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〔巻頭言〕

普及型技術のための放射線化学研究

鍵谷 勤*
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我が国の放射線産業界が保有している商業用のCo-60線

源は約2，000万Ciである.このっち，一般用は500万Ciで，

大部分は医療器具や動物飼料の滅菌(1，500万Ci)(農産

物照射 :100万Ci)に用いられている.また，電子加速器

は，電線架橋 (40基)，塗装 (30基)，発泡材(10基)，熱

収縮材(10基)，タイヤ(10基)の製造用およびパイロ ッ

ト研究用を含め，約120基が稼働している.

本学会も新しい応用技術の紹介に力を入れはじめた.

昨年は，環境保全への放射線利用セミナーとして，“排煙

や汚染水の放射線処理"を取り上げた (第4回放射線化

学セミナー). 

IAEAが“Radiationfor a Clean Environment"とい

っシンポジウムをミュンへンで聞いたのは1975年のこと

であり，汚染水の処理を中心に基礎化学，工学及び経済

学的研究の成果が50件も発表された.日本でも漸く放射

線による環境保全の実用技術が登場してきた.これを機

に，気相や液相で生じる“放射線活性化学種の反応"に

関する着実な基礎研究の積み上げが望まれる.

また，食品照射，滅菌，環境保全，高分子材料などの

分野の加速電子線利用やイオンビーム利用などをまとめ

た“第 2回放射線プロセスシンポジウム"も聞かれた.

産業界からも多くの人達が参加し，大変好評であった.

高分子化学の分野では，固相内で起こる放射線化学の

不均一性のために，電磁波や粒子線によって生じる化学

種の反応を詳しく追求することは難しい.やはり大学や

公立研究機関に期待する基礎研究課題である.その意味

で，科研費総合研究 (B)の“極低温化学反応における量
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子効果"(名大工:笛木賢二教授)が発足できたことは喜

ばしい.

近年，放射線化学討論会の発表件数は次第に増え (昨

年は67件)，新しい化学を創造する上で放射線化学が重要

な役割を果たしつつあると評価きれている.しかし，そ

の内容が物理学や化学物理学的な研究に偏っているせい

か，放射線利用工業の講演会に出席していた多くの産業

人は殆ど参加していない.産業界が求めている分野の基

礎的な課題のグループ研究を推進することは放射線化学

の発展にとっても望ましいことである.

放射線による“生体損傷の化学的研究"は放射線産業

の中心となっている滅菌，癌治療，さらには原子力時代

に不可欠な人体障害に関連して，波及効果の大きい重要

な課題である.現在のところ，本学会に参加しているこ

の分野の専門家は極めて少ない.生化学者や医化学者と

の学術交流が活発に行われると，放射線化学の研究成果

がこの分野の発展を大きく促進するにちがいない.

本学会は 2年毎に中国との合同シンポジウムを行って

おり，来年 4月に第 4回目が京都で聞かれる.中国では，

特に高分子材料と食品保存の分野への放射線利用が熱心

に研究きれている.近い将来， 30以上の照射センターが

稼働すると予測されているが，国を挙げた放射線産業推

進の姿勢がうかがわれる.日本の研究経験は当面の中国

の研究に役立つと思われるが，交流を通じて学ぶことも

多くなるであろう.両国の研究交流から普及型の新しい

放射線科学技術が生まれることを期待したい.

.京都大学工学部教授



〔解説〕

気相イオン過程における移動度データの重要性

要約

イオンの移動度は，それ自体研究の対象とされる重要

なスオームパラメータであるが，気体中のイオンの挙動

を理解するうえで不可欠な様々な情報を提供している.

ここでは移動度のデータから推定される物理量の中で重

要と考えられるものを具体的に紹介したいと思う.まず，

通常のビーム実験では決定しにくい距離でのイオン一分

子間ポテンシャルの形が移動度データから求まり ，こう

して得られたポテンシャノレのwelldepthはイオン反応の速

度係数と密接に関係していることが分かってきた.また，

もう一つの重要なスオームパラメータであり測定の難し

い拡散係数も移動度から精度良〈決定できる.更に，イ

オンの速度分布について具体的な知識がなくとも移動度

のデータから平均運動エネルギーが予測できるが，この

問題についてのこれまでの理論的・実験的検証をまとめ

てみた.最後に最近の移動度に関係する研究の中でいく

つかの興味ある例に触れたいと思う .

The Importance of Ionic Mobility Data for Gaseous 

Ionic Processes. 

Y oshiyuki SA TOH. Masahiro 'T AKEBE. Kouichi 

IINUMA 

東北大学工学部，助手，同，教授，同，助教授

(連絡先)980仙台市荒巻字青葉，東北大工学部原子核工

学科

1.はじめに

一様な電場の下で低圧の気体中を集団運動しているイ

オンおよび電子スオーム (swarm，群)の挙動の研究は

古くから行われてきた.，このの「先は比較的此いエネルギー

でのイオンや電子と分子との衝突過程の理解を深めるの

に重要であるばかりでなく，気相放射線化学・高層大気

科学・放電および気体の燃焼現象・放射線検出器等の応

用分野とも密接に関係している.イオンおよび電子のスオー

ムから直接的に得られる最も基本的なパラメータは移動

東北大工 佐藤義之・武部雅汎・飯沼恒一

度 (mobility)と拡散係数 (diffusioncoefficient)であ

り，ここでは気体中のイオン過程とイオンの移動度の関

係について述べていくことにする.電子スオームの研究

は実験的にも理論的にもイオンのそれらに先行する面が a

多々あり興味ある分野であるが，電子のスオームについ 司

ては適当な総説があるのでそれを参考にされたい }-4)

一様な電場の下でイオンスオームは，イオンの符号に

従って全体として電場の方向あるいは逆の方向に流れて

いく移動(drift)現象を示すと同時に，イオンの数密度

が均一化する過程である拡散(diffusion)現象を示す.

前者にたいしては流れの平均的な速さを表す移動速度Vdが，

後者にはイオン束密度とイオン数密度の勾配の比例定数

として拡散係数Dが定義される.移動速度および拡散係

数と気体 (bufferガス)の数密度の積NDはガス温度T，

換算電場E/N，およびイオンとbufferガスの組み合わせの

みの関数であることが知られている.E/Nはイオンが平

均自由行程の間に電場から得るエネルギーの尺度で，単

位としてTd(Townsend)が使われている(ITd=10一11

Vcm2). 温度 ・圧力を標準状態に規格化した換算移動度

(reduced mobility) Koは移動速度Vdを使って次式で定義

きれる.

KO=Vd/((E/N)Ns) )
 

噌

'
A(

 

ここでヤNsは標準状態での数密度(2.687XI019/cm3)であ

り， E/NをTd単位て、表せばKO=Vd/(268. 7(E/N))と与

えられる.

移動度はこれまで主としてドリフトチューフ。(drifttube， 

DT)と呼ばれる装置で測定きれてきた.DTによる移動

度の測定法の詳細はすでに紹介きれているので 5-1)ここ

では方法の概略だけを述べる.原理的にはイオンスオー

ムが一定距離移動するのに必要な平均飛行時聞が実験か

ら得られた到着時間スペクトラム(arrivaltime spectrum， 

ATS)を解析することによ って分かれば，既知のドリフ

ト距離を使ってVdを得ることができる.DT内に複数のイ

オン極が存在したり， DT内の移動の途中でイオ ンが反応

放射線化学



のため他のイオン純に変換されるような場合にはATSの

解析は著しく困難になる.McDaniel et al.はDTMS(drift

tube mass spectrometer)を開発して， イオン純を同定

したATSを測定することでこの問題を解決した 8.9)彼等は

同時に可動型のイオン源をは111して他の条件は一定に保

ちながらドリフト距離だけが述う ATSを測定できるよう

にした.このことにより DTの両端での不均一電場による

端効果 (endeffect)が除かれ，実験から得られたスオー

ムパラメータは定常状態のイオンスオームによるもので

位置の関数ではないことが確かなのてコ ATSの解析が非

常に容易になる.こつした測定技術の進歩により，今日

では簡単なイオンとガスの組み合わせならばほとんど全

ての系の移動度の値を知ることが可能である 10-12)得られ

ている移動度の測定誤差は反応の影響のない系では1.5%

程度であり，反応が顕著なためATSのfitting等で"Koを決

定しなければならないよフな系では4-5%と見積られてい

る

イオンの移動度のデータ，特に移動度のE/Nおよぴ温

度依存性はイオン一分子の相互作用ポテンシャルを推定

するのに有用な情報を提供している.移動度の測定は普

通のビーム実験よりずっと低いエネルギーの領域で実験

されるので，一部の領域では重なるが移動度からのポテ

ンシャ ルはビーム実験の結果と相補的な関係にある.も

う一つの重要なスオームノfラメータである拡散係数の測

定は移動度のそれより難しいために入手できるデータは

移動度の場合程多くない.広いE/Nの範囲で両者を関係

づける理論が発展してきたので，拡散係数は移動度の実

験値から精度良〈決定できる.またE/Nの関数としての

移動度から，イオンの速度分布の具体的な知識がなくと

もイオンスオームの平均運動エネルギーを算出できる.

これはDTあるし、はFDT(flow drift tube)で得られたイ

オン反応速度係数を他の方法で得られた結果と比較・検

討するうえで有用である.更に，移動度・拡散係数は様々

なイオ ン過程をモデリングする際不可欠なデータであ

る 13-15)

移動度は輸送係数の中では最も容易かつ精度良〈測定

できるものであり，移動度データから推定きれる物理量

は気相のイオン反応を考えるうえで重要なものが多い.

以下移動度と相互作用ポテンシァル，拡散係数，そして

平均運動エネルギーとの関係について具体的に述べてい

くことにする.

11.移動度と相互作用ポテンシャル

移動度のデータから導かれるイオン一分子衝突に関係

する微視的な情報の中で最も重要なものは相圧作用ポテ

ンシァ ルであろう.ビーム実験に比較してポテ ンシァ ル
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の導出は直接的でなくかっ得られた結果の一義性が1I)j維

でないという欠点もあるが，ビーム交差法等の普通のビー

ム実験では評価することが不可能で・あるかあるいは少な

くとも極めて困難なイオン一分子間距離でのポテン乞ア

ルの形が決定可能な唯一の方法である.

低いE/N領域での換算移動度，特に'存電場換算移動皮

(zero-field reduced mobility) Ko( 0)の航はほとんと相

互作用ポテンシァルの遠距離性引力項だけで決定されcて
いるので比較的簡単な計算で推定できる.非極性分子ガ

ス中では点電荷一誘起双極子能率(induced dipole moment~ 

相互作用のみを考慮したLangevinのpolarizationlimittlめ

は次のように与えられる 16)

Kp=13.876/、必五 cm2/V-sec (2)! 

ここで， αはA3単位の分子の分極率，そしてμはamu単柱

のイオンと分子の換算質量である.この式は厳密にはE/N

→0そしてガス温度T→oKの場合しか適用できないが，

イオンの運動エネルギーがポテンシァルのwelldepthよーり

充分小きい場合は多くの系のKo(O)のかなり良い近似植

を与えることが分かっている.双極子能率(dipolemomem) 

あるいは四重極子能率 (quadrupolemoment)をもづ極

性分子ガスの場合でも実効ポテンシァルの中の方向性を

もっ項を適当な方法で平均化して得られるorbiting断面積

を輸送断面積の近似値として使うとKo(O)値の推定が可

能である 17)，18)

Viehland and Masonは任意の電場てののイオンの移動度

を得る厳密な理論を発展させた附9ω).2捌0ω}彼等lはまE/Nの高い所

ではイオン温度lはまbuぱlff白erカガPス温度よりずつと高〈なると考

えて (two-temperaturetheory) Bolt位zmann'ρ山今1力1i程式を

moment法て

Tn、Ii r 12，_. .1目、γn 

V(什ωr)片 lJ巴 |ーは+γ ) I~I
n(3+y)-12(1+γ) l r¥r/  

-4γ(ザー3(日(守YJ (3) 

に対する移動度の第一近似として次の結果を得た.

3e 12π¥1/2 1+α) 
Ko(T*)=一一一(..::.::.1 !"...，*r，.(1.tl(*'T'*-.¥ (4) 16Nsπr~ ¥ E:μJ /1*Q{I，ll(寸てy)

T準=kT
eff
/ε (5)

(3/2 )kTeff= (3/2)kT+ ( ν2 ) Mv~ (I +β ( 6)  

(3)式において rはイオン一分子聞の距離.nは斥力項を表

現するための定数，そしてεとrmはポテンシァルのwelldepth

とその位置である.また，メまr-6項(ion-inducedquadrupole 

interactionとLondonforce)とr-4項(ion-induceddipole 

interaction)の相対的大ききを表すノマラメータである.



(4)ー(6)式においては eは電気素量， kはBlotzmann定数，

Mはbufferガスの質量，そして百(1.1)・(Tぺr)は無次見の

衝突積分である .αとβは小さな値の補正項でT，E/N， 

イオンの質量m，Mおよびポテンシァルの形に複雑に関係

しているが，通常無視して差し支えない.Kpにたいして

r::;t:OかつT・→Oのときの衝突積分の漸近形をつかうと 20)

Ko(T・) ( 6.495n( 1-γi1
/
2 
一Kp 一l~凶ω( 3 +勺γ)ト一1凶2引(1什+汁y)j .;λTξ守可可軍可勺Q{J.川仏1.1川.1叩}

(7) 

が得られる.衝突積分の値はポテンシァルと衝突の相対

エネルギーで決まるので (n，γ)の値を変えながら衝突

積分を計算し，最終的に実験的な移動度曲線が満足きれ

る (n，γ)の値から相互作用ポテンシアルが決定きれる.

衝突積分の計算は非常に面倒だが， (Tぺγ)の関数とし

て表になっている値を利用できる.ω移動度曲線に対する

nおよびげ〉効果を図示したのが図 1および図 2であ る。

図 1は (n-4)ポテンシァルの場合の斥力項の効果を示し

たもので，イオンと分子の衝突は非常に低いエネルギー

では遠距離性の分極ポテンシアル(r-4項)で，そして高いエ

ネルギーの所では短距離性の斥力ポテンシァルで原則的

には支配されていることが分かる.中聞のエネルギー領

域では斥力項と引力項が相殺され移動度曲線に極大が生

じるが，その値は nに依存して斥力が険しくなると減少

する傾向を示す.斥力が支配的な領域ではKoは(T・)2In-1I2 

に従って減少する.一方図 2では y仕移動度曲線の極大値

a
v

晶、
ox
h
-

一

0.01 0.1 
lon Energy T輔

図 1. (n-4)ポテンシアルの斥力項が移動度曲線に及ぼ

す効果(文献20).パラ メータ nが増加して斥力が

険しくなると移動度曲線の極大値は小さくなる .

また斥力項が支配的な領域ではほぼ(T・)2/n-1I2

にしたがって移動度は減少する.

4 

を減少きせ，場合によっては中聞のエネルギー領域に極

小を発生さす効果をもつことを示しているが.極小値が・

観測される例は分子ガス中での実験結果に多〈見出され

る 18.21-23)更にγの値を大きくすると極大・極小の両方と

も抑制され，移動度は全ての領域て"Kpより小きくなる.

1.5 

ax~。￥

• 
10 

図 2. (12-6-4)ポテンシアルにおいてr-6項が移動度曲線

に与える影響(文献20).パラメー夕刊訂-6項の相

対的大きさを示し，移動度曲線の極大値を抑制し

同時に極小を生じきす.

10 

同様な方法でTakebeはアルカリイオンー希ガス系の

移動度が実測されている全ての組み合わせについて

(n-4-a)ポテンシアルを用いて移動度を計算した(a;core

size).24.25)その結果これらの系の移動度曲線は，移動度を

Ko/KpでhまたE/Nの代わりにkTefrlεを使って規格化する

と一般化移動度曲線(generalizedmobility curve， GMC) t 
で表されることを示した.図3はNa+一希ガス系の一般化

移動度曲線の例だが，移動度の値はK・=Ko/Kpて'規格化

されている.実線はポテンシアルが (8-4-a*=0.10)の

ときの計算値を表し，fはど=a/rmなるcoresizeパラメー

タである .移動度曲線の極大値に対応する無次元温度T~ax

( =kT~W/ε ) の値は相互作用ポテンシアルの形にほとん

ど依存せずはぽ一定の値を示した.こ の値をT~ax= 1.5 と

おくと，ポテンシァルのwelldepthは次の簡単な関係式:

e= ( 2/ 3 ) kT~fア (8) 

て・表現でき，:t20%以内で移動度曲線から直接welldepth

が求められるこ とが分かった.

イオン一分子間の結合エネルギーがイオン一分子反応

政射純化学
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図 3.Na+一希ガス系での一般化移動度曲線， GMC(文献

24)，ここで実線は (8-4-a*=0.10)ポテンシ ァル

からの計算値で，どはcoresizeパラメータである.

カスの種類に関係なく一つの移動度曲線で表現で

きることが分かる.

と密接に関係していることは以前から知られており，例

えば経験則としてイオンクラスターの生成速度係数kfは結

合エネルギーおよび内部自由度の増加とともに増大する

とし寸傾向が認められる 26.27)一般的にクラスターの生成

は次のような三体反応で進行するとされている.

A++B+恥t→A+(B)+M (9) 

ここでMは第三体であるbufferガスをきしている.この反

応は更に下の二段階のエネルギー移行過程からなると巧-

えられている.

A++B→(A+B)ぺ(A+B)*+M→A+(B)+M (0) 

上の経験則はエネルギ一的に不安定な中間錯体 (A+B)*

の寿命が結合エネルギーおよび内部自由度に依存してい

ることを意味している.移動度の値から導かれたポテン

シア/レのwelldepth εは近似的に結合エネルギーとみなし

てよし 28)移動度は速度係数と深〈関係していることにな

る.

BatesとHerbstそれにBassand lenningsのmodified

thermal treatment によれば，ガス温度があまり高くなく

振動励起を考慮、しなくともよい場合のクラスタ一生成の

速度係数は次式で与え られる 29-311

kr = ksR ( trans. ) R ( int. ) )
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図 4.三体クラスター反応速度係数のポテンシァルwell

depth依存'性.実線は原子イオ ン一二原子分子ガス

そして破線は二原子分子イオ ン一二原子分子ガス

からなる仮想的な系についての計算値である .

ここでR(trans.)は中間錯体の並進運動の分配関数と反応

体のそれらの積の比， R(int.)はこの場合は回転の分配関

数についての同様の比，そしてksは衝突安定化過程の速

度係数である. (11)式で衝突安定化の効率は 1であるとし

て， ksの値にはLangevinの捕獲反応速度係数(capture

rate constant)が一般に使われる 32)Batesの仮想的な原

子/二原子分子イオン一二原子分子反応体の系についての

計算結果を使って， 33)well depth εと300Kでのkfの関係を

図示したものが図 4である.原子イオン一二原子分子の

場合はほぼ直線的なwelldepth依存が認められるのに対し

て， 二原子分子イオンの場合は依存性は急峻で， 2eVでの

kfは0.25eVのそれの-70倍にもなる.

イオンクラスターの解離反応速度係数kbは一般的に大

きな吸熱性のエネルギー依存性を示す.室温で測定され

たkb値を用いて求めたいくつかの系の活性化エネルギ-

Eaはほとんと
e
の場合buffef7ゲスの種類によらないので

34)

Eaはクラスターの結合エネルギー従ってポテンシァルの

welldepthと直接関係していると考えられる.図 5はwell

depth εの関数としてEaを示したものである. Eaの実験

値35.36)
とεの計算値

37.38)の問には明確な相関が認められる

ので，移動度から推定されたwelldepthとLangevinの速

度係数を使えば任意の並進エネルギーでの解離反応速度

係数が計算できることになる.

5 
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図 5.クラスター解離反応の活性化エネルギーと相互作

用ポテンシァルのwelldepthの相関.クラスターの

結合が静電的な相互作用のみによる場合は.buffer 

ガスの種類に関係せずこの相関は成り立つと考え

られる.

III.移動度と拡散係数

E/Nが大きくなるとイオンスオームの拡散は等方的で

なくなり，電場方向への拡散を表す“軸方向"拡散係数

( longitudinal diffusion coefficient) DLは電場に垂直な方

向への拡散を表す“半径方向"拡散係数(transverse diffusion 

coefficient) DrとE/Nに依存しでかなり違った値をもつこ

とが知られている.実験的にはATSの拡がりを輸送方程

式 (transportequation)の解と比較することによ って得

られるが.:!:10%程度の精度でしか決定できない 5.39)DT

の測定は次の二種類の方法で行われている.小干しからDT

に注入されたのち移動・拡散したイオ ンスオ ームを中心

軸上に位置する細孔で観測した場合のドリフト距離の関

数として測定されたイオン電流の変化から決定する減衰

法 (attenuationmethod)が一つで 5.(0)他は半径方向の

電流分布から求めるTownsend法(1)あるいはこれに改良を

加えたRID法(radial-iondistribution method)42)て‘ある.

前者では測定誤差が大きく，後者の場合はDT/Kを求める

わけで間接的にしかDTを決定できないという欠点がある.

更に，空間電荷効果に敏感で、あるためイオ ン電流を非常

に低くして測定 しなければならず，拡散係数の測定は移

動度のそれよりずっと困難である.

移動度と拡散係数は両方ともイオンの気体に対する“通

りやすさ"を表すノfラメータであり， DL=DT二 Dが成立す

6 

るE/Nが充分低いときは，両者は次のEinsteinの関係式(あ

るいはNernst -Townsendの関係式)で結びつけられている.

eD/K=kT (12) 

E/Nが大きい領域では(12)式は適用できず，また先の

two-temperature theoryも不満足な結果しか与えない.

これは拡散係数はE/Nの高い所程顕著な非等方散乱の彬

響を受けやすしかっこの理論は等方散乱をもとにして

いるからである.イオンスオームが電場に平行な温度TL

と垂直な温度TTをもっと仮定して， Lin et al.はthree-

temperaturetheoryを報告している (3)そして彼等の理論

から任意のE/Nまで拡張した一般化されたEinsteinの関係

式 (快g伊en附e町m側ra凶a剖山l

eDL/K=kTLC1 + (I +.dL)K') 

eDT/K=kTT(l +.dTK'(2+ K')一1) 

kTL =kT+(4m-(2m-M)A)/(4m+3MA) 

(13) 

(14) 

XMv/(l+，βLK') (1日

kTT=kT+ (m+M)A/(4m+3MA)Mvd2 (16) 

ここでsLとsTは換算質量に依存する小きな値の補正項そ

してAは無次元の衝突積分の比であり，いずれも計算値

が表にまとめられている 12.(4)また， K'=dlnK/dln(E/N) 

は移動度から決定きれる量である.従ってDLとDTの値は

移動度の実験値を用いて(13)および(14)式から数値計算で得

られる.結果は高いE/Nの領域でtwo-temperaturetheory 

による計算の欠点が著しく改善きれている.図6はK九 N2

についてのNDLの測定値と移動度の値からGERを使って

10
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図 6.K+-N2系て"のNDLの測定値と一般化Einsteinの関係

式 (generalizedEinstein relation， GER)による

計算値 (文献9).分子ガスにもかかわらずE/Nの

高い所までGERはNDLを良〈 表現している.
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計算した結果を比較したものであり， E/Nの非常に高い

所を除いては良〈一致している 6.39)このGERは厳密には

原子イオン一原子ガスの系においてのみ有効であるが，

分子ガスの場合にも拡散係数の計算に利用できるといっ

結果は， McDaniel et al.がtwotemperature theoryに下

した同様の結論と一致している 45.46)分子ガス中ではE/N

が高くなると非弾性衝突の影響が無視できなくなり，こ

れを考慮にいれた議論の発展が望まれる.

N.移動度と平均遭動エネルギー

通常DTあるいはFDT実験ではイオンの反応速度係数は

E/Nの関数として得られる.これらの速度係数を温度の

関数として測定されたものあるいはビーム実験で重心系

のエネルギーの関数として報告されているものと直接的

に比較する訳にはいかない.このためには，各々の耳/N

に対してイオンスオームの平均運動エネルギーを決定す

る必要がある，Wannierはこの問題について， Boltzmann 

方紅式に基づいた彼の理論を衝突が constant-

mean-free-timeモデルで表現できる場合に適用し， E/N 

と実験室系の平均エネルギーとの関係が次の簡単な形で

与えられることを示した 47)

_ 3 L'T' 1. 1 ___ 2 -L~ 
E1ab= ~ kT+ ~ mv/+ ~ Mv 2 l\，~' 2111Vd

' 2 )
 

丹
，

z-l
 
(
 

この式の第一項は熱エネルギーに対応し.第二項は電場

から得たイオンエネルギーのうち移動現象として観測き

れる部分を，そして第三項はbufferガスとの衝突で乱雑運

動 (randommotion)に変換きれた部分を意味している.

(1司式は，イオンの速度分布が具体的に分からなくとも，

ElabがE/Nの関数として計算できることを示している.

Bufferガスの他に反応ガスが含まれているときは， 反

応衝突の際の重心系での平均運動エネルギ-Er
cmおよび

bufferガスとの衝突の際の重心系での平均エネルギ-E~m

は

_ 3 L 'T' 1 1 1¥ 11"--d m + M ¥ _ 3 
E~m一一kT+ ~ Mv/I ~~I一一 i 一~ kT~ff (18) 2 n. ~ ， 2 .1Y.l V d ¥m + MRJ -2 n. ~ ef 

E~m = ~ kT+ ~ Mv/= ~ kT~ff (19) 2 l¥， ~ ， 2 lYJ. Vd 一2

となる.ここで"MRは反応ガスの質量， Teffは衝突の実効

温度である， (I制式は小きな補正項を無視した場合の(6)式

と同じである.これらのWannierの式のモテールはLangevin

ポテンシァルに対応しているので，このポテンシァルが

適切でないE/Nの領域まで拡張して使うには理論的かっ

実験的な検証が必要となる.
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図 7.Monte Carlo計算で得たO+-He/Ar系での平均運動

エネルギーとWannierの式による値の比較 (文献

49).縦軸はWannierの式からの違いを%で表した

ものである.

種々の形の相互作用ポテンシァルを仮定して， Skullerud 

はDT内のイオンスオームの運動をMonteCarlo法により

計算した 48)移動度曲線の極大値をかなり越したE/Nまで

範囲を広げても. Wannierの式は平均運動エネルギーを

20%以内で与え.特に等方的衝突が仮定される場合には

精度は:tl0%以下と結論している，Lin and Bardsleyは

具体的な系を想定して同様のMonteCarlo計算を行った 49)

図7はO+-He系について，計算した速度分布から導かれた

平均エネルギーとWannierの式による値の相違を図示し

たものだが，現可1:では一般にそうされるように移動度の

実験値から計算したVdを使ったので両者の一致は良い.こ

れはE/Nの高い領域においては現実のポテンシァルと

Wannier式で想定している点電荷ー誘起双極子ポテンシァ

ルは著しく違うという問題をVdの実験値を用いることで自

動的に解決しているためである.計算された原子イオン

ー希ガスの系では約5eVまで、の範囲内で怯Wannierの式で

数%の精度で平均エネルギーが得られることが分かった.

イオンの速度分布はE/Nが増加するにつれてMaxwell分

布からずれ，イオンとbuffer方、スの組み合わせが変われば

そのズレの税度も違うので，平均エネルギーが同じであっ

ても速度分布が著しく違う場合があることが指摘されて

いる.

Wannierの式の有効性についての実験的検証はNOAA

グループによってなされてきた 図8は様々な方法で測

定したHebufferガス中のNへ02の二体反応速度係数をま

とめたMcFarlandet al.の結果である 50.51)図においてX

は300-550Kの範囲で一定値を 示した FA(flowing 

afterglow ) 実験の測定値を代表したもの，~はDTの測

定値，そして・. +，.. A..はFDTによる値を表し
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図 8.N+-02-He系での様々な方法で測定された二体反応

速度係数のエネルギー依存性(文献50). X flowing 

afterglow; L:::.. drift tube;・，+，・， A.， ... flow 

drift tube; 0 crossed beam実験の結果を表して

いる.

ている.0はビーム交差法による実験結果で，この場合

の重心系のエネルギーは距離と電圧だけから計算された

ものである.これらの内DTおよびFDTによる値は上の軸

に記されたE/Nの関数として測定されたものをHebuffer

ガス中での移動度を用いて(18)式から重心系の平均運動エ

ネルギ-E~mの関数としたものである.これらの結果が実

験誤差(-30%)の範囲内で一つの曲線で示されること，

特に低いエネルギー領域でDTによる測定値が一定となり

かつFAのそれと一致していること，更には高いエネルギー

領域てーWannierの式とは無関係に算出されたビーム実験

のエネルギー依存性と一致していることはWannierの式

の有効性を示す有力な証拠である.

イオンの速度分布を直接的に知ることは測定の際に分

布が簡単に変化してしまうので非常に難しし実験結果

が信頼できない場合もある 52-54)例えば可動型のイオン源

をもっDTMSでRetarding法て希ガス中のCO+イオンの分

布を測定したOngetal.の結果は54)，200Td以下では-10%

以内で平均エネルギーがWannierの式による予測と一致

するとしているが，低いエネルギーそして高いエネルギー

の領域ではデータのバラツキが大きい.しかし間接的で

はあるが速度分布が反応速度係数に与える彬響を知るこ

とができる 51.55)一定の温度の下で得られた速度係数は

旧川=fσ(川 品
川
町

内

M

と表せる.ここでa(v)は反応断面積， f( v)はイオンの

速度分布関数，そして vはイオンと分子の相対速度を表

す.従って， a(v)のエネルギー依存性が大きくかっbuffer

ガスの種類が即ちf(v)の形が異なる系での結果を解析す

れば速度分布の影響が推定できるはずである.0+-N2-He/

Ar系の二体反応速度係数のエネルギー依存性が図 9に示

きれている.Lin and BardsleyのMonteCarlo法による0+

-He/Ar系での速度分布を用いて 49)先にHebufferガス中

での実験値のエネルギー依存性が満足きれるようにO九 N2

の的)を決定したのち， Maxwe防布およびArbuffer.， 
ガス中の速度分布について計算した結果が破線と実線で

ある.He中ではE/Nが高くなってもMaxwel1分布からの

違いは少ないが， Ar中の分布は比較的大きな“high-energy

tail"を持っているためこのような相違が生じる.この例

から分かるように，速度係数のエネルギー依存が著しい

系については，平均運動エネルギーが同じであっても速

度分布が違うならば図8のような結果は望めない.Viehland 

andMasonは彼等の理論を二体反応を含んだ場合に拡張

して， 56)k(E/N)をk(Tefdに直す方法を示した.彼等の

計算によればArbufferガス中ではk( Te ff )従っ て k ( E~m )

を得るためにはより高次の近似が必要で，その結果図 9

の不一致は改善されることが分かった.

通常の反応系のように反応断面積のエネルギー依存性

がそれ程急でない場合，イオンの速度分布が反応速度係

数のエネルギー依存性に与える影響は小さいので.原子

buffef7γス中て"'iWannierの式から計算された平均運動エ

ネルギーは:!:10%以内でイオン スオ ームのエネルギーの a
代表値を示すものと考えてよい.分子イオン種あるいは '

分子buffef7ゲスが存在する系で非弾'性衝突の効果が深刻に

なってくるエネルギ一領域では運動エネルギーの一部が

内部エネルギーに変換さ札実際の平均エネルギーはWannier

の式での予測値よりずっと低いかもしれない.Monitor 

ion techniqueを用いて最近進められている分子イオ ンの

振動緩和過程の研究はイオンの平均エネルギーの立場か

らも注目される 57.58)またイオンの場イ?でも速度分布はスオー

ム研究の主要な課題の一つであるので，平均エネルギー

の問題も含めて理論・実験の岡両から研究が進められて

いる 59.60)

V.最近の興味ある研究例

イオ ンおよびbuffef7ゲスのう ち少なくともどちらかが分

)~射 純 化学
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図 9.O+-N2-He/Ar系の二体反応速度係数のエネルギー

依存性とイオンの速度分布を考慮した計算結果(文

献55).エネルギー依存性が大きいと平均運動エネ

ルギーが同じであっても，速度分布が違えば速度

係数は同じにはならないことが分かる .

子種であるとき，前のtwo-temperaturetheoryを非等方

的ポテンシァルおよび非弾性衝突を考慮した形に変更す

る必要がある.Viehland et al.は非弾性衝突の効果を含め

た新たな実効温度T~ffで平均運動エネルギーが表される事

を示した 61)

r 1 1M .... l-'r 3 L 'T' I 1 "..__ 2/1 I n，¥l すげ~rr= 11 +百剖 '[τkT+すMv/ ( l +β' )J (21) 

ここでβ'は補正項て¥その値は(6)式のβと同程度と考えら

れている.またξは非弾性衝突によるエネルギー損失を表

す無次元数で， E/Nの小さいときはξ→Oとなって白1)式は

β'を零とおけば(J閉式と同じと なる.しかし，これまでの所

ξの値を理論的に求める方法は得られていない

Viehland and Faheyはξの値を実験的に決定することを

目的に，分子イオンあるいは分子ガスの系について二つ

の異なった手段で測定された移動度の値を系統的に検討

した 62.63)一つはHPDTMS(highpressure DTMS)を用

いて低いE/Nの所でbufferガス温度の関数として，他はFDT

を使ってガス温度が一定の条件の下でE/Nの関数として

部 46号(1988) 
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図10.N2中でのNO+イオンの移動度と非弾性衝突の効果

(文献62).運動エネルギーが内部エネルギーに変

換されるためflowdrift tubeでの測定値は，熱平衡

状態にあるHPDTMSの測定値に比べると，同じ移

動度を与えるみかけの実効温度TeffがE/Nが増すほ

ど高くなる.

測定されたものである.HPDTMSの実験ではE/Nの影

は無視できるのでイオンとガスは熱平衡状態にあり，平

均的には運動エネルギーが内部エネルギーに変換される

ことはなく T~ff=Teff となるが， FDT中では非弾性衝突の

ためT~ff豆 Teff となる . 図10は N2中のNO+イオンの移動

度をTeffの関数として示したもので.Teff~400Kの領域で

は明らかに移動度に違いがあることが分かる .FDTのT~ff

値はξが零でないため小さくなっているはずだから，同じ

Kof直を与えるTeffの値の差からξが実験的に決定された.

結果をみると ξはE/Nにしたがって増加し，実験したE/N

の最大値140TdではT~ffは Teffの 1/3に過ぎない.しかし

温度の関数として測定された移動度の温度範囲が狭いの

で，移動度の極大値まで観測できるような系を選択して

DTでの値と比較すれば更に有用な情報が得られるであろ

っ.

温度がイオン反応速度に及ぼす効果とE/Nがもたらす

それとは等価で、はなしイオンクラスター反応のE/N依

存性が温度依存性から予測されのものとかなり違うこと

が知られている 64.65)(11)式の各々の分配関数の温度依存性

からクラスターの生成速度係数の温度依存性は次のよう

になる.

krαT;C/2/ (T:/2 TfωT;日 ) 自由

ここでrc，nおよびrnは中間錯体，イオン，および中性反
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図12.Na+イオンのN2中での軌道計算の例 (文献70).縦

軸の線分は10Aの長きに相当する.分子の異方性

を考慮、に入れると，衝突時間は等方的な場合より

ずっと長くなる.
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図11. CH+3-N2-He系における三体クラスター反応のエ

ネルギ一依存性 (文献66)， ここで包rはHebuffer 

ヵースとの，そしてEcはN2反応ガスとの重心系での

平均衡突エネルギーを表している.また.は電場

のない場合の80Kでの実験値である.

積もった 68.69)中間錯体の生成はイオンの並進運動エネル

ギーがH20の内部エネルギーに変換されることにより促

進きれるが，この変換の効率は悪くしかも並進エネルギー

の増加につれてほぽ指数関数的に減少すること，従って

並進エネルギーの僅かな増加が中間錯体の生成断面積を

かなり減少させることを見出した.これはクラスター反

応のkfのエネルギー依存性と一致し，これが温度依存性と

必ずしも一致しない理由に根拠を与えている.Schelling 

and Cast1emanは(12-4)ポテンシァルの下で分子の回転

を考慮、して同様の計算を行L入 室温での中間錯体の寿命

を計算した 70)図12はNa+-N2'こついての軌道の例であり，

bおよびθは各々衝突パラメータ (impactparameter)と

最初にイオンと分子軸がなす角度である.非等方的なポ

テンシアルを使うと，衝突は多数の転向点(turning point) 

をもつようになり寿命が長くなると予想される.実際彼

等の計算結果は.分極率の異方性を考慮すると 等方的ポ

テンシ ァルの場合より1.5倍も長い寿命を与えた.このこ

とは分子の回転励起がクラスター反応のkfに大きな影響を

及ぼすことを示している.古典的な軌道計算の結果は直

接移動度の値に結び付〈訳ではないが，衝突の様相が明

確にされそしてイオンスオ ームの平均運動エネルギーを

推定する際の内部エネルギーへの転換過程の寄与を知る

うえででも興味がある.

この他にも移動度についていくつかの興味ある研究が

なされている.flU昆での移動度の測定は特にwelldepthの

浅い系での相互作用ポテンシァルを決定するために重要

であるト73)また混合ガス中での移動度は応用上でも理論

学化料i射放

応体の回転の自由度であり， Tc， Ti，およびTnはそれに

伴う温度であり，またTtは並進運動の温度である.ω式

で"T t と Tiは Wannierの式のT~ff と T~ffに対応している.

Adams and Smithは(22)式を基にした簡単なモデルから，

イオンの回転の自由度が3であるときにはkfのエネルギー

依存性はTi1.5((E~m)ー 1.5) あるいはTt1.5 ( ( E~m)一1. 5) の

いずれかに帰着きれることを示した 66)彼等のVT-SIFT

(variable-temperature selected-ion flow tube)による

CHトN2-He系のクラスター生成速度係数の測定結果が図

11である.速度係数kfはEc(=E~m) およびEr(=政m) の

両方の関数として示きれており，エネルギー依存性の実

測値がEc-1.6であることは， N2とHeの質量差からこの系

ではEr>EcであるためEc-1.5，こ従って変化するであろうと

いう彼等の予測と一致する.またH2との反応ではHeとの

質量差から依存性はEr-1.5と予想、きれるが，実験値はEr-1.4

となって彼等のモデルが妥当であることを示唆している.

しかし彼等の実験範囲は狭<(く0.1eV)，このモデルを

検証するためにはより広いエネルギー領域で様々な系に

ついて実験を積み重ねてい〈必要がある.

非常に軽いイオンの極低温での衝突を除いては， 一般

にイオンの衝突について量子論的効果は無視できるので，

古典的な軌道計算は輸送係数の研究の最も直接的な手段

であり，イオン一分子反応速度係数の計算のため以前か

ら行われてきた 67)Haseet al.は振動・回転まで含めた現

実的ポテンシァルを使ってアルカリイオンーH20系につい

てクラスターの中間錯体の生成速度係数を軌道計算で見

10 



のi市からも注目されており 19.741そして向陀条f'j:'ドの移動

j交の値は液体中でのイオンスオームの挙動とこれまで貯

えられてきた低圧カ'ス中での輸送係数のデータの締渡し

をするものと考えられる.更には，移動度の報作例の少

ない極性分子ガス中での測定・負イオンについての測定

も移動度理論の発展を促すものと考えられる.
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国指ヨヨ

選択励起された準位からの発光特性と外部磁場効果

電子励起分子は光のみならず放射線によっても生成し，

反応中間体として重要な役割を果たす場合が多い.励起

分子の構造とダイナミ ックスの関係を明らかにするため

には分子問衝突のない状態(孤立分子の状態)で¥選択

的に励起された個々の振動，回転準位からの緩和過程を

調べる必要がある.さらに，励起された準位からの種々

の緩和過程が電，磁場等の外部摂動によりどう影響を受

けるかを調べることは，エネルギー移動の機構解明のみ

ならず励起分子のダイナミ ックスの外部制御への道を開

くものであろう .最近では，超音速分子線により振動及

び回転状態における熱的分布の少ない低温状態での孤立

分子が容易に作れるようになり1)単色性のよい波長可変

レーザ一光と組合せた実験により，より正確に特定され

た電子励起状態から起こるダイナミ ックスの研究が行わ

れるようになってきた.ここでは， ピリミジンの最低励

起一重項状態 (Sl)の各振動回転状態を選択的に光励起

した場合に観測される蛍光特性，およびその外部磁場効

果に基づいた電子緩和過程に関する研究を紹介したい.

図 lは超音速分子線中で得られたピリミジンの6aaバン

ド領域の蛍光励起スペクトル(吸収スペクトルに相当す

る)である 2)シャープな線は励起状態の全角運動量の回

転量子数Jで特定される準位への励起に対応する.個々の

回転線を励起して得られる蛍光減衰曲線を一部，図 2に

ポす.R(O)回転線励起(J=1)で得られる蛍光減衰曲線

は単一指数関数で表される.しかし励起される準位の J

が増すと，速い減衰成分と遅い成分からなる二つの指数

関数の和で表される(図2(b)参照).ピリミジンのSlか

らは最低励起三重項状態(Tl)への項間交差が主な緩和過

紅である.ただし.SlとT1の零振動準位聞のエネルギ一

間隔は約2，500cm-1と小さし励起きれたSl近傍のT1の振

動車位密度が小さいため.SlからT1への緩和が一方的に

起こるのではなし逆にT1からSlへの回帰が起こる.す

なわちSlからT1への項間交差は可逆過程であることを二

つの指数関数の和からなる蛍光減衰は示している.速い

成分の寿命(数ナノ秒)はSlからT1への項間交差の速度

に対応し遅い成分の寿命 (1マイクロ秒弱)はSl近傍のT1

の寿命に対応する.ちなみに液相や固相では分子間衝突

部 46サ(1988) 
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のため回帰が妨げられ蛍光は速い成分のみからなる SI

から緩和が起こるT1の準位の数(NT)が多いほど回帰の

確率は減り遅い成分の収率は減る.励起準位の Jが増す

と遅い成分の相対強度が減るということは.Jの大きいSl

準位ほどNTが大きいことを示している.対称こま分子の

回転準位は量子数JとK(Jの分子軸方向成分)で特定され

るが， ピリミジンは対称こまから多少ずれるためKは厳

密な量子数とはなり得ない.そこでSlからTlへの項間交

差では Jは保存されるがKは保存されず，特定のSl準位

からは2J+1個のKの異なったT1準位へ緩和が起こる (K

のスクランプリング).3.4)その結果Jが大きくなればなる

ほとー緩和先のT1準位の数 NT.は増し，観測されたよう

に蛍光の速い成分の相対強度が大きくなる.

N ...... 、N

υ 
6ao 

P 
モ一一ー一一

Q 

R 
-一一一一一-7

R(O) 

642  OJ1 357  

図 1 超??i虫分イ・ k~で得たピリミジンの蛍光励起スペク

トル(So→SI選移に属する6aa振動ノ〈ンド領域).回

転温度は約3K.
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図 2 6品ノインドのR(O)(超音速分子線中).およびQ一枝

のピーク(常温30mTorrの試料)を励起して得ら

れた蛍光減衰曲線.上はH=Oガウス，下はH=142

ガウスの場合.Q-枝励起の Jは約30に相当する.

ピリミジンでは100ガウスよりも小きな比較的弱い磁場

によって発光特性が変化する 2.5)例えば，励起光(レーザー

光)の偏光方向と直角方向に外部磁場(H)をかけた場合，

か-0バンドのR(O)回転線を励起して得られる減衰は，指

数関数の減衰に図 3に示すようなビートがのつかった形

になってくる.これはいわゆるゼーマン量子ビートであ

る.各回転準位は磁気量子数Mで区別きれる21+1個の磁

気副準位からなり，通常これらの準位は縮退しているが，

Hにより分裂(ゼーマン分裂)が起こる.これら副準位聞

の光学館多はHの方向と励起光の偏光方向が直角の場合，

aM=i:1の選択則に従つ.従って. R(O)回転線を励起

した場合. 1=0. M=Oの基底準位から1=1.M=  i:1の

励起準位への遷移が起こり.Mの異なる二つの準位が同

時に励起きれることになる.ビート現象はこれら二つの

遷移に基づく干渉効果と考えられる.観測きれるビート

の周波数は励起きれた二つの副準位聞のエネルギー差に

対応したものであり，ビート周波数のH依存性から g値

が0.02と求まる.gfl直がこのように大きいことから，励起

準位は純粋な一重項状態ではなく S1とT1の混合状態であ

ると確認できる.また，強度に関しては，二成分の蛍光

のうち速い成分はHにより影響を受けないが，遅い成分

はHにより減少(磁場消光)する.その結果，図2(b)，(b') 

において見られるよフに，速い成分の相対強度がHによ

り増加する.しかも図 4に示すように，遅い成分の蛍光

強度のH依存性は励起きれる回転準位に依存し，励起き

れるS1準位の Jが大きいほど急激に減少する.但し限り

なく減少するのではなく強度が約1/3に収束する.このこ

14 

とはNTがHの増加とともに増し最終的には 3倍になるこ

とを意味する.Hがない場合にはS1からはT1の三つのス

ピン副準位のうち一つだけへ緩和するがHによりスピン

副準位聞の混合がおこり最終的には 3個いずれへも緩和

が起こるようになることを示している.また励起準位の

Jが大きい方が磁場消光速度が大きいのはKスクランプ

リングにより NTが増し.Hによるスピン副準位聞の混合

が起こり易くなるためと考えられる.

o 

随
想
以
明
細

e 64 11ウス

o 1.5 

時間(マイクロ秒)

図 3 0--0バンドのR(O)回転線励起の蛍光減衰曲線上で

観測されるゼーマン量子ビート.
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間
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制 。ι 《

・".R(O) 一ーー。一。-0-0-0ー-30
.. ".P(2) 
x…R(l) 

ð ". R(~) 

。…a(常温)

o. o 50 100 150 

H(ガウス )

図4 6adノ〈ンドの各回転線励起で観測される遅い蛍光成

分の強度のH依存性.Q-枝励起(J=-30)のみは

常温30mTorrでの結果であり他は分子線中の結果.
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第11回放射線利用研究成果報告会

主催 日本原子力研究所

日 時 昭 和63年10月21日幽13:30-16:40

会場 プレスセンターホール

(日本プレスセンタービル10階)

プログラム

1.あいさつ 副理事長森茂

2.放射線利用研究開発の概要

高崎研究所長 武久正昭

3.医療用具の電子線滅菌

高崎研究所照射利用開発室長 石垣 功

4.環境保全への電子線利用技術の応用

主任研究員・高崎研究所研究部 徳永興公

5. ガンマ線スペクトロメトリ用校正線源の開発

東海研究所アイソトープ部計量技術課長 井口 明

6.特別講演 「材料研究の動向」

米国ローレンスパークレー研究所主任研究員(前同研究

所先端材料センター長 Dr.John J. Gilman 

参加 費無料

問い合せ先 日本原子力研究所

高崎研究所管理部研究業務課宮0273-46-121H内

東海研究所アイソトープ部 告 0292-82-5785

(ダイヤルイン)

御多忙中とは存じますが，万障お繰り合わせのうえ，御来場下さい.
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回弱電

ポリゲルマンのイオンラジカルポリシラン，

司ヲム伴NTT LSI研究所

有機ポリシランはSiC繊維の前駆体，微細加工用フォト

レジストとしての応用が先行しているが，主鎖が珪素連

鎖であるとし、う分子構造に起因した特異な物性が最近注

目を集めている1)
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主鎖はSi.Siの単結合の連鎖であるが，共役系高分子に

類似した物性を示し，光伝導性 2)ドーピングによる半導

体化 3)非線形光学効果等4)が報告されている.分子量が104
-

106にも達するものが容易に合成でき， トルエン，THF， 

クロロホルム等の有機溶媒によく溶ける 5)珪素よりもさ

らに高周期に位置するゲルマニウムが主鎖をなすポリゲ

ルマンに関しては，報告例は少ないが，ポリシランと類

似した物性を示すことが予想されている.

このようなポリシランやポリゲルマンの励起状態は興

味深いものがあり，反応性高分子としての応用面からも

貴重な知見が期待される.そこで，パルスラジオリシス

による過渡吸収測定により，それらの励起状態を調べた 6.7)

実験には東京大学工学部のLINACを使用した.

ポリシランのTHF溶液に電子線ノりレスを照射すると，

近紫外領域に強い過渡吸収が観測きれる. (図1-a)捕捉

剤を用いた実験等から，励起種はラジカルアニオン(以

下RAと略す)と帰属された 6) 次式に示されるような，

溶媒和電子との反応で生成すると考えられる.

Rl' R2はアルキルJι

300 
(1) THF'++es ーヘドTHF 

パルスラジオリシスによって得られた過渡吸収ス

ペクトル :(a)ポリメチルプロピルシラン， (b)ポ

リジプチルゲルマン

学化中泉射放

図 1

(2) 

Pはポリ?を示す， 2式の反応速度は， 3.5X 109cm-1mol-1 

程度であり ，一般的な拡散律速反応速度よりは小さい.

ポリシランRAの吸収は，数100ナノ秒程度ではほとん

16 

P+es→ P'-



添加しても，ポリシランRCとこれら添加剤との間での電

子移動反応が観測されない.しかし，ポリジブチルゲル

マン (PDBG)の場合は， PDBGからピレンのラジカルカ

チオン (RC)へ電子移動するようであり ，PDBGはピレ

ンよりもイオン化ポテンシャ jレが小さいようである吸

収位置も，ポリシランではRAとRCが接近しているのに

対し， PDBGでは分離している .吸収強度もPDBGのRA

は大きいが， RCは比較的小さい.このように，電子線照

射に対しポリシランとポリゲルマンは基本的には類似し

た挙動を示し，同縄のイオン状態が生成される.しかし，

詳しく観測するとイオン化ポテンシャルや遷移エネルギ一

等で差異が現れてくる.

以上の結果は，溶液系について調べたものであ るが，

固体状態の物性やリソグラフィへの応用を考慮すると，

無溶媒系での励起状態が重要となる.そこで¥溶融状態

のポリメチルプロピルシラン(固体膜は乳白色不透明)

について検討したところ，電子線照射に より365nm'こ強い

過渡吸収が現れた.(図2)これはRAとRCの吸収が重なっ

たものと考えられ，ニートな状態でもイオン的に解離す

ることを示している

ポリシランやポリゲルマンのRAやRCは， ドーピング

によって半導体化した際の状態 (キャリヤー)に近いも

のではないかと想像される.高エネルギ一線に対する反

応性高分子としての挙動という 観点からも興味深いもの

があ るが，それと同時に，現在急速に展開している珪素

やゲルマニウムの(高分子)化学に より，まった く新し

い視野が開けることも期待されるところであ る.

ど減衰しない.ピレンなどのRAは数十ナ ノ秒程度で減震

することと比べると，ポリシランRAはかなり安定であり

興味深い.吸光係数は，ポリシランRAからピレンへの電

子移動反応より求めたところ，1.4・2.1X105cm-1mol-1と，

非常に大きな値を示した.このRAの吸収帯は，ポリシラ

ンの分子構造に応じてシフトする.側鎖がアルキル基の

場合，RAの吸収は360nm近傍に現れるが，芳香族基の導

入により ，10-30nm長波長側へシフトする 7)また，主鎖

珪素の鎖長を変化させると，主鎖が長くなるにつれて，

RAの長波長シフトと吸収強度の増大が観測される(パソ

クロミ ツクシフト ).8) これらのことから， RAの電荷は基

本的にはSi主鎖上に非局在化しており，恨Ij鎖に芳香族基が

ある場合にはその置換基上にも電荷が分散するものと思

われる .

ポリゲルマンも ポリシランと同様に，電子線照射によ

り1式に従ってRAが生成する .(図1-b)しかし，その|吸収

スペクトルはポリシランに比べて，より長波長側に現れ，

また，吸収はよりブロードになる.おそらくアニオン電

荷がより非局在化しやすいためと思われる .

一方，THFの代わりに塩化メチレ ンやクロロホルムの

ようなハロゲン化炭素を用いると， RAより若干短波長側

に強い吸収が観測される.これは次式の反応で生成する

ラジカルカチオン (RC)と思われる.

(3) CH2C12
・++ e-一小→CH2Cl2 

謝辞

パルスラジオリシスの実験におきまして， 多大な御助

力を頂きました東京大学原子力研究総合センタの田川精

一助教授をはじめとする皆様に感謝いたします.

(4) 

ピレンやジフェニルアミンなどを

P'+ CH2Cl2
・+

ポリシランの場合は，

+ P 
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ヨーロッパ滞在記

昨年 7月から 1年聞の予定でヨーロ ッパに滞在してい

ます.昨年12月までの半年間は西ベルリンのハーン・マ

イトナー研究所に滞在し，今年 1月からはオランダのデ

ルフト工科大原子炉研究所に滞在しています.編集委員

会の依頼により，ハーン・マイトナー研究所とデルフト

工科大原子炉研究所の様子を，私の感じたことを中心に

主観的に紹介したいと思います.

ハ「ン・マイトナー研究所については，すでに沢山の

日本人の方が滞在きれ，その詳しい紹介もされていると

思いますので，ここでは最近の状況を簡単に紹介します.

まず研究所の名前が変りました.御存じのように，以前

はHahn-Meitner-Institut fur KernfQrschungと言いまし

たが，世界的な原子力離れの傾向を反映して，名前から

Kernforschungが消え，単にHahn-Meitner-Insti tutとな

りました.また，名前の変更に対応して研究内容もシフ

トしつつあるようです.

放射線化学部はパーマネント及びテンポラリーのスタ ッ

フを含めて現在100名余のスタ ッフをかかえています(ハー

ン ・マイトナー研究所全体では700名余).その約半分が

Tributsch教授の率いるグループに属し，光電気化学，表

写真脱明

化 技 研 立 矢 正 典

面化学，材料化学を広範囲にやっています.Henglein教

授のグループは20名くらいで，コロイドの光化学と超音

波の化学の 2つを中心にやっています.Schnabel教授と

Asmus教授のグループはおのおの10名くらいで，それぞ

れ高分子の光化学及び有機ヘテロ化合物の放射線化学を

中心にやっています.私はSchmidt博士のお世話になりま

した.彼のグループは総勢5名の小さなグループです.

彼の最近の興味は放射線化学の成果を放射線検出器の開

発や電気工学の分野に応用することで，特に放射線検出

器の開発に関してはCERNと密接な協力関係にあり，私

が行〈前も 1年間彼はサパテイカルでCERNに滞在して

いました.私は，エネルギ一空間における拡散という概

念を用いて，電子の平均自由行程が非常に長い場合の逃

散確率を解析的に計算するという仕事を行いました.放

射線化学部には他にDing教授のグループがあり，気相イ

オン反応の研究をしています.放射線化学部はTributsch

教授のグループを中心にかなり膨張したので，建物が手

狭になり，新しい建物を建設していましたが，便りで今

年の 4月頃新しい建物に引越したと聞きました.

ハーン・マイトナー研究所は客員研究員を受け入れる

左からWarman夫人， Warman博士， Hummel教授， Bartczak博士 (Warman博士の自宅で)
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システムが充実しているので，私が滞杭していた間も，

水和電子のHart博士やイスラエルのRabani教授のような

著名な研究者が存民として滞ず1:していました.二人とも

自ら実験を行っていました.Hart博士は毎年何ヶ月かハー

ン・マイトナー研究所に来て実験をしているようです.

77オのHart博士が白衣を着て実験をしている姿は印象的

でした.Hart博+はノーベル賞候補だとうわさされてい

ますが， 80オ近くなっても実験をしているのは， ノーベ

ル貨獲得には現役でいた方が有利だとの判断からでしょ

うか，それとも心底から実験が好きなのでしょうか.

テソレフトはハーグとロ ッテルダムの間にあります.電

卓でノ、ーグまでは 5分，ロ ッテルダムまでは10分です.

オランダの地図でアムステルダム，ライデン，ハーグ，

テソレフト， ロッテルダム，ユトレヒトを!順に線で結ぶと

円形になり，オランダ人はこの地域をrondstad ( round 

cityの意味)と呼んでいます.rondstadはオランダの首都

圏を構成し，ここにはオランダの人口1，400万人のうちの

500万人が住んでいます.rondstad内ではどの市からどの

市へも 1時間以内で行け，デルフトからアムステルダム

へも 1時間足らずで行けます.

テソレフト工科大の原子炉研究所は今過渡期にあります.

この研究所は昨年の 9月まで怯InteruniversitairReactor 

Instituutと呼ばれ，どの大学からも独立した政府直属の研

究所でした.しかし，昨年 9月に機構改革があり，隣接

するデルフト工科大に属することになり，名前も

Interfacultair Reactor Instituutと変更されました.この

研究所の将来は流動的で，例えば予算については，今後

4年間は予算が保障されていますが，その後は未定のよ

うです.

原子炉研究所は今年25周年を迎えました.余談になり

ますが， 25周年を記念して種々の行事が行われました.

その 1つにInternationalMarketというのがあり，原子炉

研究所に滞荘する外人スタ ッフにその国の料理を作って

もらっ て皆で食べるという，我々外人スタ ッフの限から

見ればちょ っと虫が良すぎると思われる催しがありまし

た.私も日本料理を作るように頼まれてしまい，一人身

の悲しき，大いに困りましたが，結局他の日本人の奥さ

ん 2人に巻ずしをナント 360個作ってもらい，なんとか難

局を切り抜けました.因みに，将来原子炉研究所に滞在

するかも知れない人のために申し添えておきますと，デ

ルフトには日本人会があり，会員が子供を含めて現ギ1~ 30

名くらいいます.

原子炉研究所は総勢が約150名の比較的小さな研究所で

す.スイミ ング ・プール型の原子炉を有し，原子炉物理

部，放射線物理部，放射化学部，放射線化学部の 4つの

部からな っています.各部は，教授をヘッドにして，何
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人かの上級研究員，研究員，テクニシャン，テンポラリー・

スタ ッフからなっています.放射線化学部の場合はHummel

教授がヘッドです.彼はもともとライデン大学の教授と

して任命されていますが，昨年 9月の機構改革以来テソレ

フト工科大の教授も兼任するという変則的な形になって

います.また.上級研究員としてWarrnan博士と Luthjens

博士，研究員としてHaas博士がいます.テクニシャンは

7名います.テンポラリー・スタ ッフとしては，客員研

究員として私以外にポーランドのBartczak博士が今年 Z

月まで滞荘していました.またポス ドクが今年 3月まで

2名.現荘 1名います.以前はテンポラリー・スタ ッフ

を常時 4名以上かかえていたようてすが，昨年 9月の機

構改革以来予算が切りつめられてそれが出来なくなっだ

とHummel教授がよくぼやいています.

放射線化学部は一応、Hummel教授のグループとWarman

博士のグループに分かれているようです.Hummel教授

は，実験的には，Luthjens博士とポスドクを使って，.炭

化水素の放射線分解の初期過松を発光及び吸収を用いて

サプナノ秒の時間分解能で測定しています.また，理論

的には，Bartczak博士を使って，多重イオンペアの逃散

確率をモンテ ・カルロ法を用いて計算しています.Warman 

博士の仕事の中心は放射線化学以外の分野に向っている

ようです.彼は， Haas博士と共同で，炭素鎖でつながれ

たドナーとアクセプターの聞の光による電子移動やコ ロ

イドの光化学等をやっています.また，最近流行の高温

超電導体の研究にも手を出しているようです.私'i，.イ

オン再結合による一重項励起状態と 三重項励起状態の生

成の問題を調べています.御存じのように，この問題に

ついては， Mageeのモデjレと東村 ・Brocklehurstのモデ

ルがあり ，両者は対立しています.詳細|は秋のi討論会で

話す予定ですが，2つのモデルの関係を明らかにすること

が出来たと，思っています.

こちらに来て意外に思ったのは，Hummel教段もWarman

博士も化学出身なのにともに物理指向が非常に強し、とい

うことです.Luthjens博士やHaas博士はもともと物理出

身です.従って全員物理指向です.研究室のポスドク 2

人が「化学をやっている」というと叱られると冗談を言っ

ているのを聞きました.このあたりからデルフトグルー

プの仕事の性格が理解出来るのではないかと思います.

デルフト滞在も後 1ヵ月になりました.秋の討論会で

皆様に会えることを楽しみにしています.
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Lipsky研究室での一年間

1987年 4月より一年間アメリカ合衆国ミネソタ州ミネ

ソタ大学のLipsky先生の所でポスドクとして過ごして参

りましたのでそのご報告をさせて戴きます.Lipsky研は

平山先生をはじめ最近では原研の南波さん【本誌41号】

も行かれており改めてご紹介する必要もないかと思いま

すが，私がおりました時には少しずつレーザーなどを用

いた実験も始まりつつあり，いくらかは新しいことをご

紹介できるかと思います.

さて，研究室の陣容はLipskyとテクニシャンのDavidそ

れに大学院生が実質的に一人と私の計四人です.大学院

生のTweetenはフォトカレントの研究をしており， ドク

ター論文をまとめている最中でした.途中からLipskyの

所でドクターをとりアルゴンヌでポスドクをしていt::.Lee

が一時的に戻ってまいりました.

普段の生活は優雅の一言に尽きます.朝の始まりもた

いしては早くなし Lipskyが研究室で一番早い方でした.

畳食は 1時間以上かけて大学のクラブで化学科の先生，

スタ ッフと共にとり，その後Lipskyと共にキャンパスの

芝生の上で畳下がりのディスカ ッションを 1時間，夕方

には軽い食事を取りながらまたディスカ ッションを 1時

間といった生活を送っていました.夜は夜で…….化学

20 
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科ばかりでなく物理，化学工学，生物等のセミナーが毎

日のように開かれており随時好みのセミナーに出席して

おりました.これらのセミナーはアメリカ圏内から講師

を招いて行われるものですが，時にはノーベル賞級の研

究者もまいりますし海外からの研究者も多数講演をして

おりました.

ミネソタ大学に到着してまず始めにLipskyから与えら

れた仕事は，フォトンカウティングの装置を動かすこと

でした.そしてできれば何等かの結果を得て，ちょうど

その頃Lipskyが編集していたBurton先生の特集号に載せ

たい，そのためにその昔Burton先生が最初に始めた二成

分混合液体炭化水素中での溶質からの発光現象を取り上

げてはどうかというものでした.即ち，シクロヘキサンー

ベンゼン系では，放射線照射による溶質からの発光収量

がシクロヘキサンの濃度が数ノ守一セントのところでミニ

マムになるという現象(luminescenceminima)を取り上

げたわけです.そのフォトンカウンテイング装置は南波

きんが組み立ててシクロアルカンの発光を測られ?ともの

で時間分解能を持たない定常測定のものでしたが，私自

身にとってはフォトンカウンテイングの経験がなく練習

のつもりで溶質・溶媒の種類や励起源、を放射線や光等に

放射線化学



とっかえひっかえ実験をとりあえずやって.何とかデー

タらしきものを得たわけです.

夏過ぎにはそろそろレーザーの実験をしてみようとい

つことで準備を始めました.その頃Lipskyの研究室では

エキシマーレーザー励起のダイレーザーがあり，それを

使って真空紫外のレーザ一光を作る試みが行われていま

した.例えば.366nmのレーザ一光をクリプト ンーアルゴ

ン系のガスに入射することにより.3波混合が起き 122nm

の光が作れます.基本的にはクリプトンのライマンーαの

発光線を利用しており.122nm光の生成効率はクリプトン

の圧力が高い程良いわけです.しかしあまり圧力が高い

とクリプトンがダイマ一等を生成し生成効率のプレイ

クダウンを起こします.そこでアルゴンをある適当な割

合で混ぜてやることにより. クリプトンの凝集を防いで

やります.この方法による真空紫外光の生成は最近盛ん

に行われており，励起波長やガスを変更することにより

波長が可変になることから，真空紫外領域の分光に応用

きれています. しかしながらガスの混合方法，力、スチェ

ンパーの形状，レーザーの焦点.122nmと366nmの分離等

技術的な問題点も多く一筋縄ではまいりません.最終的

には 1パルスあたり 101u個の122nmのフォトンを得ること

が出来ました.

もともと Lipsky研で怯，液体炭化水素のイオン化を長

年研究してきたこともあり.この122nmの光で直接的にぜ

ひ液体アルカンのイオン化をしたいということになり，

とりえあえず伝導度の時間分解測定を測定することにし

ました.というのもSauerや九大の小川先生らがレーザー

を用いた多光子吸収で伝導度の測定をされており，電子

スキャベンジャーの存在下では.我々 の10nsのパルス幅

でも何とかgeminateion recombinationの尻尾がつかま

りそうな予感がしたからです.一般的に言っ てfreeになっ
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たイオンの伝導度は直感的に理解しやすいものですが，

再結合している最中の対イオンが示すconductivityの物理

的意味は何であるのかが我々の最初の疑問でした.Schmidt 

らのモンテカルロの計算法などを参考にしながらしばら

くの間は毎日そのことを討論しておりました.そのうち

Davidの手製の新しい装置が出来上がってきて，早速実験

に取り掛かりました.Lipsky研は定常状態のフォトカレ

ント測定のノウハウを豊富に持っているので，実験自体

はきほど困難なものではないかと最初は安易に考えてい

たのですが，これがなかなかの難物でした.クリスマス

の前々夜やっとそれらしきデータが出て「よいクリスマ

スを/これが正しいデータだと信じてるよ.Jと喜ぴ勇ん

で-30.Cの雪道を家に急いだのですが，年が明けてから

結局それが誤りだと判りがっかりした思い出があります.

装置の改良や測定器系の改善をしているうちに.Lipsky 

の所属している化学科の建物の改築工事が終わり，研究

室の引越をしたために，実験は一時中止のうきめとなり

ました

結局の所，私の滞在期間は一年間となりレーザーの実

験は半ば途中で放り出してきた事になりますが，次のポ

スドクの人が受け継いでくれることと思います.

ミネソタでの生活は大いに楽ししまた余裕のある研

究生活でした.またある意味では非常に日本的な所があ

り(これは平山先生の影響だと思われますが……).実験

を夜遅〈迄していると.Lipskyをはじめみんなが手伝っ

てくれる面もありました.Lipskyが夜食に注文した出前

のピザを毎日のように研究室の面々て、頬張っておりまし

た

なお. Lipsky先生は日本人に対する理解も深<.いつ

でも研究者を受け入れたいと申きれていたことを最後に

付け加えます.

21 



11111111 ニュース 11111111

〔第5回放射線化学セミナ一報告〕

表記セミナーが本年 5月9日，理研において開催された.セミナ一委員会が企画したテー7 はSR(放射光)を用い

る研究ということであった これを受けて，標題は rSRを用いた放射線化学の新展開」とした.現イ1:我同では稼動中

のSRが 4fi，計画中のものが少なくとも 3hと世界的に見て多数を保有することになり.放射線化学分野のSR利用は

増加するものと与-えられる.しかも，当分野は当初より高エネルギー電離放射線による物質励起と反応を対象として

いることから， SRには非常に近い位置に同ーるし，これまでの研究の中でSRによる単色光を用いるなら急速に道が拓け

る課題も少なくない.という観点から，以下のように総合講演と，特に全員参加のパネル討論 "SRを用いた放射線化

学の新展開"に力を入れた.

〔麓漬〕

放射光化学 と放射線化学のイ ンターフェイス………………………………………………...・ H ・..(東工大・理)脱野嘉彦

コメント……………………………………………………………………...・H ・..………………… (阪大・ 基礎工)岡田 正

5-25eVフォトンに よる生体分-rの励起と解離生成物:オリゴヌ クレ オチドのフラグメンテーション …・・・ (東大・物)伊藤 隆

コメント…………...・ H ・..…………・・ H ・H ・....・ H ・-………………….......……………… (都立アイソトープ研)I峰岸安津

X線リソグラフ ィー :レジストの軟X線分光特性………………………………………………… (日立 ・中研)持地広造

大型 (6GeV)肱射光施設計画…......................................................................................ぺ理研)渡部 力

〔パネル討論:“SRを用いた放射線化学の新展開")

軟X線領域のWf直に関連する研究課題………・…………………・………………………………………・(電総研)鈴木 功

X線光化学 :放射光の化学反応へのアプローチ...・H ・-…………………………………………・… (東工大 ・理)鵜飼正敏

SRを用いたイオ ンの輸送j~ .fIU立び.イオンクラスター反応の研究: スウォーム研究の立場から・・・・・…・・・・ (東北大 ・ 工)飯沼恒一

高密度状態における10，μや励起移動速度に対するRydberg遷移の寄与……………………・…...・ H ・-…(理研)木村一宇

私見 rSRが魅力的な研究分野」……………...・ H ・..…………………………………………………(東大 ・教養)中川和道

放射線化学におけるアンヂュレーターの利用...・ H ・H ・H ・-・………...・ H ・.....・ H ・..………...・ H ・..…… (京大 ・理)加藤立久

極低温固相イオン分解と SR利用...・ H ・..…...・ H ・..………...・ H ・H ・H ・..…………………………………(名大 ・工)宮崎哲郎

シンクロトロン放射光による放射線化学反応と光化学反応………………………...・ H ・.....・ H ・..(東大 ・原セ)田川精一

以上かなり盛り沢山の講演であったが，それぞれがユニークで新しい話題，結果が提供され，真に貴重なセ ミナー

となった.加えて，その場でなされた討論の内容は将来研究に対し示唆に富んだもので詳細を記録したかったが，こ

れは紙数からいって叶わぬことであるので，本セミナー総合講演の中から学会側依頼として，伊藤，持地両氏には展

望にご執筆頂くことになった.また，パネルの方からは，本号トピ ックスに掲載されている飯沼，岡田，鈴木，中川，

宮崎の 5氏に執筆をお願いした.全員にお願いしたいところではあったが，紙数のこともあり，苦慮、した結果，最近

の会誌に書いておられず，若<，主催者から遠いということを目安にお願いした.その結果，ややもすると高いエネ

ルギーでの反応という面が漏れた感がする.これに関しては編集委員から別にご投稿をお願いしていただければと提

案します.

最後に，共催側である理化学研究所大型放射光施設計画グループ¥特にRand Dグループの責任者渡部力，岩崎準氏

のご協力を得，旅費の援助を頂き遠方の講師のご参加が可能となったことを感謝致します.

世話人 田川精一，吉良爽

木村一宇
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〔第5回放射線化学セミナ一報告〕
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軟 X線領域のW値に関連する研究課題

1.はじめに

気体の電子，光子に対するW値は， X線，r'線領域てや，;1:， 

エネルギーによらず一定である.しかし， 1 keV以下の電

子に対するW値は，エネルギーの低下とともに大きくな

り，第一イオン化エネルギーで無限大になってゆく.こ

のことは，エネルギーの低下とともに中性励起状態への

衝突励起確率が.イオン化確率に比べて大きくなってゆ

くために生じてくると理解される1)最近，我々は，炭化

水素分子の軟X線に対するW値がC-K吸収端近傍で振動

的変動を示すことを見出した 2)ここでは，このW値のC-K

端での変動について概説し，さらにW値に関連する問題

をより詳細に追求してゆくための研究課題を展望するこ

ととする .

II炭化水素分子のW値

シンクロトロン放射を斜入射分光器で単色化し，試料

気体を数10Torr充てんした薄膜窓型比例計数管に導いた.

得られた信号のパルスハイト分布を解析することによ

り， Wfl直を求めた.図 lにエチレンのW値のエネルギー

依存性を示す 2)実験データ(・)は， 285， 289， 300e Vで

極大に， 286.5， 293eVで極ノトになっている.一方高分解

能電子エネルギ一般失スペクトルでは 285eVで 1s-→t.
t 287.4， 287.8eVで1刊 s，3pの励起が起り， 290.6eVでls

電子のイオン化が見出されている 3)W値の実験値を再現

するために，励起状態のエネルギーを考慮して，以下の

ようなモデルを考案した.モデルにおいて用いた仮定の

うち主要なものを記すと，

①光子のエネルギー領域を分割して取扱い，それぞれの

エネルギー領域では，ある一種の型の遷移しか起らな

いとする.たとえば.K殻励起が起るエネルギーでは，

価電子の励起確率は小さいとして無視する.

②二次電子(光電子とAuger電子)によって生ずるイオン

対数は，電子のW値の文献値を利用する.

③二次電子は，エネルギ一分布をもっているが，平均エ

ネルギーで代表きせ，且つその分布は光子エネルギー

には依存しないとする.

④共鳴型Auger電子のエネルギーは， COのデータからの
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図 1.エチレンのW値のエネルギー依存性.・が実験デー

タ，実線は計算による値を示す.

類推により，通常のAuger電子より geV高いとする.

⑤価電子の多重光イオン化，およびK殻空孔についての

二重Auger選移，蛍光X線放出は無視する.

⑥K殻イオン化の極〈近傍のエネルギーでは，衝突後相互

作用が起っているとする .(ただし，起らない場合の計

算値も破線で示した.) 

このモテソレに基っーいて計算した結果を図 1に実線で示

しである.実験データの特徴はよく再現きれている.

m.今後の研究方向

W値に関連する研究をより定量的に，より精密に深め

てゆくには，以下のょっな課題に取り組むことが必要と

考えられる.

(1) 実験データの高分解能化，高確度化

現在までに得られているデータは.エネルギー幅-2eV

なので，分子の違いによる差は明瞭には現われない.ま

た衝突後相互作用についても，その効果を特定すること

は容易ではない.実験誤差は，Wfl直の変動幅の数分の一

程度なので，各エネルギー領域で二つ以上の型の遷移が

起っている時，それぞれの効果の割合を決めることはで

きない

(2) 対象試料気体の拡大とW値の絶対値化

23 



31Z'で、は，最終状態として.(2π)一1(7σ)一1(3π)1のような状態

に対応するピークが大きな寄与をしている.Wfl直のエネ

ルギー依存性の詳細な再現には，対象分子について，す

べての光子エネルギ一て二この種のスペクトルが測定き

れていることが必要である.

(4) 多重イオン化過程の光子エネルギーへの依存性

内殻イオン化しきい値より低エネルギーでも，かなり

の割合で多価イオンが生じている場合もある 6-8)多価イ

オンが生じる時には，光子エネルギーが，気体の内部励

起エネルギーとして使われてしまつので， W値に影響を

与える.

(5) 内殻励起分子の挙動の追跡、

内穀を励起きれた分子は，通常Auger遷移を起してイオ

ンの高い励起状態になる.そして多くはクーロン反擦力

によって 2個のフラグメントイオンへと分解してゆくが，

その際イオンはかなり大きな運動エネルギーをもってい

る. N2が軟X線照射によって， N++N+に解離する際の，

全運動エネルギー分布を図3に示す 8)これらのエネルギー

がさらにイオン対生成に寄与するかどうかは， Wfl直に効

いてくる筈である.

l
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l
 
i
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l
 

--

比例計数管では，軟X線に対して炭化水素のような分

子に対してしか，きれいなパルスハイト分布は得られな

い.またそのパルスハイト分布から見積るW値の絶対値

は，大きな誤差を伴なっている.従って，これらの欠点

を克服する方法の開発が必要であり，一つの候補として

チェンパー型の検出器が考えられている 4)

(3) 二次電子エネルギ一分布の光子エネルギーへの依存

'性

図 1に示した実線では，これは依存しないと仮定した

が，実際は変ってくることもある.一例として，図 2に

N20の場合の三つの光子エネルギーでの二次電子エネル

ギ一分布を示す.5)401.2eVは端のNのls電子が3π(2p♂)

へ励起するエネルギー.404.geVは真中のNのlsの31l"¥の

励起エネルギーである.100eVは，価電子のイオン化だけ

が起るエネルギーて 21Z'等の軌道から一個電子が放出す

ることによるピークが主要な寄与をしている.一方Nls→

，。

(
7〉
ωぷ
)
k
C
G
ロ
ω℃

2
2
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図 3.光子衝撃(41geV)によるN2→N++N+の放出全運

動エネルギーの分布.φは実験値，破線はAuger電

子スペクトルから推定した分布を示す.

《

4-cコ
-
咽

-
S
L
J『
》

〉

』

「

目

一

切

Z
凶
」
「

Z
目

文献

1 ) E. Weibel and B. Grosswendt， Nncl. Instr. Meth.， 

211，487 (1983). 

2 ) 1. H. Suzuki and N. Saito， Bull. Chem. Soc. ]pn.， 

6α2989 (1987). 

戸主ι
十レU

，
局

's
線射放

図 2.N20の光子衝撃による二次電子エネルギ一分布.

横軸は， Binding Energy= (光子エネルギー)ー(二

次電子エネルギー)である .40"， 50; 60"， br， 70"， 

21Z'は価電子軌道を示す.曲線に付した数字は光子

エネルギーを表す.
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SRを用いたイオンの輸送過程及びイオンクラスター反応の研究

1 .はじめに

気相中に於けるイオンの輸送過程とイオンクラスター

の生成や解離反応(イオン・分子反応)は， 気体のイオ

ン化に続く初期過程として放射線化学の重要な研究対象

の 1つである.スウォーム法は，平均相対エネルギーが

数eV程度から熱エネルギーまでの荷電粒子の輸送・反応

現象を調べる実験手段であり1)以上の初期過程を研究する

方法としても地味ながら移動度，拡散係数，反応速度定

数の測定に一応の成果をあげている.この地味な進歩を

派手な進歩に変える潜在手段としてのSRIこ熱い視線を送っ

ているスウォーム研究者はおそらく筆者一人だけではあ

るまい.以下，イオンの速度分布，輸送過程，そして反

応過程の研究への応、用について述べる.

2.イオン種(イオンクラスターを含む)の速度分布関

数の直接測定

ヒ ン ト は レ ー ザ ー 誘 起 蛍 光 法 (Laser -induced 

fluorescence method; LIF)である.既に御存じの方も多

いだろうが，この方法は蛍光を測定するにも拘らず本質

的には吸収スペクトル法で、ある.そしてレーザーの線幅

がド ップラー幅に比べて十分小さいとき(この条件は通

常のスウォーム実験では十二分に満たされる)，イオンの

適当な電子励起レベル前後でのシングルモードスキャン

により数密度107
ヶ/cm3以下，エネルギ一分解能約10-6eV

という共に驚異的な精度で速度分布関数が直接決定出来

第 46号 (1988)

(スウォーム研究の立場から)
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る.しかも蛍光の測定には分光器はいらず， (光子の放出

に角度依存性が無いので)適当な大きさのレンズ系だけ

で良い.

JILAを中心としたグループはこのLIFで， O. 5Torr， 330 

KのHeで、のBa+の速度分布関数をE/N=0，7.74，15.5，23.2 

Td( 1Td= lO-17V・cm2
) の条件下で測定した 2)結果は見

事なDisplacedMaxwellianであった.分布関数の測定は

従来のRPD法や静電イオンエネルギ一分析法では本質的

に無理なだけに，この実験が与えた衝撃と意義は大きい.

しかし， LIFの欠点は任意の波長の光を出すレーザーがま

だ存在しないので，原子・分子の種類によってはうまく

使える Lーザーが無いことである.この励起光源をSR!こ

変えることは可能であろうか?問題はエミ ッタンス特性

とコヒーレンスである.挿入光源によるエミ ッタンス特

性の改善はレーザーなみの光強度と指向性を実現しはじ

めている.LIFほどの分解能を望まなければ種々のイオン

(クラスター)の分布関数が直接測定出来そうである.こ

れは現在でも可能な実験である.最近の自由電子レーザー

研究て二 Storageringを加速器として利用する万向も検討

されているようである 波長領域が少々問題であるが，

この実現は放射線化学のみならず原子分子衝突の実験的

研究にかなり決定的な影響を与えそうである.

3.励起イオン種の輸送係数測定

以上を前提とした輸送係数測定の興味ある例として，
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励起イオンの移動度測定がある.ペアレントガス中での

2価の希ガスイオンの移動度は. Biondiらにより詳細に

調べられた 3)結果は.He以外はいずれも異なった移動度

を持つ 2稲類以_Lのイオン楠が存荘することが証明きれ.

励起イオンの可能性が高い.最近では立教大学グループ

の実験で.Kr++/Ktの系に於て 4楠類のイオン (88K)が

発見きれている 4)移動!支が異なる理由は相互作用ポテン

シャルの非等方性及び分極力の違いにあるものと推定さ

れているが，励起イオン種の同定が不十分でもうひとつ

はっきりしない.特定の同定された励起種をつくること

はSRの得意とするところであり，この輸送係数を測定す

ることにより上記の問題の答えが明確になるものと思う.

4.励起分子とのイオン・分子反応

一般にスウォーム中での中性分子数密度はイオンのそ

れに比べて桁違いに大きい.従ってこれを特定の電子励

起レベルに上げることはそっ難しくはない.ライフタイ

ムと反応速度とのかねあいではこの種のイオン・分子反

応の実験は十分可能である.メタステーブル分子とイオ

ンの反応速度のエネルギー依存性測定はその一例である.

励起種を含むイオン・分子反応の速度定数は，基底状態

〔第 5回放射線化学セミナ一報告〕

の分子よりも 1桁以上大きいことが予怨きれる.イオン

の場合同様，この理由は相74作刷ポテンシャルの形状に

あるものと考えられるが，分布関数とのからみでこれら

の問題をときほぐすところにスウォーム本来のおもしろ

さと困難さがある.

原稿を書くに先立ち，佐々木典彦氏 (山形大学工学部)

にはレーザー技術の細部にわたって具体的な御教示をい

だだきました.有難うございました.
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液相・気相中における光イオン化過程とリドベルグ状態の寄与

ある分子のイオン化ポテンシャルを気相で測り，次に

その系に他のガスを次第に密度濃く(固相の密度付近ま

で)注入していくとき，ホストガス(あるいは液体・超

臨界流体)はゲスト分子の光イオン化過程にどのように

関与するであろうか?この基本的な問題に関して興味深

い研究が近年シンクロトロン放射を用いてなされつつあ

る 1-5)ここではそれらの研究成果から，①イオン化ポテ

ンシャルの媒質密度依存性，②リドベルグ状態の行方(気

相のスペクトルに見られるリドベルグ選移は液相中では

どこへ行くか，イオン化の中問状態として寄与するか)

について紹介する.

①については，無極性液相中でのゲスト分子のイオン

化ポテンシャルIfの研究が1960年代からなきれており .6)If

26 
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はエネルギ一保存の関係式If=Ig+Vo+ P(式1)によって

よく表されることが分かっている.ここにIgはゲスト分子

の気相でのイオン化ポテンシャル.Voは液相の伝導帯エネ

ルギ一.Pはゲスト分子の正イオンによる液相の分極エネ

ルギーてーBornの式P=-q2(I-1/ε)/2Rから求められる.

εは液相の誘電率. qとRはイオンの電荷と半径である.

近年Voが密度Nの関数として測定されるようになるや.Vo 

の実測値を用いて式 1があらゆる密度で成り立つかどう

かその一般性が調べられた 3)その結果，アルコヂン流体に

ベンゼンをドープした系(Bz/Ar系)ではIfはOくNく20X

1021cm-3で式 1によ ってよくあらわされるが. Bz/Kr系

では低密度領域 (0くNく10X1021cm-3) で、のIfは式 1で

求めた値よりも低い値となり.Bornの式が予言するより

政 射 線 化 学
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も強L、分極の存本が示唆された.Ar.Kdこ続く Xeの実験

はアントラセンをXeの超臨界流体に“溶かした"系を用

いて我々 4)によってなされ，この系でもBz/Kr系と同じく

低密度で式 1による怖より低し、Ifが見いだされた.我々は

これをアントラセンのまわりに形成されるXeクラスター

によると提案し， Ifの実isiJ1直を再現するにはクラスター内

部の密度がバルクよりどれだけ大きい値となるべきかを

Bornの式を用いて推定した 4)アントラセン/Xe系の実験

は室温のXe流体中にアントラセンという比較的大きな分

子の固体が充分な温度で溶解することに依拠した実験で，

超臨界流体の特性を活用した点でも興味をもたれている.

①の分野での最もホットな研究がDESYのグループによ っ

てなされた.すなわち， Ifは従来，光電流のしきい値から

求められてきた(これをここではIpCと呼ぶ)が，Kohler 

ら1)Liヨウ化メチルを希ガスにドープした系の光電流スペ

クトルと光吸収スペクトルとを同時測定し，吸収スペク

トル中のリドベルグ遷移系列が収れんする極限として定

義きれるイオン化ポテンシャル(Iγ) とIpCとを同じ系で同

時にしかもホストガス密度の関数として決定することに

成功した.彼らはypCもI?もともにAr，Krの密度の増大と

ともに低エネルギー側にシフトするが， IpcのシフトはI?よ

りー桁大きいことを見いだした.ypcがI?よりなぜ低し、かは

古くから根本的な問題であったれが，Kohlerらは以下のよ

うに解答を試みた.すなわち，フラ ンク ・コンド ン過程

に従う I?は光学遷移の時間(10-16秒)内に起きる早い電子

分極によって決まる.一方ypCには，光吸収によって生成

する高い次数のリドベルグ状態が崩壊する時間(10-12秒)

内に近傍の希ガス原子が正イオンに素早く近寄ることに

よる分極もまた寄与する.したがってypCはより低い値に

なり得るという. 上に述べた我々の説ωではアントラ

センとキセノンは光イオン化は無関係に溶解の過程でク

ラスターを作り，その高い局所密度が光イオン化のきい

強し、分極として寄与する.これに対し， Kohlerらは光吸

収によ って生成した正イオンの近傍のホストガス密度が

(光学遷移の後に)高くなることが重要な過程であるとす

る1)両ク唄ループが実験に用いた系は異なっており，我々

はリドベルグ遷移系列を観測できていないなど実験条件

の違いがある.しかしいずれにせよ両者が光イオン化過

程の根本的理解のうえで共通の重要な問題を扱っている

ことは間違いなし今後の展開が注目される.

②のリドベルグ状態がその大きな広がりの故に液相中

での反応やエネルギー移動および光イオン化の中間体と

して重要な役割を果すであろうという可官出生は， Platzman8) 

によるSuperexcitedStatesの提案以来多くの研究分野で

第 46号(1988)
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図 1.ア ントラセンのネオペンタン溶液の光電流スペク

トル (Holroydら(文献 9)による し

170 2∞ 

取り上げられてきた.例えばHolroydら9)はアントラセン

を無極性液相中にドープした系で光電流スペクトルを測

定し，複数の小きなピークを見いだ‘した(図 1参照).そ

れらがアントラセンの気相でのリドベルグ選移とほぼ閉

じエネルギーをもつことから，彼らは，アントラセンの

分子リドベルグ状態は液相でも気相と閉じエネルギーに

とどまっており ，それらが光イオン化の中間体として寄

与するために光電流のピークが生じると提案した.しか

しリドベルグ状態のエネルギーがホストとの相互作用に

よってシフトするという多くの実験事実が知られている 2.3)

したがって上述の光電流ピークの起源はまだ明らかでは

なしその解明は液相中におけるイオン化の基礎過程研

究にとって興味ある課題であると考える複数のグループ

が存在し，この研究を開始している.

我々もこの課題に興味をもち，アントラセン/Xe系で包e

の密度を変化させて光電流スペクトルの密度依存性を調

べた.その結果，光電流ピークは密度の増大とともに低

エネルギー側にシフトし，シフトの大きさはアントラセ

ンのXe中での光イオ ン化ポテンシャルIpCのシフトと同じ

であることを見いだした 5)このことは光電流を生じさせ

る電子状態が， P+Voのエネルギーシフトを受けるイオン

化状態と同じく充分広がった軌道をもつことを意味する.

そこで我々は上述の光電流ピークはアントラセンの第二

イオン化ポテンシャルに収れんするリドベルグ状態の寄

与によって生じると考えた.実際， Reiningerら 10)Kohler

ら1lは上述のヨウ化メチル/希ガスの系でヨウ化メチルの

27 



11111111 ニュース 11111111

リドベルグ遷移の密度依存性を詳しく調べ，光電流スペ

クトルに見いだされる一連のピークがヨウ化メチルの第

二イオン化ポテンシャルに収れんするnd'リドベルグ遷移

系列によること，これらのピークがホストの密度により

シフトすること(ただし上述のようにI?のシフトはIpCの
シフトよりー桁小きい.)を光電流・光吸収スペクトルの

同時測定から明らかにした.この結果はアントラセン/無

極性液相系の光電流ピークがアントラセンの高いリドベ

ルグ状態に起因するという我々の考えを支持すると考え

られる.しかし光電流ピークの起源について異なる結論

をもっさらに他のグループもあり，その解明は現在もな

おホ ットなトピックスとなっている.
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極低温国相アルカンのイオン分解。固相アルカンの放射線分解で

c-c結合切断ラジカルはなぜ生成しない?

先日催された「放射線化学セミナーJ(於理化学研究所)

において上記のテーマについて報告した.その時の発表

内容と討論を簡単に紹介しようと思う.

アルカンの気相，液相の放射線分解ではC-C結合切断は

容易に起る.しかし 固相アルカンの放射線分解ではC-C結

合切断ラジカルは未だ観測されておらず， C-H結合切断

ラジカルだけがESRによ って観測されている.例えば三

級のC-C結合からなるneo-C5H12の場合でもC-C切断によ

るCH3やt-C4H9は観測されず， C-H切断により neo-C5Hll

ラジカルが生成する IIこの理由としてCageEffectが漠然

28 
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と考えられているが，他の効果についてはほとんど考え

られていない.気相，液相でのC-C切断がアルカ ンイオン

の分解によるから，この問題は固相におけるイオン分解

についての問題と云える.今回，極低温ESR法によ って

得たイオン分解についての結果を報告する .

1. 固相における励起イオンの分解

最近白崎等は4K希ガス(Xe，Kr， Ar)ーアルカン(C3Hs，

i-C4HIO)出合同体のγ線照射によるラ ジカル生成を研究

した 2)Table1に示すようにXe系て1まC-H切断ラジカルと

放射線化学
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Table 1. ReJative yield of H atoms， CH) and alkyl ra<li回 Isin 
radiolysis or the rare gaト propane(isobutane) mixtures at 4.2 K 

Relative yielda 

SampJe 

Xe-C，H. (1.0 moJ%) 
X←i心.H.o (1.0 moJ%) 
Kr-{:3H. (1.0 mol%) 
Kr-i-C.H.o (1.0 moW.) 
Arベ:)H. (1.0 mol%) 
Ar-i・C.H.o (1.0 mol%) 

C3H， 
CHor  C.H， 

1.7" 
2.6C 

『

t
-
h
υ
《

υ
n
u
h
u
h
M
A
U

l
-
-
1
1
1
1
1
 

0.7 
0.6 
0.7 
0.8 

'YieJds of H atoms are taken as 1.0. 
"C]H， radica1. 
'C.H， radical. 

H原子が生成する.一方Kr，Ar系て。はC-C切断によるCH3

ラジカルと H原子が生成し，これはC-C切断ラ ジカルがア

ルカンの固相分解で観測された初めての例である.希ガ

ス (M)団体中のラジカル生成はC3Hsの場合次のように

表きれる .

M 附→ M+ + e (1) 

M++ C3H8 ー→ ~Ht + M (2) 

C3Ht*一→ C3Ht (3) 

\、 ~H~ + CH3 (4) 

C3Ht + e一一→ C3H7 + H (5) 

C2Ht + e一 一→ ~H4 + H (6) 

Xeのイオ ン化電位(12.3eV)はC3Hsのそれ (11.1eV) 

より少し高<.反応(2)で生成した低励起イオンは直ぐ脱

活性されC3Htの中和によってC3H7とHを生成する(反応

(5)).一方Kr，Arのイオ ン化電位はそれぞれ14.0.15.8eV 

と高〈反応(2)によって高エネルギーの励起イオンを生成

する .これは速くイオン分解しCH3を生じる(反応(4)).

この時同時に生成したC2Htイオンは中和してHを生成す

る(反応(6)).固相アルカンの放射線分解では励起イオン

の脱活性反応(反応(3))が速く起こり C-C結合切断が抑え

られるのであろう.

2 .固相における親イオンの分解

2，3-ジメチルブタンにSF6を添加して77Kでy線照射す

ると H2が脱離したオレフィンカチオンが生成する.反応

(7)で生成した親イオンは固体ではイオン分解してオレフィ

ンカチオンを生成する(反応(8)).3) しかし4Kのγ線照

(7) 

(CH3)2CHCH(CH3)2附→ (CH3)2CHCH(CH3):+ぜ

(CH3 )2CHCH( CH3):ー→ (CH3)2C=C(CH3): +H2 
(8) 

第 46号 (1988)
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射ではこのイオン分解は起こらず4Kから77KIこ昇温した

時にのみ起る 4) H2脱離のイオン分解は適当な配向をと っ

たH与に起り .4Kの堅い国体中ではこの配向をとれないた

めと忠われる .-)i77Kでは閲体が柔かくこの配向をとる

ことが出来，イオン分解が起る.親イオンからのH2脱離

反応はエネルギ一的には容易であるが結合を同時に二個

切断する必要があり分解速度は遅いと考えられる.実際，

気体の質量スペクトルではこのような分解は少ない.従っ

て77K回相て報イオンの寿命が延びたためイオン分解が起っ

たものと云える.

3.肘蛤

伊藤隆(東大):生体物質の結合切断と関連して興味深い

報告であり， 二点について コメントしたい.まず第

一に核酸中の糖の部分のC-C結合は放射線によって切

断するが， C-H切断のラジカルが二次的反応、を起し

最終的にC-C切断に至ると従来は考えられていた.今

回の発表では固相でも条件によ ってはC-C切断が起る

ことを示しており，糖のC-C切断も初期過程で起ると

考えても良いと思う .第二に今回の報告ではC-C結合

切断がイオンの励起エネルギーが多くなると起ると

云っている .最近我々の所でSR光を用いて生体物質

の固相分解を研究しているが，励起エネルギーが高

くなると糖のC-C切断が起り易くなる傾向が見られ，

今回の発表と関連していると思われる.

川崎(名大): [感想]今後の研究方向に関連した大変貴重

な御指摘に感謝しております.

田川(東大)， IJ、泉(北大):従来固相の分解で‘はCageeffect

が考えられており，今回の結果はこれを否定するも

のかIlX1，.、はこれとの関連は如何に?

宮崎(名大):今回の結果はCageeffectを否定するもので

はなく，回相での新し L、effectを付け加えたと考えて

貰いたい.現実に極低温の堅い固体中でC-C結合切断

が起り， しかも励起イオンのエネルギーが高い時に

起り低い時には起らない.このことはCageeffectだ.

けでは説明出来ず，励起イオンの分解と脱活性反応

の競争過紅として捉える必要がある.このような指

摘は従来になしアルカンの固相分解でも励起イオ

ンの脱活性反応の面からも考えて良いのではないか.

j兵{早大):今回の結果と Phaseeffectの関連はどうか?

山崎(名大): Phase effectの問題は外国の研究者からも指
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摘されたこと がある.今同の実験結果全体を統一的

にPhaseeffectで説明することは難しい.しかし或る

ラジカルだけが選択的に生成 (捕捉)されているこ

とは奇妙であり， Phase effect等とも関連しているか

も知れず，今後の研究課題であろう.

木村(理研):希ガスの放射線化学反応は今後の研究課題

の一つであろう.

宮崎(名大): [感想]小生の現在考えていることに似てお

り，内心鋭い指摘と!惑にました.

〔第 5回放射線化学セミナ一報告〕
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放射光励起による溶液反応の初期過程

ーシクロヘキサン中の励起エネルギー移動一

阪大基礎工岡田 正

してくる 6)

上記の様な問題に関連して，溶質一重項へのエネルギー

移動を調べる目的で実験計画を立てたがまだ始ったばか

りで結果については不明な点が多い.放射光を用いてど

の程度の測定が可能かをみて頂きたいと思う.溶媒とし

てシクロヘキサンを用いたのは溶媒と溶質の蛍光が共に

測定できるからである.

e 

アルカン液体中に生成した高エネルギー状態の反応や

失活過程に関する研究は放射線化学，光化学両分野にお

いて多くの研究がなされてきたが，その初期過程はまだ

ほとんど解明されていない.この小稿では.放射光励起

によるシクロヘキサン中のアントラセンへの励起移動初

期過程について述べる.先ず，この研究を始めた動機に

触れる.アルカン溶液へのパルス放射線照射により溶質

の三重項状態が数nsの時間領域て暁生成することト3)や放射

光による溶質蛍光の励起スペクトルの測定4)などによると

溶媒の最低励起状態以外にエネルギー供与体が存在する

ように考えられる.また.ピコ秒YAGレーザー4倍波(266nm)

の多光子励起によるシクロヘキサンの過渡吸収スペクト

ルの測定によるとSn←Sl吸収スペクトルと考えられる吸

収帯以外に約100ps程度の時定数で減衰する吸収が存在す

る 5)例としてシクロヘキサン中のピレン三重項について

パルスラジオリシスとレーザーホトリシスの結果を比較

すると，電子線照射の場合励起後10ns以降に生成する三

重項は溶質のアニオンとカチオンの対間再結合により定

量的に説明きれるが数lOns以内に生成する三重項につい

ては何らかの溶媒の中間体を考える必要がある.レーザー

ホトリシスの場合は溶質のイオン穂は観測されないが励

起後数10psからナノ秒の時間領域にかけて三重項が生成

実験は分子研UVSO附設のビームライン1B又は7B(共 .

30 

に瀬谷一波岡型1m分光器)を用い単パンチ動作で励起パ

ルス巾は約450psである.通常の光子計数法で時間分解能

は100ps程度であった.試料はMgF2窓付のセルに入れAr

ガス置換した.セルの表面からの蛍光を凹面鏡で集めて

測定した.アントラセン濃度は2X10-4-2x 10-2Mの範囲

で変化きせ，測定温度は27
0

Cである.アントラセン蛍光

の時間依存性の例を図 1に示す.

測定結果を現象的にまとめると次のようになった.

1)325mmて"アントラセンを直接励起する とその蛍光減衰

曲線は単一の指数関数で表され，アントラセ ンの濃度の

増加と共に自己消光が起りその速度定数は8x109M-1S-1 

程度で拡散律速と考えられる.2)シクロヘキサンの蛍光

も単一の指数関数で表され，アントラセンの漉!支を閉す

と寿命は矩くなり Stern.V olmer plotから消光速度定数5X

放射線化学



11111111 ニュース 11111111
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図 1.アントラセン (2X10-4M )のシクロヘキサン溶液

の蛍光時間依存性.励起波長170nm.

褒 1.励起波長170nmの場合のアントラセン笹光の解析

結果， (本文参照)

(A)/mM 'x/ps ，alps ，，Jns 

4 111 580 4.4 

2 196 690 4.8 

0.4 276 740 5.3 

0.2 360 740 5.3 

1010M-1S-1を得た.3)主としてシクロヘキサンにより吸

収きれる180nmより短波長の光で励起した場合，アントラ

セン蛍光のdecay成分は325nm励起と一致するがrise成分

が観測される.rise成分を 1つの指数関数として解析する

とそのrisetimeはいづれの試料の場合にもシクロヘキサ

ンの蛍光寿命より短い.この結果はアントラセンへのエ

ネルギ一供与体としてシクロへキサンの蛍光状態以外に

少〈とも 1稀

以上が測定結果であるが'これを説明する最も単純な

機構として次の反応が考えられる.

CH~乙→CH*- 一一 →CH・
~、x

CH・~CH
CH* +A~→CH +A・
x ~Y 

第 46号 (1988)

X+A~→Y+A・
A・~A
A・+A~2A

ここにCHキはシクロヘキサンの初期励起状態であり， CH*

は蛍光状態， XはCH*以外のエネルギー供与体， Aはアン

トラセンである.

この機構によるとアントラセンの蛍光は 2成分のriseと

1成分のdecayで表きれるが.このモデルに従って叱H=

(kl + k2[A])一lおよびね=(k5+k6[A])一1として実測値を

用いぬ=(k3+ k4[A] )-1をパラメータとしてアントラセン

蛍光を解析した結果が図 1の実線で測定結果を再現して

いるように見える.170nm励起で得られたこれらの値を表

1に示す.アントラセン濃度が10-2M以上の場合はむが数

10ps!:)下になると考えられ信頼性のある解析は出来なかっ

た.61はアントラセンの濃度に対して直線的に増加してお

り，これより k3=2.8X 109S-1， k4= 1. 5X 1012M-1S-1を

得た.最初に述べたピコ秒レーザーによる過渡吸収スペ

クトルの結果では約100psの減衰成分が観測されているが

Xの寿命はこれより 3倍程度長い.問題はXが何かとい

う点であるが今の所これといって主張出来るものはない.

ただ，立ち上りの解析からはCH・からと同程度の量でX

からA*が生成している筈であり不純物ではないと考えて

いる.この様な単純な機構で説明すること自体種々異論

のあることと思うが，今後他の溶媒，デカリン，ヘキサ

ン，シクロヘキセンなどの測定を行い，これらと合せて

考えてみたいと思っている.
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日本化学会第56春季年会「放射線化学」

十年前のプログラムと比較して感じたこと

今年の日本化学会春季年会は 4月 1日一4日，東京青山

学院大学で開催された.放射線化学部門は第 2日目午前

てコ 12件の発表があった.方法論としては，パルスラジ

オリシスが 5件，低温マトリ ックス法 5件と相半ばして

いるが，対象は解析法に関する一報(1IICOl)を除き全

て凝縮相であった.また，放射線化学の研究には，放射

線の高エネルギーが物質系のなかで散逸して行く過程そ

のものを対象とする立場と，放射線誘起反応の機構を追

跡するものとに大別できると思うが， 10件迄が後者に分

傾できる.

ところで，丁度10年前と比較してみるとどうなるか (53

年:発表20件:小笠原氏，入江氏の印象記が本誌26号に

あり)，討論会と異なり年度によって発表者に変動が多い

為必ずしもその時々の傾向を忠実に表わしているとはい

い難いが，少なくとも傾向は示されると思う.

この年には.気相反応に関するものは 5件を占めてお

り，気相から液相，固相へとの流れが感じられる.また

エネルギー移動過程に関するものも 5件在るが，この中

には真空紫外光照射との比較研究が含まれている.この

頃から，初期過程の研究はより低エネルギー照射へと移

行し素反応過程"部門へと発展していると 言えよう.

一方凝縮相では，10年前には殆ど見られなかったカチ

オンラジカルに関する研究がかなりなウエイトを占める

が，主題としては大きな違いはない様に思われる.これ

は問題の複雑さ，困難さの反映であり，素反応過位の様

な明快さは無いものの固相での放射線化学はなお発展す

る研究課題と感じた.炭化水素の放射線分解機構は古く

て新しい重要テーマであろう.

(名工試 鳥山和美)

日本化学会第56春季年会「イオンビーム」

今年の日本化学会年会の「特別講演」としてイオンビー

ムの化学とその応用」について，下記の 9つの講演が行

われた.
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1 )高エネルギービームの新展開と化学への応用

(東大工)田畑米穂

2 )重イオンビームによる化学反応

(原研東海)大野新一

3 )重イオンによる電子励起 (理研)木村一宇

4 )イオンビームによる高密度励起と高機能化

(東大原セ)田川精一

5 )イオンビームリソグラフィー

(阪大基礎工)難波進

6 )イ オンビーム技術による薄膜合成

(京大工)高木俊宜

7 )イ オンビーム・ミキシ ングに よる物質合成

(阪工試)佐藤守

8 )イオン衝撃による絶縁体の表面現象

(原研高崎)永井士郎

9 )イオン注入による材料表層の機能化

(理研)岩木正哉

最近，新しい粒子加速装置の開発と新材料研究の進歩

とが相まって.新しい粒子線(放射線)と物質との相互

作用に関する研究，特にその化学的側面の研究に興味深

い進展が見られる.本特別講演においては，そのうち特

にイオンビームに H~.'.'.(が絞られ，講演が行われた.まず，

イオンビーム等の柿々の新しい高エネルギービームによ

る化'下とその応川について，その概観が行われ，次に，

その特徴的な化'γ:Ji!.ι， i~'1j街!支!励起効果等のAL礎的問題

から，さらに， H.々 の材料 ・表luiの合成 ・改'l't等の応用

(l~J問 j起に七るまで， M:i1l:の研究成*が紹介される ととも

に，将来への}J{守{が{j・われた.講iV{は 4JJ 2 liの午前10

放 射 線 化 ?

.;.， 
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H与から午後 5時すぎまで.100名を越す出席者の下で行わ

れた. :1¥1町名・は，このテーマに直接関連する分野からの

みでなく，他分町'からも多く ，質疑応答も活発に行われ

て，このテーマに対する関心の高さを示していた.

各議j貨の内存は.年会予稿集III(特別講演)の中にま

とめられているが.ここではむし ろ印象に残っている点，

各講演者が特に強調した点などをメモに基いて紹介する

ことにする.

故初の講演は，田畑による標記テーマに関する序論か

っ概説で，まず，新しい粒子線および粒子加速装置の研

究が理工学全体でどれだけ重要かについて説明があり，

新しい粒子線として，重イオン，放射光，中間子，ポジ

トロンが挙げられて， ¥， 、わばその放射線利用と加速器(施

設)の現状が概観され，将来の展望が行われた.イオ ン

ビームによる化学としては，物質の高密度励起または励

起柿同志の反応に関する研究が活発化することが指摘さ

れた.次に，大野は，イオンビームによる化学反応を物

質中に生じるイオン化 ・励起の「空間分布」 と「モード

(内 ・外殻励起，多電子励起，原千変位など)分布」に分

けて論じて，いわゆる阻止能あるいはLETは，イオンビー

ムの物質に対する効果を評価する上で不十分な尺度であ

ることを強調した.この講演とその後の討論は，昨年の

Edinburgh-ICRRて。の同様のシンポジウムにおけるホット

な議論を思い出させて興味深いものがあった.木村は，

イオンビームの物質に対する効果を他の講演者とは異っ

た一由.から把えて，集団!励起および、Wake効果を中心に説明

し，今後は，励起締聞の反応，内殻励起または多重イオ

ン化に伴う反応の研究が活発化することを予測し，おわ

りに，高密度ヘリウム中にN+ビームが入射された際の見

事な発光スペクトルを紹介した.田川は，固体高分子の

高密度励起効果を主題として，高分子に対する効果の特

異性を金属に対する効果と比較して，電子励起が主要な

効果であることを.PMMAおよびポリスチレンを例とし

て示した.電子線ピコ手少ノりレスラジオリシスとイオンピー

~; 46 ~J. (1988) 

ムナノ i紗パルスラジオリシスの結果について比較が行わ

れたが.叫に{走行によるポリスチレンからのエキシマ一

発光のデータは興味深かった.難波は， リソグラフィー

の世界記録が現ιすてサニ100λ を突破していることを示し

た後に.イオ ンビームリソグラフィーの特徴を，電子線，

X線，レーザーによるものと比較しながら説明した.イオ

ンビームの場合について，特に.なにかよい材料を紹介

してほしいと会場への問いかけもあり，その後の質疑応

答から.放射線化学との聞に.今後より一層多くの接点

が生まれてくる可能性があると感ぜられた.これに続い

て，高木はものを削る話」ではなく「ものを積もらせ

る話」をするとして， クラスターイオンビームによる薄

膜形成について.十数年前にこれを提案して以降，現在

に至るまでの研究の進展状況を紹介した.100-2，000個の原子

をクラスターイオンとして.20-100eVのエネルギーに加

速して，表r(ijとの相五作用によって薄膜を形成するもの

で， クラスター科学と微粒子科学の中間を狙っているこ

とを主娠した.佐藤は，イオンビームの注入と蒸着を併

用することによ って.他の方法では得られない特異的な

表面改質を行うことができることを説明し，その好例と

して，非常に硬度の高いTiNフィルムを示した.永井は.

対象物質を金属，半導体と絶縁体に分けて，セラミ ック

ス，有機分子，高分子等の絶縁体に特異的な効果を，ス

パッ タリング，分子脱着.2次イオ ン生成.表団構造変化

に分けて説明した.北礎・応用両面で興味深い課題が山

積していることが，質疑応答からも明らかにされた.講

iU(の最終は，岩本に よるきわめてバラエティーに富む材

料表層機能化の紹介で，イオン注入法の基本的な特徴が

まとめられた後に，金属，半導体.炭素材.ポリマー，

ガラス，セラミ ックス等の多くの材料について，イオン

注入による物理的 ・化学的性質または機械的性質，光学

的性質など多くの特性の変化が紹介された.(東工大理 ・

脱野嘉彦)
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放射線科学の広場一一
「第25回理工学における同位元素研究発表会」見聞記

放射線化学は 4半世紀にわたる比較的狭い分野の基

礎研究の時代を一応終えて.他分野との交流，先端的応

用分野への進出の時代に来ていると思われる.後者につ

いては，放射線化学会の主導のもとにすでに多くの応用

シンポジウムやセミナーが聞かれている.放射線を用い

るところには必ず放射線化学の知識が必要である， とい

うと少しオーバーになるかも知れないが，放射線を用い

る物理，工学，化学の研究者が一堂に集まって，放射線

の作用や測定，応用などを語り合う場があれば，放射線

化学の分野はもっと広くなるのではないかと思われる.

そのような場の一つを提供するのが，本年25回目を迎

えた日本アイソトープ協会と関連48学協会主催の「理工

学における同位元素研究発表会」である.会の名称がい

ささか古典的な響きをもつために放射線化学の人達が近

づかないのかもしれないが，この会における照射効果の

セッションは大きな比重を占めているのである.特別講

演，パネル討論会についても然りである.

発表会の全貌をまとめてみると，口頭発表168件(この

ほかポスター19件)のうち最も多いのが放射線測定 (37

件)で，放射線利用機器と分析(それぞれ22件)がこれ

に次ぐが，照射効果(15件)は関連の深い線量測定 (5件)

を併せるとタイの二位である.件数の多さを競つでもあ

まり意味はないかも知れないが，特別講演 (8件)のうち

の一つが東大の伊藤泰男氏による「ミュオンビームによ

る化学過程研究J. パネル討論 (2件)の一つが「環境保

全への放射線利用の課題と展望J(座長 町末男氏)であっ

た.このほか，特別講演の一つに「放射線の考古学への

応用」と題する京大原子炉の東村武信氏のお話のあった

こともつけ加えておこう .

照射効果のセッションでは，放射線に被曝される光ファ

イパー(早大 浜グループ).グリース(神奈川工試小野

グループ).温度センサー(アイソトープ協会 立石ら)

の検討，放射線による粘着剤の性能向上(東ア研飴谷ら).

エレクトレ ット化(東ア研 土家ら).医療材料の殺菌(東

ア研 田部井，関口ら，原研渡辺ら，アイソトープ協

会木川ら).下水等廃棄物処理(東ア研下川，山崎，

沢井仏大放研古田，虎谷ら )などが報告された.

放射線化学者のなかには. sophisticateな(または
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sophisticateらしくみえるような)題目にしか興味を示き

ない人もおられるようであるが，放射線化学という分野

を今後も発展きせたいと思うならば，一見“泥臭い"よ

うにもみえるこれらの研究に“sophisticate'・な着想を提

供することに協力するとともに，このような研究から新

しい，思いもかけない研究の芽を見出すことも可能であ

ることを認識する必要があると私は思うのだが，諸賢は

いかがお考えになるだろうか.

放射線の利用を考えておられる方々にも注文がある.

照射効果のセ ッションには40-50人の聴衆の方々がおら

れたが，このなかの一人から質問がでたように，放射線

を利用するメリ ットはどこにあるのか，コストは他の方

法に比べてどうなのか，実際に行うことが可能なのか，

などについても充分考察しておかなければならない こ

れが他の分野の人達や，実際に用いる可能性を考えてお

られる人達に放射線の真価を認めさせるために必要なだ

けではなし研究費の財布の紐を握る人達を説得するた

めにも必要な条件である.

講演をすべて聞いたわけではないので，以下予稿集を

片手に照射関係のいくつかの発表について私見を述べた

し、.

照射効果を論ずるときに欠かせないのが線量測定であ

る.工業的プロセスにおいて簡便で安定ないわゆる「ト

ランスファ線量計」が要望されているが，その一つであ

るアラニン線量計について引き続き原研の小島らによっ

て研究が行われている.これは，照射によ って生成し，

安定に保持きれるラヂカルをESRで測定するものである

が，国内11ヵ所から原研に送られた試料についてしらべ

られ，その安定性が実証された.重イオンのための三酢

酸セルローズ薄膜(10-50河川線量計が原研の須永らと理

研の河野によって検討され，簡便にかつかなり正確な測

定が可能であることが示きれた.重イオン照射では線量

測定がかなり厄介で・あるので，この線量計は大変役に立

つのではなかろうか.

チェルノプイルの事故のときのように，一般住民の被

曝線量を速やかに知ることは極めて大切で盲ある.このた

めに貝殻製ボタンや歯のホーロー質のESR測定が提案さ

れたことがあるが，放医研の中島らは，どこの家庭にも

放射線化学
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必ずある薦糖'1'に生成されるラジカルのESRiWJ定から故

低O.04Gyまで検出されることをがした.相jl:J新聞にも報

道されたが.大変i't重な研究の一つである.

早大の浜らは， PMMA光ファイパーの放射線劣化とそ

の対策を報告したが，水による誘電捌失抑制という IIt:年

の試みを一歩すすめて，本年は簡を素処理を施すことによっ

て耐性が向上することを明らかにしている.簡便な方法

で性能向上に成功したよい例である.

大放研と都立アイソトープ研では前述のように，医用

材料の滅菌と排水処理の研究が引き続き行われている.

このところ毎回報告されているが.聴衆にとっては昨年，

一昨年のことは覚えていないので，細かいことを述べる

より，今までの研究の線上でどの点が明確になったかを

指摘するようにしてもらえばもっと迫力のあるものにな

るだろう .しかしこれらの研究は地味であるが，われわ

れの環境をきれいにするために是非実用化を目指してほ

しいと思う.なお，これらの研究は，原研の新井，東ア

研の沢井によって前述のパネル討論にもまとめて紹介さ

れた

特別講演のミュオンの話(東大 伊藤)はよくまとまっ

ていたが，老化しかかったわが頭では化学過程の研究に

どう用いたらよいかすぐには思いつかなかった. ミュオ

ンと電子の結合によるミュオニウムの生成過程の解釈が

未だに決定的でないようであるが，放射線化学との関連

第 46号 (1988)

で興味をそそられる.

放射線化学とは直接関連はないが. パネル~i11~i命会て。取

り上げられたテクネチウムや，特別講演の一つのrJ，引主

環境中のラドンの濃度と被曝線量」の問題は，政射線を

取り扱う者にとって知っておくべきことがらであろう .

官間性のよいビルや高級マンションの住人は， ラドンにー

よって喫煙と閉じような肺ガンのリスクに噂されるとにー

なりそうである.

このほか，地球環境の問題.同位体効果， トレーサ一

利用などにも放射線化学の問題として取り上げると商白

そうなものがある .百聞は一見に如かず.いつも聞かれ

るのは暑いきなかの 7月上旬であるが，冷房のきいた都

心の会場(国立教育会館)へ一度ゆったりした気分でお

出かけになるのは決して無駄ではない.放射線化学討論

会に出すのは一寸不向き(? )かなと思われるようなテー

マをお持ちの方には絶好のアナ場である.ついでながら

申し添えると ，放射線化学会からは毎年多額 (2，OOOPJ)

の共催費が支出きれている.また，運営委員には本学会

から，本年は石樽顕吉氏が参加されており，来年からは

浜 義昌氏が入られる予定である.プログラムの作成に

は私がここ数年にわたり係わっているので，来年も是非

多くの方々に参加していただきたいと思っている.

(東京情報大今村昌)
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第31回放射線化学討論会プログラム

主催 :日本放射線化学会

共催:日本化学会

日時:10月31日(月 )-11月2日(水)

会場 :東京大学山上会館 (東京都文京区本郷7-3-1，東大

構内電話(03)818-3008)

[交通]

地下鉄:丸の内線・本郷三丁目駅下車，徒歩約15分.

千代田線・根津駅下車，徒歩約15分

スクールパス :JRお茶の水駅聖橋口より東大構内行き

JR上野駅浅草口より東大構内行き

(混雑時を除き，各約25分)

第 1日[10/31(月)] 

A会場(口頭)

-(9時30分-11時50分)一

101A コバルトミオグロビンの水和電子による還元反応

における配位子の効果

(北大工)0小笠原正明・仲島厚志 ・三木秀穂

古田宏

102A エタノールおよびエタノール/MTHF混合溶媒中

の捕捉電子の配位構造

(北大工) 0市)11恒樹・吉田 宏

103A ノりレスラジオリシス法によるノルボルナジエンーク

アドリシクラン誘導体の三重項を経由する異性反応

(宮崎大教育・奈良高専・阪大産研) 0中林健一 ・土

岐進 ・高椋節夫

104A イオン再結合による一重項及び三重項励起状態の

生成

(化技研・デルフト 工大原子炉研) 0立矢正典・ A.

Hummel 

105A 無極性溶媒中で多光子イオン化により生成した電

子ーカチオン，アニオンーカチオンジェミネート対の動

的挙動

(阪大基礎工)0平田善QIJ.又賀 昇

106A 1， 2-ジク ロロエタ ンのノマルスラジオリシス
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(北大工)0住吉 孝 ・渡辺和之 ・杉田直紀 ・片山明

イ[

107A ガンマ線照射した液体窒素の吸収スペクトル

(京大原子炉 ・有林市幅射化学研究所)0長谷博友 ・

東村武信・金光川

B会場(ポスターセッション)

ー(13時-14時30分)ー

108B 炭酸ガスの放射線分解における逆反応(クラスター

イオンの関与)

(原研・原燃サービス ・東大工・東大原セ)0池添康

正 ・清水三郎 ・小貫 薫・松岡伸吾・中村洋根・田川

精一・田畑米穂

109B 気相炭化水素中での電子の熱平衡化過程

(東工大理)0沖恒成保・林 浩司 ・績野嘉彦

110B アミノピレンの多光子励起により生成する ジェミ

ネートイオン対の動的挙動

(阪大基礎工)0平田善則・西川和宏・又目 昇

111B クロロホルム・塩化メチレンのメチルシクロヘキ

サン溶液のパルスラジオリシス

(東大工 ・チューリ ッヒ工科大) Os券村庸介・R.E. Buhler 

112B ジフェニルヨードニウム塩とトリフェニルスルフォ

ニウム塩の放射線分解の溶媒依存性

(阪大産研) 馬 暁華 .0山本幸男・林晃一郎

113B 4，4'-ジメト キシスチルベンのラジカルカチオンを

経由する異性化反応

(阪大産研)0石田昭人・田畑賢一 ・土岐 進 ・高椋

節夫

114B 3混合系でのシ ンチレーシ ョン過程 一蛍光ミ ニマ

ムの機構について一

(東大工・ミネソタ大) 0吉田陽一 .S. Lipsky 

115B チオカルボニル化合物のラジカルアニオ ンの光誘

起分解反応

(京大理)0山口 真 ・志田忠正

116B メトキシ基をも った炭化水素ラジカルカチオンに

見られる特異な光異性化反応

(京大理) 秋本誠志・ O志田忠正

117B 4.2KIM体水素中の水素原子の減衰.H2(D2. HD)+ 

H(D)トンネル反応の速度定数

(名大工) 0山1~ ，H'í. Cl IS ・ 粁 mi生時 ・ 李 光必 ・笛木町

政射線化学

'ゐJ
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118B RRKMj-1IL治によるメチルラ ジカルの水素引き抜き

ば応に|期する研究

(北大工)0穂刈伸幸 ・田地川浩人・ 吉田 宏

119B H-モルデナイトおよU'Na-モルデナイトに吸着き

せたメタンの放射線分解

(北大工)0小泉均 ・伊藤一哉 ・吉田 宏

120B ゼオライト細孔内でのN20の放射線分解

(都立大理)0青木正義・中里千代子・増田高広

121B 溶液相におけるピニル芳香族高分子系の電子移動

反応

(北大工)0田中 琢・小笠原正明・吉田 宏

122B 高分子の放射線誘起等温発光に及ぼす線種線質効

果

(早大理工研)0本松誠 ・宮沢徹・浜義昌

123B EVA-PE-EVA複合膜の放射線効果

(早大理工研)0三浦栄朗・平井桂・浜義昌

124B エポキシ樹脂を用いた高線量領域用新線量計の可

能性

(東大工・東大原セ・原研大阪・原研高崎) 0鷲尾方

一 ・林 成幸・田川精一・河西俊一・瀬口忠男・田畑

米穂

125B 電子熱化過程の計算とそのレジスト反応への応用

(東工大理)0山崎秀郎・新坂恭士

A会場(口頭)

ー(14時30分-17時10分)一

126A X線励起によるK2Mg2(S04)3およびK3Na(S04l2
結晶のESRおよびTL現象

(新潟大工・新潟大自然科学) 坂口雅一 ・太田雅碍 ・

川田幸広・ 0高橋郁生・若林尚幸

127A 77Kiこおけるrペンタンの放射線分解 ー添加物効

果一

(広大工)0太田信昭・志賀敬之・市川隆久

128A ダイマ一生成物分析法によるシクロペンタン， 2，3-

ジメチルブタン，およびネオペンタンの固相放射線分解.

4.2Kと77Kとの比較

(ルノ〈ーンカトリ ック大・名大工)Bernard Tilquin . 

Beatrice Guyot . 0宵崎哲郎・李光必

129A パ/レスNMRの肱射線化学への応用(1 )フレオン中

での飽和炭化水素の投射線分解

(名工試) OX~山和美・岡崎正治 ・ 松浦かおる ・ 布目
撃ー

第 46J，j-(I 988 ) 

130A 被照身舟射-Inアルカンジオ一ルの:屯立-イf

素置換による検J社す-

(早大理n:.研)0金旧安生 ・竹本和行・浜 義昌

131A 真空紫外光分解によって生ずるラジカルのESRiこ

よる研究

(北大工)0小泉 均・ 山U舟人・古田宏

132A イソブロピルおよびt-ブチルシクロヘキサンカチ

オンラジカルの構造と反応:ESR法による研究

(広大工) 0塩谷優 ・市川除久

133A ベンセeン ・エチレ ン錯体のラジカルカチオンとそ

の反応

(京大理) 藤坂嘉信 .0志田忠正

一 (17時20分から )一

特別講演 “Current Status of Radiation Chemistry from 

the Point of View of a Theorist" 

A. Mozumder 

Radiation Laboratory and Department of 

Chemistry， University of Notre Dame， 

U.S.A. 

ー (18時10分終了 )一

第 2日[11/1(火)] 

A会場(口頭)

一 (9時30分-11時50分)一

201A S02の熱電I付着反応機構

(福井工大)0中谷佳次・嶋本洋

202A クラスタ ーイオ ン H+( N2)n， H+(CO)n，および

H+(02)nの安定性と構造

(山梨大工) 平岡町三 .0森 敏晴

203A リチウムーメタ ン誘導体のクラスター反応の研究

(東北大工) 0花岡 健・飯塚正孝・飯沼恒一 ・武部

雅汎

204A 極紫外領域における簡単な有機分子の超励起状態

と光イオン化量子収率

(東工大理 ・長岡技科大工・北大工 ・高エ研)0亀田

幸成・ l鴨崎 徹 .~I.J飼正敏・新坂恭士 ・ 千葉 亮 ・伊

藤義郎 ・小泉均・問中健一郎・成野嘉彦

205A 超臨界Xe中でアン トラセンのリドベルグ状態はど

こへ行くか?

(東大教養 ・理研)0中川和道・木村一宇 ・江尻有郷 ・

西 川勝

206A ノりレス放射線分解法による高分子溶液中の電子移

動反応
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(名大工・ポリプラスチックス会社) 0加藤統之・山

崎哲郎・笛木賢二・楠井|聡志・北野利明

207A 高分子モデル化合物としてのパラフィンの尚良照射

効果 1.発生ガス分析

(原研高崎 ・東大工)0瀬口忠男 ・早川直宏・凹村直

幸・林 成幸・勝村庸介・田畑米穂

B会場(ポスターセッション)

ー(13時-14時30分)ー

208B 低温における， N2I02混合ガス中におけるイオ ンー

分子反応

(山梨大工) 平岡賢三 .0森敏晴

209B べンゾフェノンアニオンラ・ジカルのイオン対生成

と溶媒和

(北大工) 0村井裕之 ・小笠原正明・ 吉田 宏

210B 時間分解マイクロ波誘導吸収法による無極性溶媒

中のTMPD+C1-イオン対の挙動の研究

(福井工大)0嶋森 洋・上垣内寿和

211B 液体飽和炭化水素のカチオンラジカル，励起状態及

びアルキルラジカルの吸収スペクトルの同定，生成機構、

と反応性

(東大原セ ・東大工)0田川精一 ・吉田陽一 ・林 成

幸・鷲尾方ー・田畑米穂

212B 高温水の放射線分解における初期ラジカルのG値

(東大工 ・リーズ大)0白石浩二 ・G.V. Buxton . N. 
D. Wood 

213B ランタノイドイオンの水和電子による還元反応速

度について

(原研東海)0李 光必・山田康洋・大野新一

214B CC14およびCC1F3を含も・3-メチルペンタンマトリ ッ

クスにおける5-メチルデカンカチオンの減衰

(広大工)Stanislaw Truszkowski . 0市川隆久

215B フレオンマトリ ックス中におけるモノメチル置換

アルカンラジカルカチオンのESRと構造

(広大工)0太田信昭 ・市川[iJ;:久・塩谷優

216B 光検出電子スピン共鳴法による炭化水素のgeminate

イオンラジカル対測定

(名工試) 布目華ー・岡崎正治・ O鳥山和美・岩崎万

干雄

217B layerboundary等を含む不均一系の放射線化学凹

n-アルカン二成分混品中のラジカル生成に対する炭素

鎖長差と同位体の影響

(名工試)0武藤八三 ・布日華ー
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218B 結晶中の捕捉電子に関する理指的存・~~

(北大工) 0団地川浩人・小笠原正l叫

219B 有機分子性結晶のレーザー多光子イオン化

(学習院大理)0加藤隆二 ・小谷正博

220B 4.2KESRによるハムスターの生細胞に対する肱射

線照射効果の研究

(名大工 ・横浜市大医)0宮崎哲郎 ・鈴木惇司・渡辺

正巳

221B 低酸素性細胞増感剤の放射線化学反応性と invitro 

活性の相関

(京大工)0沼尾洋介 ・周 玲・西本清一・鍵谷 勤

222B 高分子モデル化合物としてのパラフィンの成農照射

効果II.LCによる架橋生成物の分析
司・'... """ .J 

(原研高崎 ・東大工) Oi頼口忠男 ・早川直宏 ・田村直 マ

幸・林 成幸・勝村庸介・田畑米穂

223B 高分子モデル化合物としてのパラフィンの7線照射

効果皿.マススペクトルによる生成物の分析

(原研高崎 ・東大工)0荒川和夫 ・瀬口忠男・田村直

幸・勝村庸介・田畑米穂

224B 高分子モテソレ化合物としてのパラフィンの中性子

照射効果

(東大工 ・原研高崎) 0勝村庸介 ・田畑米穂・瀬口忠

男・早川直宏・田村直幸

225B 下水汚泥の電子線殺菌・コンポスト化プロセスの

開発

(原研高崎) 0橋本昭司 ・西村浩一 ・町 末男

A会場(口頭)

一(14時30分-17時10分)一

226A 高分子イオン照射効果による機械特性の変化

(原研高崎 ・理研)0貴家恒男 ・河西俊一 ・西井正信 ・

瀬口忠男・河野功

227A ポリプロピレン材料のモルホロジーと耐放射線性

の相関

(京大工 ・繊高研)0北村和久・西本清一 ・鍵谷 勤・

渡辺寧・加藤政雄

228A 天然ゴムおよびフッ素系ポリマーへの放射線グラ

フト重合による抗血栓性の付与

(東大工 ・東大農)0乙幡和重・ミルザン.タプラニ.

ラザック・田畑米穂・大橋文人・竹内 J;干

229A 電子線重合による薬物の固定化と肱山市IJ御

(近大理工研) 0嘉悦勲 ・仲幸彦

放射線化学



230A 電子線石砲磁史匝.化塗膜の表I(!耐f剖d物i情河

(大日本印刷中石研汗刑)0滝IJ良平 .小lυJ ?消}市守

231A 電子線硬化型粘着剤の開発

11111111 ニュ

(目立化成下館研)0上原寿繁・ 太1:11共久 ・_.1-_紙l別i多

232A 天然、ゴムラテ ・ソ クスの放射線1111硫:大量照射怯術

の開発

(ラジエ工業 ・オカモト ・原研高崎)0斉藤敏夫 ・対

馬恭吾 ・幕内恵三 ・石垣 功

233A 新しい耐放射線性難燃ケーブル

(古河電工千葉研)0藤村俊一

第 3日 [11/2(水)] 

A会場(口頭)

-(9時30分-11時50分)一

301A 簡易放射線インジケーター

(住友電工大阪研)0上野桂二

302A 香辛料から分離したカビ毒産生菌の放射線殺菌及

びカビ毒の放射線分解

(原研高崎)0久米民和 ・渡辺裕平 ・石垣 功

303A 電子線照射排煙処理におけるNOからの窒素生成

(原研高崎 ・荏原製作所) 0南波秀樹 ・青木 康 ・徳

永興公 ・鈴木良治 ・青木慎治

304A 米国における電子線照射排煙処理実証プラント

(荏原製作所)0青木慎治 ・前沢章彦 ・平野信一 ・河

邑啓太

305A 下水放流水の電子線殺菌処理

(原研高崎)0近藤正樹 ・峰村隆司 ・新井英彦・中尾

彰 ・清家康彦 ・宮固定次郎

306A 汚泥脱離液の電子線照射処理

(原研高崎 ・古河電工・環境エンジニアリング)0新井

英彦 ・細野雅一 ・杉山 昌 ・山本一郎

307A 放射線照射による汚泥粒子のゼータ電位変化

(都立アイソトープ研)0下川利成 ・山崎正夫 ・関口

正之 ・沢井照子 ・沢井健

A会場(口頭)

一(13時-16時)一

308A 時間分解マルチチャンネル分光測定法を用いたイ

オンビーム ・ノ、fルスラジオリシス ・システム

(東大原セ ・東大工) 0河内宣之・柴田裕実 ・田川精

一 ・田畑米穂

第 46号(1988)
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309A ナノセカンドプロトンビームを用いた液晶i炭化水

素からの時間分解発光iWJ定システム

(1京研高l崎 ・東大原セ ・東大工) 0南波秀樹.-.Ii-木

康 ・河内宣之 ・柴田裕実 ・田川精一 ・田畑米穂

310A -il!イオンの励起における高速発光decayilliJ定法 :

BaF2単結晶のサフ。ナノ秒発光について

(理研・京大原子炉)0木村一宇 ・鈴木降敬 ・渡辺ー

弘 ・上原桂二 ・松山奉史 ・熊谷秀和

311A 放射光によるlωRhの核励起 :放射光中高エネルギー

成分の評価

(東北大理 ・高エ研 ・京大化研) 0吉原賢二 ・鍛冶東

海 ・関根勉 ・中島哲夫・向山毅

312A N-アセチルアミノ酸のy線分解反応(II)-N-アセ

チ/レD.L-アラニンのイオン化および超励起状態経由に

よる分解ー

(都立アイソトープ研 ・埼玉工大工 ・都立大理)0峯岸

安津子 ・南 和宏 ・清水治通 ・松山春男

313A 放射線によるグラファイト層間化合物合成の試み

(京大原子炉 ・高分子基盤研)0松山奉史 ・松下録治 ・

山岡仁史 ・大西敏博・中野 強 ・野口公信 ・村瀬一基 ・

弘岡正明

314A 被照射高分子溶液中のラジカル対のODESR
(早大理工研)0林 直 ・龍田成人 ・湯本大次郎 ・浜

義昌

315A 絶縁破壊によるポリエチレンのポリアセチレンへ

の転換 I 

(北大工 ・北大医短) 0田畑昌祥 ・宮田康弘 ・田頭博

昭 ・相馬純吉・酒井洋輔

316A ノりレスラジオリシス法による高温での水和電子G

値の測定

(東大工)0広石大介 ・白石浩二 ・鷲尾方ー ・勝村庸

介 ・有樽顕吉

懇親会 11月1日(火)18時から20時まで，東京大学山上会

館地下食堂で開催. 参加費4.000円.

参加登録費(講演要旨集 1部を含む)3.500円.なお要旨集

の事前の発送はいたしませんのでご了承願います.

連絡先 干113東京都文京区本郷7-3-1東京大学工学出

田畑米穂(電話 (03)812-2111， 内線7419)
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第 4回日中放射線化学シンポジウム予告

日本と中国双方の放射線化学者および技術者が一同に

会して学術・技術の交流を行う『日中放射線化学シンポ

ジウム』は，これまで上海(第 1回;1983年)→大阪(第

2回;1985年)→長春(第 3回;1987年)の順に引き継

がれ， 2年毎に開催されてきた.つぎの第 4回シ ンポジウ

ムは桜の花咲く 1989年春，京都の地で開催きれることが

決まっている .これを受けて， 日本放射線化学会承認の

下に組織委員会が発足し，来春開催に向けた準備を進め

日時 1989年 4月10日(月 )-15日(土)

会場京大会館101号室

(京都市左京区吉田河原町5-19)

主催 日本放射線化学会

登録料 45.000円 (含パンケ ット代)

シンポジウム主題

40 

1.放射線化学の基礎過程

2.放射線高分子化学

3.放射線化学の工業利用

4.放射線生物学・食品照射

5.放射線源と線量測定

6. その他

Z己

京大 ・_C 鍵谷 勤

ている.

去る 6月13日の組織委員会において決められたシンポ

ジウム開催要項は下記の通りである.今回は，特に中国

の若い研究者(大学院生を含む)が積極的に参加できる

よう， 日本側組織委員会として財政的補助を行うことが

決められた.本会会員諸兄も多数ご参加下さるようお願 J 

い致す次第である.

使用語英語

講 演 要 旨 A4・シングルスペース・ 2頁

発表申込締切 昭和64年 1月10日(火)

発表要旨締切昭和64年 2月10日(金)

参加登録締切昭和64年 2月28日(火)

シンポジウム参加および研究発表をご予定め方々は，葉

書または封書に①氏名，②連絡先 (勤務先 ・郵便番号・

所在地・電話番号)，③研究発表の有無を明記し.下記宛お

申し込み下さい.申し込み受付後に所定の登録用紙および

原稿用紙をお送りします.

連絡先 干606 京都市左京区吉田本町

京都大学工学部石油化学教室

鍵谷 勤研究室・西本清一

(TEL 075-751-7395) 

政射線化学
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第 8回応用放射線化学シンポジウムのご案内

“マイクロエレクトロニクス高分子材料の放射線化学"

光レジスト.放射線レジストはサプミクロンの領域が

実用化されつつある. しかし，きらに高度な技術開発を

進めるためには，新しい高分子レジスト材料の開発も含

めて，高分子レジスト材料の放射線化学的な情報の蓄積

が重要であろう .本シンポジウムでは，光， X線，電子線

およびエキシマレジストの開発の現状と問題点を取り上

げ，放射線化学的側面からの検討を含めて.討論を進め

たい

10 : 00 -11 : 00 

共催 日本放射線化学会，早稲田大学理工学研究所

日時昭和64年 1月9日(月) 10時-17時

場所 早稲田大学校友会館 3ド皆1，2号室(大限講堂隣1))

東京都新宿区西早稲田1-6-1

交通地下鉄東西線早稲田駅徒歩 2分

JR山の手線高田馬場よりスクールパス「早大正門」

ゆきにて終点下車徒歩 1分

プログラム(仮題)

光，肱射線レジストの現状と展望

11:00-12:00 

講演者については確定し次第御知らせします.

X線リ ソグラフィー

(12 :00-13 :00) 昼食

13 : 00 -14 : 00 

エキシマレーザーレジスト

14: 00-15:00 

シリコンレジスト(多層レジスト)

(15 : 00 -15 : 15 ) 休恕

15:15-16:15 

電(-線レジスト

16:15-17:00 

総折討論

~:; 46 J，J-(1988) 

問い合わせ先

早稲田大学理工学研究所浜義昌

東京大学原子力研究総合センター

03-203-4141 

(内)73-5142

問川 精一 0292-82-3887
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本 言己

第48回理事会

昭和63年 3月31日午後 6時より東京工業大学百年記念

館において役員24名出席のもとに聞かれた.佐藤会長が

議長となり下記のとおり審議が進められた.

0議案l.昭和62年度事業報告

下記の通り報告があり承認きれた.

4月 会誌 (No.44)編集会議

5月 第 3回放射線化学セミナー「イオンビームによ

る照射効果とその応、用J (26日，東工大)

6月 NEWSLETTER No.3発行

第 2回ESR応用計測研究発表会協賛(野口英世

記念会館.11日)

第3回日中放射線化学シ ンポジウム(長春.22-

26日)

第24回理工学における同位元素研究発表会共催

(東京. 29-7月1日)

7月 日本学術会議に学術研究団体の登録

8月 若手の会夏の学校援助 (29-31日，磯部)

9月 第 4回放射線化学セミナー「環境保全への放射

線利用J(21日，東京，日本原子力研究所と共催)

会誌 (No.44)発行

10月 第47回理事会

会誌 (No.45)編集会議 (20日)

第23回総会 (21日)

第30回放射線化学討論会 (21.22日.名古屋大

学工学部)

11月 第 2回放射線プロセスシンポジウム賛助 (東京，

16-17日)

12月 第 7回応用放射線化学シ ンポジウム 「放射線に

関連した技術……ビームプロセスのための新線

源J (大阪大. 14-15日，産研と共催)

NEWSLETTER No. 4発行

昭和63年

3月会誌 (No.45) 発行

第48回理事会 (31日)

O議案 2.昭和62年度決算報告

別記の通り報告があり承認された 関連して学会基金の

有効な利用方法について検討すべきであるとの指摘がな

された.また監査から会計監査報告書が提出された.

0議案 3.入退会の承認
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別記の通り入退会が承認された.

0議案 4.会誌の著作権の取扱に関する件

佐藤会長より，著作権の集中的処理機構設立準備委員会

の指摘にもとづき r放射線化学」に掲載される原稿の著

作権に関する対応を学会ができるよう，規則を繋える必

要があるとの説明があった.放射線化学会としての対応

策を，吉田副会長(編集委員長)を中心にして検討する

こととした.

0議案 5.応用シンポジウム，放射線化学セミナ一等に関

する件

63年度事業の準備状況等が下記の通り報告され承認され

た.

放射線化学討論会 (第31回): 10月31日より 3日間，東

大山上会館

理工学における同位元素研究発表会共催(第25回):放

射線化学関係の発表は 7月4日午後.次年度から，運

営委員を石樽氏 (東大工)より浜氏 (早大理工研)に

交代することとした.

第8回応用放射線化学シンポジウム開催 :X線リソグラ

フィーを中心テーマとして 3月に早大理工研で開催の

予定.

放射線化学セミナ第 5回rSRを用いた放射線化学

の新展開」を理研と共催で5月9に開催

第 2回紫外線・電子線硬化技術国際会議 (CRCA'88)

協賛:10月17日より 3日間，東京て1 連絡先は (東大

工)田畑米穂氏

0議案 6.会誌の編集委員会に関する件

編集委員の任期満了にともない新編集委員長に吉田宏副

会長 (北大工).新編集委員に永井士郎(原研高崎)回JlI

精一 (東大原セ)浜義昌(早大理工研)鳥山和美(名工

試)嶋森洋 (福井工大)の各氏を選出した.

0議案 7.その他

次回日中放射線化学シンポジウムが昭和64年 4月に京都

で開催されることとなり，次回の運営委員会が近〈聞か

れる予定であることの報告が林理事よりあり，承認され

fこ

日本学術会議の放射線化学研究連絡委員会委員を 1名選

:1¥すべきことが指摘され，人選を会長と今村現委員とに

一任することとした.

放射線化学



。昭和62年度決算

〈収入の部〉

賛助会員

個人会員

雑収入

銀行利息

(予算) (決算)

1，600.000円1，320. 000円

553.500 722.500 

350.000 407.880 

10.000 3.965 

-ー・ーーーーー------ーー-ーーーー------ーーーーー"ー ーー ーーーーーーー---ー ーーーーーー・ ・ーーーー ーーーー ーーー・・ーーー ーー

小 計 2.513，500 2.454.345 

繰越 金 1， 332， 929 1， 221， 370 

合 計 3，846，429円 3，675，715円

く支出の部〉

事務費 300，000円 255，283円

通信連絡費 180，000 164，660 

印刷費 1， 500，000 1，583，100 

会議費 100，000 162，856 

会誌発行費 180，000 222，730 

討論会補助金 100，000 100，000 

応用シンポジウム開催費 140，000 140，000 

同位元素研究発表会共催費 6，000 6，000 

放射線化学セミ ナ一運営費 50.000 40，000 

夏の学校媛助費 100，000 100，000 

予 備 費 50，000 14，990 

ー・ー-------ーーーーー喧ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー ーー ーーー，ーー ー与 ーーー

小 計 2，706，000 2，789，619 

繰 越 金 1，140，429 886.096 

合 計 3，846，429円 3，675，715円

第 46号 (1988)

く〉入金者一覧

〈入会〉

正会員 上野桂二(住友電気工業(捕)

阪谷泰一(住友化学工業(補)

水谷泰久 (大阪薬科大学図書館)

戸井祥夫 (新東工業側)

学生会員 野溝文夫(名古屋大学工学部)

〈退会〉

正会員 西沢美津保 (防衛大学)

武内孝之 (京大原子炉)

昭和63年度役員

[会長]

佐藤伸 (千葉大学)

[副会長]

柏原久二(名古屋工業大学材料開発研究施設)

吉田 宏 (北海道大学工学部)

[監事]

高椋節夫(大阪大学産業科学研究所)

田畑米穂 (東京大学工学部)

[顧問]

岡村誠三(生産開発研究所)

桜井 洗(奈良工業高等専門学校)

大島恵一(株式会社テク ノパ気付)

今村 昌 (東京情報大学)

後藤田正夫

相馬純吉(北海道工業大学)

[理事]

萩原 幸 (日本原子力研究所高崎研究所)

石垣 功 (日本原子力研究所高崎研究所)

永井士郎 (日本原子力研究所高崎研究所)

田畑昌祥 (北海道大学工学部)

武部雅汎 (東北大学工学部)

吉原賢二(東北大学理学部)

大野新一(日本原子力研究所東海研究所)

田川精一(東京大学原子力研究総合センター)

西川 勝 (東京大学教養学部)

新坂恭士(東京工業大学理学部)

中里千代子(東京都立大学理学部)

浜 義昌 (早稲田大学理工学研究所)

仲川 勤 (明治大学工学部)

立矢正典 (化学技術研究所基礎化学部)

吉良 爽 (理化学研究所)
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[事務局]

370-12 高崎市綿貫町1233

日本原子力研究所高崎研究所

電話 0273-46-1211 

訂正:放射線化学前号 (45号)73fiに民事笛木賢二(名

大工)とあるのは高椋節夫(阪大産研)の誤りで¥ここ

に訂正する.

山内愛造(繊維高分子材料研究所)

峯岸安津[-(東京都立アイソトープ総合研究所)

貞光和夫 (-8河電気工業(附)

小野 勇(神奈川県工業試験所)

加藤統之(名占屋大学工学部)

鳥山和美(名古屋工業技術試験所)

嶋森 洋(制井工業大学)

志田忠正(京都大学理学部)

東村武信(京都大学原子炉実験所)

中山敏弘(京都工繊大学工芸学部)

林 晃一郎(大阪大学産業化学研究所)

堀井英雄(大阪府立放射線中央研究所)

杉本俊一(日本原子力研究所大阪支所)

星野貞夫 (UBE科学分析センタ一)

小島慶一(住友電工鮒電子ワイヤー技術課)

市川隆久(広島大学工学部)

小川禎一郎(九州大学総合理工学研究科)

研究会等開催予定放射線化学関連討論会、

F J 

10月
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討論会 ・研究会等

分子構造総合討論会

紫外線・電子線硬化技術国際会議

第11回放射線利用研究成果報告会

第27回ESR討論会

第31回放射線化学討論会

日

7 -10日(金~月)

17-19日(月~水)

21日(金)

27-29日(木~土)

31-11/2日(月~水)

期{崖開

本誌36ページ
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年

月
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ムロ小東第 8回応用放射線化学シンポジウム9日(月)
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日本放射線化学会 会則

第 1章総則

第 l条 本会は日本放射線化学会(英文 Japanese80-

ciety of Radiation Chemistry)と称する.

第 2条 本会は放射線化学に関する物理.化学およびそ

の他の分野の研究者相互の連絡をはかり.放射線化学

の基礎的ならびに応用的研究の発展に寄与する乙とを

目的とする.

第 3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う.

( 1 )研究発表会.討論会.講演会および講習会等の

開催

( 2 )刊行物の発行

( 3 )内外の学協会等との連絡

( 4 )その他本会の目的達成に必要な事業

第 4条 本会の事務局を日本原子力研究所高崎研究所内

におく.

第 5条 本会K必要な地に支部をおき，専門分野の必

要に応じて部会をおく乙とができる.支部あるいは部

会に関する規定は.別lζ定める.

第 2章会員

第 6条本会の会員は正会員，学生会員.賛助会員およ

び名誉会員の 4種とする.

第 7条 本会の会員は，本会の趣旨K賛同し.所定の会

費を納めるものとする.

第 8条 本会の会費年額は.正会員 2，500円.学生会員

1.∞0円.賛助会員 1口10，000円とする.名誉会員は

会費を免除する.

第 9条 本会lζ入会を希望するものは.所定の様式によ

り入会申し込みをし.理事会の承認を得なければなら

ない.退会を希望するものは書面でその旨申し出る乙

ととする.

第10条会費を滞納した会員は，理事会の議決を経て乙

れを除名する乙とができる.

第11条 本会iζ特に功績のあったものを.会長の推薦iζ

もとづく理事会の議により名誉会員とする乙とができ

る.

第 3章役 員

第12条本会には次の役員をおく.

会長 l名 副 会 長 若 干 名

理事若干名 監事 2名

顧 問 若干名

第13条会長.副会長は理事会で推薦し，総会で決定す

る.

部 46サ (1988)

第14条会長は本会を代表し.会務を総理し，総会およ

ぴ理事会を招集してその議長となる.副会長は会長を

補佐し.会長lζ事故あるときはその職務を代行する.

第15条理事および監事は 総会で会員の中から選任す

る.

第16条顧問は会長が委嘱する.

第17条監事は会務および財産の状況を監査し総会お

よび理事会K出席して意見を述べる乙とができる.

第18条役 員の 任期 は 1年とする.ただし再任をさまた

げない.

第 4章会合

第19条総会は毎年 1回乙れを聞く.その他会長が必要

と認めるとき.監事の請求.また会員の 5分 l以上の

請求があったときに会長が招集する.

第20条総会は全会員の10分の l以上の出席をもって成

立する.ただし委任状を含む.

第21条総会では次の事項を決議する.

(1)会則の変更

( 2 )役員の選任

( 3 )事業計画および収支予算

( 4 )事業報告および収支決算

(5 )その他理事会が必要と認める事項

第22条総会の議事は出席会員の過半数で決する.

第23条理事会は会長.副会長.理事をもって構成され

会長が随時乙れを招集し会の運営にあたる.

第 5章資産および会計

第24条 本会の資産は会費ならびに本会の目的を達する

ために寄付された金員および物件，事業lζ伴なう収

入，その他雑収入とし，その管理は総会の定めると乙

ろによって理事が行う.

第25条本会の事業年度は 4月 1日比始まり.翌年 3月

31日におわる.

第 6章解散

第26条本会の解散と それにともなう残余財産の処分

は理事会および総会の議決を経るものとする.

付則

( 1 )本会則は昭和40年:11月13円から乙れを施行する.

( 2 )昭和62年10月20日総会における改正は昭和63年

4月 l日から乙れを施行する.
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口賛助会員名簿

名 称

旭化成工業株 式 会 社

株 式 会 社 英 光 社

株式会社荏原 製 作 所

関 西電力 株式 会 社

関西ペイント株式会社

株式会社 レ イ ケ ム

九 州 電 力 株式会 社

コバルト照射 セ ン タ ー

四国電力株式会社

住友化学工業株式会社

住 友 電装株式会社大阪製作所

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 総合研究所

中国電力株式会社

中国塗料株式会社滋賀工業

中部電力株式会社

東海ゴム工業 株式会社

東京電力株式会社

東 北 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

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

目立化成工業株式会社下館工場

藤倉電線株式会社技術開発本部材料開発部

古河電工株式会社 平塚電線製造所

北海道電力株式会社

北 陸 電 力 株式会社

ラジエ工業株式会社

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1・12・1

531 大阪市大淀区中津5・10・6

108 東京都港区港南1-6-27

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 

108 東京都港区白金台2-9-6

810・91 福岡市中央区渡辺通2-1-82

080・12 北海道河東郡士幌町字士幌2線159

7印 高松市丸の内2・5

540 大阪市東区北浜5・15

590・02 大阪府和泉市万町1076

554 大阪市此花区島屋1・1・3

618 大阪府三島郡島本町百山2・1

730 広島市小町4・33

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

485 愛知県小牧市北外山寄津3600

1∞ 東京都千代田区内幸町1・1・3

9加 仙台市一番町3-7-1

107 東京都港区赤坂1-9・13

194 東京都町田市旭町3-5-1

370・12 高崎市綿貫町1233

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

208 茨城県下館市大字小JI/1回O

135 東京都江東区木場1・5・1

254 神奈川県平塚市八幡2700

oω 札幌市中央区大通東1

930 富山市桜橋通3・1

370 群馬県高崎市大八木町1印

(アイウエオ順)
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編集委員長吉田 宏

編集委員永井士郎 田川精一

浜義昌 鳥山和美

嶋森洋

電話 (0273)46-1211 内線 2550
振替口座長 野 4-34599 
銀行口座富士銀行高崎支庖 912562
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