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〔巻頭書〕

国際交流と放射線化学

町末男*
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凍てついたウィーンのまだリンク。沿いにあった IAEA もちろん，人間としてのつながり，文化的交流など国

(国際原子力機関)の本部で，アジア諸国における放射 際的相互理解に最も大事なものがこの交流によって深

線利用開発研究を始めるためにUND P (国連開発計 められている.私の働いている高崎研究所でも IAE

画)のプロジェクトの原案作りの作業に 1週間余り没 Aフエローなどを含めて， 10人位の研究者がいつも一

頭して過ごしたのは，ほぽ10年前の冬のことである. 緒に仕事をしているが，ここ数年で研究所の国際感覚，

その後，ニューヨークのUNDP本部で放射線利用の 国際対応レベルは驚くほどに向上している.共同の論

技術が開発途上国にもたらすメリ ットを理解してもら 文も着実に発表されるなど目に見えた研究成果が得ら

うため，さまざまな議論を戦わし，最終的に10数億円 れている.

のプロジェクトが認められたときは，当時 IAEAの いま，アジア諸国での放射線化学の利用研究は目を

担当課長であったFowler氏とともに喜び合った. みはるばかりに活発になっている インドネシア原子

日本政府は IAEAアジア地域原子力協力協定 (R 力庁の天然ゴムの放射線による改質，マレイシア原子

C A)の推進役としてこのプロジェクトに力を入れ， 力庁のパームオイル残j査の有効利用の研究については，

人的には日本原子力研究所や日本原子力産業会議を活 原研との協力で両国のニーズに沿った技術の開発が進

用し，資金的にも支援を惜しまなかった.これをきつ められている.また， RC A/U N D P計画での放射

かけとして，日本の原子力分野における開発途上国協 線プロセスの利用は，日本，中国，インドネシアが中

力が始まった. 心になって順調に展開している.一方， 日本放射線化

原子力委員長代理の向坊先生は，途上国協力の政策 学会は，基礎研究に重点をおいて中国との交流をセミ

を議論する懇談会を設けられ，我が国は原子力先進国 ナー開催や大学を中心とした研究交流によって巾広く

の責務として，積極的に途上国協力を進めることが国 進めており，中国側からも高〈評価されている.

の方針として決められた.その具体的施策として原子 さらに，原研の高崎研ではさらにタイ，メキシコ，

力研究交流制度の新設 2国間協力の推進がまず実現 中国のそれぞれの国との 2国間協力を開始する準備を

した.研究交流制度では，国際協力で最も重要な人的 進めており，この分野の国際交流は一層活発化し，応

な交流が開始きれ，原研や動然で毎年90人に近い研究 用研究から基礎研究にも広がっていくことが期待され

者の受入と派遣を行っている.研究そのものの協力は る.

*日本原子力研究所 高崎研究所所長兼開発部長
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〔展望〕

リソグラフィ技術における軟X線分光計測

1 .緒言

シリコンデバイスに代表される半導体集積回路の過

去20年間近くにおける進歩は目覚ましいものがあり，

1 Cの時代から LSI，VLSIさらに UL S 1へと

その集積度は明大し，また， i寅算速度等の性能も同時

にお:しいlilJ上をとげた.この性能向上には回路設計技

術とともにテ。パイスを作 り上げるための各種プロセス

技術が寄与してきたが，特に微細ノマターンの形成を担

うリソグラフィ技術の進歩に負っところが最も大きい

と巧-えられる.

リソグラフィとはもともと石版印刷を意味する言葉

てあるが，半導体工業では光や放射線に感応する物質

(レジスト)を利用して微細な回路のパターンを複製，

量産する技術を呼ぶのに使われている.ここで，放射

線としてX線を用いるものカ{X線リソグラフィである.

X線リソグラフィは図 lに示す如く，マスクパターン

を転写するものであり，その最大の特徴はX線の波長

が却し、ためにマスクパターンでの回折や干渉による像の

ボケが非常に小さし高い解像度を持つことである 1)

特に， x線源として，高輝度で指向性の良いシンクロ

トロン放射光を用いることにより，図 2に示すように

0.1μm 以下のパターン迄容易に転写することが可能で、

ある.

しかし， X線リソグラフィを実用化へ導くためには，

ここで用いるマスク，レジスト，さらに露光装置など

の開発が必要で、ある.マスクは回路パターンの形状を

有し x線を遮蔽する吸収体，およびこれを支持する

Soft X -ray Spectroscopy in Lithography Technology 

ホKozoMOCHJI 

(州日立製作所 中央研究所，主任研究員，工博.

持地広造*
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図 x線リソグラフィの原理

• 
呪像

ためのメンブレンより構成される.吸収体やメンプレ

ンに用いる材料の露光X線に対する透過率は露光時間

や解像度を決める重要な因子である .レジストはリソ

グラフィの微細加工性能を決定するもう一つの大きな

要素であり，レジストの感度がX線の波長にどのよ4
な依存しているかといつことは，レジスト材料やX線

源の開発にとって重要な手掛りを与えるものである.

しかし，現状ではリソグラフィ材料についてのこれら

の軟X線分光データは実測きれておらず，構成元素の

原子吸収データ2)より見積られていた.

筆者らは高エネルギ一物理学研究所の放射光実験施

(略歴) 昭和48年東北大学理学部化学科卒.昭和50年同大学院修士課程終了.周年4月日立製作所に入社.

昭和53年より同中央研究所にて半導体素子製作用リソグラフィ技術の開発に従事し，現在に至る.(専門)分子

分光学，光化学. (連絡先)185東京都国分寺市東恋ケ窪 1-280目立中研.

放射線化学



1 μ m  
L田園田園d

図 2 X線リソグラフィにより転写したレジストノfター

ン レジスト :PMMA

設に建設した専用ビームラインを利用して， リソグラ

フィ材料の軟X線分光計測の研究を進めてきた.本総

弘ては，その実験方法ならびにマスクとレジストに関

する測定結果について報告する.

2.実験方法

2. 1 分光測定系

本研究に用いた測定装置の構成を図 3に示す.軟X

線源に用いた高エネ研の電子蓄積リングの電子の加速

エネルギーは2.5GeV，電子電流は200-100mAの範囲

である 3) 分光器は斜入射型(入射角99
0

)回折格子分光

器であり，分光可能波長は 6-300Aである .回折格子

には集光作用を持たせるために不等間隔の回折溝が加

工しであり，このため，従来の分光器に比べてー桁程

度回折光強度が高くなっている 4)
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図 3 シンクロトロン放射光を利用した軟X線分光測

定装置の構成

蓄積リングの電子電流はリング内残留ガスとの衝突

により時間とともに少しずつ減衰するために放射光の

強度も次第に低下する.したがって，吸収スペクトル

の観測やレジストの露光などにおいて、これらの実験

と同時に入射光の強度を測定しておく必要がある .こ

こでは次のような方法により、分光された入射光の相

対強度をモニターした(10 モニター).分光された放射

光ビームの光路途中に面積占有率が約10%の金メ ッシュ

を配置し，金メ ッシュ表面より発生する光電子の収回

をパルス計測法により測定した.光子エネルギーが0.1-

10keVの範囲で‘は金表面から発生する光電子のうち，90%

以上が低速の 2次電子であること，また，この 2次電

子のエネルギ一分布は入射する光子のエネルギーに依

らず，ほとんど一定であることがHenkeらによって明ら

かにされている 5) 金の表面に吸収される光子のエネル

ギーと発生する 2次電子数 (N) とは近似的に次のよ

うに関係づけられる .

NEs之 IoEμ (E)As………………...・ H ・..…(1)

ここで， Esは2次電子の平均エネルギー，A$は 2次電子の

脱出深さ， 10はエネルギーEを持つ入射光子の数， μ(E)

は光子エネルギー Eの光に対する金の単位厚さ当たり

の吸収係数である.Esおよびんは光子エネルギーに依存

しないから， (1)式より入射光子数はI。は

I。αN/Eμ (E)…………………...・ H ・..(2) 



と表され 2次電子数 (N)を前記の方法によ って測

定することにより ，相対的な10をもとめることができる.

μ(E)は金の吸収スペクトルを実測して計算した.

各種試料の吸収スペクトルの測定は光電測光法によ

り行い，試料が有無の場合の電子増倍管の受光強度比

と試料の膜厚とから吸収係数を求めた.

2. 2 レジスト分光感度の評価方法

従来，フォトレジストなどの分光感度は露光波長と

現像後のレジスト膜厚との関係から求められていたが，

本研究では軟X線領域の分光感度測定法として新たな

手法を開発した.iPIJ定の原理はX線を照射しながら，

レジストの分解ガスの収量を測定するものである 6)レ

ジストが分解して発生するガスの成分を四重極質量分

析計 (UTI100C)により分析し，レジスト高分子の主

鎖結合の切断に基づいて発生するフラグメントイオン

について，分光器の出射光の波長を連続的に掃引しな

がら，その収量変化を測定した.本測定では X線照射

による解離イオンの直接的な観測ではなく ，分解ガス

をさらに電子イオン化部でイオン化 (加速電圧70V)

している.このため 2次的な分解反応や再結合反応

を経た後のものを測定する可能性が高いが，これらの

イオン収量と照射する X線波長の関係はレジストの相

対的な分光感度を与えるものと考えられる .

2. 3 測定試料の準備

X線マスクの吸収体金属材料として， Au，Ni， Taを

選び，真空蒸着法により ，これらの薄膜をポリイミド

膜上に厚さ0.1-0.3μmに形成したものを使用した.X

線マスクのメンブレン材料は窒化ホウ素 (BN)，窒化

シリコン(SbN4)，およびポリイミド(P1 Q，目立化成)

について評価した.BNとSi3N4の薄膜は CVD法(化学

気相成長)により作成した.

レジスト材料は現在 X線レジストの感光物質とし

て用いられているポリ (2ーメチルペンテン -1ーだ

ルフォン)(P M P S) 7)である.

3 .測定結果と考察

3. 1 各種材料の軟X線吸収スベクトル

X線マスクの吸収体材料およびメンプレン材料につ

いて，図4および図 5に示すように S/Nの良い軟X線

吸収スペクトルが得られた.従来，これらのマスク材

料の吸収係数は構成元素の原子吸収データをもとにお

よその値が見積もられていたが， リソグラフィ研究に

4 
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図 4 X線マスク吸収体用金属材料の軟X線吸収スl
クト jレ

Wavelonoth(nm】
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Photon Energy【keV】

図 5 X線マスクメンブレン材料の軟X線吸収スペク

ト/レ

{ 
重要なマスクのコ ントラストや透過率の正確な把握に

はこれらの実測値が不可欠であり ，今後のX線マスク

の設計に重要な手掛りを与えるものと考える.

PMPSレジストの軟X線吸収スペクトルを図 6に

示す.スペクトルにはレジスト構成原子 (S，C， 0) 

の吸収端構造が明瞭に現れている .S2Pの吸収端付近に

見えられるXANES(X -ray Absorption N ear Edge 

Structure)はS原子に結合する O原子の強いポテンシャ

ル障壁により S2P準位から連続準位付近の励起状態への

遷移確率が大きく振動するために生じたものと考えら

れる (形状共鳴).8) 

放射線化 学
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図 6 P M P Sレジストの軟X線吸収スペクトル
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図 7 X線照射による P M P S分解ガスの質量スペク

トノレ

3. 2 軟X線照射によるレジストの分解反応

分光された S0 R (波長2.3nm)をPMPSに照射し

た際に発生する分解ガスの質量スペクトルを図 7に示

す.スペクトルには炭化水素および硫黄酸化物のフラ

グメントが観測きれているがC原子と S原子を一緒に

含むものは認められない.これはレジスト分子の化学

結合のうち c-S結合の解離エネルギーが低いために，

この結合解離が優先的に進んでいるためと考えられる.

次に，これらのフラグメントイオンの収量がX線の

第 47号(1989)
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図 8 PMPSのフラグメント収量のX線照射時間依

存性

照射時間とともにどのように変化するかを調べた.この

結果，図8から判るように，照射開始後，SO+とS02+の

イオン収量は速やかに立ち上り，試料室の排気速度と

バランスをとって一定値を保つようにな るが，これに

対してC3H5+とCAHs+のイオン収量は非常に緩慢に増加

する傾向を示す.これは炭化水素のフラグメントが硫

黄酸化物のものに比べてレジスト膜中での相互作用が

強いことを示すものであり，次のように解釈される.

すなわち，図 9に示すように， PM P  SはX線照射に

よって， まず，アjレキノレラジカlレとス jレフォンラジカ

ルに分解きれる. 次にこれらの高分子ラジカルの解重

合が連鎖反応に進行し，より低分子のフラグメントに

分解されていく .この時，S02は安定な揮発性分子とし

てレジスト膜から放出きれてゆくが，アルキルラジカル

は他のラジカルとの相互作用が強<，再結合を生じた

り，側鎖から水素原子を引き抜いて安定化する可能性

が高い.事実，PMPSに25KVの電子線を照射すると

レジスト膜中のスルフォン基のオレフィン成分に対す
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図 9 X線照射による PMPSの分解反応機構

る存イ(比が低下することが報告されている
9) 以上の考

察から，図 8に見られた炭化水素系フラグメントの放

出特性の遅れはレジスト中でのアルキルラジカルの相

互作用を反映したものと考えられる.

3. 3 レジストの分光感度

従来，レジストの感度は現像後のレジストの膜厚の

iWJ定により評価されてきた.図10は各波長のX線を P

MPSに照射した時の膜厚の減少量とS02+イオン収量

の関係を測定したものである.これらの値はほぼ対応

しており ，レジスト分解ガスの収量を測定することに

よってレジストの感度を十分評価できることが判る .

本iWJ定法によれば露光波長を連続的に変えることによ

り，波長分解能の高い分光感度を測定できることが期

待される.さらに，現像処理を必要としないため，レ

ジストの分子構造変化から見た感度を直接測定できる

こと ，および，露光と同時に分光感度がその場観測で

きることも大きな特徴といえる.次に PMPSの分光

感度を評価するために，分光器の波長を連続的に変え

ながら，S02+イオンの収量変化を測定した結果を図11

に示す.ここでイオン収量は各波長の相対的光子数で

規格化しである.同図には PMPSの吸収スペクトル

を一緒に示す.この結果， S2P吸収端付近の強い吸収に

もかかわらず，この波長領域で・はS02+イオン収量は低

< ，逆に吸収端より長波長側でイオン収量の増大が見

られた.このことはS2P電子のイオン化がレジストの主

鎖の解離反応に有効で・ないこと，すなわち，反応の G

値がX線波長によって大きく変化することを示してい

る.
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図10 X線照射による PMPSの膜厚減少量とS02+イ

オン収量の相関
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図11 S02+イオン収量スペクトルと PMPSの軟X

吸収スペク トル

さらに，波長7.3nmの吸収ピークに共鳴してS02+イオ

ン収量の極大が認められた.この吸収はS2P軌道から反

結合性分子軌道(d*)への電子選移に帰属される.こ

の電子遷移に基づく主鎖解離の反応機構の詳細は不明

であるが，基本的にはAuger過程などの多電子緩和に関

係するものと考えられる.最近，束縛状態への内殻励

起に基づく分子の解離反応に関しては 2， 3の気相

中分子についての報告があるが
10) 高分子園体での観

測は今回が初めてであり，興味深い現象である.

以上の結果から， レジストの分光感度は必ずしも吸

放射線化学



収スペクトルの傾向とは一致せず，感光反応の効率が

露光する X線の波長によって大きく変化することが判

る.したがって，高感度なX線レジストを開発するに

は，単にX線吸収能の大きい物質をレジスト中に導入

するのではなく ，対象とする波長のX線照射によって，

できるだけ高い反応効率で進行するような感光反応を

考案し，これを取り入れてゆく必要がある.

4. おわりに

以上 x線マスクおよびレジストに用いられている

薄膜材料の軟X線分光特性について報告した.従来，

これらの分光学的情報は材料の構成元素の原子吸収デー

タより推定きれていたが，分光された放射光を利用す

'る本研究により，初めてその実測値が得られたもので

ある.今後，本手法を用いて，各種薄膜材料について

の正確な分光データを測定することにより， リソグラ

フィ材料の開発につなげてゆきたい.また，レジスト

の分解により発生するフラグメントイオンの収量につ

いての波長依存性を測定する方法は，単にレジストの

分光感度評価への応用だけに限られるものではなく，

高分子材料一般の軟X線分解励起スペクトルを測定す

る手段として十分活用し得るものと期待きれる.
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〔解説〕

高励起リュードベリ原子とクラスターの反応

1 .序

超音速ノズル分子線の技術的進歩にともない，分子

が弱〈結合したファンデルワールスクラスターについ

て多岐に渡る分野の科学者がその生成過程，幾何学的

構造，電子状態，反応性などを研究の対象に取り上げ

るようになってきた 1-10)特に，クラスター負イオン

状態の特徴的な性質に対する興味から，クラスターへ

の電子付着過程の詳細が近年，急速に明らかになりつ

つある .この種の研究は，電子 ・分子衝突論の立場か

ら重要であるばかりでなく ，凝縮相中の電離現象，輸

送現象などを分子レベルから解明するうえでも重要な

手がかりを与える .さらに，付着した電子をプロープ

とすることで，気相あるいは凝縮相のいずれにおいて

も見られないクラスター特有の動的性質を探ることが

できる.

クラスターへの電子付着過程に関する先駆的な研究

は，KlotsとComptonによって1977年になされた 11-13)

彼らは二酸化炭素，亜酸化窒素などのクラスターを低

速電子で衝撃し，生成したクラスター負イオンを質国

分析法で検出した.この結果，電子付着に伴う分子の

蒸発やイオン分子半反応などの新しい現象が見いださ

れた.以後，いくつかのグループが同様の手法を用い

てクラスター負イオンを研究し，その生成機構や安定

見附孝一郎， 近藤保

性に関して報告している.例えば， Haberlandらは電

子衝撃を超音速ノズル分子線の断熱膨張領域で行い，

振動温度が20K以下に冷却された水のクラスター負イ

オン (H20)n-(n孟2)が生成することを確認した

また， クラスターサイズ(構成分子の数)を選別した

負イオンにレーザ一光を照射し，放出された光電子の

エネルギースペクトルの測定から垂直電子脱離エネル

ギーを求める実験も行われるようになった 15-17)これ

ら多くの研究から，サイズが増加するにしたがい，負

イオン状態がエネルギー的に安定になる傾向を示すこ

とがほぼ確実になった.

従来，気相中における負イオン生成の研究には電子

衝撃法が最も普通に使われている 18)，19)単色性の良い

高濃度の低速電子を比較的容易に得ることができるこ

とから，多くの分子でその電子親和力や共鳴エネルギー

幅の決定，解離生成する負イオンの同定などに大いに

有用であった.ただい電子エネルギーをあまり低く

できないという難点があり ，以下の理由からクラスター

を標的とするときこれは本質的な欠点となる.すなわ

ち小きなクラスターの垂直電子親和力は負であり，いっ

たん電子が付着して共鳴状態が生成しても自動電子

離に対する寿命が短いため安定な負イオンは生成しな

い.クラスターサイズが増加して共鳴状態のエネルギー

Ionization of van der Waals Clusters in CoIIision with Highly-Excited Rydberg Atoms， 
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レベルが下がって安定化するとその寿命はマイクロ秒

のオーダーになり質量分析法で検出が可能となる 20)・21)

この場合，電子付着断面積は電子エネルギーの減少と

共に増大し超低速電子 (IOOmeWJ下)を用いたときに

最大となる.前述の通り通常の電子衝撃法ではエネル

ギ一分解能の良い熱電子を効率よく生成することは非

常に難しい.それに代わるものとして，電子スウォー

ム法 22)パルスラジオリシス ・マイクロ波空洞法 23)フ

ローイング ・アフターグロ一法24)などがある.しかし

どれも比較的低真空雰囲気下の実験となり，他の粒子

との衝突で容易に分解してしまうクラスターの素反応

過程の研究には適当とはいえない.

こういった観点から，最近，著者らは超低速電子源

院 して良〈知られている高励起リュードベリ電子を用

いクラスターへの電子付着反応の研究を行った 25)ー34)

従来の電子衝撃法も併用していくつかの新しい知見を

得た.本稿ではその一部を紹介する.

2.高励起リュードベリ原子の性質と特徴

大きな主量子数を持つ原子の高励起状態にある高励

起リュードベリ原子A料は，正イオン核A+から数百A

以上はなれた軌道をリュードベリ電子が10-2-1O-3e V 

程度の運動エネルギーでゆっくり運動している系と考

えられる.このA料は長い自然放射寿命とAのイオン化

エネルギーにほぼ相当する高いエネルギーを持つため

に，放電およびプラズマ現象，上層大気中の反応など

において重要な役割を果たしている.実験室中でも電

子衝撃によ って主量子数が20-80のA料を容易に生成す

ることができ，その性質が詳しく調べられている 35)i 

た，レーザ一光を用いることにより方位量子数まで状

巴選択することも可能である 36)ピリアル定理からも期

待されるようにリュードベリ電子の束縛エネルギーは

10-2 -1O-3e Vと小きいので正イオン核との相互作用は

非常に弱<.他の分子との反応過程においてはほとん

がって，k，< はA**の主量子数に依存せず，約10-7cm3s-1

molecule-1の値を持つことになる.反応(1)における相

対衝突速度はおよそ104cmclであるから， 10-11cm2程度

の非常に大きな断面積で電子付着が起こると推定される.

この議論は，Stebbingsらによ って実験的にも確かめら

れている 38).39)このように高励起リュードベリ原子は効

果的な10-20meVの超低速電子源であり，クラスター

(M)m(m=2，3，…)との衝突反応でも電子移動過程

(M)m+A料→(M)m-+A+ (3) 

により負イオンを効率よく生成する. 著者らはこの過

程を， 主 として質量分析法を用いて研究した.以下に

実験の概要を示す.

3 .実験方法と装置の概要

著者らの製作した装置を図 1に示す 28)，29)4台の油拡

散ポンプで差動排気された真空槽から構成きれている.

中性クラスターは超音速ノズル分子線法によって生成

した.純粋な試料気体，あるいは試料と希ガスとの混

合気体を澱み圧九で直径50μmのノズルから真空槽 Iへ

噴出した.九は100から3000Torrの範囲で制御した.断

熱膨張により 気体は急速に冷却にされ，分子線中にク

ラスターが形成される.この分子線をスキマーおよび

コリメーターで順次切り出し真空槽凹に導いた.槽内

の背圧は 2X 10-6Torrである.ここでクラスターと高

励起リュードベリ原子A料とを反応させた.イオン源の

正面図および側面図を図 2に示す.イオン化室は直径

60mm，長さ20mmの円筒型をしており，その中に 3枚の

同心円筒状のステンレス製グリ ッド(GA，GB， Gc)と

正方形に張られたトリエテ ッドタングステン製のフィ

Schematic Diagram of the Apparatus 

n m 1V 

ど自由電子のように振舞うと考えてよい. したがって ~
電子親和力の大きな分子，例えばSF6やCC14と衝突する

と，次のような反応に従って負イオンが生成する .

SF6 +A料→SF6一 +A+ (1) 

CC14 +A料→Cl- +CCb + A + (2) 

松j畢の理論によれば，反応(1)の速度定数hはリュード

ベリ電子と同じ速度を持つ非束縛自由電子がSF6に付着

する過程の速度定数に等しい 37)またエネルギーが約20

meV以下での自由電子の付着断面積(10-14-10一15cm2) 

は電子の速度に反比例することが分かっている.した

第 47号(1989) 
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図 1 クラスタービーム装置の模式図.
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図 2 イオン化室の正面図(左)および側面図(右). 

ラメントが配置されている.フィラメントとGcの問で

50eVに加速された電子をArあるいはKdこ衝撃しAr**，

Kr*宇を生成した.GB， Gcに適当な電位を印加して，電

子や希ガスイオンがGAの内部に侵入できないようにし

た.この条件下では，中性の励起原子のみがイオン化

室中心部を通過するクラスターと反応することができ

る.反応(3)で生成したクラスター負イオンを静電レン

ズでイオン化室から引き出し，四重極マスフィルター

により質量分析した.その後，イオン変換夕、イノード

により負イオンを正イオンに変換し，二次電子増倍管

で検出した.CAMACシステム上のマイクロコンビュー

タて苛責算，データ処理を行い質量スペクトルを得た.

4 .クラスター負イオンの質量スベクトル

現在まで，十数種類のクラスター(M)mと高励起リュー

ドベリ原子との衝突反応による負イオン生成について

系統的に研究した.その結果を図 3-10および表 1に

まとめた.ここで，nLは観測されたクラスターイオン

のサイズの最小値 (しきい値)を表している.質量ス

ペクトルの特徴を箇条書にすると次のようになる.

(a) 構成分子M(単量体)の垂直電子親和力EAv(1)が

正の場合 (M=SF6， CC14など)，検出可能な質量数の

範囲内ですべてのサイズのクラスター負イオンが観測

される 28)，30)その強度はサイズと共に減少する (図3，

4 ). 

(b) EAtA1)が負の分子では(M=CH3CN，OCS，C5H5N，

NH3， H20など)，あるしきい値 nL以上のサイズを持

つイオンが観測され，nL + 5から nL+10付近でイオン

強度のサイズ依存性 (サイズ分布)に幅広い極大が見

られる(図 5-8 ). 26)，27)，32) 
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表 1 高励起リュードベリ原子とクラスターとの電子移動

反応(3 )によ って生成するクラスター負イオン

単量体 生成イオン サイズのしきい値 蒸発の有無

M (M)n- nl 

SF6 (SF6)n- 1 無

CCl4 (CCI4)n- 1 有

(CCI.)nCI 。 無

CH3CN (CH3CN)1I- 13a) 無

CO2 (C02)n- 3 有

OCS (OCS)正 2 有

CS2 (CS2)n- 1 有

CsHsN (CsHsN)n- 4 無

NH3 (NH3)'; 37 無

ND3 (ND3)n- 43 無

H20 (H20)n- 11 無

D20 (020)正 13 無

N20 (N20)n- 5 有

(N20)1I0- 3 無

a)(CD"CN)Hの場介.川=11という しきいfl(が得られている.

よ 2

。

3 4 5 6 

(a) R A I (K r制)

(SF6)n 

(b) EI(E=2.5eV) 

(S F6)n 

500 1000 1500 

MASS NUMBER (m/z) 

図 3 SF6クラスターから生成するクラスター負イオン

の質量スペクトル.Kr牢*衝撃法 (a)および低速

電子衝撃法 (b). 

(c) EAv(l)が負で大きな絶対値を持つほど砲の値が大

きくなる傾向がある.ただしC02は例外的に肌が小さい

(図9). 26)，31 )，33) 

(d) 単量体が解離性の電子付着反応を起こす場合(M=

CC14， N20など)，クラスターでも類似の解離反応が支

配的となる (図4，10). 30)，34)ただし，非解離性のクラ

スター負イオンも生成する.特に多くの分子間水素結

合を持つクラスター (M=H20， NH3)では単量体と

放射線化 学
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C5H5NクラスターとKr牢牢の衝突イオン化に よっ

て生成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

図 6
1500 1000 500 O 

MASS NUMBER (m/z) 

CCl4クラスターとKr**衝突イオン化に よって生

成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

図 4

50 
a.(ND3)n -

Kr**lmpact 

Po= 2500 Torr 

Acetonitri le 

b.(NH3}n O 

40 

MASS NUMBER (m/z) 

CH3CNクラスターとKr**の衝i突イオンfじによ っ

て生成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

。?]5 
70 

800 1000 

MASS NUMBER (m/z) 

アンモニアクラスターとKr**の衝突イオン化に

よって生成するクラスター負イオンの質量スペ

クトル.重アンモニア (a)と軽アンモニア (b)

とで、しきい値お よび強度のサイズ分布に違い

が見られる.

11 

1200 600 

図 7

異なり解離はほとんど起こらない (図 7， 8). 

(e) あるサイズのクラスターイオンがその前後のサイズを

持つクラスターイオンよりも特徴的に強〈検出きれるこ

とがある (たとえば (C02)14-， (C02) 16ーなど)26)，23). 

こういったサイズをマジックナンバーと呼ぴ，超音速

分子線中の中性クラスター生成の条件や，付着電子の

初期エネルギーの大小lこあまり依存しない.

(f) NH3クラスターやH20クラスターの場合，軽水素

化物と重水素化物とで肌の値および強度のサイズ分布

に違いが見られる (同位体効果，図 7， 8). 

第 47号 (1989)
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a. 

W03- (H20)五

(020)長

o 500 1000 

MASS NUMBER (m/z) 

図 8 水クラスターとKr料の衝突イオン化によって生

成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

軽水 (a) と重水 (b)とで、しきい値および強

度のサイズ分布に違いが見られる.W03-， W04ー
のピークはイオン化室のフィラメント材料に由

来する.

5.高励起リュードベリ原子からクラスターへの電子移

動過程と生成した負イオンの安定化過程

5. 1 ニ段階反応機構

反応(3)を次の 2段階に分けて取り扱うことができる.

(M)m+A料→(M)mー*+A + (電子移動 (4)

(M)m一本→(M)11-+(m-n)M (m孟n) (蒸発)(5) 

通常，中性クラスターとクラスター負イオンとでは平衡

構造が異なっており，フランクーコンドン原理に基づく

電子移動の初期過程(4)においては振動励起した不安定

な負イオン状態(M)m一*が生成する.この余剰エネルギー

が分子同士の結合エネルギー(昇華エネルギー)よりも

十分に大きい場合，クラスターはMを放出して安定化す

12 

る(反応(5)).以下，この解離現象を分子内の結合の解離

と区別するために蒸発と呼ぶ.

5. 2 電子移動過程

リュードベリ電子の運動エネルギーは10-20meVと

小きいので，(M)mの垂直電子親和力EAv(m)が零また

は正のときに電子移動反応(4)が可能となる.単量体M

の電子親和力が正であれば，任意のmにおいてEAv(m)

が正となり (M)mー*が生成する.典型的な例としてSF6

があげられる(図 3).この分子はs波電子に対する捕獲

断面積の理論的最大値πポに匹敵する大きな電子付着断

面積σ(1)を持つ 40).41)ここで対立リュードベリ電子のド・

プロイ波長である.そのため，クラスターを形成して

もその電子付着断面積σ(m)はほとんど変化しない.

らに，エネルギー分配に関する統計的モデルに基づく議論

によると ，(SF6)m一本からの分子の蒸発はほとんど無視

できる(すなわちm=nが成り立つ. 5. 4参照).以

上の理由により，得られた (SF6)nの強度のサイズ分

布は，イオン化室内の (M)mの数密度のサイズ分布に

ほぼ等しい28)

単量体の垂直電子親和力EAv(l)が負の場合には事情が

変わってくる.例えば，アセトニトリルCH3CNへの電

子付着による形状共鳴状態は中性分子に比べて2.8eV程

度不安定であり， 自動電子脱離に対する寿命が短いた

めに安定なCH3CNーは生成しない 42)しかし，図 5に示

すようにクラスター負イオン(CH3CN)n-がηミ13で観

測されることから，サイズmが増すにつれてこの共鳴

状態が安定化してEAv(m)が増加し，mL =13付近で

零になると予想きれる.注1) C5H5N(ピリジン)， NH3，

fuOの場合にも EAv(l)はそれぞれ-0.6eV， -5 eV， 

-1. 5eV と負であり ， 同様の議論が成立する.もし m'~

関するEAv(m)の増加率が分子の種類にあまり依らな

いとすれば，EAv(l}が負の大きな絶対値を持つものほど

mL，したがって肌が大きくなるはずであり，上記の 4

種類のクラスターについてはこの予想は正しいように

思える.世)

注 1.実際は，質量分析で負イオンを検出できるぐら

いσ(m)が大きくなるためのしきいサイズml.の値は，

EA1，( m)が零になるサイズmcに比べて若干小さくなる.

7. 2参照)

注 2.これらの系では分子の蒸発が無視できるので，

m=nが成立する . 5. 4参照.

第 47号(1989)
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9 C02クラスターとKr**の衝突イオン化によって

生成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

一方， C伐はEAv(l)がー3.8eVであるにもかかわらず，

しきい値は肌 =3とかなり小きい(図 9). 26)・33)これは

次のように説明きれる.最も安定なC02-'i，<OCOが

135・に折れ曲がった平衡構造を持つ.C02の断熱電子親和

力EAa(1)は直線形の中性分子と折れ曲がった負イオンの

エネルギー差からー0.6eVと求められている 43)

ただい単量体に0.6eVの運動エネルギーを持つ電子

が接近してもCOzの変角振動の周期に比べて電子の通過

時聞の方が 2桁程度小きいので共鳴性電子付着で折れ

曲がったC02ーは生成しない.それに対して，クラスター

では負イオン状態の安定化に伴い共鳴付着できる電子

のエネルギーが低下し，その結果，両者の時間差が縮

小する.さらに，クラスターが分子に比べて幾何学的

こ大きいことも電子との相互作用時間を増加させる効

を持つ.いったん折れ曲がり形のC02ーが生成すれば，

自動電子脱離に対しては安定となる.以上の議論から

わかるように， mLを決めているものは EAv(l)よりもむ

しろEAa(l)であり ，(CH3CN)m等に比べてmLが小きく

なると考えられる.きらに，生成した (C02)m-*はC02

分子を蒸発きせて安定化するため，見かけのしきい値

肌はますます小きくなる(5. 4参照).

5. 3 電子付着に伴う余剰エネルギーの発生

電子衝撃や光衝撃で作ったクラスター正イオンにお

ける内部余剰エネルギーの発生および緩和の過程につ

いて，実験・理論の両面から多くの研究が行われてき

た 1-6)・44-50)クラスター負イオンに関しては未だ情報が

不足しているが，電子付着前後のエネルギー収支を見

放射線化学
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図10 N20クラスターとKr**の衝突イオン化によって

生成するクラスター負イオンの質量スペクトル.

積もることはきほど難しくはない.

反応(4)で付着電子がイオン (M)mー*の中の l分子に

局在化していると仮定すると余剰エネルギーιx (m) 

は次式で近似できる 28)

Eex( m) =t+ EAa (m) (m孟 2) 

~ t+ EAaW + Eb ( m) -EbO ( m) (6) 

ここで， εはリュードベリ電子の運動エネルギー，Eb(m) 

とEbO(m)は (M)mおよび (M)mの結合エネルギー

である.εは他の項に比べて小きいので無視できる.ま

たEbO(m)は 2量体の結合エネルギー(通常のファン

デルワールス分子で10から50meV程度，分子間水素結

合を持つもので、約100meV)から比較的正確に見積るこ

とができる.残ったEAaW+ Eb (m)は次の 3つのエネ

ルギーの総和である: ①付着電子が局在化している

分子(負イオン中心)の振動励起エネルギ一，②分子

同士の配向および配置の変化に伴う分子間振動励起エ

ネルギー，③クラスター内部で負イオン中心と周りの

分子が反応して別の負イオンになる際の生成エンタル

ビー.①については，分子Mの平衡構造が中性と負イ

オンで大きく変化する場合に重要で、ある.電子移動の

初期過程における分子問相互作用の影響を無視すれば，

最大EAa(l)-EAv(1)の余剰エネルギーが負イオン中心か

らクラスター全体にわたされる.②の配向および配置

変化はどんな系でも起こると思われる.構成分子の双

13 



極子モーメントや分極率が大きいときには，電荷一双

極子相互作用，電荷一誘起双極子相互作用などに起因

する余剰エネルギーによって分子間振動が激しく励起

されるであろ合.最後の③は単量体が解離性電子付着

を起こす系，例えばM=CC14，N20などのクラスター

で問題となる.詳細は 6節で述べる.

5. 4 クラスター負イオンからの分子の蒸発

振動励起したクラスター負イオンは分子の蒸発によっ

て安定化することがある.蒸発の程度はサイズによる

ので，質量スペクトル上に観測される安定イオン (M)nー

のサイズ分布は電子付着直後の (M)m一本の分布と異な

ることになる.このような分子の蒸発はクラスターを

イオン化するときに一般に見られる現象である 44-46)

中性クラスターの生成機構や反応性などを研究する場

合も，質量分析が最終的に必要で‘あ り蒸発の問題を避

けては通れない.BuckとMeyerは交差分子線を用いで

ある角度に弾性散乱されたクラスターの速度分布を電

子衝撃イオン化で測定した 48-50)その結果，比較的小さ

なサイズの希ガスクラスターではイオン化すると分子

の蒸発が1に近い確率で起こることを明らかにした.残

念ながら，サイズが増加するとこういった精密な実験

は難しくなる.著者らは， 5. 3で見積もった余剰エネ

ルギ-Eex(m)がその緩和過程に関与する振動モード

に統計的に分配されると仮定してクラスターの多該対辰動温

度を計算し，これから反応(5)の蒸発が起こるか否かを検

討した.MがCH3CNとC02の場合について具体的に説

明する.

y線照射したアセトニトリル結晶の電子スピン共鳴の

il¥lJ定から 2分子でで、構成されたラジカル負イオンカ

に存袖?寸することカがf吻知られている日刊1η)したカが{")つて，(CH3CN)m 

にリュードベリ電子が付着すると，最終的には 2量体

の負イオン中心を生成して安定化するものと予想され

る.すると，クラスター負イオン (CH3CN)m一本の持つ

余剰エネルギーは式(6)に類似した次式で求められる 27)

Eex( m) = e+ EAa(2)+払 Ol(m-2) 

-Ebo( m) (mミ3) (7) 

ここで，EAa(2)は2量体の断熱電子親和力，EsOI(m-2) 

は 2量体負イオン中心のまわりに残りのmー2個の分子

が凝集するときの溶媒和エネルギーである.図 5で観

測される最小サイズのイオン(CH3CNh3-*を例に取り

蒸発の有無を検討する .EAa(2)には文献値のー0.44eV

14 

を，52)iたEsol(J1Hこは電荷・双極子相互作用エネルギー

の計算から求めた値約3.2eVを用いた.Ebο(J3)は中性 2

量体の結合エネルギーと (CH3CN)13の分子間結合の数

から1.2eVと見積もられる.これらの値を式(7)に代入す

ると Eex(J3)はお よそ1.6eVとなる.13量体の持つ分子間

振動の自由度72にιx(J3)が統計的に分配されると仮定すれ

ば，電子付着後の実効振動温度上昇は約240Kとなる.

この概算から (CH3CN)13ー*の内部温度はCH3CN液体

の沸点に比べて約100K低いと結論され，クラスターか

らの分子の蒸発はあまり顕著ではないと推測される.

mミ14ではさらに蒸発の可能性は小きくなる.もし，

m=nが成り立っとすれば，垂直電子付着に関するサイ

ズのしきい値ml.は質量スペクトルから得られたしきい

値のnl.=13に等しくなる(5. 2参照)，また図 5か

求めたサイズ分布は (CH3CN)m-*のサイズ分布，した

がって，中性クラスターの数密度と電子付着断面積の

積を各サイズについて目盛ったものと同等になる.

次にC02クラスターの場合を考える.(C02) m-*の内

部で付着電子が最終的にどついった化学種を形成して

安定化するのかは実験的には確定されていない.

Fleischmanらの 6-31+ c*基底を用いた電子相関を含

む分子軌道十算によれば最も安定な 2量体負イオン(Cω)zー

は143。に折れ曲がった 2つのC02が向かい合う Dl.d対称

性の構造を持つ.53)(C02)zの断熱電子親和力EAa(2)

はー0.31eVと求められている.一方， 135
0

に折れ曲がった

C02ーがほぼ直線形のC02に溶媒和されたcs対称性の

(C02)zーが存在する.そのエネルギーは中'性の(C02)z'こ

対して0.5eV上にあり Dl.d対称性の負イオン状態よりも

0.2eV弓安定である.光電子分光の結果によると，(C02)m-

に含まれる(C02)z一負イオン中心は 2~五m壬 5 の場合Dz

対称性であり ，m孟7ではG対称性である 17)以上の配

を仮定して，(7)式の右辺に含まれるEAa(2)+ESOI( mー2)

に相当するエネルギーを計算すると 10量体で約3eVとな

る.これから実効振動温度の増分はm=10で約600Kと見

積られ，したがってクラスター負イオン(C02)10ー*は激

しい蒸発を起こすと期待きれる 33)この蒸発の効果で，

図9のスペクトルから求めたサイズのしきい値ぬ=3は，

垂直電子付着に関するサイズのしきい値m よりも小き

くなる.塚田らの理論計算から求めたm の値はおよそ

7であり，これから， 4分子程度の蒸発があると推定き

れる 31)

(C02)m -*の系て示激しい蒸発が起こっていることを裏

づける別の根拠として，n=14，16などの強度異常があげ

られる(図 9). 26.33)この種のマジックナンバーはクラス

放射線化学



ターイオンの熱力学的安定性を反映しており，余剰エネ

ルギーを処理するために激しい分子の蒸発が起きてい

ることを示唆する.

6 .解離性電子付着過程

多原子分子への電子付着反応では，分子の反結合性

軌道に電子が収容されると分子の結合が切れる場合が

多い.クラスターでも，解離'性電子付着が熱力学的に

有利な系では構成分子の一つが解離して (M)nXーで表

される負イオンを生成することがある.典型的な例と

してCCl4とN20のクラスターに対する電子付着反応が

挙げられる.

CCl4の断熱電子親和力は2.0eVであるが， αのそれ

は3.5eVとさらに大きいのでCI-+CCbの解離限界カ'CC14

の振動基底状態よりも下にくる 54)そのため，熱電子

付着では反応(2)と類似の反応

CCI4+e一→ CI-+CCh (dH=-O.6eV) (8) 

が起こる 55)この分子がクラスターを形成した場合にも，

解離性イオン(CCI4)nCIーが強い強度で観測されること

から，

(CCI4)m+A料→(CCI4)m-I Cl-* + CCh + A + (9) 

が有利な反応過程であると考えられる 30)ここで，負イ

オン (CCI4)mーICl-*の実効振動温度の増分を計算する

と， 400K (m=3)から200K(m=10)の値が得られる.

したがって解離性電子付着に伴つ CCl4分子の蒸発の可

能性は少ない.一方，(CCI4)nーが (CCI4)"CIーの 1%弱

強度で検出された.強度の澱み圧依存性に関する測

定結果から，このイオンは非解離性電子付着で生成し

た(CCI4)m一*がCCl4分子を蒸発きせて安定化したもの

と予想される 30) このことは，解離限界以上に振動励

起されたCCI4-負イオン中心の余剰エネルギーが分子間

振動に伝幡して周りの分子の蒸発を誘起したと考えら

れ，いわゆる振動前期解離がクラスターの中で起きて

いることを示唆している.

N20分子の場合，次の解離性電子付着によりOーを生

成することが知られている 56)，57)

N20+e-→ O-+N2 (dH=O.21eV) (JO) 

ただしCCl4と異なり解離限界はN20の振動基底状態よ

第 47号 (1989)

りも上にある.したがって，超音速ビーム中で断熱膨

張により冷却されたN20には，熱電子が付着しない.

このため， N20クラスターへの解離性電子付着で‘生成

する負イオン(N20)nO-'こはnL=3のしきい値が観測さ

れる 34)また，非解離性イオン (N20)n-(nミ5)が同

時に検出されたことから (CCI4)mー*と同じく (N20)m一本

でも分子の振動前期解離が起こると考えられる.附一方，

(N20)mを平均エネルギー約 2eVの電子で衝撃すると，

上記のイオン以外に (N20)nNOーも検出される 11).34)

これは，いったん生成した (N20)nO-の中でOーとN20

がイオン分子反応により NOとNO-を生成し，そののち

NOが蒸発したものと説明される.こういったク ラスター

内イオン分子反応の詳細が解明されれば，対応する気

相中の二体反応断面積のエネルギー依存性あるいは衝

突パラメータ依存性に関する有用な情報が与えられる

であろう.これは， クラスターを用いて化学反応の次

数を一つ下げたことに相当し，その意味で半反応(half

reaction)と呼ばれる 11)現在まで，正・負両イオンの

みならず電子励起状態の中性クラスターについても同

様な過程が観測されている 59)

7 .クラスターへの電子付着断面積とその同位体効果

7. 1 電子付着のモデル

これまでクラスターへのリュードベリ電子の付着過

程について定性的に解説したが，本節では電子ー フォ

ノン強結合モデルに基づいた塚田らの理論を紹介する 31)

主量子数が大きな状態にあるリュードベリ電子は同じ

運動エネルギーを持った自由電子と本質的に同等で、あ

る.したがって，以下の議論では，クラスターへのリュー

ドベリ電子の電子移動過程をクラスターへの自由電子

の付着過程とみなすことにする.波数ベクトル丸運動

エネルギーε(k)をもっ自由電子がクラスター (M)mに

付着して，エネルギ-e:iのクラスターの空準位(アフィ

ニティー準位)に垂直選移したとする.この状態は自

動電子脱離に対して不安定であるが，もしその寿命内

にクラスターの核配置が適当に変化すれば付着電子を

安定化することができる.このときの付着断面積は次

式で表きれる.

p(-εう/4rl)σ(m)2ff子 IVi(k)12 ~"'-'2;';-~-i 

ほP[与(I Vi(k) 12)ρ(山 A
H
U『

-az-(
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ここで，vは付着電子の初期速度， ρ(εi)は自由電子

の状態密度，rC'はアフィニティー準位iに選移した(M)mー*

が自動電子脱離で中性状態に戻る可能性がある領域を

通過する時間である .Tczが小さいほど安定な負イオン

を生成する確率が大きくなる.

εたiは

ε削 =ε(k)- εt (12) 

で定義される.また，く〉は創こ関して平均を取る操作

を意味する 1';は電子 とクラスターの振動との相互作

用に よって生ずるアフィニティ ー準位のエネルギー幅

であり， <1' i >は次の近似式で表せる.

<1‘i> 2 ムEi><官 ω〉 (13) 

ここて， <ムEi>はエネルギー緩和にともなう余剰エネ

ルギー， くiiω〉は負イオン状態の安定化に寄与する振

動モードのエネルギーである.通過時間 rczは負イオン

のポテンシャル表面の形状に依存し第一近似では くω〉

の逆数に比例する.さらに，結合定数 Vi(k)は

I ZB-Zs ¥2 I Vi(k) 1 2 ~ ヲrhz) WZQαm-ν3 (凶

のように近似きれる.ここで、msはクラスターの表面に

存在する分子の数， ZBと之、はそれぞれノ〈ルク部位および

表面部位における配位数を表す.また，日付分子Mが

結晶中にあるときの空状態のバンド幅，.QはMの体積と

同程度の定数である.

分子の蒸発を考慮、しなければ，(11)式から得られる0(m) 

をクラスター(M)mから (M)mーが生成するときの電子

付着断面積としてよい.式(11)から(14)を用いてσ(m)の

m依存性，電子エネルギーε(k)依存性などを予想する

ことができる.さらに， l' iおよびfctは付着電子と強〈

結合している基準振動の角振動数に依存する.そこで，

その振動に関与している原子核を同位体で置換すると

付着断面積が大きく変化すると期待きれる.この例と

してアンモニアクラスターの結果を以下に示す.

7. 2 NH3クラスターへの電子付着断面積に対する同

位体効果.

1960年代，液体アンモニアに高密度の放射線を照射

すると，可視部に幅広い吸収帯が現れることが発見き

れた 60)この吸収は電子の周囲に溶媒であるアンモニ
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アが配位した溶媒和電子の状態に由来すると解釈され

た.気相のアンモニアクラスター負イオン中でも電子

がNH3分子で、固まれた空洞中に単独で存在していると

いう理論的予想が行われている.しかし，実験的には

安定なNH3-負イオ ン中心の存在も否定きれておらずこ

れからの研究課題である.著者らは 7. 1で述べた理

論に基づき電子付着の初期段階で電子の運動がクラス

ターのどうい った振動モードと結合するのかをσ(m)

の同位体効果から推定した.

図 7bにおける (NH3)イの強度は， nL =37から増加

しn=50から60で極大となる .(NH3)m一本中で余剰電子

が溶媒和電子 として存在すると仮定すると Eex(m) 

は最大で"2eVと見積もられる.このエネルギーをクラス

ターの振動モードに統計的に分配すると， 1モード当丈

りのエネルギーは約O.OleVになる.これはアンモニア固

体の昇華エネルギーの 5%に過ぎないので，電子付着

に伴う分子の蒸発は無視できる RRKM理論に基づく

見積もりでも蒸発に要する時間は数百μsであり，検出時

間(く100μs)に比べてかなり長い.したがって，得られた

(NH3)ょのサイズ分布b(n)は(NH3)m-*のサイズ分布

ん(m)と一致する.一方，IR(m)は中性クラスターの数密

度 D(m)と電子付着断面積。{m)の積に比例するから，

D(m)が決まればσ(m)が求められる.さらに，D(m) 

が電子衝撃イオン化，

(NH3)m +e-→ (NH3)m-lH++ NH2+ 2 e- (15) 

により得られるクラスター正イオン(NH3)m-lH+のサ

イズ分布L，(m)にほぼ等しいとする.すなわち，イオ

ン化過程(15)で，そのイオン化断面積がmにほとんど依存

しないこと，および蒸発が無視できることを仮定す

ばD(m)はL，(m)とほぼ等しいとしてもよいであろう.

111 (m)をL，(m)で割り，図llaに示すような電子付着

断面積 (相対値)のm依存'性，すなわちσ(m)の曲線

を得る.

いま，最も低いアフィニティー準位jのエネルギーεj

の値が正から負に変わるときのクラスターサイズをm

とする .言い替えればmcは垂直電子親和力EAv(m) 

が負から正に変わるサイズに相当する.mがmcより

も小きいときは式(11)に含まれる exp(一 εk//41'/)は

i= jのときに最大となり，かつεkjはmーす に関する一

次式で表せる.それに対して，mミmの場合にはek;=O

を満たすむが存在するのでそれが式(11)の総和に寄与し、

exp (-εk/ /41' /)は lとなる.以上を考慮して式(11)
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は次のように変形きれる.

ln σ(m) = Co-C ρrc m-仰
(ε。+ε)m-ν3)2 

4r2 

(m<mc) (16) 

=Co-C1ρrcm-仰 (m注 mc)間

ここで， CQ， C，ε0，ε1はmにほとんど依存しないパ

ラメータである.また，添え字のjは簡便のため省略し

た

σ(m)の実験値(図lla)に対して式(16)と(17)を適用し

各パラメータの最適化を行った結果，nたごと50を得た.

一方 mミ~ mL =37で負イオンが検出されたことから，

37~玉 mく 50の範囲で、はEAv(m) の値が負にもかかわら

ずσ(m)がかなり大きくなると予想される.これは，

アフィニティー準位のエネルギーが負の場合にも，そ

の共鳴幅のために電子付着の確率がゼロではないこと

による.

同様の解析を重水素置換きれたクラスター (ND3)m

について行いm とrrI!.;に対してそれぞれ43と約60を得た

(図llb参照).サイズ分布IR(m)がmの大きい方にず

れるのは，rcと「に同位体効果があることで説明きれる.

rcとr2の同位体比，rc(ND3)/ rc(NH3)とr2(ND3)/['2 

(NH3)の値はそれぞれ1.3:!:0.4とO.64:!: 0.1となる.

これらから，角振動数の比 ω(N品 )/ω(N/h)はおよそ

12となり，アンモニア分子聞の水素結合の伸縮振動が

負イオン状態の初期緩和過程のダイナミ ックスに関係

していると結論される.

8 .まとめ

高励起リュードベリ原子から中性クラスターへの電

子移動反応によるクラスター負イオンの生成および安

定化過程について解説した.単独では電子付着を起こ

さない分子でも，クラスターを形成すると電子親和力

が増加し負イオンを生成することが明らかになった.

また，こういった負イオンはその構造変化などによっ

て発生する余分のエネルギーを分子間振動の自由度に

渡して安定化する.そのとき，分子の蒸発やイオン分

子半反応といったクラスター特有の現象が観測される.

以上のようなエネルギ一発生とその緩和の過程が構成

分子の種類とクラスターサイズに強〈依存することが

示された.
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図11 アンモニアクラスターへの電子付着断面積のク

ラスターサイズ依存性.

(a)軽アンモニア， (b)重アンモニア

クラスター負イオンの安定性や構造ならびに反応性

を研究する上で今回述べた実験的手法で得られるデー

タだけでは不十分で、ある .今後，質量分析法を用いて

特定のサイズのクラスター負イオンを選択し，その物

理的あるいは化学的性質を種々の分光学的手法で測定

するといった精密な実験が必要で、あると思われる.
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放射線化学関連討論会，研究会等開催予定

開 催期 日 討論会・研究会等 場所 イ庸 考

3月 29-31日(水-金) 高分子の放射線化学に関する国際シ 東京 ニューズレター6号

ンポジウム

4月 1-4日(土一火) 日本化学会第58春季年会 京都

10-15日(月一土) 第4回日中放射線化学シンポジウム 京都 NO.46 ， 40ページ

7月 31日一 天然ゴムの放射線加硫に関する国際 高崎 本誌 47ページ
8月4日(月一金) シンポジウム

10月 19， 20日(木，金) 第32回放射線化学討論会 広島 本誌 7ページ

29日一 PME '89 東京 ニューズレター6号
11月2日(日-木)
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国主函

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，放射線レジストといったマイクロエレ

クトロニクス高分子材料は最近応用の立場と基礎的な

立場の両面から特に注目を集めている .先日(1月9

日)も，第 8回の応用放射線化学シンポジウム「マイ

クロエレクトロニクス高分子材料の放射線化学J'が早

稲田大学・浜先生のお世話で開催された.本稿では，

この会議で行われた，各種レジストとリソグラフィー

技術の開発の現状と問題点の報告と議論，さらに放射

線化学的な側面からの意見交換，討論の概要について

報告する.

きて，今回の応用放射線化学シンポジウムは，午前

中，浜先生の開会の挨拶に次いで， 日立製作所・野々

垣三郎氏， NTT・北山豊樹氏，東大先端研・堀江一

之先生，午後から松下電器・谷美幸氏， 日本電気・飯

田康男氏，東芝・中瀬真氏，及びノマネル討論会に先だ

ち筆者が講演を行い，次いでパネル討論会が行われた.

野々垣氏は光 ・放射線レジストの現状と展望と題し，

先ず材料としてのポジ型及びネガ型のレジストの現状

と特徴等について詳細な紹介を行った.また光，電子

線， x線レジストの開発と利用の現状について，更に

多層レジストの利用の可能性等について解説を行った.

特に， X線レジストや電子線レジストで3成分系のレ

ジスト材料が，感度上昇のために非常に有効で、あると

の考えが示きれた.高分子化学的，放射線化学的な基

礎研究が，このような複雑な系にも必要になりつつあ

るのを強〈感じた.

北山氏はX線リソグラフィーについて x線露光の

原理から，従来のX線源では半影ボケやRUNOUT誤

差等が， X線で切れる線幅(0.5μm)と同程度になって

しまい，結果的には更に細かいパターンを切るには無

理があることを指摘し，実際にほぼ平行に近い線源と

なるSR(軌道放射光)を用いるメリ ットに言及した

ただ普通の光のように縮小投影が原理的に難しいため

(将来的には実用の可能性もあるが)，線幅には，やは

り限界がある .SRを使うメリ ットとしては，一台で多

20 
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数(-20)の照射ポートが得られるため各ポート単位

の必要経費は，例えばエキシマーレーザーリソグラフィー

の場合よりかえって安くなりそうだとのことである.

但しこの見積は製品の“歩留まり"とも密接に関係し

ているので一概に結論は出にくいようにも思える.

堀江先生は高分子園相反応のダイナミ ックスと題し，

様々な光機能性高分子の実現へ視点をおきながら，ア

モルファス団体中でのアゾ化合物の光異性化反応につ

いて調べた結果について詳細な解説を行った.系とし

ては，アゾベンゼン，アゾナフタレン，アゾフェナン

トレン等の光異性化 (Trans→Cis)をポリカーポネー

ト(PC)中で温度を変えて調べたものである.アゾベ

ンゼンの光異性化は室温ではPC中でも溶液中とほぼ閉

じ速さで，反応率90%まで進行し，マトリ ックスの分

子運動の影響を殆ど受けない.低温になると異性化の

度合が温度の低下と共に小きくなり，液体ヘリウム温

度では15%程度が異性化する このときの異性化の速

度はやはり室温の値にほぼ等しい.一方スチルベンの

場合には液体ヘリウム温度では殆ど異性化しない.こ

のことから，このょっな異性化には 2通りのパスがあ

る可能性を指摘している.即ち分子内回転型の異性化

と，アゾ化合物の場合に起こるSp2→sp→Sp2の脱混成止

の異性化である.この後者の異性化の場合には必要な

臨界自由体積が小きくて済むため，液体ヘリウム温度

でも異性化がおこると考えられる.なお，液体ヘリウ

ム温度での異性化率だけでなくポリマー固体中の光異

性化の，温度による変化を説明するためには，高分子

マトリックス中に自由体積の分布とそのゆらぎを仮定

すると実験事実をうまく説明できるとのことであった.

谷氏はエキシマーレーザーレジストとリソグラフィー

の題目で講演を行った.その中てコ松下電器で実際に

開発した， KrFエキシマーレーザーリソグラフィー用の

高い透過度を持つ，いくつかのアルカリ可溶性スチレ

ンポリマーの，基底状態及び露光後の吸収スペクトル

上の特性や，感光特性について詳細な解説を行った.

放射線化学



またプロセス上の最近の研究成果として，アルカリで

表面をトリートメントすると言ついわゆるHARDプロ

セスが，0.35μm程度のラインアンドスペースを非常に

きれいなパターンプロファイルで切るのに有効である

ことを示した.

飯田氏は電子線リソグラフィーについて講演を行っ

た.氏は，電子線リソグラフィーではラインアンドス

ペースの目標値が0.25μmであるが，最近では製作する

素子の大きさが非常に大きくなり，既に数インチ大の

ものまで実際に作られるようになってきていることを

指摘し，電子線によるパターンの描画それ自身と共に，

大きな乾板の取扱作業にも格段の難しさが入ってくる

ようになってきていることに言及した.また日本の半

体産業のあり方が，単にメモリー数を増やす方向に

流れがちであることが外国でも指摘されているが，電

子線リソグラフィーのように直接描画が可能な方法に

よれば，将来予想、きれる多様な要求に沿う，高付加価

値デバイスへの応用が可能となるということであった.

中瀬氏はレジストシステム技術と題し，光レジスト

技術の歴史的な展望に始まりプロセス技術としての，

単層レジスト，多層レジスト， Si化レジストの，各レジ

スト技術についての詳細な解説を行った.特に氏らが

1975年に提案した 2層レジスト法やその後開発された

多層レジストが，工程が増え複雑になるため取り入ら

れていなかったが，現状としては，技術的な限界から

いよいよ採用せざるを得ない状況であることが述べら

れた.特に多層レジスト工程にSi基を導入し，工程を簡

略化することが行われているとのことであった.一方

単層レジストの工程の中できれいなパターンを作るた

めの技術(例えばCEL;コントラストエンハンスメン

トレイヤー，やREL;レゾルションエンハンスメント

リソグラフィ)等についても詳細な説明があった.

最後の講演として，筆者がレジスト材料の放射線化

学反応の基礎過程について，筆者らの最近の研究成果
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を含め概要について解説を行った.特にパルスラジオ

リシスのような放射線化学的には良〈知られている方

法を，レジスト材料(ここではクロロメチル化ポリス

チレン;CMS:ポリスチレンの中のフェニル基の一部

をクロロメチル化したもの)にどの様に適用できるか，

またその様にして得られるデータがどのようなもので

あるかについて多少細かい点も含めて紹介した.特に

クロロメチル基の導入がどのような効果をもたらすか

について，放射線化学的なデータを基に概説した.

ノマネル討論会では上記の講演者をパネラーとして，

田川先生の司会で総括討論を行った.この討論では，

各種リソグラフィーの経済性等について議論があった

が，未だはっきりした優劣がついていないのが現状の

ようである.かえって現状では，全体としての経済性

よりも工程が容易であるか，きれいなパターンが切れ

るか，感度がどうか等といった問題の方が現実的なよ

うである.

他方，工程は複雑ではあるが，非常に高い付加価値

を与えることが出来る多層レジストの利用の可能性に

ついて議論が行われたが，現状では余り複雑なものは

困るといった現場の声と社会的な要請とのバランスで

考えてゆくべき問題のように思われた.

最後に，放射線化学と各種のレジスト材料の中で起

こっている反応の関わりについて，多くの放射線化学

的な基礎事実の積み重ねが非常に重要であるとの共通

認識が示され，放射線化学の果たすべき，あ るいは果

たすことの出来る問題が放射線化学の分野の人間が考

えている以上に多いといつことを指摘された.特に放

射線化学に携わる人間が，高分子材料 ・架橋反応の際

非常に重要となる各種のラジカルの反応と，そのラジ

カルの生成機構等について基礎的な研究に精力を注ぎ，

放射線化学の応用面への貢献が更に増すことが，今後

益々重要となると思われる.
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希ガス原子との衝突による原子負イオンの直接電子脱離過程

小池文博
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原子-の負イオンは弱〈束縛された電子を最外殻に担っ

た原子イオンである。励起状態を持つことは殆んどな

い。負イオンの動的過程は最外殻の電子の脱離によっ

て特徴づけられる。この過程は「離散エネルギーの状

態」と「連続エネルギーの状態」の相互作用を，リュー

ドベリ状態に悩まされることになし研究するための

絶好の舞台を与えてきた。弱〈束縛された電子は他の

粒子をそっとぶつけるだけで簡単に脱離する。この過

紅を純粋に取り出して調べるには負イオンを構造の

ない粒子J.例えば希ガス原子と衝突させて直接電子脱

離過紅を見るとよし、。

負イオンを含む系の動的過程についての最近の研究

成果は. Gauyacqの講義ノート1)(理論)や Esaulov

のレビュー2)(実験)に詳しい。一般論はこちらにゆず

るとして，以下では水素原子負イオン. H-.と希ガス

原子 RG • との遅い衝突，すなわち Hーの衝撃エネル

ギーにして数電子ボルトから数百電子ボルトの衝突，

の際の直接電子脱離過程， ¥ 
¥ 

¥ 

〉
。
江
凶

Z
凶

について記す。この過程について，カイザースラオテ

ルン大の Linderのグループの興味深い実験結果3-6)を

紹介し解釈を試みる。

H一+RGを一つの準分子負イオンとみたとき，原子

核問距離Rがある値Rcを越えて小きくなるとその電子

状態は不安定になる。負イオン状態のポテンシャルエ

ネルギーは連続エネルギーの状態である電子脱離状態

に埋もれて虚数部をもつようになり .Rく Rcの領域に

おかれた準分子負イオンは自然に電子を放出する。図

1 aにこの様子を示した。局所複素ポテンシャル(LCP) 

モデルを支えた考え方であるが，これには古くからの

反論がある。特に Hーの衝撃エネルギーが100電子ボル

ト以上のとき LCPモデルが実験を説明しない7)ことが

わかって以来強くなった。 8)反論は，ポテンシャルエネ

、H
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(1) H-+ RG→ HO+ RG十 e.

R 

図 1.準分子負イオン H一+RGのポテンシャルエネル

ギー曲線.中性準分子 HO+RGの曲線と原子核

問距離R=Rcで交差する。 a 非断熱的抽像.

b :断熱的抽像.
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図 2. H-+ Ar衝突における Hーの中性化微分散乱断面

積.Hーの衝撃エネルギーは50電子ボルト .横軸

はH一ビームの方向を基準として測った散乱角.

a 実験(文献 3，4). b :文献 9の方法によ

る計算値.

脱離過程といえる。従来の局所複素ポテンシャ/レ(LCP)

モデルはこの静電気的結合による動的電子過程の存在

を見逃していた。この動的過程によって LCPモデルの

困難は除かれる。 LCP自身は存在していいのである。

Linderのク守ループは脱離電子の運動エネルギー，ε，

の分布についても詳しい測定を行っている。5)図3にH一+

Ar系の衝突エネルギーが50電子ボルトの場合を示す。

分布はおおむね Eyz exp (ー αE)，(α:定数)，の形

をしている。衝突エネルギー増すと分布の巾は拡がり，

分布のピークの位置は高エネルギー側に移動する。理

論9)もそうなっている。ところがきらに Linderのグルー

23 
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ルギー曲線は図lbのようにな っている，すなわち Rく

Rcでト負イオン状態は存在しないというものである。断

熱近似に基づけば連続状態に埋もれた離散状態は存在

しない。H一+Rc系はs波脱離をするから RくRcで・の

負イオン状態は共鳴状態としても存在しないといつわ

けである。しかしこの論理には穴がある。R=Rcの付

近では最外殻電子の束縛エネルギーは殆んど零になる。

そのとき最外殻電子の軌道速度は殆ど零であって，ど

んなに遅い衝突といえども断熱近似がR→ Rcの極限で

良い基底を提供するとは考え難い。 R>Rcで得られる

断熱基底を外挿して RくRcの領域のポテンシャルエネ

ルギー曲線を推し測るのは無理である。現実の有限速

度の衝突過程において，断熱的でない状態が実現して

、て，断熱ポテンシャルとは質的にも異なるポテンシャ

ルエネルギー曲線に従う可能性は否定きれていない。

Linderのグループはこの議論に結着をつける上で重

要なカギのーっとなる実験データを提供した。3刈図2a

にこれを示す。 Hーを50電子ボルトでArにぶつけたと

きの中性化水素原子の角度分布である。前方散乱にか

なり高いピークを持つ。R>>Rcの領域でかなり高い確

率の電子脱離があることを示している。断熱近似から

のはみ出し部分による負イオン状態と電子脱離状態と

の聞の結合，すなわち動的結合ではこのような高い確

率を期待することは困難である。非断熱的な基底を考

えればこの困難は解決する。詳細は筆者の原著9)にゆず

るとして，この場合，系は R>Rcの領域で、も負イオン

状態と電子脱離状態との問に静電的結合を持ち電子脱

離の主な原因となる 。さらにこの場合， RくRcで‘電子

脱離状態に埋もれた負イオン状態が存在することは妨

げられない。図2bに対応する理論計算の結果を示す。

験との定性的一致は大変よい。

再び図1a， 1 bについて考える。結局図1aは系の非

断熱的な描像を表わし，図lbは系の断熱的な描像を表

わしている。その限りにおいて両者はどちらかが間違っ

ているという関係にはない。しかし Linderのグループ

の実験は，衝突による電子脱離という動的過程を考え

るときは，図1aの描像を採用するのが良いことを示唆

した。この場合，負イオン状態H-+Rcは非断熱状態

だから RくRcとR>Rcの両方の領域で、電子脱離状態と

の静電的結合を持つ。電子は RくRcの領域で負イオン

状態のポテンシャルエネルギーの虚数部を通じて自然、

に脱離する他に， R> Rcの領域で、静電的結合を通じて

脱離する。後者は Hーと Rcの衝突が有限時間内に終了

するために残ってくる非共鳴的な効果であり動的電子
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10) J. A. Fayeton， J. C. Brenot， M. Durup-Ferguson， 

M. Barat， ]. Phys. B20， 4779 (1987). 

プは図 3の ε=1.6電子ボルト付近に見られるような弱

い構造が電子のエネルギ一分布曲線に現れることを指

摘した。Xe標的の場合にも見出きれている。同様な構

造は Fayeton等10)によ って Br-+He系に対しても報

告されている。 Fayeton等はこれを Stuecl王elberg型の

振動と解釈している。ところが，すくなくとも H-+RG 

の系では Stueckelberg振動は考え難い。H-+Arの系

のe:=1.6電子ボルトは負イオン状態のポテンシャルエ

ネルギー曲線を凸に見る側，すなわち暗い側(dark side) 

にあたり Stuecl句 lberg振動はこの辺りには現れない。

もしあるとすれば図 3の大きなピークの低エネルギー

側になる。この弱い振動が希ガスの構造に起因すると

は考えにくい。H-自身の何らかの構造を反映している

と考える外ない。図3の振動構造を再現する理論はま

だない。Linderのグループによって衝突の径路と振動

の関係を調べる実験6)も試みられたが，振動の有無を確

認するに至っていない。状況証拠から見て脱離電子の

エネルギ一分布は原子の負イオンの構造を知る上で決

め手になる情報を与えると考えられる。この方面の実

験と理論の発展が望まれる。
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図 3.脱離電子の運動エネルギ一分布の実験値(文献

5 ). H一+Ar.. Hーの衝撃エネルギーは50電子

ボルト.電子は Hービームの方向に対して9ぴの方

向で観測.
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困地ヨE

高分子の力学特性に及ぼすプロトン照射効果

ポリマーの高性能化に伴いポリマーが使用きれる放

射線環境が増えてきた.核融合炉環境下では高速中性

子により照射されるし，宇宙環境で使用される場合に

陽子および重イオンの照射を受ける .材料物性に及

ぼすイオン照射効果の研究も散見きれるようになって

きたが1ペ試料を均一に照射する技術が欠けているこ

と，線量の評価に妥当性が欠けているために信頼性の

あるデータとはなっていない これらのことを考慮、し

て材料物性に及ぼすイオン照射効果の研究を理研の協

力を得て行っている そのうち陽子線照射の結果を紹

介する.

陽子線照射にはサイクロトロンからの 8MeVの陽子

を用いた.アルミニューム製ローターに巻き付けたフィ

ルム状の試料を縦方向15mm，横方向 5mmtこ整形したビー

ムに対して回転きせながら，回転軸方向に交互に移動

させる方法で線量分布の均一化を図った.この方法で

157 X 36mm2の試料を均一に照射することができため.照

射は真空中でフルエンス率約13nC/cm'/sの条件で、行っ

た

電子線照射は 2MeVの電子線(フルエンス率:1，07 

C/cnr/s)によりヘリウム気流中で行った.

陽子の吸収線量 (D)は， D (KGy) =質量阻止能S

(MeV ・Cm'/g)XフルエンスQ(μC/Cm')から求めた.

また，阻止能はBetheの式から計算した.電子の吸収線

目は三酢酸セルロースフィルム線量計でi則定した値を

各ポリマーの電子線に対する阻止能で補正して求めた.

照射効果の一般的な知見を得ることを目的として，

構成元素および化学構造の異なった 6種類の脂肪族ポ

リマーと 4種類の芳香族ポリマーを用いた.名称と化

学構造を図 lに示す.これらは厚さ約100μmのフィル

ムであり， 8MeVの陽子は完全に貫通する厚きである.

照射効果は室温における引張り試験により評価した.

図 2はポリエチレン (PE)を8MeVの陽子および 2

MeVの電子で照射したときの破断伸びのフルエンス依
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図 1，実験に用いたポリマーの化学構造と名称、

存性を示す.いずれの場合もフルエンスの増大と共に

伸びが低下する.フルエンスに対する伸びの変化の仕

方は両者で同じであるが，伸びを半減させるフルエン

スは陽子の場合6μC，電子線の場合は185μCと，一粒
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Table 1. Fluence giving half value of the initial elongation and stopping powers 

of aliphatic polymers for 8 MeV protons and 2 MeV electrons. 

Polymer Fluence giving half elongation Stopping Power 

(μC/仁川

Proton Electron 

PE 6.0 185 

PP 0.48 17 

PVdF 4.3 105 

ETFE 7.9 215 

EVA 9.2 225 

Nylon 6 28.9 646 

(-C HiCH2-)n 

PE 

800 卜 Q~、 e

::'600， p 

c空---Q-- 、-~~~μCI cm2 
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図2.ポリエチレンの破断伸びのフルエンス依存性，

(0) 8 Mev 陽子，(()) 2 Mev電子

子当りの照射効果は陽子のほうが約30倍大きい.表 l

に脂肪族ポリマーについての伸びを半減させるのに必

要な陽子および電子のフルエンスとその比を示 した.

この表には各ポリマーの陽子，電子に対する阻止能と

その比を同時に示してある.ポリフ ッ化ヒ、ニリデン(PVdF)，

(MeV ・cm'/g)

Ratio Proton Electron Ratio 

30.8 53.0 1.772 29.98 

3l.3 53.0 1.773 29.93 

24.8 46.6 1.722 27.0 

27.2 46.7 l. 771 27.1 

24.6 52.3 l. 771 29.5 

22.4 5l.8 l. 771 29.3 
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図3. PEの引張り特性の線量依存性

(0) 8 Mev 陽子，(⑩) 2 Mev電子
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Nylon 6，エチレンープロピレン共重合体 (EVA)で

は多少小さい値が得られたが，阻止能の比と同等であ

ると見なせる.このことは照射効果はエネルギーの吸

収量に依存するが，エネルギーがどう付与されるかに

はあまり依存 Lないことを示すものと解釈できる.

;ぃ
60 工

。、

図 3，4にPEとNylon6についての，破断強度およ

び伸びの吸収線量に対する変化を示す.PEの強度の線

田依存性は陽子線照射の場合と電子線照射の場合では
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少し異なるが，伸びの線量依存性は両者で一致してい

る.Nylon 6の場合には強度，伸びとも全く同じ線量依

存性を示している.阻止能とLETは必ずしも一致しな

い場合もあるが，表 1から 8MeVの陽子のLETは電子

のそれの30倍程度大きいと思われるのにもかかわらず，

LET効果は少ないと 言え る エチレン一四フ ッ化エチ

レン共重合体 (ETFE)はPEと同じ挙動を示し，ポリ

プロピレン (PP)，EVA， PVdFの場合はNylonと同じ

挙動を示した.このように，実験に用いた脂肪族ポリ

マーではLET効果が少ないか全くないという結論が得

られた.

放射線照射によるポリマーの力学特性の変化は主に

主鎖切断，架橋の生成によってもたらされる.ポリマー

照射されると，電子励起に続き，イオンやラジカル

が生成し，これらの活性種が反応し切断や架橋が起こ

るというのが一般的な考え方である.有機液体や鉄線

量計では明らかなLET効果が観測され，ラジカルや励

起分子の「拡散モデル」で説明きれている4，5) このモ

テソレは，高LET放射線で照射されると，トラ ックに沿っ

て高密度の励起が起こり，高密度のゆえに再結合の確

率が増大するためにLET効果が現れるというものであ

る.この考えをポリマーに適用できるかどうかは疑問

がある.低分子量の液体分子は易動度が大きくかなり

短いタイ ムスケールで三次元的な拡散が可能で、あるが，

ポリマーの場合は極端に易動度は低<，ガラス転移温

度以上の温度領域でも，ポリマー鎖の三次元的な拡散

のタイムスケールは低分子の液体分子に比べて極端に

大きい.したがって，たとえ高密度に活性点が存在す

るにせよ，ポリマー鎖上に存在する活性種の再結合確

汁まそれほど大きくはならないと考えられる .脂肪族

、リマーでの低いLET効果はポリマー特有な現象なの

かも知れない

図 5にはポリエーテルスルホン (PES)についての

結果を示す.電子線照射の場合は強度，伸びとも線量

と共に低下するが，陽子線照射の場合には強度および

伸びの低下は電子線照射の場合に比べて少ない.ビス

フェノーノレA型のポリスルホン(U-PS)， U -Polymer 

の場合もPESと同じく陽子線照射の場合の方が線量当

りの照射効果が少ないという結果が得られ，芳香族ポ

リマーでは明らかなLET効果が認められた.

これらのポリマーは電子線照射の場合には主鎖切断

で力学特性が低下するポリマーであるが，ゲル分率の

測定，分子運動性の測定から，陽子線照射では架橋す

ることが分かつてきた.ベンゼンのLET効果は励起分
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子との拡散モデルで説明されている.陽子照射の場合

には高密度励が起き，そのため架橋効率が増加したた

めとも考えられる.しかし，芳香族ポリマーも易動度

は小さし脂肪族ポリマーと同様に再結合確率が大き

くなるとは考えにくい.むしろ，イオンがエネルギー

を吸収する過程が共役する π電子系の存在のために脂

肪族ポリマーとは異なっていると考えられないだろっ

か

以上ポリマーの機械特性に及ぽす陽子線照射効果に

ついて紹介した.高分子が高分子らしきを発現するの

はその分子量が高いことによっている.低分子量の化

合物の実験で得られた機構がそのまま適用できるとは

限らず，他の機構も考慮する必要があると思われる.

最後に，本研究は河西俊一，西井正信，瀬口忠男(以

上原研)，河野功(理研)各氏と共同で行ったものであ

ることを付記し謝意を表する.
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放射線化学反応における磁場効果1)

化学反応における磁場効果は，分子科学の分野で現

在最も活発な分野のひとつである.最近のいくつかの

報告にそって，この機会に放射線化学の分野でのこの

種の実験について簡単に振り返ってみたい.

放射線化学と磁場効果の関係は古<. CIDEPを

初めて観測したのがFessendenとSchulerであった2)とい

うエピソードもあるが，中で‘もBrocklehurstの実験3)は，

光化学の分野で反応について多くの成果が上がる以前

に放射線化学から発表された先駆的な研究であった.

放射線で生成したジェミネートイオン対の再結合蛍光

の収率が磁場存在下で増大するという結果は単純で、あっ

たが，その明快さゆえによく知られている.生成直後

のイオン対は一重項 (S)であるが，超微細結合など

の相互作用で三重項 (T) と混合する.零磁場ではT

状態の 3つのサプレベル (T-1， To， T1)が疑似的に

縮退しているため，ランダムな分布を仮定すると全体

の25%がSに分布することになる .一方，磁場が存在

すると T状態のサブレベルの縮退が解けて s状態は

Toとのみ混合し，50%がS状態に分布することになり，

蛍光の収率が増大する説明がつく .

ジュミネートイオン対の場合は，ラジカル対の隔た

りもOnsager距離の程度で，光化学でよく見られる水素

引抜反応などの 2分子反応で生成する中性ラジカル対

などに比べてかなり大きい.そのため交換相互作用 J

が小きし S，T状態はほぼ完全に縮退しており，し

かもサプレベル聞の緩和が遅<.蛍光の強度を変化さ

せるに十分なスピンの分極が容易に作れ，磁場効果の

反応収率を観測し易い条件が整っている.この点につ

いては本誌でも以前に紹介きれた C1 D E p4
)の理論等
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を参考にされたい.

次に注目すべき磁場効果の実験はMolin，Anisimov 

らのODESR5
)の実験であろう.磁場によって一旦増大

した蛍光を観測しながら，マイクロ波を照射する.ESR

遷移が起きて新たな緩和経路ができると蛍光が再び減

衰するが，その減衰量を磁場を掃引して記録すると正

負のラジカルイオンのESRスペクトルが重なったもの

となる.このうちカチオンのスペクトルはフレオン法

で測定したものとよく 一致することが確認されている6)

これと前後して発表きれたTrifunacらの時間分解測

定法7)との間で一時ホ ットな論争があった.これはリア

ルタイムに伝えられた岩崎氏の解説8)に詳しい.両者の

実験は，同じ系を測定する限り，寿命，緩和時間など

の違いによって特定のラジカルに対する感度の違いが

生じる以外は，本質的に同じものが見られる筈である.

彼らの対立点は特にデカリン，シクロヘキサンの系がJ

のスペクトルの同定で， Trifunacら9)が最初にこれらの

ラジカlレカチオンであるとしたものを，乱10linら10)は，

脱水素した形のオレフィンのカチオンであると反論し

た.放射線化学の立場からは，シクロヘキサンの速い

正孔移動との関連，パラフィンのラジオリシスでのオ

レフィンの生成機構との関連についての興味が持たれ

る.しかし， ODESRの機構が複雑で、'ラジカルの寿命，

濃度，拡散速度あるいは初期分布などといったシグナ

ル強度に対するパラメーターが多いことから，まだ生

成物分析の手段として有力でなく 11) 反応機構やG値

についての直接の情報を得るのが難しい.Molinはオレ

フィンが放射線照射の生成物であるか，不純物である

かの明言を注意深〈避けている9) 現在では議論も出尽

放射線化学



くしてオレフィン説が有力になっている模様である6)，12)

MolinらはさらにTACを用いた単一光子計数法で再

結合発光を測定し，その減衰にナノ秒領域の振動が乗

る事を見いだし，これをS-T状態聞の量子ビー トであ

るとした13)，14) これは先号で、太田氏により紹介きれて

いる気相でのゼーマン量子ビートと本質的に同じもの

である 15) また，これより以前にKleinとVo1tzが同様

の実験を報告している 16)が，ビートの観測には至って

いない.

半古典的な記述では，強磁場近似のもとでラジカル

対は歳差運動する 2つの磁化ベクトルで表きれる S 

とToは2つの磁化の相対的な位相が180。食い違ってい

のみで，両者は容易に混合する.イオン化直後に全

のイオン対がS状態にあるコヒーレントな状態であっ

ても，議差運動周期にわずかなずれがあると SとToの

間で分布のやり取りが生じ，これが蛍光のビートとし

て観測きれる.このビートは 2つのラジカルの共鳴周

波数の差であり，いわば 2つのラジカルの「うなり」で

ある.実際にはラジカル対の寿命も限られているうえ，

横緩和によるdephazingが見られ，いつまでもビートが

観測されるわけではない.量子ビートを引き起こす要

因，すなわち共鳴周波数の差の要因として， CIDNP
などで知られている超微細結合17)と，ラジカル対の g

値の差が考えられるが， Molinらは両者を分離して報告

している 13)，14) 超微細結合は磁場に存在しないが，零

磁場では強磁場近似が成立せず，ビートは磁場下の倍

の速度となるし13)

ODESRとビートスペクトルはお互いにフーリエ変換

で結ばれ，同じ現象の時間領域と周波数領域が独立に

定できていることになる.また，この実験でビート

見せる成分は再結合発光全体の数パーセントにとど

まっているが，その定量的な説明は難しい

今後，ODESRスペクトルの線形やビートのdephazing

の解析などから，ジェミネートイオンの初期分布，ホー

ルや電子の移動等に関する情報が得られる ことを期待

したし，1，11，18) そのためにもODESR信号強度の実験式

があらゆる系で確立される事が望まれよう 11) 実験的

には困難であるが，多光子イオン化を通じてのODESR

あるいはビートの観測も近い将来には実現するかもし

れない.
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Buhler研究室

チューリ ッヒ大 ・ 物 理 化 学 研 究 所 東 俊 行

チューリ ッヒ湖畔のアノマ-1-，冬の朝 6時，外は閣の

世界，目を凝らしても湖一面が鶏で覆われているため，

まだ夢の中にいるような気分.コーヒーを飲んで大学

へlilJ1;‘う.到着してもやはりまだまっ暗.しかし早起

きのスイス人は全員 8時には仕事をスター卜する-…・・.

私は1988年 4月より 10月までの半年，スイス連邦工

科大学 (ET H)のBuhler先生の元で博士研究員とし

て過した後， 11月よりお|礎のチューリ ッヒ大学のH.Fischer

研にてやはり博士研究員として， ミュオン化学グルー

プ(Dr.E. Roduner中心)に参加して現在に到っており

ます.この 2つの研究室は，前者がパルスラジオリシ

ス，後者が敏気共鳴とテクニ ックは異なりますが，兄

弟とまではいかなくとも，親しい御近所といった関係

にあります.私自身は，大学院のときに，パルスラジ

オリシスから色々やっておられた東大工の田畑米穂先

生の研究室の学生の 1人としてミュオン化学を勉強し

ていたので，両研究室におけるこの 1年間は，たいへ

ん有意義なものになりました.今回はこのうちBuhler

研での半年間について少々書カ通せていただきたいと思

います.

スイスには州立大学 8っと連邦立(国立)工科大学

2つがあり，高校卒業後，大学入学資格を取得すれば，

どこにでも入学できます.従ってかなり多くの学生が，

大学や学部を途中で手多ってゆくようです.(このため医

学部の新入生は800人といった事態も当然起こります)

また外国人学生，職員の割合が大変高<. ETHの職

員の 3-4害IJは外国人ではとさえ感じます.授業や実

験演習は原則的にドイツ語ですが，実際の研究などは

なんとか英語だけで済ませられます.化学学部は大き

な学部の 1つで結構人気があるようですが， (スイスに

は大きな化学，医薬品メーカーが国内にあるため?) 

放射線化学を看板にしている研究室は，スイス内で，

ETHのBuhler研と，ローザンヌ工科大学のグループ

の 2つのみとのことです.

Buhler先生の所には，数年前に東大工の勝村助教授

が 1年近く滞在きれ，この夏にも約 1ヶ月いらっしゃ
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いました.またBuhler先生も 1昨年を含めて数回の訪

日経験をお持ちで， 日本人研究者との親交も厚かった

りと，大変日本通であられます.私としてはたいへん

公私ともにリラ ックスした雰囲気の中で過ごすことが

できました.スタ ッフは，博士研究員 l人(私)にテ

クニシャン l人，そして院生 l人という小じんまり

たグループですが，それだけに小まわりもきき，ビー

ムタイムは使い放題というのもありがたい話でした.

研究の中心テーマは 2本立てで"1つは永遠のナゾ(? ) 

であるハロカーボン系の放射線化学，もう 1つは環境

問題に関連するオゾンの放射線化学です.後者につい

ては院生のマグノスが取り組んでおり，私は新しいハ

ロカーボンの系に取り組むということになりました.

Buhler研の居室は化学新館ビルの 5階，そしてパル

スラジオリシス装置のある実験室や準備室は地下 3階

にあり，単にエレベーターで降りて行けばすぐ実験室

というたいへん便利な配置になっています.(別にあた

りまえなのかも知れませんが，本郷で授業を受け，東

海村で先生に会い，筑波で実験をしていた私にとって

は夢の世界です)実験装置は，フェパトロン，持セノ

ンランプ， Phillipsのフォトマルに，テクトロのサンプ

リングオシロスコープを使ってPDP11へデータを貯

込むといった基本的セ ッテイングですが，完成度は同

〈非常に洗練されたソフトで運転されていました.温

度コントロールも液体チ ッ素のフロー方式ですが安定

した動作をします.しかし時間領域数100ns線量が100

Gyとい った所は，東海村で見ていたものとは異なり，

ショ ックウェイプの影響や，試料を 1回照射するごと

に交換しなければならないといった問題もでてきます.

きて話はハロカーボンに戻りますが， Buhler先生の

目標は 1にも 2にも， CC14のときに見られる.“イオ ン

ペア"なるものを他の系でも確認して，そのアイデア

を確かなものにすることにあります.ところが生成の

ために必要な条件を満す安定な取扱いやすいハロカー

ボンを見出すことは実は大変困難です.

初めの 1-2ヶ月は文献とにらめっこで，誰がどん



な系、を測ってどう同定したのかの巨大な図表を机の前

の壁に貼りつけて(光化学やガスのデータを含めると

もううんざりしてきます.)苦しんでいました.私にとっ

ては，最高の勉強の機会でしたが当初考えていた候補

のハロカーボンも実はダメとわかり・・・・・・， そんなこん

なでコロンプスの卵的発想で選び出したのがSiC14です.

CC14と同じようにdissociativeelectron attachmentす

ることも報告されていますし，プラズマCVD法の際の

原料であるせいか，最近SiCb"，SiCb・といったラジカル

の同定も進んでいるようなので， CCb・やCCbーのように

苦しむ必要もないという考えもありました.その他，

SiC14はCC14と化学的によく似たノマラメータを持ってい

ます.

実際にはところがどっこい随分異なり，当然ながら

水やアルコールと反応して激臭のHClとガラス表面にエッ

チングきれてしまう Si02を生成します.試料は封じ切

りでなくフロー法でパブリングしていたため，はじめ

は，使用後の試料が空気中の水分と反応してひどい目

に会いました.

その甲斐あってかなかってか，イオンペアならぬア

ニオンらしきものをメチルシクロヘキサン溶媒中てー-130.C

にて観測できましたが，それ以外にも短波長側に怪し

げな吸収が・・・・・・. なおー130.Cの世界は常温に比べて，

時間スケール， Gfi，Onsager lengthすべて変わってしま

います.この辺を頭に入れながら悩むことになります.
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このような実験が週に 1度 2日かけて行なわれ，そ

の後すぐ解析 1-2日かけて議論，最後に翌週の実

験の計画と準備， といっパターンが毎週毎週きっちり

消化きれていきます.

ここで大変感動したのは，莫大な未発表データの蓄

積があり ， しかもそれが議論の最中にたとえ10年前の

ものでもすぐにサ ット取り出せることです.ところが

一方で、例えば“イオンペア"の考えを思いついてから，

実際に発表するまでには実は大変長い年月を経ていま

す. (彼のprivatenoteを見ていて気付きました.これ

は秘密?) 

豊富なデータと，完全に筋が通るまで繰り返される

議論，実験前の充分な思考など実に勉強になりました.

最後になぜスイスはこんなに小さな固なのに，平和

で豊か(この国では日本円を強いとはまだ感じません)

なのか?

(1) 議論が大好き

(2) 整理整頓，掃除魔

(3) 朝早くから働〈勤勉さ

このあたりの気質が明らかに研究の進め方にも反映

しているように感じました.

大学の研究室にて夜 7時.やっとこの原稿が完成.

そう言えば，今日も霧が濃くて一度も太陽を拝めなかっ

た.もう研究室に残っている人間は誰もいないようだ.

僕もアノマートへ伺って熱かんの日本酒を飲もう 1

B 白

-・・・・・.・・- ・
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「放射線工業利用研究30周年記念講演会」

放射線化学の進歩

-歴史的経験のまとめと今後の展望-

わが国における放射線化学の研究は，本誌No_20(1975) 

の日本放射線化学会創立10周年記念特集で篠原健一先

生，故桜田一郎先生，岡村誠三先生が述べられている

ように，昭和29年(1954)の IUPAC国際高分子シ

ンポジウムでの刺激から始まったといえる .しかし，

本格的な工業利用につながる放射線化学の研究は，昭

和33年 (1958)の例日本放射線高分子研究協会(放高

協)の大阪研究所(5月).東京研究所(11月)の発足

から始まったといっても過言ではないであろう.昭和

63年は，それから丁度30年目にあたり，これまでの放

射線化学の研究成果をふり返って歴史的経験をまとめ，

将来の発展に資することを目的にして記念事業を行う

ことになった.

記念事業の準備は. 30周年記念事業組織委員会(会

長天野昇側放射線照射振興協会理事長)によって進め

られ，去年11月7日に放射線工業利用研究30周年記念

講演会が大阪科学技術センターで開催された.事務局

は例放照協が担当し， 日本放射線化学会， 日本原子力

研究所高崎研究所，関西原子力懇談会が協賛した.

講演会の参加登録者は125名であったが，当日の出席

者は北海道，九州などからの参加者を含め110名あり，

ほぽ満席の盛況であった.

講演会のプログラムを表 1に示した.開会挨拶のあ

と，宗像英二原研顧問の座長で，前半の岡村先生およ

び広田先生による歴史的経験のまとめと今後の展望の

講演が行われた.後半は，栗山将本事業事務局長の座

長で 3件の放射線化学応用研究成果が紹介された.こ

れらの報告では，歴史的回顧と研究の進展経過が述べ

られ最新の高性能の製品が紹介された.途中約30分間

の休憩時には.10年. 20年前の昔話が各所で花をきか

せていた.

参加者には，放射線キュアリングによって作製した

石膏タイルが記念品として配布された.このタイルに
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表 l プログラム

開会 木村毅一(運営委員長)

1 .放射線高分子化学の進歩 ，ノ

岡村誠三(京大名誉教授)

2.放射線化学の進歩

虞田鋼蔵(阪大名誉教授)

3.放射線グラフト法の工業化(電池用セバレータ)

丹宗紫郎(湯浅電池)

4.放射線キュアリング法の工業化について

丸山孜(関西ぺ)

5-.放射線橋かけ法の工業化(電線絶縁材料)

閉会 天野昇(組織委員会長)

懇親会(記念パーティ)

字国郁二郎(住電)

は，木村先生直筆の本講演会タイトルおよび組織委員

会名が記念文字として入り，中央には岡村先生が描か

れた30年の歳月を表わす常緑樹(松)の盆栽がアレン

ジきれている.

会場には 3つのパネルが飾られた.第 1のパネルは，モノ

放射線化学の歴史(表 2)をまとめたものであり，放

射線化学の工業利用研究におけるトピ ックスが年度毎

に並べてある.この30年間の前半には，協会 ・学会等

の発足，放高協の移管等，後半には放射線化学工業化

の実例が挙げられている.

第2のパネル(図 1)は放射線化学討論会における

年度毎の発表件数を示したものである.日本放射線化

学会が発足するまでは， 日本化学会年会のなかで研究

発表が行われた.発表件数は第 l回(昭和33年)から

第20固までは回毎に増加しているが，その後の10回で

はほゾ横ばいとなっている.発表数の大部分は低分子

関係の研究報告が占め，放射線高分子化学の報告に関

しては際だった傾向はなく .15件前後で推移している.

放射線化学
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表 2 放射線化学の歴史

トピ ックス(工業利用研究) 関連事項

n
y
n
u
t
i
 

q
L
q
o
q
J
 

9 

9 

3 

6 

8 

12 I (財)放射線高分子研究協会認可

5 I放高協 ・大阪研発足

8 I原研 ・東海研・ Co-60施設完成

111放高協 ・東京研発足

放射線化学部会(原産)発足

第 1回放射線化学討論会開催(日化)

第2回IUPAC高分子シンポジューム

第 1回IAEA原子力平和利用国際会議

(社)日本原子力産業会議発足

(特)日本原子力研究所発足

第 1回日本アイソトープ会議

第 1回国際放射線研究会議

第 2回IAEA原子力平和利用国際会議

「同位体と放射線」発刊

(社)日本原子力学会創立

33 

34 2 

9 I放射線化学懇談会(原子力委)発足

IAEA大線源工業利用国際会議

住電電子線橋架け PE生産開始

「放射線高分子」発刊

「同位体と放射線」終刊

赤堀四郎氏 文化勲章受賞

仁田 勇氏文化勲章受賞

食品照射研究(特定総合研究)開始

「放射線高分子」終刊

林晃一郎氏 高分子学会賞受賞

田畑米穂氏 高分子学会賞受賞

町末男氏 日本化学会進歩賞受賞

岡村誠三氏 学士院思賜賞受賞

医療器具の放射線滅菌認可

馬鈴薯の放射線発芽防止認可

に
d

pO

Q

u

n

u

q
d
q
ο
q
J

凋且

τ

3 1 原研 ・高崎研(←東京研)発足

5 I日仏放射線化学協力協定調印

111放射線化学会発足

積水電子線架僑 PE発泡体工業化

5 1 日米放射線化学セミナー開催

6 1 放高協 ・大阪研 原研へ移管

放射線化学研修コース開始

6 I (財)放射線照射振興協会認可

東レ 電子線法発泡PE生産開始

第 l回放射線プロセシング国際会議
(フ。エjレトリコ)

桜田一郎氏文化勲章受賞
第2回放射線フ。ロセシング国際会議

積水鮒高分子学会賞受賞

41 

42 

43 

45 12 

嘉悦勲氏 高分子学会賞受賞

吉田宏氏 日本化学会学術賞受賞

相馬純吉氏 高分子科学功績賞受賞

小川禎一郎氏 日本化学会学術賞受賞
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47 8 

48 鈴木自 部品のキュアリング

51 5 

中里工 セメント瓦の表面処理

10 1第3回放射線プロセシング国際会議
(東京)

関西ぺ ・大成建石膏タイル

大日本エリオ プレコート鋼板

湯浅電池電池用セバレータ

TDK 磁性材料のキュアリング

原研 ・荏原繊維状吸着脱臭材

nhv

司

i

口
R
U

一
q
d

F
D
F
h
u

Fh
u

一
C
U
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図 l 放射線化学討論会発表件数
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図 2わが国における電子加速器設置台数

第 3パネルには，わが国における電子加速器の設置

台数の年度別・用途別累計(図 2)が示された.放射

線工業利用研究が開始されてから約10年を経て漸く加

速器の設置台数が増加しはじめている.また，最近の

5-6年では，開発研究用および架橋電線用加速器の

台数の伸びが著しい.ゴムタイヤ用加速器の増加も見

られる.このことは，放射線の製造プロセスへの利用

が定着しはじめたことを示すと思われる.

講演内容の紹介は別項にゆづるが，講演に先立って

行われた運営委員会(木村委員長)で，本講演会の講

演内容を中心とする，30年間の歴史的経験をまとめて記

念出版物として発行することが議決された.この30年

間には放高協(大阪，東京)以外に名古屋工業技術試

験所，日本原子力研究所(東海，高崎)，京大化学研究

所等多くの試験研究機関において放射線化学の研究成

果が蓄積された.これらは今日の応用研究成果の基礎

となったものであり，記録保存に値するものと思われ

る.
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過去30年間の放射線化学の進歩は，少なくともその

初期は，繊維工業界，化学工業界の支援によるところ

が大きかった.今後，原子力エネルギー開発と同じよ

うに放射線利用をも取り上げる必要があると思われ，

電力業界，電子電気機器業界の支援に基づく発展も期

待できるものと思われる.

なお，講演会終了後の懇親会(記念パーティ )にも，

多数の参加者があり，天野会長の挨拶，飯田大阪科学

技術センタ一会長の祝辞(代読)，向山委員の乾杯の音

頭の後は， 10年， 20年， 30年来の知己との再会が一気

に雰囲気を盛り上げた.このエネルギーによ って今後

の放射線工業利用研究がさらに大きく発展すること ""./

期待したい.

|講演概要 |

開会の辞

一木村毅一氏

放射線工業利用の研究開始は，放射線高分子研究協

会大阪研究所の発足の昭和33年 5月からといっても過

言ではない.化繊業界，化学工業界の支援で発足し，

線源工業，線量評価および高分子化学分野で大きな成

果が得られている .本日は，ここ30年間の放射線化学

分野における歴史的経験のまとめと，放射線工業利用

成果の具体例 3例を紹介していただ主，現状の理解

ともに，今後の展望を考える糧にしたい。

放射線高分子化学研究の30年

-岡村誠三氏

歴史というものを人文科学のみではなく自然科学の

立場からも振り返ることの重要性は，最近大きく認め

られてきている.

物質に対する放射線照射で「何が起るか」の研究か

ら，新しい現象の発見，反応機構の解明，次にその機

構の利用 ・応用へと進展した.例えば，グラフト反応

機構の解明は， ミクロンオーダの薄膜表面の微細加工

を可能とするに至った.

研究成果の評価においては，今までは最終結果のみ

が判断の対象とされていた.今後は，結果が得られる

放射線化学
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に至った過程に存在する必然と偶然を十分認識し，偶

然を活用すること(セレンティビティ)から，新しい

発見が期待できる.フッ素系ポリマの発見は数多くの

実例の一つである.しかし，このセレンティビティに

は，歴史の力が作用する .すなわち，ある事象に対し

て次の行動に対する判断を下す必要があるが，この意

志決定には，自他の経験あるいは伝統が大きく作用す

る.したがって，この経験あるいは伝統を保存，整理

し常に活用できるようにすることは，科学の進歩にお

いても不可欠である.このような歴史の重視は欧米で

は，最近，確実に進められている.

放射線化学研究の30年

一麿回鋼蔵氏

日本の化学界の研究は，試験 ・鑑定，すなわち試験

場の開設から始まった.本日は研究そのものより放射

線高分子研究協会(放高協)の特異性について述べる .

昭和二桁年代になると，海外からの新技術の導入が

困難となり，民間会社は研究施設の拡充，増設を始め

るよつになったが，民間の共同の研究施設はなかった.

放高協の設立経緯はここでは述べないが，民学共同

の産物であったところに特異性がある.研究者として

多くの現職の大学教授を選んだところから，昭和23年

占領軍により解体された旧理研と対比できる.ただし，

旧理研は官民学の三者協同の産物であり，三界の一流

人物の合意で生まれただけに，その成果も素晴らしかっ

た.放高協は，官を除いて出発し，狭い分野の開発研

世を目的としたため，小集団となったが，ここにもそ

特徴があり，旧理研に匹敵する成果をあげたといえ

る.

主目的の研究は実らないまでも，関連分野で結実が

みられることもある.例えば，石炭の液化は不成功で

あったが，その研究の過程で良質な潤滑油が発見され

たこと，パラフィンの塩素化方法の発見などがある.

これらを包括できる研究所の雰囲気は活気がある.

放射線グラフト法の工業化(電池用セバレータ)

一丹宗紫郎氏

家電等電子機器の発展により，各種機器の電源とし

て使用きれる電池は， 小型化，長寿命化が要求きれる.

そこで，正極負極のセバレータの性能向上が急務となっ

てきた.
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各種セバレータの製造方法の検討結果から，電子線

前照射グラフト重合法に よる セバレータの開発研究を

昭和52年度より開始した. ミニプラントによ るプロセ

ス基礎データの取得，新事業開発事業団の開発課題と

しての開発研究を経て，昭和59年より工業規模の生産

を開始した.

本法は，ポリエチレンフィルム等に電子線を照射し

た後，所定の条件でアクリル酸等を反応させる .本セ

バレータは，1)耐酸化性があり ，化学的に安定，2) 

親水性， 3)小孔径， 4) 10μm以下の薄膜， 5)電気抵

抗の制御が容易等の特徴がある。酸化電池，水銀電池，

Ni-Cd、Ni-Zn電池に用いられ，12-15年の寿命を持つ。

放射線キュアリング法の工業化

一丸山孜氏

樹脂の電子線硬化法の工業化の沿革においては， 1965-

73年が第 1ステージで，高速塗装乾燥の特徴を生かし

た自動車部品の実装がある 第2ステージは1974-81

年で省エネルギーの観点から，塗装ラインが設置され，

木質材，紙質材，建材の製造が始ま った.第3ステー

ジは1982年以降であり，高品質を求めるニーズに対応

し，低エネルギ一大出力加速器の出現と相まって，コ

ストダウンを図りつつ高級品の製造が行なわれている.

プロセスは無溶剤タイプの樹脂を用いる無公害型で，

用途に合った物性の塗膜の形成が可能で、ある .また，

150-350 k Vの加速器で‘ニーズに合った塗膜の形成が

可能で、あり，新しい電子材料，プラスチ ックに対する

キュアリングも確実に進展している.

放射線橋かけ法の工業化(電気絶縁材料)

一字国郁二郎氏

電子線橋かけ法による電線絶縁材料の生産は， 1960 

年からすでに始ま っている.テレビジョン等の家電製

品の機内配線に対し，難燃性，耐熱性の基準が制定さ

れた.この基準に合格する細物電線製造法として，電

子線法は十分な信頼性をもって定着した.ポリエチレ

ン，塩化ビニル樹脂の橋かけ用素材の他，フッ素系，

ナイロン系，ウレタン系素材を用いて，要求性能を満

足する被覆の製造を行う場合にも電子線法は有用であ

る.また，絶縁材料の製造以外に熱収縮チュープ，発

泡シート等広範囲の製品製造のために電子線橋かけ法

が使用きれるようになった
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今後の課題として，照射作業の高効率化，保守技術

のレベルア ップがある.また，新素材への応用も進展

するものと思われる.

閉会の辞

一天野昇氏

放射線化学の進歩が明確に示された.放射線は原子

力の一環としてとらえるべきであるが，現在までは，

原子力といえば発電であ った.今後は，放射線利用を

片方の輪としてバランスのとれた研究開発が望まれる.

原子力開発に関するパブリ ックアクセプタンスを，先

端技術と社会との接点という見方から，今後より積極

的に自然科学の一分野として研究することが必要と思

われる.

最後に，運営資金のご負担を賜った各社，団体，す

なわち協賛団体，東レ(槻，積水化学工業側，(扮日本電

線工業会，関西ペイント(楠，住友電工(附，湯浅電池(鮒，

日新HV~附，関西原子力懇談会技術委員会参加企業ー

に感謝の意を表わしたい。

|印知己1
‘取り扱い易くなった放射線'

線源として，電子線が有効に使われていることを，

放射線工業利用研究30周年記念講演会で教えて頂いた.

ビスコース人絹工場では，ビスコースという粘欄な

液体が長いパイプの中を流れて，紡糸工程を経て糸と

なっている.流れがあれば必ずデッドポイントがある.

ここに滞留しているビスコースが変質して微小な不純

物となって，糸切れや毛羽の原因になり歩留りを低下

させていた.トレーサ技術は往時のハイテクであった.

これを使ってビスコースの流れの思いがけないデッド

ポイン トを見つけ，流れを変えてそのデットポイント

を無くしたら歩留りが向上した.得意満面であった.

ところがこの後始末が大変，毎日掃除と放射性物質を

集めるためのろ過をくり返すことになり ，“ もういやだ"

と思った.それ以来，放射能といえば面倒なもの，こ

わいものと思いつづけていた.

放射性物質を使わなくても，電子線という非常に始

末のよい(つまり掃除しなくても よい)線源が有効に

使われていることがわかった.
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多くの人々の中には放射線をあてたものはドクだが，

電子線はあててもドクではないなどと簡単に，思ってい

る人もいる.

無智をさらけ出してお恥ずかしい次第であるが，取

り扱い易くなった放射線の工業利用を，目からうろこ

を落として考えなくてはならないときと思うようになっ

た

先輩諸賢のご指導をお願いする次第である.

(東洋紡績鮒取締役研究総括部長一志道生)

電 子加速器を化学反応システムへ'

わが国に於ける放射線化学のパイオニアともいわ勾""J
る多くの先生方が， 一堂に会され，放射線工業利用研 '

究30周年記念行事が成功理に行われたことは御同慶の

至りである.

思えば，電子線照射装置を開発して 1号器商品以

後当初の10ヶ年間は殆ど装置の需要がみられなかった

状況が継続したが， 1967-8年頃から徐々に装置の設

置台数が増加し，今日では耐熱性電子ワイヤー，熱収

縮チューブ，グレードの高い発泡ポリオレフィン，自

動車用タイヤ等の装置には必要不可欠な装置になりつ

つある .

更に，最近はフロ ッピイデスク，イオン交換膜，吸

水性ポリマ一等機能性膜の装置にも使用されるように

なりつつあるが，化学処理装置という観点からみると

電子線照射装置はまだまだマイナーなドメインに留まっ

ている感がするので，今後は諸先生方の御指導を得て，

単なる照射装置ではなく，反応システムの一部を構成

するようになり，何年か先の次回記念事業には，更に更J
幅広く新しい分野での利用例について，発表できるこ

とを祈念したい

今回の諸先生方の長年に亘る御研績の結果としての

素晴らしい結果発表，更に研究のあり方について御示

唆に富んだ御講演を今後の活動に生かしたいと考える.

(日新ハイボルテージ(捕常務坂本勇)

‘大進展の放射線化学の工業利用'

「あっ， もう三十年なのかJ，今回の放射線工業利用

研究30周年記念講演会のご連絡を頂いた時の瞬間の想

い.そして，昭和三十三年から当時の放高協大阪研に，

続いて三十四年から三十七年まで東海村の原研に出向

して放射線利用の研究に従事したものの，帰社後他の

放射線化学
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仕事に変わりご無沙汰にうち過ぎた三十年.懐かしさ

で，直ぐ出席の返事.

当日は生憎と仕事の都合で定刻よりやや遅れて出席.

この為，岡村先生のご講演には間に合わず，広田先生

の途中からの参加になってしまった.講演会会場は満

席で関心の高きを窺わせる .見回すと顔見知りの方が

沢山おられ，終了後の懇親会が楽しみとなる.放射線

の化学的，工業的利用では余り成果が出ていないので

はないかと心配していたが，次々と立派な成果が発表

され研究に従事した方達のご苦労が忍ばれる .

懇親会では，工業利用のための旗揚げをされた大先

，研究機関所属の先生 ・研究員の皆様，そして，会

社から派遣された仲間達，皆昔を振り返り思い出に浸

りながら楽しげに談笑を続けて居られる .私も，それ

こそ三十年ぶりの方も多<.昔話，そしてこの日の発

表に関するディスカス，それに現況に話がつきず，あ っ

と云う問に時間が過ぎてしまった.

今回の講演会を聞いた方に感謝すると同時に，次回，

六十年と云わず，三十五周年か四十周年自の会で最新

の成果が数多く披露されるのを願うのと同時に，皆様

との交遊の場が再び持てればと痛切に感じつつ筆をおく 。

(クラレトレーデイング(附取締役物質本部長名越一夫)

‘タイムスリップ'

この様な会が催されようとは思っても見ませんでし

た。去る日、東レ元副部長の向山さんからわざわざお

電話を頂き、上記の講演会が計画きれていることを知

りました。思わず昭和30年代半ばの、私がこの分野の

汗究を始めた頃にタイムスリ ップしました。放高協大

阪研がスター卜した33年に遅れること 2年、 35年の秋

から私は阪大での辛業研究を手始めにこの道に入りま

した。その後東レ中研、放高協大阪研、原研高崎、動

燃東海 (核燃料再処理)、そして現在は放射性医薬品と

一貫して放射線と原子力の分野で仕事をして来ました

ことを大いに誇りとしています。これも村橋先生、岡

村先生、林先生、鍵谷先生、田畑先生といった偉大な

諸先生によるご指導のたまものと感謝しています。

さて当日の講演会は，木村先生による歴史回顧，岡

村先生による科学史哲学とも言うべきお話，虞田先生

による化学史，特に満鉄中研における研究回顧，およ
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ぴ湯浅電池，関西ペイント ，住友電工からの企業にお

ける実用化例の話と盛り沢山のプログラムでした.岡

村先生はこれまでの30年を回顧すると共に，これから

の30年間を展望すると述べられたのはさすがに岡村先

生らしし大学を去られた後も学界と工業の益々の隆

盛を考えておられるお姿に接し，感銘致しました.

講演会終了後に催されたパーティーでは，昔なつか

しい諸兄と共によもやま話に花を咲かせ，楽しいータ

を過すことができました.

誌上をかりまして，会を催きれました幹事の先生方

に心から感謝致します.

(トーレ・フジバイオニクス側恥締役技術部長藤岡修二)

‘放射線応用の一層の発展を期待'

1950年代の後半に星野，祖父江，篠原，雨宮，志田の諸

先生を主任研究員として関所された日本放射線高分子

研究協会東京研究所に 3年間半お世話になって以来約

30年が経過しましたが，この時期は，その頃に手がけた

研究テーマが私にとっては現在迄，基本的にはつながっ

ていることになり，大変印象的な時期である訳です.

放射線の工業利用が具体的になる 1960年代には私自

身は北大寸多ってしまいましたが，高崎研や大阪研の方々

からいろいろの工業利用や農業利用が広まって行〈様

を伺う機会には恵まれていました.

今回大阪の記念講演会に出席きせて頂いて木村，岡村，

広田の諸先生のお元気なお姿に接し， 30年の歴史のまと

めを改めて伺う 一方，関連企業の第一線の技術者の方々

からは最新の放射線応用の実例をいくつかを伺う機会

に接し，これからの一層の発展を期待する気持ちが高ま

りました.又，岡村先生からは研究者の基本的な姿勢に

関する教訓を頂き，大変感銘を受けた次第です.

伊丹での三菱電機パンデグラフ新作の披露ノマーティー

や寝屋川でのハイボルテージ社のパンデグラフ据付け

工事の模様等，改めて思い出しますが，そういう観点

からは私自身も戦後の日本における放射線利用や放射

線化学の歴史と共に成長してきた向きもあるのかと考え

ますと ，それにしては余りにも不勉強であったことを，

もう遅すぎるのですが，後悔する念も強まってまいりま

す名工大教授柏原久二)
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‘「いのちと暮し」と放射線'

放射線工業利用研究30周年記念講演会が盛大に行な

われましたことは誠にご同慶の至 りで，深くおよろこび

申し上げます.

私たちの研究所も 1989年11月に創立30周年を迎えま

す光lG矢の如し」と申しますが，30年の年月を振り返っ

てみますと感無量のものがあります.この30年の聞に，

原子力平和利用の 2本柱である原千力発電および肱射

線利用は，私たちの「いのちと詳し」に大きなかかわりを

もって来ました.これはひとえに先人たちの努力のたま

ものであり，頭の下がる思いがいたします.今後，放射線

利用は宇宙開発，バイオテクノロジー，新素材の開発等

でより一層幅広くなっいくものと思っております運 ・

鈍・根 ・健・金」の五つの「ん」を大切にして精進しなけ

ればならないと思っております.

しかし， 一方において放射線に対する一般の人たちの

理解は十分ではありません.30周年の節目に立って， 一

般の人たちと同じ自の位置で理解を得るよう努力して

いかねば‘ならないと思っております.

(大阪府立放射線中央研究所所長松村隆)

第31回放射線化学討論会に参加して

自由に討論できる場に

I:l{-':放射線化学会によ年 (S 63年)入会させて川き

ました名工ぷの岡崎と巾します.さっそく会誌上に第

31lillM，i'u会の!必危!を書く機会を与えてJuき大変名誉に

辺、っています.今後ともよろしく おWJil，、申し上げ‘ます.

今では光化学よりずっと広い世界の前にいる ような気

がします.

さて，討論会の中身についての感想ですが，初期過

位では，geminate recombinationについての研究がか、

なりありました.その中で104Aの理論的研究は再結合

時の一重項をとる確率に関するものであり，印象に残

リました.その確率はその後の反応を決める重要な因

子であると同時に，スパーの構造について基本的な問

題を含むため，実験的にも今後明確にしなければな

らないと思います.蛍光検出ESR(216B， 314A)の

理論における時五IJゼロの密度行列 (再結合する対のス

ピン状態)と対応関係にあり ，その信号振幅と直接関

連しているので興味を持ちました.同じく初期過程の

研究のうち，超励起状態に関する数題 (204A，205A 

ノ

小生，CF生時代はESR，制ザ:先でNMR，そし て愛媛

大医学部作任中はESRの応用と， 主として峨気共鳴法

をプロープとして研究して来ました.化学反応として

は光化学を少しかじっただけで，従って，肱射線化学

については全くの素人ですのでヤブにらみ的感想しか

占けません.“素人は時として新鮮なことを言うであろ

う"というのが編集部の万の(はかなし、)期待かもし

れませんので率直に思うところを述べてみたいと思い

ます.

司V¥ノ

今まで正直いって，放射線化学にあまり魅力を感じ

ませんでした.その理由は，おそらく光化学では電子

準位聞での光の共鳴吸収による励起が出発点になって

おり，従ってかなり選択的に反応を起こすことができ

ますが，放射線化学では分子から電子を無差別にはじ

き出すことから出発するため，反応の選択があまりで

きないことが“化学屋"として好きになれなかったの

かもしれません.懇親会のおり，そのような浅はかな

意見に対して，北大の S氏は“その非選択性のゆえに

放射線化学は面白い"とき っぱりいわれたのは大変印

象的でした.その非選択性を利用してやろうとか，非

選択的性質の中に選択性を探そうとか思うことにより ，
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はUV-SORの普及により今後益々発展して行くように

思えました.低速電子線衝撃の実験の方で超励起状態

を考える必要があるという点については以前から聞い

てはいましたが， UV-SORでは凝縮相で実験できるた

め大変興味深い.系により ，種々異なる反応経路が放

射線化学に存在することが明らかになって行くと思わ

れます.放射線エネルギーに対して共鳴的な反応がど

んどん出現し，将来光化学と放射線化学が一つの体系

となる可能性も出てきたように思います.熱電子付着

(201 A)や電子の熱化過程(109B)の研究も門外の

小生にと っては非常に新鮮に見えました.

放射線化学の次の段階は，化学活性種の反応、とDynamics

と言うことになると思います.中間体ラジカルのESR

放射線化学
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による研究は， ESR討論会の方でよく聴いているので

今回ははぶきます.クラスターイオンの構造についてそ

の分子数が明確な形で得られていた研究(202A ， 208 B ) 

は非常に印象深かった.反応では，ベンゼンーエチレ

ンの分子錯体のカチオンを経由する反応(133A)は光

化学の方でのexciplexを連想しました.

生成物分析に関する研究は地味なようで放射線化学

では特に重要な意味を持つと思います.我々 も NMRを

用いて研究を開始しており，今後寄与して行きたいと

考えています.

今回各種の実用化研究に関する報告がありました.

簡易引線量インジケータ(301A)や耐放射線性難燃ケー

ブル (233A)等興味ある研究が多かった ように思いま

す.基礎の人もこの種の開発研究の上の議論に参加す

ることが視野を広げることに役立つと思います.

新しいと思われる方法論としては，イオン流を作り

第2物質と反応させ，生成イオンを電極への到着時間

で分析する方法 (203A)や，イオン種によるマイクロ

波の過渡吸収や分散を用いる方法(201 A， 210 B )，そ

してさらに，プロトンビームを用いる方法 (308，310A) 

が印象に残りました.特に後者は今までの電子に関連

した放射線化学から高密度励起の新しい放射線化学へ

の発展が期待きれると同時に，材料化学(表面加工)

との関連でも今後大きく発展すると思われます.

最後に学会の雰囲気ですが，方法論を中心に集ま っ

ているESR討論会やNMR討論会に比べて対象を中心に

集ま っているため別な意味で広きを感じました.ただ，

ディスカ ッションに参加できる人が方法論によって決

まるようで，少し物足りないものも正直言って感じま

した.

以上，終始ヤプにらみでピントがずれていますが，

最後に化学会の東海支部での講演会で船橋興一先生が

言われた言葉米国ではレベルの低い人も堂々と偉い

人と学会で渡り合っている.ある人がとんでもない事

を言ったとしても，それに対する反論が次々に出て，

それがおさまった時，前よりもその事に対する理解が

進んでいることがよくある」を船橋先生には無断で紹

介きせて頂きます.放射線化学会でも個人個人が恥と

か言う日本人特有?の垣根を取り払い，議論できる(楽

しめる)ようになれば，時として自分が犠牲になって

も(たいていの場合は他人を犠牲にして)，学問の進歩

を共有できると思います.そのようなフラ ンクでオー

第 47号(1989)

プンな学会であって欲しいと思います.

(名工試 岡崎正治)

若手の奮起を期待

久しぶりに討論会に参加し，アカデミックな雰囲気

に触れさせていただきました.久しぶりの参加だから，

以前との違いがわかるはずだという編集委員のことば

に動かされ，軽い気持ちでこの欄を引き受けた次第で

す.研究内容についての報告は自分の興味と理解でき

たことだけに片寄りそつなので、それは専門の方にお

まかせして，全体の印象を述べさせていただきます.

まずは，以前から指摘されていたことと思うのです

が，“討論会"の討論時間が少ないことです.この質問

は的はずれなのではという心配，つまりこんな質問の

ためにただでさえ足りない貴重な時間をつぶしてしま

うのではという心配.今度は理解できた.さて質問に

しようと思っても前の質問している方が時間を使いきっ

てしまい，座長の「時間も来ましたので…」というこ

とば.学会に参加するたびにこう感じます.

心配に，思ったことは若い人の発言が少ないことです.

若い人の絶対数も少ない気もしましたが，若い人に聞

いてみると，この会ば大先生が多く気おくれしてしま

うとのことでした.それでも発言するのが若さという

気もしますが.少々見当違いの発言を受け入れる雰閤

気が必要なのでしょうか，若手の奮起に期待すべきな

のでしょうか.

以前の“放射線化学討論会をふりかえって"を読み

直してみると，いろいろな改善案が提案されているよ

うです.おそらく今述べたようなことが根底にあるの

ではないでしょうか.しかし， 事務局の方の御苦労を

考えるとなかなか強制できない，というのが実情でしょ

う.それでも敢えて私の勝手な希望を述べさせていた

だければ・・・.

放射線化学会に育てていただいたとはいえ，放射線

化学では素人である私にとっては，ここ 1， 2年の新

しい動き，また放射線化学の課題は何なのかを知りた

いと思うのです.佐藤先生が放射線化学会誌No.44の巻

頭言で初期過程をまとめなおす時期に来ていると指摘

しておられます.電子の減速スペクトル，緩和，集団

励起に内殻電子の役割，イオンの形，その反応，空間
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分布に拡散過程など，どれをとっても興味深い話が聞

けそうです.まずは佐藤先生に初期過程の課題につい

て討論会で特別講演をしていただけませんでしょうか.

一回の討論会でひとりかふたりの講演，さ らに別の方

から 2， 3のコメントを述べていただく.素人や学生

にとっては楽しそうなのですが.講演者にも要旨など

はお願いせず， 事務局の方にも討論の時間をプログラ

ムに入れていただき，できるだけ負担の軽い形ではじ

めていただけたらと思うのです.今まさに熱を入れて

やっている研究発表と全体で何が問題なのか少し余裕

をもって考える討論の場の提供.これならたまに出席

してももう少し理解を深められたのでは，と勝手に思っ

た次第です目立中研上野巧)

紫外線・電子線硬化技術国際会議(CRCA' 88) 

CRCA (Conference on Radiation Curing Asia) 

'88が昨10月17-19日の 3日間にわたり，サンケイ会館

で開催された.参加者総数は500に達し，この内，海外

(12ヶ国)からの参加者も80名以上で，国際会議とし

ても盛会であった.

CRCAは1986年に第l回が行われ，これが第2回目で

ある.会議のタイトルにAsiaと入っているのは，同様

の会議が従来はRadcureとして，また昨年からはRadtech

として欧米で開催されていることに対応させたもので

ある.実は第l回はRadcureの主催者であるSME(Society 

of Manufacturing Engineers)からの提案でRadcure

Asiaとして開催準備を していたが， SMEが財政的理由

により途中棄権の形になり， 日本側で設立した組織委

員会(委員長 ;田畑東大教授)が独自にCRCAを開催し

た.また， このような経緯の中で， UV. EB表面加工

研究会が同年に発足し， CRCA共催だけでなく，定常的

な活動が続けられている.

Asiaと標携することに関してもう一つ重要なことは，

アジアあるいはオセアニア地域からの論文発表及び参

加をできるだけ多くしょっといつことで，財政的援助

もなされた.この意味で，中国上海科学技術大学の馬

教授の総合講演及び 3件の論文(木材塗装ノマイロ ット，

カチオン重合硬化，ウレタンアクリレート )とスリラ

ンカからの論文(剥離処理)については，発表者が遂

に来日されず，講演中止となったのは非常に残念であっ
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原研高崎佐々木 隆

CRCA '88プログラム一覧

日 時 大会議場 中会議場

10.17 
9: 30-12: 30 開会式，総合講演(4)

14: 00-15: 40 電子材料6) 招待講演(2)，装置(2)
明)

16:10-18:40 招待講演(3) 装置(6+1)

9:00-10: 15 電子材科(続)(3) i1¥IJ定 ・試験法(7)

10.18 10:45-12:30 光学・磁性材料2) 測定・試験法(続)(3)

ω 14:00-15:40 基材前処理.(2) 硬化の化学 1(6) 

16:10-18:15 塗装(2)

9: 00-10: 15 塗装(続)(5)
硬化の化学II(7)

10.19 10:45-12:30 インキ(2)

附 4:00-15:40 接着(4)
硬化的化学血~

16:10-18:15 生物・歯科材料4)

( )内数字は発表件数.

+の後の数字は口頭発表がなく論文のみプロシーディグ収載

た

会議に先立ち，前日 10月16日の夕刻から登録が開始

され，また親睦ノfーティー (GetT ogether )が催され

た.会議自体の前に親睦パーティーというのは日本で

はあまり例がないだけに色々と懸念したが，参加者は

150人以上あ った と思われ，まずは順調なすべり出しと

いう印象を受けた.

きて，会議自体であるが，本会のニュースレターで

もご案内したように表のプログラムで 2会場に別れて

行われた.表の発表予定数を合計すると 83件になるが，

発表者が来日しなかったため中止された講演が4件あ

放射線化学
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る.海外からの発表は12ヶ国から29件あった.また，

会議の期間中，別に設けられた 2つの展示会場では22

社 (内，海外から 4杜)からの出展があり，常時賑わっ

ていたようである.

田畑教授の開会の挨拶，中山氏(日本プリント回路

工業会長)の祝辞に続き，日本及びアジア(田畑教授)，

北米 (ESIWeisman氏)，欧州 (UCBDufour氏)の

現状についての総合講演がなされた(上述のとおり，

中国についての講演が中止された).参加者全員が一つ

の会場に集まったことと，講演の内容の両方てコ会場

は熱気にあふれていた.田畑教授からは新しい塩ビラ

ネート鋼板(日新製鋼)及び電子回路 (CMK)が紹

介され，またWeismanからはカーテン型電子加速器の

メーカ-ESI社が岩崎電機に吸収されたことが報告され

た

招待講演はUV.EB硬化の市場開発動向(Desote社，

Lawson氏)，放射線プロセ ッシング分野での自社の開

発動向 (3M社， Nelson氏)，カチオン重合用光開始剤

(N orth Dakota州立大，Pappas教授)の講演が大会

議場で，また，日本(通産省，伊達氏)及び米国 (GAF

社， Ansell氏)における化学物質の安全性，法規制に関

する講演が中会議場で時間帯をずらしてそれぞれなさ

れた.

一般講演は材料，応用分野別のセ ッションが大会議

場，装置，測定，硬化の化学が中会議場にそれぞれ振

り分けてあるが，どちちの会場も極端に聴衆者が減る

ということはなかったようである.ただ，中会議場は

中に柱があり，左右の後方からは講演者およびスライ

ドが見えにくくなってしまった.

一般講演の内，大学関係からの発表(12件)は電子

材料，硬化の化学のセ ッションに集中していた.米国・

欧州で開催されたRadcureに比較して大学関係からの発

表件数は多いようて¥応用と研究がよくミ ックスきれ

ているという印象を受けている.

硬化の化学のセ ッショ ッンは発表件数が多く中会議

場で 2日自の午後 3日目一日中の講演となった.一

応の分類は Iは架橋， IIは硬化反応， mはオリコeマー，

モノマーに関する発表である.

一般講演の中で特に(というよりいわゆる独断と偏

見で)興味を持ったのは，新規EBプロセスに関連して

第 47号(1989)
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の塩ビ鋼板開発(日新製鋼)と印刷抵抗回路用ペース

トの開発(東洋インキ)の講演である.塩ビ鋼板に関

連しては別に，関西ペイントからはチオール系樹脂で

の接着剤の講演があり，今後の展開が期待できる.ま

た， UV硬化では，既に実用化されているダイシングテー

プ(ダイシング加工後にUV照射により粘着力を低下さ

せる)用樹脂の講演 (FSK)があった.

3日間の会議が終了する頃中東からの参加者 3人が

到着し，田畑教授と20分ほど会談して引上げたが，こ

れにはいささか驚かされた.

会議の翌日には京都・私学会館でサテライトミーテイ

ングがUV.EV表面加工研究会の第11回講演会として

行われた.講演者と講演題目は以下の通りである.

Dr. J uerg R.Seidel，“Recent Progress of UV and EB 

Curing in Europe" 

Dr. Tibor Czvikovsky，“Present Status of EB Curing 

in Eastern Countries" 

Prof. J ohn L.Garnett，“UV and EB as Complementary 

Radiation Curing Technologies" 

Prof. S. Petter Pappas，“Photoimaging Applications" 

Dr. Herman Angerer，“Cationc Curing Chemistry and 

Applications for Ferrocene Photoinitiators" 

また，翌21日には日本電池 (UV装置)と日新ハイボ

ルテージ(電子加速器)への見学会があり， 42名が参

加した.筆者もこの企画を担当した関係で同行したが，

人数が多かったので両者の方々は対応に大変ご苦労さ

れたと推察される.ここで改めて感謝致します.一方

で，ユーザーの見学も企画したが，実現できなかった

のが心残りである.

次回の会議はほぼ2年後に開催が予定されているが，

名手ホはRadtechAsiaとなるであろう.また， UV.EB

表面加工研究も名称をラドテ ック研究会(英文名:Rad-

Tech， ]apan)と改称することになり，また，この研

究会がこれから国際会議を主催する.北米欧州でRadtech

という名称の組織が設立されたこと，また，国際的を

協力，連携を一層強くすることを配慮、したものである.

会議の実現に産業界の方々が非常に努力された.こ

のことが成功の主因と思われる.
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本誌、44
1
)及び452

)号で既に紹介しましたように，原研・

高崎研究所では，放射線化学の新たな展開としてイオ

ンビームによる各種の材料，バイオ技術等の研究を「放

射線高度利用研究」として推進するため，研究施設の

建設整備等が行われています.現在，サイクロトロン，

タンデム加速器及びそれらの建家，実験室，照射容器，

周辺の測定 ・分析装置等の整備が進められています.

また，産 ・学 ・官の研究協力の一環として，研究グルー

プ活動，原、研と大学とのプロジェクト共同研究が進展

しています.以下，これらの進捗状況についてお知ら

せします.

1 .研究施設整備

サイクロトロンとしては住友重機械工業械の930型AVF

サイクロトロン (K値=110)を選定し，工場での製作

が進められている .現在すでに加速器としての形が出

来上がっており，昨年の12月から磁場測定が行われて

いる.サイクロトロンの諸元・性能は表 lに示した通

りである.重イオン発生のためにECRイオン源を用い，

拡大照射野，パルス照射 (ノマルス幅-2 ns) さらに垂

直照射等が可能な性能になっている.

タンデム加速器(端子電圧=3MV)については，機
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表 AVFサイクロトンの諸元・性能

サイクロトロンの本体 サイ 7ロトロ ン引き:1¥し従it
KI~i 110 H 90MeV J飴 μA
引き:1¥し下if 92.:km 45MeV 30eμA 
Imi主悶波数範~~ JJ-22MHz D 50MeV 40eμA 
加速ハーモニ γクモード 1.2.3 He" l∞MeV JOeμA 
1m述可能宇H、M Q J -6.5 Kr~“ 520MeV J侃 μA
(M='l'Cqt数、 Q=仰'，lifJ:1 外部ビーム愉滋系
イオン滅 入射系 主ビームコース 8，-j>: 
イオンt払没日'，'ji}i， 外部イオンi原ん式 !!!¥射ポート数 J8，-j>: 

人射均法 外;liI.'R，{1入射 照射む式の特徴
幹イオンI帳 71レチカスプ引 川大前il世MJ一照射
lTiイオン減 ECR叩 (OCTOPUS) 斡イオン ~大l∞ x J仙 'm
ft.イオ ン I蝋 'F. ，~'.u iA( .mイオン k士大50x 50". 
H JemA以J: 軍総 {-(D→ B e) h企大2Ox20" 
D 6(胤 μA以". (~)ハルス附射
He" 3(恥μA以上 松小，{ルス恥i -2ns 
m イオ ン t雌'主l止~liit ，{ルスHII胸骨 lμs-Jms 
Ar"- 同oeμA (:l)rl'tlJ照射
Kr" 2eμA 発生Ji}i， Be (d. n)反応
加速エネルギ一範|明 松太7ルエンス 1O"('m三

H 5-90MeV (1凶照射) (-J4MeV) 
D 5-53MeV 
'He JO-108MeV 
取イオン 2.5xM-110xQ" M (MeV) 

( M = 'l'c放数、 Q = イ'~j'， ll数 )

種の選定が終わり，契約作業を進めている.このタン

デム加速器にはマイクロビーム形成装置(-1μm)が

付設されるが，これも仕様の検討が終わり，契約作業

に入っている.

建家については，昨年の 3月に敷地の整地を済ませ，

8月には起工式を行った.現在，基礎工事が完成に近

放射線化学
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表 2.研究グループと周辺装置(1988-89年度)

研究グループ

A)耐放射線性極限材料

1. 基礎研究グループ

(半導体素子 ・材料の損傷、電荷挙動、トータルドー

ズ効果)

2. シングルイベント研究グループ

(シングルイベント効果研究)

3.評価技術研究グループ

(宇宙材料の耐宇宙環境性評価技術の研究)

ググループとして活動中)

0)イオンビーム技術

18. マイクロビーム技術研究グループ

(マイク ロビーム形成技術の研究)

19.イオン加速器遮蔽研究グループ

(中性子遮蔽、放射化データベースの整備)

周辺装置

(1)プロトン照射下半導体試験装置

4.複合材料研究グループ 一一一-. '(2)散乱ビーム照射試験装置

(字宙用、核融合炉用複合材料の研究 字宙環境を模擬した条件下で半導体素子 ・材料に

5.照射損傷研究グループ(1 ) プロトンあるいは重イオンビームを照射し、in-situ

(電子ビームの極低温照射による研究 で照射効果を測定・観測するための装置。

6.照射損傷研究グループ(II) ¥ (3)複合材料耐環境製試験装置

(トリプルビーム照射による研究、検討中) 字宙空間における温度サックル、紫外線照射、核

B)バイ オ技術 融合炉用超伝導磁石の低温条件等を考慮、した環境制

7.遺伝子資源研究グループ ー・ー一「 御を行いつつ複合材料に対してプロトン照射を行い、

(細胞加工、変異誘発、放射線耐性の研究) ¥ 照射効果をin-situで測定・観測するための装置。

8.重イオン放射線化学研究グループ ¥ 

(マイクロドシメトリー、生体物質の重イオン化学 ¥(4)深度制御細胞照射装置

の研究) 空気中、且つ適度な温湿度条件下になる細胞に対

9.核化学研究グループ 一一一、 して、一定の照射深度で重イオンを照射するための

(RIの核化学、 RIビームの利用研究) ¥ 装置。

10. 新標識化合物利用研究グループ 一一ー可 (5)オンライン質量分離器

(短寿命RI標識化合物の製造及び利用の研究、検討 l イオンビームとターゲットとの核反応で生成する

中 RIを、オンラインで、高純度で取り出し、不安定核

11.バイオニクス材料研究グループ l の研究、励起核のオフ・ビーム解析等に用いる装置。

(バイオセンサ一等バイオ機能材料の研究 '(6)RI標識化合物製造装置(1 ) 

C)新機能材料 RI標識化合物の製造原料となる短寿命RIを得るた

め、気体、液体、或いは個体ターゲットを脱着し、

これを隣接するホ ットラポ内のセルに搬送すること

12.有機機能材料研究グループ

(ハイブリッド超薄膜、多孔膜)

13.無機機能材料研究グループ 一一一¥ ができるロポ ット照射装置。

(金属、セラミックス機能材料の研究) 、(7)多機能分析電子顕微鏡

14.半導体機能材料研究グループ 一一 --i イオンビームを照射しつつ、ターゲット表面層の

(半導体の改質、イオンビームプロセシングの動的 l 微細構造変化を直接観察するとともに、偏析或いは

解析技術の研究 析出による局所的な化学組成の変化を連続的に観測

15. イオンビーム解析技術研究グループ i するための装置。

(PIXE、RBS、NRA等、 デ ュ ア ル ビ ー ム 分 析 ， (8)時間分解X線スペクトロスコピー装置。

16.低速イオンビーム技術研究グループ 固体材料にイオンビームを照射したときに生じる

(超低速イオンビームの発生及び利用の研究) 種々の高速相変化の素過程及びイオンビーム・ミキ

17. 陽電子ビーム利用技術研究グループ

(ポジトロンファクトリー研究計画検討のワーキン

第 47号 (1989)

シングやパッタリング挙動を時間分解スペクキロス

コピー測定するための装置。
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づいている.実験室が作られるイオンビーム研究棟は

本年 (1989年)の夏頃には着工の予定である.

照射容器， i¥llJ定 1分析装置は，研究計画及び整備計

画に従い逐次務備される予定である.これらの機能・

性能は，研究内容と密接に関連するので，仕様の決定

にはユーザーによる十分な検討が必要になる.現在，

後述のような研究グループの活動を通じて，将来ユー

ザーとなる予定の産 ・学 ・官の研究者によって検討が

進められている.本年度予算では 4装置が認可されて

お札仕様が固まり契約手続き中である.また，来年

度についてはさらに 4装置を予算要求中である.これ

ら8装置の使用目的と仕様の検討に関わっている研究

グループとの関係は表 2の通りである.

以上は，所謂第一期計画の中で進められているもの

で，いずれも 1990年度末には完成の予定である.

11.産・ 学 ・官の研究協力

.研究グループ活動

研究の北本計画[放射線高度利用研究委員会におい

て1986年度に策定(委員長 故大島恵一東大名誉教授)]

に則り，研究内容の詳細化と照射容器 ・測定装置の仕

様検討を行うため，研究グループ活動を進めている.

現イf:，表 2のようなグループが結成或いは検討中であ

り， 100名近い外部機関の研究者の参加を得てグループ

活動が進められている.

・原研・大学プロジェクト共同研究

放射線高度利用研究における原研と大学との研究協

力を効率的に推進するため，原研 ・大学プロジェクト

共同研究「放射線高度利用研究」を昨年の 7月から開

始した.現在.①高分子への照射効果(高LET粒子ビー

ムの線質効果)の研究，②生物影響(放射線耐性の機

構)の研究，および③ポジトロン利用(低速陽電子の

発生と利用)の研究 3分野について共同研究が進めら

れている.今年の 4月からは，各分野とも大学側の参

加が増える見込みであり，プロジェクト研究のチーム

作りについて協議を進めている.

・その他

放射線高度利用研究で取り上げているイオ ンビーム

利用に関して，研究の現状と今後の研究ニーズを探る

ため，毎年ワークショ ップを開催している.昨年 (11

月22日)は第 2回で，イオンと物質の相互作用におけ

る高密度高励起現象とドシメトリーについて，関係者

の多数の参加を得て講演と討論の会が開催された.

放射線高度利用研究計画の推進にあたっては，広く

産・学 ・官の研究者の参加を得て効率的に進めること

が求められている.このため，関係者との情報交換を

いっそう緊密にすることが重要でるとの観点から， 情

報紙として「ニュースレター」を定期的に発行するこ

とにし，昨年 9月に第 1号を発行した.

(なおニュースレター」の配布をご希望の方は以

下にお申し込み下さい:日本原子力研究所高崎研究所，

放射線高度利用研究推進室， 告0273-46-121.1) 

参考文献

1 )萩原，放射線化学， 44， 67 (1987). 

2 )武久，放射線化学， 45， 33 (1988). 

1988年度放射線化学若手の会夏の学校報告

夏の高校野球が終わった途端，突然に思いだしたか

のように暑くなった1988年の 8月も終わりに近づいた

28日から三日間，伊豆長岡の国家公務員共済組合連合

会の千歳荘にて， 1988年度の放射線化学若手の会夏の

学校が行われました.今回もまた全国各地より，東大，

原、研，東工大などの常連の方々はもとより ，久々に大
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挙してこられた研究室の方々やこれまた久々の女性の

複数の参加も含めて(北大の方々がやむなく参加でき

なかったのが残念ですが)，参加者は合計25名にのぼり

ました.なお今回の夏の学校の運営は京大が担当させ

ていただきました

早いもので，第 1回の夏の学校が1978年に開かれて

放射線化学
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から今回の夏の学校で丁度10年になります.この間，

通例 2人の先生によるセミナーを中心とする形式が定

着し，最近は放射線化学と隣接分野との接点の話題を

中心に知見を広めることに重点が置かれてきたように

思います.一方で， 1960年代から放射線化学の分野を

リードきれてこられた先生方がこの1.0年の間に研究の

第一線を次第に退かれ，その傍らで新たに放射線化学

に首を突っ込んだ若手にとっては，放射線化学の過去

の歩みを知る機会に恵まれない， といった状況が生ま

れでいたように思われます.そこで今回は改めて放射

線化学の原点的な問題に立ち戻ること，また世代聞の

承といった意味合いも含めて，元理化学研究所の今

村昌先生と，元NotreDame Radiation Laboratoryの

船橋興一先生にセミナーの講師をお願いするに至った

次第です.

2日自の朝から行われた船橋先生のセミナーは「溶

蝶和電子はどこまでわかってきたか」というテーマで，

先生の主張きれてきた溶蝶和電子のsmallpolaron model 

について全面的に話して頂きました.先生のモデルが，

どういう実験事実にとりわけ強ぐ依拠きれて展開きれ

ているかということが初めてよく分かったという点で

興味深いものでした.

また今村先生には「研究における運・鈍・根」とい

うタイトルで先生の理研時代の研究の中からアルコー

ルの放射線分解，重イオン照射，光合成の初期過程の

三点を話して頂きました.個八的にはアルコールの放

射線分解の話が一番印象に残りました.単に放射線化

学の創成期の話としてのみならず，先生が強調してお

》れた「極限の値を正確に求める」・ということが r科

第 47号(1989)

学とは…無限の誤謬に終止符を打つことである」とい

う先生の紹介きれていた言葉を現実のものとしていく

うえで，いかに力を持つものであるかということを鮮

明に示きれたように思えました.

1日目の夜には恒例の研究室紹介も行われました.

最近就職または異動きれた方が結構多く，また東大田

畑研の跳きんによる上海原子核研究所の紹介もあり，

隣接分野も含めて多彩なものとなりました.また 2日

目の夜には，放射線化学会のNEWSLETTERを見て参

加きれたという立教大学原子力研究所の松浦辰男先生

にお願いしてHotAtom Chemistryについて特別のセ

ミナーをしていただきました.急なお願いにも拘おず，

多数のOHPを準備きれてのセミナーは門外漢の私には

少々敷居が高かったようですが，予想外にもこの分野

について初めてまとまった話を聞くことが出来たのは

嬉しいことでした.

今回の夏の学校は以上のようなセミナ一等め内容に

ついては概ね参加者の方々にも好意的な感想をもって

頂けたようですが，一方でレクリェーション等の余裕

が無くなり少々窮屈な感じがしたことも否めませんで

したJこの点も含め，既に若手の学習と交流の場とし

て定着した観のあるこの夏の学校の新たな10年へ向け

ての出発となる来年には，より一層の内容の抜本的な

工夫と充実を期待したいといつのが今回の担当の感想

です.そのためにも，若手の方々の参加の一層の広が

りを期待したいもめです.

最後に， 日本放射線化学会からは，今回の夏の学校

の開催に当たり運営費補助および、NEWSLETTERへの

紹介記事掲載をはじめ多大な御指導 Jご援助を頂き厚

く御礼申し上げます.また

日本放射線研究連合会から

5万円の運営費補助を頂き

ましたことにつきましても

深〈感謝しております.

45 



11111111 ニュース 11111111

大島先生の死を悼んで

東京大学工学部田畑米穂

大島恵一先生は，昨年の11月12日に急逝されました.

小生丁度海外出張中で，帰国直後にこのことを知り，

大変なショックを受け呆然としました.先生は大正10

年 1月12日のお生れですから享年67オでした.

先生は，昭和19年東京帝国大学工学部応用化学科を

ご卒業後， 21年駒場にある理工学研究所に研究員とし

て，研究生活をスタートされました.その後同25年に

同研究所の助教授に昇任きれました.先生と最初にお

目にかかったのは，この理工研ご在任中で，小生大学

院生の時，高分子の核磁気共鳴装置を見せてもらいに

伺った時のことでした.30年以上前のことになります.

洗練されたスマートな新進気鋭な学者という強い印象

を受けました.数年後には，原子力工学科で，先生の

もとで働くようになるとは夢にも思いませんでした.

理工研のあと， 33年には，物性研究所へ配置換えとな

られ， 36年に教授に昇任きれ，工学部原子力工学科応

用放射線化学講座を担任されることになりました.小

生は，この年から凡そ10年間，同研究室で御指導を受

けることになりました.

56年に東京大学をご退官になられたわけですが，大

学ご在任の期間は通算35年の長きになり，研究と教育

に多大な貢献をされました.この間，学内にあって評

議員，低温センター長，原子力工学総合センター長な

どを任められました.

先生の御活動は巾広<.東京大学ご退官後は，財団

法人工業開発研究所の副理事長，テクノパ会長を勤め

ておられました.原子力委員会専門委員， 日仏賢人会

議日本代表など要職を勤められ，原子力利用，エネル

ギー問題など広くわが国の科学技術政策の推進と教育

に尽力きれました.

研究活動としては，放射線化学，原子炉化学，低温
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工学の巾広い分野に亘 り，御活躍されました.原子一

内化学反応の解明やその利用については，我が国では

最も早い時期にその重要性を示摘され，積極的に研究

を推進きれました.また，いち早〈低温生成技術の開

発とその応用に着目して，我が国で始めてヘリウムの

液化に成功され，近年は磁気浮上列車および核融合用

超電導磁石などのための冷凍システムの開発を進めて

こられました.

当放射線化学会の会長を昭和53年から 3年間お勤

めになられたことは，会員の多くの方にはご記憶のこ

とと思います.会員の増大や，基礎と応用の結びつき

強化，などに尽力きれました.現在引続いて毎年開催

されている応用放射線化学シンポジウムは，先生の御

提案に基いて，スタートしました.

低温工学協会の会長をつとめられ，昭和47年より 2

年間日本人として初めて OECD科学技術工業局長の

要職にあり，ローマクラブの一員としても御活躍きれ，

科学技術教育と国際交流に関して大きな功績を残きれ1

ました.

昭和55年にはスウェーデン王立理工学アカデミー特

別会員に選出きれ， 59年に国際低温工学委員会よりメ

ンデルスゾーン賞， 61年にはドイツ連邦共和国より功

労勲章功労大十字章， 63年に勲三等旭日中綬章をお受

けになられました.

放射線利用関係では， 57年より原子力産業会議放射

線利用研究委員会会長を勤められ，最近では， 日本原

子力研究所放射線高度利用研究委員会委員長をつとめ

てこられ，推進の中心的存在でありました.先生は，

基礎科学と基礎工学の結合を目指して，研究をスター

トされました.巾広い研究の御活躍を経て，さらに日

本のみならず世界の原子力，エネルギー問題に取組ま

放射線化学
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れ，国際的な広い視野のもとで活発に活動を展開され

ているさ中に，御逝去されたことは，誠に痛恨のきわ

みです.まだまだやって戴きたいこと，おやりになり

たいことが山程あったことを思うと，かえすがえすも

残念至極です. 教二

昨年11月24日に銀座協会で行われた御葬儀の終りに，

葬儀委員長を勤められた向坊隆原子力委員長代理が，“御

本人にはまだまだやりたい理想，構想があったと思う .

突然なくなられてさぞかし心残りであろう"と言われ

たのが印象に残りました.

先生のご冥福を心からお祈り申し上げます.

天然ゴムラテックスの放射線加硫に関する

天然ゴムラテックスの放射線加硫に関する実用化研

究は，昭和36年の故箕浦教授らによる四塩化炭素を加

硫促進剤とする方法の発表が契機となって，フランス

原子力庁におけるパイロットプラント運転や中国，ソ

連，インドネシア，インド等の研究へと発展した.こ

のような背景から，国際原子力機関 (IAEA)はア

ジア太平洋地域における放射線 ・アイソトープの工業

利用に関する研究開発計画 (UNDP/RCA計画)

のーっとして，天然ゴムラテックスの放射線加硫の実

用化を計画した.日本政府はこの計画に積極的に協力

してきた結果，インドネシアでの工場規模での製造試

験をはじめ中国，マレイシア，タイ，バングラデシュ，

ンド，スリランカ，西独において基礎的研究及び実

用化試験が活発に行われるよつになった.また， 日本

においても実用化が進展しつつある.

原、研と IAEAは，このょっな最近の目覚ましい進

歩を踏まえ，実用化の一層の促進を図るため国際シン

ポジウムを開催することとなった.本シンポジウムに

おいては，各国の研究開発担当者による成果の発表及

び放射線照射利用工業，天然ゴムラテ ックス等に関す

る特別講演を行う .放射線加硫の発祥の地である日本

において第 1回の国際シンポジウムを開催することは

極めて意義深いといえる.

第 47号(1989)

国際シンポジウム(予告)

原研高崎幕内恵一

主催:日本原子力研究所，国際原子力機関

後援:日本放射線化学会， 日本ゴム協会， 日本原子力

産業会議

日時:平成元年 7月31日(1)-8月2日附

場所:日本原子力研究所 高崎研究所

内容:①天然ゴムラテ ックスのキャラクタリゼーショ

ンと放射線加硫特性，②放射線加硫のメカニズム，③

加硫促進剤の開発，④放射線加硫ラテックスの物性，

⑤放射線加硫ラテックスの応用，⑥放射線加硫用照射

施設の設計，他

問い合わせ先

干370-12 群馬県高崎市綿貫町1233番地

日本原子力研究所 高崎研究所

国際シンポジウム事務局長 川上和市郎

T E L 0273-46-1211 
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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 一

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場

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

日新ハイポルテージ株式会社

日立化成工業株式会社 下館工場

藤倉電練株式会社・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 

531 

108 

530 

東京都千代田区有楽町1-12-1

大阪市大淀区中津5-10-6

東京都港区港南1-6-27

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

760 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

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

980 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 

208 

135 

254 

060 

930 

370 

京都市右京区梅津高畝町47

茨城県下館市大字小川 1500

東京都江東区木場1-5-1

神奈川県平塚市八幡2700

札幌市中央区大通東l

富山市桜橋通3-1

群馬県高崎市大八木町168

(アイウエオ順)

放射線化学



• 

• 

放 射 線 化 学 第 47 号

平成元年 3月28日 印刷

平成元年 3月31日 発行

発行所 日本放射線化学会

干370-12 高崎市綿貫町 1233
日本原子力研究所 高崎研 究 所

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 7550
振替口座長 野 4-34599 
銀行口座富士銀行高崎支庖 912562
口 座 名 日本放射線 化学会

発行人 石垣 功

印刷所株式会社サン制作

東 京 都 中央区日本橋本町 1-9-13

電話 (03)241-1602


	7455
	7679
	7680
	7681
	7682
	7683
	7684
	7685
	7686
	7687
	7688
	7689
	7690
	7691
	7692
	7693
	7694
	7695
	7696
	7697
	7698
	7699
	7700
	7701
	7702
	7703
	7704
	7705
	7706
	7707
	7708
	7709
	7710
	7711
	7712
	7713
	7714
	7715
	7716
	7717
	7718
	7719
	7720
	7721
	7722
	7723
	7724
	7725
	7726
	7727
	7728



