化といったときの物質による個別性と

普遍性の分離とか，化学反応に主要な寄与をする低エネ

ノレギー領域での減速スペクトノレをどう求めるかとか，生

成機構と収量に関係してくる正負イオンの分布，特lζ電

子の熱平衡化距離の分布はどうかなどでしょうが，とう

いった問題にフ。ロジェクトチームを作ってとり組んでい

とうという動きが残念ながらない.いま桑島さんの方か

ら小規模な議論の場がほしいという具体的提案がありま

したがとのととについてはいかがですか.

林特定な主題についてつっとんだ討論のできるよう

なインフォーマルな会がほしいですね.メンバーは必ず

しも限定する必要はないが若手中心がのぞましいと思い

ます.

田川 若い研究者が放射線化学で現在問題になってい

るととを明確にした上で新しい研究を進めてゆくため

に，十分時間をとった討論ができる場が必要だと思いま

す.そういう意味では京大炉で行われている短期研究会

の中には実質的な内容があるものがあると思います.そ

の点で東大炉はまだ今年初めて短期研究会を開いたわけ

ですが，いろいろの制約があるとはいえやはりそういう

配慮が欠けていたと思います.京大炉とか東大炉とかの

ようにある程度そういう研究会に旅費や宿泊設備が使用

できる可能性のある所にもう少し学会とかが若手の有志

が積極的に協力させていくようにすべき点もあるのでは

ないでしょうか.

新坂放射線化学会誌上にも意見を発表したり相互の

意見交換のできるスペースがあったらよいと思います.

松山 京大原子炉の場合，短期研究会，専門研究会を

通して興味あるテーマについての研究会や他分野との交

流がかなり出来ています.しかし学会としても乙れに類

する研究会，勉強会，講習会といったものを企画するの

が望ましいと思います.

長谷 コミニケーションのしかたということで御意見

がでてきてますのでもう少し続けたいと思います.現在

放射線化学討論会が年一度開らかれていますが，乙の会

の趣旨は十分な討論と問題提起のできる場という乙とで

あろうと思うのですが現実には大分遣っていると思いま

す.例えば 3，4年前に討論会の中日に開いた懇親会の

席で，放射線化学のあり方などについて問題提起をした

のですが，とたんに懇親会の席上にしらけた沈黙がただ

よって，酒がまずくなるといわんばかりの反応しかなか

ったわけです.名指された中堅研究者の一人は尻どみす

るばかりであったし， r放射線化学には大義名分はいら

ん」と水をさす人もでてきたりしてさんざんでした.放

射線化学討論会のあり方についていろいろ話していただ

きましょうか.
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林最近10年間の討論会での発表件数をしらべてみる

と，ほとんど直線的といえる増え方をしている.従来春

の化学会の年会と秋の討論会と二中心的だったのが，次

第に秋の方に集中して来ているとともその原因のひとつ

かも知れませんが 3日間で講演数70というのは一人の

人聞がずっと聞きとおすにはきびしすぎると思う.現に

そういう人はかなり稀になってしまっただろう.それと

同時に「討論」会であるととを意識していないような発

表が多いですね.少なくとも予稿の最後に討論を希望す

る項目を個条書きにでもしてもらったらどうでしょう

か.それからお互にわけ知り同志の話し合いが多く，白

熱した討論がついぞ聞かれないのは残念だと思います.

松山 物理学会によく参加しているのですが，物理学

会に比べては講演時間も長く，予稿集も長い点はたいへ

んいい乙とだと考えています.それでも講演時間はもう

少し長くなってもいいのではないかと，少々虫のいい考

えですが・

田川 討論会の趣旨を生かすためには予稿集をはやく

配布するととと討論時間を十分にと るととだと思いま

す.また林さんのいわれたように討論してもらいたい所

を予稿集に明記させるというのも効果があるかも知れま

せん.討論会の予稿原稿をかなり長くするというとと

も討論材料を十分出しておく というとと及び，ある程

度まとまった仕事がでてくるという点で良いのではない

でしょうか.

吉良放射線化学討論会は学問的水準を高めるために

努力すべきです.予備審査法ではあまりうまくいかない

と思われるのでとんなふうにしてはどうでしょう .講演

をA，B 2種類に分ける.Aは講演15分(厳守) +討論

15分とし， かなり徹底的に議論でき るようにし，r時間

ですから後で…」などというあいまいな結着のないよう

iとする.Bは講演 5分で質問なしとする.本当はA講演

だけが望ましいが， r学会で何とかを発表」と書かない

と旅費が出ないととろもあるらしいので B講演をつく

る.A講演では何の質問が無くても，討論時間の問中

(残りの15分間)講演者は壇上に立っているものとする

一一何も議論がなかったら客はガヤガヤ勝手な話をして

良い.今の討論会はそういう時聞がないため講演中の私

語が絶えない。ーーその聞に空しい思いをするか，打ち

のめされるか，充足感をあじわうかが自分の仕事に対す

る評価になるわけです.仮にA講演がずらりと並んで何

日もかかっても気にしないでよいのではないでしょう

か.それだけ学問が隆盛なのは結構なととなのですか

り.

藤岡 産業界の人が参加して有益だったと感じる企図

もほしいですね.

長谷 私も吉良さんの提案lζ大むね賛成ですが，乙ん

なふうにするのはどうでしょうか.1年間の研究業績を

発表する程度であまり討論のなさそうなものは全部要旨

集に掲げるだけとする.そして討論会は毎年 5ないし 6

のメ インテーマを決め一一「放射線化学の基礎過程」と

かいった無くてもよいものではなく例えば，凝縮相にお

ける電子捕獲機構，炭化水素溶媒中の電子の易動度，放

射線重合反応における正負イオン機構などといったもの

一一それぞれのテーマについて半日ほど費す.また各テ

ーマについてはまず 1人ないし 2人のスピーカーが，今

何が問題かといった問題提起をしたあと，私のと乙では

とんなデータが出た，私はとう考えるなどガヤガヤとか

なりフリーに討議しコメントする.一般の業績発表は春

の化学会でしたらよいのではないでしょうか.討論会の

会場が常に人でいっぱいになっていなくても，自分が参

加したいテーマをしぼって出席すればよいので，充分活

発にやれると思うのですが.

松山 そうですね.その場合，現在のように開催地持

ち回りでやっていると，今年はどんなテーマiとするとい

うことは大変だろうと思いますので，テーマ決定委員会

みたいなものを設ける必要があるでしょう .それと，テ

ーマにそった講演ならいくらでも受付けるというのもよ

いでしょうし時間の割ふりもテーマに応じた長さを取る

必要があるでしょう .また特lζ，若い人々が発表する場

が多少制限されてくる危険もありえますので，乙の点に

ついては，メインスピーカーならびに座長なども十分留

意する必要があると思います.

長谷 活発な討論の場として放射線化学討論会を体質

変えしていくにはやはり若い層の問題意識いかんであろ

うと思うのです.そ乙で現在の日本の放射線化学分野で

の教育とか研究体制，研究条件などについて日どろ感じ

ておられる乙となどを卒直に出し合ってみてはどうでし

ょっ.

新坂 日本における科学研究体制の特色は，大学院生

が非常に大きな寄与をしているという乙とだと思いま

す.少くとも実際に手足を動かしてデータをとるのは大

半が大学院生です.先生方は多くの場合，いわゆる雑用

で忙がしく学生と話す時間を十分にとれないととが多い

ように思います.研究者として油ののりきっているとき

に，そのような状態であるのは国家的大損失ともいえま

す.日本的研究体制の特徴を生かすとすればやはり先生

方が学生との討論にもっと時間をかける乙とが第一歩と

思います.また各分野に関する知識情報などが研究室メ

ンバーに同・滑に伝えられるという雰囲気も非常に有用で

あろうと思います.大学院生の果している役割を考えた

場合，現在のように返還を要する奨学金のみでは不充分

です.返還不要な奨学金が与えられるような奨励制度を

ぜひ早急に実現してほしいと思います.
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吉良 私は理研という恵まれた場所に居て，研究上さ

ほど不自由を感じない.むしろ充実した設備，装置を本

当に生かして仕事をしているだろ うかと自省するととが

多い.日本には研究費がないとよくいわれるけれど時に

は大きな装置もつくられているわけです.しかしそれら

のうち何割が本当に働いたであろうか.大きな装置の製

造技術，およびそれを使う実験面では日本は立ち遅れて

おり，そういう装置を完成してみても最先端からはかな

り遅れたものになってしまうのは事実だと思います.し

かしそんな乙とは計画の段階で分っている事であり，装

置を途中で投げ出したり，何の業績も上げずうやむやに

してしまう言い訳にはなり得ないと思います.日本には

装置をっくり上げる経験の蓄積があまりにも少なすぎる

と思います.r実験はアイデアだ」などと言いながら現実

にはアメリカあたりで他人の作った装置で実験をして仕

事をする，などというパタ ーンはそろそろ反省されてよ

いのではないでしょうか.研究体制の問題に関係してほ

んの一言.日本でも研究室の存続が業績に依存するよう

なシステムが導入されるとょいと思う .とのようなポリ

シイがない限り，人聞の配置は閥単位になり，業績の向

上よりもまず閥内の子分をいかにポジションをつけるか

という次元で人事が決まってしまう傾向を生んでいると

思います.

田川 新坂さんや吉良さんの話と関連するのですが，

時間をかけて研究のでき る場所が理研など一部の研究所

を除くとほとんどでないため，大学等での研究が院生の

力によらざるを得なくなっています.乙のととが研究水

準の低下をもたらしているような気がします.やはり若

い研究者が雑用で追われていて，研究ができないという

状況は非常にまずいと思います.また学生と研究所など

の第一線の研究者との接触がほとんどないというのも問

題だと思います.

桑島 MlIlとなって各研究室に分属してから半年聞に

うけた印象ですが，研究者の間で研究分野の現状とか，

未解決な点とかについて共通の認識をつくっていくとい

うととがあまりされていないのではないでしょうか.ま

た研究内容を放射線化学全体の広い視野から見たときの

意味 ・重要性がはっきりしない乙とが多いと思います.

藤岡 意味 ・重要性についていえば，まず大学ないし

は公的研究があまりにも基礎的すぎて，我々産業界との

接触がほとんどない点があげられます.産業界における

現今の研究開発.は，少ない投資で最大の利益をあげると

とに焦心し output !ζ対する期待が非常に大きい.従っ

て決して無駄使いがゆるされない時代であるととを知り

つくしている.とのような時にあえて基礎研究者に申し

上げたいのは，基礎研究であっても大げさにいえば究極

的には人類の福祉と幸福につながる目的をかかげ，今行

なっている基礎研究が完成していった暁にはどのような

パスでそれが人類の福祉と幸福につながっていくかを描

いてほしいという乙とです.決して自己満足のための研

究ではなく，人類に貢献するという少しの気持が必要と

考えています.私は基礎研究に反対しているのではな

く，むしろ私共に欠けている基礎研究の不足を大いにカ

ノイーしてもらいたいのですが，遺憾ながら現在の状況を

よしと考えていません.基礎研究はどうあるべきかを真

剣に考えていただきたいと思います.

野田 桑島さんの言われる とう り，放射線化学の学問

としての位置ずけをはっきりさせる必要がある と思いま

す.そして放射線化学の独自性を打ちださないと，他の

分野に吸収されてしまう恐れがあります.

長谷 圏外，特lとアメリカにおける研究体制などはど

うでしょう.吉良さん，林さん，野田さん，新坂さんそ

れと私と，お話をうかがっている 9人のうち 5人が奇し

くもかつては postpoc.として 1""'3年間留学していた

ととに気付いておどろいたわけですが，post doc.制を

どう受け止められましたか.

新坂 私の印象はもっぱらカナダのアノレバータ大学で

のそれに限られています.カナダにも放射線化学の分野

で活躍している人達が大勢いるのですが，アノレバータ大

学から一番近いカノレガリ一大学まででも 300km くらい

離れていて，その点日本の方がはるかに身近に放射線化

学の研究者が大勢いるととになります.各先生方の業績

をみると日本の場合と違って大半が postdoc.との共同

研究という形をとっているようです.post doc.はたい

てい 2年くらいの契約で変りますし，研究室の人数から

みても一般に少ない大学院生も長くて 5年くらいで修了

するようです.それにそれぞれがいわゆる雑用のない状

態で研究に専念していますから，たとえば新入大学院生

の実験上の乙まごましたととまで先生自ら指導するよう

な乙ともよくあり，先生方もそれを当然のととのように

心得ているようでした.要するに先生方は名実共に研究

の推進者 ・伝達者 ・代表者となっていて，自分の分野で

他に似た仕事をしている人がいても気にせずマイペース

で研究をしているという印象を強く受けました.

野田 研究面では，秀れた研究者の指導を受け身近に

討論ができるとか，同じ研究室に分野の異った出身の

post doc.をとるととも可能で研究の幅が広がり post

doc.聞の交流から各人のポテンシャノレを高めるととが

できるという利点があ ります. 経済面ではいわゆる

over doctor !C経済的援助があるという 点よいのですが

額は必ずしも良くありません.post doc.制の悪いとと

ろは，まず身分が不安定というととで，特lζ2年目以後

は求職活動に追われて，研究面に障害を与えるととがあ

りまずし，精神衛生にもよくありません.
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長谷 postdoc.制には武者修業的色彩が濃いと思い

ます. phDをとった院生は原則としてその研究室の

post doc.にはならずに他の大学の postdoc.になりま

す.とれは視野を広げ，乙れからの研究活動の方向を模

索し決めていくうえで極めて役立っていると思います.

大学では juniorstaffとして多少身分の不安定さはあり

ますが，日本の場合のように overdoc.については学内

操作でお涙金をめぐんでやっているようなのと比較した

ら月とスッポンです.ただ我々のように 2，3年lとして

また日本に帰る事を予め決めている場合とちがって，そ

とで職を探して定住しようとしている人は，新しいpost

doc.の職を得てやっとー仕事できかけた時期に次の

post doc.の口を探すはめになって， 一生懸命自分を売

り込むことに専念している例を身近に見ていて，やりき

れない気持になりました.しかし日本の院生にとって

は，そういう受入れ制度があるという乙と自身大変好

ましい乙とだと思うにちがいありません. 日本には

post doc.制がないので外国の若手研究者をよぶととが

できないわけです.

林 post doc.制あるいは流動研究員の制度がより一

般化され，若手の研究員の交流がより頻繁に行なわれる

必要があると思います.私自身，留学中日本での post

doc.の可能性について何度か質問を受けたが， そのた

びに非常に肩身のせまい思いをしました.だいいちとれ

までとれだけ多数の日本人が欧米諸国で世話になってお

きながら，その返礼が制度的に出来ないというのはフェ

アではありません.

長谷 post doc.にしろ，国際会議にしろ従来日本は

外国へ出かける一方でしたが近年国際会議は次は日本で

という要請が外国で高まってきているわけです.そ乙で

国際交流のしかたが問題になってきます.例えば私は一

度 GordonConference ![出る機会K恵まれましたが，

内容がとてもよかった.日本でも負けずにああいったも

のを開いたらという意見があるのですが.

吉良 国際的な規模で日本で GordonConferenceの

ようなものをする事は不必要と思いますし，不可能でし

ょう .G. C.は50位の会議から成る大きな組織で専門の

事務組織をもち，例年会場その他は決まっていて軌道に

乗っていますのでそのまねは簡単にできないでしょう.

それよりもむしろ，良い業績のあった人を G.C. !ζ送

り乙む努力をする方がずっと現実的だと思います.

新坂 私も同感です.むしろ日本の研究者がそのよう

な国際会議にもっと参加しやすくするための渡航費等の

資金援助をするととが先決だろうと思います.

野田 私もお二人の意見に賛成です.もっと出席が容

易になるシステムがほしいですね.

長谷 何かよい具体的な提案がありますか.

吉良 若い人が G.C. K出席するのを積極的に援助

するという乙とで，学会で金を用意するのが一番良いと

思いますが，そうでなくても一人くらいを推薦してその

所属先へ，学会としてはぜひとの人K行ってもらいたい

と公式なノレートで強く働きかけてもらうわけです.との

際， )1慎番制などという愚劣なととなどせず，同一人が毎

年出かけてもかまわないとします.本当は若い人などと

いう枠をもうけて甘えているのもいけないでしょうが，

現実には年輩の偉い先生方は出るチ守 ンスが非常に多い

ので，しばらくの間若い人を優先するというととです.

長谷 研究者の国際交流というととについてはだれか

がやってくれるだろうという乙とでなく日本の場合各人

がかなり意識的に外人をいかにして受け入れるかという

乙とを常に考えていなくてはいけないと思います.国際

交流をさかんlとするにはどう したらよいでしょう か.

新坂 外国には Sabbaticalyear 制度があって， そ

れを利用して日本に来たがっている研究者をもっと受け

入れ易くする制度をつくる乙とだと思います.反対に日

本側でも 5年毎に数ヶ月の海外出張を制度化してほしい

と思います. また若い研究者については諸外国にある

post doc.帝Ijを大いに利用すべきです. 日本とまった く

異なった研究環境に し 2年の自由な経験をするのは一

般的に非常に望ましい乙とと思います.

田川 いままでの個人ペースでの国際交流のほかに，

放射線化学会としても国際的人的交換制度というものを

確立して，ある程度仕事本位の面からの国際交流の促進

というとともすべきだと思います.

吉良 日本でささやかながら放射線化学の国際学会を

開催するのもよいでしょう .当面 1979年には ICRRが

日本でありますが，そのほとぼりのさめた頃に小じんま

りとやれば金もそ うかからないと思う .その頃には今の

若手といっている面々が働かなければならないでし ょう

が.

長谷 どうもいろいろのお話ありがとうございま し

た.現在の放射線化学会や討論会が一部大ボスに牛耳ら

れて我々若手がそれに反旗をひるがえすんだというので

はなく ，何か全体として沈滞ムー ドが漂っているといっ

た状況だろうと思うのです.ですからこの座談会で出さ

れたいろいろの問題提起はそのまま我々若手が中心にな

って解決してゆかねばならない課題になっています.身

近かには討論会の要旨集とか，学会での自分の講演の際

に理想的な討論会に近ずけるような工夫を各自でやって

いくことから始まると思うのです.それに若手交流の機

会と場をできるだけ多くいろんな所で作ってゆくように

したいものです.
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〔解説〕

炭化水素およびその他の非極性液体中の電子の易動度

1. はじめに

非極性液体の電導度に関する研究の歴史は古く， ].]. 

Thomson1)は，すでに，1897年にワセリンオイノレの X

線照射下における電導度の増加を報告している.その

後，1910年頃より ，いくつかの研究グループにより非極

性液体の電導度に関する実験並びに理論的研究が継続さ

れ2，1)，多数の非極性液体について，正 ・負イオンの易動

度が測定された.それらの値には，研究者によってかな

りの差が見られるが，n-ヘキサンなどの液体炭化水素で

は，室温において 10-3"'10-4cm2fV・sec，液化窒素などの

液化気体では770Kにおいて 10-2"'10-3cm2jV 'secであ

るととなどが明らかにされた4) しかし，一部の研究者

は， 負イオンの実体が電子であるとするなら，その易動

度は，それまで知られている負イオンの易動度よ りもは

るかに大きな値となるはずであるとの考えのもとに研究

を進めていた.ちなみに，Hutchinson5) は1948年の報

告で， n-ヘキサンについて，そのような測定を試みたが

失敗に帰したととを記している.しかし，彼は，液体ア

ノレゴン中の電子の易動度が 10kVjcmの電場のとき，液

体窒素温度において40cm2jV・sec以上であるととを実測

した.1964年， Samuelら6)は，n-オク タコサンと n-ヘ

キサンについて，電場下でのγ線による電子増幅現象よ

り，r自由電子」の存在を推定した.1968年，Tewariと

Freeman7)は，ネオペンタ ンあるいはネオヘキサンの封

入された電導度セノレIr..パルスX線を照射したときに生

ずる電流を観測中 x線のバノレス直後に速い立ち上り

(overshoot)があるととを認め，その現象についての，

生成物の影響や酸素，六フ ッ化イオウの添加効果から，

その現象が負イオンの実体をさぐ る有力な手掛りになる

ととを示唆した. それとほとんど同時に，Minday， 

Schmidtおよび Davis8) は，室温にて，n-ヘキサン中

で， 0.1"'0.5cm2fV・secの易動度の負イオンの存在を確

認し，非極性液体炭化水素において，実験的Ir..はじめ

新 坂 恭 土*

て電子によると考えられる大きな易動度を得た.その後

Schmidtと Allen9
) Iとより， テトラメチノレシランにつ

いては室温で 93cm2jV・sec，Conradと Si1verman10)

lとより， n-ヘキサンについては230Cで， 0.22cm2jV・sec

の易動度が報告され，非極性液体，特lと炭化水素中での

電子の易動度は多くの研究者の興味を引くものとなっ

た.

2. 易動度測定法

電子の易動度測定に用いられる方法の主なものを次に

示すがとれら以外の種々の方法については，Hummel 

と Schmidtによる総説4) を参照していただきたい.

ほとんどの場合，試料中におとる電気的変化を検出す

るためには，正 ・負の電極を平行に O.lmm程度から数

cm離して対置させた電導度測定用セノレが用いられるが，

それは，試料が電極聞を満たすようになっていて，電極

聞には数ボノレトから数10キロボノレトまでの直流電圧がか

けられるようになっている.得られるシグナルは通常微

弱であるので電流増幅などのためのアンプが必要とな

る.電子の易動度を測定するためには液体試料の電極間

部分に電子を導入しなければならないがそれには次のよ

うにいろいろの方法が用いられる.

(A)放射線による試料のイオン化を利用する てノ

(1) パンデグラフなどで得られる 1'"数 MeVの電子

線パノレスをターゲット前面にとりつけられた金箔な

どで X線にかえ， とのX線ノマノレスを試料iζ 照射す

る11)

(2) 一方の負電極の裏面より数 10keVの電子線ノマノレ

スを照射し， 薄い電極を透過する電子の飛程が試料

中でごく短いととを利用して，その電極の前面の試

料中lζイオン層をつくる12)

(3) 一方の電極(負極)上にフ勺レトニウム放射性同位

元素 (PU289) などの α線源となるものを箔状につ

け，α線の飛程が試料液体中では電極間距離にくら

Electron Mobilities in Liquid Hydrocarbons and Other Nonpolar Liquids 

* Kyoji SHINSAKA東京工業大学理学部化学科助手，理学博士

(経歴〉昭和40年東京工業大学理学部応用物理学科卒，昭和45年 同大学大学院化学専攻博士課程修了，昭和45年より現職，

この間46年から49年までカナダのアルパータ大学(フリーマン研究室)に留学
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べて無視し得る程度にまで小さい乙とによりその電

極のごく近傍にイオン化層を作ると共に線源量を

100分の lμCi(マイクロキュリー〉程度にすること

によりひとつひとつのα線のイオン化がパノレス状に

観測されるようにする18)

(B)光イオン化を利用する

(1) 負極上に，水銀放電ランプの光で容易に電子を放

出するバリウムなどを蒸着し，セノレ外部よりその電

極に光を照射する乙とにより試料中に電子を導入す

る14)

(2) アンスラセンなどイオン化エネノレギーの小さな物

質を試料中lと低濃度(10-6モノレ/リットノレ程度)添

加し，それにレーザーによるパルス光を照射しアン

スラセンのイオン化によって系中に電子を得る15)

(3) 一方の電極〈負極)を，たとえば，銀を薄く蒸着

させたガラスの透明電極と し，その裏面から中の試

料が強く吸収するような光パノレスを照射するととに

よりその透明電極のごく近く にイオン化を起とさせ

る16)

(C)電界放出を利用する

乙れは，タングステン・チップ(針状)の先端か

ら大きな電位勾配によって生ずる電子の電界放出を

使うものである17)

前述した方法によって得られた電子の易動度の測定法

としては次のようなものがある.

C 1 )飛行時間法 (time-of-flight法)

(a) スリット法 (slit法)

(a) 

(b) 

第 1図時間軸 1μsec/div.

電場の強さ約14.kV /cm 

試料ネオペンタン

電極問距離10.lmrn(文献11)

Schmidtと Allen11
) は第 1図(a)のようなパルス幅 4

μsec程度の 2MeVのX線を，鉛のプロックによ る1

m mX50mmの細長いスリットを通して， X線がちょう

ど高電圧電極の前面 1mm程度の層にのみ照射されるよ

うにし，正電極を 9mm離した結果パルスの開始と終り

にともなって第1図(b)のような電流シグナノレをオシロス

コープ上に観測した.電流 Iが時間 tについて直線的に

増加し続けると 乙ろまでの時間が，電子の，電場 Vjd

to osc i lloscope 
or e1ectrometer. 

collector 

m耐 lityーム一一
cell 

(a) i~~eb:;i~m / 

(b) 

deposition ノ

; emltter-----' 

L_ーーーーーーーーー」

第 2図電場 5kV/cm.試料n-ヘキサン

光パルス幅約30msec.
t. ドリフト時間(文献14)

での，電極間距離 dの移動に要する時間 tdIとなるか

ら，易動度uは(1)式で求められる.

u - d2jtdV (1) 

(b) シマッター法 (shutter法〉

(i) シングノレ・シマッター

Minday， Schmidtおよび Davisl4lは，第 2図(a)のよ

うな方法で，高電圧電極表面lζ蒸着した金属ノイリウム膜

に，水銀ランプの光を，セクターによって幅30msec程

度のパルスとして照射したときに第 2図(b)のような電流

変化を得た.図の tdより易動度が求められる. 乙の場

合のシマツターは，光をさえぎるための回転セクターの

ととで，光ビームをさえぎったり，通したりするのに要

する時間は 5X 10-5秒程度にまででき る.

(ii) 夕、、ブノレ ・シャッター

彼ら14)は，また，回転セクターを使うかわりに第 3図

のように 2組のグリッド電極をもうけ，電気的lとセノレの

Electrode Con'figuration 

for Double Shutter CeJl 

~4 ∞llector B 

二二計--drjf t space d 

---，-:P' e 〆
寸-emitter A 

第 3図 (文献14)

中の電子の流れをとめるダプノレ・シ守ツタ一法を用い

た.水銀ランプからの光によって定常的に生ずる電子は

2電極A，B聞にかけられた均一な電場により電子の流

れとなるが，グリッド電極 1と3にかけられる一定周期

の矩形状の電圧パルスで電極 1と3の電位が電極 2と4

よりも高くなるとその電子の流れは電極 1と3の所で止
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第4図 (文献18)

められてしまう .従って観測される電流はグリッドにか

かる電圧パノレスの周期 1/ν がドリフト時間(電子が電

極 1から 3までドリフトするのに要する時間)tdの整数

倍になるごとに極大となり，振動数νをかえるにつれて

たとえば第4図のような結果となる.と乙でnはνを大

きくしていくときに現われる n番目のピークである.

νn/td (2) 

ピークの現われる νの値と nの値より (2)式lとより tdが

求まる.

(c) 傾斜法 (ramp法〉

Bakaleと Schmidt19，20lは，液体メタン中での電子の

易動度の測定に， 15 MeV の線型加速器から得た 5~10

nsec (10- 9 秒)の幅の X線 /'~)レスを電導度セノレに照射

し， 電極聞に均一な正イオンおよび電子の分布をさせた

とき，第5図iζ示すように時間と共に直線的に減少する

pulse 

n
u
 

〔
と
匂
¥
〈
ミ
何
回
〕

time (100nsec/div) 

第 5図 E=740Vcm-1， 5nsecパルス， 試料 ;液化メ

タン(文献19)

電流シグナノレを得た.液体メタン中でのように正イオン

と電子の易動度に 5桁もの差がある乙と，試料中lと電子

と反応するような不純物がほとんどない，線量が充分に

小さく，初期再結合をのがれた正イオンと電子の電気的

中和反応が無視し得るような濃度である乙となどによる

結果である.オシロスコープ上に観測される電流は， (3) 

式であらわされるので I(t)=0となるtを求めるとそれ

I(t) = 1(0) (l-t/td) (3) 

が電子の電極聞のドリフト時間 tdIとなり(1)式iとより易

動度uが求められる.

C2Jハドソン法 (Hudson法〉

Schmidtと Allenlll は，第 6図(a)lc示すよう にステ

ップ状に， n-ペンタンの封入されたセノレにX線を照射す

るととにより，第6図(b)のような電流変化を得た.との

(a) 
x.ray pulse 

電
流

(b) 

第 6図時間軸5μsec/div.，1立場約48kV /cm 
電極間Hel錐1.45mm，試料nーペンタン

(文献11)

方法も電子の易動度が正イオンのそれよりも数桁も大き

な場合に用いられる.x線の照射が開始された時刻を

t=O，電子のドリフ トの速度を v，電極間距離を d，電

子の電荷を e，電子の生成の速度を aとすると観測され

る電流 J(t)は，次のように表わすととができる.

I(t) = 0 tζ0 

21m寸 (t-妥)ωd-ω
Imax 二三d/v

と乙で I回目=ead/2である.従って I回目 および時刻 t

における電流 I(t)を知るととにより (4)式より vが決め

られる.また， ドリフト速度vと易動度u，電極間距離

d，電極間電圧Vの聞の関係 (5)式よ りU が求められる.

v = u.V/d (5) '-' 

C3Jフリーイオン収率併用法

Dodelet， Shinsakaおよび Freeman211 は，パンデグ

ラフからの 1.7MeVの電子線を第 7図(a)のような幅1

μsecの矩形状のX線にかえ電導度セルに照射したと き

得られる電流が，パルスの終端で最大となり，以後一定

の半減期をもっ一次の減衰をするととを利用し，X線パ

ノレス中でのシク。ナノレの減衰の補正によって，パノレス終端

におけるピーク電流値 I。を求め， (6)式により易動度u

を決定した.

Io=DAE GEfiU/6. 24x 1020 (6) 

との式で 。はアンペア単位であらわされ Dは eV/

cm8単位であらわされた試料の吸収線量，Aは集電極の

面積 (cm2)，Eは電極聞の電場 (V/ cm)， GEfi は電場E

でのフリーイオンのG値である.
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第 7図 E=4.96kV jcm， 2930K 

試料レスープテ ン-2

(文献21)

(4)内部線源パルス法

トードーー・

8 

Swan18l は，第8図のような装置により負電極の表面

につけられた PU289からのα線によるイオン化によって，

抵抗Rの両端に生ずる電圧 V(t)について(7)式の成り立

っととを利用して液体アルゴン中での電子の易動度を求

めた.

V(t〉=EfJ品川[叫ぞ)

一切(-RtC) ] (7) 

Diagrammatic arrangement of electrical measuring system. 

は(8)式のように簡単になる.

eNt 
V(t) = c五 (8) 

従って 0ζtζtdでは， V(t)は時間 tと共に直線的に

増加し， t=旬以後は，(7)式より， RCの時定数に従っ

て減衰をするととになる.乙の場合のα線源の量は，a

線によるイオン化のパルスが， V(t)について重ならない

程度 (0.01"-'1μCi)とする.

(5)電界放出による空間電荷制御電流法 (fiEfld

emission， space-charge limited current法)

Halpernと Gomer17lは，第 9図のよう に，タングス

テン・チップ(針状〉を，ひとつの極とするような電導

Lektromesh Grid 

4一一一一-4.5cm-一一一...... 

第 9図(文献17)

度セノレを用いて，電圧VIとよ り電子の電

界放出を行なわせるとき，その空間電荷

によってきめられる電圧領域においては

次の(9)式のよ うな関係があると とを用い

て，液体水素中での負イオン(電子)の

易動度を求めた.

V=Vvac +2(8R/3αeU) 112 P/2 (9) 

と乙で，Vは， かけられる電圧 はそ

A，preamp]ifier;B，delay.line pulse shaping amplifier;C，70channel pulse height 

analyser. 

のときの電流，Vvac は真空下で電界放出

を起乙すに要する電圧， Rは正電極の球

面半径 eは試料の誘電率， αは，電子

の放出がチップ先端より立体角 απ で起

第 8図 (文献13)

との式で， Cは，プリアンプまでの入力回路と電極部分

によるキャパシタンス， tdは，電子が電極間距離 dをド

リフトするのに要する時間， Nは，一つの α線につい

て，ある電場Eのもとで生成するフリ ーイオンの数， η

は，電子が lcmドリ フトするときに不純物によって捕

捉される確率であり ，よく精製されたアノレコ。ンの場合，

η=0とおくととができ る. また Rを大きくとり RC

の時定数を ね にくらべて RC)>tdのようにすると(7)式

とるものとしたときの値で，α"'0.6である.従って電

圧Vを縦軸に，P/2を横軸にとると (9)式は直線となる.

得られる直線の{噴きに，既知の量 e，α，Rを用いると

とにより易動度uが求められる.

3. 測定結果とその解釈

液体炭化水素中およびテ トラメチノレシラン中の電子の

易動度について，とれまでに得られている測定値を第 1
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表にまとめた.液体希ガス類および水素については第2

表にまとめた.

(1)易動度の温度依存性

液体炭化水素およびテトラメチルシランの場合，易動

度の自然対数 lnUを縦軸に，絶対温度の逆数 1/Tを横

軸lとしてアレーニウス・プロットをすると一直線をなす

ととからその温度依存性は側式のように表わせる11，14，

22，281 

U = Uo exp( -E./RT) (10) 

ととで Uoは定数 Rは気体定数， Eaは活性化エネノレ

ギーであり， eV単位で求めた値が第1表にまとめられ

ている.メタンではわずかに負の温度依存性があり 19，20，

241，ネオペンタン22，25，261やテトラメチルシラン11，271では

ほとんど零， また， その他のものでは 0.05"'-'0.2eVと

なる.しかし，ベンゼン制では， 0.32eVと大きく ，ま

た最近，シクロヘキサジエンー1，4281の場合，室温付近で

アレーニウス・プロットに屈折点を生じ，それを境とし

て低温部では E.=0.93eV，高温部では Ea=0.08eVで

伝導機構に差のあることが示されたがとのような例はほ

かにもいくつかあるととが明らかとなった28川(第 1表

に示す). アルゴン80，811， クリプトン801およびキセノ

ン叫などの重い液化希ガス類では第 10図のキセノンの

例のように， ある温度でピークとなる複雑な変化をす

る.アノレゴンおよびクリプトンでは，圧力をかえた温度

依存性肌811も調べられているが圧の減少とともにピーク

が徐々に小さくなり低温部にシフトする.Kimuraおよ

回

〉、、、

4000 

30∞ 

ち2∞o
= 

1∞o 

240 280 320 
T(OK) 

第10図試料:液体キセノン

圧力:試料蒸気圧

電場 16V/cm 
三重点t.p.= 161. 30K 

臨界温度Tc=289.70K
(文献32)

び Freeman聞によって，とのピークのあらわれる位置

は，温度の代わりに 1cm8中の希ガス分子の数でフ。ロッ

トしなおすと 1.2x 1022 atom/cm8のととろでほとんど

一致するととが示され，とれら液化希ガス類の易動度の

温度変化では希ガス分子の数密度が共通して本質的役割

をするととが示唆された.液体炭化水素の混合系につい

ての易動度は， たとえば， ネオペンタンと n-ヘキサン

の場合，凶式のように表わせる251

Um = Un exp( -xhEo/RT) (11) 

ととで Unはネオペンタンのみの場合の易動度， Xhは

n-ヘキサンのモJレ分率であり Eo=0.16"'-'0.1geV/mol 

である.との場合の活性化エネ Jレギー E.は問式のよう

になる251

Ea xhE.h + XnEan (12) 

乙乙で Xhおよび Xnはそれぞれ n-ヘキサン， ネオペ

ンタンのモノレ分率 Eahおよび Eanはそれぞれ n-ヘキ

サンのみ，ネオペンタンのみのときの易動度の活性化エ

ネノレギーである.乙のような関係は，他の炭化水素の混

合系についても成り立っととが明らかとなった151が，前

述したシクロヘキサジエンー1，4とベンゼンの場合281Kは

乙の関係は室温付近でしか成り立たない.

(2)易動度の電場依存性

多くの液体炭化水素では， かなり大きな電場 E(V/

cm)までもドリフト速度 v(cm.sec-1)はEに正比例し

て増加するので出)式により一定の易動度uが得られる

11，21，28，291 

v - uE (13) 

しかし，アルゴン121などの液化希ガス類では， ドリフト

速度は，電場の大きさが 200V/cm以上ですでに正比例

よりも小さな増加となる.すなわち電場の増加につれて

易動度はわずかずつ小さくなり， 10kV/cmくらいでは

ドリフト速度がほとんど電場によらなくなる飽和現象が

見られる. ドリフト速度がその物質中の音速になる電場

付近でとのようなドリフト速度の屈折のはじまるととが

知られている121 液体炭化水素でも，液化メタン山，ネ

オペンタン381Iζは，比較的低電場からドリフト速度の電

場につれての増加がにぷる現象が見られる.液体メタン

では11l0Kにおいて， 1. 5kV/cmあたりからまがり，そ

のときのドリフト速度は音速の約 5倍である. Bakale 

と Schmidtら88，841の詳細な研究によって液化エタンで

は 80kV/cmの近くで， ドリフト速度がEIC比例するよ

りも大きな増加をするととが示された.第 1表，第2表

の易動度U は(13)式の成り立つ電場Eの範聞から求められ

たものである.電場依存性の 3つの型を第11図に示し

た.

(3)易動度の解釈

(1) Schmidtと Allen1llは，非極性の液体炭化水素中

- 46-
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第11図 試料ネオペンタンT=2950K

ネオヘキサンT=2950K

エタン T=2000K 

mは直線の傾き

(文献33)

の電子の易動度が，単に液体中の不純物によるばかりで

なく，電子を捕捉するような不純物が存在しない場合で

も，その電子の周囲の炭化水素分子の各々が，分子全体

としては，各 C-H結合の双極子能率が打ち消し合い非

極性であっても，それら分子の不規則な回転運動により

まったく偶然に作られる浅いポテンシマノレが一種のトラ

ップとなり，その トラ ップの形成されやすさ，トラップ

の深さなどによって決まるととを示唆した. Minday， 

Schmidtおよび DavisH)も同様の考えで，電子が擬自

由状態 (quasi-freestate)にあるときの易動度を Ufと

するとその易動度は液体分子との弾性的あるいは非弾性

的な衝突によって決まるが，それが 1秒聞に ν回トラッ

プに落ち乙み，トラッ プから トラ ップへとジ守ンプしな

がら移動し，それら トラ ップにある短い時間 τだけとど

まるとすると観測される易動度は凶式のよ うに表わせる

とした.

u = (ut/νTO)exp( -Ea/RT) U4l 

乙乙でで。は回式による.

τ T O  exp(Ea/RT) U日

Bakaleと Schmidt38)は， 易動度の電場依存性の実験か

ら， Ufの高電場でのわずかずつの減少と高電場での ν

の減少とのつりあいによってそれらの効果が打ち消し合

う範囲でドリフト速度 v は電場EIC比例し (v∞Eへm

=1)，前者の効果が優勢なときは v∞E血 (mく1)，後者

の効果が大きいときにはエタンのように v∞Em(m>1)

で増加するものと考えた(第11図).アレーニウスープロ

ットに屈折点を生ずるようなシク ロヘキサジエンー1，4な

どについて Freemanら28) は，電子の溶媒和した状態

e旬 lv，伝導帯にある状態e一山 溶媒に付着した状態 M-

同 lvを考え，それらが側， U7l式のよう に平衡にあり，低

温側では聞式による負イオンの形成が優勢になり，高温

側では凶式による伝導帯への活j性化が支配的になると し

た.また，ベンゼンの場合28)の大きな活性化エネノレギー

e-.olv手 e-cd USl 

e叫 v+ M M-，olv 聞

についてベンゼ、ン負イオンの生成を示唆した.

液体アノレゴンについては， Janke， Meyerおよび Ri-

ce81lが，Lekner85)によるアルゴン原子の電子散乱断面

積の理論 (zeroscattering length modeI)を適用 して，

圧力を変えたときの，易動度Uの示すピークでの温度の

シフ トの様子やそれより低温側での易動度の温度による

変化を定量的に説明した.定性的ではあるが，液体キセ

ノン中の易動度の温度変化に ついて Kimuraおよび

Freeman82
) は，キセノン原子の数密度の増加とともに

伝導帯が形成され易動度は増すがあまり密度が増加して

電子一原子間距離が小さくなると近距離での反発ポテン

シ守ノレがきき，電子の散乱が優勢となり，易動度は減少

すると考えた.また，その途中であらわれる大きなピー

クは，気相中で見出されている電子の散乱断面積の極小

となる現象 (Ramsauer-Townsendminima)と同様の

ととが液相でも生じているものとした.液体ヘリウムや

ネオンでは，電子とそれら原子の近距離での大きな反発

ポテンシャノレが，原子の小さな分極によるエネノレギーを

うわまわるため，電子は，それら原子によって形成され

るキマビティーの中に閉じ込められ小さな易動度を示

す.乙のととは，Springett， Jortnerおよび Cohen叫

によって，擬自由電子のエネノレギー Voを用いて表わさ

れた非極性液体中における電子の安定なキマビテ ィー形

成の条件からも支持されるものである.しかし，液体水

素については， 後iζ Gedanken，Razおよび Jortner87
)

は負の 引 を得たが，エネノレギー的にはキ守ビテ ィーを

形成できないので，液体水素中の電子の易動度が小さい

ととは，電子がポーラ ロン (polaron，電子は一つない

し数個の水素原子のつく るクラスタ ーに局在している)

を形成するためであると推定した.

(2) 液体炭化水素およびテ トラ メチノレシランにおける

擬自由電子のエネノレギー Voと易動度U との関係

Holroydおよび Allen3P
' は， いろいろな液体炭化水

素およびテトラメチルシラン中の擬自由電子エネノレギー

Voを光電効果を利用する乙とにより，真空下での仕事

関数。vac とそれら液体を満たしたときの仕事関数。liQ

の差として， U81式のように求めた.このようにして求め
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第13図実線，理論曲線

上側.Uf-80 

下fP.tl.uf=65 

-0.4 -0.2 
V o• eV 

-0.6 

..n-ヘキサン O.n-ぺンタン

x.2，2，4ートリメチルペ ンタン

口， 2，2ージメチルブタン

ム，ネオ ペタンタ 0，テトラ メチルレラン ;

(!)，トルエ ン .， ベン ゼ ン

企， I/クロペンタン(文献43)f

Vo </Jliq - </Jvac U8l 

られた れとそれら液体中での電子の易動度uの聞に

は Voが負で絶対値の大きいものほど易動度U は大き

くなるという関係のある乙とが指摘された.その後も，

HolroydらSト 42l，Schi11erと Vassおよび Mandics仙

によって多数の液体炭化水素についてれ が測定された

がそれらは第 1表に示されている.

Kestnerと JortnerW は，液体炭化水素中では，液

体分子の不規則な回転で局部的に生ずるポテン シセノレの

ゆらぎにより，電子の易動度の大きな領域(u=Uo.........100)

と小さな領域 (U=Ul.........0.1)が生成すると考え，電子が

易動度の大きな領域にいる確率Cを擬自由電子のエネノレ

ギーれ によって表わした. そのCを半古典的有効媒体

理論45l(semic1assical effective medium theory)によ

り易動度と結びつけた.彼らは，易動度の大きな領域で

の易動度 uo，易動度の小さな領域での易動度 Ulなどを

合む4つのパラメーターについて，uo=100cm2V-1sec-1 

とし， 残りの 3つのパラメーターを，易動度と れ が既

知のもののう ちからテト ラメ チノレシランやネオペンタン

などの易動度の大きな 3つの物質のデータに合わせるよ

うにして決めたときに第12図に示すよ うな結果を得た.

Schi11er， Vassおよび Mandics仙は，液体炭化水素

中の電子の局在化が電子による周囲の分子とのパフソレ

(bubble)形成によって起乙 るものとし，その液体系全

体を，擬自由電子のエネノレギ-Voとパフソレのエネノレギ

- Et によって，エネノレギー的にパブノレを形成するこ と

の可能な微小部分の集合とパブ、ノレを形成し得ない微小部

分の集りの 2つに分け，電子が/-{フソレを形成する部分に

存在する確率Pを求めた.そして，見かけの易動度U は

パフツレを形成しない部分での易動度 Uf(擬自由電子の

易動度)と側式のように結ぼれるとした.パフソレのエネ

U = uf(1-p) U9l 

jレギー Etおよび系の各微小部分に電子が存在しないと

きのその部分のエネノレギー E， その平均 Eと Voが E

+EtくE+Voのとき，電子の局在が起乙ると考え，Et 

とEの分散を二つのパラメ ーターとして液体炭化水素

中の電子の易動度U と擬自由電子のエネノレギー Voの関

係を第13図のように得た.最近，Tauchertと Schmi-

dt46l， Nodaと Kevan47lによって液化メタンの擬自由

電子のエネノレギー Voの測定値が零となった乙とが報告

された.液化メタ ン中の電子の易動度は 1110Kで400

cm2V-1sec-1であるから，乙れは前述の KestnerとJor-

tnerHl， Schi11erと Vassおよび Mandics48lの結論に

全 くあてはまらず，Fueki48lの理論的予想値引=-0. 74 

eVとも大きな差がある. このような乙とが何に起因す

C 

T
u
up
l芯
O
〉

NE
U
ロ
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第12図 点線，理論曲線

Uo = 100， Ul = O. 06cm2V-1sec-1図中の番号は試

料を区別する

1.テ トラメチルレラン ，2.ネ;;tペ ンタン

3.2，2ージメチルブタン， 4.2，2，4ートリメチ

ルペンタン， 5.レクロペンタン ，6.n-ぺン

タン ，7.nーヘキサン ，8.ベンゼン ，9.トル

.:x:.ン

(文献44)
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るのかまだ明らかにされていないよ うである.

(3) 液体炭化水素における熱平衡化距離bと易動度u

との関係

Freemanら22)は，熱平衡化距離bの増加とともに易

動度uが増加する傾向にある乙とを指摘しているが，と

れまでに蓄積されたデータを縦軸に易動度U の対数をと

り横軸に熱平衡化距離bをとったプロットで，さらにこ

まかく調べた結果，今までに報告されている炭化水素の

データは上・中・下の三層に分岐する乙とがわかった29)

例と して， ほほ等しい熱平衡化距離 b=""'-'65の物質を選

ぶと一番下の層に n-オクタ ン (uニ 0.039，b=64)，中

間の層にシク ロヘキサン (u=0.45，b=67)，一番上の

層にシクロヘキセン (u=l.0， b=62)が属する.乙の

ようになる理由はまだ明らかではないが熱エネノレギー電

子の伝導機構の型を表わしているようである.

4. 終わりに

液体炭化水素中の電子の易動度の研究がイオンのそれ

に比べて遅れたととのひとつの原因は，電子の易動度が

試料中lと微量に混在するような不純物によって，著しく

影響を受けるためであった.従って試料の精製が乙とに

重要であり，乙の点で，すでに報告されている易動度の

中にもあいまいなものがあるかも知れないが，一方で

は，物理的・化学的あるいは構造的に特徴のある各種液体

中の易動度のデータが数多く蓄積されてきているので，

乙れらの結果について，広汎な解析の行われるととが期

待される.

低エネノレギー電子と原子 ・分子との反応は反応の基礎

過程と して重要であるが，乙の点に関して，乙とに非極

性液体については未知の部分が多い.液体炭化水素中の

電子の易動度の結果は Christophorou49
) による気体

についての結果 Maruyamaおよび Funabashi50
) や

Kevan51lによる固体あるいはガラス状態中の電子易動

度の研究などと補い合いながら低エネノレギー電子の反応

について新たな知見を与えてくれる.

電導度測定の応用として Thomasら即 日4)，Baxen-

daleら55)，Holroydと Allenら27，56，57)，Bakaleら58)， 

そして Borievと Yakovlevら59州 による，液体炭化

水素中での電子と各種添加物との反応速度の研究があげ

られる.誌面が限られているので割愛せざるを得ないが

それらについては文献をあげておきました.ただ，乙れ

ら以前に電導度を電子と溶質との反応の研究lζ利用した

例として，Swan13
)が 1963年に，液体アノレコーン中での酸

素分子への電子の付着反応の反応断面積を求めたととを

つけ加えます.

筆者が液体炭化水素中の電子の易動度についての研究

を行なったアノレバータ大学(カナダ)の Freeman研究

室では，その Freeman先生をはじめ研究室のメンバー

より実に暖かい交わりを得ました.また，志田正二 ・佐

藤伸 ・旗野嘉彦 ・山崎秀郎の各先生方にはその留学の便

宜をはかっていただきましたが，それだけでな く常に有

益な助言をいただけますととに深く感謝いたします.
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第 1表 液体炭化水素およびテトラメチノレシラン中での熱平衡電子の易動度 U，その活性化エネjレ

ギーEa，擬自由状態電子のエネノレギー Vo，フリー ・イ オンのG値 GOfi，熱平衡化距離b

Liquid 
Td U be 

Ref.a VOf 
Ref.b Ea Method' Ref.C 

(OK) (cm2V~.\sec- l) GOfi (A) (eV) (eV) 
一

alkanes 
methane 95 0.0 46 

109 0.0 47 
111 400::!:50 -0.0058h X， TOF， R 19， 20 
120 300 0.8 X， Gu 63 
140 430 1.13 592 -0.0069h X， GfI 24 

ethane 111 0.0013 0.17 X， TOF， R 34 
182 0.02 47 
200 0.8::!:0.2 X， TOF， R 33 
200 1.0 0.13 X， TOF， R 34 

200 0.97 0.158 106 "-'0.13 X， Gfi 24 
propane 238 0.55 0.166 91 "-'0.13 X， Gfi 24 
n-butane 250 0.073 0.130 75 0.17 X， Gfi 24 

296 0.4::!:0.1 0.193 82.9 61 X， Hud 11 
isobutane 294 5 く0.13 X， Gfl 63 

(2-methylpropane)296 7.3 0.44 117 0.078 X， Gfi 29 
n-pentane 293 0.15 0.17 70 62 X， Gfi 21 

293 0.15 0.17 70 0.18 X， Gfi 29 
296 0.16::!:0.01 0.145 71.5 61 0.04 40 X， Hud 11 
296 0.01 42 
296 0.14 -0.01 38 X， Hud 56 
300 0.07 Ph， TOF， 55 14 

neopentane 258 44 X， Hud 56 
(2，2-dimethyl- 294 50 1. 09 215 0.026 X， Gfi 22 

propane) 
294 40 X， Gfi 63 
295 70::!:10 X， TOF， R 33 
296 71 1.16 212 -0.43 38， 39 "-'0 X， TOF， R 26 
296 54 -0.35 40 X， Hud 56 
296 55::!:5 0.857 178.4 61 -0.38 42 X， Hud;TOF， SL 11 
300 70 O. 022::!:0. 004 Ph， TOF， D5 25 

n-hexane 294 0.065 0.19 X， Hud 27 
296 O. 09::!:0. 01 0.131 67.4 61 0.0 40 0.24 X， Hud 11 
296 0.22::!:0.01 0.04 38 X， Gfi 10 
296 0.082 0.10 42 X， Hud 56 
300 0.076 0.16 43 0.19::!:0. 01 Ph， TOF， D525 
300 0.07 O. 19 Ph， TOF， 55， DS 14 

neohexane 295 12::!:2 -0.24 39 X， TOF， R 33 
(2，2-dimethyl- 295 12.4 0.58 120 -0.15 43 0.061 X， Gfi 29 

butane) 
296 10+1 0.304 92 61 -0.26 42 0.06 X， Hud 11 

2，3-dimethbyult-ane 293 1.1 0.22 74 -0.10 43 X， Gfi 29 

2-methylpentane 293 0.29 0.19 71 -0.20 43 X， Gfi 29 

3-methylpentane 293 0.18 0.18 67 -0.14 43 X， Gfi 29 

296 0.01 42 

3，3-dimethyl- 293 2.3 0.35 93 X， Gfi 29 
pentane 

3-ethylpentane 293 0.10 0.18 67 0.20 X， Gfi 29 

n-octane 293 0.039 X， Gu 29 
296 0.124 64.2 61 0.13 42 

isooctane 293 5.3 0.050 X， Hud 27 

(2，2，4-tpriemnteatnhey) l-296 7::!:2 0.332 95 61 -0.14 40 X， Hud 11 

296 -0.17 42 
-0.18 38 
-0.15 39 
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2，2，4，4-tetrarne- 295 24 0.83 158 0.06 X， Gfi 22 
thylpentane 296 -0.33 42 

2，2，3，3-tetrarne- 295 5.2 0.42 102 0.065 X， Gfi 22 
thylpentane 

3，3-diethyl- 293 0.76 0.23 73 X， Gfi 29 
pentane 

2，2，5，5-tetrarne- 293 12 0.67 138 0.048 X， Gfi 22 
thylhexane 

n-decane 293 0.025 X， GfI 29 
296 0.117 61. 6 61 0.18 42 

cyclic alkanes 
cyclopropane 234 0.0043 0.049 54 .........0.17 X， Gfi 24 

cyclopentane 295 1.4 0.23 75 -0.18 39 0.13i X， Gfi 28 
296 1.1+0.1 0.155 68.9 61 -0.17 40 X， Hud 11 

296 -0.21 42 
-0.28 38 

cyclohexane 294 0.45 0.16 67 0.125 X， Gfi 22 
294 0.24 X， Hud 27 

296 0.35:1:0.03 0.148 66.1 61 0.01 42 X， Hud 11 
296 0.24 X， Hud 56 

cycloheptane 295 0.44 0.19 64 0.15 X， GfI 28 

rnethy1cyclo- 296 0.068 0.08 42 0.20 X， Hud 56 

hexane 0.14 39 

cyclooctane 296 0.17 0.17 61 0.14 X， Gfi 28 

bicyclo[h2e ，2，1]ー 374 4.4 0.59 95 X， Gfi 28 
ptane 

bicyclo[2， 2， 2Jー 450 15 1. 36 153 X， GfI 28 
octane 

alkenes 
ethylene 170 0.003 0.010 41 X， Gfi 24 
propylene 234 0.008 0.042 49 .........0.17 X， Gfi 24 
butene-1 293 0.064 0.093 54 62 X， Gfi 21 
cis-butene-2 293 2.2 0.23 74 62 0.16 X， Gfi 21 
trans-butene-2 293 0.029 0.080 53 62 0.23 X， Gfi 21 
isobutene 293 1. 44 0.25 74 62 X， Gfi 21 

2-rnethylbutene-2 292 0.26 80 62 
295 2.8 0.22 72 O.l1i X， Gfi 29 
300 3.6 0.11:1:0.013 Ph， TOF， DS 14 

3， 3-dirnethyl- 293 1.9 0.23 73 .........0.13k X， Gfi 29 
butene-1 

2， 3-dirnethyl- 293 5.8 0.44 101 62 0.0521 X， Gfi 21， 29 
butene-2 296 -0.25 42 

4，4-dirnethyl- 293 3.4 0.28 78 0.091 X， Gfi 29 
cis-pentene-2 

4，4-dirnethyl- 294 1.7 0.13 X， Gfi 29 
trans-pentene-2 
cyclic alkenes 
cyclopentene 296 1.3 0.15 58 0.15m X， Gfi 28 
cyclohexene 293 1.0 0.20 62 62 0.14 X， Gfi 21 
cycloheptene 296 0.35 0.14 52 0.13D X， Gfi 28 
cis-cyclooctene 321 0.021 0.14 48 0.130 X， Gfi 28 

1，2-cdyicmloehtehxye l- 293 0.11 0.13 55 0.13p X， Gfi 28 
ne 

1， 3-dirnethyl- 293 0.068 0.15 56 0.13 X， Gfi 28 
cyclohexene 

cyclic alkadiene 
cyclohexadiene 259 0.3 0.93q X， Gfi 28 

-1，4 294 5.8 0.23 66 0.078' X， Gfi 28 

aromatics 

benzene 293 0.114 0.081 42 -0.14 43 0.32 X， Gfi 23 
300 0.6 Ph， TOF， 55 14 
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toluene 292 0.063 0.093 43 -0.22 43 0.15 X， GfI 23 
300 O. 54:t0. 1 Ph， TOF， SS 25 

1，2-dimethyl- 292 0.018 0.094 40 0.19 X， GfI 23 
benzene 

1，3-dimethyl- 292 0.057 0.082 41 0.20 X， Gfi 23 
benzene 

1， 4-dimethyl- 293 0.062 0.073 41 X， GfI 23 
benzene 

1， 2， 3-trimethyl-293 0.022 0.12 42 0.21 X， Gfl 23 
benzene 

1，2， 4-trimethyl-292 0.035 0.083 41 0.19 X， GfI 23 
benzene 

1，3， 5-trimethyl-293 0.16 0.087 43 0.14 X， Gfi 23 
benzene 

I，2t，h3y，l4b-etneztreanme e323 0.040 O. 14 43 0.22 X， GfI 23 

tetramethylsilane 292 97 -0.55 40 O X， Hud 27 
296 90:t5 0.74 158.9 61 -0.62 38 .......0 X，Hud;TOF，SL 11 
296 100 -0.59 42 X， Hud 56 

-0.61 39 

第 2表 液体希ガス類および水素中での熱平衡電子の易動度u，擬自由状態電子のエネルギー VO，
フリーイオンのG値GOfi，熱平衡化距離b

Liquid 
Td U GOfi be Vo Ref.b 

pf 
(OK) (cm2V-Isec-l) (A) Ref ・ (eV) (atm) 

一一 ー

helium 8He 3.2 3. 09x 10-2 0.9 64 1 
4He 4.2 2.16 X 10-2 1. 05 64 1 

1.1 1. 02 65 
neon 27 1 X 10-8 0.5h 64 SVP 
argon 80 450 SVP 

85 475 -0.33 66 SVP 
85 420 7 
87 340(at40Vcm-1) 2.0 1300 1 
87 .......300 (at50Vcm-1) 2.9 1330 1 
90.1 501 50.1 

krypton 117 1800 SVP 
148 .......2300(at50Vcm-1) 5.8 880 6 
200 1310(at100Vcm-1) 69.2 
135 -0.78 64 

xenon 163 2200 -0.63h 64 SVP 
168 1080(at16Vcm-1) SVP 
183 .......1000(at45Vcm-1) 7.0 720 3 
198 .......1200(at40Vcm-1) SVP 
220 3900(at16Vcm-1) SVP 
290 21 (at16Vcm-l) SVP 

hydrogen H2 21 3x 10-2 く0.5 SVP 
.......-1. 2h 37 

〔第 1表についての註〕

a. GOfiおよびb値についての文献.u についての文献と同ーの場合は空欄と してある.
b.れ についての文献. u についての文献と同ーの場合は空欄と してある.
c. u についての文献.

Methodg 

一一
α， TOF， DS 
α， TOF， DS 

s， TOF， DS 
α， FE， TOF， DS 
e， CI 
α， FE， TOF 

X， GfI 

X， Gfi 
FE， TOF， DS 

e， CI 
X， Gfi 
α， FE， TOF， DS 

e， CI 
X， Gfi 
X， Gfi 
X， Gfi 
X， GfI 

X， GfI 

FE， SC 

Ref.c 

67 
67 

68 
30 
12 
69 
63 
70 
31 
12 
70 
30 

12 
32 
70 
24 

32 
32 
17 

d. U， GOfiおよびb欄に記載のある場合は， その測定温度であり u欄K.記載のない場合は，GOfiおよびb，ま
たは Voの測定温度である.

e.熱平衡化したときの電子と親イオン聞の距離の初期分布の形によって b値に差が生ずるがその差はわずかなの
で分布の差による補正はしていない.文献23，24， 26， 28， 29， 62では初期の分布をガウスー葉形にとり，
文献 22，61， 63， 70ではガウス形にとっている.

f.文献 38.......41，43 fCは測定温度が明記されていない.
g. Xはエックス線，Phは光による電子の生成方法を示し，TOFは飛行時間法，SSはシングノレ ・シャッタ一法，

DSはダフツレ ・シャッタ 一法， Rは傾斜法 (ramp法)， Hudはハドソン法 Gfiはフリーイオン収率併用法，
SLはスリット法をそれぞれ意味する (66ページへつづく)
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電子ライナック，微細構造ノマルス，

ピコ秒パルスラジオリシス *1

はじめに

1968年に J.W. Hunt教授1)らがピコ秒の時間分解

能を有するパノレスラジオリシス装置を開発し，放射線化

学の分野でピコ秒領域の化学反応を追跡する体制が出来

た.乙の 4月から同教授が日本に滞在し，乙の機に本誌

に彼の研究成果の一部を発表するというととである.我

々は重複を出来るだけ少くするため，加速器を含めて装

置の原理的な面を主として解説するのがよかろうという

ととになった.

思い返してみると，1963年，北大に本邦で始めてパノレス

ラジオリシス装置を組み立て始め，マイクロ秒領域の研

究を行った時には，現在原研大阪研の畑田元義博士と，

山崎，片山2) の3人が文献と首っぴき，昼夜兼行で鼻水

をすすりながら作業を進めたものである.

それから十余年，叉パルスラジオリシス装置を組立て

ている.今度はピコ秒領域を目指している点が前回との

大きな相違であるが， その他にも情況の相違がある.

Huntらに遅れること今年で 7年，前回は E.J. Hart 

ら3) に遅れるとと 2年でのスタートであった.既に十分

遅れをとっているが，なすべきととをなさないと実質的

に先へ進んだととにならない場合の多いのが技術の世界

でのならわしではなかろうか.1973年には Hunt と

Hart4)らがシングノレショットピコ秒ノマノレスによるラジオ

リシスを行っているのも叉衆知の事実である.

Hunt教授来日の期にでもなければ解説するきっかけ

をつかめない程旧聞に属するととではあるが，いささか

なりともお役に立てばと，蛮勇をふるい立たせて筆をと

る次第である.

パルスラジオリシスの研究には，生成する活性種の寿

命に比し十分狭い幅のパルスの発生が必要条件である.

片山明石，山崎初男*

パルス幅を狭めようとするとき，電子回路的にいって現

在のと乙ろ数ナノ秒のあたりに限界があるように恩われ

る.Huntら1)は電子ライナックからの出力ビームに

は，幅10ピコ秒程度の微細構造ノマノレスが 350ピコ秒の時

間間隔で存在している点に注目し，これをそのまま用い

る驚くべきストロボスコープ法})を開発しとの限界を突

破した.続いて米国アノレコ守ン国立研究所では幅40ピコ秒

程度の孤立したノマノレスを取り出すととに成功した.

とのような微細構造パルスの生成原因と，その 1パノレ

スを取り出すととがどのようにして行なわれたかを解説

するのが本稿の主たる目的である.

電子ライナック

荷電粒子を加速するには電位の異なる 2点聞を走らせ

るとよいのであるが，粒子のエネノレギーを高く しようと

すると種々の困難が生じる.現在では 500万ボノレト付近

にとの方式の技術的限界が存在する.

との限界を乗り越える一つの方法として電位の異なる

2点聞で何度も加速を くり返すことが考えられる.例え

ば加速された粒子を磁場で曲げて再び出発点にもどし加

速をくり返せばよい.磁場の中で同く走らせながら加速

する方法を考えて成功したのがサイクロトロンである.

粒子のエネノレギーがある程度以上に大きくなると質量の

変化等のため位相がずれ加速がうまく行なわれなくな

る.1940年頃はとれらの困難のためサイクロトロンでは

たかだか 40MeVくらいが得られる最大のエネノレギーで

あろうといわれていた.しかし乙れらの困難はシンクロ

サイクロトロンの開発によりのり越えられた.サイクロ

トロンやシンクロサイクロトロンでは原理的には 1まわ

りして来た粒子を再度加速するので，時間的に変動する

電位差が必要となる.実現可能な磁場の強さから加速に

Electron Linac， Fine Structure:Pulse and Picosecond Pulse Radiolysis 
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制現代化学， 1975年9月号 (No.54)， p. 12参照

- 54-



用いられる突流はラジオ周波数領域のものとなってい

る.なおサイクロトロンでは粒子は連続的に出て来る

が，シンクロサイクロトロンでは周波数を変化させなが

ら加速するので，粒子はノマノレスとして得られる.

限界をのりこえるもう一つの方法として，波動の形で

空間を移動する加速電場の中に粒子をおき，粒子を加速

する方法がある.乙れが線型加速器(ライナック)の加

速原理である.特に加速粒子が電子の場合，特殊相対性

理論より比較的低いエネノレギーでその速度は真空中の光

速度に近くなり，その後の加速で急速に光速度lζ収散す

るので，加速に用いる波動の伝播速度の調節が，陽子な

どの場合に比し容易である.乙のため電子ラ イナ ックは

比較的早い時期に実用化された.

電子ライナックの場合マイクロ波領域の高周波を同筒

形の金属管中に伝播させ，乙の場合に生じる管軸方向の

電場を利用している.その伝播速度を調節するために，中

央lと穴のある金属国板を適当な間隔で管中に配置しであ

る.十分な加速電場を得るためには大電力のマイクロ波

を必要とするが，乙れに関する技術はレーダーの実用化

の過程ですでに開発されていた. レーダーはその使用周

波数帯に応じてLバンド，sバンド， xバンド等lと分け

られていたが，乙の名称が電子ライナックに対しても用

いられている.最も多く用いられるのは 2850MHz付近

の周波数で，乙れを用いるものを Sバンドのライナ ック

と称する.次に多いのが 1300MHz付近のもので， ζれを

用いるものをLバンドのライナックと称する.xバンド

(約10GHz)のラ イナックはまれである.Lバンドのラ

イナックは Sパンドのライナ ックより最大ビーム電流を

大きく取れる他，微細構造ノマjレスの間隔が 770psecで，

sバンドの 350psecIC比し大きく ，孤立した微細構造

パルスを取り出すのに有利である.しかし，加速管の径

がSバンドのそれより 2倍強大さく，形が大柄になるの

は避けられない.

加速管に於ける集群作用

ライナックでは電子と電場がほぼ同一速度で進行する

状況を作り上げる必要があるが，多数の電子の速度は単

一でないので，若干の差異を見込まねばならない.更に

電場の伝播速度は加速管の構造lとより一義的に決まるの

に対し，電子の速度は電場の強さにより，叉電場の強さ

はマイクロ波の供給電力で決まる.とのような状況で上

記の条件を実現するのはかなり困難に恩われるが，電場

の伝播速度と電子の速度lと差が生じた時K，その差をち

ぢめる様な復元効果があれば，我々はそれを利用出来る

のである.

今，加速方向iとx軸をと り，ある時刻におけるマイク

ロ波の電場のx軸成分が図 1の様であったとする.時間

E仏 F〈 H 〈〈

図 1 マイクロ波の電場と電子

が経過すると，図1の分布の電場はその形を保ったまま

右方へ移動する.一方電子は x軸上の各点に存在し，時

間の経過と共に同じく右方へ移動するが，その速度は電

場のそれと等しいとする.電子の受ける力は eEx(eは

電子の電荷)であるから，電場が負である位相 ABC

DE にある電子は加速を受け電場より速く進むようなり

時間の経過により Eの点に集まろうとする.又電場が正

である位相 EFGHIにある電子は減速を受け，電場よ

り遅れる結果やはり E点に集まる.E点lζ集まった後も

電場より先に進む電子は減速を受けE点に引きもどされ

電場より遅れる電子は加速を受け E点に追いつく .結局

最初電子が電場の各位相lζ均等に分布していても，ある

時間の経過の後には位相Eおよびその同等点 E'，E'"点

等iζ集群 (bunch)し， その群は電子の速度の小さな変

動に対して安定であるという乙とが出来る.との説明は

電場と電子の速度が等しい場合についてであるが，とれ

では加速にならない.今電場の速度はx軸の正方向に進

むにつれて徐々に増大するように作っておいたとすれ

ば，電子は例えば位相点DIζ集群し全体と して加速を受

けつつ群を維持する.DがCとEとの間にある限り，遅

れる電子は群に追いつく様に，進む電子は群に戻る様に

という安定化作用が存在し，群は安定である.

集群作用は電子が電場から受ける力iとよりその速度が

増減する乙とを利用している.電子の エネノレギーが 1

MeV以上になると，特殊相対論により， 電子の進行方

向に力を加えてもそのエネノレギーは増すが，速度はあま

り増さなくなる.従って上記の集群作用はエネノレギーが

高くなってからは効きが悪い.実際の電子ライナックで

は，加速管の入口から 80kV-150kV程度の高電圧で加

速した電子を入射させ，加速管の最初の部分で集群させ

ている.ーたん集群した電子は群をくずさず加速を受け

出口より出る.

以上のように波動として伝播する電場を利用して粒子

を加速しようとするとき，集群作用は必然的lζ現れ，又

乙れが存在するために乙の方式の加速が現実に可能とな

るのである.加速器より得られる粒子のエネノレギースペ

クトノレはできるだけせまいことが多くの場合望まれる

が，乙のためにも電子が集群する位相の幅はせまいとと

が要求される.せまい位相幅lζ集群している程各電子の

受ける力の差は少く ，得るエネノレギーが均ーとなる.実
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際の電子ライナックでは， 電場の正弦波形の一周期をノf

Jレス間隔と し，周期の数%のパノレス幅を持つ微細構造ノf

Jレスの列となる.乙のパノレス列の長さは加速管への電子

の入射の持続時間できまる.ちなみにマイクロ波の周波

数が 2855MHzのと きパルス間隔は 350psec，1300MHz 

のとき 769psecである.

プレパンチャ一

実際の電子ライナックではエネノレギースペク トノレをせ

まくするために，加速管への入射ビームとしてゆる くで

はあるが既に集群したものを用いると とが多い.集群し

た入射ビームを得る為lζ用いられる装置をフ。レパンチャ

ーという.

プレパレチセーには進行波型5) といわれる，前述の加

速管におけ る集群と同じ原理に基ずくものと，速度変調

型と呼ばれるものの二つの型がある.ととで取り上げる

のはとのうちの後者である. 乙の型のプレパンチャー

は，マイクロ波の空洞共振器内の電場を利用している.

軸対称で断面が図 2で示される金属性の空洞があったと

する.図2でx軸は対称軸であり，単一エネルギーの電

X 

G 

O 

Ex 

岡
O 出 F 

図2 空洞共振による速度変調

図3 速度変調によるパンチング

.x 

子ビームがx軸に沿って空洞に入射する.空洞共振器に

マイクロ波を供給し図 2の矢印で示される様な電場を生

ぜしめると，電子が空洞を通過するとき電場lとより力を

受ける.電場がマイ クロ波の振動電場であるから，電子

は空洞のギャップを通過するときの電場の位相により加

速あるいは減速を受け る.とれが速度変調である.今電

子の運動を時間 tと位置座標xの面上で表現すると等速

運動をしている場合は直線となり，その勾配が速度であ

る.空洞のギャップを通過するとき電子は速度の変化を

うけるが，との変化がG点でおきるとしよう .そのときの

様子を t-x面上の直線で表現したものが図 3である.

下の正弦波は各時刻におけるギャップの電場 L をあら

わす.OG間を一様な速度，一様な密度で進行する電子

はギャップGで速度変調をうけ，以後自由空間を直進す

るうちにF点で電子の集群が実現する.先に入射した電

子は Gaで減速をうける.少しおくれて入射したものは

Gbで何ら変化をうけず，更におくれて入射したものは

Gbで加速をうけ自由空間を飛行するうち Fl点で集群

するのである.F点が加速管の入口になるよう に設計す

れば， あらかじめ集群した電子を入射させるととにな

る.プレパンチャーの空洞マイクロ波の位相と加速管の

マイクロ波のそれとを適当に調節してやれば，図1のE

点の近傍の位相に電子を集中的に入射させる乙とができ

る.以後の集群作用iとより非常にせまい幅lζ集群した電

子が得られ，エネノレギースペクトノレの向上と，波動から

落伍する電子の減少に役立つ.

単一の微細構造パルスの発生

電子ラ イナ ックの出力ビームは，使用しているマイク

ロ波の周期でくり返される微細構造ノマノレスの列である乙

とは既に説明された.加速管への電子ビームの入射は，

数ナノ秒から数マイクロ秒の幅のパルスの形で行なわれ

るので， 乙のパノレスの中に上記の微細構造ノマノレス列が存

在するととになる.ピコ秒領挟のパノレスラジオ リシスに

あっては，との微細構造パルスの一つを放射線源として

利用する.従ってそれがマイクロ波の周期でくり返され

るとすると，観測に利用できる時間は一周期，すなわち

Sノインドライナックで 350psec，L パンドライナックで

770psecである.実験の種類によってはとのような早い

くり返しでは不都合な乙とがある.乙の不都合を除くた

めに，微細構造パルスを間引いて，数個目毎の一個のみ

残す方法6)や，一回の加速管への入射につきただ一個の

微細構造パルスが生じる様にする方法7)8) が行なわれて

いる.ととでは後者の方法につきやや詳しく説明する.

加速管の集群作用の項での説明で明らかなように，図

1の電場の位相互工王の聞に入射した電子が一個の微細

構造パノレスに集群する.従って加速管への入射をマイク
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り上の部分で入射が行なわれる.乙の様iとすれば 1nsec 

以下のパルス状電子ビームが得られる.しかしグリッド

は十分な正電位にならないので，ビーム電流は始近くに

低下する.次の方法として， 電子銃より得られる電子ビ

ームを進行方向に直角な高周波電場で掃引するものがあ

る凧 電子ビームが左右に振れている状況で，直進する

電子のみ通過できる様にスリッ トを設けておけば，せま

い幅のパルスを得るととが出来る.しかし， との方法で

1 nsec以下のパノレスを得ょうとすると，非常に強い高

周波電場を必要とする.

もう一つの方法と して， SHプレパンチ守一(subhar-

monic prebuncher)を用い，電子銃から 打ち出された

電子ビームを集群作用で圧縮するも のがある.SHプ

レパンチ マーも前に説明した速度変調型プレパンチ ャー

と動作原理は全く同じである.との方法は電子銃を出た

ときの瞬間電流値よりも大きい電流で加速管に入射を行

うととが出来る利点がある.速度変調型のプレパンチ守

ーを用いると， それに使用している高周波の周期の60""'-'

70%の聞に存在する電子をよりせまい幅に集群できる.

乙のプレパンチ 守ーの場合には，加速管に用いるマイク

ロ波と同じ周波数を用いるが，SHプレパンチ 守ーの場

合にはその l/nの周波数の高周波を用いる.但しnは

整数である.今Lバンドのライナ ックを例にとる.n=6 

とすれば，SHプレパンチマ ーの高周波の周期は約 4.6

nsecとなり，その65%は3nsecである.従って電子銃

から打ち出されたとき幅 3nsecのパルスを 1つのよ

りせまい幅のものに圧縮できる.種々の条件にもよるが

%程度の圧縮は可能なので，マイ クロ波周期 770psecよ

りせまい幅にするととは容易なのである.

ロ波の一周期以内の持続時間とし，位相A""'-'Iの範囲内

に位置する様に同期させるならば，ただ一個の微細構造

パルスを得る. 乙のような短い幅 (Sバンドでは 350

psec， Lバン ドでは 770psec)の電子ビームを発生する

入射装置はビーム電流が小さくても良いならそれ程困難

ではないであろう.しかしパルスラジオリシスを目指す

なら，上記の入射電流ビームとして瞬間数アンペアは必

要であり，とれが大きい程観測が容易になる.照射によ

る活性種の生成量は吸収線量に比例し，吸収線量は/.:;)レ

ス当りの照射ビーム電流の積分値に比例する.従ってパ

ノレス幅がせまくなれば，瞬間電流値をそれだけ増さねば

ならない.さもなければ活性種の濃度が小さくなり，そ

れによる光の吸収が少なくなる.その結果は信号に対す

る雑音の比が減少し観測が困難となる.

技術的問題のため，ビーム電流数ア ンペアでパノレス幅

1 nsec以下の性能の電子銃は現在得られない. その原

因はパノレス幅のせまい高電圧のパノレスを得る事が難しい

からである.熱陰極より出た電子を 80kVの正電位にあ

る陽極に向けて走らせ，陽極の中心にあけられた穴より

ビームを取り出す電子銃の場合，陰極 ・陽極聞の電位差

をパノレス状に加える乙 とによ り，マイクロ秒領域までの

電子ビームは得られる.との場合には 80kVの高圧ノマノレ

スを必要とするわけである.もっと低い電圧/.:;)レスで目

的を達するには，電子銃の陰極と陽極との聞に制御グリ

ッドを設ける.陽極は陰極に対して常に 80kVの正電位

lとしておくが，制御グリッドには陰極に対して数百ボノレ

トの負電位にして陰極からの電子放射を阻止しておく.

乙の状態から次に制御グリッドに正のパルス電圧を加え

陰極に対し正電位にすると，電子は陽極lと流れパノレス状

電子ビームが得られる.制御グリッドを陰極に近づける

程低い電圧で制御できるので，実際の電子銃ではその様

に作られている.それでも陰極の能力一ぱいの電子を打

ち出すには，グリッドを陰極に対し +800 V程度にしな

ければならない.すなわち 800V""'-'1000Vのパルスが制

御グリッド用に必要となる.乙の程度の電圧で幅が1nsec

以下のパノレスを制御グリッドにかけることが困難なので

ある.現在得られているのは数ナノ秒の幅までである.

それでは， とのような 電子銃を用いて幅 1nsec以下

のパルス発生の可能性はないのであろうか.それは一定

の妥協のもとで可能である7)8) 図41と制御グリッドに

与える典形的なパノレス波形を示す.幅のせまいパルスが

得られないという乙とは，パルスが山の形をしているた

めで，立上り，立下り(?)の傾斜を急に出来ないため

である.しからば山の頂上の部分だけを使えば，パルス

の幅はせまくなるわけである.今，制御グ リッドの電位

を陰極に対し十分負iとしておいて図 4のパルスを印加す

るならば，グリッドが電子流を阻止する電圧レベルAよ
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管表示が可能となる.

サンプリング方式で波形観測が可能であるためには，

第ーに同一波形がくり返されている事，第二に各く り返

し波形の時間基準のふらつき (jitters)が少ない事が必

要である.第一の条件を満たすためにライナッ クに要請

されるととは，単一の微細構造パルスの電荷ならびにエ

ネノレギーの変動が十分少ない状態で毎秒適当回数(数10

~数100/秒)くり返されるととである.その為lζは，電

子銃，SHプレパンチ守 一， プレパンチャ一等からなる

入射装置より，加速管に対し，一定した入射が行なわれ

る乙と，および、マイクロ波の供給が安定していて加速エ

ネノレギーの変動が少いととが必要である.第二の条件を

満たすためには，各くり返しパルスの時間基準を何から

得るかが先ず決定されねば要請される内容は定まらな

い.一番簡単なのは，ビーム入射をトリガーするパノレス

をラ イナ ックから得て，とれをもとにして時間基準を得

る方法である.乙の場合，ビーム入射のトリカ、、ーパノレス

と出力として得られる微細構造/-f)レスとの時間々隔が極

めて一定している乙とが必要である.との間隔のゆらぎ

をできるだけ抑える必要があり，ライナッ クに対し特別

の注意がはらわれなければならない.

様々な注意を払ってもくり返される信号波形は完全に

同一ではなく，時間基準のゆらぎも零にはできない.又

雑音による信号波形自体のゆらぎも少くない.従ってピ

コ秒領域のパノレスラジオリシスに於ては，いわゆるシグ

ナノレエンハンスメント が必要である.すなわち雑音等の

変動の時間平均は零に収敬するととを利用し，測定され

米国アルゴン 国立研究所では Lパンドライナ ックに

SHプレパンチャ ーを用いる事により，幅 40psec，ーパ

ノレス当りの電荷 7ナノクーロンの単一パルスを発生する

乙とに成功した8) パノレス波形の観測は Xeガス中を通過

させた時生ずるチェレンコフ光を応答の速いフォト・ダ

イオードで検出して行なった.

パルスラジオリシス測定装置

単一の微細構造パノレスを用いるパJレスラジオリシスの

測定装置は，従来のものと本質的に異なるものではない.

しかしマイ クロ秒領域およびナノ秒領域のパノレスラジオ

リシスに於ては 1パルス当りの照射電荷が 100ナノ クー

ロンのオーダーであるのに対し，ピコ秒領域では10ナノ

クーロンのオーダーであるととから，信号対雑音比の低

下による困難がある.更にサプナノ秒領域の速い信号を

扱わねばならないので，波形の観測はサンプリング方

式ωによらざるを得ない.

サンプリング方式は同一波形がくり返される場合にの

み可能である.各くり返し波形の開始点を基準として基

準よりムt間隔で時聞を分割する番目の時刻 tlに

おける信号電圧を Viとする.パルスラジオリシスにあ

a-i
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サンプリング方式によ る波形分割

つては，例えば水和電子の生成消滅にともなう光電子増

倍管の出力電圧の時間変化を想定すればよい.通常の方

法ではパルス照射にともなう乙の V-t曲線を実時間で

観測するのであるが，サンプリング方式では一番目のパ

ルスで基準より ttの時刻の電圧 Vlを測定し，二番の

パルスで b の時刻の電圧 む を，…以下同様の測定を

行う.各測定電圧 Viは何らかの方法で記憶保持され，

測定が一通り終ってから表示する.とのように表示され

た波形は階段状になっており， しかも実波形のムtを

波形のくり辺しの周期Tで置きかえたものとなる.もし

時間を千分割したとすると，実時間方式では 1つのパル

ス照射後， 1000xムt時間で現象は終結し観測もそれだ

けの時間の聞に行なわれるが， サンプリング方式では

1000個のパルス照射が必要になり，全波形を再現するの

に 1000xT時聞かかるわけである.とのようにサンプ

リング後の波形は遅いので，通常の増幅器や，ブラウン

図5

マスターコントロール

サンプリンク。方式のフeロッ ク図図6
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た信号波形の多数個を重ね合わせ，雑音分を減少させ

る.図 5のサンプリングされた各信号電圧 VIをデジタ

ノレ量に変換し，コンピユーターに記憶させておく.一通

りのサンプリ ングを各 Viにつき終えたら， 再び Vl，

V2・"Vi'"のサンプリ ングを行い，前回の Vl"，VI'"とを

それぞれ加算し記憶させる.とれを多数回実施の後，蓄

積されたエV1，ヱV2，…ヱVi...を用いて波形を再現す

ると雑音分の少ない波形が得られる.図61C装置のプロ

ック図を示す.

サンプリング方式の特殊な例として Huntらのス トロ

ボスコ ープ法パルスラジオりシス1)10)を位置ずけるとと

ができょう .図6の装置はサンプリングのために電子回

路を用いているが， Huntらはそのためにチェレンコフ

光を用いた乙とになる.乙の場合サンプリ ング回路は不

必要になるが，その代りにチェレンコフ光を導く光学系

が必要となる.チェレンコフ光を用いて光吸収を測定す

る場合の時間関係を図 71C示す.上は微細構造パノレスと
lOpsec 

電子線パルスとチェレンコフ光
イト

電
上

イ 台。附Cド ¥ ¥ ¥ 

¥ 
¥ 

¥ ¥ ¥ 
¥ 

J占当
IV 

型選

チェレ ンコフ光

図7 スト ロボス コープ法の原理

それと同時に発生したチェ レン コフ光で，下は電子線の

照射により生成した短寿命活性種の濃度の時間変化，い

いかえると V-t波形，が示されている.微細構造.I ~}レ

スと同時に発生したチェレンコフ光は，薄い鏡を組合わ

せた遅延系Iとより，微細構造パルスより任意の時間だけ

遅れて試料lζ分析光として入射する.試料を通過した一

連のチェレンコフ光の総和が微細構造.I'~}レス照射一定時

間後の光吸収シグナノレを与える.遅延時聞を変えるとと

により吸収の時間変化を，また分光器の波長を変えると

とにより吸収スペクトノレを得ることができる.乙のよう

光1芯了'!l'l1吉竹
ビューター

コンクリートかべ

図8 ストロ ボスコープ法のプロック図

なストロ ボスコープ法では光検出に特に速い応答を必要

としない.ただし微細構造.I ~}レス列をそのま ま用いるた

め，容易に測定され得る時間範囲は Sパンドライナック

を用いる場合パルス照射後o"-'350psec K限定される.

従って対象試料と しては活性種のスキ守ベンジャーを高

濃度でふ くむ溶液系がむいており 11)，生体反応関連系の

研究にも利用される.図81とその装置のブロック図を示

す.

おわりに

ピコ秒領域のパノレスラジオリシスは，使用する電子ラ

イナ ックに対する要請が格段にきびしく， 叉測定も雑音

lζ埋もれた信号を取り扱わねばならない等の点があるの

で，先端的技術を駆使しなければならない.確立した技

術であってそれに基づく装置が市販されているよう な場

合には大部分金で解決できる問題であろうが，そうでな

い場合には，如何にして必要とする技術を集結し発展を

もたらすかに成否が真にかかって来る.との分野の研究

を推進しようとする者の情熱は勿論のとと，関連する諸

分野との協力的展開が不可欠であろう.

乙乙 lζ盛られた内容は北大でピコ秒ノ勺レスラジオリシ

スの研究を進める乙とにも関連して行なわれているゼミ

ナーで論じられたものを多 く含んでいる.特にライナッ

クに関する部分では，沢村貞史，榎戸武揚，成田正邦の

諸博士の活発な参加があったととを記したい.

最後に，661種にのぼるスキャ ベンジャーと水和電子

との反応速度定数が NBRDS-NBS43 K集録されてお

り，NBSの好意lとよりとれを産業開発社発行の雑誌「分

析機器J12)に転載したととをお伝えし稿を閉じる.
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ホットアトム化学反応における放射線化学的効果

1. はじめに

1. 1 基本的フィロソフィー

現今の科学技術の巨大化と情報量の過多，さらには地

球上の資源の有限さの認識は，学問の研究の遂行にあた

って，その研究が基礎的，応用的たるを問わず真に意義

あるものたらしめるために，研究の模索や機器の建設の

段階において過去の情報の最大限の活用と研究成果に対

する確固たる見とおしが必要であり，そのためには学際

的，国際的規模での多くの研究者の頭脳の結集による情

報集約と研究方針の共同立案作業が必要となったという

乙とができる 1)

ホットアトム化学と放射線化学は，いずれも今後の原

子力エネノレギー開発と放射線の平和利用のために重要で

あり，また学問的にも放射線による物質の化学的効果を

研究するもので本来は同ーの事象の反応機構を解明しよ

うとする研究領域でありながら，その発展の経緯からそ

の交流は園内圏外を問わずとれまで比較的少なかった.

しかし最近ようやく両者の研究交流の必要が認識されそ

の機運が高まってきたととは喜ばしいととであって，本

誌でもすでに吉原賢二氏の解説2)がある.また上記の基

本的理念と目的のもとに，後述する様に今回筆者が研究

代表者となって放射線化学研究者有志の御協力の下に文

部省科学研究費総合研究(B)rホットアトム反応と放射線

化学反応の相関と識別に関する研究」班が組織され幸に

50年度において採択された.叉すでにその実質的に第 1

回の活動である同名称の研究集会が本年5月19，20日京

都大学原子炉実験所短期研究会の形式で開催された.

本稿はとのプロジェクトのひとつのテーマであるとと

ろのホットアトム化学反応における放射線化学的効果に

ついて，吉原氏が書かれたのとは別の，よ り現象論的な

観点から，筆者が十数年前ホットアトム化学の研究を

はじめた当初より観察し，考察したととを中心に述べ

Radiation-Chemical Effects in Hot Atom Reactions 
* Ta tsuo MATSUURA 立教大学原子力研究所教授理博

(経歴)昭和25年東京大学理学部化学教室卒，昭和25年立教

大学理学部， 34年同原子力研究所勤務，昭和43年より現職

松 浦 辰 男*

る.

1.2 ホットアトム化学とは

まず，その前にいわゆるホットアトム化学とはどうい

う学問かという乙とを概括してみたい. (本邦の研究者

による総説 ・解説をとの機会lと集めてみた8).)以前は，

ホットアトム化学はー名“反跳化学"とも呼ばれて“核

反応の化学的効果"を意味し，核反応の結果大きい反跳

エネ Jレギーを得るかまたは高い電子的励起状態にある，

高エネノレギー状態の原子の特異な化学反応の結果を，そ

れ自身の有する放射能を検出利用して，放射化学的手法

で研究するものであったが，近年は必ずしも核反応にと

だわらず， “高エネノレギー原子の関与する化学反応論"

の方に重点が移っている感がある.

前者の立場でのホットアトム化学の研究課題について

は，すでに1948年ICR. W. Dodson4) !Cより，

(1) 核反応による原子の励起の機構 (反跳だけか，電子

励起を伴うか?)

(2) 分子内での励起の伝達の機構 (並進→振動 ・回転，

そのタイムスケーノレは?)

(3) 分子が解離するかどうか(するとすればどの様なフ

ラグメント lζ?)

(4) フラグメントの電気的特性(中性か，電荷を有する

か?)

(5) フラグメントの運動エネノレギー(どの位か? 角度

相関は?)

(6) フラグメントのエネノレギーの消失過程(弾性的か，

それとも非弾性的か?)

(7) 高エネノレギー化学反応(どの様な領域で，どの様に

?) 

(8) サーマライズした後どの様な安定な化学種になる

か?

(9) 乙れらの現象にどの様な物理的，化学的因子が作用

するか?

(10) 不安定な化学種として残ったものはその後の処理に

よりどう変化するか?

を研究するものであると言われたのである.とのうちで
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(1)'"""'(5)は分解に関するホット反応であり，(6)， (7)が合成

に関するホット反応であるといえるが，正確には(7)の中

性原子に関するものだけが狭義のホット 原子反応と称す

べきものである.聞は通常ホッ トアトム化学の研究課題

には含まれているが，乙とではもはや真に“ホット"な状

態すなわち並進運動的に励起された状態ではなく，すで

にその点ではサーマノレになっているが電子的に多少励起

された状態にとどまっているものであって， 照射された

錯体などの ESRで見られるいわゆる“ホ ットイオン叩

はとの状態に相当する.ととろで，核反応によって生ず

る“ホットアトム"は(7)の高エネノレギー状態のものが必

ずしも中性でなく ，電荷を持ったままサーマライズして

ゆ くものが屡々あ り，以前lとホ ット原子と考えられてい

たものが実はホッ トイ オン(正しい意味での)であると

とが少なくないので，いわゆる “ホ ットイオン"と名づ

けられたものと厳重に区別されなければならない.

ととろで，前述の Dodsonの述べた古典的な意味での

ホットアトム化学で探究さ るべき内容については，現在

においても全く 正しく ，またとれらのすべての問題が次

に述べる様な理由で未だに殆んど解明されていないとい

ってよい.すなわち，ホ ットア トム化学の研究において

本質的に内在する困難さ として次の様な諸点がある6)

(1) 現在のホットアトム化学で主に用いられる実験方

法では，上!C述べた，連続的にそれぞれ極めて短時間の

聞に生起している多 くの，それら自身複雑な現象の重な

りの結果を，主としてその最終的生成物の化学種の分布

のデータからのみ推定せざるを得ないという無理がある

とと.すなわち，ホットアトムの反応の生起の瞬間と観

察の時点との時間的ずれの聞の変化を排除できる様な迅

速かつ適切な実験方法がごく少数の場合を除き欠除して

し、ると と.

(到 問題としている原子の濃度は，核反応の起る確率

が共存して起る放射線化学反応の断面積に比し 10-8""

10-8程度も小さいため，純物質中lと本質的に熱力学的平

衡として含まれる種々の格子欠陥(団体の場合)などの

不純物の濃度に比しでさえ数オーダー小さい.

(3) 実験装置として， 核反応を生起させるための加速

器や原子炉等が利用されるので，したがって well-define

された実験条件の設定が困難で，叉共存する他の放射線

の影響を受けやすい.

乙れら三つの要因が，ホットアトム化学のデータにお

いて一般に再現性と信頼性を少なくし，したがって，純

学問的に見た場合，実験としては比較的容易で，結果が

物質系と条件lとより極めて多様の様相を示し一見興味が

そそられる反面，いわば各論的なデータの集積にとどま

り，一般的な結論が，特に他の研究分野にまで適用が可

能である様な帰納的な法則が容易に得られず，叉，中に

はWolfgangの理論の様な例もあるが一般に理論的仮説

を容易に実験で実証し得ないという重大な不利がある.

勿論メスパワー効果等種々の insituの実験法でこの条

件を克服しようという努力はされているが.

さて次lとホッ トア トム化学と放射線化学の比較をして

表 1 ホットアトム化学と放射線化学の比較

(1) 興味の対象

(2) 対象となる量

(3) 器実験的手段または機

(4) 研究方法

(5) 測定される指標

(6) 研究の目的

ホットアトム化 学

通常核反応で生成した力学的または電
子的に励起した原子の化学的挙動(通常
放射能を有す)

ミクロ量

21.0 放質マ・ロ1n量射メト化s分ーit析学湿タu人器的分化分ま析離学た法法分は離0(4)ラスジノオガスクロ
3. チ守一イジウスワペ一ク等ト) 

スカベンジャー

温相動モデ度効的効果照レ果射ー(法混タ〔ー品ア，ニードーリンピグンをグ告を含む)む)

| 濃比リ放縮テ係射ン数能ションー率附

1 最白高終挙エ的動ネ状態までの励起原子(イオン〕

2. ;N，.:r. x-)レギー化学反応速度論
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放射線 化学(及び光化学)

種々の放射線 (X-，γ-s-，αー線，重
イオン，光子等)による物質の化学的効
果(非放射性)

マクロ量

ト通，常光吸の収分析，法ESR(質，量1R分等析)' ガスクロマ

温相ノスマ度効Jカレベンジ守一

効果ス果ラジオリ シス

収(率リ (G値または量測子定収で率き)な
テンショ ンは い〉

ニ種ス々ムの段階での励起分子の反応のメカ

12 初後中期期間的の過化物程学理的過程

3. の 的過程



みると表1の様になる.

相違の主な点は，通常前者が核反応lζ起因する反跳原

子による “分子内励起"であり，後者は外部からの放射

線又は重粒子の照射による主として外殻電子の励起・イ

オン化，すなわち“分子外励起"である といってよい.し

かし最近は IT7)やEC壊変8)，更にはX線9)や重イオン10)

lとより原子の内殻電離が起り，ひきつづきオージェ過程

lとより多重イオンが生成し，更に分子内電子移動lとより

イオン化した構成原子の静電的反発による分子のフラグ

メンテーションが起とる現象の発見9)以来，ホ ットアト

ム，放射線化学両反応ともにとの機構による分解過程や

その前に放出されるオージェ電子による放射線化学的効

果11)が，通常の反跳又は外殻電子励起と重畳して起って

いる可能性が考えられる.

2. ホットアトム化学反応における放射線化学

的反応の寄与の原因と両反応の相関

表 11ζ示したように，ホットアトム化学では通常，

(1) リテンションあるいは収率(正確には放射化学的収

率)と呼ばれる放射J性原子の各化学形への分布の割合，

および (2) 比放射能または濃縮係数という，それぞれ

当該化学形における放射能の濃度すなわち放射性核種と

非放射性核種の原子数比または単位重量(または容積〉

中の放射性核種の濃度，およびその比放射能がホットア

トム効果を利用しない場合に比しである化学形でどれだ

け上昇しているかという比，等を実験lとより求め，それ

らが物質系や，核反応の種類， 実験条件によりどう変わ

るかを調べてその反応の特質を議論するものである.次

iと一般的にホットアトム反応iとともなう放射線化学的効

果の原因と，その実例を列挙してみる.

2.1 放射線化学的効果の原因

2. f. 1 内部的効果

とれには二つの原因がある.ひとつは，ホ ットア トム

や不完全に分解したフラ グメント自身が，高エネノレギー

を持った高 LET重粒子(又はイオン)として周囲の物

質との弾性あるいは非弾性衝突によ り放射線化学的効果

を及ぼすものである.

もうひとつは，ホットアトムの生成の瞬間に同時に発

生する放射線 (n，γ;n，p反応等における γ線やプロト

ン， あるいは ECや IT壊変のさいのオージェ電子)，お

よび照射により生成した放射性核種が分離操作までの間

に発生する3線， γ線等による通常の放射線化学的効果

である.との二つの内部的原因による効果は純粋にホッ

トアトム化学反応を行わせたときでも必ず随伴する.

2. 1.2 外部的効果

乙れは，ホットアトムを生じさせるための核反応を人

工的に起乙 させる場合，原子炉，加速器などにどうして

も必然的lζ爽雑するかなりの量の他の放射線(高速及び

中速中性子， γ線，s線，反跳プロ トン等)によるもの

である.またそのほか，ホ ットア トム反応の前後に人為

的にγ線等を試料に照射(後処理をとくに放射線アニー

リンク。と称する)したときの効果もとれに属する.

2.2 両反応の相関の実例

次lζ通常ホットアトム化学の範鴎あるいはその関連領

域の現象において放射線化学的効果が如何に重要な役割

をしているかの実例を列挙するが，今回は紙面の都合で

とのうちー，こについてのみやや詳細に説明を加える乙

ととする.

(a) n，γ反応lとともなう化学結合の切断すなわち Szi-

lard -Chalmers反応を利用して， もとの化学形と異った

成分にラジオアイ ソトープの濃縮が可能であるが，決し

てキャリヤフリーに生産できないとと.そしてとのとき

得られる比放射能が共存放射線の線量に大きく依存する

とと.

例えばノレテオ塩や トリスエチ レンジアミ ン塩のような

安定なコパノレ ト錯体を原子炉で照射し n，γ反応でフ

リーの Co++イオン形となった60Coだけを分離すると と

により，単に金属コバノレトを同じ条件で照射するよりも

数十倍から数千倍もの比放射能の高い，すなわち数十か

ら数千の濃縮係数でもって 60COを製造するととができ

る12)註

しかしとの場合， 筆者が Co(NHo)6R，Coell8R (Rは

イオン突換樹脂をあらわす〉で観察してわかったととは

14) ，濃縮成分の比放射能が照射条件に大きく依存し，筆

者がとの系で得られた最高値は 94μCi/mgCo(CoensR， 

サーマノレコラム Pb遮蔽使用)，最低値は 0.024μCi/

mgCo (Co(NHa)6R，向上場所 Pb，Cd使用〉であっ

た.キマリヤフリーの 60COの比放射能は 1.153Ci/mg 

Coであるから，との最高値でも 60CO1原子に対し非放

射性 Coが 1.22XI04原子の割で薄められていると とに

なる.ちなみに，とれらの実測の比放射能値は，原子炉

内の種々の場所におけるγ線線量率や速中性子束の実測

値から計算した試料の単位容積あたりの吸収線量と，実

測によって求めた γ線による錯イオンーイオン突換樹脂

系の分解の G値と，実験値と bestfitする値として仮

定した速中性子によるG値とによって理論的に説明する

ととができた15)

(b) 上記 Szilard-Chalmers反応における新化学形への

放射化学的収率も，共存放射線の線量，照射時間等の照

註〉ここで注意しなければならないことは，温縮係数の値は

原子炉の出力と照射時聞に反比例するので，異なった照射条件

でのこの値から濃縮法としての優劣を比較することはできない

ことである 13)
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射条件に大きく依存するとと.また乙の線量への依存性

は，中性子照射中のみならずその前または後のγ線等の

照射によっても生ずるとと.

乙のうち中性子照射中および照射前の線量の影響につ

いては，物質系によって著しい差があり，ある場合には

親化学形への収率(リテンション〉を著しく増加させ，

ある場合には全く逆に著しく減少させ統一的理解が困難

であったが，最近にいたり，一般に前者の場合には反跳

原子が親化合物になる過程がフラグメントの再結合過程

であり，後者の場合には同位体交換過程によるととが判

明してきたが，との両者が同時に起とっている可能性も

否定できないので今後の検討を要する.

前者の例としてはシュウ化プロピル18) やコパノレト錯

体14，17)があ り，後者の例としてヨウ化メチル山，ヨウ化

エチノレ18)がある.ヨウ化エチノレは 1934年に Szilardと

Chalmersがホ ットア トム効果を発見したいわば最も有

名なもので，しかもとれまでその液相におけるリテンシ

ョンがホット反応の結果によるものであると説明されて

きたものであるのに，中性子源に爽雑する7線や速中性

子束の大きいものほど，また予備照射線量の大きいもの

ほどリテンションが小さくなっているととから，サーマ

ノレな交換反応の結果であるととが判明した山乙とは大変

興味深いととであって，とれまでのホットアトム化学の

多くのデータをもう一度放射線化学的考察の下lζ検討を

しなおす必要のあるととを示唆している様に思われる.

固相における中性子照射中，あるいは前後のγ線照射

の影響とくに照射後のγ線アニーリングの影響について

は固体の放射線損傷や格子欠陥等に関連する複雑な問題

であって，とれに関する考察は以下の項目同様他の機会

にゆずりたい.

(c) ホットアトム効果を利用した標識化合物の合成(反

跳合成)のさいに放射線分解の効果をうけるとと.

(d) 放射性標識化合物の保存のさいに自己放射線分解を

うけること.

(e) アイソトープジェネレータ(吸着性固体に親核種を

吸着させておき，適当な溶離剤にて放射平衡にある比較

的短寿命の娘核種のみを随時分離するもの〉において放

射線化学的効果lとより娘核種の放射性純度の低下を起と

すととがあるとと.

(f) 絶縁性固体中で核分裂あるいはα壊変を起とさせる

と化学試薬でエッチング可能の潜在的飛跡を生成すると

と.

(g) 固体ターゲット物質内での核分裂やα壊変の場合，

スパッタリングによって周辺物質が未壊変の放射性核種

lとより汚染されるとと20)

ω 固相ターゲットから n，γ反応lとともなうオージェ

過程で荷電した反跳原子を電極上に捕集するさい，原子

炉内iと熱中性子と共存する速中性子によるスパッタリン

グに起因すると考えられる非放射性原子が同時に捕集さ

れるとと21)

(i) 液相内ホットアトム化学反応において，溶質または

溶媒の放射線分解生成物による二次的作用をうけると

と22)

(j)液相内ホットアトム化学反応において，共存放射線

による同位体交換反応の促進加による比放射能の低下と

放射化学的収率への影響のあるとと.

3. 探究すべき基本的問題一一基礎的過程にお

ける両反応の識別の可能性について

前項では，ホットアトム反応が殆ど必ずといってよい

ほど多少とも放射線化学反応に随伴されているととを説

明した.乙の様iζ真のホットアトム反応を理解するため

には放射線化学反応の影響を排除できるような実験的方

法または結果の解析法を確立する必要がある乙とをど理

解いただけたと思う.

そとで次に探究すべき問題は，ひとつは，両反応が本

質的に，たとえば分子の分解の反応において本質的に差

異があるかどうか，すなわち分子内のー原子に核反応で

突然ホッ トアトムが生成してとわれる反応のほうが励起

が局所化している可能性があって通常の放射線化学反応

よりもより drasticな反応であると言いうるかどうか，

更にくわしくいえばホットアトム反応のほうが分解でよ

り大きいエネノレギーを持ったホッ ト原子を生ずるか，電

荷状態ではホットアトムのほうが高荷電イオンを生ずる

か，また固相ではよ りdimensionの大きい，高温のホ

ットゾーンを生ずるか，というととなどであり，もうひ

とつは，もしそうであるなら，実験条件を適当に選ぶと

とにより，両反応の生起の劃合を変化させるととができ

るかどうかというととである.もしも実験条件を適当に

選ぶ乙とによって前者の生起の確率はさほど変らないが

後者だけが著しく抑制されるととがあり得るならば，例

えば前項(a)の場合 n，γ反応によるラジオアイソトープ

の濃縮係数を同じ試料の系でも著しく増加させるととが

でき応用的にも大変重要である.ととでは乙の問題につ

いて考察する.

3. 1 両反応の“はげしさ"に差があるか

前にものべた様lと，ホットアトム化学反応には分解と

合成の二つのモードがあり，後者の合成の反応lと関して

は実際にホット反応が起とるのははじめのエネノレギーが

かなり失なわれて化学結合のエネノレギーとコンパラプノレ

かせいぜい 1オーダー高い領域であるととが定説になっ

ており，事実，最終的化学形への分布はホットアトムの

はじめのエネノレギーや電荷状態K比較的無関係であると

とが多い.乙の乙とは，ホットアトム化学で得られたデ
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ータが反応する原子の電子的励起状態さえはっきりすれ

ば放射線化学の結果の解明に役立つであろう乙とを意味

する.

さてとの項では，分解過程における両反応iζ本質的に

差異があるかどうかを考察するととにする.一例として

水溶液中の Cr(NCS)6S-錯イオンは表 224)の 51Cr収

率に見られる通り n，γ反応の起乙ったすべての中心

表 2 Cr(NCS)6S-イオンからの SICrと全 Crの

収率と濃縮係数*

化学形 51Cr収率(%)全 Cr収率(%)濃縮係数

Cr(NCS)63- く o.1 31 < 0.003 
Cr(NCS)s2- 0.1 57 0.002 
Cr(NCS).- 3.9 4.0 0.98 
Cr(NCS)s 1.9 0.3 6.4 
cis-Cr(NCS)2+ 15.5 1.9 5.5 
trans-Cr(NCS)2+ 4.8 0.6 8.0 
Cr(NCS)2+ 33.6 3.7 9.1 
Cr3+ 29.1 1.5 19 
その他 7.2 
樹脂残留分 4.0 

* (NH.)s Cr(NCS)6の 1.69 X 10-3モノレ分率の水溶

液を 1018n/cm2 secで1分間照射.

金属に関する配位結合の少くとも一部が切断され，しか

も完全にその結合の切れている化学種 Cr3
+ に近いもの

ほど大体その 51Cr収率が大きいのに反し，全 Cr収率

で見られるように，同時に共存して起乙 る放射線分解反

応では，結合の切断があっても化学種と収率との関係は

n，γ反応の反跳によるものとは逆の傾向があ り， した

がって濃縮係数がより drasticに分解した化学種ほど大

きくなっている.すなわち，少くとも乙の系では n，γ

反応にともな うホッ トアトム反応のほうが，放射線化学

反応よりもより drasticな分解をひき起こしていると結

論できる.

3.2 両反応の生起の割合をコントロールできるか

乙の問題に関しては，筆者の考えは Yesである.す

なわち，たとえば筆者らの実験データでは，

(a) 例えば Cr(C2u4)S3-R25) ， CO(CN)6S-R26) (R :前述)

等錯イオンーイオン交換樹脂系で pHや共存試薬を変

えると とにより同一照射条件で陽イオン性 Crs+ 形への

51Crの濃縮係数が大きく変化した.とのとき一般に pH

が高く なると濃縮係数は大となった.

n，r(レュウ酸)
(b) Cr(H2u)68+R一一一ー一一一一一一→ *Cr(C2u.)a8ーや27)

n， r(acac) 
CrU42-R一一一一一→Cr(acac)n28)系では照射温度が低

いほど濃縮係数が大きくなった.

n， r(サクサン)

(c) 更に Cru.2-R一一一一一→*Cr(uAc)n系29)では全

Cr収率は正の 51Cr収率は負の温度係数を示すという

anomalyがあ らわれた.

とれらの事実は，一般に，実験条件を適当に選ぶととに

よって， 反跳原子lζ関する反応と放射線分解生成物lζ関

する反応の生起の割合を変化させう ると考えてょいとと

を示唆する.とくに，(b)の事実は，ホッ トアトムの反応

のほうが温度係数が小さいとと，(c)では明らかに両者に

よる分解生成物が異なる乙とを示しており大変興味深

い.

4. おわりに

以上，ホッ トアトム化学反応に伴う放射線化学反応の

役割の重要性と両反応の本質的相違の有無の問題につい

て簡単に述べたが，乙の他lζも，前者と逆の立場，すな

わち放射線化学反応におけるホッ ト原子の役割を定量的

に研究する乙とも重要な課題であることがわかっている

ので制，今後乙れらの問題をホットアトム化学と放射線

化学の研究者聞の緊密な交流を通じてときほぐして行く

とともに，両者の多くの研究成果や研究手法を相互に交

換するととができれば両分野の将来にと り極めて有益で

あろうと考え，多数のホットア トム化学研究者の積極的

支持と，放射線化学研究者および、衝突論グノレーフ。の物理

学者有志のど協力の下1<:::，はじめにのべた様な文部省科

学研究費による総合研究斑が組織された.乙のプロジェ

クトに合まれるサブテーマ題目 (25項目〉は，

(A-1-a (b， c， d))一気相(液相，固相，イオン交換樹

脂相)系におけるホットア トム反応にともなう放射線化

学的効果.

(A-2-a (b))一気相(液相)系における放射性壊変に

ともなう放射線化学的効果.

(A-2-c-i)一回相系におけるα壊変等にともなうスパ

ッタリング.

(A-2-c-ii)一標識化合物における自己放射線分解.

(A-2-c-iii) -固相絶縁体中における核分裂等lととも

なう放射線化学的効果.

(A-2-c-iv) -吸着性固相系(アイソトープジェネレー

タ〉における放射線化学的効果.

(A-3)一反跳法による放射性核種濃縮のさいの放射線

化学的効果.

(A-4)一反跳法による標識化合物合成のさいの放射線

化学的効果.

(Aーのーホ ットアト ム化学研究への放射線化学的研究

手法の応用.

(B-1-a (b， c-i， c-ii))一気相(液相，無機固相，有機

固相)系での放射線化学反応におけるホット原子の役

割.

(B-2-a (b)) -放射線化学研究へのホッ トアトム化学

研究手法の応用一理論(実験，とくにラジオガスク ロマ

トグラフ技術). 
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(C-1)一両反応の基礎過程における異同ならびに識別

の可能性，その 1，励起分解過程.

(C-2)一向上，その 2，原子分子の衝突過程

(C-3)一向上，その 3，電荷状態.

(C-4)一向上，その 4，液相内励起種.

(C-5)一向上，その 5，固相アニーリング過程.

(C-6)一向上，その 6，識別に影響する因子，とくに

クラスタリング.

に分れている.

乙の研究班の目的は，乙れらのそれぞれのサブテーマ

ごとに割当てられた研究分担者が，関心のある研究者の

協力の下にとれまでのそれぞれの項目に関連した情報を

集約し，将来の展望を含めたできるだけ簡潔なレビュー

的報告書をまとめとれを関心のある圏内，圏外の研究者

に配布しようとするものである.そのために，研究分担

者だけでなくでき るだけ多数の研究者が openIL:参加で

きる形式での研究会を今年度数回開催し，多数の研究者

の討議の下にとれまでの多くの情報の中から重要なもの

を選出しあるいはまたその精髄を抽出し，統一的解釈の

困難であった問題をもでき るだけ見なおし，更に新しい

研究法の開拓をはかる.

我々としては，乙の様な計画がとうてい一年間で終了

するとは考えておらず，来年度以降も何らかの方法で多

数の研究者のそれぞれの専門と興味を活かしつつ，持続

的に取り組まれ，真に価値ある報告書として完成し，ま

た，乙れらのテーマのうちのいくつかについては意義あ

る研究方向が見出され，実行されて 4年後の日本での

ICRR等の関連学会において価値ある成果として結実す

るととを心から希望している.

本稿がとの計画について放射線化学研究者の方々のど

理解とど支援をいただくよすがともなれば筆者および志

を同じくするホットアトム化学研究者の幸いはとれに過

ぐるものはない.

終わりに熱心なはげましをいただき，乙の機会を筆者

に与えて下さった東北大理学部吉原賢二博士に深謝す

る.
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i. T>--250oK における Ea.Tく--2500Kでは Eaはやや増加する(約O.17eV).
j. T>--240oK における Ea.とれより低温では E.は増加する.

k. T>--280oK における Ea.乙れよ り低温では E.は増加する.

1. T>--270oK における E..とれより低温では E.は増加する.

m. T>--250oK における Ea・T<--2500Kでは E.は増加する(約O.33eV).
n. T>--310oK における Ea・Tく--310oKでは E.は増加する (約O.3geV).
0・T>--360oKにおける E..T<--360oKでは E.は増加する(約O.74eV).
p. T>--330oK における Ea.T< --330oKでは E.は増加する(約O.57eV).
q. Tく--280oKにおける Ea.
r. T>--290oK における E..

〔第 2表についての註〕

a--eおよびgについては gについての以下の補足のほかは第 1表についてと同じ.

g についての補足 ;αはアルファ一線 eは電子線，sはベーター線， FEは電界放出による電子の生成方法をそ

れぞれ意味する. また CIは，イオン化後に電場によって電極に集められる電荷量の時聞についての増加より易

動度Uを求める方法であり， SCは空間電荷制御電流法である.

f.試料にかかる圧力であり ，SVPは，それぞれの温度における各液化気体の飽和蒸気圧を示す.

h.低温での固体状態について求められたものであるが固体と液体でそれほど差がない(文献64)ので，近似的lと
液体状態についての値を示すと考えられる.
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<研究所・事業所紹介>

ワシントン大学 Prof.Hoffman研究室

第 5回国際放射線会議が昨年 7月にシアト Jレ市で開催

されたととは本会会員諸氏の記憶に新しいととであろ

う.グラフト重合，キュアリング等の応用放射線化学の

分野で著名なホフマン教授の研究室は，そのシアトノレに

あるワシントン大学 (U.W.) の化学工学科に所属して

いる.筆者は昨年11月から同研究室に滞在しているの

で，と乙で行なわれている研究の内容，背景等について

紹介させていただく .

ホフマン教授は1932年生れで，マサチューセッツ工科

大 (MIT) 化学工学科を卒業後， ストックマイヤー教

授の下で同大学院に学び，ポリエチレンへのスチレンの

グラフト重合の研究1lを行なって1957年に博士号 (Sc.

D)を得られた.その直後i乙 フノレフoライト留学生とし

てフランスに渡り，マガー教授，シャピロ博士の研究室

でイソプテンの放射線重合2)を研究された.帰国後は，

MITの助教授 (1958-60)，企業， MIT準教授(1965

-70)を経て， 1970から U.W.の教授となられた. ま

た，1973年からは U.W.の Centerof Bioengineer-

ing 以下，医用工学研究所とする)の副所長の要職に

も就任され，多忙な毎日を過しておられる.

さて，現在のホフマン研究室の研究テーマは抗凝血材

料としての医用高分子の合成と物性の検討である.合成

の方法は基本的には放射線グラフト法によっている.凝

血試験などの生物学的実験は医学部または病院との協同

研究によって行なうが，抗凝血性と物理化学性質(合水

率，接触角，血液タンパクの吸着)との関連については

独自に研究が進められている.

抗凝血性材料としては親水性ポリマー(またはハイド

ロゲノレ〉がよく知られている.しかし，強度的な問題か

らそのままでは実用に供し得ない.乙の研究室では，主

としてシリコンコーム，ウレタンゴムiζγ線同時照射法に

よって 2-ヒドロキシエチノレメタクリレート N-ビニ

ノレピリジン，アクリノレアミド等をグラフトしている.クー

佐 々木隆*

ラフト物がかなり良好な抗凝血性を示すととは医学部の

シュマー教授(血液学)との協同研究によって実証され

てきた.現在までのととろでは，アクリ jレアミドをグラ

フトした場合が，最も良好な結果が得られている.グラ

フト物を直接医用高分子として用いる試みの他，グラフ

ト鎖の官能基lと蛋白質，酵素を化学結合させてから用い

るという試みもなされているS)

親水性ポリマーが抗凝血性を示す理由についてはホフ

マン教授も血液ーポリマー界面に存在する水の構造を考

慮した熱力学的考察を行なっている4) しかし，実際に

は現象的にも理論的にも，親水性と疎水性が凝血lζ及ぼ

す影響は解明されていないのが現状である.そ乙で，親

水性モノマーと(その類似の)疎水性モノマーとを組成

比を変えて共グラフト重合しへ その性質を調べるとい

う研究にも最近着手し，次第に進展しつつある.

実際に研究を遂行するのは，ライナー博士(高分子)

とホーパット博士(生化学〉の 2名の ResearchAsso-

ciateを中心に 6名の大学院学生(その内， インド人

留学生，日系3世が各 1名)と筆者，実験助手2名であ

る.(因みに，化学工学科で R.A.が居るのは当研究室

だけで，また学生数も最も多い.) 

照射には，水産学科lと設置されている 2万 Ciの Co-

60線源を借用している.線源は平行状に2列になって水

中に格納されており，試料を箱型の密閉容器に入れて水

中で照射する.したがって，実験条件あるいは装置でか

なりの制限を受けるととになる.より大きな支障は専任

のオペレーターが居ないために，計画通りに照射ができ

ないととである.研究室に設置されている機器としては

大型赤外， γ線および3線計測器，接触角測定器などが

ある.グラフト物の表面部の分析に ESCAの利用を検

討しており，分析が可能になれば購入するととになろ

っ.
乙の研究室は化学工学科に属しているが，研究内容は

* Introduction of Prof. Hoffman's Laboratory， Univ of Washington 

Takashi SASAKI日本原子力研究所高崎研究所

(経歴〉昭和39年大阪大学理学部卒，同41年同大学院(基礎工)修士課程修了，同42年から現職. (専門)放射線グラフト

及びキュアリング. (趣味)切手収集. (連絡先)c/o Dept. of Chem. Eng.， Univ. of Washington， Seatt1e， WA. 
98195， U. S. A. (勤務先:干370-12群馬県高崎市綿貫町1233，Te1. 0273-46-1211) 
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医用工学研究所の総合研究の一環となっている.との研

究所は，医用工学から理工学部と医学部にまたがる境界

領域であるととろから，総合的な機構として1967年に設

置された.Centerという名称も， 乙の領域が乙れまで

の学部あるいは学科という思想では研究ができないとい

うととで名付けられたものである.独立した専門分野と

して確立する思想もあるので，学生(学部及び修士〉の

指導をする教授が 6名在籍する他， 110余名の研究者(学

生を含まず)が協力し， 73の小テーマを取扱っている.

このように大きな研究機構ができたのは，乙の大学が人

工腎蔵の研究で世界の中心的存在であったとと，また，

それは医学部の臨床的研究に対して理工学部からの技術

的援助によってなし得た成果であるという歴史的背景と

自信がある.また，との研究機関は，大学内ばかりでな

く，学外の機関との協力も積極的に行なっている.

ホフマン教授の放射線化学に対する考えは極めて現実

的である.すなわち，放射線は一つの道具であり，便利

だから大いに利用すべしというととであ る.医用高分子

合成lζ放射線グラフト法を用いるととは，生体反応の上

での不純物を含まないというととが大きな利点であると

いう確信が彼をとの境界領域lと積極的に取組ませている

推進力であると思われる.

筆者も応用放射線化学を専門とする一人として，との

小文を書いた.紙面の都合で，十分に説明し得なかった

面があろうが，会員諸氏の今後の研究活動に何らかのど

参考になれば幸いである.

なお，乙の小文を書く に当り，ホフマン教授から種々

資料をいただいた乙とを付記して感謝します.また，留

学の機会を与えられた原研K深く謝意を表します.

〈文献〉

1) A. S. Hoffman et al.， J. Polymer Sci.， 34， 461 (1959)， 
J. Appl. Polymer Sci.， 4， 159 (1960) 

2) A. S. Hoffman， J. Polymer Sci.， 34， 241 (1959) 
3)これらの概要を述べたものとして， A. S. Hoffmam et 

al.，“Preparation and Application of Radiation-Grafted 

Hydrogels as Biomaterials" in “The Permeability of 

Plastic Fi1ms and Coatings to Gases， Vapors and Liq. 

uids" Ed.， H. P. Hopfenberg， Plenum Press. N. Y. 

(1975)， PP. 441 
4) A. S. Hoffman， J. Biomed. Mt1s. Res. Symposium， No. 

5 (Part 1)， 77 (1974) 
5) T. Sasaki， B. D. Ratner and A. S. Hoffman. ACS 

Polymer Preprints， 16(2). 1975 (in press) 

(編 集 後 記〕 がとの記念号の第一の方針であった.しかし，乙ういっ

学会設立十周年の記念事業として何を行うかが，だい た歴史を執筆できるのは，発足当時から放射線化学の研

ぷ前から理事会で話題になっていた.良い研究K奨励金 究をリ ードしてきた方々に限られる.多忙なそれらの先

を出してはどうかとか，また，若い研究者に資金援助や 生方に寄稿をお願いするのは，編集委員会の手に余る不

賞を出すととにしてはとか，いろんなアイデアが続々と 安があったが，幸い，みんな執筆を快諾して下さり，乙

提案されはしたが，何しろ，金のない小さな学会である の十年ないし二十年の足跡が記録にとどめられるととに

とととて，どの寮も次々と消えていった.そして結局， なった.

本紙に十周年記念特集号を作るとと くらいが，われわれ 最近十年間の放射線化学の最大の仕事の一つは，ピコ

のささやかな学会にふさわしいととであるというととに 秒ノマノレスラジオリシスの展開であるととは誰しも認める

なった. 乙とである. との創始者である J.Hunt博士がちょう

乙の特集号は，乙の十年をふり返る とと，その聞の最 ど滞日されていて，その仕事の要約を寄稿して下さつ

も顕著な発展をたどるとと，そして次の世代を期待する た.また，十周年を祝って，各国から数氏が原稿を寄せ

乙との三つをとりあげて企画された. て下さった.乙れらの方々に深い感謝を捧げたい.

学会のスケーノレは小さいとは言え，仕事はすでに世界 次の十年には何を問題視し何を解決していくべきか，

でー，二を争うととろまでいっているわが国の放射線化 われわれは絶えず考えていなければならない.との点に

学が，どのようにして生れ，どのようにして育ってきた ついて新しい時代を育てていく若手研究者に討論しても

かというととは，現役の研究者では知っている人が少な らった.その中には，現在の学会および討論会の運営方

くなってきている.今から十年も経てば，おそらく大部 法などについても，いろいろ新しい意見がかわされてい

分は閣に消えてしまうであろう.わが国の放射線化学の る.乙れを機会1[，との方面の討議がもっと活発になっ

夜明けの景色を，今のうちに画き残しておこうというの ていけば，望外の喜びである. 編集委員会
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プログラム

第18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6日(月}.. " 8日(水〉

会 場 東京都立大学理学部 (東京都世田谷区深沢2-

1-1，電話 (03)717-0111，内線 357)

〔突通〕東横線都立大学駅から徒歩15分また

は東急ノイス渋11番で八雲下車1分

第 1日(10月6日)ー(9時から)一

101. γ線の紫外線への変換(東工大理)0佐藤伸 ・岡

崎清

102. Negative Jesse Effect (東工大理) 0小割健一

・岡崎清 ・佐藤伸

103. 低速電子線によ る Arの電子エネノレギー損失スペ

クトノレとその角度依存性(東工大原子炉 ・東工大理)

O坪井別夫 ・織田暢夫 ・旗野嘉彦

104. 気相におけるイオン衝撃反応(東大教養)0新井

栄一 ・高橋詞

105. パルスラジオリシス法による気相原子分子反応素

過程- He-N2系ペニングイオン化速度定数(東工大

理)0上野巧 ・旗野嘉彦

106. パルスラジオリシス法による気相原子分子反応素

過程-Ar-H2系エネ jレギー移動の速度(東工大理〉

O横山淳 ・上野巧 ・旗野嘉彦

107. パルスラジオリシス法による気相原子分子反応素

過程一02-N2系における熱平衡化電子捕捉機構(東

工大理)0嶋森洋 ・旗野嘉彦

108. パルス電子線の気体中での挙動(原研高崎)0新

井英彦 ・堀田寛 ・田中隆一

109. DT法によるイオンクラスター反応(1)アノレカリイ

オンーH20系(1)(東北大工) 0佐藤義之 ・小池武久 ・

飯沼恒一 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

110. DT法によ るイオン クラスター反応(2)アノレカリイ

オンーH20系(2)(東北大工)0水池武久 ・佐藤義之 ・

飯沼恒一 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

111. DT法によるイオンクラスター反応(3)連続型 DT

の設計 ・製作(東北大工)0飯沼恒一 ・佐藤義之 ・小

池武久 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

112. イオンサイクロ トロン共鳴質量分析計によるイオ

ン分子反応の研究(2)(電通大)0井上雅夫 ・天野力 ・

柴田裕美

一(13時30分から)一

113. 分子イオンの解離過程の理論的考察(東北大理)

0生田茂 ・吉原賢二 ・塩川孝信

114. 塩化水素 ・水の電子衝撃発光スペクト Jレの同位体

効果(九大工)0小111禎一郎 ・宮本信明 ・増本二巳ー

.豊田稔 ・石橋信彦

115. 炭化水素のイオン化 ・励起のG値の理論計算(東

工大理)0岡崎清 ・佐藤伸

116. 放射線作用の古典力学的理解(5)凝縮相の水(原研

東海)0大野新一

117. 高密度炭化水素気体中の電子捕捉反応(東大教養〉

0山口洋一・上村信明 ・西川勝

118. トンネリングによ る電子移行反応(ノートノレダム

大)0立矢正典

119. 電子捕獲反応における トンネノレ機構の問題点 (京

大理 ・京大原子炉)0桑島聖 ・並木章 ・長谷博文 ・東

村武信

120. 有機ガラス中の電子捕獲機構(4)有機ガラス質およ

び結品質中の反応(京大原子炉)0藁科哲男 ・野田真

人 ・東村武信

121. 希ガス液体の電離効率(理研)0高橋E・金野智

・奥美智子

122. シクロヘキサンの昇温電気伝導(名大工)渡辺正

次郎 ・O加藤統之 ・笛木賢二 ・九里善一郎

123. γ線照射した硫酸カリ ウムからのエキソ電子放出

(原研東海)0佐々木貞吉 ・古川勝敏 ・大野新一

124. 40K D20氷中の放射線初期生成種(阪放研 ・京

大原子炉)OJII端啓介 ・長谷博文

125. 捕捉電子の励起状態の磁気回二色性による研究

(阪大基礎工)0和歌廉寛 ・宮崎主税 ・工位武治 ・伊

藤公一

126. ポジトロニウムのピックオフ反応(東大工)氏平

裕輔O流王俊彦

第 2日(10月7日〉一(9時から)

201. アノレカリハライド色中心生成に対する重イオン照

射効果(2)(理研)0木村一宇 ・松井正夫 ・今村昌

202. アノレキノレハライドの低温/-!?)レス放射線分解.hole 

migrationの機作(理研)0荒井重義 ・吉良爽 ・今村

日
Eヨ

203. ハロゲン化アノレカリの濃厚メタ ノーノレ溶液の放射

線分解 X2-の生成機作(理研)関博之 ・荒井重義 ・

吉良爽O今村昌

204. MTHFおよびエタ ノーノレガラス中での捕捉電子

の光退色(東工大理)登坂泰雄 ・岡宏一O山崎秀郎 ・

旗野嘉彦

205. 混合有機ガラス中の捕捉電子(名大工)伊藤敏安
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-氏川典久O笛木賢二

206. 有機ガラス中の捕捉電子およびピフェニルアニオ

ンの線量効果〈名大工)0伊藤敏安・笛木賢二・丸里

善一郎

207. 77K MTHFガラス中での電子捕捉に対する置換

基の効果(都ア研)0下川利成・沢井健

208. 低温でγ線照射された芳香族塩素化合物の吸収ス

ベクト Jレ(都ア研・日女大)0沢井照子 ・千歩幸枝 ・

沢井健

209. 解離型電子捕獲により生成したベンジJレのスペク

トノレーとく に360nmバンド(北大工・阪大産研)0吉

田宏・市川恒樹・入江正浩

210. プタジエン類のイオンラジカ jレの電子スペクト Jレ

(京大理)志田忠正

211. ガラス溶液の昇温によって観察される芳香族炭化

水素のカチオン種〈理研・京大理)0吉良爽 ・今村昌

.志田忠正

212. 77K固相炭化水素ートノレエンからの発光(名工大〉

0田中敏明・宮崎哲郎・九里善一郎

213. 被照射高分子の熱ノレミネッセンス(早大理工研)

0高橋敏・津村実・浜義昌・篠原健一

一(13時30分から)一

特別公演 Light-induced and radiation chemical 

redox reactions in micellar systems(Hahn-Meitner 

Institut) M. Gratzel 

214. o-Terphenylによる MTHFラジカノレ生成の

quenching効果(北大工)0市川恒樹・吉田宏

215. 照射したガラス状3-メチノレペンタンから生成する

遊離基の構造(広大工)0市川隆久 ・太田信昭

216. γ線照射によ る1，1'-ビナフチノレのラセミ化反応

(阪大産研)0吉田喜久雄 ・高雄彦・入江正浩・林晃

一郎

217. 硫酸水溶液ガラス中の H・ D・等温減衰に及ぼ

すアイソトープ効果(北大工)0大野桂一 ・相馬純吉

.伊藤孝雄

218. 1. 50および4.20K照射した炭化水素の ESR(l)ア

ノレキノレラジカノレのマイクロ波飽和特性(名工試)0布

目華ー・武藤八三・鳥山和美・岩崎万千雄

219. 1. 50および4.20K照射した炭化水素の ESR(2)ア

ノレキノレラジカJレの対生成(名工試)0岩崎万千雄・布

目華ー・武藤八三・鳥山和義

220. ネオペンタン柔粘性結晶相の電子照射下 ESR測

定(東大工)0勝村庸介・門井一・石樽顕吉・田畑米穂

221. PMMAマトリックス中での反応中間体(名大工)

ース .

0鳥飼章子・衣川一尚・加藤裕司・九里善一郎

222. COと H2気相混合系の電子線照射による反応.(2)

組成および圧力依存性(原研大阪)杉本俊一・西井正

信・杉浦俊男

223. 核分裂片によるエタンーアンモニア系からのエチ

ノレアミンの生成(原研高崎)0清水三郎・池添康正・

佐藤章一・小林敏明・中島隼人

224. 核分裂片による窒素ーエチレン系からのシアン化

水素の生成(組成効果) (原研高崎) 0池添康正 ・佐

藤章一・小林敏明・清水三郎・中島隼人

第 3日 (10月8日)ー(9時から〉ー

301. シリカゲノ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・沢井照子・沢井健・近藤正春

302. OHラジカノレの水素引きぬき反応の部分反応性

(都立大理)0増田高広 ・吉原清隆 ・中野成美 ・近藤

正春

303. 液体アノレデヒドの重イオン放射線分解ー炭化水素

の連鎖的生成(理研)0松井正夫 ・今村昌

304. 液体N20中のトノレエンのγ線酸化(東工大理)0 

広上俊一・佐藤伸

305. 液相オレフィンー二酸化炭素系の放射線化学反応

(阪大産研)0秋本恒一・土岐進・高椋節夫・桜井洗

306. 液体窒素ーメタン，エタン系のγ-放射線分解(東

工大理)0堀込啓一 ・広上俊一 ・佐藤伸

し 307. Febetron 707のビーム特性と nsecPulse Radio-

lysis Systemの製作とその特性(東大工) 0田川精

一 ・菅原彰 ・田畑米穂 ・高田正一 ・上田徹

J308. Pulse Radiolysis法による溶液中の Radiation

Induced Vibration (東大工)0田川精一 ・菅原彰 ・

宮健三 ・田畑米穂

309. Pulse Radiolysis法によるビニノレカノレパゾーノレの

放射線反応における溶媒効果および酸素効果(東大工)

O菅原彰 ・田川精一 ・田畑米穂

310. Hg(CN)2水溶液におけるパノレス放射線分解(阪

府放中研〉藤田慎一・堀井英雄・森利明・谷口節男

311. スピントラッピンクー法の放射線化学への応用(3)凝

結相でのアノレコーノレの放射線分解(北大工)0塩谷優

.村林俊・ 相馬純吉

312. スピントラッピング法の放射線化学への応用(4)凝

縮相での MTHFおよび二，三の炭化水素の放射線分

解(北大工)0村林俊 ・塩谷優 ・相馬純吉

313. シクロヘキサン放射線分解機構におけるスピント

ラッピング剤の利用(東工大理・東大教養)0岩橋晴

男・石川洋一・佐藤伸・小谷野錦子
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314. パルスラジオリシスによ る水和電子および OHラ

ジカノレとスピン トラッフ。斉Ijとの反応(京大理 ークリス

チー病院)0波多野博行 ・A.J. Swal10w . 

ー(13時30分から)一

特別講演 2 NMR and ESR studies of the γray 

induced polymerization of vinyl monomers ad-

sorbed on zeo1ite. (C. E. N. de SACLAY-B. P. 

JAERI， TAKASAKI) OC. Chachaty・J.P. Quae-

gebeur H. Lebai1. T. Seguchi 

-(14時30分から〉一

315. ベンゾイノレギ酸水溶液のパノレスラジオリシス (阪

府放中研)0森利明 ・藤田慎一 ・堀井英雄 ・谷口節男

316. 電子線ノマノレス法によるスチレンのイオン重合(東

大工 ・理研)0江草茂則 ・田畑米穂 ・吉良爽 ・荒井重

義 ・今村昌

317. 電子線照射によ るメ タクリノレ酸メチノレの重合(原

研大阪)0竹崎淳一 ・岡田紀夫 ・桜田一郎

318. 溶媒中における αーメチノレスチレンの放射線カチ

オン重合(阪大産研)0山本幸男 ・姫井美弥子 ・林晃

一郎

319. 高線量率電子線によるエポキシアクリレートの硬

化(原研大阪)0後藤田正夫 ・八木敏明

320. アエロジノレに吸着されたスチレンの放射線重合

(東洋曹達 ・原研高崎)0深野一幸 ・景山英一

321. アクリロニトリノレー塩化亜鉛錯体の低温放射線重

合(l)凍結水溶液系(京大工)0前川輝彦 ・岡村誠三

322. アクリロニトリノレー塩化亜鉛錯体の低温放射線重

合(2)濃厚水溶液中での錯体の安定性と重合性(京大工〉

O馬錫ー ・前川輝彦 ・岡村誠三

323. アクリノレ酸ー溶媒2成分系における放射線低温固

相重合 (京大工)0棚橋恒夫 ・前川輝彦 ・岡村誠三

拳加登録費 1，000同

講演要旨集 1，200同

懇親会 10月7日(火)18時から東京都立大学理学部で行

ないます.会費 1，500同.参加希望者は 9月20日(土〉

までにお申し込み下さい.

連絡先 158東京都世田谷区深沢2-1-1 東京都立大学

理学部化学科増田高虞 (電話 (03)717-0111，内線

357) 

日本化学会春季年会をかえりみて

気相の放射線化学は地味に扱われすぎていたように思

える.言うまでもなく ，気相は放射線と分子との相互作

用が最も直接的に現われる系であり，例えば分子，イ オ

ンなどの高い励起状態の挙動，熱平衡化する前の電子の

挙動などについて，興味深い情報が得られるのではない

かと期待される.本年会でも，まだ十分とは言えないま

でも，との様な期待にそった研究が報告されているみふ

に思えた.

最近，原研，東工大では希ガスに高速電子を照射した

場合のW値を，非経験的な方法で計算している.本年会

で岡崎らは，CH.， NH8， H20， Ne， H2， N2， CO， NO， 02 

などのW値を計算で求め，実験値と比較しているが，両

者はよく 一致する. さきに仙台での討論会で，大野ら

は，水の初期生成物のG値を計算し， 実験結果とも可成

り合うととを報告していたが， 乙れらを合せて考える

と， 乙の種の計算法が非常に有意義である乙 とを示して

いると恩われる.いっそうの発展を期待したい.

電子衝撃によって生成する励起原子，励起分子種の発

光スペクトノレは，原研大阪，阪大，九大のグループによ

って以前から研究されているが，本年会では小川が乙れ

について特別講演を行なった.また徳江らはシアン化合

物の電子衝撃に よる CNの発光，西山らは CHaCN，

CDaCN電子衝撃によるH，DのパJレマ一発光，辻らは

C6H6， C6D6の電子衝撃による COH6，C6D6， H， D， 

CH， CD， C2， C.H2+， C.D2+などの発光を報告した.

電子衝撃では，発光スペク トノレの振動や回転構造の解

析， 同位体効果の検討から，励起種を生ずる原因とな

る親分子の高い励起状態の分解過程について，種々の情

報が得られる.しかし現段階では無理な注文であるが，

議論されている分解過程が，すべての分解過程のなか

で，どの程度起っているのかという定量的な問題，分解

過程の電子エネノレギーに対する依存性なども知りたい乙

とである.

二段型質量分析計を用い， 簡単なイオンと分子とで電

荷交換反応を行なわせると とで，特定のエネノレギーを持

った分子のイ オンを作るととができる.乙の様にして生

成したイオンは分解するが，生田らは， 乙の分解機構

が，計算で求められた MOのエネノレギー準位，ならび

に各 MOと分子内の結合との 関連性に基づいて説明し

うると とを報告した.

放射線照射の結果分子より放出された電子は，正イオ

ンとの再結合反応，または分子への付加反応によって消

滅する.堀田らはパノレス電子線による二次電子の再結合

反応の速度定数を求めている.また嶋森らはパルス とマ

イクロ波空洞共振器とを組み合せ，酸素への電子付加の

速度定数を求めている.

気相での放射線化学の反応機構に関するものでは， ぺ
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ンゼンービアセチノレ系に電子線パノレスを照射し， ベンゼ

ンの 三重項状態の寿命を調べた研究(上野，高尾，旗

野)， CO-H2系iと電子線を照射したさいの，生成物と照

魁時間との関係を調べた研究(杉本，西井， 杉浦)，な

らびに C02-CaH6系にγ線， および核分裂片を照射した

場合の生成物のG値を比較，検討した研究(池添，佐

藤，清水，小林，中島)などが報告された.

(理研 ・荒井重義)

放射線化学関係の発表は， J会場で 4日目午後5時近

く迄かなり密につまっていたが，会場の聴衆はその数が

最後迄あまり減るとともなく終始熱心に発表に耳をかた

むけていた様に感ぜられる.乙の会場での終りの頃のー

かたまり，即ち，ナフタリンハロゲン化物と電子との反

応により生ずるアニオン種の同定に関する京大グノレーフ。

(櫛引，志田.波多野〉の研究からはじまってテ トラシ

アノエチレンの極性溶媒中で熱イオン化に際しての光の

効果を検討し，数年以上前lζ発表された Stewart等の

報告の吟味(櫛引，吉田〉 に終る計 6篇の報告はいずれ

も ESRを利用した研究成果であった.ESR討論会と

いうものがあり本学会の会員の多くが関心をお持ちのと

とを思う .との討論会の金沢での会(1972)でスピント

ラッピング法の応用に関する招待講演が行なわれたとと

を思い出すが，放射線化学の研究でもとの方法が多く利

用される様になって来て，今回も上記 6篇中に 2篇の報

告がある.一つは塩化ベンジノレを含むベンゼン溶液中で

の塩化ベンジノレの解離型電子捕獲反応を観測した例(市

川， 小田，吉田)であり，一つは， アルコール中での

BNBアニオンラジカノレによる水素引抜き反応を合むア

ノレコーノレの放射線化学に関する研究(村林，塩谷，相馬)

であり，新しい工夫をいち早く応用して，比較的簡単な

系での過程を更に明るみにひき出す研究者の意欲とその

巧みさが感ぜられる.との他 N-置換ジメタクリノレアミ

ドの低温照射による ESRスペクトノレを観測して N-メ

チレンラジカノレの同定を行なった研究(新本，小平)が

あり，更に， 40K有機ガラス中での電子の溶媒和の過程

等を MatrixProton ENDOR法でしらべた長谷等の研

究が発表された.後者は同氏を含む京大原子炉クツレープ

や Kevanのグノレープのとれ迄の Trappedelectron IC 

関する質の高い又密な仕事に更に有益な情報がつけ加え

られたととになるのだろうと思っている.

以上は J会場の終り頃の部分に関する印象であるが，

放射線高分子化学に関連した研究成果が3日午後P会場

でいくつか発表された.筆者がたまたま P会場にいた時

の話は，林，入江等のクツレーフ。の放射線重合における電

子受容体の効果，福田等埼玉大グノレーフ。の固相重合の研

究，織高研伊藤氏等の放射線グラフト重合，細井，荻原，荒

木等高崎研グノレーフ。のアクリル酸メチノレによるPEの架

橋の EnhancementIC関する研究等であるが，最後の報

告にはポリエチレンの架橋という放射線高分子化学の分

野では古い問題がいつ迄も問題を提起してくれるととを

示すととになろうかという実感があり，昨年 Seatt1eの

会議でもポリエチレン架橋の教祖的な Char1esbyが依

然として架橋の問題に意欲を示していた乙とと考え合せ

興味深い名工大・柏原久二〉

1. A. E. A. Symposium廃棄物処理

への放射線利用

今年3月17日から21日までミュンへン工科大学有機化

学研究所で開かれた「高レベノレ放射線の廃・棄物処理への

利用一現状と未来予測」と題する I.A. E. A.主催の

国際シンポジウムに出席するととができたので紹介す

る.との会議を計画推進された小林氏(放医研よ り I.

A. E. A.に出向中)によるととの分野の各国の研究者

の初顔合せとして行なわれたもので，発表件数50，出席

者は約150名，乙のうち日本からは鍵谷教授(京大工)， 

矢野助教授(東大農)，河巴氏(荏原製作所〉と筆者の

4名であった.

初顔合せとは言いながらとの会議には一つの大きな話

題が用意されていて， それは会場の西方約 10kmの

Geiselbullachと言う所にある下水処理場で運転されて

いる汚泥のγ線殺菌による肥料化プラントの成績に関す

る発表と見学会であった.とのためか発表された総説と

論文には汚泥の照射に関連するものが多く，また，地元

パバリア州政府の原子力利用と農地改良区対するなみな

みならぬ力の入れかたが会議の運営のはしばしにもうか

がわれた.との地方は石炭の産地から遠いので原子力発

電による工業化の推進と同時に有機物を農地に還元して

衰えている地力を回復して農業の振興も企る方針と聞い

た.会議は次の様な sessionが順次行なわれた.

(1)総説(1 ) 廃水処理と再利用の現在技術 (6件〉

廃水処理と汚泥処分の現状と衛生上の問題点，放射線

処理の必要性と研究状況などについて紹介があったが，

筆者にとっては南アフ リカから発表された下水の再利用

を目的とした新しいパイロッ トプラン トが地坂的必要に

せまられた実際的な設計と恩われて興味深かった.
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(II)総説(2 ) 微生物体の放射線敏感性 (2件)

細菌について日本のラジウム温泉から発見された放射

線耐性の著しい菌の研究を中心に紹介され(矢野)，ビ

ーノレスについては米国 M.1. T.の研究を中心に紹介が

あった (Sinskey).今のと乙ろ有害な徴生物で放射線に

強いものは見出されていないが，遺伝子の中の放射線耐

性因子が個体問でやりとりされ得るかどうかが問題の様

で，今後基礎的研究が活発化する分野と見受けた.

(m)粒菌と微生物学的制御 (8件)

廃水または汚泥を捜持しながら低エネノレギー電子で、殺

菌する工学的研究が西独から発表され (Holl)， 乙の場

合微生物は断続的に高線量平で照射を受けるととになる

が同じ線量のγ線照射と比べて殺菌効果はむしろ良い.

乙のほか放射線殺菌に対する温度や酸素の効果について

生物学的研究が米国から 3件， スイスから 1件発表され

γ線殺菌プラントの計画の説明が二，三あった.

(町)水質汚濁物質の物理的化学的変換 (8件〉

まずスイスの Hoigr止 による関連する放射線化学の

紹介 (review)があった後，ユーゴの Mieieらによる

フェノーノレの連鎖的酸化分解について発表があったが，

実用的には可能性の指摘にとどま る.ノレーマニヤの Fiti

は(欠席したが予稿によると〉フェノーノレが無酸素状態

で電子照射すると重合して沈殿する (G値約10)と言っ

ている.

また Rohrer(米)， Piccinini (伊)， Cappodona(伊〉

および Vollner(西独〉よ りそれぞれ LAS洗剤と Pa-

rathion，染料，各種廃水成分および有機塩素化合物に

ついて，水溶液中でのγ線分解の実験報告があった.

LASは微生物分解性洗剤と言はれているが， 実際には

分解速度が充分でない乙とが米国でも問題になって来て

いる.Hoigneは酸化分解なら放射線による OHラジ

カノレを使わなくてもオゾンをアノレカリと作用させれば

OHラジカノレが生成するととを radicalscavengerとの

反応速度の相対値を放射線の場合と比較するととによっ

て確認し，乙 の方が 60CO使うより経済的であると主張

した.しかし加速器を使う場合との比較は微妙の様であ

る.

(V)技術的 ・経済的状勢(9件〉

線源の選択による処理コストの比較が主題となった.

60CO K.比較して 187CSはやや経済的であるが，Fission 

Productの混合物は燃料の補充の事などを考慮すると割

高になる様である.“冷却中"の SpentFuel利用は一

定流量の廃水を定常的に処理しようとする場合は設備投

資などを考えると割高であるが，線量率が変動しても積

算線量が有効に生かせる場合は 60COより有利になる と

考える人が多かった.

一方，大容量の加速器を製作して線源コストを下げる

とともに，できるだけ低いエネノレギーの電子線で廃水や

汚泥を処理する技術を研究して遮蔽コストを下げようと

する方向が.米国と西独の加速器メーカーによって示さ

れた.

(羽)パイ ロットプラントの設計と運転経験 (10件)

ハンガリー，ソ連，および米国から各 1件の中規模試

験の報告の他はすべて前記 Geiselbullachのプラン トに

関する報告であった.いずれもγ線によるもので加速器

による研究は各国ともまだごく小規模の様である.

Hay (米)は染料を含む廃水を活性炭層を通過させな

がら照射するプラン トを発表した.酸素を通じながら照

射すると活性炭の再生処理が必要でなくなると言われ，

比較的低濃度の廃水処理に適し，濃度などの変動lζ対し

ても対処し易い方法として注目される.

Geiselbullach については，設計，運転，コスト計算，

線量測定，殺菌効果，肥料効果などの観点からの報告が

あり，順調に稼動しているとの事であった.

(W)非液体廃棄物の放射線処理 (7件〉

イスラエノレよ り固体廃棄物の処理法の現状 (review)

と放射線殺菌の実用性について報告があり，西独から汚

泥の飼料化について研究報告があった他は日本からの発

表であった.即ち鍵谷教授より殺虫剤のスプレー缶中の

塩化ビニーjレの固定と，原研(高崎)で研究されて実用

化している廃テフロンの再利用プロセスについて報告が

あり ，原研と荏原製作所の共同研究である排ガスの放射

線処理に関して主として技術的な面を河邑が，反応の面

を鷲野が発表した.

(咽)Panelerによる各 sessionの総括と質問・討論

乙の Synposiumで発表された論文 ・討論などは近く

1 A. E. A.から出版される予定である.

(原研高崎鷲野正光〉
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。第22回理事会

昭和50年4月3日午後5時30分より 日本原子力研究所

本部第二会議室にて，役員19名出席のもとに開催された，

事業経過報告後， 昭和49年度決算報告および昭和50年

度予算案，事業案を承認，本年度放射線化学討論会の件，

第 6回ICRR大会準備委員会に関する件， 本会創立10周

年記念事業の件， 本年度役員候補選考の件について討議

された.

また，次のような新入，退会会員が承認された.

入会者

〔正会員 8名〉

平山文夫，須永博美，長井武司，佐藤広昭，大江雅男，

辻正治，後藤誠司，北丸竜三.

(学生会員 4名〕

嶋森洋，上野巧，伊藤健二，江草茂則.

退会者

〈賛助会員 1件〕

昭和電工株式会社 (1口)

〈正会員 7名〉

田中義光，今村重祥，浜中清志，今村力造，清水義弘

平山昌甫， NYOKOSAI-HON. 

会員言卜報

正会員住木諭介氏逝去の報lζ接しました.本会は乙乙

に謹んで哀悼の意を表します.

。昭和49年度会計報告

<収入の部>

賛 助 会費 780，000 

個 人 グ 436，100 

雑 収 入 315，750 

銀 行 利 息 12，442 

繰越金 307，153 

1，851，445 

く支出の部>

事務費 99，890 

通信費 42，675 

印 刷費 1，241，500 

会議費 111，992 

会誌発行費 108，910 

連絡費 13，625 

討論会補助当 28，000 

繰越金 204，853 

1，851，445 

学会基金 1，000，000 

111 

。第11回通常総会

昭和50年4月4日，日本化学会第32春季年会J会場

(明治大学するが台校舎)Iとて開催され，今村副会長司

会のもとに昭和49年度経過報告および会計報告，昭和50

年度役員選出，予算案を討議し，承認可決された

。昭和50年度役員

会長 近藤正春

副会長東村武信，篠崎善治.

理事石樽顕吉，西川勝，北丸竜三，志田忠正，長

谷博文，林晃一郎，入江正浩，桑田敬治，増

田高広，山崎秀郎，市川隆久，笛木賢二，柏

原久二，吉田宏，吉原賢二，小川禎一郎，松

井正夫，荒木邦夫，林香苗，大野新一， 相根

典男，早川浄，山内愛造，仲川動，阿部茂，

進藤幸太郎，袴田孝一.

監 事後藤田正夫，今村昌.

。事務局移転

日本放射線化学会事務局は昭和50年 6月1日をもって

日本原子力研究所大阪研究所内よ り下記に移転しました

大阪大学産業科学研究所林研究室内

大阪府吹田市大字山田上(〒565)

電話06(877)5111 (内線3481)

振替口座大阪 316558 

。昭和50年度予算

く収入の部>

会員正会員 (350名)350，000 

学生グ (30名) 15，000 

賛助グ (80名)800，000 

雑収入 350，000 

繰越金 128，268 

1，643，268 

く支出の部>

事務費 150，000 

通信費 100，000 

印 刷費 1，000，000 

会 議 費 100，000 

会誌発行費 140，000 

連 絡 費 50，000 

討論会補助 30，000 

予備金 73，268 

1，643，268 

学会基金 1，000，000 
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本

賛助会員

名

メL
~ 

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

鐘淵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

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

電気化学工業株式会社中央研究所

会

日本エレ ク卜ロキュア株式会社平塚技術センタ 一

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 ボノレテ 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

- 76ー

名 簿

所 在 地

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

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 新阪急ビソレ

大阪市北区小深町3-1阪急ターミナノレビノレ

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

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

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

茨城県邪珂郡東海村

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霞ヶ関ヒソレ内

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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