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ほんとうの意味の放射線化学

波多野 博 行*

化学は純粋な単体や化合物に関する知識の体系であ

る.世の中に純粋な化合物など有り得ないのに，われわ

れは恰かも純粋な化合物が有り得るかのような顔をして

それについて詳しくかっ正確に記述しようとする.これ

は物理学が標準状態を基にしていろいろな物性を記述し

ようとするのに似ている.ところで，そうだとすれば放

射線化学はそういう意味での化学に仲間入りできるであ

ろうか.放射線を照射された系は甚だ複雑な化合物より

成る混合物である.元のままで変化していないようにみ

える化合物から，すっかり変化してしまった化合物に至

るまで，その間に種々の変化の中間体が含まれている.

このような複雑な系を対象にして如何に正確な物理化学

的測定を行っても，果してそれは化学の知識体系とな り

得るものであろうか，と筆者は常に不安にかられてい

る.

励起分子を測るのに種々の領域の分光学的手法を用い

るが，果してこれが測るべき対象をよく捕え得ているで

あろうか.イオンを測るのに質量分析計を用いても，本

当にその放射線によるイオン化を窺い知ることができる

のであろうか.ラジカルの ESRスペクトルを測定し得

たとしても，それは所詮幾多の種類のラジカルのスペク

トルの混ったものにすぎないではないか.そしてまた，

ガスクロマトグラフィーで分解生成物を分析して，たと

えストイキオメトリーが成立しても，それは放射線の化

学的作用の単なる後始末をしたにすぎないではないか.

こうし〉う疑問を抱きながらわれわれの周辺を眺みてみ

ると，如何に化学らしからぬ化学が多いかに驚かされ

る.例えば，こんなに発達した高分子化学の分野に就い

てみても，未だに重合度nの化合物と n+1の化合物と

の区別についての記載は，甚だ乏しいのではなかろう

か.また，アミノ酸の結合順序がただ一つ異るだけで著

しい生物活性が出現したり失われたりするのも，まさに

このような純粋な化合物の化学，化学らしい化学の知識

体系が要求されていることを示している.

よくわれわれが耳にする言葉に「その問題はもう解決

されたから，その分野はもうやることはなくなったよ」

ホ京都大学理学部化学教室教授

という のがある.とんでもない話である.このような言

葉は，その科学者の不遜と怠慢を示すほか何物でもない

言葉である.

話を放射線化学に戻そう.放射線を照射された系の中

に存在する幾多の活性種，それらを一つ一つ純粋に単離

して一一それは決してなま易しい事ではないーーそのそ

れぞれに就いて，定性的定量的に正確な記述をすること

なくして放射線化学は有り得ない.こうしてみると，放

射線化学は未だ緒に就いたばかりであると思われる.幸

い最近の化学的方法論の進歩は目を見張るものがあり，

これらはいずれも放射線化学の進歩に著しく貢献するで

あろうことは目に見えている.

卑近な例をあげよう .ラジカルの標準物質としてよ く

用いられる DPPH，あれは筆者の経験では全く汚い混合

物である.I/リカカラムを用いてカラムクロマトグラブ

ィーで分離してみると本来のラジカルの他に少なくとも

2つの不純物を含んでいる。 したがって DPPHに関す

る記述はこれらの不純物を除いてからでないと正確は期

し得ない.

きて，ここで将来の放射線化学に目を向けてみよう.

放射線化学を志向しておられる会員は，大きく分けて二

つに分けられる.その一つは，放射線を一つの手段とし

て純粋な化合物に関する知識を体系化しようとする立場

にある人達である.もう一つは，純粋な化合物と放射線

のエネルギーとの相互作用の本体を探ろうとする立場に

ある人達である.前者は如何にも正統派的にみえるけれ

ども，放射線化学としてはそうとはいえない.放射線化

学の正統的アプローチは，やはり後者であるべきだと筆

者は考える.ただそれが，本当の意味の化学として体系

づけられるためには，今述べた純粋な化合物を対象とし

たものでなければならない.

近く，いよいよ待望の放射線研究会議が日本で聞かれ

る.放射線生物学の諸問題はきて置くとして，放射線化

学の分野において，放射線化学者が自分の置かれている

立場を充分に理解してこの会議に臨み，放射線化学の地

歩を踏み誤らないようにすることが強く望まれる.
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〔展 望〕

電子線照射の電線への応用

1. まえがき

我国の電子線照射の工業的利用の歴史は， 1955年の放

射線高分子化学研究懇話会の発足からはじまろう. 1960 

年頃から，民間会社でも電子線加速機をもちはじめた.

当時の会社の自のっけ所は，化繊関係がグラフト重合に

よる繊維の改質，化学関係が合成・ 重合への応用，加工

メーカーが架橋反応の利用だったように思う.このうち

グラフト重合や合成への応用は，早期の工業化に成功せ

ず，架橋反応の利用のみが工業化に成功した.その中で

も，架橋ポリエチレンフィルムの食品包装への利用は，

そのヒートレール性と耐熱性の良さで大きく伸びかけた

が，その後積層フィルムの加工技術がすすみ，酸素や水

の遮断皮膜と，耐熱高強度皮膜と，熱融着皮膜をそれぞ

れ別の材料でつくれるようになって後退した.順調にの

びて来たのが，電線絶縁材料の架橋であろう.

1960年代後半には，全体としては反省期に入ったとい

うか，製品開発は低調となった.その中で電線関係は細

線を中心に伸びつづけた.電線メーカ一所有電子線加速

機は， 1969年にはまだ 1社 3台だったが， 1977年には10

社17台とふえた.又， 1960年代後半には，学会誌等にの

る電子線照射をとりあつかった文献は減った.しかし，

1976年にフ.エルトリコで「第 1回」国際照射プロセス会

議が開催されたことに象徴されるように，ここ数年来，

従来の熱処理にかわる省エネルギー無公害プロセ スとし

て電子線照射が再び脚光をあびてきた.

電子線架橋電線は，すでに工業化しているとはいうも

のの，学問的にも工業的にも，まだまだ未解決の問題を

かかえている.それらの問題点を以下に展望してみた

し〉

2. ポリエチレンの各種架橋方法比較

電線用架橋ポリエチレンの架橋方法としては，大きく

Application of Irradiation Process for Wiresand Cables 

志賀徹也* 小島慶一**

わけて，有機ペルオキレドを使う方法と，反応基を主鎖

に導入する方法と，放射線を使う方法とが実用化されて

いる.ペルオキレドとしては，主としてジクミルペルオ

キレドが用いられ，通常 2，.....， 3%添加される. これを押

しだし被覆したのち加熱し，架橋反応をおこさすが，こ

の加熱方法として，従来の水蒸気の他に，赤外線加熱や

管壁からの直接伝熱，高風速の加熱ガスによる加熱等が

最近実用化されているが，ここでは詳細は略す.反応基

の導入は，そのあと，再び架橋剤を入れて加熱するので

は，工業的意味が小さくなるが，最近ピニルトリ メトキ

レレランをグラフトさせたポリエチレンを成形後水につ

けて，拡散して入る水分と反応させて架橋する方法が開

発されて一部実用化されている.この 3種の架橋方法に

ついて，電線用に用いる場合の得失を表 1に示した.結

表 1 ポリエチレン架橋方法比較

名称

架橋

照射架橋

斉

材料費(円/匂〉 200 

化学架橋

もノ ク jレ

ペルオキレド

270 

水 架 橋

ピニルトリ

メトキレレ
ラン

550 

単位設備費大 中 小

架 橋 速 度 高 中 低

高圧ケープル用問題あり 適 生産性悪

局，レラングラフトポリエチレンの水架橋は，設備費は

安いが材料費が高く，少量生産向きであり，照射架橋は

設備費は高いが材料費が安 く，加工速度が速いため，大

量生産向きであると言える.しかし現実には，照射は低

圧の細もの電線にしか実用化されていない.この理由に

ついては，次にのべる.

3. ポリエチレンの種類と架橋助剤

電子線架橋用のポリエチレンとしては， どのようなも

* Tetsuya SHIGA 住友電気工業株式会社研究開発本部 主幹部員

〈経 歴) S32年京大工化卒，同年住友電工入社後，高分子絶縁材料研究に従事.

大阪市此花区島屋 1丁目 1の3住友電工 (06-461-1031) (趣 味〉読書 ・囲碁

紳 KeiichiKOGIMA 住友電気工業株式会社研究開発本部技師

(専

(経歴) S40年東大工化卒，同年住友電工入社後，高分子絶縁材料研究に従事. (専

大阪市此花区島屋 1丁目 1の 3住友電工 (06-461-1031) (趣 味)囲碁 ・マージマン

門)絶縁材料 (連絡先)

門)絶縁材料(連絡先)
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のが好ましいかというと，まず結品性の高いものよりも

低いものの方が架橋しやすい.極端な所で，ポリエチレ

ンの単結晶に照射し，表面のおりたたみ部をオゾンで酸

化切断し， GPCで分子量をチェックした所，架橋は結

晶内ではまったくおこっておらず，表面のおりたたみ部

のみが架橋していることがわかったれ.高密度ポリエチ

レンより低密度ポリエチレンが，更にはエチレンー酢酸

ピニル共重合体が架橋しやすい.又，分子量は大きいほ

どいい.分子量のかかわり にメルトインデックスでしめ

すと，グル分70%を得るのに，メルトインデックス0.2，

2， 20のポリエチレンで，それぞれ15，20， 25 MRAD必

要だった.同一メルトインデックスでは，分子量分布の

広い方がゲルが出来やすいが，加熱変形には差がなく，

クレー等充填剤を入れると，グル分はかわらぬが，加熱

変形にはきく，という結果になる2)

架橋助剤については，グリフィン等により 1957年に広

範な検討がなされ， 日本でも特許化されたお.特許請求

の範囲は「ジピニルペンゼン，ポリエチレングリコール

ジアクリレート類，同じ くジメタクリレート類，ピニル

アクリレート，ピニルメタクリレート，アリルメタクリ

レート，ジピニルエーテル類，ジアリルマレエー卜，ジ

アリルイタコネー卜，ジアリノレマロネート，ジアリルベ

ンゼンフォスフォネート， トリアリルブォスフェー卜，

トリアリルレアヌレート， ，グ リセリルトリメタクリレ

ートおよびそれらの近縁同族体である多官応性単量体を

混合して高エネルギー照射して架橋する」というもので

ある.具体例のーっとしては，低密度ポリエチレンにジ

ピニルぺンゼン 5.4%配合した時， 0.25 Mrepの照射で

不溶化〈ゲル分 17.1%)になったのに対し， 無添加ポ

リエチレンは， 10 Mrepでよ うやく不溶化(ゲル分6.2

%)した例があげられている.ただし，この同じ例で，

グル分70%以上を得るためには，ジピニルぺンゼンの有

無にかかわらず50Mrepが必要とも記述されている.

低ゲル分率の不溶化が狙いの発泡ポリエチレン等への

応用の場合，架橋助剤を用いることで大巾に照射線量を

下げることが出来るが，架橋ポリエチレン電線の場合の

加熱変形試験の規格にしばられて，ゲル分率70~ぢ以上を

狙わねばならない時は，あまり大巾な線量ダウンは架橋

助剤に期待できない.高高弘---Ya位のものである.

以上の例は多官能性化合物だったが，単官能性の場合

は，アクリル酸では架橋効果があるが，スチレン，酢酸

ピニル，アクリル酸エステルでは，単にグラフトがおこ

るのみである.この理由として Charlsbyらはカチオン

ラジカルによる連鎖反応を考えたが4) Silverman ら

は，アクリル酸が 2分子会合し，二官能性モノマーにな

ったか，又はグラフト後の脱水縮合による架橋点という

イメージをえがいたお.

その他にも各種架橋助剤が特許等で提案されているが

実用的にはグリフィンの特許で充分であるので省略す

る.

4. 照射と内部蓄積電荷

電子線照射架橋は，高エネルギー放射線架橋としての

側面と同時に，電子の強制的注入という側面をもっ.こ

の電子の強制注入という側面を眼で見せてくれるのが，

内部蓄積電荷の自己放電によるツリー状放電痕の発生で

ある. 1958年に Grossは，19 mm厚メチルメタクリレー

ト板に 1MeVの電子線を照射して検討している. ビー

ムの電流と時間より材料への入射電荷量を求め，試料裏

面につないだコンデンサー電圧より“releasecharge" 

を求めているが，入射電荷量5X 10-5クーロン以上では，

release chargeは2X 10-5クーロンとほぼ飽和一定値を

示した.又，照射後針アースをたてて材料がツ リー状放

電痕を残して破壊する時に流れる電流は4.4---5. 2 x 10-6 

クーロンであった6) 最近では松岡らわが，厚さ10仰の

低密度ポリエチレンに， 1.75 MeVの電子線を0.44μA

/cm2で90秒照射したが 6枚中 4枚は 8----16秒で破壊し

た.ツリーの広がりは 8.9棚の位置に局在していた.こ

の時の条件を入れて連続方程式とポアッソンの方程式を

数値解析し， 10秒照射後最大電位傾度は2.8MV /cm，電

子は9.4mmの位置で、最大蓄積量2.1X1022ケ/cm3に達する

計算となった.この計算の過程で，内部蓄積電荷による

破壊は，照射電子のエネル年一の他に厚きや電気伝導度

が大きく影響することがわかった.

この電気伝導度，又は体積固有抵抗というものも，仲

々一筋縄では測れない.天川らは1964年に，照射架橋ポ

リエチレンの20---25μmのフィルム状試料で測定してい

るが，その固有抵抗の温度依存性に異常は認めなかった

が. 1966年に Yahagiらは， 0.5mmのポリエチレンレー

トに770Kで1.5 Me V 300 MRAD照射し， DC90V印加

後 20G/分で昇温し， いわゆる熱刺激電流を求め， 低密

度ポリエチレンでは2000Kで，高密度ポリエチレンでは

2500Kで電流のピークを認めた.叉，電子線照射後，r 

線照射することにより流れる電流が， 100
0

Cでアニール

する事によりかわることから， トラップ電子が存在する

ことと， 1000Cアニールでそれが消失する事を論じたい.

1969年に辻らは 1棚ポリエチレン νートの絶縁抵抗温度

依存性を測定し，融点近傍で，図 1，図 2のような異常

を認めた10) 研究者により観測事実が異なっている最

大要因は試料の厚きの差であった.

以上のデータはいずれも電子線架橋ポリエチレンをと

りあつかったものであるが，r照射のポリエチレンにつ
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図1 電子線照射架橋ポリエチレン 1mmレートの見かけ
の固有抵抗異常10)
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図2 電子線照射ポリエチレンの誘電正接の異常10)

いての方が基礎的研究は多い.r線照射のみの場合につ

いては，ホッピングモデルやバンド理論が適用され，そ

の熱刺激電流や熱発光については相当な理解に達してい

るようだ.一例として家田らの検討では20"-'25μmの高

密度ポリエチレン(密度0.960) と低密度ポリエチレン

(密度0.924) のフィルムに C060でT線 8MRAD照射

した試料を用い， 80
0

Cでの電流-電圧特性より，ホッピ

ングモデルでの挑躍距離としてHDPEで540土 60A，

LDPEで 120::i:20Aという値を得た28) 叉，融点近傍

での熱発光より，キ ャリアは結晶と非品部の界面付近に

捕獲され，そのエネルギー的深さは， 0.7土0.1MeVと

計算している29)

電子線照射の場合，特に厚肉絶縁材料の場合には，r 

線照射と同じく，バンド理論等で説明しうる部分の他

に，入射したまま出てこない電子が，材料中にいわゆる

スペースチャージとして残っている事によりおこる現象

もあるはずである.これについてのわかりやすい説明は

まだないようである.

この他にポリエチレンの体積固有抵抗は，電位傾度に

よってもかわる.厚肉の架橋ポリエチレンの実測値とし

て山田ら11>の 3"-'23棚厚， 10"-'100K V /仰の値をしめ

しておくと，電流一時間特性が一応おちついた30分後の

値で，たとえば600Cの場合，10KV/lIImの時 3X1016，n-

cm100K V /仰の時， 3 X1013，n一cmと3桁も固有抵抗がか

わるのである.

5. 高圧電力ケーブルへの応用検討

内部蓄積電荷が，ツリー状の放電孔を残して自己放電

しては勿論高圧絶縁材料としては使えない.最近では，

アメ リカで 3.21/111!絶縁厚の照射架橋ポリエチレン絶縁多

心ケープルに放電孔があったことがわかって92焔長のケ

ープルをと りかえたというニュースがある12)

このような目視可能な放電孔はなくとも， AC破壊値

の低下は観測される. その例を図 3に示す13) こまっ
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図3 照射PEの破壊電圧13)

た事にこのような内部蓄積電荷問題は厚肉の絶縁材料に

よる実験でないとわからない.照射ポリエチレンの破壊

電圧と言えば， 1955年の Starkら14)の材料のヤング率

と破壊電圧をむすびつけたいわゆる MechanicalBreak 

down Theoryの例を思いだして，むしろ照射により破

壊電圧は良くなると思っている人が多い.薄いフ ィルム

ではたしかにその通りだが，厚肉になるとかわ ってく
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る.別に内部放電孔が出来ていなくても下るのである.

高圧絶縁用に照射架橋ポリエチレンを応用しようと

し，この内部蓄積電荷を実用上問題ない程度まで下げる

検討が種々こころみられている.以下にその例を示す.

(a)照射線量の低下 ;先にのぺた架橋助剤を添加し，同

一の架橋度を得るための照射線量を下げると，その分だ

け，内部電荷も減る.ただし， ポリエチレンは架橋助剤

をプルームさせやすく ，助剤として有効な量まで添加す

るためには，エチレン酢酸ピニル共重合体をプレンドす

る等のプルーム防止の配慮を必要とする.これらはいず

れも極性基をもっており ，架橋ポリエチレンの低誘電損

失という特徴をそこなう傾向にある.

(b)高温処理;図 3にしめしたように，材料を高温にし

て絶縁抵抗をさげることはAC破壊電圧改善に効果があ

る.しかし，完全にこれをおこなうには，図1， 2にし

めしたように，材料を融点以上に加熱する必要があり，

化学架橋と似た設備が必要となるが，それならはじめか

ら化学架橋にした方が良いという事になる.内部蓄積電

荷を融点以下の温度で逃がすには非常に時間がかかる.

又，加熱しながら照射するという方法もあるが，照射に

よる材料温度の上昇もあり，コントロールがむつかし

く，照射により発生する水素ガスによるポイドを生じや

すい.現状の作業としては，むしろ水冷しながら照射し

てボイド発生をおさえる操作をしているの?が 普通であ

る.

(c)高エネルギー電子線の利用;必要な絶縁厚を楽に透

過させる高エネルギー電子線を使用すれば，内部蓄積電

荷による自己放電はおこさずにすむ.しかし， 1 fll1I/.厚に

2MeVで，すでに絶縁抵抗異常がおこっている事から

みて，実際上は難しいと思う.アメリカでは，7MeVの

加速器で230KV級ケープルの試作計画がある.

(d)多方向照射 ;太い電線を一方向から照射しようとす

ると，導体の影の部分は照射できないし，導体の接線方

向で，電子線が突き抜けねばならぬ距離は長くなる.実

際自己放電は，照射方向に900の横方向におこりやすい.

このため，磁石によって電子線を電線の中心方向にまげ

て一様に照射できる図 4の設備を作った15)が， このサ

ーキュラーマグネッ ト方式は，その後の検討により内部

蓄積電荷による自己放電もおこしにくくする効果もある

ことがわかった.同じく ，左右からの同時照射や短時間

内の交互照射でも内部蓄積電荷はへるとも報告されてい

る16)

以上のような方法のいくつかを併用して 6.6KV22 

sqfll1l/.の電力ケープルが試作された17) 架橋助剤として

三重結合を有する多官能性モノマーを使用し，照射前予

備加熱 2方向照射等の併用で表 2の性能ケープルが得

放出窓

; m~ ( \州\~:

図4 サーキュラーマグネット方式15)

表2 電子線架橋高圧電力ケープルの特性17)

ケープ.ル仕様 6. 6K V 22 fll1I/. 2 

内径 5.5棚 外径 13.5fll11/.

内部導電層押出し型 0.8fll11/.厚さ

、 ミ¥¥ケーフ・ル 電子線架橋 (比 較)

項目 ¥¥照々 ¥を¥を
ケープルケープル

水蒸気架橋A B 
1.5MeVI1.5MeV ケー プル
15Mrad I 27Mrad 

A・C破壊電圧(KV)I 
Imp破壊 電 圧(KV)I 

体積固有抵抗(.n-ω 1
5
.~ぷ 7 1

1
・お712X日

誘 電 率 I2. 47 1 2. 32 I 2.3 

誘電 正 接 ω 10.23 I 0.02 I 0.02 

グ ル分率初)1 7ω 171-81 I 78 

加熱変形率 (%) 1 20 

引張強さ作山2) I 1. 96 I 1. 81 1 2.1 

伸 ぴ ω | 510 

96 

(1500C 4日 ) 伸び 91 86 98 

ミクポ(イド〉(個/g) I 
5-15μ 

られたという .表中ケープルAは架橋助剤を含んでいる

もので，誘電損失が大きい.架橋助剤を含まぬケープル

Aは，同程度の加熱変形を得るために，必要線量が大き

くなっており， ACの破壊値が低い.しかし更に検討を

進めれば，実用化可能と思われ，将来に希望はもてる.
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6. PVCの照射架橋と電線

PVCは以前は照射崩壊型ポリマーといわれていた.

たしかにPVC単独に照射すると，実用的架橋度をうる

ためには， 30----100 MRADを必要とし，架橋と同時に脱

塩酸からボリエン構造の生成，それによる着色および耐

熱老化性の低下という問題があり，実用化出来ない.

Atchisonは1961年，無可塑PVCの1.811111tνートに空

中で8MRAD照射し，大気中での半減期が4.5，63，1630

時間という 3種のラジカルが存在する事を知った18)

Royは， PVC粉に 770Kで真空中 C060で8MRAD照

射して，約 1X 1018ケ/gのラジカルをみとめ， これが

やはり 800Cでの半減期として 28，345， 6500分の 3種の

ものがあることと，各ラジカル種の消滅までに，ラジカ

ル1ケあたり，それぞれ 26，51. 126ケの脱塩酸がおこ

る事を報告した19) 照射後， 真空中におく と，ラジ カ

ル濃度はへらず，着色はすすむ.空中放置の場合はラジ

カル濃度は減少するが，着色は比較的すくない20) こ

の放置期間中にポリエン構造がふえてくる事が， 220----

700 mμ の可視ー紫外領域の吸収からたしかめうる21)

しかし，難燃性低価格の PVCに耐熱変形性を与える

ことは非常に工業的な魅力がある.パーオキサイドや，

アミン類による化学架橋も一応は可能であるが，加工上

の問題がある.そこで照射架橋の改良方法がいろいろ検

討された.たとえばアンモニアガス中で照射する方法，

水中で照射する方法，照射後真空中加熱， 真空中照射後

溶剤浸漬等々であるが，いずれも実用化されているとは

聞かぬ.結局，多官能性モノマーを添加して照射する方

法のみが実用化している.これは日本では1960年にL • 

C ・ルーペンスらにより特許化された22) この特許の

請求の範囲は， r反応'性エチレン結合を有する官能基を

2つ以上有する可塑化性多官能添加物を PVC，又は塩

化ピニル共重合物に配合して照射する」とな っている.

文 Millerらは1959年に PVC60部， D 0 P 40部，安

定剤 3部の軟質PVCコンパウンドに照射した場合，架

橋助剤なしでは20MRADでゲル分8%だったのが，ポ

リエチレングリコールジメタクリレート 10~ぢ添加では l

MRAD でグル分率 29~ぢ， 10 MRADでゲル分率50%と

なり，同じ架橋助剤20%添加では 1MRADですでにゲ

ル分率55~ちになったと報告している.この架橋の機構と

しては， Salmonら24】は， トリエチレングリ エールジ メ

タクリレート 50部添加PVCの場合，わずか0.1MRAD 

で 90%以上のモノマーが重合し， 1 MRADで不飽和基

が初期の20%にへると共に PVCの52%が架橋してみか

けのゲル分67~ちとなり，更に10 MRADでは，モノマー

の不飽和基がほぼ完全に消失してゲル分90%になった事

により，照射初期には線状にジメタクリレートがPVC

にグラフト重合し，次にこのグラフト重合技中の残存メ

タクリレート同志が結合していくという機構を示した.

なお架橋助剤としては， トリメチロールプロパントリア

クリレート〉卜リエチレングリコールジメタクリレート

>n-プチルメタクリレートの順に， グル生成速度がは

やい事も報告している.

照射PVCの電線への応用は，我国では1965年に泉ら

25)により報告されたのが最初であろう . その後， その

難燃性と，耐熱変形性をかわれ，照射ポリエチレンと共

に，電子機器の内部配線用として広く使用されるように

なって来た.アメリカでは， 1969年にはすでに1.5X105

胸の架橋PVCのHookup wireが使用されており 26】.

最近では，電話交換機用 PVC絶縁綿糸外装線の照射P

VCへの転換がはかられている27) 日本でもこの用途

への応用検討がすすめられている.電話交換機用電線

は，ラッピングワイヤと称され，端子への接続方法とし

て，四角柱にまきつけるだけの図 4のような，いわゆる

図4 ラッピング接続

与
........iWIST 
ANGLE 
+ 

__ END 
TURN 

CENTER 
TURNS 

ラッピング接続方法がとられる.この作業には配線の合

理化と スピードア ップのため，自動ラッピング機が使用

される.電線としては， 導体径 O.26----0. 50mm， 絶縁厚

0.15----0.25仰という薄肉細線であるが，機械的に丈夫な

ことが要求される.従来は，軟質PVCの外側に綿糸を

まいて補強したり，フッ素系樹脂を使用したりしていた

が，架橋助剤入りの PVCを照射して架橋硬化すること

により ，軟質PVCの耐カットスルー性，耐磨耗性等の
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機械的強度を大巾に改善することが出来るので，従来の

綿糸やナイロンの補強が不必要になるだろうという意図

である.

7. おわりに

現在，工業的に稼動している電子線加速機は，他業界

に比して電線業界が圧倒的に多いといわれ，この理由を

時々きかされることがある.これについての感想をのぺ

る.

まず架橋というテーマが，副反応のあまり問題になら

ないという点で，高エネルギー電子線照射にむいていた

と言えるように忠弘 化学反応に必要なエネルギーと言

えば，10'""-'100 eVにすぎない.これに106eVという高

エネルギ一線を使うと，副反応がおこりすぎるので，純

品をとりだしたい合成反応等には，電子線照射は本質的

に不向きである.

次に，特にその初期においては，電線メーカーが，高

電圧のとりあっかいに慣れていた，ということも大きい

要因ではなかったかと思う.開発初期の設備というもの

は，たしかにトラプルをおこしやすい.このトラフ.ルを

大事故とするか，小事故ですますかは，オペレーターの

設備に対するセンスが重要であるが，この点で， 電線メ

ーカーは有利な立場にあった.

文，製品としては，丁度電子機器 ・音響機器の大量生

産への突入時期に，ニードにあった製品を供給できたと

いう事もある.このニードという言葉には， 価格も含

む.たとえば，照射PVCの難燃性，耐カットスルー性

とは，非照射PVCよりははるかにいいが，四フ ッ化樹

脂よりは劣るものであるが，安価なために伸びた.

今後の方向としては，製品範囲の拡大がある.本文中

にものぺたように，現在は電線の中ではごく一部の小サ

イズ低電圧用途の限られた範囲にしか，電子線架橋は適

用されていなし>.この範囲を拡大するためには，電子線

照射の電子注入という側面の物理的化学的意味を今後検

討していかねばならないのではないかと感じている.
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ヘム蛋白質のノわレスラジオリ シス

1 . はじめに

パルス化した高エネルギー放射線によって引き起こさ

れる種々の物理的現象，化学反応をナノ秒あるいはピコ

秒の短時間で追跡する方法は， パルスラジオリレス(パ

ルス放射線分解)法と呼ばれるが，その生化学への応用

が近年精力的に試みられている.

高エネルギー放射線(電子線〉が溶媒である水に当た

ると水和電子 (e-aq) が生じる.へム蛋白質の e-aqによ

る還元反応は，最初に Swal10wられによ ってチトクロ

ーム c (Cyt. C)について研究された.蛋白質を対象と

した電子の移動，すなわち酸化一還元反応には，低分子

同志の反応と比べていくつかの興味ある問題が生じる.

へム蛋白質には電子伝達を行うチトクローム c. 酸素を

貯蔵するミオグロビン，酸素を運搬するヘモグロビンな

どがあり，いずれも生体内において重要な機能をはたし

ている.これらはいずれも図 1に示すようにポルフィリ

図1 ヘモグロビンの3鎖の三次構造

(ペルツ，テンアら.1971) 

Pulse Radiolysis of Hemoproteins 

Koichiro HA  Y ASHI 大阪大学産業科学研究所教授工博

林 晃一郎

ンに鉄が配位したへムを中に含む分子量数万の蛋白質で

ある.放射線により生成する e-aqによるへム蛋白質の

還元反応を模式的に示したのが図 2である 2)3) まずA

Reduction Process of Hemoprotein 

⑨一⑨-⑤-⑨一回
. f!.- A Site For Accepting Electron 

B Channel of Electron Flow 

C Trdp of Electron 

D Conformation Change of ProtE'i n 

図2 へム蛋白質における電子移行の諸過程

の段階で，蛋白質表面に電子の受け渡しを行う特定の場

所 (site)が存在するかどうか，次に B.Cの蛋白質表

面からどのような道すじを通って電子は中心にあるへム

鉄まで移動するか，さらにDとしてへム鉄の原子価の変

化に伴って何時どの位の速さで蛋白質部分の構造が変わ

るか，である.従来の方法ではこれらの過程を区別する

ことは難しく. B. Cに関して(a)特定のアミノ酸による

伝達. (b)水素結合のリレー系.(c)蛋白質の半導体および

トンネル効果.(d)蛋白質から露出しているへム部分の直

接接触，などが考えられている.パルスラジオリレス法

による研究により上記の問題に関して興味ある結果が得

られている.

2. 水和電子との反応

Swal10wら1lは，チトクローム cの e-aqによる還元

反応に関して次の機構を推定した.

A' 
e九q+Cyt.C (Fe3つ-→Cyt.C* (Fe2つ

B' 
-→Cyt.C (Fe2つ (1)

(経歴〉昭和39年京大工学部助教授，昭和43年北大工学部教授，昭和47年阪大産研教授 (専 門〉放射線高分

子化学 (連絡先)干565吹田市山田上阪大産研 (趣味〉旅行
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ここで還元反応 A'の速度は k= 3 r--J 4 X 1010 M-l 

sec-1の拡散律速で， その{直はモデル化合物であるヘミ

ン水溶液の値 k= r--J3 X109 M-l sec-1より 1桁速く ，

さらにへム鉄還元直後の吸収スペクトルは通常の 2価

Cyt. Cと少し異なり，過程B'の還元後の構造変化は数

10マイクロ秒である.すなわち e-aqは.Cyt. Cの表面

に達すれば効率 100%で蛋白質内部を移動し，へム鉄に

捕捉されるのである.モデル化合物よ りも Cyt.Cの方

が還元速度が速いのは衝突面積が大きいからと説明され

る.また e-aqの消滅の時間とへム鉄の還元の時聞が一

致することから蛋白質表面からへム鉄への電子移行は，

実験の時間分解能約100nsecより速いと推定した.すな

わち，図 2のAには特定のsiteはなく. B. Cは律速で

はなく .Dは電子移行より遅いのである.

Wiltingら4)は， 図2のAの過程において e-aqと

Cyt. Cの複合体 [e-aq .… Cyt. C (Fe3つ3の存在を

想定し，この 複合体が Cyt.C*(Fe2つになる反応の速

度定数を 5X106sec-1と求めた.すなわち，蛋白質内部

での電子移動の半減期は約100nsecである.

Kokら5)は，鉄をはずした Cyt.Cである porphyrin-

Cyt. Cの e-aqとの反応を研究し，この反応もまた k=

3 X 1010 M-lsec-lの拡散律速反応で，ボルブィリンの

r叶

アニオンラジカルを与える e-aqは鉄がなくても蛋白質

表面から 100必の効率でポルフィリンに移動するのであ

る.この還元された porphyrin-Cyt.Cは Cyt.C(Fe3つ

を還元するが，その速さ k= 105r--J106M-lsec-lが Cyt.

C (Fe3つと Cyt.C (Fe2っとの電子交換速度とほぼ

等 しいので Cyt.Cにおける電子移行に鉄が関与しなく

ても良い可能性が考えられる.さらに e-aqは Cyt.C 

(Fe2つをさらに還元し，還元速度は r--J1010M-lsec-1 

と変わらず，生成する不安定な中間体は鉄が2価でボル

フィリンはアニオンラジカルであるという.

酸化型ミオグロビン， Mb (Fe3つ (Metmyoglobin)

について，還元反応は k=4. 3X1010 M-1sec-人又図

2のDの過程は半減期後200μsecであることが報告され

ている引 .

我々はへム蛋白質の一種である西洋ワサピペルオキレ

ダーゼ (HRP)について，同様の研究を行ったわ 8)

HRPは，ヘムを含む分子量約 4万6，000の蛋白質で，

H202を取り込んで基質を酸化する酵素である.この酵

素の水溶液のパルスラジオリレスにおける水和電子の吸

収650nmの減表から，反応は 2次反応に従い e-aqに

よる還元速度定数は k= 3 r--J4 X1010M-lsec-lで，拡

散律速であることが分る.図3の(A)はパルス照射により

(8) 。 (C) 
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A : Osci11oscope traces 
B : 100μsecおよび 1msec後の差スペクトル

C:半減期の pH依存性

生成したHRP(Fe2つの吸収437nmと減少したHRP

(Fe3つの吸収405nmを示し， 図3の(B)はパルス照射

後 100μsecおよび 1msec後の差スペクトルである.

H R P (Fe2つの吸収の初期の速い変化はへム鉄の e-aq

による還元を示している.440nmに吸収をもっ図 3の(B)

の差スペク トルは良く知られているHRP (Fe2つ-HR

P (Fe3つのスペクトルと一致している.還元終了後の

ゆっくりした変化は 1次式に従い，また pH依存性を示

し，図 3の(0)に示す様に pH10以上で減速される.半減

期 100μsec程度の遅い変化は，へム鉄の還元に伴う蛋

白質の構造変化によるものと考えられる.

ヘモグロビン (Hb)は図 4に模式的に示す様に 4つの

サプユニッ トからなり，それぞれに 1ケのへムが結合し

ている. ヒト成人のヘモグロビンは 2本のα鎖と 2本の

8鎖からなっている. Hb (Fe3+). すなわちメトヘモグ

ロビンもまたパルス照射によって生じる e-aqによって

- 9ー



還元される， k =5.8 X 1010M-lsec-16).その後半減期

が15μsecおよび200μsecの2つの過程が引き続き起こ

る. 200μsecの変化は Hbのヲ価鉄に配位した水分子が

鉄の還元後へム鉄から離れ，それに伴う蛋白質の構造変

化によるものと考えられる.園 5はこのことを模式的に

示したものである1) 15μsecの変化は，へム鉄の還元

に伴って起こる α， sサフ.ユニットの再配列による 4次

構造変化に基づくものと考えられる.この半減期は， 一

酸化炭素を配位した Hb(Fe2つの光解離後のサフ.ユニ

ット聞の再配列の時間とよい一致を示している9) へそ

グロビンは酸素の運搬体であるが，酸素分子の配位によ

って，その蛋白質の構造が変化する.還元型ヘモグロビ

ンHb(Fe2+)の構造は T-stateと呼ばれ，それに酸素

の配位したオキレ ヘモグロビン Hb(Fe2+ • 02)のそれ

は R-stateと呼ばれる.酸化型ヘモグロ ビン Hb(Fe3つ

は R-stateの構造を取っているといわれている. 上に

述べた15μsecの変化はミオグロビン Mb(Fe3つには

見出されず， α，sサプユニ ットの再配列 によるもの

で， R→ Tの変化に当たる.さらにIlanら10)は，酸素

存在下で Hb(Fe3つを e-aqで還元し，酸素の結合速度

BH BH 
ー

アコ~¥
/ぺ引い/つ

織れ
¥J ↓〆

図 4-A ミオグロビンは，へム基 l個と153個のアミノ

酸からなるポリ ペプチド鎖 1本からできている

f:@p⑧戸¥

図4-8 ヘモグロビンは， 4個のへム基と 141残基から

なる α鎖 1本と146残基の 3鎖 2本，計4本の

ポリペプチド鎖からできている.

〔ディカーソ ン，ガイスによる1970J

BH 
-H20 

H 、O'H e H、OノH

己主> -....FJt・-ーーーーー・..-Fe72+-.ーーーー一 亡今一一SFBdH+ 一-
BH BH 

図5 へそグロビンの e-aqによる還元後の水分子の脱離過程

を測定した. へム鉄が 1つ還元されている Hb(Fe3つ3

(Fe2つに酸素が結合する速度は還元型ヘモグロビンへ

4番目の酸素が付加する反応 [Hb(Fe2+0 2) 3 (Fe2+) + 

02Jの速度より数倍大きく，その理由は，前者がR-state

をとっていることによるという.

Raapら11)は，同様にヘモグロビンの 3鎖のみにCO

を配位させた Hb(Fe3つ2(Fe2+COhの e-aqによる還

元によって得られる Hb(Fe2+) 2 (Fe2+ C Oh へのCO

の配位速度には速い成分と遅い成分が存在し，それぞれ

R-stateにCOが結合する反応と T-stateへの反応であ

ると報告している.また，放射線により部分還元したメ

トヘモグロビン Hb(Fe3つ3(Fe2つ の02との反応性は

(Fe2つ が3鎖である方が α鎖より大きいという 12)

通常の方法では， 1ケのサプユニ ット のみを還元するこ

とは出来ないので，これらの結果はパルスラジオ リレス

法によってはじめて得られるものである.

最近， CNーやN3-を配位させたメト ミオグロビンの

パルスラジオリレスが報告されている 13)

ミミズヘモグロビン (EHb)は，分子量約400万で，図

6に模式的に示す様に数10ケのサフ.ユニットからできて

いて，中心のサプユニット内のへムは，表面から50A以

上埋もれている.図 7は我々 14)が行った EHb(Fe3つ

のパルスラジオリレスの結果で，(A)はパルス照射後の

e-aqの減少を650nmで， EHb(Fe2つの増加を430nm 

で，EHb (Fe3+)の減少を 405nmで追ったもので， (8)は

照射後 20μsecでの差スペクトルを示したものである.

ここで興味あるのは e-aqは照射後 2μsecで消滅してい

るが，へム鉄の還元には 20μsecを要し， EHb (Fe2つ

の生成と EHb(Fe3つの消滅は対応して起こっているこ

とである e-aqが蛋白質表面と接触後ある時閣を経てヘ

- 10ー
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(B)照射後20μsecでの差スペクトル

図7

(A) 

てスーパーオキサイドアニオン 02-を生成する. したが

って， 02-とヘム蛋白質との反応を調べることが出来

る.この方法を用いた例としてスーパーオキサイドディ

スムターゼの研究を挙げることが出来る 17)18) との酵

H+ 
素は各種の金属イオンを含み， 202-一→02+H202の

反応を触媒することが知られている. Sekiら19)は02ー

による Cyt.C(Fe3つの還元を測定し k= ，，-，105M-1 

sec-1の値を得ている.

我々 7)8)はHR P (Fe3+) と02-の反応から直接酸素

化型HR P (Fe2+02)が生成することを見出した.図8

は，少量の酸素(，，-，10-5M)の存在下でのHRP(Fe3つ

のパルスラジオリレスの結果を示す. 図8-{A)は，照射

-11-

ム鉄に到達する可能性を意味している.蛋白質内部の電

子の移動に関して新しい知見を与えるものである.EHb 

(Fe3つ の e-aqの還元に伴うサブ.ユニ ットの解離又は再

配列の現象は， Schnabelら15)によ って開発されたパル

ス照射後の光散乱の測定 (514nm)によって研究され，

約 100μsec程度の速さの現象であることが認められた

14】.そのほかチトクローム P450のパルスラジオリレス

の研究も行われているとい う16)

O2ーとの反応

系に酸素が存在するとパルス照射により生成したピaq

は02をk= 2 X 1010M-1sec-lの速度で速やかに還元し

3. 



420nm 

~90μsec 

.
0
.
0
 

+ (A) 

(B) 

21" _ _3+ 
ル--Fe ・02-Fe 

+ 

(0) 

1 

400 4'20 440 460 480 

n円1

図8 10-5Mの酸素存在下におけるHRPのパルスラジ

オリレス

後20μsecおよび 90μsecでの差スペクトルを示す. 図

8 -(0)との比較より 420nmの吸収はHR P (Fe2+02)， 

Compound IIIと呼ばれるものによるもので， 440 nm 

の吸収は HR P (Fe2+)に基づくものであることが分か

る.図 8-(B)は，照射後10μsecと100μsecとの差ス ペ

クトルを示すもので，この間HRP(Fe2+02)が増加し

続けていることを示す. 図8の結果から (2)式の 速度定

数が，-.....，108M-lsec-lと求められた.

H R P (Fe2+02)の生成の可能性としては(3)および(4)

式も考えられるが，いずれの場合も律速は比較的反応速

度の小さいHRP (Fe2つ+02の反応，k = 4 X104M -l 

sec-1になるので，図 8の結果と一致せず， この場合の

H R P (Fe2+02)の生成は(2)式によるものといえる.

HR  P (Fe3つ+02-→ HR P (F e2 +) + 02 : 

H R P (Fe2つ+02→ HR P (Fe2+02) (3) 

H R P (Fe3つ+e-aq→ HR P (Fe2つ:
HRP(Fe2つ+02→ HR P (Fe2+02) (4) 

しかし，系を酸素で飽和させた場合(酸素濃度 1.2X

1O-3M)には系に H202が生成し，そのため HRPに

H202が反応した化合物 Compound1が生成する.こ

の結果は Bielskiら20)が既に報告している結果と一致

する.この様に02ーとの反応は酸素濃度，ヘム蛋白質の

種類によって機構が異なるのである.

4. おわりに

パルスラジオリレス法は，強い還元力をもっ e-aqを

短時間に反応させることにより通常の方法では得られな

い状態の研究を行うことが出来る.またスーパーオキサ

イドアニオン 02ーは生化学，医学において注目を集めて

いる活性種であって，酸素毒現象や細胞老化等に重要な

役割を果していると考えられている.パルスラジオリレ

ス法の生化学，生物物理学の分野への利用は最近急速に

進歩し，生体系の高速反応の研究は，我が国内外におい

て大いに関心が持たれている21>

本総説執筆に当り討論して頂いた田村守氏および小林

一雄氏に謝意を表します.
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〔解 説〕

固相炭化水素中におけるH原子の反応

1 . 固体有機物の放射線分解におけるH原子の重

要性

炭化水素を放射線照射した際の主な気体生成物は H2

である.また77Kでアルカンを T線照射した際に生成す

るラジカルはすべて C-H結合切断による溶媒ラジカル

であり. C-C結合切断によるラジカルは未だ報告され

ていない.neo-C sH12のような第三級の弱い結合を持

つアルカンの場合.t-C4H9ラジカルが観測されること

があるが，これでも C-C結合切断によらず不純物とH

原子の反応によって生成することが最近明らかになって

いるし幻.3MPガラスを T線照射した際にはC-H切断

やH原子生成は起こらないとする説が以前に提案された

がむ. 3 A節等で述べることからすると現在では根拠に

乏しいと思われる.このことから，固相炭化水素の放射

線分解では C-H結合切断並びに生成したH原子の挙動

は，電子の挙動に劣らず固相放射線化学を理解する上で

重要であると思われる.

高分子の放射線照射効果においても H原子の挙動の重

要性は古くから指摘されている4> また Bacteriophage，

DNA， RNA，や Purine類等の生体物質を低温で放射

線照射した際には捕捉H原子がESRで観測されている

日.生体物質のラジカル生成の際にH原子が重要な役割

をしていると指摘されているが .このように高分子や生

体物質の放射線照射効果を理解する上でも固相における

H原子の挙動は重要であろう .

H原子の反応は化学反応としては，最も簡単なもので

あるから化学反応論的にも， くわしい検討がこれまでな

されて来た.しかし，従来は室温以上の高温で気体，又

は液体中での研究がほとんどであり ，低温固体中での反

応についての研究は手が付けられていないと言える.特

に.r線を用いると低温固体中でも容易に化学反応を起

こすことが可能であり，低温国体中でのH原子の反応

は，化学反応論的にも興味がある.

Reaction of H atom in solid hydrocarbons 

~ 

邑 崎 哲 郎*

きて固相反応，特に固相放射線化学をどうとらえる

か，については二つの考え方がある.一つは固相を気相

・液相の放射線化学の延長線上にあるとみなし，低温固

相は単に気相 ・液相の反応を遅らせる手段とみる.アメ

リカを中心とした欧米の放射線化学の研究にはこの傾向

が強いように感じられる.一方別の見方は，低温固体で

は分子集合体の性質が気相 ・液相以上に顕著に現われる

であろう.従って低温固相の放射線化学には気相 ・液相

のそれとは違った側面を持つ現象も含まれているとみな

す考え方である.我が国の放射線化学の研究者には，こ

の考えをしている人が筆者以外にも何人かおられるよう

に感じられる.これから述べる低温固相におけるH原子

の挙動の研究は，低温固相反応の特異性を追求しながら

進められて来た.

2. 77Kアルカン混合系の放射線分解におけるラ

ジカルの選択的生成

約 6年前，宮崎等はネオペンタンに数%以下のアルカ

ンを添加し， 77KでT線照射すると，溶質アルカンのC

-H結合が切断したラジカルが極めて多量に生成する現

象を発見したわ.図 1aにneo-CSH12だけを77Kr線

照射した時のESRスペクトルを示す.図 1b， cにC

2H6とC3H8を少量入れた場合を示す. C2H6やC3H8

を添加するとスペクトルは neo-CsH12だけの場合に比

ぺ全く異なる.C2HsやC3H7の溶質ラジカルが顕著に

現われる.溶質ラジカルの生成量は放射線のエネルギー

が直接溶質アルカンに吸収されて生成したとする場合に

比べ約 100倍も増感されて生成する.当時，全く独立に

同様な現象がヨーロッパの 2つの研究ク・ループ.によって

見出されていたことが後でお互いにわかった.ベルギー

の Claes等8>はネオヘキサン-iIクロペンタン系にお

いて， スエーデンの Lund等9>はnーデカン-d22-nーデ

カン-h22系において溶質ラジカルの生成量が添加量に

*Tetsuo MIYAZAKI名古屋大学工学部合成化学科助手，理学博士

(経歴)1967年東工大大学院博士課程修了， 1967年名古屋大学工学部助手， 1974'"'-'75年ブラジル ・サンパヴロ大学

原子力研究所で放射線化学の研究指導. (専 門)放射線化学 (連絡先)464名古屋市千種区不老町名古屋大学工学

部合成化学科，電話 (名古屋)781ー5111内線4613(趣 味)水泳
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図 77Kr線照射後のESRスペク トル

A. H原子関与の根拠

(1)溶媒アルカンと溶質アノレ力ンのエ

ネルギーレペルの比較12) 

neo-C5H12 (溶媒を初めに書く

ことにする) -C 2H6又は CaH8

(次に数%以下の溶質を記す〉系を

77Kr線照射すると溶質からのCz

a. H5又はCaH7ラジカルが生成する

i図1参照).neo-C 5H12， C 2H 6 

およびCaH8の第一励起状態のエネ

ルギーレベルは7.9，9.3および 9.0

eVであり 13)溶媒のレベルは溶質

のそれよりも低い.このことから

neo-C 5H12の励起状態から C2H6

又はCaHRへの通常のエネルギー移

動は不可能である.次に neo-C5H 

12， C2H6およびCaH8のイオン化

， c電位を比較するとそれぞれ 10.35.

11.65および11.07eVで、ある14)溶

媒のイオン化電位は溶質のそれより

も低いからne:;-C5H12+からC2H6

← H 又はCaH8への通常の電荷移動は不

可能である.同様な溶媒と溶質問の

a neo-C5H12 (>99.997%)， {}は neo-C5 Hllラジカル;

b. neo-CSHI2-C2H6 (4.8%)， ↓はC2H5ラジカル;

エネルギーレ ベルの逆転現象はTM

B (2， 2， 3， 3-tetramethylbutane) 

-CaH8系， も一C4HI0一CaH8系お

よび c-CaH6-C 2H6系でもみられ

c .. neo-C 5H 12-C 3H 8 (4.9%)， ↓はCaH7ラジカル.

比べて著しく多いことを報告した.この現象の発見当

初，三者とも，溶媒に吸収された放射線のエネルギーが

溶質へ移動して溶質の分解が起こり，溶質ラジカル生成

が増感されると考えた.同じ溶媒ー溶質の組合せで，溶

質ラジカルをESRで測定しているだけではエネルギー

移動説の矛盾点を明らかにすることは出来ず， Lund等

10)や Claes等11>は最近の論文でもこの説を取り上げて

いる.

ネオペンタン系では，ほとんどすべての溶質において

溶質ラジカルが生成する.この性質を利用して種々のア

ルカン，オレフィン，電子・電荷捕捉剤の添加効果の研

究や重水素化物を用いた時の最終生成物の測定や77K固

体の T線照射中の発光測定および光分解の手法の導入を

宮崎等は行った.その結果，次に述べるようにH原子に

よる溶質アルカンからの選択的水素引抜き反応の機構を

提案した.

3. 77Kアルカン混合系における H原子の選択的

水素引抜き反応

る.

(2)オレフィン添加効果1，12)

neo-C 5H12に少量のオレフィン (CaH6，i-C4H8) 

を添加して77Kr線照射するとオレ ブインにH原子が付

加したラジカルが生成する. TMB-C3H6(又は i-C4

H8)系， C-CaH6一C2H4系でもH付加ラジカルが生

ずる.neo-C5H12-C-C6H12 (1mol%)を77Kr線照

射すると c-C6Hllラジカルが生成する.この系にさら

にCaH6を加えると c-C6Hllラジカル生成が押さえら

れ， CaH7ラジカルが相補的に増加する.これらの事は

アルカン混合系における溶質ラジカノレ生成がエネルギー

移動やラジカルサイト移動では説明出来ず，H原子が関

与していることを示す.

(3}neo-C 5H12-i-C4H9D混合系の77K放射線分解1) 

neo-C5HIZ-i-C4H9D (2 %)を77Kr線分解した

時に生成する水素は H2(60%)とHD(40%)から成

っている.もしエネルギー移動が起こり ，i-C4H9Dの

C-C結合が切断するならば， D2が生成するはずであり

実験値と異なる.また， もし neo-C5Hl1ラジカルが系
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内を動いて i-C4H9Dと反応して t-C4H9ラジカルを

生成するならばH Dは生成しないはずである.従ってH

Dは.neo-C ::;H12の分解で生じたH原子が i-C4H9D

からDを引抜いて生成したものと言える.

(4:)neo-C 5H 12系での励起トルエン生成と溶質アルキル

ラジカル生成12) 

77Kでアルカンに少量のトルエンを添加すると. r線

照射中に励起トルエン分子からの発光が観測される15)

これはアルカン固体中でトルエンが効率良くエネルギー

を捕捉するためである.neo-C5H12-c-C6H12-Toluene 

系においてESRと発光測定を行うと.c-C6Hllラジ

カル生成と励起トルエン生成とは競争反応ではないこと

がわかった.すなわち，溶質アルキルラジカル生成はエ

ネルギー移動とは無関係であると言える.

(5)Tetramethy lethy lene (T M E)の添加効果16)

neo-C 5H 12中にTMEとC02を入れ. 77K r線照射

するとホールの移動により TME+が生成し， これはE

SRにより観測出来る.neo-C 5H12-C-C 6H12( 1 %) 

-C02(2%)系を77Kで7線照射すると c-C6Hllラジ

カルが生成する. これにTMEを加えるとTME+の生

成が増加するが. c-C6Hllラジカル生成には影響を与

えない.このことから溶質アルキルラジカル生成にはカ

チオン種に関与していないと言える.同様なTME添加

効果を最近岩崎等は 4Kで行い， 加藤等16)の結論を再

確認している 17)

(6)H原子による選択的な水索引抜き反応1，2，18)

以上の議論からH原子の役割が重要であると思われる

が，これをさらに証明するために neo-C5 H 12-Alkane 

系にHIを少量加え.77Kで紫外線照射した. H 1の光

分解で生じたH原子は溶質アルカンと選択的に反応し，

溶質アルキルラジカルを生成する.同様なことは TMB-

CaH8 (又は i-C4HI0)系や i-C4H10-CaH8系でも

みられた.

以上の(1)----(5)までの議論からneo-C5H12-Alkane(R 

H)系の光 ・放射線分解反応を式で表わすと次のように

なる.

neo-C 5H12八 川 一 一 一 一 C5Hll+H (1) 

(H 1- 宣→ 1+H) (2) 

k(solute) 
H+RH → H2+ R (3) 

k(solvent) 
H +neo-C 5H 12 → H2+ C 5Hll (4:) 

(1)又は(2)で生じたH原子は極めて選択的にRHと反応し

溶質アルキルラジカルを生成する.

B. ネオペンタン類以外におけるH原子の選択的反応

(l)nーデカン-d22

Lund等は n-C10D22に少量の n-ClOH22を添加

し.77KでT線照射すると， C 10H21ラジカルが多量に

生成することを発見したい. この現象は neo-C5H12-

Alkane系の結果から類推すれば， 溶媒の n-C10D22

の分解で生じた D原子が選択的に溶質と反応し， C 10 

H21ラジカルを生成するものと思われる. しかし C10 

H21ラジカルをみている限りでは，溶媒から溶質へのエ

ネルギー移動による機構9，10)やC10 D 21ラジカルサイ

トが溶質まで移動する機構19) とD原子による選択的水

素引抜き反応の機構とを区別することは出来ない.宮崎

はn-CloD22-n-C 10H22系の77Kr線分解における水

素生成物の同位体分析を行った20，21) H Dだけが選択

的に生成することからエネルギー移動やラジカルサイト

移動では説明出来ず，図 2に示すようにD原子の溶質か

図2 n-C 100 22-n一C10H22系の77Kr線分解生成物
0，・ D2の実験値(宮崎等と Lund等の値)

一一一 D2の計算値 (K二 61の時〉

一一一 D2の計算値 (K二 27の時)
ム， 企 ;HDの実験値(宮崎等と Lund等の値)

一一一 ;HDの計算値 (K=61の時〉

一一一 ;HDの計算値 (K=27の時〉

口 ・;H2の実験値(宮崎等と Lund等の値〉

一・ー・ H2の計算値 (K二 61の時〉

一・ー・ H2の計算値 (Kニ27の時)

らの選択的な H引抜き反応の機構でのみ説明出来た.k 

(C 10 H 2 2) / k (C 1 0 D 22) == Kを27とすると実験値に一

致する.

(2)Tetramethylsilane (T M S)とXenon21)

これまで，アルカン溶媒中でのH原子による選択的水

素引抜き反応を述べて来たが，炭化水素以外の固体系で

この現象を探した結果， TMSや Xe中でも起こること
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がわかった.Xe-i-C4H10-H 1系を 77Kでuv照射す

るとHIの光分解で生じたH原子は効率良く i-C4H10

と反応し，t-C4H9ラジカルを生成する.i-C4H10の

濃度変化からH原子は平均114個の Xe中を動いて←C4

H10まで行くことがわかった.

c. H原子の水素引抜き反応の選択性21】

これまで得られた結果から，溶質と溶媒からの水素引

抜き反応の速度定数(反応(3)と(4)参照)の比をまとめる

と表 1のようになる.h(solute) /k(solvent)は溶媒の種

類によって異なるが， 共通していることは溶媒のC-H

表1 77K， H (文はD)原子による水素引抜き反応の速度定数

Solvent Solute Source of H 
(or D) atoma) 

TMSd) t-C4H10 rad of T M  S 

neo-C sH12 c-C6H12 rad ofC SH12 

i-C 4H 10 photo of D Br 

i-C4H10 photo of H 1 

C2H6 photo of H 1 

C2Ha rad of C SH12 

c-C3H6 C2H6 rad of C 3H6 
TMBi) C3Hs rad of TMB 

C3Hs photo of H 1 

z-C4H10 C3Hs photo of H 1 

C3Hs rad of C4HIO 

n-C 10D22 n-C 10H22 rad of C 10 D 22 

hた((ssoollvuetnet)〉

5200 

810fl 

780f) 

7000 

490-;) 

380h) 

6300 

100[) 

50f) 

39f) 

110 

27 

C-H bond energyb) 
Kcal/mol DifferenceCJ 

Kcal/mol 
Solv. Solu. 

99.3e) 

99.3 

101. 0 
99.3e) 

981> 

91. 0 

94.0 

8.3 

5.3 

91.0 8.3 

91.0 8.3 

98.0 1.3 

98.0 1.3 

98.0 

94.5 

94.5 

94.5 

3.0 

4.8 

4.8 

3.5 

94.5 3.5 
1. 2k) 

a) Rad and photo represent radiolysis and photolysis respectively. b) The value is quoted from 

the paper by ]. A. Kerr， Chem. Reu.， 66， 465 (1966). Solv. and solu. represent solvent and solute 

molecules respectively. c) Difference in C-H bond energy between solvent and solute. d) TMS 

is tetramethylsilane. e) It is assumed that the C-H bond energies of TMS and TMB are approxi-

mately the same as that of neo-CSH12・ f)The value is calculated from the results in Ref. 12. 

g) The value is calculated from the results by T. Wakayama， T. Miyazaki， and Z. Kuri. h) The 

value is calculated from the results by T. Miyazaki. i) TMB is 2， 2， 3， 3・tetramethylbutane. j) 

The value is the energy of the primary C-H bond. k) The value is the difference in zero-point 

energy between C-H and C-D bonds. 

結合エネルギーが溶質のそれよりも高いことである.こ

の差がわずかであっても速度定数の比は極めて大き くな

る.一方 neo-CSH12系の場合，溶質問で比べるとC-

H結合エネルギー差がかなり大きくても，速度定数の比

はあまり違わない.これについては，さらに次節で述べ

る.

この結果は，従来の気相化学反応論からすると説明出

来ない.もしH原子がサーマル原子ならばアルカンから

の水素引抜き反応の活性化エネルギーは7，.....，10Kcal/mol

あり 22) 77Kで反応が起こるためには数千年から数万

年以上かかる.従って，水素引抜き反応の活性化エネル

ギーが低温固体中では， トンネル効果等により 0""'"1 

Kcal/molに下がると仮定しなければならない.最近，

Wil1iams等や Spragueは77Kメタノーノレ23)や3MP

24】中でサーマノレCH3ラジカ ルがトンネル効果によって

水素引抜き反応をすると報告している.一方，もしH原

子がホット原子ならば，従来のホ ットアトム化学の常識

に反して，ホット Hが溶媒とは反応せず，エネルギーを

失わないで溶媒中を長距離動き，溶質と選択的に反応す

ると仮定しなければならない.いづれにしてもH原子が

ホットかサーマルかを判定することは，反応論的に興味

があるので次に述べる.

D.ホットH原子説の担拠

このテーマの研究には，名古屋大学の宮崎等と京都大

学原子炉の長谷と日本原子力研の立川・荒殿との共同研

究によ って，し〉くつかの重要な事実が得られた.

(l)H 1との競争反応2)

H原子とHIとの反応の活性化エネルギーは 0.48

Kcal/molであり 2S) 77K固相中でも起こり得る.neo-

C SH12中c-C6H12とHIとを添加し， H原子が c-C6 

H12とHIと反応する速度定数の比 (k(HI) /k(c-C 6 

H12))を求めた.

k(H 1) 
H+HI → H2+ 1 (5) 

k(r-C6H12) 
H+C-C6H12 → H2+C-C 6Hll(6) 
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もしH原子がサーマルならば k(H1 )/k(c-C 6H12)は

77Kで1011(トンネル効果を考慮、した時)"-'1020 (考慮、

しない時〉と予想され，実験値0.05以下と1.1の値とは

著しく異なる.実験値は気相でのホ ットH原子の反応の

値 (0.23"-'1 )に近い.

(2)トリチウム原子(T)の反応26)

77Kneo-C SH12-i-C 4H9 D系に 6LiFを添加して原

子炉で中性子照射すると 6Li(n，α) T反応でT原子が

生成する.化学反応をするT原子はほぼ等量のサーマル

Tとホット Tからなっているが，どちらも溶質とは選択

的反応をしない.ホット T原子は結晶外部からの照射と

なり，また高エネルギーのため光 ・放射線分解で作った

ホット H原子とは違うものと思われる.サーマルT原子

は77Kでは引抜き反応をせず，系に存在するラジカルと

反応するだけである.

(3)i-C4HlOとサーマルD原子の反応

77K， i-C4H10-C3H8系において光 ・放射線分解で

作ったH原子は溶質が無い時はi-C4H10と反応し， C3 

H8を添加するとC3H8と選択的に反応する2) Scheer 

等はサーマノレD原子を D2の熱分解によって作り， 77K 

で i-C4H10結晶に衝突させても，水素引抜き反応は起

こらないことを報告している27)

(4)Xe-i-C 4H 1 0-H 1系の光分解

Xe-i-C4H10-H 1系を 77Kでuv照射するとHIの

光分解で作ったH原子は i-C4H 10と反応し，t-C4H9 

ラジカルを生成する21) 最近，衣川 ・宮崎 ・長谷は 4

Kで実験を行い，かなり確定的な結果を得た28) Xe-i-

C4H10-H 1系を 4Kでuv照射するとH原子は Xe中

に捕捉され， C4H9ラジカルは少量しか生成しない. 4 

K照射試料を77Kに昇温すると捕捉H原子はサーマルH

原子として拡散するが， i-C4H10とは反応せず， H同

志又はラジカルと再結合するだけである.

(5)neo-C sH12-Alkane系の水素引抜き反応速度定数に

対するC-H結合エネルギーの影響および同位体効果
29) 

鳥山等はH原子による選択的水素引抜き反応はサーマ

ル原子が関与していると aprioriに仮定して理論的計

算を行った17.30) 一方宮崎は，以前からホット H原子

の可能性も無視するととは出来ないと主張した 2.31)

この二説の違いは重要な問題である.

溶質問の速度定数を比較するには表 lの値は，若干信

頼性に吹ける.最近，宮崎等29)は neo-CSH12-C 2H6 

-Alkane系でH原子の溶質問の競争反応を行い， C2H6 

との反応速度を基準にして他の Alkaneとの速度定数を

求めた.表 2に77Kneo-C SH12中における水素引抜

き反応の速度定数を C2H6を基準にして示す neo-C5 

表2 77K， neo-C sH 12-Alkane系におけるH原子の溶質からの水素引抜き反応の速度定数の相対値

77K， k(実験値〉 サーマノレHのk(計算値)巴} ホット Tのが} C-H結合
ア ル カ ン

放物線障壁 IEckart障壁r線a) UVb) (半実験値) Kcal/mol 

C2H6 1.0 1.0 1 1 1 98.0 

C D3C H2C D3 9.3 2.6 23 70 2 94.5 

c-C6H12 3.5 3.3 23 70 3.5 94.0 

z-C4H10 9.6 3.1 232 1730 2 91. 0 

a) neo-C sH12のT線分解でH原子を作った場合 b) H 1の光分解でH原子を作った場合

c) 77Kでの計算値 (宮崎等と鳥山等の値 d)室温，気相(立川等の値からの推定値)

H12のT線分解とHIの光分解でH原子を作った場合， 定した.障壁の厚き (2a)を決めるため， k(z'-C4HlO) 

両者共に C-H結合エネルギーが変化してもあまり大き 片付eo-CSH12)二 700"-'800の実験値を説明出来るよう

な影響を受けない.サーマノレH原子が77Kでトンネル効 に定めた(a二 o.85A). この場合の計算値を表に示す.

果によって水素引抜き反応をする場合，速度定数件〉 鳥山等30)が障壁の型として Eckart障壁を仮定して計

は次式で表わされる32) 算した結果も表に示した.いづれの場合も，サーマノレH

に pz f; C1/kT) G (W)叫 (-W/kT) の速度定数は C-H結合エネルギーに著しく依存し，実

dW  (7) 験値を全く説明出来ない.さらに k(C2H6) /k(neo-C s 

ここでz，衝突数 p，立体因子;G(W)，粒子がWの H12)の計算値(放物線型障壁〉は 3.3となり， 実験値

運動エネルギーを持っている時のエネルギー障壁の透過 (400"-'500表 l参照〉とは一致しない.一方，今回の実

率である.エネルギー障壁の型として放物線障壁を仮 験値は立川等33)が測定した気相におけるホット T原子
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表3 77K， neo-C 5H12-Alkane系におけるH原子の溶質からの水素引抜き反応の速度定数に対する同位体効果

77K， kHlkn サーマノレHの k(計算値)C> ホット Hのが}
Alkane 

I E伽・t障壁7線a> UVb) 放物線障壁 (実験値〉

C2H6/C2D6 5.0 2.4 3.2 X 106 480 3，.......7 

C D3C H2C D3/C H3C D2C H3 3.2 1.3 5.8x105 280 

c-C 6H12lc-C 6D12 6.3 17.4 5.8x105 280 

i-C 4H101i-C 4Ho D 1.8 1.5 1.1X105 190 

a) neoーC5H12のT線分解でH原子を作った場合 b) H [の光分解でH原子を作った場合

c) 77Kでの計算値(宮崎等と鳥山等の値 d)室温，気相 (Martin等と Mains等の値〉

の場合の値に近い・ 択的水素引抜き反応に関与するH原子は，ホット原子で

次に同位体効果を表3に示す.実験値は大部分が 1，....... あるとみるのが現在では妥当である.それでは，なぜホ

10倍の範囲に入っている.サーマ jレH原子のトンネル効 ット H原子がエネルギーを失わずに溶媒中を長距離動き

果による引抜き反応の計算結果は著しい同位体効果を示 得るのか? この疑問については，後の 6章でチャンネ

している.実際，サーマルCH3ラジカノレの 77Kでの引 リング仮説によって説明する.

抜き反応では 103以上，104以上と言う実験値がCH30

D23)とCH3C N34)の場合に報告されている.77Kneo 4. 4 Kにおける H原子の捕捉と反応

-C5H12中の実験値では同位体効果は小さく，サーマル A. アルカン

H原子の機構では全〈説明出来ない.一方，気相でのホ 77K，アルカン混合系の光 ・放射線分解において溶質

ツト H原子の反応では 3----7倍程度の値がエタンの場合 ラジ力ルが選択的に生成する現象を 4Kでも調べる試み

報告されており 35> 77K neo-C 5H 12中の実験値はこ が，neo-C 5H 12系17.36> TMB (2， 2， 3， 3-tetram-

れに近い ethylbutane)系"に i-C4HI0系36> n-C 10 D 22系10a

以上(1)----(5)の理由により， 77Kアルカン混合系での選 37>で行われた. それらの結果を表 4にまとめてある.

表4 4 K，アルカン混合系における溶質ラジカルの選択的生成

試 料 a> 照射方法
溶質ラジカルの選択的生成 | 

備 考
4K 慨 |

neo-C 5H 12 -i-C 4H 10 (2) T × O 衣川等，岩崎等

neo-C5H12 -i-C4Hl0(2)-H 1 (0.5) UV  xb>，QC) O 岩崎等，ま川等

T M B -C 3 H s (5) T × O 衣川等

TMB -C3Hs(5)-H 1 (0.5) UV  × O 衣川等

i-C4H10 -CaHs(5) T × O 衣川等

i-C4HI0 -CaHs(5)-H 1 (0.2) U V  × O 衣川等

n-C loD22-n-C loD22 T × O 岩崎等， Gilbro等

a)溶質の濃度は mol/100mol of solvent. b) 4 mmOの試料管で 4Kに長時間放置後〈岩崎等〉

c) 2棚併の試料管で 4Kに急冷後(衣川等〉

また，これらのアルカン中では捕捉H原子は観測されな て，衣川 ・宮崎・長谷は次のように考えている.4 Kで

い.一般に 4Kでは溶質ラジカルは生成しないから，ホ は分子の内部運動がほとんど止まっており， H原子が生

ツト H原子は77Kでは長距離移動するが， 4Kでは直ぐ 成した際，結晶内の移動し得る領域(チャンネリング領

近くの溶媒アルカンと反応してしまうと言える. このこ 域〉に入り難く， 77Kでは分子がある程度内部運動をし

とは，r線分解において， 4Kではラジカル対が生成 ており，生成H原子がこの領域に入り易くなるものと思

し， 77Kでは孤立ラジカルが生成すること10a.a7>と対 われる.

応している. 4Kと77KとのH原子の移動の難易につい
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B.キセノン

Xe-H 1系を 4Kでuv昭射すると捕捉H原子がES

Rで観測される.この捕捉H原子は Xeの核との相互作

用により，極超微細構造 (superhyperfinestructure) 

を示すことが Foner等によって以前報告された38> し

かし， 彼等のスペクトルは分離が悪く(12本の super-

hyperfine) ，捕捉サイトについては充分な結論が得られ

なかった.最近，衣川・宮崎・長谷は Xe中の捕捉H原子

のESRスペクトルを Foner等のそれよりも 100倍近く

の高感度で測定し， 214Gに広がる約 80本の極超微細構

造を観測することに成功した28> 図3に Xeの結晶構

図3 Xeの結晶構造とH原子の捕捉サイト

0， Xe原子文は置換型サイト;

・， 八面体サイト;

ム，図面体サイト(1つだけ示す)

造を示す.捕捉サイトとしては置換型，八面体，四面体

サイトが考えられる.捕捉H原子のスペクトルと各サイ

トに捕捉された時の予想スペクトルを図 4に示す.観測

スペクトルが広い領域にわたっていることは， Foner等

が推定した入面体サイトや四面体サイトでは説明出来

ず， H原子は Xe原子と置換したサイトに捕捉されてい

るとした場合にほぼ一致する.

5. 77K以上高温固体と液体におけるH原子の反

応

neo-C sH 12-Alkane系は77KではH原子による選択

的水素引抜き反応が起こるが， 77Kより高い温度の固体

や液体では，どうであろうか?高温になると ESR測定

は難しくなるので，宮崎等は neo-CsH 12-i-C 4H 9 D-

HI系をuv照射した時のHDの生成量を測定した1)

図5に示すように高温固体や液体になると選択的な反応

は起こらなくなる.r線照射の場合でも同様な傾向がみ

られる1)勝村等は lleo-C5H 12-A1kane系を電子線照

c 

:3 10 
.J:l 

0 

R
J
 

-mw

エマ
U
4
‘ー。
o
z
 ‘・・0 品。
七 50 100 
申

〉
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図5 neo-C5H12-i-C4H9D(2~ぢ)-H 1 (0.5%)の光

分解におけるH D又はt-C4H9ラジカル生成に対

する温度効果占 ，HD;T，t-C4H9ラジカル

射下でESR測定を行い，高温固体中では選択的な溶質

ラジカル生成が起こらないことを報告している39> 同

様な温度効果は，n-C loD22-n-C loH22系でも観測さ

れている 10b>

この現象について，次節のチャンネリング仮説を使え

ば，次のようになる.温度が高くなると溶媒分子の運動

が激しくなり，結晶中におけるホット H原子が移動し得

る領域(チャンネリング領域〉がくずれ，エネルギーを

失わずに長距離動くことが不可能になるためと思われ

る.

6. ホット H原子のチャンネリング(Channeling) 

31 > 

前述の 3D節の結論から， 77K neo-C 5 H 12-A1kane 

系においてホ ット H原子が nfo-C5H12とは反応せずに

長距離動き得ることになる.この問題に対し，宮崎はチ

ャンネリングのような現象が起こ っているのではないか

と考えた31>光 ・放射線分解で生じたホット H原子は

neo-C 5H 12結晶中のポテンレ ャルエネルギーの低い領

域(チャンネリング領域)に入り ，nfO-C5H12とは，

かするような衝突 (glancingcollision)を行いながら進

む.結晶中では気相 ・液相とは異なり，分子はH原子が

近づいても分子全体の向きを変えることは出来ない.こ

の衝突は一度起こると結晶の規則性のために繰返される

であろう .一方溶質は，結晶中に格子欠カンの様にして

存在するとすれば，チ T ンネリングを起こしているホッ

トH原子と正面衝突して反応する.

nfo-C "H 12結晶はcfc c)構造であり， ボテン iノャ

ルエネルギ一分布を描いてみると 010J面および000コ

面の垂直方向には，低エネルギー領域が存在することが

わかる.この領域は分解に際して Cageeffectが一番少

い領域であり，ホット H原子がこの中に入れば neo-C5 
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図6 ホット H (又はT)原子の相対的反応断面積

A，ホット原子とチャンネル壁との衝突

B，反性断面積の運動エネルギー依存性

一一，チャンネリングの反応断面積

一一ー，H+C4H10→ H2+C4H9反応の断面積

ー・ー・，チャンネリングをして C4H10から水素引

抜き反応をした場合の反応断面積

H12とは反応せずに動くことが可能である.ホット H原

子がチャンネリンク・を起こす際の衝突については，図 6

Aに示してある.仮にチ ャンネルの両側は C-H結合で

固まれているとした場合，運動エネルギー (E)を持つ

H原子はC-H結合壁に対し 0の角度で衝突する.運動

エネルギーのx成分が反応の活性化エネルギー (Ec二

9.3 Kcal/mol)を越えた時のみ反応が起こるとすれば，

チャンネリングの反応断面積 (Q)は次式となる.

Q =Ec/E二 9.3/E (8) 

これを図 6Bに実線で示す.一方， H原子と C4H10と

の反応断面積のエネルギー依存性は Dubrin等40)によ

って報告されている.その値を点線で示す.H原子がチ

ャンネリングを起こしながら移動した後で溶質と反応す

る場合，全体の反応断面積は二つの断面積の積で表わさ

れるから，これを一点鎖線で図示してある26> 図より比

較的低エネルギー(15.--.25Kcal/mol)のホット H原子

がチャンネリング反応を一番起こし易いことがわかる.

7. ホット H原子のエネルギー損失

国体中で過剰の運動エネルギーを持ったH原子は溶媒

分子との衝突によってどの程度エネルギーを失うもので

あるか ? これは重要な問題であるが，これに関する情

報は極めて少い Xe系の場合は振動， 回転がないので

簡単に取り扱える41) M1. M2をH原子と Xe原子の

質量とすれば， 1国の衝突で失われるH原子のエネルギ

ーの平均値(くE'/Eo>)は次式で表わされる21>

くEf/Eo〉 =l-f;九MIM2(1-c州

/(M1+M2)2de (9) 

ここでEに EoはH原子の衝突後と前のエネルギー.(J 

は衝突による散乱角である.H 1を2537Aで光分解する

とH原子は初期的には41Kcal/mol を持っている Xe-

i-C4HI0-H 1系の光分解においてH原子は平均 114個

の Xe中を動く (3B(2)節参照).(9)式より 114回の衝突

後のH原子のエネルギーを求めると 23Kcal/molとな

り，溶質 i-C4H10とは充分反応し得る(反応の活性化

エネルギーは 7.4Kcal/mol). neo-C5H12等は振動の

自由度を持っており， Xeの場合よりも複雑であるが，

低温固体中ではH原子の運動エネルギーがあまり失われ

ないのかも知れない.

8. 77K固相， H原子の反応におりる同一分子内

での選択性

これまで 2種類のアルカン混合系における選択的反応

について説明して来たが，固相反応では，同一分子内に

おける反応性についても奇妙な選択性がみられることが

ある.宮崎等42)は，z-C4HlOを77Kに急冷し，多結晶

状態で T線分解又はHIの光分解によるH原子反応を起

こすと第一級のC-H結合が切断した i-C4H9ラジカル

が生成することを見出した.しかし i-C4H10に3MP

等を少量入れてガラス状態にすると第三級の C-H結合

が切断した t-C4H9ラジカルが生成する.

また， Willard等43)は3MP等の 3文は 4位置に側

鎖のあるアルカンを77KでT線分解又はHIの光分解に

よるH原子反応を起こすと第 2番目の炭素の C-H結合

のみが切断することを見出している.

このように炭化水素の固相反応には，気相 ・液相での

反応のように，結合の強弱や結合の数だけでは決定出来

ない固相特有の原因が作用しているように思われる.
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〔特別寄稿〕

Pulse Radiolysis of Polymers 

1. Introduction 

Pulse radiolysis is a method which can be 

applied to solve problems of quite different nature. 

Concerning polymers the pulse radiolysis (P.R.) 

method has been applied to investigate in rigid 

systems the nature of intermediates which are pro-

duced during the irradiation. On the other hand 

the P.R. method was used to study the mechanism 

of electrical conductivity in semicrystalline poly-

mers. 

Applying the P.R. method to polymer solutions， 

problems pertaining to the kinetics of chemical 

reactions of macromolecules were studied， e.g. the 

chain length dependence of the reaction of macro-

radicals. With respect to the physical behavior of 

coiled macromolecules in solution information could 

be obtained on the disentanglement diffusion. These 

few examples shall indicate the high versatility of 

the P.R. method for the polymer field. 

For pulse radiolysis experiments usually elec-

tron accelerators are used as radiation sources. The 

accelerators produce electrons in the energy range 

between 1 and about 30 MeV. The pulse duration 

ranges from a fraction of a ns to several μs. The 

detection methods used are based on measurements 

of optical absorption and emission， electrical con-

ductivity， polarography and light scattering inten-

sity. Details can be found in several books and 

review articles (1-6). 

1t is not intended to cover in this article 

comprehensively P.R. work dealing with polymers， 

but it is tried to demonstrate the broad versatility 

of the method by presenting results obtained in 

tackling with quite different problems. Thus， typical 

results mainly concerning synthetic polymers will 

be reported. Work dealing with biochemical sys-

tems will be reported elsew here in this journal (7). 

by Wolfram Schnabel* 

2. Rigid systems 

The application of the P.R. method to rigid 

polymeric systems is greatly hamperd for several 

reasons. Optical measurements can be performed 

only on transparent systems， i.e. on glassy materi-

als. Many polymers are， however， semicrystalline 

and， therefore， opaque. Furthermore， the preparation 

of samples is extremely tedious as far as the per-

formance of experiments in the presence of additives 

(radical-and ion-scavengers etc.) is concerned. 1t 

is， therefore， not surprising that only spuriously 

impulse irradiations have been performed with 

glassy polymers aiming at the identification of 

intermediates produced during the early stages of 

radiation chemical processes. Pioneering work in 

this field was published by Ho et al. (8， 9) who 

irradiated glassy samples of polystyrene and poly-

methylmethacrylate containing various solutes such 

as triphenylamine， diphenyl or naphthalene with 2 

or 4 ns impulses of 10 MeV electrons. Negative ions 

of polystyrene and negative ions of biphenyl and 

naphthalene in PMMA were identified. Solute triplet 

states were formed (identified by their T -T -absorp-

tion-spectra) in both polymers. From the fact that 

triplet states were generated in times short compared 

with the lifetimes of the solute excited singlet 

states it was inferred that triplet energy transfer 

from the polymer (solvent) to the solute is most 

probably ocurring. 

1n a more recent investigation (10， 11) involving 

rigid polymers， the electrical conductivity in poly-

mer samples after irradiation with a 200 ns impulse 

of fast electrons was measured. 1t was found that 

the current induced by the electron impulse was 

correlated to two modes of conduction， a fast and 

a slow one. 1n polymers such as poly (ethy lenetere-

phthalate)， poly (vinylnaphthalene) and polystyrene 

* Hahn-Meitner-1nstitut fur Kernforschung Berlin GmbH， D-1000 Berlin 39. 
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the rapid mode was correlated to a conduction 

mechanism involving the π・electronsystems of the 

benzene rings contained in the macromolecules， 

whereas the slow mode was considered as being 

related to carriers which migrate through the system 

via repeated trapping and detrapping processes. 

Phenomenologically similar results were reported 

for polyethylene (schematically presented in Fig. 

1). In this case the two modes of conduction are 

0...1… 

一一一一一一↓一一干一一一一一一一

Of，，~+ 
ーム.t~-~ームーL...---1ー」一一」

20 40 60 80 

time (ms) ~ 
Fig. 1: Schematic description of the collection of 

electric charge at Au electrodes attached 

to a polyethylene foil after irradiation with 

a 200 ns impulse of 8 to 15 ke V electrons 
(10). 

believed to indicate the heterogeneous morphology 

of the polyethylene specimen under investigation. 

Accordingly， the fast component seemed to be due 

to electrons migrating rapidly in the crystalline 

regions whereas the slow component was thought 

to be related to the migration of carriers through 

the amorphous regions of the polymer. 

3. Polymer solutions 

The results obtained so far with polymer solu-

tions can be classified according to three groups 

of reactions: 

(a) reactions of small molecules or radicals with 

macromolecules or macroradicals， 

(b) main chain degradation of macromolecules and 

(c) interaction of macroradicals. 

3(a-l) Reactions of small radicals with macro-

molecules 

For a variety of polymers the kinetics of their 

reactions with OH radicals and hydrated electrons 

in aqueous solutions were studied (12-19). 

Work with enzymes such as ribonuclease (13) 

and catalase (12) revealed the following: the rate 

constant of the reaction e;:-q + ribonuclease increased 

abruptly upon unfolding of the molecules as the 

temperature increased， thus demonstrating a confor-

mational effect. In the case of catalase the rate 

constant OH + catalase (k二 8.3X 109 1/mol s) was found 

to be diffusion-control1ed although the reaction of 

OH radicals with some of the aminoacids constitu-

ting the enzyme is proceeding as an activation 

controlled reaction. This finding indicated the 

importance of re-encounters for the rate of reac-

tiom: of rather reactive particles with macromolecules 

composed of base units of chemically indentical or 

similar structure. 

The dependence of the rate constant kM of the 

reaction ・OH+PH→ H20+  P・onthe degeer of 

polymerization n was measured for various poly-

mers (kM (1/mol s)二 nkm (1/base mol s). (16-18). 

Coiled polymers (polyethy leneoxide， polyviny lpy-

rrolidone and dextran) were investigated in dilute 

solutions where the macromolecules are widely 

separated. The rate constant kM increased more 

slowly with increasing chain length than would be 

expected if the reactivity of the CH2 and CH groups 

were additive. kM increased as nX， x being 0.56. 

F or low chain lengths (nく10)kM increased linearly 

with n， indicating that the concept of partial rate 

factors applies to low molecular weight compounds. 

The rate constant for the reaction ・OH+PHcan 

be presented by the Smoluchowski equation 

kM二 4πDOHN10-3r(n) (1) 

where DOH is the diffusion constant of .OH radi-

cals， N is Avogadro's number and r(n) is the radius 

of the macromolecule containing n base units. In 

dilute solutions the chain length dependence of kM 

should follow the chain length dependence of the 

radius of the polymer. From polymer theory it is 

expected that the mean square radius of gyration 

and the mean square end-to-end distance increase 

as nb• In a good solvent b二 0.5is expected. 

The experimentally found dependence kM民 nO・56

corresponds to the theoretically expected one. In 

the case of dilute solutions of sodium polyacrylate 

it was found(17) that kM increases as nO・8. Such a 

dependence is expected according to eq (2) proposed 

by Braams and Ebert(13， b) for cylindrical geome-
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try (which refers to a rod-like conformation). 

kA1三 2:二2πDonN10- 3 • !:ーー (2) 
ln(L/r) 

L: collision frequency of small particals diffusing 

into a void cylinder of length L and radius of 

rotation r. 

As shown in Fig. 2 the experimental values 

fit fairly well on a straight line calculated with 

L =4.1 X 10-8 cm， r = 3 X 10-8 cm and DOH二 2x10-5 

cm2s- 1 • Curve (a) in Fig. 2 was calculated by assu・
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10'2 
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二正Z 
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2 
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10" 

chain length 宵n一 一 事F

Fig. 2: The rate constant kM of the reaction ・OH

+ PH vs. the chain length (16). 

(a) calculated curve based on partial reactivi-

ties of H atoms in sodium polyacrylate. 

(b) calculated according to eq. 2 and experi-

mental values obtained with sodium poly-

acrylate. 

(0) experimental values obtained with poly-

vinylpyr・rolidone，polyethylene oxide and 

dextran in dilute aqueous solution. 

ming that the rate constant for the OH attack can 

be obtained by a summation of the contributions 

of partial reactivities of H-atoms at different 

positions of the molecule. Using partial reactivity 

values given by Anbar et al. (20) one arrives at 

kM= (1.9 + 1. 13n) 109 l/mol s， i.e. for sufficiently 

high values of n， kMOCn1.0 is expected. As the 

comparison with the experimental values shows 

such a treatment is not appropriate for high mole-

cular weight rod-like molecules. 

3 (a-2) Reaction of small molecules with macro-

radicals 

Polyethylene oxide radicals generated via the 

reaction ・OH+PH-H20+P.were allowed to react 

with tetranitromethane (TNM) or p-nitrosodimethyl-

aniline (PNDA). It was found (19) that the ratc 

constant kR+P・ decreased w i th increasing chain 

length and approached a limiting value at rather 

high chain length values (n>several hundred). 

Plots of kR+l'・ VS. the diffusion constant of the 

macroradicals Dp. yielded straight lines. Applying 

the equation 

ks+p. =4rrlO-3Nr I (Ds+ Dp.) (3) 

(where r I is the reaction distance) the diffusion 

constant of the scavenger Ds was evaluated. In the 

case of PNDA Ds-values obtained this way were 

about half the value obtained with the diaphragm 

cell method. This indicates that the reaction of 

PNDA with PEO radicals is not diffusion controlled 

or that the diffusion of PNDA is hindered by the 

polymer. In the case of TNM the kineically obtai-

ned Ds value agreed well with the corresponding 

value obtained with the diaphragm cell method. It 

was concluded that the reaction of TNM with PEO 

radicals is diffusion controlled and that the diffu-

sion of TNM molecules is not hindered by the 

polymer， i.e. TNM molecules can penetrate quite 

freely into PEO coils. 

3 (b) Main chain degradation 

The kinetics of degradation and crosslinking 

have been studied recently by following the time 

dependence of light scattering intensity (LSI) of 

polymer solutions after irradiation with a short 

impulse of electron irradiation (21 to 26). 

The experimental device consisted of a quartz 

cell fil1ed with the polymer solution through which 

a light beam of an argon ion laser passed. The 

light scattered by the macromolecules was directed 

to a photomultiplier. The lower limit of the time 

resolution was about 1μs. The investigations were 

started with polyisobutene (22) and polymethyl-

methacrylate (24) which do not crosslink. Thus the 

observation of main chain ruptures was not impeded. 

Typical oscilloscope traces are shown in Fig. 3 (a). 

The observed LSI decrease is due to a diminuation 

of the size of the macromolecules. It should be 

pointed out here that the process of main chain 

rupture has to be considered as a series of consecu-

tive reactions， where the slowest step is becoming 

rate determining. This is demonstrated in scheme 

- 25ー



0.5 ~てJí ..J 

コ|コ

コlゴ

0.2寸|寸

..JI ..J 

コlコ

81 8 
コlコ

1.0 

@ 

50 100 

t [μ5]-ーー
Fig. 3: Degradation of polyisobutene in solutions of hydrocarbons. 

(a) oscilloscope traces showing the decrease of LS1 after a 

2μs irnpulse of 16 MeV electrons (22). [P1BJ: 2.7x10-2 

base rnol/l; Mw，o: 2.1X106; abs. dose: 4x104 rad. 

(b) first order plots of data of Fig. 3 (a) according to eq. 7. 

0.1 
200 150 O 

srnaller than the rate of process (C ) (V b~vc) . 1n this 

case the lifetime of the intermediates causing rnain 

chain breakage is rnuch longer than the tirne of 

separation of the fragrnents and the observed LS1 

decay is correlated with the lifetirne of the inter-

rnediates， i.e. to a chernical reaction. Under these 

conditions tirne-resolved light scattering rneasure-

rnents rnay serve to evaluate rate constants of re-

actions of polyrneric interrnediates such as lateral 

rnacroradicals undergoing rnain chain scission with 

reactive substance added to the systern. 

The evaluation of data was based on the Debye 

equation: 

(1)， which indicates that two extrerne cases have to 

be distinguished: 

(a) 

absorption of 
energy 

r、，、，内~、ノ、J

electron 君主 e 
irradiation 面

内"""""肉、目、〆L
調助

(b) 

(c) 

chernica1 reaction 

(rnain chain s cission) 

(~ム♂ム)

↓…戸ocess
(dis entanglernent 

diffusion) 

KcIP _ 
一一一一ー一一一一一一+2Bc
18-h Po rnnw 

For an initially randorn rnolecular weight distribu-

tion (nw/nn=2) eq. 5 was derived (21): 

(4:) 

し-vヘ.-+νヘノ、

Scheme 1. Series of consecutive reactions ocurring 

during the high energy radiation-induced 

rnain chain degradation of polyrners. 

4BcrnPo + (2/nw.o) _ U∞-UL 
α∞ Uo-U∞ 

If the nurnerator of the fraction on the left side of 

eq. 5 can be considered as constant， one obtains: 

(5) 

(6) 

The evaluation of the tirne dependence of the LS1 

decay was based on eq. 4 and on the assurnption 

that the change of LS1 is reflecting a first order 

process. Upon assurning that changes of Po are 

negligible eq. 7 was derived: 
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( i) the rate of process (b) is rnuch greater than 

the rate of process (c) (Vb>vc). 1n this case the 

lifetirne of interrnediates forrned during or irnrne-

diately after the electron irnpulse is rnuch shorter 

than the tirne for the separation of fragrnents of 

the rnacrornolecules. The observed rate of LS1 decay 

is then due to the rate of separation of fragrnents， 

i.e. in the case of macrornolecules with coil con-

formation due to disentanglernent diffusion. 

(ii) The rate of process (b) in scherne (1) is rnuch 



(1U∞ーUL)ー1ー(Ut-UJJ-~ì 二 -kt (7) 
(U∞-UL)-lー (Uo-UL)-l ) 

For the symbols in equations 4 to 7 the following 250 

denotation was used: K: constant in the Debye eq.; 

c: polymer concentration in g/cm3; 18: intensity 

of light scattered by the solution; 1L: intensity of 

light scattered by the solvent; Po: particle scatter-

ing factor; m: molecular weight of base unit; 

nw and nn: weight and number average degree of 

polymerization; B: second virial coefficient in mol 

cm3 g-2;αnumber of scissions per base unit; 

G(S): number of scissions per 100 eV absorbed 

directly by the polymer; N: Avogadro's number; 

D: absorbed dose in eVg-l. 

Upon investigating polyisobutene dissolved in 

various hydrocarbons， information on disentangle-

ment diffusion could be obtained. It was found 

that the ratio (Uo-U∞)/(U∞-U L) was proportional 

to the absorbed dose as would be expected according 

to eq. 6. Results are shown in Fig. 4. Corroborating 

0.8 
PIS in n-hexane 0" 

0.6ト ノ /

0' 

0.4ト ノ /

_81ゴ r./

お0.2t 0/ 
LJt O~ 

o 2 3 4 5 

absorbed dose [10"rad 1一一ー
Fig. 4: Degradation of polyisobutene (扇w川 2.6x

105) in n.hexane. [P1B]: 1.8xlO-2 base 

mol/l. (Uo-U∞)/(U∞ーUL) vs. the abs. 
dose (22). 

earlier findings of stationary irradiations (27) the 

pulse radiolysis experiments yielded G(S) :::::: 25 and 

O2 being without influence on the degree of degra-

dation. During all these experiments the number 

of scissions per initial macromolecule Zs was not 

higher than 1.3. Fig. 3 (b) shows plots of the LS1 

decrease as a function of time according to eq. 7. 

1t is seen that the halflife 'Tl f 2 (LSI) is increasing 

with increasing number of C atoms of the hydro-

carbon solvents. Fig. 5 shows that 'Tlf 2 (LS1) is pro・

portional to the solvent viscosity， i.e. the microvis-

cosity of the solvent. 1t was， therefore， concluded 
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Fig. 5: Degradation of polyisobutene. 1nfluence of 

microviscosity on the halflife of LS1 dec-

rease. 'T1f 2 (LS1) vs. solvent viscosity. 

Solvents: n-hydrocarbons from n-pentane 

to n-hexadecane. Other conditions: refer 
to Fig. 3 (22). 

that the observed rate of LS1 decay corresponds in 

this case to the diffusion of the fragments， i.e. to 

the disenglement diffusion. This conclusion was 

corroborated by the fact that 'Tll 2 (LS1) was not 

influenced by the addition of cyclohexene which， 

on the other hand， drastically reduced the extent 

of degradation. Thus， the time of establishing bond 

scissions in the main chains is much shorter than 

'Tl/ 2 (LS1). The variation of the initial chain length 

exerted only a weak influence on the rate of LS1 

decrease ('Tl f 2 (LS1) 民M~・ 3~). Since a much stron-

ger influence was expected for free translational 

diffusion of the fragments， it was concluded that 

disentanglement diffusion and translational diffusion 

can be distinguished. As n-propanol was succes-

sively added to n-hexane solutions of polyisbutene， 

'T1f 2 (LS1) increased， indicating that disentanglement 

diffusion proceeds more easily for loosely than for 

tight1y coiled macromolecules. 

Upon investigating polymethylmethacrylate 

dissolved in acetone (24) it was found that the 

change of LS1 could to a certain extent be correlated 

with the lifetime of an intermediate causing main 

chai n scission. Actuall y， the LS1 decayed in two 
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Fig. 6: Osci1loscope trace demonstrating the degra-
dation of polymethylmethacrylate in ace-

tone solution at 240C by 16 MeV electron 

irradiation (24). [PMMAJ: 1.4 x 10-2 base 

mol/l. Abs. dose per impulse: 4.8 x 104 rad. 

modes as is shown in.Fig. 6(a). The rapid decay 

with a lifetime of about 20μs (see Fig. 6(b)) was 

not influenced by additives such as O2 or mercap-

tanes and it was assumed that it is attributed to 

the diffusion of fragments as in the case polyiso-

butene described above. The corresponding main 

chain ruptures are believed to occur via electro-

nical1y excited or ionic intermediates. The slow 

decay with a lifetime r(slow) ~ 6 ms (k=170 S-l) is 

presumably related to lateral macroradicals. r(slow) 

decreased with increasing concentrations of 02 and 

C2HsSH. The total degree of degradation also 

decreased with increasing concentrations of these 

two additives. Some of the results obtained with 

O2ー containing acetone sol utions are depicted in 

Fig. 6. The evaluation of rate constants was based 

on the reactions compiled in scheme 2 and the 

presumption that k占> k ~ and kij ~ k ~==k8 

k~ 
P~+m 一二一→ (Pn…Pm)

excited state anion 

H 

rapid main chain rupture 
(fragments entangled) 

(8a) 

(Pn'・'Pm)一二一→ Pn+ Pm diffusion of fragments 
(8b) 

1_1 

P;，+ntこと→ (Pn... P:，) sl(~~ ~~a~~~:h_a~~_!~p_tJ~e 
11;) (fragments entangled) 

lateral macroradical (9a) 

kU 
(P ~..pふ〉一一→ Pll+ P~ diffusion of fragments 

(9b) 

I~→ P-.-S ・nマm

Pよ+m+S一一|
I k ~ 

(10a) 

」一一一→ Pn+m+S・ (10b) 

Sceme 2. Main chain degradation of polymethyl-

methacrylate and its inhibition by scaven-

gers. 

Reactions 10a and 10b prevent main chain ruptures 

of the type described in reaction 9a. Thus the extent 

of degradation becomes smal1er in the presence of 

scavenger molecules S. If the concentration of S 

is sufficiently high， i.e. if [SJ is practical1y not 

changed during the reaction，the fol1owing pseudo 

first-order expression is obtained: 

[P・Jt二 [P・Joexp (ー(kij+ Lks [SJ) t) (11) 
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Thus， Lks could be obtained according to eq. 12 

by measuring the lifetime of the LSI decrease as 

a function of time. 

か(LSI)) ー 1 二 k9+ Lk~LSJ U~ 

For the evaluation of 7" (LSI) values the change 

of the light scattering signal vol tage was plotted 

according to eq. 7 as a function of the time after 

the pulse. 

The rate constants obtained in acetone solution 

at room temperature for the reactions of O2 and 

C2HsSH with the transients causing main chain 

scission are k02二 1X 107 l/mol s and kC2HSSH=2.5 x 

104 mol/ls. The k02 value is of the same magnitude 

as the value estimated for the reaction of end group 

macroradicals of PMMA with 02 (28). 

ln studies with native deoxyribonuc1eic acid 

+ 
戸、.，...ノ、./、戸、戸-

Lateral macroradicals of polyethylene oxide were 

generated via the reaction .OH+PHー→ H20+P・

upon irradiating the polymer in aqueous solution. 

The rate of the reaction of macroradicals was mea-

sured by following the decay of their optical 

absorption at 235 nm. lt was found that Lk13 was 

decreasing with increasing chain length and was 

levelling off for n> ca. 103. 

Similar studies concerning the inf1uence of 

charge density on the mutual deactivation of poly-

ion-macroradicals were performed with polyvinyl-

alcohol partial1y acetalyzed with glyoxylic acid 

with polyacrylic acid (30). 

More recently the light scattering detection 

method was used to study the kinetics of the 

mutual interaction of macroradicals (25). The poly-

mer under investigation was polyvinylmethylketone 

(PMVK). It was irradiated with 2μs impulses of 

16 Me V electrons in acetone， pentanone-3， hexa-

none-2 and p-dioxan. As most polymers， PMVK 

electron irradiation led to significant decrease of 

the LSl consisting of two modes (26). The LSl 

decrease corresponds in this case to diffusion proce-

sses. The slow m¥Jde of LSl decrease is due to 

the detachment of segments generated by single 

strand breaks at sites on alternate strands being 

separated by several nuc1eotide units. The fast LSI 

decrease was ascribed to the separation of DNA 

fragments generated by single strand scissions loca-

ted directly opposite to each other. 

3(c) MutuaI interaction of macroradicala 

Earlier investigations (29) were devoted to the 

problem of the chain length dependence of the rate 

constant of intermolecular interaction of lateral 

macroradicals: 

ごコこご了 (13a) 

(13b) 

+ 
undergoes simultaneously crosslinking and main 

chain degradation upon stationary irradiation with 

'Y-ray etc.. With the aid of time resolved light 

scattering measurements it could be demonstrated 

that in this case main chain scissioning is occurring 

much more rapidly than crosslinking. As is shown 

in Fig. 7， the LSI decreased immediately after the 

electron impulse with a lifetime 7"(decr.) of about 

30μs and increased relatively slowly afterwards 

(7"1/2(incr.) ""， 0.4 ms). Molecular oxygen reduced 

the extent of main chain degradation and prevented 

crosslinking (see F ig. 7 (b)). Considering the various 

results obtained during that research it was conc1u-

ded that ヶ (decr.)is correlated to a diffusion 

process (not to the lifetime of an intermediate) 

and that 7" (incr.) is correlated with the lifetime 

of lateral macroradicals causing crosslinking. The 

kinetic treatment of the LSl increase after the 

impulse irradiation was again based on the Debye 

equation (eq. 4). lt was assumed that the initially 
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Fig. 7: Degradation and cross1inking of po1ymethy-

1viny1ketone (2 x 10-3 g/m1; M w，o: 3.9 x 106) 

in acetone at room temperature. Osci11o-
scope traces showing changes of LSI 

following the irradiation with an impu1se 

of1 6 Me V e1ectrons. Abs. dose per impu1se: 
2X104 rad. 

(a) Ar-saturated and (b) O2・saturatedsol u-

tions， 
(c) Ar-saturated solution， time-reso1ved ini-
tia1 decrease of LSI， 
(d) increase of LSI signa1 voltage shown in 

Fig. 7 (a) p10tted according to eq. 19. (25). 

random mo1ecu1ar weigt distribution remained (at 

1east for small conversions) random during the 

crosslinking. Then， the number of crosslinks per 

base unit is: 

仕4)

If the increase of the LSI is considered to be 

caused by rection 13 (a)， the time dependence of 

the concentration of 1atera1 macroradica1s [P・]can 

be described by the second order equation: 
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one obtains: 

and 

(2X103) ck13 t 
(s∞-st)ーl=s;，;+ ーー 仕掛

ぃ-Ud一叫…一」「U
1UJi一1UJL IUJi一UL/ Uム一Uo

+( 4+852nmoP~) )103ck13 t u.~ 
a且IUW，O

The results p10tted according to eq. 19 yie1ded 

straight 1ines. A typica1 examp1e is shown in Fig. 

7 (d). From the slopes of th e straight lines k11
3 = 

(4.5土1.5)106 1/mo1 s (in acetone solution at room 

temperature) was estimated. Support for the app1ica-

bi1ity of the second order treatment of data was 

obtained by other results such as those presented 

in Fig. 8. There it is shown that the reciproca1 
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Fig. 8: Cross1inking of po1ymethy1viny1ketone. Se-

cond order ha1f1ife of the increase of LSI 

vs. the absorbed dose. Ar-saturated acetone 

solutionsof [PMVK]: 2x10-3 g/ml. For 

other conditions refer to Fig. 7 (25). 

halflife (T1I2(incr.))-1 is 1inearly increasing with 

increasing absorbed dose. Such a dependence is 

expected provided the initia1 concentration of 1atera1 
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macroradicals is proportional to the absorbed dose 

per impulse， [P・]け民 D山 s，since 

1 二 2k13[P・]0 凶)
Tlf 2 (incr.) 

In conclusion， it could be demonstrated that the 

processes of main chain degradation and crosslink-

ing following irradiation of PMVK could be dis-

criminated as two independent reactions being due 

to two different kinds of intermediates formed 

during the impulse. 

It seems that pulse radiolysis in combination 

with various detection methods， such as the light 

scattering method， is a powerful tool for the inves-

tigation of the mechanism of radiation-induced 

processes involving polymers in solution. It is hoped 

that this article could prove that pulse radiolysis 

investigations of polymers not only lead to an 

improved understanding of the radiation chemistry 

of polymers but also yield data being of general 

importance for the elucidation of various problems 

pertaining to polymer physics and macromolecular 

chemistry. 
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務 ニュース 後

第 21回放射線化学討論会

主催 日本放射線化学会共催 日本化学会

日時 9月30日(土)・10月1日(日〉

会場国立教育会館 (東京都千代田区霞が関 3の2の3

電話 (03)580ー 1251)

〔交通〕地下鉄銀座線虎ノ門下車

第 1日 (9月30日〉

A会場 一一 (9時から)一一

A 101.極性分子を ドープした無極性液体中の電子の溶

媒和(東工試)立矢正典

A 102. 電子のトンネルの動力学 I. 二段トンネル(東

工試〉立矢正典

A 103. 電子のトンネルの動力学II.捕捉電子収率に対

する線量効果〈東工試)立矢正典

A 104. ヨウ化ぺンジルの解離型電子捕獲反応に対する

極低温マトリックス効果 (北大工)。泉田龍男

・藤井邦明・小笠原正明 ・吉田宏

A 105. 40K捕捉電子の緩和とスペクトル変化一一ア

ルカン・ MTHF・メタノールについて一一一

(北大工)小笠原正明 ・清水邦夫。吉田宏

A 106. 40Kアルコール捕捉電子のスペクトルの再検

討(北大工〉。小笠原正明 ・清水邦夫 ・吉田宏

A 107.捕捉電子の生成と溶媒和過程におよぼす外部電

場効果(京大原子炉)。長谷博友・東村武信

A 108. 重イオンビーム照射における捕捉電子の生成量

(理研)。吉良爽 ・松井正夫・ 今村昌

V A 109. 有機液体中のホールの捕捉機構(東大工)田)11

精一。田畑米穂

A 110.二つの溶質を含むMTHFガラス溶液中の電子

捕捉 (理研)。吉良爽 ・今村昌

A 111. 770KMTH Fガラス中での電子捕捉に対する

置換基の効果(m) (都ア研〉。下川利成 ・沢井

健・沢井照子

一一 (13時から)一一

A 112.被照射脂肪族オリコ・ェステルの熱ルミネッセン

ス一一低温ガラス状態での発光におよぼす電子

捕捉剤の影響一一(早大理工研)。津村実 ・尾

見直人・今関隆志・浜義昌

A 113.高密度エタン中における Vo値の測定とその密

度変化(東大教養〉山口洋一・西川勝

A 114.ポジト ロニウム化学と放射線化学の相関一一弱

い電子捕捉剤と電場の効果一一(東大原子力セ

ンター ・東大工) 。伊藤泰男 ・田畑米穂

A 115.極低温照射効果の研究(咽)ネオペンタン-I/

クロヘキサン混合系における水素原子の反応に

対する単純モデル(名工試〉。岩崎万千雄 ・鳥

山和美

A 116.サーマル水素原子の極低温化学反応(1)メタ

ン/エタン混合系における選択的水素引き抜き

反応(名工試)。鳥山和美 ・岩崎万千雄 ・布目

華ー

A 117.サーマル水素原子の極低温化学反応 (n)希ガ

ス/エタン/HI混合系におけるサーマル水素

原子とエタンとの反応(名工試)。武藤八三 ・

岩崎万千雄 ・布目華-

A 118. 770Kネオペンタンーアルカン系における H原

子による選択的水素引抜き反応一ーホット H原

子とサーマノレH原子の速度論的区別(名大工 ・

原研東海〉。宮崎哲郎 ・五島宣男 ・笛木賢二 ・

荒殿保幸 ・立川円造

A 119. 40K， Xeマトリ ックス中における光 ・放射線

分解で生じたH原子の捕捉と反応(名大工 ・京

大原子炉〉衣川一尚。宮崎哲郎 ・長谷博友

A 120. r線照射したアミノ酸に生成するラジカル対

(京大原子炉〉。山岡仁史 ・松山奉史

A 121. 被照射酢酸エステルラジカルのBNBによるス

ピントラッピング(北大工 ・ミュンへン工大〉

。田畑昌祥 ・相馬純吉 ・H.Heusinger 

A 122. スピントラッピンク・法の放射線化学への応用

(咽)被照射ぺンゼン及びそのハロゲン誘導体

からのフェニルラジカル生成(北工大〉宮沢哲

夫。塩谷優 ・相馬純吉

A 123. PMMA及びD化PMMAの液相中の放射線分

解(北大工・東洋製缶〉田畑昌祥・宮沢哲夫。

相馬純吉

一一(16時30分から)一一

特別講演

レーザー分光による光電荷移動とイオン解離現象の研

究(阪大基礎工学科)又賀昇

B会場 一一 (9時から〉一一

B 101. クロロプレンの電子線重合(原研大阪)。林香

苗 ・立花道則 ・岡村誠三

B 102. メタクリル酸メチルの放射線乳化重合(原研高

一32ー
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後 ニュ

崎)幕内恵三 ・片貝秋雄 ・萩原幸 ・荒木邦夫

B 103. 放射線注型重合の応用一一フレネルレンズの製

造一一(原研高崎) 。大久保浩 ・吉田健三 ・嘉

悦勲

B 104.α， (3二置換還状モノマーの気相クヲブト重合

におけるガンマ線と紫外線の差異(名工試〉

早川浄 ・111瀬薫 ・山北尋巳

B 105. アクリル酸の放射線ク.ラフト重合法による親水

性膜の合成(原研高崎)。須郷高信 ・石垣功 ・

町末男

B 106. 低温放射線重合による生物活性体の固定化(原

研高崎)。吉田勝 ・嘉悦勲

B 107. ポリ塩化ピニルーフ.タジエン系における放射線

グラフト重合装置の開発 (原研高崎〉。大道英

樹 ・吉田健三 ・鈴木和弥 ・荒木邦夫

B 108. ポリエチレン被覆電力ケープルの電子線橋かけ

に関する研究一一一アミン ・アルコール系化合物

の放電破壊防止効果一一(原研高崎〉 。佐々木

隆 ・細井文雄 ・笠井昇 ・萩原幸

B 109. ポリエチレン被覆電力ケープルの電子線橋かけ

に関する研究一ーポリエチレンの放電破壊現象

について一一(古河電工 ・原研高崎〉古沢久具

.石谷速夫。平野隆之 ・萩原幸 ・佐々木隆 ・細

井文雄

B 110. ジチオカルパメート基を有する高分子材料の耐

放射線性(製品科研〉。 仲川勤

B 111.高分子材料の放射線劣化における酸素の効果

(原研高崎〉。 瀬口忠男 ・荒川和夫・依田修 ・

早川直宏 ・栗山将

一一(13時から)一一

B 112. 各種穫酸塩における Ps形成に対する 3d電子

の役割(東大原子力センター) 0伊藤泰男 ・高

野武美

B 113. 被照射酸素酸塩のX線光電子スペクトル 一一

NaCIOa・LiCI04，LiBrOa一一(原研東海・

La wrence Berkeley Lab) 。佐々木貞吉 ・R.

S. Williams .]. S. Wong・D.A. Shirley 

B 114. イオン衝突による二次電子エネルギースペクト

ル(原研東海) 0大野新一 ・古川勝敏

B 115. iIリカグル表面における水ーベンゼン系の放射

線化学反応(都立大理 ・東ア研〉。小掠ー ・中

里千代子 ・荒井文人 ・斉藤節子 ・沢井照子 ・沢

井健 ・近藤正春

B 116. 流通方式によるメタンの電子線照射効果 (原研

ス 後

大阪) 0新井英彦 ・永井士郎 ・松田光司 ・畑田

元義

B 117. Fischer-Tropsh触媒存在下におけるCO-H2

混合ガスの電子線照射効果(原研大阪)。永井

士郎 ・新井英彦 ・松田光司 ・畑田元義

B 118. C 0とH2気相混合系の電子線照射による反応

(咽)加庄状態における組成および温度の効果

(原研大阪〉。杉本俊一 ・西井正信

第2日 (10月1日)

A会場 一一 (9時から)一一

A 201.星間雲分子の生成消滅の放射線化学(東工大理

・分子研〉 。山崎秀郎 ・田中健一郎 ・小谷野猪

之助

A 202. DT法によるイオンクラスター反応の研究(9)

K+(H20)の生成速度定数のエネルギー依存

性(東北大工〉伊藤正博 ・来川保紀 ・篠田孝司

.千島博司・古河清史 ・小池武久 ・飯沼恒一 ・

佐藤義之。武部雅汎 ・瀬戸邦夫

A 203. DT法によるイオンクラスター反応の研究(10)

Non-Polar分子とのクラスタリング反応(東北

大工)伊藤正博・来川保紀 ・篠田孝司 ・千島博

司 ・古河清史 ・小池武久 ・飯沼恒一。佐藤義之

.武部雅汎 ・瀬戸邦夫

A 204. エタンの気相イオン一分子反応(山梨大工〉

平岡賢三

A 205. 流動法によるアルゴン準安定原子とプロピレン

との反応 (東大教養 ・原研東海〉 。柴田晶子・

高橋詞 ・大野新一 ・三国均

A 206. 液体二酸化炭素溶液中の酸素原子とオレフィン

の反応(東工大理)。唐沢英年 ・笹本太・弓削

田レイ ・佐藤伸

A 207. 重水素原子とオレフィンの反応 H/D同位体効

果(東工大理)石川洋一。佐藤伸

一一 (11時から〉一一

特別講演2

放射線化学の応用一ーその現状と将来への展望一一

(原研高崎〉町末男

一一 (13時から〉一一

A 208. アルゴンの励起 2原子分子の反応(長岡高専・

上智大理工 ・理研 ・東大工〉阿武文 ・小駒益弘

。荒井重義 ・今村昌 ・渡部力

A 209. ヘリウムの励起 2原子分子の光吸収と消失過程

(上智大理工 ・理研)。小駒益弘 ・高尾哲 ・荒

井重義 ・今村昌
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後 ニュース 後

A 210. パルスラジオリレス法による励起希ガス原子脱

励起速度定数の決定一一吸収法と発光法の比較

一一(東工大理)。高尾哲 ・横山淳 ・上野巧 ・

鎮野嘉彦

A 211.光吸収法を用いた励起ネオン原子の原子 ・分子

による脱励起速度の測定(東工大理〉。横山淳

.上野巧 ・高尾哲 ・鎮野嘉彦

A 212. 0γC02系での特異な電子付着機構(東工大

理 ・ノートルタ・ム大) 。小角雄一 ・飯野嘉彦 ・

嶋森洋

A 213. 02-C 2H4系高圧下での電子付着機構(東工大

理 ・ノ ートルタ・ム大) 0 篠野嘉彦 ・小角雄一 ・

永原芳幸 ・嶋森洋

A 214. マルチチャンネル光子計数法による C0+ 

(A2π， v二1， 2， 3)の消光速度の研究(大

阪電通大 ・阪大理)。藤田岩男 ・福井清 ・桑田

敬治

A 215. 重イオン照射下のサプナノ秒時間分解発光スぺ

クトル測定(理研)。木村一宇・今村昌

~~ 216. パルスラジオリレス用ピコ秒電子単ノ勺レスの発

生方式と諸特性(東大工)。小林仁 ・上田徹 ・

田川精一・田畑米穂

A 217. ピコ秒電子単パルスを用いた吸収測定系の製作

と特性(東大工) 。上田徹 ・田川精一 ・田畑米

穂

A 218. ピコ秒電子単パルスのパルスラジオリレスへの

応用上の主要問題(東大工)。小林仁・上田徹

-田川精一 ・田畑米穂

A 219. 液体炭化水素中の励起状態の生成とエネルギー

移動における荷電種の役割(東大工〉。勝村庸

介 ・田川精一 ・田畑米穂

A 220.液体炭化水素中の速いエネルギー移動現象(東

大工)田川精一。勝村庸介 ・田畑米穂

A 221.液体炭化水素中の速いエネルギー移動における

分子集合体の役割 (東大工〉田111精一。田畑米

穂・上林匡

A 222. C12-ラジカルの速度定数と反応機構(静岡大理

・ノートルタ.ム大〉 。長谷川園彦 ・P.Neta 

A 223. 氷中の捕捉電子の温度依存(大放研・Cookridge

高エネルギー放射線研)。川端啓介 ・G.V. 

Buxton・G.A. Salmon 

B会場 一一 (9時15分から〉一一

B 201. アセナフチレン二量体のラジカルイオン(阪大

産研〉。入江正浩 ・長谷川康能 ・林晃一郎

B 202. 被照射高分子の熱ルミ ネッセンス一一等温発光

の減衰機構一一(早大理工研〉 。尾見直人 ・津

村実 ・浜義昌

B 203. 高分子の励起状態及び高分子カチオンの動的挙

動(東大工)。鷲尾方ー ・田111精一 ・田畑米穂

B 204. パルスラジオリレス法によるスチレンの放射線

重合の生長過程の研究(東大工〉。上林匡 ・田

川精一 ・田畑米穂

B 205. 電子線照射中のESR測定による無水マレイン

酸溶液に生成するラジカルに関する研究(東大

工〉 。白石浩二 ・門井一 ・石樽顕吉 ・大島恵一

B 206. ポリヌクレオチドおよび核酸のOHに対する反

応(都立大理〉。増田高踏 ・江田守 ・近藤正春

一一(13時から〉一一

B 207. 金属の水中腐食に及ぼす放射線の効果(東大工

・工開研)。石樽顕吉 ・藤田矩彦 ・松浦千尋 ・

藤嶋信夫 ・小野昇一・大島恵一

B 208. P C Bの酸素グロー放電プラズマによる分解処

理;分解生成物の検討(山梨大工〉。平岡賢三

.三森健一

B 209. 排ガスの電子線処理における N20の生成につ

いてく原研高崎) 0徳永興公 ・西村浩一 ・鈴木

伸武 ・町末男・鷲野正光

B 210. 放射線による廃水処理に関する研究 (5)染料

水溶液の脱色に対する添加物の効果(原研高崎)

。鈴木伸武 ・宮田定次郎 ・鷲野正光

B 211.放射線による廃水処理に関する研究 (6)電子

線による染色廃水の脱色(原研高崎)。鷲野正

光 ・宮固定次郎 ・鈴木伸武 ・橋本昭司 ・川上和

市郎

B 212. 放射線による廃水処理に関する研究 (7)電子

線およびガンマ線によるフェノール水溶液の分

解(原研高崎)。宮固定次郎 ・橋本昭司 ・作本

彰久 ・川上和市郎

参加登録費:3，000円 (講演要旨集を含む)，講演要旨集

代 :1，500円

懇親会 9月30日(土)18時から東海大学校友会館 (霞

が関ピル33階， 電話 (03)581-1313，地下鉄虎ノ門

駅又は震が関駅下車)会費正会員 3，000円，学生会員

1， 500円

連絡先 茨城県那同郡東海村白方 2-22 東京大学工学

部原子力工学研究施設 田畑米穂 (電話 (02928) 2 

-1611文は (03)812ー 2111内線4485)
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一一= ~ ニュース 後

日本化学会 年会 報告

(低分子関係)

今年の春季年会の放射線化学関係の講演は， 4月3日

の午後 1時から約 3時間，慶大の日吉校舎で行われた.

発表件数は20件で，そのうち気相に関するものが 5件，

液相に関するものが 5件，残りが固相に関するものであ

った.研究手段としてはパルスラジオリレスと極低温法

(E S R・吸収スペクトル〉が多く，この 2つだけで全

体の半分以上(11件〉を占めた.

パルスラジオリ iノスでは田川ら (東大工〉および勝村

ら (同)が，昨年の討論会に引き続いてアルカンおよび

トルエン中でのピコ秒の発光測定の結果を報告した.溶

質のけい光の立ち上がりには早い成分と遅い成分がある

が，遅いものでも拡散律速より 1ケタ早い現象であると

いうことであった.このような測定はやはりピコ秒なら

ではのものであり，今後吸収測定の装置が完成すればさ

らに強力な武器となろう. パルスラジオリレスではその

ほかに，石川ら(東工大理)が水素原子とアセチレンの

反応速度を水素原子の濃度を直接測定することによって

決めていたのが注目される.

気相の放射線分解では，池添ら(原研高崎〉が炭酸ガ

スープロパン系について詳細な報告を行った.この研究

と，その一つ前の杉本ら(原研大阪)のCOとH2気相

混合系の研究で，反応中間体としてクラスターイオンが

重要であることが良くわかった.

液相の関係では鈴木ら く東工大理)が，液相レクロヘ

キサンの真空紫外光照射の結果について述べたが， 124 

nmの光ではイオン化過程の寄与が大きくて， r線照射

の場合と似ているようである.

固相の関係では名工試のグループの一連の研究が注目

された.まず武藤らは，レンクロヘキサンーネオペンタ

ン混合系での水素ラジカルの反応は，極低温では近距離

の反応に限られるということをはっきりさせた.ついで

岩崎らは， H 1を光ないしは放射線で分解して水素ラジ

カノレを作った場合でも ，極低温では近距離の反応しか起

こらないことを示した.宮崎らの結果との食い違いはど

うやら試料内部の温度がちがっていたためらしい.それ

にしても， ESR管中の試料が4.20Kで熱平衡に熱する

のに 1時間もかかるというのは驚きであった.鳥山らは

メタノール多結晶を極低温で放射線照射して ・CH3や

CH30 ・などを観測した結果について述べた.この系で

・CH3をつかまえたのははじめてであり，最近のビッ グ

ニュースと言える.・CH3もCH30・も， .CH20Hに

変わるということだが，これらの結果は固相(結晶相〉

に限らず，アルコールの放射線分解の機構を考える上で

無視できないものになるだろう.

荒殿ら(原研東海・名大工〉は反跳トリチウムが混合

炭化水素中で選択的水素引き抜き反応を行わないのは，

反応の断面積が水素(卜リチウム〉の特定の運動エネル

ギーの範囲で大きいためであると説明している.荒井ら

(理研〉も Sープチルク ロライド中のホールの選択的な

反応は，ホールの移動速度と電荷交換の断面積とが関係

があるためであると考えて実験結果の理論的な説明を行

っている.これらの研究や，並木ら(分子研 ・京大原子

炉〉の et-とハロゲン化アルキルとの反応の理論などを

聴いていると，いま固相中の反応速度論が多様にかっ大

胆に展開されていることがわかる.これまで固相中の速

度論は系が複雑すぎて困難であると考えられがちであっ

たが，気相での議論が意外に有効であることが示されて

いる.

吉田ら (北大工)，小笠原ら(同)および野田ら(同〉

は，極低温照射で生成した捕捉電子の安定化の機構につ

いて報告した.この問題が出されてからすでに大分たつ

が，議論はこの後もまだ続くようである.

(小笠原正明〉

(高分子関係)

放射線高分子に関する報告は， 5月の高分子年次大会

に集中し， 日化年会においては山上，福元(阪府枚中研〉

のジアルキルピニルホスホナートの T線重合に関する報

告 1件であった.高線量照射により，触媒重合法では得

られない高分子量のポリ(ピス 3ークロロエチルピニル

ホスホナート)の合成されることが報告された.

高分子年次大会においては，スチレン， Tソプレンの

電子線重合(原研大阪)， カチオン系高分子凝集剤， 親

水性膜の合成(原研高崎)， 固相環化重合反応(福井大〉

等11件の報告が行われた.

(入江正浩〉
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後 ニュース 後

THE 6TH INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH 
Presldent K. Misono， National Instltute of Radlological Sd・nc.'
Vlce-Pr・sld・nt S. Okamura， Kyoto Universlty 
Vlce-Presldent Y. Tazlma， Natlonal Inst1tut・ofGe附 tlcs
Secretary G・n・ral S. Okada， Theυnlvers1ty of Toky。
Treasurer M. Imamura， The Instltut，・ ofPhysical and Chemical R.s制 rch

ADDRESS : H伺 goP. 0.. Box 152， B肌 kyo・1cu，Tokyc 113-91， Japan 
CABLE ，SIXICRR TOKYO 
TELEPHONE， 03-812司 2111bt. 7729，3696 

τ。KYO，MAY 13・19，1979 

第 6回国際放射線研究会議 (6thICRR)の開催もいよ

いよ間近に迫ってきました.すでに 2ndCircularはお

手もとに届いていることと思いますが，一般講演

(Proffered Paper)の申込と Abstract提出の期限は

11月30日です. Registrationもこの日までにされると経

済的(のですのでご注意下さい.

ご承知のように，この会議は物理学，化学，工学，医

学，農学，生物学，遺伝学などの広い分野にわたるもの

で，学際的交流にも重要な意味をもっています.物理学

と化学については11の Symposium(全部で30)が計画さ

れており，化学者としては海外から Adams，Baxenaale， 

Bernas， Buxton， Cha.piro， Charlesby， Hamill， Ho: 

royd， Hunt， Inokuti， Kevan， Kroh， Miller， Schiller， 

Schmidt， Schnabel， Schuller， Schulte-Frohlinde， 

Silvermanなどが参加される予定です.化学の一般講演

は，必ずしも生物学や医学などに直接関連したものでな

くても歓迎いたしますので，会員多数の参加により是非

有意義なものにしたいと思っています.

また Post-CongressSymposiumとして5月22，23日

に京都で One-Day Symposium “Fundamental and 

Applied Radiation Chemistry" が引きつづき開催き

れる予定です.(詳細については京都大学 ・理学部波多

野教授にご連絡下さい〉

会議に関することは下記事務局，または理化学研究所

今村 (0484--62--1111) までご連絡下さい.

干113-91 東京都文京区本郷郵便局

私書箱第152号

第 6回国際放射線研究会議事務局

(03) 812--2111，内線3696，7729 

(今村昌)

One-Day Symposium，“Fundamental and Applied Radiation Chemistry" 

第 6回 InternationalCongress of Radiation Researchを機会に，上記レンポジウムが日本放射線化学会主催

の下に聞かれます.パネル討論のみのもので，主な討論メンパーなどについては目下準備中です.

日 時 1979年 5月22日(火〉νンポジウ ム

5月23日(水)見学会

会場 京都市立京都伝統産業会館 (左京区岡崎成勝寺町9-2)

パネル討論主題

1) Unsolved Problems in the Primary Processes in Radiation Chemistry 

2) Fast Reactions in Biological Systems 

3) Technological Application of Radiation Chemistry 
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後 ニュース ~

大阪大学産業科学研究所ライナ ック計画

昭和50年度より 4ヶ年計画で建設設置中のライナ ック

計画は，現在略完成に近づき，今最後の調整を行ってい

る段階である.この加速器の特徴は，そのパルス性能に

あり， エネルギー37MeV.電荷量 7nCの単一パルス電

子線が得られる Lーバンドのライナ ックである.

ライナ ックによる大学内外との共同研究を行うための

実験室として， 延3，000m2のライナ ック実験棟は，昭和

52年度末に完成しており，物理，化学，生物及び医学関

係の研究を行うためにそれらの実験室をはじめ必要な照

射設備，計測機器及びデータ処理用コン ビュ ータ一等が

準備されている.

桜井 洗

単一パルスで7nC以上の電荷量をもっライナックは

我が国で唯一のものであり，世界でも米国アルゴンヌ研

究所にあるのみである.文，本装置の トランスポー ト系

中に組み込まれたチェ レンコ ブラヂエーターよりのチェ

レンコフ光を利用することにより， 電子ビームと完全に

同期のとれた :::::40 psec巾の光が得られ， これに よっ

て，電子ビームにより試料中にひきおこされる物理，化

学変化を 100psec以下の時間分解能で観測できる.

現在，本体系の調整がほぼ完成し， 第 1表に示す諸特

性に優る出力が得られている.ビームトラ ンスポート系

が完成すれば，第一照射室，第二照射室およびスイッチ

本ライナックは， 米国 Systems，Science and Soft- ヤード室の 3ケ所において独立に実験が行えるよ うにな

ware社製で，本体とビームトランスボート系の概略と っており，当面の研究計画は

出力の諸特性を第 1図および第 l表に示す 1) ピコ秒パルス放射線の発生と計測技術の開発研究

第 1図本体およびビームトランスポート系

/ 本体系 /' トランスポート系

~ 3 nS 

メイ・ノナヤード主
(ピコ秒lt-)
ノ~)レス I附P， J

~. ~ー!m射安

第二!!<<射室

第 1表パルス電子線の特性

定常モー 過渡モ ー ド 単一パルスモード

最大エネルギ- (MeV) 37 37 37 
ノt ノレ ス 強 度 720mA(瞬間最大電流値) 20A(瞬間最大電流値) 5"-' 7 nC(全電荷量〉

ノt ノレ ス 巾 (半値巾〉 0.1，，-，2.5附

ノ〈 lレ ス 繰 返 し "-'360pps 

エネルギース ペク トルムE/E "-'2% 

ピ 一 ム 径 (rItff!) く10

2)パルスラジオ リレ スによる短寿命活性中間体の研究

3)放射線高分子反応の初期過程の研究

4)パルス放射線による短寿命励起状態と大線量率効果

の研究

5)電子線.X線及び中性子線による核励起とその応用

研究

3 "-'100ns 20"-'40ps 

"-'720pps "-'720pps 

"-' 1 ~ぢ

く10 く10

6)放射線と生体系との相互作用の研究

7)パルス放射線ドレメトリーの研究

8)逆コンプト ンによる単色X線の発生の研究

があり，これらの研究はほとんど本加速器の特徴である

短パルス，高電荷量の出力を得てはじめて可能となるも

のである.
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電子および原子衝突の物理学に関する

第11回国際会議 (EleventhInternational 

Conference on the Physics of Electronic 

and Atomic Collisions，略称、 XIICPEAC)

1958年に第 1回が聞かれ， 1961年以来隔年に開催され

ている原子衝突国際会議の第11回目が，来年日本で聞か

れることになりました.原子衝突研究は物理学の一分野

であるとともに，放射線科学，天体物理学，宇宙科学，

放電科学，プラス・マ・核融合理工学，分子科学， 量子エ

レクトロニクス，分析技術等々多くの学問研究や応用の

諸分野で欠くことのできない基礎となっています.原子

衝突全般を扱う唯一の国際会議であるこの会合が欧米以

外ではじめての試みとして日本で開かれることになった

のを機会に，多くの方々がこれに参加され，またすぐれ

た研究成果を発表して下さるようお願いし3たします.

記

主 催 日本学術会議と原子衝突研究協会の共同主

催.国際的には IUPAP(国際純粋 ・応

用物理学連合〉の公認・支援を受けること

がきまっています.なおまた，圏内で多く

の学協会に後援依頼中です.

時 期昭和54年8月29日(水)r-.J 9月4日 (火〉

場 所国立京都国際会館

学術的内容 いわゆる原子衝突，すなわち，イ方ン ・原

子 ・簡単な分子およびこれら重い粒子と電

子 ・陽電子 ・光子等との衝突過程が対象と

なります.招待講演では応用分野に関する

話が聞かれることもありますが， 一般講演

は前述のような素過程に限られます.

サーキュラー 第 1次サーキュラーは本年10月に発送さ

れます.いま圏内発送先リストを準備中で

す.第 1次サーキュラーへの回答者には，

来年になって第 2次，第 3次のサーキ ュラ

ーが送られます.

一般講演申込締切来年4月20日が締切日です. プログ

ラムは，国際プログラム委員会で決定され

ます.その他詳細は，下記あてお尋ね下さ

し〉

干153 東京都目黒区駒場4-6-1

東京大学宇宙航空研究所

高 柳和 夫

電話 (03)467-1111 内線 484

lij 111 

本 .o. 
;a; 記 事

。第28回理事会

。昭和53年4月2日午前11時より製品科学研究所にお

いて役員20名出席のもとに開催された.昭和52年度事業

経過報告後，昭和52年度決算報告，会計報告があり承認

された.次いで昭和53年度事業案について審議され，

(1)会誌発行 (26号， 27号)， (]I)討論会(昭和53年9

月30日.--..10月1日:東京)， (m)総会(昭和54年5月I

CRR期間中:東京)， (lV)放射線化学若手の会支援

(援助金3万円〉が決定された.

。昭和53年度役員候補(会長 1名，副会長 2名，理事

30名，顧問 4名，監事 2名)の推薦が行われ，総会に上

程されることとなった.昭和53年度会誌編集委員会役員

選出が行われ，次の人々が新役員として選ばれた.

委員長:林晃一郎

委員:小笠原正明，町末男，志賀徹也，宮崎哲郎

長谷博友 (5名〉

。学会の財政に関する委員会を設けることになり，名

称を財政特別委員会とし，委員としては下記の方々が選

出された(任期 2年間). 

委員:後藤田正夫(荒木邦夫)， 今村 昌，田畑米穂

林晃一郎，小田英輔，相根典男 (6名〉

。昭和54年度総会開催について:日化会が来春ハワイ

で開催きれるため，本学会総会は ICRR開催期間 (19

79年5月13日.--..19日)中に東京で開催されることとなっ

た.

。会費免除会員について:長年本学会に貢献した会員

についての会費免除および名誉会員のごとき制度につい

て従来の慣行を踏えて検討していくこととなった.

。本理事会において次の入退会者が承認された.

入会者

〔正会員 3名〕

佐野尚武，江川博明，松岡伸吾

〔学生会員 8名コ

吉田清美，泉田龍男，津村実，尾見直人，小林慶規

南波秀樹，河内宣之，松山隆一

退会者

〔賛助会員 3件 4口〉

附クラレ，千代田研究開発，柴山科学器機

〔正会員 8名〕

堀切尚三，菅野俊行，坂川幸雄，水野良治，島田僚

ー，藤岡修二，北田友彦，田中順一

j' 
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。第14回通常総会

昭和53年 4月3日， 日本化学会第38回春季年会N会場

(慶応大学〉にて午後零時より開催された.桜井会長司

会のもとに，昭和52年事業経過および会計報告，ついで、

昭和53年度事業案，予算案提示，役員選出が行われ，そ

れぞれ承認可決された.新役員は下記のとおり.また第

6回 ICRR大会準備状況，京都での ICRRポスト レ

ンポジ ウム開催について理研今村氏，京大原子炉東村氏

よりそれぞれ報告されたベ出席者数23名，委任状178名)

。昭和53年度役員

会 長 大 島 恵 一

。昭和52年度会計報告

く収入の部〉

賛 助 会 費

個 人 会 費

雑収入

銀 行 利 息

繰 越 金

く支出の部〉

事 務 費

通 信 費

印刷費

会議費

会誌発行費

連絡費

討論会補助

雑 費

繰越金

く学会基金〉

620，000円

501， 500 

438，190 
7，084 

151，628 

1，718，402円

261， 872円

48，935 

936，000 

37，250 

103，754 

10，500 

54，000 

134，615 

131， 476 

1，718，402円

1， 060， 000円

(*人件費 200，000円を含む〉

副会長

理 事

林晃一郎，相馬純吉

高橋詞，松岡伸吾，志田忠正，東村武信

長谷博友， 入江正浩，近藤正春，山崎秀郎

松井正夫，宮崎哲郎，柏原久二，小笠原正明

吉原賢二，荒井重義，町 末男，永井士郎

佐藤章一，上回 寄，鳥山和美，山内愛造

仲川 勤，浜田昌之，今井正彦，志賀徹也

岩井正，小田英輔，小野勇，辻孝三

江川博 明，原山 寛

顧

監

問

事

岡村誠三，今村 昌，後藤田正夫，田畑米穂

桜井洗，波多野博行

。昭和53年度予算

く収入の部〉

会費

賛助会員 (30社59口〉

正会 員 (353名)

学生会員 (22名〉

雑 収入

繰 越金

く支出の部〉

事務費*

通 信費

印刷費

会議費

会誌発行費

連絡費

討論会補助

予 備金料

590，000円

529，500 

11，000 

400，000 

131，476 

1，661，976円

300，000円

60，000 

950，000 

60，000 

120，000 

15，000 

54，000 

102，976 

1，661， 976円

(料放射線化学若手の会支援金10，000円，夏の学校用費用20，000円を含む)

(12ページより〉

15) W. Schnabel，放射線化学地26，23 (1978). 

16) A. ]. Swallow，私信.

17) F. Lavelle， M. E. McAdam， E. M. Fielden， P. 

B. Roberts， K. Puget， and A. M. Michelson， 

Biochem.]. 161， 3 (1977). 

18) M. E. McAdam， R. A. Fox， F. Lavelle， E. M. 

Fielden， Biochem.]. 165， 71 (1977). 

19) H. Seki， Y. A. Ilan， and G. Stein， Biochim. 

Bioρhys. Acta. 440， 573 (1976). 

20) B. H. ]. Bielski， Biochim， Biothys. Acta. 289， 

57 (1972). 

21) Fast Biochemical Reactions in Solutions， Mem-

brames and Cells， Biophysical Society meeting， 

Airlie， Virgina， U.S.A. 2-5 April 1978. 
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一一書 評 一一

Radiochomatography; The Chromatography and 

Electrophoresis of Radiolabelled Compounds. by 

T. R. ROBERTS， ELSEVIER SCIENTIFIC 

PUBLISHING COMPANY Amsterdam and New 

York (1978). 

放射性標識化合物を利用した研究は年々増加してい

る.一般に放射性物質は微量で複雑な混合物として取扱

うことが多く，分離，精製にはしばしばクロマトグラブ

ィーが利用されてきた.つまり，放射性物質とクロマト

グラブィーは，従来から密接な関係にあったが，今般，

Journal of Chromatography Library 14巻が「放射ク

ロマトグラブィー」として出版されたのは，まことに時

を得た企画といえよう.

放射性核種としては，反応機構の解明や代謝の研究等

有機化学や生物化学の分野でトレーサーとしてよく使用

される 3H. 14C. 32P. 35S. 36Cl等の β線放出核

種を対象としている.従って放射線検出器としては，イ

オンチェンパー. GM力ウンター，オートラジオグラ フ

ィー，スパークチェンパーが対象となり，これらの一般

的な解説の後，ろ紙クロマトグラブィー，薄層クロ マト

グラフィー，ポリアクリルアミドに着目した電気泳動

法，カラムクロマトグラフィーおよびガスクロマトグラ

フィーについて個別に章を設け，検出器を装備した場合

について解説している.

実験を行う際に注意すべき点，他の分離技術と比較し

た長所，特徴など実験技術に関しては，最新 (1977年ま

で〉の文献からデータや例を引用して，細心，懇切な説

明がなされている.また，装置の説明は沢山の写真によ

って分かり易いものとなっている.巻末にまとめられて

いる放射クロマトグラフィー装置の主たる製造会社の一

覧も便利なものであろう.

放射性標識化合物をトレーサーとして用いる研究者の

参考書として好適である. (京大原子炉小林，北岡〉

〈雑詰の紹介〉

Radlation Physics and Chemistry 

Radiation Physics and Chemistryは，放射線反応，

放線線プロセスとその工業利用に関する国際学術雑誌

で，英国の PergamonPressから発行されています.

Original paper， Communication，の他に Reviewに

も力を入れています.

本誌の購読および本誌への投稿をお願いします.本誌

の ChiefEdi torは英国の Prof.A. Charlesbyです

が，投稿はその地域の RegionalEditorを通じて行う

ことになっていますので，日本では岡村，文は林宛お送

り下さい.住所は下記の通りです.

岡村誠三:干066京都市左京区岡崎南御所町24

林晃一郎:干565吹田市山田上

大阪大学産業科学研究所

(林記〉

昭和53年度科研費配分

昭和53年度文部省科学研究費補助金配分決定分のうち

放射線化学および関連分野で，本会員が代表者であるも

のを拾いあげました.一般研究D.奨励研究，試験研究

は除いてありますが，万一見落し分がありましたらご容

赦下さい.

特定研究

〔レーザー分光〉

。けい光量子収率の絶対値測定平山文夫(宮崎医大〉

75万円

〔医用高分子〕

。抗血栓性ハイドログル 筏義人(京大化研)80万円

環境科学特別研究

。光化学過程により生ずる有機過酸化物生成機構

高橋詞〈東大教養)120万円

。光一放射線による有害物質の除去林晃一郎 (阪大

産研)80万円

一般研究A

。分子の動的過程桑田敬治(阪大理)2，380万円

。プラズマクロマトと応用 波多野博行(京大理〉

1， 730万円

一般研究B

。ホットアトム反応基礎化学過程の解明 吉原賢二

(東北大理)830万円

。高分子系の超高速反応林晃一郎(阪大産研)

570万円

。気体廃棄物処理のためのガス分離大島恵一(東大

工)500万円

。高密度炭化水素気体中の過剰電子の性質西川 勝

(東大教養)580万円

一般研究C

。極薄膜固体の低エネルギー電子線衝撃平岡賢三

(山梨大工)175万円

。極低温ガンマラジオリレス法による金属イオンの溶

媒和構造長谷博友(京大原子炉)165万円

。発光けい光装置の高感度高性能化 小川禎一郎(九

大工)190万円

。分子性液体と固体中の電子の状態と挙動 笛木賢二

(名大工)190万円
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本

D.賛助会員

名

旭化成工業株式会社

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

株式会社島津製作所

株 式 会 社 レ イ ケ ム

士 幌町農業協同組合

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式会社中央研究所

段谷産業株式会社

中国塗料株式会社滋賀工場

中部電力株式会社

東 海 電 線 株 式 会 社 大 阪 製 作 所

東京電力株式会社

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

メ』
-;r;s; 

称

ぷb、
~ 

日本エレクトロキュア株式会社 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

日新ハイボルテージ株式会社

日本電信電話公社茨城電気通信研究所

古河電工株式会社平塚電線製造所

放 射 線 照 射 振 興 協 会

北海道電力株式会社

三菱電機株式会社中央研究所

目 立 化 成 工 業 株 式 会 社 下 館 工 場

レ ンゴー 株 式 会社

員 名 簿

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

595 大阪府泉大津市河原町9-1

520-01滋賀県大津市下阪本比叡辻町210

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1

530 大阪市北区小深町3-1 阪急ターミナルピル

108 東京都港区白金台 2丁目 9番 6号

080-12北海道河東郡士幌町字士幌西 2線159

540 大阪市東区北浜5-15

554 大阪市此花区島屋 1丁目 l番 3号

618 大阪府三島郡島本町百山 2番 1号

803 福岡県北九州市小倉区東港町4-3

520-23滋賀県野洲郡野洲町三上

459 名古屋市緑区大高町字北関山20-1

590 大阪府和泉市万町1076番地

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

107 東京都港区赤坂1-9-13

194 東京都町田市旭町3-5-1

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1関西ペイント側内

113 東京都文京区本駒込2-28-49

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

319-11茨城県那周郡東海村白方白根

254 神奈川県平塚市八幡2700

370-12高崎市綿貫町1233

060 札幌市中央区大通東 1丁目

661 尼崎市南清水字中野80

208 茨城県下館市大字小1111500

553 大阪市福島区大関町4-43
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