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〔巻頭言〕

放射線化学の

新しい展開

高椋節夫*

我が国の放射線化学の歴史は昭和30年頃の創生期より

数えて30余年が経過し，今や成熟期を迎えているといえ

す.放射線と物質の相互作用，初期イオン化と励起，
w 
電子 ・イ オンの動的挙動などの放射線化学の基礎過程に

関する研究によりその機構的詳細が明らかにされてきて

います.また，低温マトリックス法やパルスラジオリシ

ス法の進歩により，活性中間体の電子構造と化学反応性

に関する基礎データが豊富に得られ，放射線照射の効果

を原子・分子レベルで論ずることが可能になりました.

これらの活性中間体に関する基礎データは光化学，有

機化学，反応物理化学の分野でも極めて重要であり，こ

れら関連分野に大きなインパクトを与えてきました.さ

らに放射線化学は工業的応用の分野でも高分子材料を中

心に着実な歩みを見せています.

このように放射線化学はその学術的基盤は充分に固め

られ，また，工業的な有用性に対する評価も定まってき

たように思われます.今後，さ らに放射線化学の基礎研

究の徹密化と応用研究の拡大化は進むでしょう.しかし

ず広がら，次世代にむけて放射線化学が大きく飛躍するた
令‘

には何をすべきかについて考えてみる必要があります.

答えは簡単には出ませんが，放射線化学の先駆者たちの

輝かしい研究成果の財産を守ることに終始し，狭い学問

領域の縄張りに固執するなら，あの創生期の活力は次第

に失われ放射線化学に明るい展望は開けないでしょう .

最近，大学院の重点化や研究所の改組の際に放射線や

原子力の名称が議論の矢面に立たされることがあります.

名称を変えれば活性化につながるとも思えませんが，

“名は体を表す"と言うこともありその重要性も認めな

げればなりません.我々として放射線化学を主張するな

ら，放射線化学がいかに重要な研究分野であり，今日な

お且つ先端的であるかを説明する必要があります.

大阪大学産業科学研究所教授

第 56号(1993)

このような観点から放射線化学を見ますと，すでに新

しい研究の芽が育ってきているのが感じられます.その

一つは，放射線源の多様化に伴う新しい研究分野の開拓

が上げられます.ガンマ線や電子線を主体にした放射線

化学に，加速器から二次的に発生する放射光や自由電子

レーザー，陽電子など，従来の放射線化学の枠をこえた

分野が広がりつつあります.同じ電磁波を用いる光化学

とのより一層の交流が期待されます.また，化学プロセ

スの観点からビームを眺めると，反応の時間・空間の制

御性，反応場の走査性，極低温反応性などの特徴があり，

超微細加工，電子材料，複合材料，精密合成，および生

化学などの広い分野で有望な先端技術として注目されて

います.これらはいずれも放射線化学が中心的役割を果

たせる分野であります.学術的にも超高速反応，高密度

励起と多重励起，新規活性中間体の化学，極低温反応に

おげる量子効果など，今後の発展が期待される分野が幾

つも存在します.

また，放射線化学は原子力研究や大型加速器の利用分

野とも密接に結びついています.核燃料の廃棄物処理，

原子炉・核融合炉などにおける耐放射線材料の研究はこ

れらの実用化に必須のものであります.放射線の生物・

医学への応用もまた見逃すことはできません.生体の放

射線損傷やがん治療の研究は今後ますます盛んになるで

しょう.このように放射線化学は社会的に極めて重要で

あり，また学術的にも魅力的な分野をその周辺に数多く

もっています.これらの研究分野と積極的に交流をはか

り，さらに一歩進めて異分野との融合を画ることも大切

でしょう

放射線化学および本学会のなお一層の発展のため，皆

様方のご支援，ご鞭達をお願いします.



〔展望〕

X線分光学の最近の進歩

京都大学工学部金属系教室 河合 潤キ

1 .はじめに

X線分光は近年放射光施設の充実とともに理論・実験

の両面で格段の進歩をみせた.特に X線吸収分光法

(XANES， EXAFS，総称して XAFS)の進歩はめざ

ましい.一方，発光X線分光法は理論・実験ともに最近

の進歩は放射光施設の出現以前と大して変わらず遅々と

している印象を受ける.この理由は，発光X線分光をお

こなうには，既存の放射光施設では未だ光が弱すぎるた

め，その質的飛躍のためには次世代大型放射光(例えば

Spring-8)の出現を待たねばならないと考えられてい

るからである.そうはいってもただ手をこまねいて大型

放射光の完成を待つだけではなく，現存する様々な実験

施設，装置を組合せること，あるいは過去のデータを新

しい理論を用いて解析することによって，まだ多くのこ

とが理解可能であり，事実ここ数年めざましい進歩があ

った.筆者の関連するところに例を求めると，電子線，

X線あるいはイオン衝撃による原子の多重電離確率の化

合物による相違が，化学反応理論で言うところのポテン

シャル曲面の交差回避 (avoidedcrossing) と同様な考

え方で解釈可能であることがわかった.また，銅酸化物

超伝導体など後期遷移金属化合物の発光X線スペクトル

の奇妙な振舞いも，不明な点も多いが，一部は交差回避

によって説明できることがわかってきた.

そこでX線分光の中でも発光X線スペクトルの化学効

果についてその実験および理論について，最近わかって

きたこと，および，まだ解決できないことを展望してみ

たい.

2.多重電離確率の化学結合効果

X線により原子を励起すると，すなわち例えばブッー

原子のls電子をイオン化すると， F1s電子が遮蔽して

いた核の正電荷の引力ポテンシャルによって 2p軌道が

深い準位に固有値を持つようになる.この ls電子のイ

オン化が急激に生じた場合，すなわち 2p電子が原子を

1周する時間にくらべて十分短い時間でls電子が原子

外に放出された場合， 2p電子はもとの 2p軌道にとど

まったままではいられず，やはりイオン化されてしまう.

これを shake-offl)と呼んでいる(図 1). 2p電子 1個

が ls電子のイオン化後も 2p軌道にとどまっていられ

る確率は， <2pI2p*>2で表わされる (12p*>はls-1空

孔状態の 2p波動関数)2). 従って F-イオンの場合には

o
 

hmm』
@
C凶 2p 

Shake-off electron 

¥ミ
1s 

図 1. 光イオン化にともなう Shake-off電子放出。

Progress in X-Ray Spectroscopy 
* Jun KAWAI (Department of Metallurgy， Kyoto University) 京都大学工学部金属系教室，助手，工博.

(略歴)昭和57年東京大学工学部工業化学科卒，昭和61年東京大学大学院工学系研究科博士課程中退，東京大学生産技

術研究所技官，助手，理化学研究所基礎科学特別研究員等を経て平成 5年 2月より現職.

(専門) X線分光，光電子分光，工業分析化学，表面分析，量子材料化学

(連絡先)干606京都市左京区吉田本町 京都大学工学部金属系教室 Tel : 075-753-5435 FAX: 075-751-7844 
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6個の 2p電子があるので 6個すべての 2p電子がイ

オン化後も 2p軌道にとどまっていられる確率は

<2pI2p*>12である3) 以上より 1個以上の 2p電子が

ls電子のイオン化にともない shake-offされる確率は，

相対確率で表わすと，

p=l一 <2pI2p*>12
- <2pI2p*>1 

となる.この式の値は， 12p*>が近似的に原子番号の

1つ大きい元素の基底状態の 2p波動関数になることを

利用して簡単に見積ることが出来る. F-イオンの場合
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図 3. NaFとKFの多重電離サテライトの強度変化。

Benkaらによる。

block Cr 

には P=30"'-'40%と考えてよいへ従って， X線励起に

よる Fの特性 KαX線 (K-L線)5)を測定すると， ls-1 

→ 2p-1の主線の近傍に30"'-'40%の強度の ls-12p-n→

2p-n-1と言う空孔遷移に起因した特性X線を観測するこ

とが出来る (n=l，2…) (図 2) 6)，ここで 2p-n空孔

は傍観者としてX線放射の間， 2p軌道にとどまってい

る.

フッ化ナトリウムとフッ化カリウム結晶のフッ素 Kα

線を測定すると(図3)九 NaFにおいては F-イオンと

同程度の強度の多重電離サテライトが観測されるのに対

3 

steel Cr 

POSITION Imml 

図 2.多重電離サテライトの例. Folkmann6
)による。

0， 1， 2， 3，は KLn→ Ln+1のnの値を示す。

第 56号(1993)

40 30 。



して， KFでは多重電離サテライトの強度が非常に弱い.

この理由を F-イオンを中心にしてその回りに 6個の

K+イオンが配位したクラスターイオンを考えて説明し

てみる F2p軌道は Oh対称のこのクラスターにおいて

tlU対称の軌道をもっ.F1s軌道に空孔が生じると， F2 

p軌道は 2p-1s電子間のクーロ ン反発エネルギーの減

少分だけ(約15eV)エネルギーが深くなる.しかし K3

p軌道はもともと F2p軌道より 10eV程度深いエネルギ

一位置にあり， F1cl空孔生成によって F2p軌道と K3p

軌道の順序が入れ替わる(図 4). [FK6J 5+ クラスター

イオンの分子軌道としては K3pを主成分とする tlU軌

道と，F2pを主成分とする tlU軌道とはどちらも同じ対

称性をもつため互いに交差する事は出来ない.したがっ

て初めに shake-offあるいはその他の電離機構によって

生じた 2p-1空孔は，この交差回避を通じて ls電子のイ

オン化の終状態において K3p軌道に移動する7-11) こ

の電子移動確率は F2pとK3p軌道の共鳴積分βで表わ

されるため，多重電離サテライトの化合物による強度変

化を共鳴積分によって理論的に予測することも可能であ

る12)

F2pを主成分とする分子軌道ゅは，分子軌道形成が

F2pに対する一次の摂動と考えれば，

<K3Plhl F2 
ゆ=IF2p>+ "~A~IK3ρ> 

とF2t ιK3t

F2p 

K3p 

2s 

4・・‘ ~ F1s -ーー-ーー

Time 

K3p 

F2p 

..a-F1S 

-ー図 4. KFの交差回避

4 

と表される.ここで，

I~53D|h|F2P~I 1~1 が成立している.ところが F1Ç1 空
F2t一一εK3T

孔の生成の時に， F2p軌道の結合エネルギーが深くな

って行き， εF2pεK3p となる瞬間がある.この瞬間の

ゆは IF2p>に局在した軌道ではなく， FとKの間で大

きく非局在化した軌道になる.この一瞬の非局在化した

分子軌道を通じて， F2p空孔が FK6クラスター中で非

局在化する，と解釈することもできる.

2p電子に由来する shake-off電子は運動エネルギー

が非常に小さいため，その電子を実際にとらえて観測す

ることは実験技術的になかなか難しい問題であり， KF 

では実際に 2p電子がshake-offされているのか? あ

るいは仮想的に shake-offされているだけで準位交差

のエネルギー準位の偶然の一致によって，非常に大き

非局在化し実際にはイオン化されることはないのか?

と言う疑問は残されたままである.また 2p電子と ls

電子とは実際には区別できないので，この交換項が多重

電離確率の化学効果にどの様に作用しているのかはわか

っていない.

イオン励起発光X線分光は， X線励起に比べて，多重

電離現象を増幅することができるので，上で述べた KF

とNaFの化学結合によるサテライト強度の変化をさら

にきわだたせることができる(図 3は実はイオン励起で

ある).しかしながらイオン励起の場合には光 (X線)

イオン化に比べ初期電離過程も複雑なため，多重電離サ

テライト強度を定量的に計算するところまでは達してい

ない.

一方 β崩壊(内殻軌道電子捕獲)による 1c1空孔の

生成においては(たとえばNe→ F-+1s-1)， 1C 1空孔

の生成によって外殻電子のうけるポテンシャルエネル

ーはほとんど変化しないので， 2p電子の多重電離は，

ほとんど生じないと思われる(きれいな内殻イオン化)

が，この現象を用いた発光X線分光実験は，むずかしい.

3.後期遷移金属化合物の発光X線スペク卜ル

銅 Kα 線はX線回析に用いるため，結晶格子の長さ

を測定するための長さの基準として，その波長は重要な

意味をもっ.また Kα 線の形状，すなわちローレンツ

曲線からのゆがみも，精密なX線回析実験には重要な意

味をもっ. 1974年に Citrinら13)はCuKa1線の半値幅が

Cu (金属)でも CuOでも Cu20でも変化しないが，こ

れは大変不可解な現象であると指摘した.

表 1に示したように， CuOの線幅は 2p5_3d9間の交

換相互作用による多重項分裂(すなわち ls2p63d9 1，3D 
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表 1.Citrinら13)によるKα1の線幅の理論と実験との

比較

物質 形式価電子配置 Kα1線帽 (eV)

Cu(metal) 3d104s1 

Cu20 3d10 

CuO 3d9 

理論 実験

2.21 

2.22 

3.90 

2.39+0.10 

2.29+0.10 

2.42+0.10 

→ ls22p53d9 1，3PDF) により， 3.90 evの半値幅をもち，

Cu20では 1s2p63d102S→ 1s22p53d10やという遷移のた

2.22 eVの半値幅になると計算できる lへこの線幅は

van Vled王の定理からおよそ 1(2S+1)と見積ることも

できる1円ここに Sは3d軌道のスピン， 1は2p-3d軌

道間の交換相互作用エネルギーである.ここで 1s-3d

間の相互作用は 2p-3d間の相互作用に比べ無視できる

とした.

さて線幅を測定してみると CuOが2.42eVで Cu20

が2.29eVになり， CuOの場合，計算と実験で 2倍近

いくいちがいがある(図 5) 13，14，16) .もともと発光X線は

イオン化も含めて 3段階のプロセス(すなわち基底状態

→内殻空孔状態→外殻空孔状態)によって放射されるた

め，複雑でよくわからないという印象が一般的であり，

どうしても理論家たちに敬遠されがちであったように思

われる.著者らは，実際に工業分析に蛍光X線分析を使

用しなければならない立場にあり，特に超伝導酸化物の

銅の酸化状態を蛍光X線スペクトルの線幅や化学シフト

を用いて決定する場合の障害となるため，この問題を解

する必要があった16)

CuOのエネルギー準位図を描いてみると(図 6)，上

Kα1 

1s2同3d1028→1522が3d102P 

1s2が3cfo1，30→1522が3cfol，3POF 

o 25 50 ~~ 

Photon energy (+8006.25 eV) 

図 5.CuKα 線の実測スペクトル (a，b， c) と計

算スペクトル

第 56号(1993)

Cu3d 

02p 

4.‘ a・・hCu1s _ _ 

Time 

図 6. CuOの交差回避

02p 

Cu3d 

.闇0・Cu1s

.. 
述した KFの場合ときわめて類似していることに気づ

く17，18).CuOの場合には外殻の空孔が shake-offでは

なく基底状態からすでに存在しているという点が異なる

だけである. 1s-1内殻空孔の生成によって，Cu3d.準位

と02p準位が交差する.超伝導酸化物に広くみられる

平面 CU04型 D4h対称クラスターを想定すると，blg対

称の 3d軌道 (3dx2-y2) と， 02pの線形結合でつくられ

たblg軌道との交差回避によって Cu3d空孔は 02p軌道

に移動する.この移動確率は断熱近似では100%であろ

うが，実際には十分短い時間で 1s電子がイオン化する

ので，ある一定の割合で 3d空孔が 02p軌道へと移動す

る.

従ってX線発光の始状態では CuOの 3d電子数は 9

個ではなくむしろ10個に近くなり ，Kal線の線幅も CU2

Oと大差ないものになるのである.

こうした交差回避による電荷移動は Mnより原子番

号の大きな 3d族遷移金属化合物でしばしば生じている

と予測できるが19.20)，3d空孔数が 2個以上になると理論

計算は複雑になりほとんど行われていない.

最近我々は，スピンを考慮したDV-Xα分子軌道計算

で，様々な鉄化合物の 3d不対電子数を計算してみた.

K4 [Fe (CN) 6J， K3 [Fe (CN) 6J， FeO， Fe203の3d不対

電子数は，形式的に，それぞれ 0， 1， 4， 5である.

[Fe(CN)6Jn-(n=3.4) と [Fe06Jm-(m =9， 10) とい
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うモデルクラスターで，上の 4つの化合物を代表させ，

有効 3d不対電子数を計算すると， 0.0， 0.9， 3.8， 4.4 

となり，形式不対電子数とよく一致する.一方1s-1空孔

状態の有効3d不対電子数を計算してみると， 0.0， 0.7， 

3.2， 3.3となり FeOとFe203の区別ができない.実際

にFeKα 線幅を測定してみると， K4[Fe(CN)6]<K3 

[Fe(CN)6] <FeO=Fe203となった.鉄化合物は多電

子系 (3d5，3d6
) であるため，図 6の様なー電子準位図

では説明できないが，酸化物では，準位交差が生じてい

る証拠とみてよいであろう.

Mnより原子番号の小さな遷移金属では交差回避はな

いので， Kα 線の形状は交換相互作用分裂によって完全

に理解できるように思われるが，現実にはわからないこ

とが多い.図 7はVのKα 線であるが21)，Kα1線だけ

を見ていると，確かに3d不対電子数が多いほど線幅は

広く，少ないほど線幅は狭い(形式的な3d不対電子数

はV203が 2個，VOS04が l個，Na3 V04が O個であ

る).しかし K偽線を見ると，事情は逆である.すなわ

ち 3d不対電子数の多い化合物ほど Kα2線幅は狭い.

Kα1線は 2P3/2→ 15という電子遷移により発光するス

ペクトル線であり K向線は 2pl/2→ 15遷移によるスペ

クトル線である.従って Kal線と Kα2線とは強度は

2 : 1であるが，その他の点ではほぽ相似形と考えて良

いはずである22) しかし事実はそうではない.一方，積

分強度を測定するとかなり厳密に 2: 1の強度比が成立

している(最大 1%程度のずれしかない).この Kα2の

線幅の問題はまだほとんど意識されていないし，明確な

答えも得られていない.

4. X線ラマンについての最近の話題

棚素 KX線 (1s-1→2p-l) の高エネルギー側に微弱な

スペクトル線(サテライト)が出現する.このサテライ

〉
ト
ト司

ul 

1.0 

z 0.5 
w 
ト
Z 
ト4

0.0 

@ 10 

ENERGYC+4935eV) 

図 7.VKα 線の実測スペクトル

6 

20 

トは従来どの様な電子遷移に基づくものかわかっていな

かった.大方の予想は上述のような多重電離によるスペ

クトル線であるとされていた23) 上月ら24)は電子線励

起の発光X線を測定し，結晶構造中に， B原子を中心に

した平面三角形構造が存在する場合にサテライト強度が

強しそうでないものは弱いと言うことを，多くの棚素

化合物の測定から経験によって分類していた.村松ら加

は彼らが最近開発したシンクロトロン放射光(その中で

も特に強いアンジュレーター光を用いる)軟X線励起蛍

光X線分光装置を用いて，様々な棚素化合物を，励起エ

ネルギーを変化させて測定した.励起エネルギーが

15-1→ 2p本に共鳴したとき，このサテライトの強度は

KX線の蛍光強度より強くなった(図 8). またこの吹

テライトのX線エネルギーは村松らが同時に測定し・ v

X線吸収スペクトルの 15→ 2p*吸収ピークエネルギー

に一致した(ここで 2p*は2pを主成分とする反結合性

のLUMOを意味する).このことから棚素の Kα 線の

高エネルギー側のサテライトは共鳴ラマン散乱(図 9) 

によるものと予想されている26) X線ラマン散乱の測定

を目的として実験した報告もあるがm，いままでよくわ

からなかった遷移金属化合物の発光X線スペクトルのピ

ークが，実は共鳴ラマン散乱であったという論文も最近

発表されている 28)

村松らの棚素のピークは，入射X線のエネルギーと等

しいエネルギーであるので，再放出 (re-emission) と

も呼ばれている.

5.おわりに

X線分光学の中でも発光X線分光の進歩は遅々として

いる様に見えるが，著者が実際にかかわった発光X線

光学における化学結合効果の解釈の最近の進歩につい 一，

現在までに判明していることと，未解決の問題について

まとめた.発光X線分光法は新物質が発見されるとその

凶唱""・t町
181 harmo吋c

8203 

113 nwn 

81町lI1l

200 250 
PHOTON ENERGY I・v

図 8. B203の蛍光 X線スペクトルと共鳴ラマンピーク

(*印)。村松ら加による。
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ls 、回，
図 9. 共鳴ラマ ン散乱の電子遷移

物質の電子状態密度の測定に使われることが多いため，

l基礎的な研究なくしては誤った解釈により混乱すること

もまれではないが(例えばC60の発光X線スペクトルを

めぐる混乱については文献m参照)，電子分光法に比較

して実験が容易である(超高真空を必要としない，チャ

ージアップによるスペクトルのシフトやゆがみがないな

ど)という特長を生かして大いに発展する可能性を持っ

ていると考えている.

本報告は現在進行中の研究をまとめたものである.良

き指導者としてあるいは共同研究者として著者を導いてきた

東大合志陽一先生， 二瓶好正先生，日大里子允敏先生，

理研高見道生先生，前田邦子先生，早大字国応之先生，

NTT村松康司先生，京大足立裕彦先生に感謝する.
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〔解説〕

放射線加工レベル線量計測の標準化

1.はじめに1)

近年放射線加工レベルにおける線量計測の標準化が世

的に注目されている.途上国を含む多数の国で放射線

照射した製品が製造され，国際貿易が増加しているため

である.放射線滅菌した使い捨ての医療用具は院内感染

防止に果たす重要性が認識され，また照射食品の貿易も

増加の兆しがある.いずれも製品が受ける線量の下限，

上限は絶対値で規定される.線量の絶対値は現実として，

線量の国家標準に対してトレーサプルであることが要求

される.このような規制は医療用具の放射線滅菌や食品

照射の外に，将来は廃棄物の放射線処理等で要求される

と考えられている.

放射線量の測定は当初放射線場での空気の電離電流を

測定する照射線量測定で始まったが，吸収線量が重視さ

れ，フリッケ線量計が治療，研究分野で定着した.これ

は生体組織がほぼ水等価であり，水溶液線量計が好都合

であるためである.フリッケ線量計は測定線量域が放射

線加工レベルより低い欠点があるが，研究の蓄積により

分に特性が評価されているため，標準的な基準線量計

して重要な役割を果たしている.

現在では，加工レベルの線量が直接計測できるセリウ

ム線量計及び重クロム酸線量計が基準(リフェレンス)

田中隆一，武 久 正昭

線量計及びトランスファ一線量計として一般的になった.

さらに，最近ではトレーサピリティに重要な役割を担う

トランスファ一線量計として照射によりアラニンに生成

する安定ラジカルを ESRで測定する方法が普及する傾

向にある. 線量測定の一次標準は電離箱(照射線量)

及び熱量計(吸収線量)によるが，国際度量衡機構

(BIPM)で校正されている国家標準計器によるものが

中心的役割を果たす.わが国では電総研が管理する標準

電離箱を基準としているが，放射線加工レベルの線量計

を直接校正するには照射設備の線源容量が不足している.

加工レベルの線量計を直接校正できるのは原研高崎研の

第 5照射室であるが，現状では，放射線滅菌業界で必要

なルーチン線量計の校正に関する証明書は原研の施設を

使用して実業務を実施できる放射線照射振興協会から発

行されない.一日も早く産業界がトレーサピリティにつ

いての法体系の整備が望まれる.

線量標準や線量計測の使用標準が確立することは，単

に放射線加工処理の分野だけでなく，原子力，宇宙開発

における材料・機器の耐放射線性試験や放射線環境下で

の寿命評価の分野でも大きな意義をもっ.例えば，実用

衛星に搭載する半導体素子，センサー，及び材料等は，

そのミッションで予想される放射線被曝量に応じた所定

Standardization of Dosimetry in Radiation Processsing Level 
Ryuichi T AN AKA 日本原子力研究所高崎研究所放射線高度利用推進室次長，工博.

(略歴)昭和39年東京工業大学理工学部物理科卒，同年日本原子力研究所入所 昭和55年副主任研究員，昭和62年主任

研 究 員 専 門 ) 放 射 線 計 測 ， 放 射 線 物 理 ， ビ ーム応用趣味)クラシック音楽，擬科学連絡先)

〒370・12 高崎市綿貫町1233 日本原子力研究所高崎研究所 TEL 0273・46・9650

Masaaki T AKEHISA (Senior Executive DSirector， Radia industry)ラジエ工業株式会社専務取締役?東京農業大学

客員教授，工博

(略歴)昭和28年東京大学工学部応用化学科化学工学専攻卒，周年工業技術院東京工業試験所技官，主任研究官をへて，

41年より日本原子力研究所高崎研究所勤務.この間36'"'-'37年J.Willard教授に留学， MSc. Chem.， 41年東京大学工学

博士，原研高崎研究では第 2開発室長，食品照射開発室長，研究部長，開発部長，所長， 63年より現職専門)

放射線照射応用一般で特に専門は無し，最近では商売の都合で線量測定，放射線滅菌に夢中趣味)上達しない

ゴ ル フ 連 絡 先 )370，高崎市大八木町168，ラジエ工業. Fax 0273-61-6149 
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の耐放射線試験に合格することが前提であり，線量計測

はそれらの品質保証の一手段として位置づけられる.

本解説では，研究・技術的観点、だけでなく，あまり記

述されたことのない産業界からの希望，意見についても

述べ，読者の大部分を占める大学，研究所，及び線量の

トレーサピリティに気を使うことの少ない電子線による

高分子加工に携わる方々の参考に供したい.なお，本解

説のなかのアルファベットの略号の正式名称は解説の終

りにまとめて表 6に示す.

2.標準化の現状

圏内での加工処理線量計測の標準化への動きは，欧米

先進国に比べて遅れている 60Coγ線に関しては，国の

放射線標準を有する電子技術総合研究所に放射線治療レ

ベルを主対象とした比較的高い線量率の標準場と標準測

定器があり，原研，アイソトープ協会等の特定のユーザ

ーの依頼に応じて，電離箱の線量校正等の標準供給を行

ってきた.しかし，この依頼校正試験は一次標準とのト

レーサビリティを保証するものではあるが，法的な証明

となるものではない.また， kGy/hレベル以上の高線

量率での標準供給の必要性や校正に伴う放射線加工処理

特有の技術的要求もあるので，電総研の設備には限界が

ある.最近では，放射線滅菌産業の分野などから，標準

供給が行い易い中間的な機関を取り込んで，一次標準と

のつながりを法的にも保証するトレーサピリティ制度を

導入することが強く望まれている.一方，圏内で中心と

なって大線量計測技術を進めている原研では，独自に基

準線量計や標準となり得る照射設備を開発し， 60Coy線

では，一次標準とのトレーサピリティーを維持してい

る 2)

こうした状況の中で，通産省は，各種計量の標準供給

が現状の要求に対応できない実態を改善するため，計

法の改正のなかでトレーサビリティ制度を創設すること

を決め，近い将来実施に移されることになった 3)加工

処理レベルでのトレーサピリティ制度導入に向けての具

体的検討は，総量計測や放射線滅菌の専門家により構成

される放射線照射振興協会の大線量測定研究委員会の中

で進められている.また，この導入に伴う 60COγ線の線

量測定システムや標準照射場などのハード面の整備につ

いては，原研の放射線照射利用研究委員会のなかで検討

されてきた.

電子線量計測についても，数 MeV程度までの中エネ

ルギー領域を主対象とした標準化を近い将来実現するた

めの線量校正等の技術開発が原研で進められており，今

後トレーサピリティシステムの方法について具体化を進

10 

めていく必要がある.

目を海外に向けると多彩な活動が進行している.規格，

指針の形式で対照的な相違を見せるのが北米と欧州であ

る.前者では技術的詳細にまで踏み込んだ記述するのに

対して，後者では基本的な原則を示すことが多い.

一つには北米は実質的に米国規格であり，その策定は

産業界主導でなされる.規格は民間規格団体で発行され

るが，必要に応じ ANSIに申請することにより米国規

格と位置付けられる.作業は産業界，学会，政府機関か

ら自主的に参加するメンバーでなされ，自由な討論が行

われ，反対が 1票でもあるとタスクグループドラフト，

小委員会ドラフト，委員会ドラフトと次の段階に進まな

い.主査は志願者(押し付けもあるが)による.

わが国の規格は JISについて言えば工技院が事務局

つとめ，学識経験者が主査を努め，産業界から多数の委

員が出席して作業し，初めから国の規格として生まれる

のとプロセスが異なる.

欧州には多数の国があり，各国独自の国民性を持つた

め国家規格はそれぞれである.欧州規格は各国規格の共

通項としては基本的な項目しか残らず(要求項目)，各

国利用者が自国の規格と整合されて使えるようにならざ

るを得ない.米国規格で記述されている技術的詳細は必

要ならば道守業務のない「ガイダンス」として別の規格

となる.

米国の ASTMは世界最大の規格，実施基準を作成す

る団体である.線量測定は E10委員会(核技術と応用)

に属する E10・01小委員会(放射線加工用線量計測)吋ま

分担する.このほか EI0.07， (電子機器・材料等の放射

線試験に関わる線量計測)も線量測定を扱っているが，

放射線加工に関連するのはフリツケ及びセリウム線量司

の実施基準くらいであろう. E10.01の活動は最初食占

照射中心であったが，ここ数年で活動分野は放射線加工

全般の線量測定関係に誌大した.また，完成している規

格，実施基準は 4年毎または要求のあった時点でレビュ

ーを行い，規格を最新の内容に改定している.表 1に刊

行ずみのものと委員会で成文化を進めているものを示す.

希望者は申し込めばASTMの会費(年間50$)を払

わなくても小委員会に参加でき，年 2， 3回の進捗報告

が送付される.線量測定に関心ある人は最新の情報が無

料で入手できるメリットがあるが，義務もきつい.コメ

ントを提出せず，アンケートに応じないとメンバーから

外されることもある. 93年春の時点でメンパーは153名

で世界45ヶ国に及び，わが国から 6名が参加している.

年 2回の定例小委員会に出席するのは各指針を作成す

るタスクグループの議長，共同議長を主体とする15----30

放射線化学



表 I ASTM EI0.0l小委員会における大線量計測標準

化の現状

すでに政文化された線準

E1204 食品加工用ガンマ繊縫設における線量:t;.~ (実施標準)

E1205 水中の吸阪線量測定のための硫酸セリウム線量計による滋駿法

E1261 食品加工のための線畳測定システムの選定と適用{指針)

E1275 ラジオクロミック・フィルム線量計の使用{実施標準)

E1276 ボリメチルメタクリレート線量計の使用(実施練準)

E1310 ラジオクロミック光海管線量計の使用{実銭線準)

E1410 大線畳ガンマ線量l!十周綬正鎗設の特性記述及び性能(実施標準)

E1401 重クロム重量線霊計の使用(実縫徳島隣)

E1431 食品加工用電子線及び需IJ動敏射線照射施役での線畳計測{向上)

現在成文化あるいはその改定を進めている標準 (El0.01小委員会)

8.食品加工期ガンマ線路投における織量計測 (E1204故定)

E.放射線感受インジケータ(照射ラベル)の使用(指針)

F. アラニン/ESR線量計システムの使用(実施徳準)

G.放射線加工処理における線量計測の不確定さの評価(指針)

H.電子ビーム測定及E珊畳計絞正周カロリメータの使用(実縫標準)

r.触射線加工処理用のガンマ線鐙訟での微量計測(実施標準}

J. ラベル線畳計の使用(実鎗標議)

K.濠体ラジオクロミック線館十の使用(実施練滋}

し.加工処理用低エネルギーE子線照射縫設における績量計測{実範標準)

M.加工処理府X自民噴射鐘設における鑓量計測{実旋律海}

N. 吸収線量決定への微ルミネッセンス線畳針の適用(実施徳準)

o.般射線測定と線畳計測に関係する徳浴用施

P. PMMA線量計の使用 (E1276改定)

。ェタノールクロルベンゼン線置計の使用〈実施4標準}

R. 加工処理用線盆測定システムの選定と絞正(~齢十E1261 改定)

S.加工処理用中エネルギーE子組噴射鎗投における線量量計測{実施標準)

T.加工処理用高エネルギーE子線照射能段における線量E計測{実施標準)

u.ラジオクロミック・フィルム疎量計の使用 (E1275改定)

v.セリウム線量計の使用(E1205改定)

w.三m酸セルロース線量計の使用(実施標準)

名，北米以外の小委員会参加者はし 3名である.共同

議長はともかく，議長は原案の作成はもとより，コメン

トの対応，修正等すべてを行う必要がある.筆者

(MT) はわが国で電子ビームの線量測定に広く使用さ

ている CTA線量計使用実施標準の議長をしているが，

本年春の小委員会投票で l票の反対があり，今年末の再

投票に向けて改訂のための作業を進めている.ASTM 

標準は米国だけでなく世界的に通用するが，それを支え

る多人数の自発的協力はわが国でも見習う必要があろう.

欧州各国の規格，実施基準の作成については参画した

経験もないのでここでは触れない.わが国同様政府主導

型で欧州外から参加することは困難であろう.欧州の規

格，ガイドラインとしては各国の医療用具製造業者の団

体である EUCOMEDに放射線滅菌基準のなかに線量測

定の項目があるが， トレーサピリティは記載されていな

い(1988改訂版).EC規格が完成した時点でヨーロツ

パ各国は ENか IS0規格のいずれかを使用し，

EUCOMED基準は使用しなくなるとのことである.

国際的基準としては 1AEAが医療用具のガンマ線滅
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菌に関する AdvisoryGroup Meetingの審議の結果をま

とめた基準のなかで線量測定について触れている.初版

が88年に出され，改訂が90年になされているが，当時の

線量計の普及状態を反映した例示及びルーチン線量計の

制度は95%信頼度限界で:t10%であるという記述がある

程度で， トレーサピリティのについては記されていない.

1AEAは77年から高線量標準化プログラムを開始した.

最大の成果は，放射線によって誘起きれるアラニン結晶

中のフリーラジカルを電子スピン共鳴法 (ESR)で測

定するアラニン線量計を γ線について，標準化の新し

い手段として開発したことである.この結果，アラニン

線量計をトランスブア一線量計とする国際線量保証サー

ビス(IDAS，1985"-')が実現し，照射製品の規制に関

する許可の立証が容易になっただけではなく，放射線加

工処理における品質保証を具体化する一つの手段ともな

った.最初の 5年間の 1DAS実施結果を表 2に示す 5)

一方，電子線加工処理を対象としては，標準化を目的と

した協力研究プログラムは89年に開始し，一時中断した

が，現在進行中である.

現在，放射線滅菌 IS0案 (94年，出版予定)では線

量測定は規則でなく参考情報としての付属文書にまとめ

られている.線量測定の進歩を反映して最新の情報まで

折り込まれている.米国 AAM1規格を原案としてもの

で，当然トレーサピリティを求めている.

最近01MLが線量測定に使用されるハード中心の規

格，ガイドラインの作成作業を開始した.事務局は

N1STが務めるが，実作業は ASTME10.01に依頼して

いる.わが国はo(observing)メンパーであるため原

案ができた段階でコメントを提供できる.賛否の投票権

は不明である.現在作業が開始されているのはラジオク

ロミック線量計， PMMA線量計である.その後，追加

されたか否かは情報を持ち合わせていない.実際の作業

はFWTとAEAテクノロジーの専門家の個人的な努力

に任せられる.線量測定の専門家は必ずしもハード指向

でないので興味を示さないが，計測器メーカーが作業す

ると参加しないメーカーは不利になるのはやむを得ない.

3.線量計及び周辺技術の現状

表 2 IAEA国際線量保証サービス (IDAS)の結果

(1885-1990) 

1985 鈎 1987 1988 1989 1985・1989

ー附措置 14 27 20 18 17 31 
(11ft) (12) (17) (13) (10) (W (23) 

織節目 激 40 88 79 68 325 

結z孟-泉，繍m種.・偏釜差士5" 67.5" 59. 1" 50.6X 5‘.4X 78.OX 60.0覧
士10覧 92.5" 鈎9x 86. 1" 86.8X 96.0軍 89.9覧
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ここでは， τ線を中心として標準化に係わる加工処理

レベル線量計測の動向について述べる.

γ線の一次標準はカロリメータあるいは電離箱であ

り，主として欧米では前者が，日本では後者が用いられ

ている.カロリメータでは特定の吸収物質についての吸

収線量が直接的に測定される.電離箱では直接的には照

射線量 (exposure) が測定されるが， W値を介して空

気の吸収線量に変換される.したがって，上記以外の任

意の対象物質の吸収線量は，いずれの場合も質量エネル

ギー吸収係数の比などを介して評価される.

電離箱については，高線量率での高精度測定の研究が

電総研と原研との間で行われ，平行平板型の空洞電離箱

が原研高崎の高線量率用の基準線量計として70年代に確

立した2) この電離箱がカバーする線量率範囲は， Gy/h 

------KGy/hであり，約20年間にわたって電総研の60Coγ

線の標準照射場で校正チェックを継続しており， :t 1 % 

以内の再現性を得ている.

τ線の基準線量計として欧米を含めて，広く用いられ

ているのは，フリッケ，セリウム，重クロム酸，エタノ

ール・クロルベンゼン線量計などの液体化学線量計であ

る.低価格や簡便な測定システムに利点があるが，使い

易さにおいては，アラニン線量計に比べて不利であるた

め，放射線滅菌施設でもそれらの使用は減っていくと思

われる.

アラニン線量計は，固体線量計のなかで最も精密であ

り，広範囲の線量をカバーできること，線量計素子が堅

牢で取り扱いが容易なことなど，これまでの基準線量計

にない利点をもつため，種々の放射線環境の線量率の比

較やルーチン線量計の校正チェック党の仲介役としての

トランスファ一線量計として最適である.ト8)圏内におい

ても， γ線照射施設の線量相互比較でその有用性が立証

されている. トレーサピリティはアラニン線量計の登場

によってその維持が容易となった.ただし， 10kGy以

上の線量域では，温度・湿度環境等の照射条件に関する

若干の配慮が必要である 9)

アラニン線量計については，生成ラジカルのG値，そ

の照射温度依存性，照射後のフェーディング現象等に関

する基礎研究が不十分であり，フリッケ線量計のよう

に，十分に信頼度の高い基準線量計の域にはまだ達して

いない. トレーサピリティシステム確立のためには，ア

ラニン微結晶中でのラジカル生成や生成後の挙動等の機

構解明も重要な位置付けとなる.

加工処理施設の末端ユーザーが使用するルーチン線

計による測定あるいは工程管理が信頼できるかどうか

は，標準とのトレーサピリティが保証されているだけで

12 

は不十分であり，校正を含む使用方法がある定められた

基準に従っていることが求められる.これまで，

ASTMが線量計の個別使用に関する実施標準を表 1に

示すように成文化しつつあり，規制のなかで引用されて

いる.今後は，圏内からも実施標準の策定・改定作業に

加わるとともに，成分化された標準の圏内への取り込み

の検討を行う必要がある.こうした実施標準は，加工処

理施設のユーザーだけでなく，放射線照射を利用する多

くの研究者にとっても有用である.

プラスチック材料等の放射線化学反応を利用した従来

タイプのルーチン線量計の最大の問題は，線量応答が照

射・保存環境(温度，湿度，線量率等)に影響を受け易

いことである.現状では，校正チェックの頻度を高める

こと，環境が変わるごとに再校正すること，測定の不確 -，

定さが許容限界以下であることを確認することなどによ

り，この問題への対処がなされている.将来的には，ア

ラニン線量計をルーチン線量計システムとしての実用化

及び普及が一つの解決策であるが，吸光度測定法には，

他の測定手段に変え難い利点があり，より優れた線量計

材料の開発も依然として切望されている.現在使用きれ

ている主要なルーチン線量計の一覧表を表 3に示す.

トレーサピリティを維持するためのハートとして測定

機器と並んで重要なものは，校正用の標準照射場であ

る.欧米には，高線量校正用の60COγ 線標準照射場があ

り，そのほとんどがガンマセルあるいはプール型線源

(水中円筒状線源の中心を利用)で，線源の量に応じた

一点の線量率のみが校正に利用できる.圏内にはこの型

の校正用線源はない.現在利用できる電総研のコリメー

トされたビームの標準照射場は，他の類似の照射場と同

様に，放射線治療レプル以下の低線量率を対象としてい

るので，校正可能な線量率が 10Gy/h以下であり，特定

表 3 ノレーチン線量計の代表例

線量計 E亮み取り手段 線畳飽圏(Gy)

染色PMMA線量計 可侵分光光度計 103 
- 5 x 10・

無染色PMMA線畳昔十 銭外分光光度計 103 
- 10' 

三酢酸セルロース..計 分光光度計、単色光頭 10' -.. x 10' 

ラジオクロミック線量計 可視分光光度計 - 10' 
(J.flt，ム溶減、光海波管)

硫酸セリウム線量計 電位差計 10. - 10' 

フリッケ線量計 .外分光光度計 10. - 10' 

エタノール・クロル オシロスコープ 10' - 10. 
ベンゼン線量計

アラニン線畳計 ESR分析裳置 1 ・10.

興事ルミネッセンス線量計 Tしリーダー 10・・ -10. 
(LiF. Li.B.OT等)

ライオルミネッセンス ししリーダー 10・‘-10' 
線量計

シリコン太陽tl!! 色素計 1 -10. Gy/h 

放射線化学



る.空調付きの照射チェンパーの設定も可能であり，照

射場の環境条件について 5"-'90
o
Cの温度.30"-'90%の湿

度を任意に設定できる.線量を一定にして照射時間を変

えたり，環境条件が自由に設定できる施設能力を生かす

ことによって，ルーチン線量計の系統誤差の問題も追究

できる.この原研の施設は，基準線量計(平行平板型電

離箱)， トランスブア一線量計(アラニン線量計システ

ム)，及び分光光度計等のパックアップ機器についても

校正施設としての条件をほぼ満たす段階にある.

計の校正に

4. トレーサピリティ系と標準供給の方法

トレーサピリティとは，ある測定が，とぎれない一つ

の比較連鎖を通して，適切なる国家標準(一次標準)に

首尾一貫性をもって遡及できる能力のことである.放射

線計測では，測定器や放射線場の校正を通して，この遡

及性が維持される.これを放射線加工処理における線量

計クラス間のつながりとして表わすと，図 3のようにな

る.このなかで重要な役割をもっ線量計は，基準(リフ

ァレンス)線量計及びトランスファ一線量計である.と

りわけ最近では，異なる放射線環境の線量率の比較やル

ーチン線量計の校正チェック等を行うための仲介役とし

て， トランスファ一線量計の役割が最も重要である. ト

ランスブア一線量計として望まれる諸特性を表 4に示

す.また，現在トランスフ ァ一線量計として使われてい

る基準及びルーチン線量計を表 5に示す.

トレーサピリティを首尾一貫したシステムとして機能

させるためには，線量校正によって得られる垂直的なリ

ンクと線量相互比較などによる水平的なリンクの縦横の

結合(図 3参照)が必要である.同一の一次標準とのト

レーサピリティをもっ異なる線量計によって評価された

線量値が一致しないことが実際に起こるが，その不一致

を究明する手段として，線量計の郵送等による線量相互

比較を行うのが通例である. トランスファ一線量計はこ

うした線量相互比較の手段として広く利用されるように

なってきた.

加工処理照射施設での線量測定が校正用照射場での国

家標準とトレーサピリティの関係を結ぶ手段として，校

正サービスが行われる.図 4に提携的なトレーサピリテ

ィのルートを示す 12)

第 lのルートは標準基準で校正されたトランスファ一

線量計を照射施設に配布し，それを用いて，その施設で

使用するルーチン線量計をその施設の校正照射場で相互

校正したり，場合によっては，ルーチン線量計と一緒に

実際の照射工程を通過させる方法で同時照射して校正す

る方法である.この場合，ユーザー施設の照射場が一つ

0.5 

光子エネルギー (MeV)
コンクリートルーム型線源(実線)及びガンマセ

ル型(AECL・220型)線源(点線)のガンマ線ス

ペクトノレの典型例

の型の電離箱を除く加工レベル用の基準線

は適さない.

放射線加工処理を主対象とした γ線校正施設には，

現在のところその技術的性能について守るべき国際基準

はないが， ASTMが 1つ の 実 施 標 準 ( 表 1中の

E1400) を提言している.このなかには，校正施設の物

理的条件，照射設備の特性，校正用の測定機器の性能，

ルーチン業務としての特性保証等，安全上の提言を除い

て，基本的に施設が満たすべきハード及びソストの条件

が述べられている.校正の線量適用範囲は10"-'105Gy 

で，線量率は24時間以内でその線量を与えるものとされ

ている.照射場については，線量均一度，入射光子スペ

クトル，温度測定監視等の制限，測定機器については，

光光度計，温湿度計等の不確定さの限度が与えられて

いる.測定の不確定さについては， 95%の信頼度限界で

の校正能力を前提とし，国家標準に係る不確定さを:t2

%と仮定している.

入射光子のスペクトルは線源の型によって多少異な

る.コンクリートルーム線源とガンマセルについてのス

ペクトルの典型的な例を図 lに示す 10)ガンマセルでは，

壁からの散乱ガンマ線による低エネルギ一成分の寄与が

相対的に大きいが，この傾向は放射線滅菌の工程管理に

おける線量計の照射場についても同様のことが言える.

ASTMの校正施設の条件をほぼ満たす国内の施設と

しては，原研の60Coτ線照射室がある 11)原研施設はコ

ンクリート壁の照射室での板状線源を用いて，10Gy/h 

"-' 10kGy /hの線量率範囲を連続的に設定できるという

点で世界で類例がない利点をもっ.原研照射設備の線源

をを含む縦方向の断面図を図 2に示す.線量計は線瀬か

ら7cmから180cmの距離範囲で任意の精密設定ができ
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lf量計位置決め装置

図2 校正施設となり得る60Coy線照射設備の一例

(原研高崎第 5照射室内の側断面図)
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図 3 放射線加工処理における線量計のリンク図式

表 4 トランスファ一線量計に要求される特性

0線量応答が長時間安定である。

O線量応答の再現性が良い。

0線量の測定範囲が広い。

0測定素子の郵送が容易である。

0線量応答が環境条件に影響されにくい。

O線量の空間分解能が高い。

0線量校正が容易である。

0測定素子が頑丈で取り扱い易い。

0被照射物と同等な放射線吸取特性をもっ。

14 

表 5 トランスファ一線量計の代表例

計量

計

計

線

量

量

ム

線

線

ウ

磁

計
一
ン
リ
ム

量
一
ニ
セ
ロ

線
一
ラ
酸
ク

ア

磁

重

篠取り手段 ...庭園(Gy)

ESR分析量産量、専用リ+ ・ 10・
分光光度計、電位差計 10・-10・
分光光度計 10・-10・

フリッケ..1十 分光光度計

ラジオクロミック線量E計 分光光度計、専用リーター

10 ・ 4xl0'

10・ー 10・

の仲介役を果たしており，ユーザー施設はルーチン線量

計を正確に校正できる照射場を保有していることが条件

となる.

第 2のルートは，照射施設で使用する線量計(通常川

一チン線量計)を標準機関の照射場で校正し，それを用

いて施設の照射場を校正する方法である.この場合は、

両校正時の線量率や環境条件の差異による線量応答への

影響及び施設照射場の環境条件の変動の影響を評価する

必要がある.この方法の信頼性は線量計の性能に大きく

依存する.標準機関での校正精度は十分高いものであっ

ても，線量応答の温度依存性や照射後の安定性などが十

分に把握されていないと，総合的な精度の高さは期待で

きない場合もある.

第 3のルートは，末端の照射工程での品質管理をモニ

ターする直接のトランスファ一線量測定サービスであ

り，標準機関において十分技術的に確立したトランスフ

ア一線量計を施設に送って所定の照射を行い，照射後標

準機関に返送して線量を読み取る.この場合， トランス

放射線化学
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図4 放射線加工施設から国の標準校正機関への

トレーサピリティのルート 7)

ヲァ一線量計としては，高い信頼性と幅広い能力が要求

される.

第 4のルートは，第 3のルートに類似しているが，国

の標準機関の代わりに IAEAが実施する国際線量保証

サービス(IDAS)である.実際上は，国家標準を保有

していないために，国際標準とのトレーサピリティーを

必要とする国々で利用されているルートである.

米国では，標準機関の NISTが60COγ線と 137CSγ線

について， 10"-' 106Gyの範囲で校正サービスを実施して

おり，線量率はカロリメータと電離箱で決定されてい

る.校正されたトランスファ一線量計にはラジオクロミ

ックフィルム線量計が利用されているが，将来はアラニ

ン線量計に置き換わるものと考えられる.ラジオクロミ

ツク線量計は， MeV領域の電子線でも校正されてお

り，電子線量測定の校正サービスも行われている.

英国では， NPL (National Physical Laboratory) 

~ 3基のガンマセル型の60Coγ 線の校正線源をもち，

.07"-' 3 Gy/sの線量率範囲で，カロリメトリーに基づ

いて吸収線量を決定している 12)吸収線量は水ファント

ム中 5cmの基準深度で値付けされ，低線量域ではフリ

ツケ線量計が，高線量域では重クロム酸線量計が校正され

ており，これらの液体化学線量計は基準線量計としてだ

けではなく，標準的なトランスファ一線量計として利用

されている.また， NPLはリニアックからの10MeV

電子線の標準校正場をもち，これを用いて高線量用の線

計の校正を実施している.電子線用のトランスファ一

線量計としては，重クロム酸線量計が使用されてきた

が，最近では60COγ線も含めてアラニン線量計も利用さ

れるようになりつつある.

この他に，カナダの Nordion Int. Inc. (NII)ではセ

リウム線量計システムを支配しており，これをトランス

ファー線量計として利用することにより世界各国の商業

第 56号(1993)

滅菌照射施設でのルーチン線量計や照射工程の校正が行

われている.

5. トレーサピリティと線量計校正の現状

放射線照射を利用するにあたり線量計測の正しさを要

求されるのは基礎的な学術研究の場合であろう.放射線

により引き起こされた現象の定量的表現に使われている

G値は，もし総量評価が間違っていたら誤った結論を導

き兼ねないという点で重要であるが，規則面でトレーサ

ピリティの要求はない.研究者自身が最善を尽くして正

確な総量計測，評価をすることが求められている.

医療用具の滅菌は正確な線量計測を要求される.これ

は汚染菌数，汚染菌の放射線抵抗性で定まる滅菌線量を

製品が受ける最低線量から判定し，それが滅菌済みか否

かを製品の微生物試験では検証できないためである.線

量計測について研究所の研究室なみの努力をはらえば正

確な線量値も得られようが，かなりの人材，コストを投

入する必要があろう .安価なルーチン線量計の使用及び

国家標準とのトレーサピリティをとることによって，信

頼できる線量評価を少ないコストで行うことが期待で

き，産業界にとっても合理的である.

食品照射は正確な線量計測を要求しているが，

CODEX (食品の国際規格)が出されたのは84年である

ため，付属文書の線量測定ではトレーサピリティについ

て何も触れていない.最近の米国官報に見出される食品

照射許可のなかには，、トレーサピリティと使用目的に

対する精度の確立及び12ヶ月毎の校正。を要求してい

る.これは，放射線加工業界がトレーサピリティをどの

ような理解の上に立って実行し，その問題点はなにかの

実態を示している.

加工処理で使用されるルーチン線量計素子の数は滅

菌，高分子加工などの60COγ 線の受託照射を行っている

ラジエ工業(株)では年間 5万個に達し，大手の医療用

具製造業者の自家照射施設では年間 l万個程度である.

照射施設の形式と照射される製品の種類により必要な線

量計素子数は異なるので，使用量は照射処理能力を意味

するものでないが，大量の線量計素子が消費されること

は理解されよう .したがってルーチン線量計には線量測

定の精度，使い良さなどの性能以外に安価であることが

必要条件である.滅菌線量レベルは着色PMMA線量計

(レッドパースペックス)が世界的に普及している.因

みに素子 1個の価格は120"-'200円程度である.

このようなルーチン線量計の総合精度(不確定さ)は

後述する国家標準とトレーサプルな校正をしても:t5

"-'6%の誤差がある.まして供給先から添付される線量
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計応答と線量校正曲線(文はその経験式)を使用して線

計算すると，校正条件と実使用環境の違いから不確定

さはこれ以上になる確率が高い.各種ガイドラインで市

販線量計は測定に使用される計測機器とともに国家標準

に対して一定期間毎に校正を行うべきことが定められて

いる.

図4に示したトレーサピリティをとるための第 2のル

ートの長所は校正機関が発行する証明書が得られること

で規制当局の検査，客先の監査に際し相手が線量測定の

専門家でない限り了解される点にある.検査官が線量測

定の専門家である場合はどうか? 測定を分光光度計で

行うのならば、同型式の分光光度計でない，なぜ線量が

決定できたか?"と質問され，引き続く技術的質問にデ

ータを示して適切に対応できないとコメントを提出する

まで許可がでないことになる.この結果で費用が嵩むこ

とにもなり得る.

PMMA線量計の場合， ASTM実施標準では一点の

線量値について 5素子， 一桁(10倍)の線量範囲につい

て5点以上の線量値で検定するとしているので，最低25

枚の線量計を測定することが必要である.これに必要な

コストはどこに依頼するかによるが，数十万円になる可

能性が高い.

第 2のルート(図 4)の長所はルーチン線量計を標準

機関に送付，校正を依頼することよりコスト削減になる

こと，実際に使用する照射施設の条件で校正するので，

実際に遭遇する照射中の線量率の変化，温度変化等に即

した校正曲線が得られることである.

このような線量計の校正は，購入線量計の製造ノてッチ

が異なる毎，またパッチが変わらなくともロット(購入

毎)に校正曲線が以前と変わらないことを確認すべきで

あるとされている.線量計のパッチが同一であれば測定

すべき線量レベルは最大，最小並びに中間の 3点でよい

とされている. 線量範囲が広い時は第一の方法で100

万円近いコスト，第 2の方法でも十万円以上かかるので

利用者にとっては大きな問題である.

因みにパースペックスでも国産ラジックスでも製造ノて

ツチは20'"'-'30万個であり，パースペックスは大量の需要

があるので頻繁にパッチの変更があり ， トレーサピリテ

ィの維持にコストがかかる.

わが国の放射線加工処理産業の立場も分野別にそれぞ

れである.最も切実に国家標準にトレーサピリティを要

求されているのは医療用具の滅菌関係である.圏内販売

製品については客先の認識も無く ，特にトレーサピリテ

イについて問題にされたことはない.海外に輸出される

製品については米国，英国の厚生省等の検査でトレーサ
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ピリティの証明書を要求される.わが国の大部分の

60Coγ線照射施設はカナダの供給によるので，従来セリ

ウム線量計を基準線量計として RedAcrylic線量計をル

ーチンに用いていた FDAがNISTにトレーサプルで

あることを要求するため(米国の業者に対する基準であ

る筈で，国際的には ISOではそのような要求はない)， 

最近 NIIは基準照射場のガンマセルの線量率を NPLで

開発された重クロム酸線量計をトランスファ一線量計と

して NISTにトレーサプルにし，ガンマセルで標準照

射したセリウム線量計を添付して証明書付で販売してい

る.わが国の滅菌照射施設では海外からの検査に対して

NISTにトレーサピリティをとっている説明をしている

と想像される.

わが国で電総研では電離箱の校正を行い，これでル--，

チン線量計を校正することでトレーサピリティであると

して海外の検査に合格するが，一日も速く計量法の改正

が実施に移されて二次標準校正機関が承認され，適正な

コストでトレーサピリティが確立できるよう切望する.

食品照射についてはジャガイモの発芽防止のみ許可さ

れており，このための線量測定はフリッケで行うよう定

められ，定期的に保健所の立ち入り検査(測定)がなさ

れている.

7.電子線量計測の標準化

電子線加工処理の工業化の主要分野である高分子加工

では，ほとんどの場合線量計測は照射工程の品質管理の

みに止どまり，線量値に関する公的規制はないため，線

の絶対値を問題とする標準化は要求されていない.ま

た，照射装置の電圧，電流，ピーム走査幅，コンベア速

度等の照射ノfラメータが与えられれば，製品の吸収線量

はある程度よい精度で再現できる.収縮フィルムの最

手であるグレース，クライオパック部門では，ポリエチ

レンフィルムの照射により生成するピニリデン結合の赤

外吸収が最もよい線量計とみなしている.実用性に合致

した品質管理のよい一例と言える.

最近 5MeV以上の電子線による滅菌がわが国でも実

用化され，医療用具の場合は線量のトレーサピリティー

が要求されるようになり ，電子線量計測の標準化も課題

となっている.標準化のために解決するべき技術的課題

は，標準照射場の設定及び透過距離が短い電子線に適し

たトランスファ一線量計の選択などである.

ルーチン線量計の校正等には飛程の比較的長い 5'"'-'10 

MeVのエネルギーが適するが，これより低いエネルギ

ーでも，一定の加速器を校正専用にすることは経済的な

理由で実現が難しいので，他の研究 ・照射利用との兼用

放射線化学



にならざるを得ない.この場合，校正に関わる不確定性

をγ線のそれに近づけるため，数多い照射・測定ノ守ラメ

ータを高精密に再現させるのは容易ではないと考えられ

る.線量計測標準として現在機能している施設は NPL

の10MeVライナックの校正場のみである.

トランスファ一線量計は， 10MeV級では一部の液体

化学線量計の使用も可能であるが，やはり薄い厚さの固

体線量計素子が適する.米国では光学吸収の変化を利用

したフィルム状のラジオクロミック線量計が実績をもつ

が，フィルムが薄いため，環境条件の影響を受け易いと

いう問題がある.最近ではアラニン線量計が使われ始め

ており，今度は，ペレツト状及びフィルム状の素子が実

用化されていくと予想される.13-15)IAEAの高線量標準

プログラムでは，ペレツト状の素子をトランスファ一

線量計として用いた電子線量計測の国際的な相互比較の

実験や線量測定技術の開発も進めている.

電子線について標準照射場をもつことが第一義的には

重要ではあるが，アラニン線量計を仲介役として τ線

と電子線の線量間のトレーサピリティをもたせる考え方

も可能である.この方法では，エネルギー付与

(LET)の観点、から見たとき， γ線と電子線の聞に線質

の違いはほとんどないので，通常利用されている吸収線

率が γ線と電子線の問で 2'"'"'3桁異なることやその

結果として照射下での線量計素子の温度上昇が異なるこ

とだけが問題となる.幸いアラニン線量計の応答につい

ては安定性は高く，照射温度依存性が小さいので，これ

らの違いはトランスブアーにおける障害とはならないと

考えられる.

線量校正手段として現在広く使用されている熱量計に

ま，直線的に線量校正可能な部分吸収型16，17)と深度線量

布の積分を通して間接的に校正する全吸収型18)が開発

され，それぞれ高エネルギー及び低エネルギー領域に利

用されている.原研では電子流密度測定器と部分吸収型

熱量計を組み合わせて，線量計と電子エネルギーをオン

ラインで同時的に校正するシステムを開発した18) その

構成を図 5に示す.

線量分布計算については， O.1'"'"'20MeVの広いエネ

ルギー範囲をカバーし，多重層吸収に適用できる簡便な

アルゴリズムが開発されている 19) 線量計測における計

算コードの役割は，これまで十分認識されてこなかった

が，ビーム加工計測ではパラメータが多いことを配慮す

ると，今後ますます重要になると思われる.線量計測標

準化のパックアップ手段としても期待できる.

一方，制動放射線については，線質は60Coγ線とほぽ

同等と見なせるが，線量率は照射場の特性は60Coγ線と

電子線との対比において中間的位置付けとなる.したが

って，線量計測及びその標準化については，独自に検討

が進められている 20)

IAEA，IDASの本年の諮問会合で 4'"'"'12MeVの高エ

ネルギーを主対象とした電子線量計測標準化の協力研究

プログラムの終了後，それに対応する IDASを開始す

るとともに，それ以下の中エネルギー領域の電子線，さ

らには， X線用のトランスファ一線量計測システムの研

究開始が提案された.中エネルギーの電子線量計測の確

立のため，原研高崎研の積極的な寄与が必要である.

8.線量計測における不確定さの評価について

線量計測の標準化の目的は線量評価の信頼性を系統的

な手段で確保することにあるが，信頼性を裏打ちする手

段は測定された線量値の不確定さの評価である.品質管

理や健全性保証の見地からは，不確定さの限度の明らか

でない測定結果の報告・記録は不完全とみなされる.ま

た，測定値の精度を線量計固有の精度と直結させる誤っ

た傾向が見られるが，個々の実際の測定には，それぞれ

に異なる多くの不確定要因が関与するのが通例である.

線量計測の技術レベルは，単に高精度で便利な線量計を

揃えることよりも，不確定さの要因を的確に把握し，そ

れらを正確に評価できるかどうかに大きく依存するとい

ってもよい.

測定の不確定さには，精密さ(ランダム誤差)と偏差

図5 電子エネルギー・線量同時校正システム
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(非ランダム誤差あるいは系統誤差)がある.それぞれ

はいくつかの不確定要素の合成であり，全体の不確定さ

はさらに両者の合成で表わされる.不確定さの評価方法

については，線量計の校正や日常使用等について多くの

実施例があるが， ASTMでは実施標準をまとまった形

で成文化する作業が進みつつある.合成された全体の不

確定さの標準的な表し方は，信頼度限界を95%，すなわ

ち変動係数(標準偏差/平均値)の 2倍(::t2σ) とす

るのが一般的になりつつある.

不確定さの厳密な評価方法を末端の測定現場で統一化

させるのは困難も予想される.しかし，不確定さの評価

なしには計測そのものの信頼性が疑われることになるの

で，経済性の立場からも無理のない方法での評価方法の

導入が望まれる.高線量のルーチン線量測定は，概して

測定手順そのものは単純であるために，測定作業が安易

に流れて，計測のもつ全体像を見誤り易いという問題が

ある.この評価の導入は，測定作業の質を維持し，品質

管理の信頼性や放射線技術者の能力レベルを高めるの

に，効果的であると考えられる.こうした考え方は工業

プロセスの品質管理にとどまらず，放射線照射を用いた

基礎的な研究においても同様であり，線量計測の標準化

は基礎研究の質の向上にも波及効果を与えることが期待

される.

9. おわりに

以上トレーサビリティを中心として，放射線加工レベ

ル線量計測の標準化の現状について述べた.線量計測は

放射線利用のなかで地味な潜在技術として消極的な位置

付けにあったが，圏内においても，工業プロセスにおけ

る品質や健全性の保証の見地からその重要性がようやく

認識されるようになってきた.工業照射用6
0COγ線源の

需要量で日本は世界第 2位であることを考えても， トレ

ーサピリティの体系化を急ぐ必要がある.

線量計測の標準化の目的は，言うまでもなく放射線産

業利用の技術的基盤の整備であるが，線量標準の確立は

線量計測における正確さの評価の方法や重要性がよく認

識され，放射線照射を利用する学術的研究にも望ましい

波及効果が期待できる.また 60COγ線か らはじまっ

て，異なる線量の放射線による照射効果の差異を評価す

る場合についても，標準化技術の進歩によって，精度の

高いレベルでの議論がし易くなるのものと期待される.
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表 6 略語一覧表

AAMI Association of Advancement of Medical Instrumentation 

ANSI American National Standard Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

BIPR Buerau International Primary Metolorogy 

CAC Codex Alimenatarious Commission (国際食品規格委貝会)

CEN Commite European de Normalisation 

EUCOMED European Confederation of Medical Device Manufacturers 

FDA Food and Drug Administration (US) 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IDAS International Dose Assurance Service (by lAEA) 

ISO International Standard Organization 

EN Europian Normal 

NII Nordion International Inc v 
NIST National Institute of Standards and Technology (US) 

NPL National Physical Laboratory (UK) 

OIML Organization International Legal Metorology 
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平成5年度の応用放射線化学シンポジウムのお知らせ

(1)日時:1993年11月20日10時より

場所:早稲田大学

最近，機能性高分子国体の放射線化学の研究で大

変活躍している ノートルダム大(米国)のトーマス

教授とデルブト工科大(オランダ)のド・ハース博

士に，現在マイクロエレクトロニクス用高分子の放

射線化学で中心的な役割を果している IBMとペル

研の研究者にも加わってもらって，高分子材料の放

射線化学の最先端の話をして頂きますのでご参加く

ださい。

世話人

早 稲 田 大 学 浜 義 昌 03-3202-9542

大阪大学 田川精一 06-877-5111内線3480

(2) 日時:1944年 3月1かー11日(予定)

場所:原研高崎

平成 2年に原研高崎が主催し，日本放射線化学会

等が後援して行われた「生物医用材料への放射線利

用に関する国際シンポジウム」の第 2回を日本放射

線化学会，国際原子力期間，原研高崎の共催で行う

予定です。詳細はニュースレターでお知らせします。

世話人原研高崎大道秀樹 0273-46-9410
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〔解説〕

溶媒和電子

1 .はじめに

溶液中の電子の挙動は古くから興味を持たれており，

液体中で安定化された電子の存在は100年以上前に見い

だされている.即ち Weylが発見した，液体アンモニア

に金属ナトリウムを溶かすことによって現れる青色がそれ

である.但しこの吸収が溶媒和電子に帰属されたのは

1908年のことである九溶媒和電子はアルカリハライド

結晶で良く知られている F-中心と類似のものとも考え

られ，その様なモデルを用いた理論的考察も行われてい

る.実験的には1960年代からのパルス電子線による過渡

吸収測定刊或は低温マトリクスでの γ線照射の測定3)

により水，アルコール中でも溶媒和電子が生成すること

が良く知られるようになった.これらの溶媒和電子は可

視部から近赤外部にかけてプロードな吸収を持っている.

アルコール中の吸収極大はアルコールの種類，温度によ

り変化し多くの場合500"-'600nm付近である.但し 2-

プロパノール等の二級，三級アルコールでは極大波長は

かなり長波長になることが知られている.

BaxendaleとWardman4lは種々のアルコールのパル

ス電子線照射により得られる可視部から近赤外部にかけ

ての過渡吸収スペクトルを調べた.低温では励起と同時

に観測される吸収スペクトルは遅延時間の大きな時の溶

媒和電子に帰属される吸収とは異なり，赤外部にも大き

な強度を持つ.特に-121acのn-プロパノールでは図

1に示すように励起直後には溶媒和電子に相当する可視

部の吸収極大は観測されなかった. 5 nsの電子線ノ幻レ

スによる励起直後には長波長ほど吸光度の大きくなる過

渡吸収が観測されたが， 1.3μmの過渡吸光度は図に示

すように時間と共に指数関数的に滅表し，それとともに

可視部に新しい吸収が立ち上がってくる.励起後 lμs

では近赤外部の吸収はなくなり， 580nm付近に吸収極

大を持つ溶媒和電子に帰属される吸収が得られた.長波

長の吸収の半減期は約60nsであり，観測波長を

Solvated electron ・Yoshinori HIRA T A 

大阪大学基礎工学 平田善則*

n 500叶 h 恥 ml ~一寸
|\~ I ~lÄ. ... 1 I V 1300nml 

400 600 800 1000 1200 1400 

λInm 

図 1. -121"Cの 1-プロパノールのパルスラジオリシ

スにより得られた過渡吸収スペクトルといくつか

の波長における過渡吸光度の時間依存性， (文献

4 bより転写)

1050"-' 1350nmの範囲で変えても変化しなかった.また

温度の上昇と共にその寿命は短くなり -109，十 141'C

では半減期はそれぞれ約 8ns， 1μsであった.この測

定は液相の溶媒和電子の生成過程を直接観測した最初の

ものである.この様な溶媒和電子の生成過程は溶媒の粘

度が低くなると速くなる. -92
0

Cのメタノールでは励

起直後から550nm付近に溶媒和電子の吸収が観測され

赤外部の吸収は非常に弱い. -113
0Cのエタノール

86
0Cの1-プタノールでは赤外部の吸収は強くなるが，

可視部の吸収も励起直後から観測される.室温付近では

溶媒和電子生成は極めて速くなり，その観測には非常に

高い時間分解能が要求される.

ChaseとHunt5lはピコ秒のパルス電子線を用いたス

トロポスコピックな過渡吸収測定法を用い水，アルコー

ル中の溶媒和電子生成過程を-65"-'65
0Cの温度範囲で

調べた.彼等の室温の測定結果を誘電緩和時間と共に表

1に示す.アルコールの誘電緩和時間は三種類あり，遅

大阪大学基礎工学部，助手，理博略歴)昭和47年東京工業大学理学部化学科卒， 52年同博士課程修了，同年 5

月米国ウェイン州立大化学科博士研究員， 55年 8月より現職専門)光化学，

(連絡先)干560豊中市待兼山町 1-1阪大基礎工.Tel 06-844-1151内4542 FAX 06-859-3952 
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い方から順にそれぞれ， τ1.水素結合の切断を伴うアル

コールの回転， τ主:モノマー状態で存在するアルコール

の回転， τ3:OH基の配向によるものである.また，こ

れらは電場が一定の場合の緩和であるが，電荷が一定の

場合には

εx∞ 
τ:r==一一-rx

εxo 

で与えられる誘電緩和時間が考えられる.ここで εxo，

εx聞は x (1--3)番目のメカニズムによる誘導緩和が

観測される周波数領域の下限および上限における誘電率

である.r{はむと大きく異なるが他の緩和時間にはそ

れほど大きな差はない.種々の温度の溶媒和電子の生成

時間とこれらの誘電緩和時間の比較から，溶媒和電子の

成時間はお(佑の可能性もある)と良く一致してい

ことが分かつた.このような実験結果からモノマーア

ルコールの配向緩和が電子の溶媒和過程に重要であると

考えられるようになった.その後もピコ秒ライナックヘ

ピコ秒パルスレーザー7)を用いた溶媒和電子生成過程に

関する研究が多くの研究者により行われたが，それらの

結果もアルコールに関してはこのような考えを支持する

ものであった.

水和電子に関してはピコ秒の時間分解能では生成過程

を調べることはできなかったが， WiesenfeldとIppen8
)

はサプピコ秒レーザーを用いた，さらに時間分解能の高

い実験を行った.彼らはブェリシアン化ナトリウムの水

溶液をローダミン 6G色素レーザーの第二高調波であ

る307nmの光でイオン化し， 615nmの過渡吸光度をモ

ニターすることにより水和電子の立ち上がりを調べた.

その結果，水和電子は装置の時間分解能であるO.3ps以

内に生成することが分かつた.これではまだ生成過程を

測したとは言えないが，注目すべきことは， O.3psと

いう値は水の配向緩和時間より短いということである.

このような実験結果を説明するために次のような水和電

子生成機構が考えられた.すなわち，アルコールの溶媒

表 1 水、アルコールの溶媒和電子生成時間及び誘電緩和時間(ps)

誘電緩和時間

τS割 引 匂巧 t九

H20 < 3 9.2a 0.2 
Methanol 10，7:t152b.C 12.6" 1.4b 

Ethanol 23:t3 191M 16.4" l.4b 30 
1-Propanol 34:t 3 430" 22" 2.1" 81" 
I-Butanol 39:t 5 670" 27" 2.4" 127' 

aE. H. Grant， T， J. Buchanan， and H. F. Cook， J. Chem. Phys. 26， 156， 

(1957) 

ゐJ.A. Saxton， R. A. Bond， G.T. Coats， and R.M. Dickinson， J. Chem 

Phys. 37， 2132， (1962). 

屯.Barbenza， J. Chim. Phys， Chim， Biol. 65， 906， (1968). 

dM. W. Sagal， J. Chem. Phys. 36，2437， (1962). 

'Sz K. Garg and C. P. Smyth， J. Phys. Chem. 69， 1294， (1965) 
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和電子生成と異なり，電子は水中にあらかじめ存在する

深いトラップに捕捉されるため水分子の再配向無しに水

和電子が生成する.したがって可視部の吸収の立ち上が

りが非常に速くなる.

最近ではさらに時間分解能の高い測定がフェムト秒レ

ーザーを用いて行われており，溶媒和電子の生成過程も

かなり明らかにされてきたト14) 以下では溶媒和電子の

生成ダイナミックスに関して 2では水和電子について

のブェムト秒レーザーによる研究 3ではアルコール中

の溶媒和電子についてのピコ秒レーザーによる研究を中

心に概説する.

2.水和電子

水和電子は水溶液中の放射線化学反応の活性中間体と

して極めて重要であり， 1962年2)にパルス電子線を用い

た過渡吸収測定により発見されて以来多くの研究がなさ

れてきた.しかし，既に序で述べたようにサプピコ秒ま

での時間分解能では生成過程を直接追跡し，その詳細を

調べることはできなかった.最近のフェムト秒レーザー

技術の進歩により可能となった高時間分解能の研究の結

果，水和電子の生成過程，初期反応過程は水のミクロな

ダイナミクス，溶媒和と密接に関係した複雑なものであ

ることが分かつてきた.文，最近ではモレキュラーダイ

ナミクスによるシミュレーション等，水の動的挙動に関

する活発な研究が行われている.

近紫外ブェムト秒レーザー光を室温の液体の水に照射

すると，励起波長では水は透明であるので一光子吸収は

起こらないが，水のイオン化エネルギーが6.5eV程度

であることから次に示すように二光子イオン化により

種々の過渡種が生成する山

k1 

H20t (hll=310nm)→[H20]・→ H20+teQj

(kl=1!T1) (1) 

Hρ+H202H30++OH(kz=1/T2)(2) 

(k3=1!T3; k4= 

k3 k4 l!T J (3) 
eQjtnH20→eIoc→e;OI 

励起と同時に400nm付近に吸収が見られるがこれはイ

オン化によって生じた水のカチオン，H20¥ と同定さ

れている(反応 1，T1 ~100fs). この水カチオンは周

囲の水分子と反応してヒドロニウムイオンとヒドロキシ

ルラジカルを生成するが(反応 2)，その反応速度，k2， 

には大きな重水素効果が観測されている.塩化ナトリ ウ

ムの水溶液では一光子過程で

21 
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図 2.水のそレキュラーダイナミクスにより得られた配置における電子の状態密度.電子の広がりが

(a) 4 A， (b) 5 A以下の時を局在状態(実線)とし，これより大きい時を非局在状態(波

線)と考える. (文献16より転写)

子を加えることにより得られる電子の波動関数，エネル 5 
ギーを計算した，図 2にはこのようにして得られた局在

(実線)，非局在(波線)電子の状態密度を示す13) この

シミュレーションでは電子を入れた後の水分子の再配向

を考慮していないため，水中にあらかじめ存在している

トラップサイトに関する知見を与える.ここでは電子の

広がりが半径 4A (図 a) あるいは 5A (図 b) より

小さいものを局在状態としている.エネルギーの低い部

分に局在状態が多くみられるが，これらは電子をごく浅

Cl-+hν(310nm)→ [CI-J‘→ Cl+ eqf 

のように塩素イオンから電子が放出されると考えられる

が10hこの場合にはたしかに H20+と同定された吸収は

観測されない.

一方，放出された非局在電子 eqh は余剰エネルギー

を失うことにより局在化し，局在電子，eloc，を経て安

定な水和電子，eゐ1，を与える.この過程には水のミク

ロな揺らぎにより生成する局所的な欠陥，電子のトラッ

プが重要な役割を演じる.シミュレーションの結果では

局所的なエネルギーは短時間のうちにかなり大きな変動

を示しており 15hこのようなトラップサイトも生成，消

滅を繰り返しているものと考えられる.

水中に存在する電子のトラップサイトに関する研究が

Rossky等により行われている 16)1べ彼らは密度 1gr/ 

cm3の283Kの純水をモレキュラーダイナミクス法でシ

ミュレート(一辺18.62Aの立方体中に216個の ST2の

水分子を含み，周期境界条件を用い，分子間相互作用は

重心間距離8.46Aで打ち切る)して得られた配置に電

22 

くトラップできるだけであり，その吸収スペクトルはプ

ロードで赤外域に現れることが分かつた.即ち Wiesen.

feldとIppen8)により示唆された可視部に吸収を与える

深いトラップはほとんど存在せず，彼等のメカニズムで

は水和電子の生成過程は説明できないことが分かる.

310nmの100fs光ノマルス励起により得られた過渡吸収

スペクトル及びいくつかの波長で観測した過渡吸光度の

経時変化を図 3， 4に示すへ電子の溶媒和により先ず

近赤外部に吸収が観測され，次いで可紫部に吸収が現れ

15 
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図 3.水の310nmフェムト秒レーザフォトリシクによ

り得られた時間分割吸収スペクトル. (文献 9よ

り転写)
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図 4. 水のフェムト秒レーザフォトリシスにより得られた過渡吸光度の経時変化.点線は装置の応答関数

を，実践はシミュレーションの結果を表す. (文献9より転写)

る Migus等はこの時間依存性を二種の過渡種，即ち，

赤外部に吸収のある局在電子，eゐc，と可視部に吸収を

持つ水和電子，esot， の吸収が観測されているとして，

時間 tにおける eiocの濃度が

C(t)=ωtE×(吋一つま)-吋否)}
となるとして解析している. 1250nmの吸収はほぽ eioc

の挙動を示しており，その立ち上がりから 1/T3は9x

1012S-1と求められた.一方，eiocの減衰の時定数は

1/T4=4 X 1012S-1であったが，これと同じ時定数で可視

部の吸収が立ち上がる.可視部の吸収は長寿命で，その

極大波長は720nmであり，パルス放射線分解で観測さ

れている水和電子と同じスペクトルを持つ.ところでこ

のような解析は反応に関与する過渡種が 2種類だけであ

るときにのみ可能である.このような場合には等吸収点

が観測されるはずであるが，図 3では等吸収点、が観測さ

ていない.この点に注目し，電子の励起状態の寄与を

考慮した解析が MessmerとSimon18)により行われて

いる.なお等吸収点がみられない一つの原因としては後

に述べるジェミネート再結合の寄与も考えられる.

Long等11) も増幅した CPMレーザーを用い，可視部か

ら近赤外にかけて数波長で過渡吸光度の測定を行った.

その結果820nmに等吸収点が観測されたとしているが

どちらが信用できるであろうか.彼らの得た寿命は T3

= 180:t40fs， T4=540:t40fsであった.

等吸収点の有無は別として図 3のブェムト秒時間分割

吸収スペクトルの重要な特徴は次のようなことである.

緩和によって近赤外部の吸収が減衰し，可視部に新しい

吸収が現れる.ところが，溶媒和過程が起こる場合に通

常期待される吸収の極大波長の連続的なシフトはここで

は観測されていない.これが二状態モデルの根拠となる

第 56号(1993)

ものである.この点についての研究としては Rosskyと

Schnitker19)による水和電子の量子論的シミュレーショ

ンがある.このシミュレーションでは基底状態の電子の

溶媒和過程を考えているが，その結果得られたフォト秒

時間分割吸収スペクトルを図 5に示す.遅延時間の短い

ときには吸収は赤外部にみられ，時間の経過と共に徐々

にプルーシフトしながらスペクトル幅が狭くなる.即ち，

溶媒和の進行にともない吸収は連続的にシフトし，スペ

クトル形状も徐々に変化する. 80fs後のスペクトルで

もその幅は完全に緩和した状態のものよりやや広く，吸

収極大の強度も緩和したスペクトルの80%程度である.

ここで重要な点はスペクトルの極大波長，形状が40fs

程度までの極めて短い時間で緩和した水和電子のものに

近くなることである.即ち，このモデルでは溶媒和の大

部分が実測の水和電子の生成よりかなり短い時間で起こ

ることが分かる.

このような実験結果との大きな食い違いを説明するに

は電子の緩和過程の溶媒和以外の律速段階を考えなけれ

ばならない.そのようなものとしてはすでに Migus等9)

により示唆されていたが電子励起状態が考えられる.局

在電子と考えていたものは溶媒和電子の励起状態であり，

局在電子の無頼射遷が緩和の律速になる.この考え方に

よれば無輯射遷移により基底状態に落ちた電子は速やか

に溶媒和され安定な水和電子になる.溶媒和が途中まで

進行した状態は，溶媒和が無轄射遷移に比べ十分速いた

め，実験的にはほとんど観測できない.従って，無輯射

遷移の始状態及び完全に溶媒和した水和電子のスペクト

ルが主として観測される.こうして図 3の実測のスペク

トルに示されたように，吸収極大の連続的変化が観測さ

れないことが説明できる.

水のイオン化により生成した水和電子ーヒドロニウム
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イオン対の一部ほピコ秒の時間領域でジェミネート再結

合により消滅する 12113) 図 6に720nmで測定した過渡

吸光度の時間依存性を示すが55:t2 %の電子が100psま

でに再結合することが分かる.このジュミネート再結合

により消失する水和電子の割合はピコ秒パルス放射線分

解によりナノ秒の遅延時間で得られた値， 15%と比べて

かなり大きい.図中のなめらかな曲線は一次元の拡散

N( t) = Nierf(再)
によるシミュレーションの結果を示している.これから

Td=1.2士O.lpsという値が得られた. D20では Td=

2.2psであり再結合する割合は 49:t2%であった.水中

では電子よりヒドロニウムイオンの方が易動度が大きい

が，ここで得られた Tdの大きな同位体効果は重水素体

のヒドロニウムイオンの方が拡散が遅いことを示してい

る.

ブェムト秒領域の詳細な測定の結果，特に近赤外域の

過渡吸収の変化から電子の緩和過程はこれまで述べてき

たものだけではなく複数の経路があると考えられるよう

になってきた.経路 1 (反応し 2)は既に説明した水

和電子の生成過程であり，経路2は

h 
n(H20)+ hν→ (H30+…OH)hYd+eqf→ 

[(H30+ : e-: OH)hYd←→ (H30… OH)む'd](ks=l/Ts) 

[(H30+ : e-: OH)hYd←→ (H30… OH)む'd]

仇
→H20+H20 ん=1/T6)

→ H30+…OH-? 

→ eゐ+(H30+…OH)? 

のようにして水和したイオン対， (H30+: e-: OH)仰の

を経て水素原子等を生成するものである lぺ但し，この

過程により水和電子ができるかどうかは不明である.こ

のイオン対は近赤外部 (820nm付近)の過渡吸光度の

時間依存性が720nmのそれと異なり速い立ち上がり

(130fs) と減衰 (340fs) を示すことから考えられるよ

うになったものである.これは放出された電子が水カチ

オン，ヒドロニウムイオン，あるいはヒドロキシルの近

傍の水和圏内で局在化したときに生成する.この過程は

経路 1のイオン化より低エネルギーで起こると考えられ

ているが，水の中性励起状態からの自動イオン化であり，

周囲の水分子の電置が反応に適した構造を持つサイトで

のみ起こる.

表 2に電子の水中の緩和に関する種々の速度定数をま

とめる.文，図 7にはこれらの速度定数を用いた H20，
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図 5.量子論的シミュレーションにより得られた水中の

基底状態の電子の溶媒和による吸収スペクトルの

変化. (文献19より転写)

D20中の水和電子，中間体の濃度の時間依存性のシミ

ュレーションの結果を示す.表から明らかなようにプロ

トンの関与した過程の速度定数 (k2，ks， k6， l/T d) に

は大きな重水素効果が観測されている.
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図 6.水のフェムト秒レーザフォトリシスより得られた

720nmにおける過渡吸光度の経時変化.なめら

かな曲線は一次元拡散モデルによる減衰曲線.

(文献19より転写)

表 2 294Kの純水のイオン化初期過程の速度定数のH/D同位体効果

λラメ 安ーo E420E.D2. 5 (Tlo.o/{P)HJO 支蔽
調書E4E:.10Dm  

hka E・l1//TTB， > 1014.-1 > 1014•・1

1013.-1 0.68 )( 10".-1 0.68 10 

l.ou測--azttE11%Oa血

hkszzll//TTs • 0.9 )( 1013.-1 0.83 )( 10".-1 0.92 。ι2)(1013.-
1 0..0)( 1013.-

1 0.96 9，1(・

l-ou
測
--aa

a4E:820m 

k.zl//TT •• 
0.77 )( 101~.-1 0.31 )( 1013.-

1 0..0 
k. -1 0.29 )( 101~.-1 0.13)( 10".-.1 0..5 1.b 

!L!! 
l-oua--aa 

aaE:720a皿
0.83 )( 1012.-

1 0..5 )( 1012.-
1 O.

“ 
1'b 
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叶 7. 表 2に示した速度定数からシミュレーションによ

り得られた水，重水中の種々の過渡種の濃度の時

間依存性.(文献19より転写)
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図 8.p-フェニレンジアミンの 1-プロパノール溶液の

ピコ秒時間分割吸収スペクトル.
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電位の低い溶質を加えた測定を行った.

660nrn付近では吸収強度が遅延時間と共に増加する.

800nmより長波長ではいくらか滅表する成分がみられ

るが，それらの時定数を表 3に示す.これまでに測定さ

れている溶媒和電子の生成時間は表 1に示したとうりで

あるが， 660nmの吸収の立ち上がり時間はこれとほぼ

一致している.これはまた G と同程度の時間であり ，

二状態モデルの根拠となっていた.ここで新しく見いだ

された800-----1 OOOnmに見られる減衰の寿命は勾よりか

なり長く，むしろ水素結合の切断を伴う誘電緩和時間れ

から得られる縦緩和時間出こ近い.この相関の程度を調

べるために温度効果の測定を行ったが，図 9に示すよう

な結果が得られた.図中のなめらかな曲線は nを示す.

室温付近ではロ (960) と百との差がやや大きいが，

全体としてかなり良い一致が見られた.従って溶媒和電

子の生成過程は二つの時定数で特徴づけられ，それらが

種々のアルコール中の 960nmの減表時間及び660nm
の立ち上がり時間(ps)

表 3

25 

τr(660) 

<10 

11 

21 

22 

26 

l'd(960) 

10.7 
24.5 

50.1 
66.1 

77.6 

メタノ -Jレ

エタノール

1 -プロパノール

2-プロパノ - Jレ

1 -プタノール

3. アルコール中の溶媒和電子

序に述べたようにアルコール中でも eioc→ eSOIの様

に赤外部に吸収を持つ捕捉電子が直接溶媒和電子になる

二状態モデルで説明されてきた.これまでの多くの研究

の結果，生成時間はかなりアルコールの種類により異な

り，水和電子よりかなり遅いことが分かっている eSOI

の生成時間はアルコールモノマーの回転に対応する誘電

緩和時間， τ2であると考えられてきた.ところがアル

コールは室温ではかなりの部分が水素結合でつながって

いることが知られており，モノマーの状態で存在するも

のは少数であることを考えるとこのような結果は奇妙に

思える.溶媒和過程は特に最近多くの研究が行われてい

るホットな課題の一つであるが，双極子，大きなイオン

の溶媒和に関するものが中心であり，複雑である.溶媒

子の生成は単一電荷の溶媒和と考えられ，単純なモ

デルを提供できる可能性がある.このような観点からも

アルコール中の溶媒和電子の生成過程をピコ秒の時間分

解能で調べることは重要である.

図 8にp-フェニレンジアミン (PD)の 1-プロノTノ

ール溶液をピコ秒レーザーで励起したときに得られた過

渡吸収スペクトルを示す20) 500nm付近の吸収は PD

カチオンによるものであり， 600nrn付近の吸収には PD

のSn← SI吸収が見られる.650nmより長波長にはこ

の様な溶質の励起状態あるいはイオンによる強い吸収は

みられず，電子による吸収が主として観測されるが，励

起後100ps付近までスペクトルが変化していることが分

かる.純アルコールを多光子イオン化することによっても

電子の吸収の同様の変化を観測できるが，イオン化収量

が低く詳しい解析が困難になるためにここではイオン化

第 56号(1993)



s T 

、
、

11ト 、。、。、。、

、、x、 、
、、、

。

ト'

と10ド

、
、x 0 。、、MeOH

、、 EtOH、• 、、 X、、
、よ. x、
、ーー- 、、、〕、、..、 、、。、

、

、
。、

01 。
、、.
、口、
、、.‘x
、、1・PrOH、

1・BuOHo¥¥
、牟、
ロ‘

、・、、
¥、口、、

、、
、、

、、。
、、、

x 、、
、

、
、

、、
、、・

1. 5 
1 / T (10-3 K-1 ) 

図 9. 1-プロパノール中の溶媒和電子の生成速度のア

9t 4 

6 

レニウスプロット.

G及び nであることが分かった.即ち，これまで定説

であった二状態モデルでは説明できずアルコール中の溶

媒和電子の生成過程には

1/r2 1M 
elOC一-+ eps一-+ esolSol 

の様に中間的に溶媒和された状態，epsを考える必要が

ある.

溶媒和電子の構造を知ろうとする試みは古くからなさ

れてきたが， 77Kの剛体溶媒のスピンエコー等の測定

からエタノールでは電子の周りに 4個の等価な溶媒分子

が存在し， OH基ではなく双極子が配向していることが

明らかにされた21) 他のアルコールでも同様の構造が考

えられているが，この第一層を形成する 4個のアルコー

ル分子だけで溶媒和電子ができているのではなしさら

に遠方のアルコールも重要な役割を演じている.この様

な溶媒和電子の構造と今回の実験結果の関連を考えるに

は r2，r{の持つ意味を考えることが重要である.誘電緩

和時間は電場が一定の場合の緩和時間であり，主として

電子の最近接層の溶媒の緩和を表すと考えられる.一方，

縦緩和時間は電荷が一定の場合の緩和時間であり，内側

26 

の溶媒によるシールド効果等を含んでいる.従ってこれ

は主として遠方の溶媒分子の緩和時間を表すものと考え

てよい.

epsの生成時間がれになることから，電子に近接した

アルコールモノマーの配向により epsが生成すると考え

られる.従って溶媒和電子の中核になる第一層の 4個の

アルコールが配向した構造ができるのに要する時間がら

である.しかし，この時間では遠方のアルコールの再配

向は起きて居らず，epsは近くのアルコールのみが再配

向した中間的な溶媒和状態である.その後 dの時間で

遠方のアルコールが水素結合を切断して配向することに

より溶媒和が完了する epsの吸収スペクトルが

900"-' 1000nm付近に吸収極大を持つことを考えると，

遠方のアルコールが配向することによる吸収のプルー

ブトは第一層の配向による eiーから epsへの変化による

プルーシフトと同程度となる.このように遠方のアルコ

ールからもかなりの寄与があることが実験的にも明らか

になった.

長波長部の減衰を観測波長を変えて測定したところ，

図10に示すように波長により寿命が変わることが分かつ

た eps→ eみの変化が二つの化学種間の変化であると

すると，寿命は観測波長には依存しないはずである.こ

の様な結果から考えられることは，溶媒和がいろいろな

構進を持った中間体，eps -，を含む連続的な変化である

ということである.以上のようにアルコール中の溶媒和
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図10. 溶媒和電子の生成時間の観測波長依存性
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電子の生成過程はかなりの部分まで解明されてきたが，

水和電子の生成過程との比較等さらに短い時間の測定も

興味ある問題である.
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INTERACTIONS IN CONDENSED MEDIA OF 
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ELECTRONS PRODUCED BY IONIZING RADIA TION 
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Faculte de medecine. Universite de Sherbrooke 

Sherbrooke， QC， Canada JlH 5N4 

ABSTRACT 

Secondary electrons， produced in a large number by 

ionizing radiation， deposit their energy via specific 

processes. Those processes occurring in condensed 

materials and at their surfaces， which were recently 

investigated with low-energy electron beam methods 

are reviewed in the present article. They include 

electronic excitation leading to molecular dissocia-

tion， metastable production and UV emission， reso-

nance stabilization and dissociative attachment. 

1. INTRODUCTION 

A major objective of radiation research is to arrive 

at a description of the effects of ionizing radiation by 

analyzing the sequence of events or processes trigger-

ed by the initial absorption of energy. This sequence 

of events occurs on a time scale which ranges from 

attoseconds to macroscopic times. Efforts to establish 

these various steps has led to the development of 

several disciplines involved essestially with the inves-

tigation of the primary physical interactions and the 

chemical and biological stages. A description of those 

primary physical and physico-chemical events occur-

ring on a time scale shorter than a picosecond is given 

in Fig. 1. For simplicity， the irradiated system is a 

molecular liquid or solid composed of individual 

diatomic molecules AB. The subpicosecond events 

which are believed to occur， when high-energy radia-

tion is absorbed by such a medium， can be divided into 

three major groups: primary， secondary and reactive. 

Single reactions producing multiple charges are omit-

ted from this figure. 
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Fig. I List of primary， secondary and reactive “events" which 
may occur at subpicosecond times following the deposit 
of energy by ionizing radiation within a molecular solid 
or liquid composed of molecules AB. The horizontal 
arrows and short vertical arrow (3) indicate the possibl 
reactions. The long vertical arrow on the left of the figure 
indicates出atreactions (1-6) can be induced by secondary 
electrons. 1n this case， charge conservation requires that 
an electron be added to the right of arrows 1， 2 and 4-6. 
For clarity， single ionization events producing multiple 
charges are absent in出isdiagram. 

The primary ionizations and excitations may be 

considered to occur as the result of the propagation 

within the irradiated substance of the initial charged 

particles or of other fast charged particles produced 

by the primary radiation (e.g.， photoelectrons， o-

rays...etc). As one of these particles passes near a 

molecule AB， this latter is perturbed by the rapid 

change of electric field produced by the moving 

charge. Since this parturbation leaves the energy and 
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momentum of the fast moving charge practically 

unchanged， the interaction can be described within the 

first Born approximation.1
，2 It can be valid for elec-

tron scattering in gases as well as condensed media， 

because at those energies the electron wavelength is 

always shorter than the distances between constitu-

ents molecules. The validity of this approximation 

leads to the concept of generalized oscillator strength， 

which reduces to the optical oscillator stength in the 

limit of small momentum transfer. 1，2 It follows that 

the energy dependence of the probability amplitudes 

for primary reactions 1 to 6 (Fig. 1) can essentially be 

obtained from data generated by synchrotron radia-

n3 or high-energy electron-energy-Ioss experi-

ments.4 Most 01 the energy detosited leads to reaction 
lρroduci昭 ρositiveions (or holes) and secondaη 

electrons. These latter have energies much less than 

those of the primaries (the major portion of their 

energy distribution lie below 100 e V)， but they are 

ρroduced in veη large numbers ("-4 x 104
/ M e V). 

When the ions are formed in a dissociative state， that 

state can proceed to reaction 4. The rest of the 

absorbed energy produces excited molecules (reaction 

2) which may dissociate to produce neutral (5) or 

ionized (6) atoms in Fig. 1. If the energy of the excited 

molecule lies above its own ionization continuum， it 

may autoionize (3) yielding one or many secondary 

electrons. 

In the next block of equations in Fig. 1， the reactions 

"I secondary electrons with the irradiated medium are 

sidered. Equation 7 represent the elastic scattering 

of secondary electrons. Depending on their energies 

the secondary electrons are also cゆable01 'YIゆroducing

some or any 01 reactions 1 to 6 includiηg geminate 

recombination. In the case of secondary electrons， 

however， the relative and absolute magnitudes of each 

process are much different than those for the equiva-

lent reactions produced by the primary particles. This 

arises from the fact that at low energies multiple 

scattering between molecules can no longer be neg-

lected; and that， the molecular orbitals are strongly 

perturbed by the presence of slow electrons， thus 

allowing for exchange interactions and multiple elec-

tron scattering within the molecules. This perturba-

tion not only favors optically forbidden transitions but 
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leads to energetically localized phenomena such as 

electron resonances (i.e.， transient anion formation).5 

These can lead to vibrational and electronic excita-

tion (Eq. 9) and dissociative attachment (Eq. 10). In 

condensed matter， the magnitude of these processes 

often dominates all other energy losses by slow elec-

trons at the resonance energies.6
，7 Transient anions 

have typical lifetimes lying between 1O-1L  1O-12sec-

ond. 

A third group of reactions (11-14 in Fig. 1) is also 

expected to occur within times shorter than a 

picosecond. Radical anions， cations and neutrals 

created by dissociative processes can possess energies 

of a few e V and can therefore react rapidly with the 

surrounding medium. Based on the knowbedge of gas 

phase reactive scattering，8 it can be shown that in the 

example of Fig. 1， the species A +， A or A -first move 

on a potential energy curve belonging to the interme-

diate molecular states A2B七A2B. or A2B-， respec-

tively. Afterwards， these states can stabilize or disso-

ciate; however， because of their high energy content， 

they are lilely to dissociate giving back the original 

reactants or new products. At the energies involved in 

these reactions， the products are formed within times 

typical of the vibrational periods of the intermediate 

molecular state (i.e.， 1O-1C  10-12 sec). Stabilization of 

the intermediate state via radiative transfer or phonon 

coupling may be too slow to occur within the 

subpicosecond range but associative detachment (i.e.， 

electron emission from the state A2B-; reaction 14) 

happens within electron resonance lifetimes.9 

Our understanding of the action of secondary elec-

trons and reactive recombinations (Eqs 11 to 14) has 

progressed significantly during the past decade. This 

progress has been possible due to the recent availabil-

ity of“pump-probe" femtosecond laser sources10 and 

monochromatic electron beam techniques capable of 

investigating the effects of low-energy electrons of a 

precise energy on various solids.11 The results 

obtained prior to 1990 with these latter techniques 

have been summarized in two review articles by the 

author.ll
，12 They provide specific examples of reac-

tions 6 to 11 and 13 and explain these processes. The 
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present article complements this information in a 

review of more recent work performed with low-

energy electron beams methods. This work has dea1t 

with electronic excitation (Eqs 2 and 9)， molecular 

dissociation into neutrals (Eq. 5)， dissociative electron 

attachment (Eq. 10) and resonance stabilisation (i.e.， 

e+ AB → (AB・)一→ AB-+energy，where AB-is a 

stable anion). 

II. EXPERIMENTS 

The action of secondary electrons in the condensed 

phase can be investigated using a low-energy mono-

chromatic electron source as the primary radiation 

source. In this case， the effects of secondary electrons 

of a precise energy on various solids can be investigat-

ed directly by allowing a slow-electron beam to strike 

the target under ultra-high vacuum conditions. The 

monoenergetic electron beam impinges on a thin 

multilayer film grown on a clean metal substrate held 

at cryogenic temperatures (15・100K) by the condensa-

tion of gases or organic vapors. Depending on the 

type of apparatus， it is possible to measure the depen-

dence on primary electron energy of the various 

processes described in Fig. 1 which pertain to the 

action of secondary electrons. 

A recently constructed apparatusl3 which has been 

utilized to obtain the angular distributions of UV 

radiation emitted and metastable species desorbed by 

low-energy electron impact on condensed films is 

shown in Fig. 2. In this apparatus， a monoenergetic 

electron beam， emanating from an electrostatic mono-

chromator， is incident on a Pt(III) target， press fitted 

to the cold head of a cryostat. The Pt (III) acts as a 

substrate onto which the multilayer film is grown. It 

can be cleaned by ion bombardment and resistive 

heating. Charged particles desorbed by electron 

impact on the film can be discriminated or energy-

analyzed by a set of 4 grids (G1-G4) before they enter 

a field-free region between grids G4 and G5. They are 

subsequently accelerated onto an imaging device con-

sisting of a stack of three gold-coated microchannel 

plates (75 mm diameter detecting area) mounted 

above a resistive anode. The latter is coupled to a 

pulse counting position computer. The amplitudes of 

the pulses measured at each corner of the anode form 
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Fig. 2 Schematic view of the apparatus used to measure the 
angular distribution and time of ftight of particles desor-
bed by electron impact. It includes an electron mono. 
chromator as the electron source， the grids Gl to G6， a 
Pt(III) substrate press fitted to a cooled copper block， 

detection system and associated electronics， and 
description of the pulse voltages sequence applied to出e
various components to obtain time.resolved desorption 
patterns. 

the image coordinates which are digitized， buffered， 

distortion corrected in real.timel4 and stored in a 

microcomputer. This storage can be time-

discriminated following an incident-electron pulse so 

as to perform two-dimensional (2・D)time-of-flight 

(TOF) analysis. This analysis for metastable species 

and UV photons is obtained with large positive and 

negative potentials on grids G2 and G3 respectively， in 

order to repel all charged particles. With these poten-

tials， the space integrated TOF spectra consist of a 

sharp photon signal followed by others corresponding 

to metastable species of different energies and / or 

masses. Allowing negative charges to pass throuι 

the grids superimposes the contribution from electron 

and anions. In the negative-charge counting mode， the 

2-D image at short time corresponds to electrons and 

those at long times to anions. On single crystals the 

electrons produce sharp diffraction patterns related to 

the crystalline structure of the substrate or deposited 

film. When the mass of anions needs to be known the 

grid arrangement and detection system is replaced by 

a mass spectrometer in a different experiment. In this 

case， the electron stimulated desorption (ESD) yield of 

a given anion can be recorded as a function of incident 

electron energy. 

The number of charges accumulated near the sur-

face of a dielectric film resu1ting from bombardment 

with a low-energy electron beam of a specific energy 
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can be measured by low-energy electron transmission 

(LEET) spectroscopy.16-19 When electrons from the 

monochromator in Fig. 2 have just enough energy to 

enter a multilayer film deposited on the Pt(lII) sub-

strate， a sharp rise， termed the “injection curve" (IC)， 

is seen in the LEET spectrum (i.e.， in the incident 

electron energy dependence of the current transmitted 

to the substrate). When the same film is charged by 

the electron beam， the IC is shifted by a potential d. V 

to a higher accelerating potential since the incoming 

electrons must then possess additional kinetic energy 

(KE) to overcome the negative potential barrier. If the 

f.ilm is allowed to charge by a significant potential 

V， this latter can be related to a charging coefficient 

As which is directly proportional to the trapping cross 

section. By measuring the d. V created by the same 

bombardment time for different electron energies， it is 

possible to measure the incident electron energy 

dependence of the trapping cross section. In practice， 

the experiment is performed with a trochoidal mono-

chromator which allows collimation of the electron 

beam by a magnetic field， making it possible to keep 

the beam focused near 0 eV. This method has been 

described in detail by Marsolais et al.19 

III. DESORPTION OF METASTABLE ATOMS 

AND LUMINESCENCE FROM Ar， Kr， Xe 

AND Xe/Kr FILMS 

A temporal sequence of desorption patterns record-

叶 from100-layer Ar(III) films13 with the apparatus 

乱 :scribedin Sec. II is shown in Fig. 3. The incident 

electron energy was 14.5 e V and thus 2.5 e V above the 

threshold for excitation of bulk excitons. The elec-

tron beam was striking the target at 180 from the 

normal for 5μs every 300μs， and the data collection 

was restricted to a time window 25μs wide. The 

delay between the electron pulse and the acquisition 

window was increased in steps of 25μs. 

The first pattern Oabeled 0μs) is attributed to 

photons emitted during the decay of excited states 

either within the bulk of the film or at the surface， or 

after ejection into the vacuum. The signal in the 

subsequent time windows (labeled 25・175μs)is due to 

metastable particles， since all the known fluorescent 
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Fig. 3 Time-resolved Ar. desorption patterns from an Ar(III) 
film stimulated by 14.5・eV electrons. The electron pulse is 
on the 5μs and the detection windows are 25μswide. The 
indicated time corresponds to the difference between the 
leading edges of the two pulses; the average time of 
flight for each pattern is 10μs higher. On the right-hand 
side of each pattern， the normalized azimuthally integrat-
ed intensity distributiQn (dots) is given ~s a function of the 
polar angle 0， together with the contributions of the 
different time-of-flight desorption components， each aris-
ing from a different surface phenomenon. 
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states have lifetimes much shorter than the width of 

the detection time window.20 The intensity and the 

angular distribution of the desorbed metastable parti-

cles change with flight time. The intensity has de-

creased considerably at 25μs in comparison with the 

photon signal， but it is still very broad. At 75μs， a 

distinct feature appears indicating a narrow desorp-

tion cone. At 100μs， the signal has increased its 

intensity across the entire detector and is now very 

bright in the region of the narrow cone. This cone is 

centered on the surface normal and has a FWHM of 

80

• The signal indicates that a fine beam of metastable 

atoms is ejected normally from the surface with a KE 

of roughly 50 meV. The narrowness of this distribu-

tion is quite surprising considering the small KE of the 

ejected atoms， which makes them sensitive to surface 

imperfections and phonon scattering. At 125μs， a 

bright diffuse signal dominates over the narrow distri-

bution. As the time delay increases， the signal 

becomes more diffuse and the intensity decreases. 

On the right-hand side of each pattern in Fig. 3， the 

normalized azimuthally integrated intensity distribu-

tion (dots) is given as a function of the polar angle θ 

together with the contributions of metastable desorp-

.4(J .:m .al .咽 0.2 0.4 0.6 0.8 

脳滞制胤E問問 NORMAUZED INTENSπY 

Fig. 4 Metastable Ar signal as function of time and desorption 
angle. For each angle， the signal is normalized to the 
photon signal (first time-window， 0・25μs).
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tion components M1・M5of different KE and angular 

distributions which are extracted from mathematical 

analysis of these patterns.13 The presence of different 

components appears in Fig. 4 where the time-of-flight 

(TOF) spectra of metastable Ar for desorption angles 

between 00 and 500 are displayed. Changes in the TOF 

spectra with the angle of desorption are due to the 

several components with different angular distribu-

tions which are superimposed in the total desorption 

yield. More information on the different velocity 

components has been obtained from high-resolution 

TOF spectra13 in which the five distributions M1・M5

presented in Fig. 3 can be discerned. These compo-

nents have KE distributions with maxima located a 
f'r ， 

345，85，53，36 and 19 meV (:t10%)， respectively， with -

the two lowest-energy signals being more intense. 

The three lowest energy components were attributed13 

to metastable Ar emission in vacuum due to a “cavity" 

mechanism resulting from forces exerted on the 

excited state of Ar which occupies more space in the 

lattice than ground state Ar. These forces being 

repulsive， essentially because of the negative electron 

affinity of bulk Ar， the excited atom is projected in 

vacuum when near the surface. 

The 53・meV KE component has the narrow angular 

distribution of 80 FWHM with respect to the surface 

normal， while the others are broad. The sharpness of 

the angular distribution of the 53-me V component has 

been interpreted13 to be the result of nuclear zero-

point motion in the undistorted crystalline enviro 

ment. The data for the 19・ and36・meV components 

are， according to recent molecular-dynamics studies，21 

due to emission from different defect states of the 

surface， where the net component of the forces acting 

on Ar* lies off the specular direction. This condition 

necessarily broadens the desorption pattern. The 85・

and 345・meV components result from the dissociations 

of excited dimer states described in Fig.5 which also 

provides a schematic survery of processes leading to 

photon and metastable emission in Ar(III). 

Comparison with luminescence studies of condensed 

Ar indicates that the observed photon signal contains 

contributions from the radiative decay of several 
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I:ig. 5 Schematic survey of the various excited states of Ar in 
the bulk of a film， at its surface， and in the gas phase. The 
abbreviations are mentioned in the text. The observed 
dependence of the signal on the kinetic energy of出e
metastable particle is sketched in the inset. 

types of excited species: free-exciton states (FE)， 

trapped-exciton states， and excited atoms and dimers 

ejected into the vacuum.22 The high probability of self-

trapping is revealed by the fact that the luminescence 

spectrum22 is dominated by the decay of atomic (a-

STE) and molecular (m-STE) self-trapped excitons， 

which are thought to resemble an excited Ar atom and 

an Ar excimer， respectively， embedded in the lattice. 

The a-STE arises from the relaxation of a bulk or 

surface FE. Self-trapping is possible as an atomic 

surface state or as a molecular Ar~ state within the 

bulk， but recently ejection of free excited Ar dimers 

.as been observed in vacuo.23 Emission from these 

cies has been indentified as band W for the 

unrelaxed， and M for the relaxed， Ar~ states， respec-

tively.23 Band M in the solid (i.e.， the m-STE) emits 

UV radiation at 9.72 eV. The relatively long lifetime 

of the m-STE (l.2μS)20 suggests that it is essentially 

this state which is responsible for the photon signal in 

Fig.3. In fact， the high-resolution time dependence of 

the photon signal can be described approximately by 

assuming decay from the m・STEstate exclusively， 

indicating that the contribution of transitions from the 

free-atom and a-STE states is small. The delay times 

attributed to metastable particles (t>25μs) are much 

larger than any fluorescence 1ifetime previously seen 

in luminescence from Ar films.20 It is therefore pos-

sible that both of the lowest metastable Ar states 
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([3p54s)3 pz and 3 Po) contribute to the metastable signal. 

Their lifetimes are 55.9 and 44.9 s， respectively. 

In addition to time-resolved patterns at a fixed 
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Fig. 6 UV -photon signal from (a) a 25・MLKr film and (b) a 
25-ML Xe film on Pt(III) as function of incident-electron 
energy. The lines indicate the values ofπili(n= 1) + V。

3 . 1 and mEC8P + Vo， m=l， 2 for the j =~and "*"systems (X 2 ----2 

denotes the n=l bulk exciton and F the free-electron-hole 
pair). 

electron energy， the apparatus described in Sec. II can 

measure the incident-electron-energy dependence of 

the UV-photon and metastable signals.24.25 As an 

example， the UV-photon signals arising from conden-

sed films of pure Kr and Xe with a thickness of about 

25 monolayers (ML) are shown in Fig.6. The photon 

signal is interpreted as emission from free-exciton 

states and relaxed m-STE states (M band). The W 

band， the a band (see Fig.5)， and the free-atom emis-

sion lines are very weak or absent in Kr and Xe. In a 

simple picture， this behavior can be attributed to the 
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negative energy of the band gap， meaning no cavities 

and no cavity expulsion of excited atoms or dimers. It 

is consistent with the very weak metastable-

desorption signal observed2S for pure Kr and none for 

pure Xe over the range of electron energies 5・25eV. 

For both rare-gas films， the photon signal shows a 

strong dependence on the electron energy with two 
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Fig. 7 Incident-electron energy dependence of (a) the UV-

photon signal and (b) the metastable particle signal from 
a 35-ML Kr film on Pt(lli) covered by 1 ML Xe. The lines 

indica旬 ωulkexciton en何回ofE(円j=÷)+Vo

for pure Xe， Xe in Kr， and pure Kr. 

regions of pronounced photon yield being discernible. 

The two broad peaks in each excitation function of 

the total luminescence signal are related to the inter-

play between creation of excitons and free-electron-

hole pairs.2S 

Metastable-particle desorption with an intensity 

similar to the luminescence signal has been detected2S 

for Xe-covered multilayer Kr films. Fig.7 shows the 

luminescence signal and the metastable-particle signal 

from a (1 ML Xe)/(35 ML Kr) film for electron 

energies between 6.6 and 12.6 eV. Both signals have 

about equal intensity， which is much less than the 

luminescence yield from the pure Kr film， but compa-
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rable to that from the pure Xe film. A plateau is 

reached in both curves at 10.2 eV， similar to Fig. 6(a)， 

and probably related to the excitation of bulk excitons 

in Kr. The vertical lines in Fig. 7 indicate three 

electron-energy values: the first line lies at the thresh-

old for creating a (bulk) exciton in a Xe film， the 

second at the threshold for creating a Xe exciton in Kr 

and the last one for creating an exciton in pure Kr. In 

simple， two-particle potential-energy curves， two 

mechanisms can be described leading to the desorp-

tion of Xe* atoms from Xe-covered mu1tilayer Kr 

films戸 Thethreshold process is believed to be the 

creation ofaXe exciton at the Xe-Kr interface fol 

owed by repulsive interaction of a Kr-Xe* comple 

the energy balance allows for desorption of the Xe* 

atom. The same picture is applicable to pure rare-gas 

crystals， but while for pure Ar a corresponding desorp-

tion component is expected， the energy balance pro-

hibits metastable-atom desorption from pure Kr and 

Xe crystals. As seen from Fig. 7(b) a much higher 

desorption intensity is observed in the monolayer 

Xe-multilayer Kr experiment if the excitation energy 

is high enough ("'-'10 eV) to create Kr bulk excitons. 

The efficiency of this mechanism has been shown to 

depend on the thickness of the Kr film.2s The scenario 

leading to Xe* atom desorption describes the diffusion 

of the Kr bulk exciton to the surface where it may 

transfer excitation energy to a Xe atom via the 

sequence Kr*-Xe → Kr-Xe*. Multiple curve crossings 

between attractive Kr*-Xe and repulsive Kr-XeJ 

potential-energy curves are expected giving rise to tK~ 

desorption of Xe*. This mechanism is similar to the 

one proposed to explain the desorption of the 85・and

345・meV signal from Ar(III) films. 

The results presented in this section indicate that 

electronic excited states created within solids by low-

energy electrons can migrate to the surface in the 

form of excitons_ As shown in the case of pure Ar 

films， spontaneous emission of metastable states is 

possible at the surface when the energy of the metasta-

ble state is lower in vacuum. Alternatively， surface 

excitons can exchange energy with neighboring atoms 

creating repulsive states of dimers which can emit 

metastable species from the surface. In optical excita-
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tion experiments26 with added surface impurity mole-

cules (NO， O2) metastable particle ejection has been 

observed after the decay (Ar・NO)* and (Ar・O2)・
dimers， indicating that energy exchange also occurs 

between excitons in rare gas solids and molecules 

localized at surface sites. 

Electron Energy / eV 

Fig. 8 Energy dependence of the H-， CH-and CHi electron 
stimulated desorption (ESD) yields produced from 
multilayer films of C9H20， C2He， C3He and C2H. condensed 
on a Pt substrate. Each division of the vertical scale 
corresponds to 5，000 cps. The gain factor is indicated for 
each CHi or CH-yield function. 

energy dependence of H -yields desorbing from 

multilayers of n-nonane condensed on Pt and the CH-

and CHi yields from C2H6 and C3H6 multilayer films 

on Pt. 29 Each peak in these yield functions locates the 

energy of a transient anion (i.e.， C9H20， C2H6， or 

C2H4")， which dissociates into a stable anion and a 

neutral fragment. The rise near 16 e V in the bottom 

curve is due to DD (i.e.， e + C9H20→ C9H1t+H-). 

N otice that this process is practically absent in the 

other data. In all hydrocarbons studied so far29.35 (i.e.， 

CnH2n， n=2， 3， 4， CnH2n+2' n= 1，2， 4-9)， only a single 

peak is present in all H-ESD yield curves; its magni-

tude is comparable to that at 20 eV arising from DD. 

DissocIation of a molecule near the surface of a 

dielectric solid can also occur if the impinging electron 

excites directly a dissociative electronically excited 

state of a molecule. When one of the dissociating 

fragments is created in a metastable state (e.g. AB*→ 

A + B* where B* refers to an electronic excited state 

and AB a diatomic molecule)， it is possible with the 

apparatus shown in Fig.2 to measure this process by 

detecting the B* fragment. Such results are shown in 

Fig.9(b). The curve in this figure represents the 

metastable desorption signal measured with the appa-

ratus of Fig. 2. This signal was produced by 5・25eV 

electrons impinging on a four-lay世 N20target de-

posited on Pt(III).39 The metastable signal is believed 

to be produced essentially by N1 metastable molecules 
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IV. MOLECULAR DISSOCIATION 

SOCIATIVE ATTACHMENT 

Above a certain energy threshold， electorons impin-

ging on condensed molecules can cause disruption of 

internuclear bonds which leads to fragmentation. 

Depending on the intermediate state involved and 

charge exchange proce岱 es，these fragments can be 

either neutral， positively， or negatively charged. In 

molecular film experiments， dissociation products can 

be measured by ESD techniques of the type described 

in Sec. II. Charged particles may not necessarily 

po岱 e岱 sufficientKE to overcome the polarization 

forces出eyinduce in the solid. Those unable to leave 

the solid can be monitored by measuring the trapping 

cross section as also described in Sec. II. In this sec-

tion， we review recent experimestal results on neutral 

and anion ESD resulting from dissocIative neutral and 

anion states， respectively in the incident electron 

energy range 0・20eV. 

Below the threshold for dipolar dissociation (DD) 

anion emission into vacuum occurs exclusively via 

dissociative electron attachment (DEA). The DEA 

process constitutes a particular channel for the decay 

of molecular transient anions formed within molecu-

lar solids and near their surfaces. It occurs when a 

transitory anion formed by electron attachment to a 

molecule (e.g. AB-) has a lifetime longer or of the 

order of a typical vibrational period of the molecule 

and is dissociative (e.g.， AB-→ A + B-) in the Franck-

Condon region. Since a given molecular configuration 

of a transient anion appears at a well-defined energy， 

each peak in the electron-energy dependence of the 

anion ESD yield identifies the energy of a particular 

resonant (i.e. transient anion) state. Such dissociating 

states have now been observed near the surfaces of a 

variety of molecular solid.15.27-39 

Anion ESD by DEA is exemplified in Fig. 8 by the 
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Fig. 9 ESD yield function of (a) 0-and (b) metastable species 
from a 4 ML film of N20 condensed on Pt 

arriving at the detector. The non-structured portion 

of the signal is expected to arise from direct excita-

tion of a dissociative electronic state (i.e.， e+ N20→ 

N20*+e→ Nf+O+e)， whereas the broad peak near 

15 eV which is superimposed on the rising back-

ground can be attributed to the reaction e+ N20→ 

(N20-)*→ Nf+O-. For comparison， the O-ESD yield 

function from a four ML N 20 film is shown in Fig.9(a). 

Here， the maxima at 7.0， 9.0 and 15.5 eV identify the 

positions of three dissociative N 20-states. Thus， the 

set of data in Fig.9 indicates that the maximum at 15 

e V in the metastable signal is probably due to Nf 

arising from the decay of an (N20-)* state into the 

dissociation limit Nf +0-(2P). Accordingly， the 15.5 

e V maximum in Fig.9(a) corresponds to the latter 

reaction and the other features result from the decay 

of two N20-states into the ground state dissociation 

limit N2CL:i)+0-(2P). 

V. CHARGE TRAPPING 

The mechanisms of charge trapping have been 

investigated at a number of dielectric surfaces17，19，40 

using the method briefly described in Sec. 11. The 

results40 obtained for condensed H20 are shown in 

Fig. 10 which exhibits the variation with incident 

electron energy of the charging coefficient As for a 

1/15 ML surface coverage of H20 molecules on a 23 

ML thick film of Kr. Even at such low concentration， 

H20 molecule on Kr form clusters.41 Three regions of 
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Fig. 10 Charging coefficient As (H20) as a function of incident 
electron energy. Data obtained for 1/15 of a monolayer of 
H20 coverage on a 23・layerthick film of Kr condensed on 
Pt. Error bars indicate 66% certainty. 

appreciable charging are apparent : 

(i) a large charging coefficient at low energies 

which decreases rapidly from 0.5 e V to the 

baseline at 3 e V ; 

(u) a small broad structure with an onset at 6.0:t 0.3 

eV and possibly with a maximum at 7.5:t0.3 eV; 

(iii) a narrow peak centered at 10:t0.3 eV with an 

apparent FWHM of 0.8 eV. 

Charging in the 0・3e V region has been interpreted 

to arise from electrons trapped into surface states of 

H20 clusters40 which are modified by the potential 

induced into the rare gas solid by the electron and thE-'" ~ 

permanent dipole moments of the water molecules. 

The overall trapping potential is expected to be dee-

per than that of isolated gas-phase clusters and 

threfore even the dimer and possibly the monomer 

could bind an electron. As shown by Michaud and 

Sanche，42 vibrational energy losses provide a very 

efficient mechanism for low energy electrons to lose 

energy in H20 clusters and， having done so， to become 

trapped in electron states of a cluster of molecules 

isolated on the dielectric surface. According to this 

trapping mechanism， low-energy electrons rapidly 

reach the bottom of a potential well created by the 

dipole and induced polarization forces surrounding 

H20 clusters at the surface. The electronic polariza-
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tion energy of an electron localized on a molecule 

having no permanent dipole moment and condensed at 

the surface of a thick multilayer film of Kr and Xe is 

estimated to be approximately 0.7 and 0.9 eV， respec-

tively.43 When added to the dipole and induced-dipole 

potential of a cluster of H20 molecules， the resulting 

potential is expected to po岱 essat least one bound 

state to accommodate a trapped electron. The trap-

ping probability would then be correlated to the pro-

duction of near-zero KE electrons at the Kr film 

surface. This explanation is corroborated by the 

dramatic increase in As around the threshold electron 

~nergy to create excitons in the rare gas substrate 

!een in Fig. 10. In this energy region (9・11eV)， the 

charging of the water clusters condensed onto Kr 

originates from the trapping of low energy electrons 

created via exciton formation.40 Electrons having 

energies near the threshold for creation of the lowest-

energy excitons in Kr (.........10 eV)， lose most of their 

energies in producing these excitons. In doing so， 

they are left with energies lying below the vacuum 

level and near the “quasifree" conduction band edge of 

the rare gas solid. Thus， these electrons are close to 

the lowest energy limit for existence within the bulk 

and close to the surface. They become trapped easily 

by the surface e-(H20)n potentials， a process which， at 

the electronic excitation threshold， requires minimal 

energy transfer to the lattice in order to induce elec-

tron stabilization. 

To explain the origin of the enhanced charging 

between 6 and 9 eV， two alternative mechanisms have 

been advanced.40 It has already been seen that the 

charge trapping cross section for electrons of energies 

less than 1 eV is sufficiently large to trap efficiently 

electrons scattered to low energies following exciton 

formation. So， charging seen in the 6・9eV region may 

reflect production of low energy electrons via inelastic 

losses in the water. In fact， the lowest excited state of 

the H20 molecule， 3B1， lies at 7.12 eV.44 In the solid 

phase， optical spectra show excitation over a continu-

ous range with a threshold at 7.7 eV，45 while electronic 

excitation by electron impact46 has an onset at ~ 

7.4 eV. However， such an energy is inconsistent with 

the threshold seen at ~ 6 e V in the data of Fig.l0. 
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Furthermore， recent measurements to determine the 

relative strength of electronic and vibrational excita-

tions in the electron energy loss spectrum of low 

coverages of H20 on Ar41 show that scattedng from 

electronic states is too weak to explain the magnitude 

of charging seen here. An alternative explanation for 

the enhanced charging involves the trapping on the 

surface of ionic fragmants following DEA. For H20 

condensed on rare gas solids， DEA proceeds princi-

pally via the 2Bl state of H20-at 7.4 eV which dissoci-

ates into H-+ OH!7 The desorbed signal between 

6-9 eV in Fig. 7 is therefore ascribed to dissociation of 

the anion 2Bl' The KE distribution of the desorbing 

H-ion is peaked near 0 eV!7 The decay of the 2Bl 

resonance in the gas-phase produces an H-KE distri-

bution peaked at 1.5 eV or higher，48 indicating that in 

(eE Vo ) 

0.4 
1.0 
1.8 
2.8 
3.3 
3.9 
4.3 
4.6 
4.9 
5.3 
5.9 
6.5 
6.9 
7.4 
7.5 
7.9 
8.4 
8.9 
9.4 
9.6 
9.9 
10.1 
10.4 
10.6 
10.9 

μ 

52.8 
11.8 
1.03 
0.44 
0.44 
0.30 
0.74 
0.21 
0.38 
0.23 
0.30 
l.l9 
0.94 
1.30 
1.78 
0.80 
1.43 
1.40 
3.09 
4.74 
7.78 
9.63 
4.72 
2.90 
3.77 

μ-，n a 

8.8 
6.5 
6.0 
6.3 
6.6 
6.7 
6.8 
6.8 
6.8 
7.4 
8.3 
9.0 
9.1 
9.1 
8.7 
7.9 
7.1 
6.8 
6.3 
6.1 
5.8 
5.7 
5.6 

μ。Ihe，a

0.17 
0.12 
0.07 
0.05 
0.09 
0.12 
0.21 
0.36 
0.53 
0.63 
0.65 
0.68 
0.68 
0.68 
0.67 
0.66 

a Tabulated values forμ'in andμωher were interpolated using 
cubic spline合omthe va¥ues given at other energies in the 
釦 urce釘tic¥e.

Table I Charge trapping cross sections μ(10-17 cm2) for H20 

clusters condensed onto a Kr surface as a function of 
incident initia¥ energy Eo (eV). A¥so shown are the total 
inelastic cross section per scatterer(μ10) and the cross 
section per scatterer for inelastic processes which can be 
ascribed mainly to electronic excitations in amorphous 
ice films (メLOlher).Errors on the absolute value of cross 
section μare:t 49% at 0.4 eV incident energy and :t 43% 
elsewhere 

37 



solid-phase experiments， most H-ions suffer intense 

inelastic losses before escaping into vacuum. It is 

therefore likely that a large portion of the H-yield 

produced by DEA does not leave the solid and there-

fore charges the rare gas surface. 

The results of Fig. 10 can be quantified in terms of 

absolute cross sections for the trapping of electrons by 

H20 clusters formed on Kr at 20 K. The magnitudes 

of these cross sections are given in Table 1 where they 

are compared with the absolute values for inelastic 

scattering by low-energy electron from amorphous 

H20 films. 
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〔特別寄稿〕

科学史のー断面

理化学研究所サイクロトロンの破壊

とアメリカ科学者の反撃

東京情報大学 今村 日
目

はじめに

1945年8月，第二次世界大戦で連合国に降伏したわが

国には，マッカーサー将軍を総司令官とする連合軍総司

令部 (GeneralHeadquarters: GHQ)が置かれ，政治，

経済，教育をはじめ，あらゆる分野で徹底的な民主的改

革が行われることになった.科学研究の分野も例外では

なかった.

原子爆弾で広島と長崎を壊滅することによって大戦を

終息させた連合軍にとっては，わが国における原子爆弾

製造能力の有無の調査と，もしあるとすれば，その可能

性を根こそぎ破壊することが極めて重要であると考えて

いたに違いない.当時わが国で，原子核の実験に用いら

れていたサイクロトロンは東京の理化学研究所と大阪帝

国大学にそれぞれ 2台ずつ，京都帝国大学に 1台設置さ

れていた.サイクロトロンは，原子核の基礎的な研究に

は極めて有用な装置であり，原子爆弾のエネルギー源で

ある原子核分裂の研究にもアメリカでは用いられていた

であろう .しかし，わが国には殆ど産出しないウランを

大量に必要とする原子爆弾の製造に，これらのサイクロ

トロンが直接関係していたとは，多少の科学的知識を持

つ者には到底考えられないことである.

しかし GHQは，これらのサイクロトロンが核兵器製

造の原動力になると考えたのであろう. 1945年11月24日

J 

写真| 仁科芳雄博士の生誕百年祭にあたって発行され

た「ラジオアイソトープ利用50周年記念」切手

朝，アメリカ軍は突然これらのサイクロトロンを押収し，

破壊した.理化学研究所のサイクロトロンは 5日にわた

る撒去作業の後，東京湾に投棄された.

アメリカ軍によるサイクロトロンの破壊の報はアメリ

カの科学者をいたく驚かせた.マンハツタン計算に参画

していた科学者， MITやハーバード大学の研究者はハ

統領や国防長官に抗議の手紙を送り ，当時 MITの学長

をしていた Comptonも国防長官に宛てた激しい抗議の

手紙を公開している.

戦後処理の膨大な仕事に追われる GHQやアメリカ政

府にとって多少のゆき違いは許されるとしても戦争

Destruction of Cyclotrons at The Institute of Physical and Chemical Research and Protest of American Scientists 
*Masashi IMAMURA 東京情報大学教授，理化学研究所名誉研究員，理学博士

(略歴)1946年大阪帝国大学理学部化学科卒業，大阪大学理学部副手.1949年大阪市立大学理工学部.同大助手，講師，

助教授を経て1960年理化学研究所研究員，主任研究員.1984年定年退職. 1988年より現職.日本放射線化学会発足時よ

り会員.理事，副会長，会長を歴任，現在顧問専門)放射線化学，光化学 (連絡先)大学:干265千葉市

若葉区谷当町1200-2.Tel 043-236-1101 ;
(趣味)旅行，音楽，情報伝達の方法としての“ことば"(著書として「化学英語論文を書くための11章」講談社サイエ

ンティフィク(1987)， r科学論文の書き方」丸善 (1989).J 
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と科学の区別さえもできないこの暴挙」に対して，アメ

リカの軍部は一片の言い訳をすることもできなかった.

Paterson国防長官はついに，サイクロトロンの破壊が

手続き上の誤りであったことを率直に認めざるを得なか

った.

この事件は，最近中山川田島ヘ及び筆者3)によって

それぞれある一面が紹介されている.ここでは，理化学

研究所のサイクロトロンをつくり，研究を行っていた仁

科芳雄の手記ペアメリカ側(マンハッタン計画)の責

任者であったL.R. Groves (退役)中将の回顧録へお

よび当時のニューヨーク・タイムズの記事をもとにして，

破壊に対するアメリカ科学者の痛烈な批判と軍部の対応

キ中心にしてまとめるとともに，サイクロトロンをつく

，それを用いた仁科の研究にも触れてみたい.

戦いは終わったとはいえ，数ヵ月前までは敵国であっ

た日本に対して，国境を越えた科学者の良心を痛感する

のは筆者だげではあるまい.

サイクロトロンの破壊

アメリカ軍によるサイクロトロンの破壊に関する第一

報は， 11月24日のニューヨーク・タイムズにのった11月

23日東京発のLindesayParrotの記事6)である.実際に

破壊の始まったのは11月24日の早朝であるから，この記

事は一種のスクープである.事実，サイクロトロンを破

壊することはこの日まで日本政府には秘密にされていた

のである.この記事の中で Parrotは，理化学研究所の

サイクロトロンの解説とともに破壊に到るまでの経緯に

ついても述べている.

理化学研究所の仁科研究室には大小二つのサイクロト

ンがあったが， 11月24日の朝 8時30分， GHQの

Hearn少佐からの突然の通告とともに第 8軍の兵士

によって解体が始められた. 5日をかけた解体の末，サ

イクロトロンは東京湾に投棄された.

トーチを手に解体している兵士の傍らに立って抗議を

続ける仁科の姿や，海中に投棄される情景を撮った写真

が12月24日付のライフ誌7)に掲載されている.同誌はま

た rこれは私の10年の生活そのものだった」という仁

科の言葉をのせ，写真の説明には“Hiswife and secre-

tary swept quietly."と付記されている.この 2ページ

にわたるライフの記事は，後で引用する11月24日付のニ

ューヨーク・タイムズの社説8) とともに，戦勝国アメリ

カの行動を誇示するというより，軍の行動に対するジャ

ーナリストの静かな反論と言えるかも知れない.

第 56号(1993)

仁科の抗議

仁科は，その後原爆調査団の一員として来日した

Paul S. Henshawに一通の手記4)を渡している.この手

紙は程なく公表されたが，このなかで仁科は激しい憤り

を述べている.以下はその概要である.

戦争が終わって 2か月後の10月15日，仁科は戦火を免

れて残った 2台のサイクロトロンを生物学，医学，化学，

および金属の研究に用いたいという請願書を GHQに提

出した.この請願に対する許可は間もなく(10月25日)

出された.しかし，化学と金属の研究が軍事力に関連す

ると考え直したのであろうか，暫くして (11月 4日)

GHQは研究分野を生物学と医学だけに制限すると通告

してきた.

仁科研究室ではこの使用許可にもとづいて，研究の準

備をしていた.しかし突然11月20日，研究室は GHQの

査察を受け，つづいて11月22日の夕方， Central Liai-

son Officeから，先に出した使用許可を取消し，研究を

中止せよとの命令を受けた.11月23日には GHQから破

壊の命令が出され，この命令は翌24日実行されたのであ

る.

仁科は，解体が開始された24日の夕方 Central Liai-

son Officeに出かけ， 19uchi事務局長とともにさらに

GHQへ赴いた.ここで仁科は， Rider大佐と O'Hearn

少佐に「サイクロトロン破壊の理由」を問いただしたが，

答えは「アメリカ政府の命令によるのだ」というだけで

あった.仁科はさらに「政府がアメリカ科学者の意見を

十分考慮に入れた結果なのか」と聞いたが，少佐の答え

は“Yes，of course" で，さらに「最近日本を訪れた

Compton博士の意見も政府は聞いている」とつけ加え

た.しかし，このような返事に仁科はまったく納得する

ことはできなかった.

仁科はつぎのような反論する.サイクロトロンの破壊

は，アメリカ政府，とくに軍部が原子爆弾製造にサイク

ロトロンが不可欠であると考えたからであろう.しかし，

サイクロトロンは，原子爆弾をつくるための基礎的な研

究には重要な役割を果たすかもしれないが，原子爆弾が

すでにつくられてしまった今となっては，もはや必要は

なくなっている.原子爆弾をつくるには，多量のウラン

があればよいだけで，サイクロトロンを必要とはしない.

サイクロトロンが何台あっても，ウランがなければ原子

爆弾はつくれない.

日本には，原子爆弾をつくるだけのウランが産出しな

いことは明らかな事実である.GHQがいくら禁止しょ

うがしまいが，また仮に大量のウランが産出するとして

も，日本には原子爆弾をつくる工業力もないことは明ら

かである.この点をアメリカ軍部はなにも考慮に入れて
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いない，と仁科は強調している.

仁科がGHQにサイクロトロンの使用を請願したのは，

農業，林業，畜産，漁業および医学治療の分野で新しい

方法を見つげ，戦後の荒廃した日本の民生を安定させる

ことを目的にしたからに他ならない.これらの目的にサ

イクロトロンを用いる研究には，仁科はすでに戦前から

先鞭をつけていたのである.

仁科のこのような目的を， GHQの科学視察団の団長

として来日した Comptonや他の科学者も理解し，マッ

カーサーにサイクロトロンの利用を認めるように勧告し

ていたのである.このような事実があるにもかかわらず，

何故サイクロトロンの破壊がかくも唐突に行われたので

あろうか.

仁科によるサイクロ卜ロンの建設

仁科(芳雄)は1890年12月 6日岡山県で生まれた.

1918年 7月東京帝国大学工科大学電気工学科を首席で卒

業した後，すぐ理化学研究所に入所した. 1921年 4月ヨ

ーロッパへ留学に旅立つた.ケンブリッジ大学キャベン

デッシュ研究所の Rutherfordのもとで研究を行った後，

ドイツを経て，当時物理学の新しい流れである量子力学

研究の中心であったデンマークのコペンハーゲン大学に

赴いた.ここに1923年 4月から1928年 9月までの5.5年

間滞在し， Niels Bohrのもとで最先端の物理学の研究

を行った9)

最新の知識と経験，そして多くの優れた新進物理学者

の知己を得て帰国した仁科は， 1931年 7月理化学研究所

の主任研究員に任命され，仁科研究室を創設した.新し

い研究室の研究テーマとして仁科の挙げたのは， (1)量子

論， (2)宇宙線， (3)核物理学と (4)生物学であった1川

仁科はこの少し前 (1931年 5月)，東京帝国大学で量

子力学の集中講議を行い，日本の若い研究者に新しい息

吹きを与えたが，このなかには湯川秀樹，朝永振一郎，

坂田昌一，小林稔らがおり，仁科とともに以後日本の理

論物理学の中心的存在になった.

仁科研究室の第 4のテーマは，物理学からかけ離れて

いるように見えるが，仁科はサイクロトロンを用いて放

射性をもっ元素(ラヂオアイソトープ)を人工的にっく

り，これを生物学の研究に利用しようとしたのである.

サイクロトロンは， 1931年カリフォルニア大学の

Ernest. O. LawrenceとM.S. Livingstonが創案したイ

オン加速器である.この加速器は，図 1の概念図12)に

示すように，上下二つの大きな電磁石の聞にディー

(dee) と呼ばれる二つの加速電極をもっている.この

電極には高周波電圧がかけられている.中心のイオン源
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上からみた図 横からみた図

図 1. 上と横から見たサイクロンの模式図

(文献12より転載)

を出たイオンは一つのディーに入るが，磁場によって円

軌道を描き，つぎのディーに入るとき加速されるように

なっている.加速されて速度が大きくなるに従い，イオ

ンの軌道半径は大きくなり，渦巻き状態になる.ある一

定の速度に達したイオンは，負に帯電している偏向板に

よってサイクロトロンの外へ引き出される.

Lawrenceがこのような原理でサイクロトロンをつく

ったのを見て，仁科も早速建設にとりかかった.このサ

イクロトロンの電磁石は23トンの小型のもので，日本無

線電信会社から貰い受け， 1937年 4月に完成した.わが

国における最初のサイクロトロンの誕生である.

小サイクロトロンの建設に成功した仁科は，もっと大

型の，もっと高速のイオンビームが得られるサイクロト

ロンの建設に着手した.しかし，単に小型のものをスケ

ールアップするだけではうまくいかなかった.Lawreno 

はこのときすでに大型のものをつくっていたので，仁科:.-/

は彼に設計上の助言を求めた.

大サイクロトロンには，均一な磁場をもっ大きな電磁

石が必要である.これを国産品でつくることが無理だと

わかると， Lawrenceの助言に従って，彼のサイクロト

ロンに使われたものと同じ電磁石を GEから購入するこ

とにした.この電磁石の購入には日本学術振興会からの

援助を仰ぎ，三井物産によって輸入され，石川島造船所

によって1938年 6月設置された.ディー電極の高周波発

振器と真空箱は圏内の会社で，その他の部品は理化学研

究所の工作部でつくられた.

仁科はこの大サイクロトロンを用いて，小サイクロト

ロンでは得られない高速の加速イオンをつくり，研究分

野を拡大しようと大変な意気込みであった.この大サイ

クロトロンからは，長い間の困難を克服してようやく

放射線化学



1944年 2月15日に最初の水素イオンビームを取り出すこ

とができ，研究室一同一杯のビールで乾杯したと，当時

の室員の一人であった田島2)は書いている.

このとき戦争はすでに終盤に近づいていた.田島2)に

よると，この大サイクロトロンの建設は戦時研究「に号

研究」の一翼であった.中性子を用いるウランの研究が

テーマになっていたようであるが，研究資材の不足，電

力の不足などもあってか，その成果のほどは明らかでは

ない.

小サイク ロ トロンを用いた仁科の研究

(1)元素の人工変換

仁科は， 1931年に研究室を創設したのち，すでに述べ

」ようにloh四つの研究分野を挙げている.このうちの

核物理学と生物学の研究は，同じく理化学研究所の西川

研究室の協力と，三井報思会，東京電燈会社，および日

本無線電信会社の寄付によってつくられた原子核実験室

で行われた.

仁科はこの実験室に小サイクロトロンとコッククロフ

トーウォルトン加速器を設置し，原子核変換の実験を行

った.

鉄や銅などの金属を金に変えようとしたのが太古の錬

金術であるが，勿論これはうまくゆかなかった.しかし，

原子核の構造が明らかになり，ラヂウムやトリウムなど

の天然に存在する元素が自然に壊れてほかの元素に変化

することが知られるようになると，人工的に元素を変化

させようとする直面目な試みが行われるようになった.

この試みに最初に成功したのは，仁科も留学していた

ことのあるイギリスの Rutherfordであった.1919年，

斗は天然のポロニウムの壊変によって放射される α粒

(ヘリウム原子核4He) をいろいろな元素に当てると，

水素の原子核(1H)が飛び出してくるのを見つけた.

人工的な最初の原子核変換である.たとえば窒素は

14Nザ He一→ 170+1H

によって酸素に変換される.(ここで，元素記号を左肩

につけた数字は質量数(陽子と中性子の総数)を表す.) 

上に挙げた反応では，質量数17の酸素原子ができるが，

これは質量数16の通常の酸素原子(160) に比べて中性

子数が 1だけ多い.しかし，この酸素原子の化学的性質

は160と全く同じである.このような原子はアイソトー

プ(同位体)と呼ばれる.

その後 Rutherfordの研究室で， Cockcroftと

Waltonは高電圧を用いる加速装置によって陽子(1H)

を加速してリチウム(7Li)に当て， α粒子 (4He) を

つくることに成功した.

第 56号(1993)

7Li+lHー→ 4He+4He

このような変換反応では，正に帯電している原子核に

打ち込む原子核もやはり正に帯電しているので，両原子

間の反発力に打ち勝つためには打ち込む原子核には極め

て高い運動エネルギーを与えてやらなければならない.

これに対して，電荷をもたない質量数 1の中性子(1n)

は容易に原子核の中に入り込むことができ，原子核の変

換が容易に起こる.仁科はこの中性子を，小サイクロト

ロンで加速した重水素原子核(2H) をペリリウム

(Be)金属にぶつけることによってつくっている 10)

仁科はこれらの方法を用いて多くの原子核変換の実験

を行った.変換によってできたアイソトープは多くの場

合不安定で，特有の放射線を出して他の原子核に壊変す

る.このような放射線を測定することによって，原子核

の状態に関する研究を行った.また，これらの放射性ア

イソトープ(ラヂオアイソトープ)を生物体に吸収させ

て，その行方を放射線測定から追跡するという生物学の

実験も行った11，1べ
(2)原子核分裂

中性子は，原子核変換のほか，植物やショウジョウ蝿

などの生物に照射することによって，生物体に対する放

射線の影響を調べるためにも用いられた.日本における

放射線生物学の最初の研究が仁科と彼の共同研究者によ

って行われたのである11，15)

原子核が中性子衝撃によって核変換を起こすことは，

1934年I.Curieとその夫 F.Joliotによって人工放射能

がみつけられた後の研究で明らかにされ，その後多くの

研究が行われていた.

中性子による核変換の研究は，1938年のウラン核分裂

の発見で大きな転機を迎えた.中性子を用いて(ウラン

よりも重い)超ウラン原子をつくる研究を行っていたド

イツの化学者 OttoHahnとF.Strassmannは，ウラン

原子核が中性子によって二つの大きな部分に分裂するこ

とを示唆する実験事実を得た.この事実は，以前共同研

究者であったが，ユダヤ人であるがためにドイツから逃

れた女性物理学者 LiseMeitnerl6)によって理論づけさ

れ，このとき人類は初めて原子力を手に入れたのである.

1938年はまた，仁科の大サイクロトロンの電磁石がアメ

リカから到着した年でもある.

仁科がこのウランの核分裂に興味を持たない筈はない.

早速実験に取りかかった.仁科のウランに関する重要な

実験結果の一つについて彼は次のように書いている 11)

「多くの研究者はウランの核分裂の研免で，ペリリウム

に重水素核を衝撃させて得られる中性子を使っているが，

リチウムに重水素核を衝撃させて得られるもっと高速の
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中性子を使って，斗いままでとは違った結果を得た.たと

えば，分裂生成物としてインジウム，カドミウム，銀，

パラジウム，ロジウム，ルテニウムを見出した.J 

核分裂の発見直後からアメリカは研究を始め， 1942年

12月 2日にはシカゴ大学構内に Fermiらによって建設

された最初の原子炉に原子力の火が灯った.

ウランの連鎖核分裂を行わせるためには，天然のウラ

ン中にわずか0.72%しか含まれていないアイソトープ

の235Uを濃縮しなければならない.アメリカはさらに

1945年 6月，ロスアラモス原爆研究所で235U，および原

子炉内で238Uからできた239PU (プルトニウム)を用い

て原子爆弾を完成させた.

仁科は戦時中，ウランの核分裂に大いに興味を示した

が，ウランを大量に産出しない日本では，原子炉はおろ

か，原子爆弾などをつくれないことは明らかである.原

子爆弾に対しては日本軍部は興味を示さず，科学者もた

だ挟手傍観の態であった.アメリカもこのことをよく知

っていた.ニューヨーク ・タイムズの社説8)には次のよ

うなセンテンスカまある.

“J apanese physicists， among them the distinguished 

Professor N ishina， twiddled their thumbs during the 

war，" 

サイクロトロンでウランの基礎研究を行ったところで，

ウランを大量に産出しない日本が原子爆弾をつくれない

ことをよく知っているアメリカが何故サイクロトロンを

破壊しなければならなかったのか.仁科の自にはただ暴

挙としか映らなかったに違いない.

アメ リカ科学者の抗議

戦時中アメリカでは，マンハツタン計画の名のもとに

科学者が動員されていた.ロスアラモスでは爆弾の製造

が，オークリッジの研究所では235Uの濃縮や放射線の

生物 ・化学的影響の研究が行われていた.

日本のサイクロトロン破壊の第一報を聞いたオークリ

ッジの科学者のグループは激高した.そして，一夜のう

ちに抗議の声明書をっくり， トルーマン大統領をはじめ

政府の高官に送り付けた.

11月26日のニューヨーク ・タイムズ17)によれば，この

声明書は「サイクロトロンの破壊は， 1914年と1940年に

ドイツ軍が行った Louvain図書館の焼き打ち叫に匹敵

する蛮行で，人類に対する犯罪である」ときめつけ，さ

らに rサイクロトロンは原爆をつくる機器ではなし

たとえこれを何ヵ月も運転しても，自に見えるか見えな

い程度の原爆用ウランしかつくることはできない」と理

由を説明している.声明書はまた rこんな略奪行為を
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した者を懲戒に処する」ことを要求し，次のようなセン

テンスで結ぼれている.

“Men who cannot distinguish between the usefulness 

of the research machine and the military importance 

of a 16・inchgun have no place in positions of author-

ity." 

壊された方の国民が驚くほどの激しさである.

大統領や Patterson国防長官に宛てた抗議はこのほか

MITやハーバード大学の研究者からも出されている.

また，破壊に対する疑念と抗議は一般の市民からの投書

にも見られる.11月28日付のニューヨーク ・タイムズ18)

には， J. R. Pierce(Millburn， N. J.)という人からの11

月24日付投書が掲載されている.この投書はいくらか抑

制された調子で書かれてはいるが rサイクロトロンの t 

破壊がなんの効果をもたらすのか」と強い疑念を表すと

ともに r人類のための自然科学の研究に使われている

ものを故意に否定したこの行為に対して，深い悲しみを

禁じ得ない」と述べている.

12月 3日，上院の特別委員会における証言で Irvin

Langmuir (1932年ノーベル化学賞受賞者)は，この破

壊行為をヒットラーの暴挙，進化論を教えることを法律

で禁止したテネシー州の行為にたとえている.そして最

後には，

“Y ou can't gain atomic bombs from cyclotrons. Y ou 

gain knowledge." 

と皮肉っている 19)

当時 MITの学長であった KarlT. Compton (1927年

ノーベル物理学賞受賞者)は， Patterson国防長官に宛

てた12月4日付の抗議の手紙を12月6日付のニューヨー

ク・タイムズ20)で公開している.Comptonは，アメリ

カの原子爆弾開発計画に早くから参画し，指導的地位を ， 

占めていた.戦後科学調査団の団長として日本を訪れ，

仁科に対してサイクロトロンの運転を許可してもよいと

GHQに勧告している.

Comptonはサイクロトロンの破壊を旅先のイギリス

で聞き， 12月4日朝に帰国するとすぐこの手紙を書いた

のであろう.この手紙の中で「私は公開状で抗議したこ

ともなく，好きでもない.しかし今回のことについては，

止むにやまれずこの手紙を書き，公開する」と付言して

いるくらいであるから，その憤激のほどは察するに余り

ある.

この手紙のなかで Comptonは，アメリカ軍によるサ

イクロトロンの破壊を"anact of utter stupidity"ときめ

つけ rこれによってアメリカ軍の(戦争中) 5年間に

築いた輝かしい業績と国民の信頼は一挙に崩れ去った.

放射線化学



この愚かな行為は，日本の友人達の反感だけでなく，全

世界の知識人の非難と噸笑を招くだけである」と述べて

いる.

Compton はさらにサイクロトロンを「軍艦に比べれ

ばはるかに“precious"で，つくるのはもっとむずかしい.

社会に対する価値も比べものにならない位大きい」と評

価し，最後に「こういうことのわからない官僚をその任

から外せ」と，国防省内の“housecleaning"をPatter-

son長官に要求している.

戦勝国の軍隊が敗戦国で行った行為に対して，アメリ

カの科学者がこれほどまでに強烈な抗議を行い，ニュー

ヨーク・タイムズをはじめ多くの新聞がこの事件を大々

的に取り上げたことは，当時の日本人にとっては驚きで

ったに違いない.現在のわれわれにとっても，極めて

感動的である.

さて，このような激しい科学者の抗議，新聞の報道に

対して，アメリカの軍部はどのような対応をしただろう

か.また，破壊が実行されることになった理由は何だっ

たのだろうか.

アメリカ軍部の対応

サイクロトロンの破壊に対する批判と非難の嵐が強く

なってきたためであろう，東京の GHQは声明を発表し

た.11月29日のニューヨーク・タイムズ21)が AP電とし

て伝えた声明によると r破壊は，マッカーサー総司令

官が決定したものではなく，上部からの特別命令による

ものであった.J この声明はまた rこの命令は，日本人

を戦争に関連するいかなる分野の研究にも参加させては

いけないという考えに基づくものだと思ったからであ

」とその理由を説明している.

この AP電は同時に r最近参謀総長になったばかり

のアイゼンハウアー将軍が，サイクロトロンを一台その

ままアメリカに移送せよという命令を出したが，命令は

すでにサイクロトロンが破壊された後であったというこ

とが当地(東京)でいわれている」というニュースを報

じている.これは大変不思議なことであるが，事実アイ

ゼンハウアーは，破壊の 4日後にこの命令をマッカーサ

ーに送っている. 二つの命令の食い違いに驚いたマッカ

ーサーはアイゼンハウアーに手紙を書いて問いただした.

アイゼンハウアーは11月30日に返事を出しているが，時

すでに遅く，新聞がこの行き違いを暴露した後であった.

この事件はその後アメリカの通信社，新聞がこぞって

取り上げ，東京とワシントンの間で論争が続いた.たま

りかねた参謀本部は， 12月3日「マッカーサーが命令を

忠実に実行したこと，間違いはワシントンから出る指令
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の整合性がよくなかったためである」ことなどを認めへ

論争は一応収まった.

GHQはしかし，あくまで破壊の責任を国防長官の

Pattersonに押しつけようとする. 12月 4日のニューヨ

ーク・タイムズ22)は rpattersonからの命令は11月 9日

にすでに来ており，技術や実験のデータを押収した後サ

イクロトロンを破壊せよという内容で， GHQはこの命

令を重視したのだ」という GHQの声明を報じている.

この GHQの声明に答える形で Patterson長官は翌日

日に記者会見を行い rサイクロトロンの破壊の命令は

長官の名前で出したものであるが，この命令書には目を

通すことができなかった.また事前に，科学者の意見を

聞くべきであった.日本の戦争能力を根絶するという方

針には変わりはないが，このような命令を十分検討しな

いままで出したのは誤りであった」と驚くほど率直に非

を認めたのである 23)

Patterson長官は翌年 1月来日した折，東京で記者団

の質問に対しての同様な答えをし，陳謝している川.長

官のこの率直な陳謝は，記者団にとっても大きな驚きで

あった.こうしてこの一連の事件はジャーナリスティッ

クには終結を迎えたが，このような誤りはなぜ起こった

のだろうか.上述したような命令の食い違いの原因を，

当時マンハッタン計画の長であった LeslieR. Groves 

(退役陸軍中将)の書いた回顧録5)から探ってみよう.

ことの起こりは， GHQが引用している参謀本部から

の命令である. 9月5日参謀本部は，敵国の戦争に関係

するものは，検討に値するものを除き，すべて破壊せよ

という命令を出している.ただし，明らかに平和的な用

途に使われるものは除外せよと指示している.

統合参謀本部はこの命令をさらに拡張し，原子力エネ

ルギ一関係の施設を抑え，この研究に従事したすべての

者を拘留せよとの命令を， 10月30日太平洋地域と中国の

各司令部に伝達している.

Grovesは自分は相談を受けなかったこの命令を見て，

「かねてからよく知っている日本の 5台のサイクロトロ

ンは破壊しなかいで適当に保護すべきである」と考えた.

しかし後の事態が示すように，このとき 口自分の意図を

明確にしなかった」ことを認めている.

この命令に基づいて，マッカーサー宛のヅツセージが

11月 7日に作成され，翌日 Patterson長官のオフィスを

"a routine matter"として経由し，誰の注意も引かず，

長官の自にも触れないまま送られてしまった.このメッ

セージには「すべての技術的データと実験データを確保

した後 5台のサイクロトロンを破壊せよ」との命令が

書かれていたのである.
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11月24日， GHQから24日に破壊を開始した旨の電報

が参謀本部に届いた.この電報のコピーは 9部つくられ，

Grovesを含む 9人に渡っていた.Grovesは「このとき

破壊を中止させることができた」と述懐しているが，誰

も中止させなかった.これらのコピーは部下のものによ

ってファイルされただけで，責任者は誰も読んでいなか

ったからである.マッカーサーからの電報は，破壊が参

謀本部の命令によるとしていたが，この命令(10月30

日)には，押収はしても破壊せよとは書かれていなかっ

たのである.

このような誤りはどうして起こったのだろうか.

Grovesは「処理に不慣れな(無能な)部下によって行

われたものであり， Pattersonは毎日何百と来る書類に

一々目を通せなかったから」だと述べている.大まかな

ことさえ決めておけば，サイクロトロンのような研究機

器の処理は部下に任せておけばよいと考えたからであろ

うか.Comptonが言ったように，“housecleaning"が必

要だった.

よから来た命令でも，気になることにはコメントを申

し出る勇気が必要なことを Grovesの述懐は教えてくれ

る.これに対して， Grovesによれば，科学者やマスコ

ミの攻撃に対する答えを何度も書き換えた末，潔くその

非を認めることにした Patterson長官の勇気は賞讃に値

する.非があると思ったら，いち早く謝罪するのが最良

の方法であると Grovesも当時を思い出して述べている.

同感である.

サイクロトロン破壊の波紋とその後

戦火にも耐えて残った理化学研究所のサイクロトロン

は，アメリカ軍によってあえなくも破壊されてしまった.

その理由を表面的にはアメリカ軍内部の問題に帰するこ

とはできるが， Grovesも言っているようにヘ真相は

永遠にわからないかも知れない.しかし，サイクロトロ

ンという研究用の機器に対する考え方が軍人と科学者で

はまったく違っていたことは明らかである.軍人にとっ

ては些細なことに見えたかも知れないこの事件を，アメ

リカの有力新聞，通信社はこぞって報道し，その真相を

執搬に追求し続けた.これによって，科学者だげではな

く，一般市民の聞にも大きな衝撃と反響を巻き起こした

ことを強調しておきたい.

とくに科学者一一特定の分野だけではなく，一般の多

くの科学者一ーに与えた衝撃は大きかった.日本に原子

爆弾を投下したということとも深く関連して，軍に原子

力の管理を任せられるか，さらには，軍は基礎研究をど

う考えているのか，という問題にまで進展した. Har-
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old G. Urey (1934年ノーベル化学賞受賞)は，原子力

を軍の管理下に置こうとして議会に提案された原子力エ

ネルギー法を「かつて見ない全体主義的」で「“Com・

munist bill"または“Nazibill"と呼んでもよい」と激し

く非難している 26)

アメリカの科学者のあるグループは，破壊したサイク

ロトロンを再建することを真剣に考え，そのための資金

を募集することまで考えた.募金の相談を受けた国務省

は，アメリカ国民やアジア各国の反応を考慮に入れ，日

本の教育，とくに基礎研究の振興に努力するという代案

を示し，再建は実現しなかった27) 国務省のとのプログ

ラムは，マッカーサーの科学顧問として1946年から1950

年にかけて日本に滞在し，戦後の日本の科学振興に大き

な足跡を残した Harry Kellyの派遣という形で実現

た1)

Kellyの尽力もあって理化学研究所は存続し，仁科は

1946年には理化学研究所長， 1948年に株式会社科学研究

所に改組されるとともに同社社長に就任し，戦後の復興

に並々ならない尽力をされた.この間，文化勲章(1946

年)を受賞し，日本学士院会員(1948年)に推挙されて

いる.

1951年 5月に来日した Lawrenceの勧めもあって，

理化学研究所では投棄を免れた小サイクロトロンの23ト

ン電磁石を用いたサイクロトロンの再建が始まった.

1952年，戦後初めてのビームを取り出すことに成功した

が，仁科はこの成功を見ることなしすでに1951年 1月

10日肝臓ガンで60歳の波澗に満ちた生涯を終えていた.

しかし， 仁科の情熱は現在の理化学研究所に着実に

引き継がれ，発展している. 1960年，理化学研究所の新

しい構内(埼玉県和光市)で大型のサイクロトロンの

設が始まり， 1966年に完成した.筆者が理化学研究所

放射線化学の研究を始めたのも丁度この頃であった.新

しいサイクロトロンは，物理学だけではなく，化学，生

物学の研究者にも開放され，筆者はこのサイクロトロ ン

を使って新しい数々の実験を行うことができた.まこと

に感慨深いものがある28) 1990年春，このサイクロトロ

ンも24年の使命を終えm，より巨大な，通称リング・サ

イクロトロンに川トンを譲った.

1990年12月 6日は，仁科の生誕100年祭に当たる.こ

れを記念して，物理学会側と日本アイ・ピー・エム株式

会社9)からはそれぞれ「特集号」が発行されている.ま

た，何人ものノーベル賞受賞者を迎えて国際シンポジウ

ムが聞かれることになっている.同じく 12月 6日には

「ラジオアイソトープ利用50周年記念」の切手も発行さ

れる.この切手は，仁科がサイクロトロンでつくった放
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射性アイソトープを生物学の研究に用いたことを記念す

るためのものである.

謝 辞

アメリカ軍による理化学研究所サイクロトロンの破壊

が筆者の強い関心を呼び起こしたのは1980年のことであ

る.この年の 4月，サイクロトロン破壊に対する抗議の

メッセージを書いたオークリッジのグループの一人であ

った MiltonBurton教授が筆者の研究室を訪問された.

教授から当時の模様を聞き，帰国後送っていただいた詳

しい手紙を読んで，筆者は非常に大きな感動を覚えた.

その後，アルゴンヌ国立研究所の井口道生博士にお願

いして当時のニューヨーク・タイムズや関係資料のコピ

ーを入手し，仁科博士の秘書であった横山すみ氏(現在

本アイソトープ協会事務局長代理)からは仁科博士の

業績に関する資料を見せていただいた.

この小稿を終えるにあたって，この 3人の方々に心か

らお礼を申し上げたい.

追記

本稿は，東京情報大学の経営情報科学， Vol. 3， No. 

3， p. 171-180 (1991)より大学の許可を得て転載した

ものである.原文は，文系の学生にも分かり易いように

書いたので，放射線化学専門の方にはやや冗長に思える

箇所もあるかも知れないが，ご了承下さい.なお，原報

の別制がまだありますので，ご希望の方は筆者までご連

絡下さい.
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第 6回日中放射線化学シンポジウムのお知らせ

日中放射線化学シンポジウムは第 1回が1983年中国 5)テーマ:放射線化学の基礎から応用まで放射線の関

上海市で開催されて以来 2国間交互に開催されて参り 与する広い分野を含む(詳細はサーキュラーに記載

ました。この会議は日本，中国の放射線化学に関与する します)

J 

研究者が一堂に会し，双方の研究成果を通じて学術交流 6 )参加登録費:一般 2万円，学生 5千円程度(未定で」

を促進することを目的として行われております。第 5回 すが確認し次第サーキュラーにてお知らせします) .，町
は1991年北京大学において開催されました。第 6回シン 詳細については1993年11月頃サーキュラーにて皆様に

ポジウムを1994年11月に早稲田大学において開催するこ お知らせいたしますが，ご不明の点は下記までお問い合

とになりましたのでふるってご参加をお願い致します。 わせください。

基礎から応用分野まで広い範囲を対象と致しますので学 く問い合わせ先〉

生および企業の方々の積極的な参加を期待しています。 〒169 東京都新宿区大久保 3-4-1

〔開催要領〕 早稲田大学理工学総合研究センター

1 )会議名:第 6回日中放射線化学シンポジウム 浜 義昌

(The 6th J apan-China Bilateral Symposium on TEL/FAX: (03) 3202-9542 (直通)

Radiation Chemistry) 

2 )主催:早稲田大学，日本放射線化学会

3 )開催日時:1994年11月6日(日)から

干113 東京都文京区本郷 7-3-1

東京大学工学部システム量子工学専攻

勝村庸介

4 )場所:早稲田大学国際会議場
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11月11日(金)まで TEL: (03) 3812-2111 (内)6979 

FAX: (03) 5800-6858 

放射線化学



日本放射線化学会賞・技術賞

日本放射線化学会賞選考経過

平成 5年 3月31日に第 3回日本放射線化学会賞選考委

員会が開催され 2名の受賞候補者を同日開催の理事会

に推薦することが決定された.本選考委員会は 5名の委

で構成され，委員は次の通りである.

笛木賢二 名古屋大学 委員長

高 椋 節 夫 大阪大学

荒井重義 京都工芸繊維大学

小 川 禎 一 郎 九 州 大 学

鎌野嘉彦 東京工業大学

以下に授賞候補者の業績の概要を述べる.

小笠原正明氏

北海道教育大学教授

「ノ幻レスラジオリシスおよび低温照射法によるイオン

種の生成と反応、の研究」

業績概略

小笠原正明氏は，放射線により凝縮相中に生成する過

剰電子の媒体中あるいは溶質分子上への局在化と緩和の

機構を明らかにするために光吸収法(低温，パルスラジ

オリシス)と ESR法を用いて系統的な研究を行った.

らに，ここで確立した手法と得られた基礎的知見を応

用して，合成あるいは生体高分子が関与する電荷移動反

応や求核的置換反応の機構を解明するなど顕著な成果を

あげた.

その研究内容は次のように要約される.

1)非晶質アルコールマトリックス中の捕捉電子の緩

和・安定化の機構を明らかにした. 2) 1， 8-オクタン

ジオールなどの分子性結晶中の水素結合の欠陥部分に電

子が捕捉されることを見い出した. 3)芳香族化合物溶

液中における正負電荷移動反応の速度論的研究を行った.

4 )有機イオンラジカルの関与する求核的置換反応の素

過程を解明した. 5)過剰電子や正電荷がポリメタクリ
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ル酸メチル，芳香族ポリピニル，置換ポリアセチレンと

反応して生成するポリマーイオンの性質と挙動を明らか

にした 6)金属置換ミオグロビンのような生体関連高分

子の関与する電子移動反応の機構を明らかにした.

田川精一氏

東京大学原子力研究総合センター助教授

(現在，阪大産研教授)

「凝縮系の放射線化学初期過程のパルスラジオリシス

による研究」

業績概略

田川精一氏の研究業績は次の二つに大別されるが，い

ずれも，この分野における世界の最先端を行くものであ

り，その業績は高く評価される.

1.ピコ秒電子線パルスラジオリシスを始めとする種々

のパルスラジオリシス装置の製作とそのための加速器

の建設

10ピコ秒電子線単ノわレスを発生可能な電子ライナック

を建設し， 10ピコ秒ノわレスラジオリシス装置を製作した.

さらに感度と精度を向上させ，その適用範囲を拡大した.

その後， LLツインシステムを開発し，近赤外から赤外

でのピコ秒ノわレスラジオリシスを可能にした.最近，ナ

ノ秒イオンビームパルスラジオリシス装置とサプナノ秒

放射光ノマルスラジオリシス装置を製作した.

2.放射線化学初期過程の研究

1の装置を用いて，液体飽和炭化水素系でラジカルカ

チオン，電子，励起分子，ラジカルなどの反応中間体の

光吸収スペクトルを測定し，対再結合，励起状態の寿命

を始めとする初期過程の解明を行った.また，基本的な

高分子の放射線化学初期過程の研究を行い，新しい知見

を得ている.これらの成果を基にして，最近，レジスト

や低次元半導体などの先端材料分野に研究を展開してい

る.

(文責笛木賢二)
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日本放射線化学会技術賞選考経過

今回より日本放射線化学会賞の規定が一部改正され，

技術賞が新たに設定された.その第 1回の選考が平成 5

年 3月31日に行われた.

選考委員は以下の 5名である.

田畑米穂 原子力委員(委員長)

石樽顕吉 東京大学

佐藤章一 日本原子力研究所

武久正昭 ラジエ工業(株)

山岡仁史 京都大学

推薦された候補者の業績を慎重に審議した結果，後に

示す候補者の業績は，ポリウレタンエラストマーを電子

線により照射架橋して耐熱性のみでなく，耐水性及び耐

油性を著しく向上し，自動車のアンチロックプレーキ用

のセンサーケープルとして使用する技術を世界で最初に

開発したもので，この技術は既に圏内の主要自動車メー

カーで使用されているばかりでなく ，海外にも輸出され

ており ，本賞の受賞に充分価するものであるとして，全

員一致で，受賞候補者として理事会へ推薦することを決

定した.
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上野桂ニ氏

住友電気工業株式会社電子ワイヤ一事業部 部長補佐

「照射架橋ポリウレタンエラストマー自動車用電線の

開発」

業績概略

ポリウレタンは優れた機械的特性を有しているが，耐

水性や耐油性の点で信頼性に欠けている.しかしこれを

電子線架橋すると，これらの欠点が著しく改良されるば

かりでなく，更に耐熱性や耐外傷性に優れたものとなる

ことを発見し，耐水性や耐油性の面で苛酷な条件が要求

される自動車のアンチロックブレーキのスピードセンサ

ー用リード線被覆材として使用する技術を開発するとと

もに，既に国内外で数多くの実用化をすすめ，自動車の

信頼性と安全性向上に寄与した.

この他にも，本候補者は耐熱 ・耐油性照射架橋フッ素

電線，超耐熱 ・難燃ポリオレフィン照射架橋電線等の開

発を行い，後者については自動車エンジン用に採用され，

高い評価を受けている.

(文責石樽顕吉)
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パルスラジオリシスおよび低温照射法による

イオン種の生成と反応の研究

自然界ではプラス電荷とマイナス電荷が釣り合った状

態が保たれている.このことはマクロな系全体について

言えるだけでなく，分子レベルのミクロな系についても

雪える. ドナーとアクセプターの電荷移動系や安定なイ

ン対などでも，プラスイオンとマイナスイオンを合わ

せて 1つの分子系と考えると，やはり厳密に中性が保た

れている.ところが放射線を照射すると，分子のイオン

化によって電荷の分離が起こる.このような電荷の釣り

合いの崩れた場所で起こるイオン反応が，放射線化学の

1つの特徴だと私は考えている.

放射線によって生じたイオン種は，熱反応や光化学反

応におけるイオン種といろいろな点で違っている.もっ

とも大きな違いは，このように反対電荷のイオンから離

れて生成するためその影響を被らず，むしろまわりの分

子と強く相互作用することである.そのために，溶媒和，

電荷移動，プロトン移動，自己分解など多様，多彩なイ

オン反応を引き起こす.私はこれまでに，イオン化で生

じた過剰電子が凝縮相中で引き起こすさまざまな現象に

ついて研究を行ってきた.

赤外吸収電子と可視吸収電子

水和電子の前駆体として赤外部に吸収をもっ局在化電

子が存在することが分かったのは比較的最近のことであ

る.70年代の半ばまでは，赤外部に吸収をもっ前駆体は，

放射線照射した D20結晶，アルカリ水溶液ガラス，ア

ルコール溶液またはガラス中で見いだされていただけで

あった.この中でも，とくにアルコールガラスの場合が

問題であった.

私は，液体ヘリウム温度の 4Kでアルコールを放射

線照射したときに生じる捕捉電子を r赤外吸収電子」

と可視吸収電子」の 2種類に分けた.赤外吸収電子は，

アルカンガラス中の捕捉電子に挙動が似ていたことから

マトリックス中のアルカン部分に捕捉された電子，可視

吸収電子は水酸基からなる部分に捕捉された電子と結論

した. 4 Kから77Kに昇温したときの赤外部から可視

部への大きなスペクトル変化は，赤外吸収電子の選択的
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北海道教育大学 小 笠 原 正 明

消滅と可視吸収電子の構造緩和で説明したは

可視吸収電子については，メタノールなどでよく観測

される緩和前の800-900nm付近にピークを持つ状態が

とくに重要である.いろいろな実験結果から考えると，

この状態は 2個の水酸基が配向してできたサイトに捕捉

された電子によるものである 2) エタノールでは，赤外

吸収電子のかなりの部分が可視吸収電子に変わる.この

変換は溶媒分子の回転によるという説と， トラップから

トラップへの電子移動によるという説の 2つがあった.

私自身は赤外吸収電子から末緩和の可視吸収電子への変

換は電子移動で，可視電子の緩和は分子の回転によると

考えた2)

マトリックスの昇温によるスペクトル変化はこのメカニ

ズムによく合う .

2. アルカ ンジオールの単結晶に捕捉された電子

1， 6-ヘキサンジオールやし 8-オクタンジオールの

単結晶は無色透明で，bc面でへきかいする.アルカン

ジオールは，分子構造においてはアルコールそのもので

あり ，その結晶はアルコール分子を水素結合でつないで

作ったシートを何枚も積み重ねたような構造をしている.

幸運なことに，この単結晶を 4Kで放射線照射すると

赤外吸収電子と可視吸収電子の両方が同時に生成するこ

とを見いだした3べ
赤外吸収電子は光に極端に敏感で，その性質からほぼ

間違いなくアルカンシートの隙聞に捕捉されたものであ

る.さらに興味ぶかいのは可視吸収電子で，この光吸収

スペクトルには捕捉電子にはめずらしく構造がある.

ESRスペクトルにも水酸基と強くカップルしているこ

とを示す異方性の超微細構造があるべ abinitio計算な

どから，電子は水素結合をしていない水酸基が上または

下の層のメチレン基とつくるサイトに捕捉されていると

結論しため.

以上のモデルは，氷の単結品に捕捉急れた電子のモデ

ルと本質的に違わない.なぜなら，氷の単結晶において

も，赤外吸収電子は結晶中の自然の隙間に捕捉されたも
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の，可視吸収電子は水素結合の欠陥に捕捉されたものと

考えられているからである.これらの結果を総合すれば，

アルコールガラス，アルコール結品，氷の結晶などのマ

トリックスに捕捉された電子の姿が，統一された形で浮

かび上がってくる 2.6)

3. ポリマーなどの分子中の過剰電子

電子親和力が正の分子に過剰電子が出会うとラジカル

アニオンができる.溶液中ではこのイオ ンは結局反対電

荷のイオンと中和してしまうが，溶媒の種類により消滅

まで多少時間がかかる.この時間は数マイクロ秒から数

ミリ秒であるが，パルスラジオリシスで反応を追いかけ

るのに十分な長さである.また，低温マトリックス法を

使えばこの時間を事実上無限に長 くできるし，昇温すれ

ば反応を起こさせることもできる.このような方法で，

私はいろいろなラジカルアニオンの反応の機構を明らか

にした.とくに近年は，ポリマーに捕捉された過剰電子

の状態とその移動のメカニズムに興味を持って研究を行

った.

汎用ポリマーであるとともに高機能性ポリマーでもあ

るポリ(メタクリル酸メチル)に放射線を照射したとき

に，ポリアーアニオンが生成するかどうかは長いあいだ

問題とされていた.私はパルスライオリシス法により，

溶液中においてこのポリマーが確かに電子を捕捉するこ

とを確認した市

ポリマーを一本の糸のようなものと考えた場合，ポリ

マーに捕捉された電子がこの糸に沿って動くかどうかが

次の問題である.私は同一の主鎖に電子ドナーと電子ア

クセプタをふくむポリ (4-ピニルピフェニルーコー1-ピ

ニルピレン)を合成し，溶液中でポナー側とピフェニル

基に捕捉された電子が最終的にアクセプター側のピレニ

ル基に移ることを実験的に証明した9) これは，芳香環

をもっポリマーを利用してミクロが電子移動ルートを設

計する可能性を開いたものである 10)

一方，ポリアセチレンは主鎖に二重結合を有して

いるので，ジグザグ平面が保たれているかぎり π電子

の共役が可能である.この分子に過剰電子を付加させれ

ば電子はある程度分子中に広がって分布する.私は，こ

の分布を知ることはポリマーの電気伝導性を分子レベル

で理解するための鍵になると考えた.その試みとして，

ポリアセチレンの主鎖の水素をメチル基とブエニル基で

置き換えたポリマーに溶液中で過剰電子を付着させたと

きに，電子がどのように振舞うかを研究した.その結果，

過剰電子はポリマー主鎖のねじれのためにモノマー単位

にして 1-2個程度の狭い領域に束縛されていること，

モノマーの結合様式の違いによる 2つの異なる捕捉サイ

52 

トがあること，主鎖を通じてサイトからサイトへの電子

のホッピングによる移動が起こることを見いだした11)

4.結びにかえて

凝縮相中の過剰電子は文字通り elusiveで，捕まえた

と思ったら取り逃がしたり，意外なところでばったり出

会ったりという経験を何度かした.しかし，全体として

見れば，歳月を重ねながら少しずつ実像に近づいていっ

たと思う.溶某和電子などの過剰電子が凝縮相中で引き

起こす反応は，放射線のみならず光や電気で誘起きれる

反応と関連するところが多い.この研究で得られた基礎

的な知見を，新しい材料の合成やキャラクタリゼーショ

ンに利用することが次の課題であろう.
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凝縮系の放射線化学初期過程の

パルスラジオリシスによる研究

1.はじめに

加速器をはじめとする照射技術の進展により，放射線

応用，特に，高分子などの凝縮系への放射線の応用は確

実に進展している.しかし，凝縮系の放射線化学初期過

の研究は，水和電子や溶媒和電子などの例外的に測定

しやすい例を除くと非常に遅れていた.このため，高分

子材料なども含む凝縮系全般の放射線化学初期過程の本

格的な研究手法を確立することが非常に重要であった.

筆者らは加速器の建設も含めたパルスラジオリシスの

システム全体を工夫して，時間分解能，感度，精度の非

常に高いピコ秒パルスラジオリシスの装置を製作し，凝

縮系の放射線化学初期過程の体系的な研究を行った.

さらに，これらの凝縮系の放射線化学初基過程の体系

化した知見と研究手法を，電子線及びX線レジストや低

次元半導体である σ共役系高分子ポリシランなどの新

しいビーム応用分野に展開した.

最近は，ピコ秒電子線ノマルスとピコ秒レーザーを組み

合わせた赤外領域での吸収測定が可能なピコ秒パルスラ

ジオリシス装置を開発し，純液体飽和炭化水素中でのジ

ェミネイト対の再結合反応をはじめ，高分子材料を含む

四戸系の初期過程の研究を飛躍的に進展させることがで

と.また，イオンビームや放射光などの線質の異なる

パルスラジオリシスシステムを製作し， LET効果の初

期過程の研究も開始した.

2. ピコ秒電子線パルスラジオリシスを始めとする種々

のパルスラジオリシス装置の製作とそのための加速器

の建設

ライナックの建設から始めて，ピコ秒電子線単パルス

という高速測定系とを組合せることにより 10ピコ秒とい

う世界で最も時間分解能の高い強力なパルスラジオリシ

スの装置を開発し，水和電子や溶媒和電子以外の凝縮系，

特に液体飽和炭化水素や高分子の放射線化学初期過程の

本格的な研究手法を世界に先駆けて確立した.さらに測

定系を整備して，感度と精度を向上させ，従来測定が不

可能だった芳香族環を持たないポリオレブインなどの実
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用高分子の反応中間体の測定も可能にした.最近，加速

器からの10ピコ秒電子線ノ幻レスと分析光としてのピコ秒

半導体レーザーパルスとを組合せたライナック・レーザ

ーツインシステム(略称 LLツインシステム)を開発し，

赤外領域で捕捉電子や電荷共鳴帯のピコ秒時間領域での

挙動の測定を初めて可能にした.

また，最近種々の放射線の線質の違いが重要になって

きているので，電子線ノ守ルスラジオリシスの経験を活か

し，イオンビームやシンクロトロン放射光を用いたパル

スラジオリシスの装置も製作し，凝縮系での放射線化学

初期過程における線質効果を調べられるようになった.

イオン加速器については建設も行った.

3.液体飽和炭化水素系での放射線化学初期過程の研究

上記のパルスラジオリシスの装置を用いて，純液体飽

和炭化水素系でラジカルカチオン，電子，励起状態，ラ

ジカル等の主要な反応中間体の吸収スペクトル及び時間

挙動を室温で測定し，ジェミネイト対の再結合挙動をス

モルコアスキー式等の拡散方程式で解析し，ジェミネイ

ト再結合過程を始めとする放射線化学初期過程の解明を

行った.特にラジカルカチオンの励起状態からの速いア

ルキルラジカルの生成やラジカルカチオンのイオン分子

反応などについての知見を得た.また，溶質を含む溶液

系での液体シンチレーションの機構解明や溶質イオンの

ジェミネイト再結合過程や電子の初期空間分布等の解明

を行った.

電子線，放射光，イオンパルスラジオリlシスを同一の

系で行うことにより， LETの初期過程に対する LET

の影響に関する研究を行った.たとえば，液体ドデカン

の励起状態の寿命は LETの増大とともに短くなってい

くが，このような現象は 2次電子の役割，マイクロドシ

メトリー， トラック構造の解析と関連し，いわゆる電離

消光現象などの主な原因になる可能性もある.また，こ

の研究は最近の放射光を用いた詳細な LET効果の研究

の先駆けにもなった.
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4.高分子の放射線化学初期過程の研究

上記のパルスラジオリシスを用いて，放射線プロセツ

シングで重要なポリオレフィンやポリスチレンなどの炭

化水素高分子とそのモデル化合物を中心に，従来測定さ

れていなかった高分子イオンや捕捉電子，励起状態，ラ

ジカルの鮮明な過渡吸収スペクトルを初めて測定した.

放射線保護効果における高い電子状態からの反応と電

子・エネルギー移動の重要性，放射線増感効果における

電子・エネルギー移動の重要'性，電荷とエネルギーの緩

和過程における高分子ダイナミックスの重要性，非常に

速い正負電荷の再結合反応，過剰電荷・励起エネルギー

の移動過程などの高分子の放射線化学初期過程を体系的

に調べた.

また，線質の異なる電子線，イオンビーム，シンクロ

トロン放射光パルスラジオリシスを用いて，線質効果の

初期過程の研究を進め，高密度電子励起や局所的な温度

上昇の効果などの線質効果への寄与を調べた.

5. マイクロエレクトロニクス用高分子材料の放射線化

学初期過程の研究

上記の高分子の放射線化学初期過程に関する基礎的な

研究成果を将来の半導体デバイス製作の鍵を握るマイク

ロリソグラフィー用電子線及びX線レジストや光伝導素

子や量子デバイスとして期待される低次元半導体である

σ共役系高分子ポリ シランなどのマイクロエレクトロニ

クス用高分子のビーム応用の研究に展開した.

5 -1.電子線及びX線レジス卜の反応機構の研究

半導体メモリーの高集積化が進むにつれ，加工寸法を

ますます小さくする必要があるため，電子線やX線リソ

グラフィーが重要になるが，電子線及びX線レジストの

反応機構の研究は非常に遅れていた.高'性能のパルスラ

ジオリシスの装置によって，電子及びX線レジストのよ

うな複雑な系でも主要な反応中間体を初めて実測し，反

応機構を解明できることを示し，高分子の放射線化学の

研究が電子線及びX線レジスト研究に重要なことを示し
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た.

5 -2.σ共役系高分子のビーム応用の基礎過程の研究

Si-Si結合を主鎖骨格とするポリシランは，よく知ら

れている π共役とは異なる σ共役性高分子であり，主

鎖結合に沿って電子が非局在化するため 1次元半導体

や極限の量子細線に相当する新しいタイプの高分子とし

て，多くの応用の可能性が示唆されている.マイクロリ

ソグラフィーなどのビーム応用に必要な線質効果と量子

細線などのデバイス応用に重要な過剰電荷・エネルギー

の緩和過程と電子状態について調べた.

6. まとめ

凝縮系，特に高分子の放射線化学初期過程の研究手

を確立し，凝縮系の放射線化学初期過程を体系化し，そ

の知見と研究手法を高分子のビーム応用の分野に展開し

た.
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照射架橋ポリウレタンエラストマー

自動車用電線の開発

住友電気工業側 上野桂二

タン結合が加水分解する為であり，エーテル系等のポリ

ウレタンを選択しても耐水性は十分とは言い難い.

そこで，ウレタン結合が加水分解しても十分な強度を

保持させるには，分子間架橋が有効となると考えた.架

橋方法としては，ポリウレタンの加工温度が200.Cに近

いことから化学架橋は困難であり，工業的な観点、からも

電子照射架橋が最適である.

更に，ポリウレタンは単体でも電子照射により架橋す

るが，より優れた耐水性，耐油性を得るには多官能性モ

ノマーとの併用が不可欠であり，どのようなモノマーを

使うかも重要である.

耐水性評価試験として， 100.Cの熱水に漫潰し，浸漬

前後の抗張力変化を測定した.図-1に試験結果を示し

たが，電子線照射架橋ポリウレタンは，一般の非架橋ポ

リウレタンに比べ100.C熱水浸漬後の抗張力の減少が少

なく，耐水性に優れることが分かる.照射架橋ポリウレ

1.自動車用電線の現状

ここ十年の聞に自動車のエレクトロニクス化が大幅に

進み，使用されるワイヤーハーネスは 4年毎のモデル

ェンジの度に約60%ずつ増加したと言われており，今

1 台当りの使用量は，長さで 2~3 km，重量では

40~50kg にもなる.カーオーディオを始め自動車電話，

パワーウインド，オートロック，オートクルージング，

オートサスペンション，アンチロックプレーキ，エアバ

ッグシステム，カーナピゲイション等，各種センサー及

び表示類である.特に，安全性向上の為のアンチロック

プレーキ及びエアバッグシステムは，年毎に装着率が向

上し，ある大手メーカーでは，アンチロックプレーキシ

ステム(横滑り防止)装着車の累計台数が100万台に到

達したとのことである.

筆者らは，このアンチロックプレーキシステム

(ABS)に用いられるセンサーケープルに照射架橋ポリ

ウレタンエラストマーを採用することで，その信頼性を

大幅に高めた.
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タンに認められる強度低下は，分子鎖中のウレタン結合

等が加水分解するためであるが，架橋部分で強度が保持

され抗張力がゼロになることはない.一方，非架橋ポリ

ウレタンでは，完全に強度がなくなりポロポロになって

しまう.自動車の足廻りの様な，水が避けられない部分

への非架橋ポリウレタンの使用は出来るだけ避けること

が望ましい.

先に述べたとおり，本センサーケープルはタイヤハウ
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図 1. 耐水性試験
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2.照射架橋ポリウレタンエラストマーセンサーケープ

ルの開発

ABSセンサーケープルは，プレーキ廻りと言う過酷

な環境で使用されることから，耐熱性，耐外傷性，高屈

曲性，耐水性，耐油性等を兼備えた高い信頼性が要求さ

れる.このような用途に適した材料としてはポリウレタ

ンエラストマーがある.しかしポリウレタンは，ポリ塩

化ピニル，ポリエチレン等に比較し機械的特性は優れて

いるものの，耐水性，耐油性の点で信頼性に欠けるとい

う問題がある.そこで，電子線照射架橋技術により，ポ

リウレタンの欠点を補い，かつ耐熱性，耐外傷性に優れ

たセンサーケーブルを開発した.

2 -1.耐水性，耐油性の改良

ポリウレタンエラストマーには，エステル系，エーテ

ル系及びラクタム系があり，耐水性，耐熱性にはエーテ

ル系あるいはラクタム系が優れていると言われている.

しかしながら，ポリウレタンが耐水性に劣るのは，ウレ
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スに露出配線されており，プレーキオイルの影響は避け

難い.そこで，耐プレーキオイル性を評価するために，

プレーキフルード DOT3を用い， 70.C-24時間漫潰前

後の電線外径の変化を測定した.その結果(表-1 )，電

子線照射架橋ポリウレタンは，浸潰後の電線外径が浸漬

前に比べ， 138%"'142%膨潤しているものの，ケーブル

としての形状は保持されている.ところが，一般の非架

表 1.耐ブレーキオイル試験結果

橋ポリウレタンでは，完全に溶解してしまった.このよ

うに電子線照射により，耐プレーキ性も改善することが

出来た.

2 -2.機械的特性(耐屈曲性)

同司 18

II十
」
乙 ミ
速度:30固/分

電線:15命nm
速度:10∞固J分(-30"Cにて}

図 2(a) 屈曲試験 (b) 屈曲試験II

表 2. センサーケープルの構造

l1i 臼 Jlt 位
{非E量燃7イ (H~ タイプ)

H T電 j\'!j~壷Jt制合金線

ltJii1uUI 町1111' 0.5 
i!J ，本

1" 成 本/本/mm 7/38/0.05 

外 t王 IIIπE 1. 06 

材質 ÊX-12 

絶t量i本 I~ き π1m 0.47 

外 径 mm 2.0 

2.e;1会合せ 4.0 

介 在 ~Ilポリエチレン

村1'f 然低 |… 
ポリウレタン ポリウレタン

外儀
JI1.き 町1m 0.8 

外 径 n、π1 6.2 
L同・・
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表 3. 屈曲試験結果
崎t位:I笛
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37，3∞ M
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センサーケープルは，ブレーキ廻りに配線されるため

振動，屈曲が避けられず，厳しい耐屈曲性が要求される.

そこで，パターンの異なる二種類の屈曲寿命試験を行っ

た. (図-2)試験に供したケープルの構造を表-2に，

試験結果を表-3に示した.尚，屈曲寿命は，導体が断

線するまでの屈曲回数を測定することで求めた.一般の

センサーケーブルでは，屈曲試験IIで数百回で断線して

しまうのに対し，照射架橋ポリウレタンセンサーケープ

ルでは，二桁も高い屈曲性を有していることが分かる.

表 4. 自動車用電線としての一般特性

----一
条 件 Jll位 sXRA FRBXRA 

組事体低抗 20 "c n/km 37.2 37.6 

得体聞に

AC2kV/l 
耐電圧

分間て・~JI 一 iiJlなし 破頃なし

なきこと.

絶縁抵筑 lli:で導体問 MO.km 10.∞o 5.670 

絶縁体 筑張力 kg/mm' 2.13 2.10 2. 11 2. 19 

特性 {中ぴ 。，，，。 341 325 331 396 
115 C 3406 

銃強力 kg/mm' 4.23 3.17 

外線 伸び % 496 404 

硬度 一 92 87 

'重量血性
ULVW.} 

秒 一
30秒以内

に地保 に消火

2 -3. 自動車電線としての一般特性

表-4に， J ASO D-608-87に準拠して評価した，

センサーケープルの自動車用電線としての一般特性を示

した.自動車電線としての一般特性にも優れることが分

かる.

3. まとめ

自動車の安全性向上が求められるなかで，アンチロッ

クブレーキシステムは着実にその装着率を高めている.

開発当初，アンチロックプレーキシステム開発のパイオ

ニアであったドイツのポッシュ社へ，本センサーケープ

ルを売り込みに行き，価格が高すぎると断わられたが，

数年前からポッシュ社へも販売するようになった. ドイ

ツ行きの飛行機に乗り遅れそうになり，英国のヒースロ

ー空港のロビーを必死になって走ったことが，昨日のよ

うに思い出される.

放射線化学
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IRaP94のお知らせ

放射線高分子化学における基礎から応用までの広い範囲にわたり，現状と将来に関する学際的な討論を行うため，

1994年11月にフランス領ガドループにおいて国際シンポジウム IRaP94(Ionizing Radiation and Polymers)が開

催されます。詳細は原研高崎・大道英樹まで (Tel: 0273-46-9410， Fax: 0273-46-9687)。
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イオン照身すによる

グラファイトの格子乱れ

イオン照射は材料の改質や表面クリーニング法として

広く使われているが，イオン照射中の材料表面の初期構

造変化や過渡現象についてはほとんど調べられていない.

最近われわれのグループではイオン照射過程中の結晶表

面の実時間ラマン測定を行なうことにより ，結晶構造の

無秩序化の速度および格子乱れの熱緩和速度についての

研究を行っている.ここでは最近得られたグラファイト

の希ガスイオン照射の結果について紹介する.

グラファイトの 1次ラマンスペクトルは結晶構造の変

化に敏感に変化する 1) 完全結晶では1580cm-1 (Gピー

ク)の面内振動モードのピークだけがラマン活性である

のに対して，格子乱れを持つ結晶では1360cm-1 (Dピ

ーク)近傍の振動が新たにラマン活性になり 2本線のス

ペクトルになる.Dピークはラマン散乱の波数ベクトル

選択則の緩和によって生じる遷移で，ブォノン状態密度

の極大値に対応し，その強度は格子の乱れ程度に依存し

て増加する.Dピ一クの Gピ一クに対するピ一ク強度

比はグラフアイト平面内のフオノン空間相関距離に逆比

例するのでピ一ク強度比からグラフアイト平面内のフオ

ノン空間相関距離を見積ることができる 2ト-→4約}

超高真空チヤンパ一内で 3k王eVの希ガスイオンを

l叩01凶吋5吋io∞ns/m2弘S程度のフラツクスで高配向結晶性グラフア

イトに照射し，照射中のグラファイト表面を後方散乱配

置でラマン測定した.励起光にはアルゴンイオンレーザ

ーの514.5nmの光を用い約 6秒の時間分解能で測定を

行なった.ヘリウムイオン照射の場合のラマンスペクト

ルを図 1に示す.イオン照射前のグラファイトのラマン

スペクトルは Gピークだけであり，イオン照射を開始

すると Dピークの増加が観測された.イオン照射初期

過程ではピーク強度比はイオン照射時間の1/2乗に比例

して場加することがわかる(図 2). この結果はイオン

照射により生成した欠陥がフォノンの局在化を引き起こ

し，波数ベクトル選択則が緩和されるために Dピーク

が生じるとするモデルで説明することができるト6) イ

オン照射によるグラファイトの面当たり欠陥密度

(Nd) は

58 
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図 1.3 keVヘリウムイオン照射 (1.7x1015ions/m2s)

のラマンスペクトル:(a)照射前と照射開始後

(b)60秒， (c)120秒， (d)180秒
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図 2. イオン照射時間に対するピーク強度比の変化:

(0) 3keVアルゴンイオン照射， (e) 3keVヘ

リウムイオン照射，実線は理論計算値

Nd=Nσrtνt 

であたえられる.ここで Nはグラファイト面当たりの

密度， σは原子はじきだしの断面積， φはイオンブラッ

クス， νは損傷関数でtは照射時間である.欠陥間の距

は

L= (N
d
) -112 

となり，イオン照射時間の1/2乗に逆比例する.欠陥の

距離がフォノンの相関距離に対応すると仮定すると，ピ

ーク強度比はイオン照射時間の1/2に比例して増加する

ことが導かれる.また理論計算を行なうと実験値とよく

一致することがわかる(図 2).欠陥の距離がフォノシ

の相関距離に対応することは，欠陥によるフォノンの減

衰が非常に強いことを意味する.空間相関モデル7)を用

いて，イオン照射後のラマンスペクトルのシミュレーシ

ョンを行なうと，欠陥による散乱でフォノンは1/100程

度に減衰することが予想される.イオン照射時間の1/2

乗に対するピーク強度比の増加直線の傾きから結晶の乱

れの速度定数を見積ることができ，希ガスイオン照射で

はイオン質量が増加するにしたがって乱れの速度定数は

増加することがわかった.さらに室温の希ガスイオン照

第 56号(1993)

射ではイオン照射量が2.5x1017ions/m2を越えるとピー

ク強度比が飽和することが観測された.これは欠陥数が

増加してクラスター化がおこり欠陥間距離の変化が小さ

くなるためと考えられる.

ヘリウムイオン照射の実験では，高温の試料温度での

実験をおこないイオン照射停止後に，結晶の乱れの熱緩

和の速度の測定をおこなつため.その結果，453Kにお

いても結晶の乱れの熱緩和がおこっており ，速度の違っ

た2種類の緩和過程があることがわかった.熱緩和速度

のアレニウスプロットを図 3に示す.速い緩和過程の活

-5 

0.0028 

判
定
~

-10 

1fT (11幻

図 3.格子乱れ緩和速度 [8-1Jのアレニウスプロッ

ト (0)遅い緩和過程， (e)速い緩和過程

性化エネルギーは0.8geV，遅い緩和過程の活性化エネ

ルギーは1.8eVである.この熱緩和の起こる温度は，

通常のグラファイト化反応の起こる温度 (2700K以上)

に比べると非常に低い温度である.これは，イオン照射

による格子乱れが主に欠陥生成によるもので，結晶のサ

イズが変化しているのではないことを示唆している.活

性化エネルギーの値から，速い緩和過程は面聞に弾き出

された炭素原子とグラファイト面内に生成した空孔子と

の再結合による過程，遅い緩和過程は空孔子の面内拡散

によるクラスタリング過程と考えられる.

これまでの研究でイオン照射による結晶乱れの生成 ・

緩和過程および生成した欠陥によるフォノンの空間相関

の変化について徐々に明らかになってきた.フォノンの
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時間相関の変化やイオン衝突による過渡的現象について

の研究が今後の課題である.
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第5回放射線プロセスシンポジウム

主催:放射線照射振興協会・大阪ニュークリアサイエン

ス協会

共催:日本放射線化学会他

会期:平成 5年11月24日(水)------25日(木)

会場:なにわ会館(大阪市天王寺区石ケ辻町19-2 ) 

交通:近鉄上本町駅又は地下鉄鉄谷町9丁目下車

(本シンポジウムは，毎年 1月に開催しております大阪

ニュークリアサイエンス協会主催の放射線利用総合シン

ポジウムを兼ねるものとします。)

プログラム:

第 1日 (11月24日 9: 30------18 : 00) 

s開会挨拶実行委員会委員長岡村誠三

5架橋・グラフト (9: 40------11 : 00) 

S食品照射 (11: 00------12 : 20) 

5特別講演(13: 20------14 : 00) 

S放射線殺虫・滅菌(14: 00------16 : 00) 

5イオンビーム利用技術(16: 15------17 : 55) 

第 2日 (11月25日 9: 30------17 : 00) 

5都市ゴミ焼却による環境影響と対策技術への応用

(9 : 30------10 : 30) 

60 

sレーザー・放射光 (10: 30------11 : 50) 

5特別講演 (13: 00------13 : 40) 

s線量測定・線源(13: 40------14 : 40) 

sキュアリング (14: 55------16 : 55) 

参加費(含講演要旨集) : 4，000円(大学・国公立研究機

関等)， 6，000円(その他)

懇親会 :11月24日(水)18時------19時30分，なにわ会館内， r 
会費6，000円(当日払い)

申込方法:①氏名，②勤務先，③連絡先(郵便番号・電

話とも)，④懇親会出席の有無 を明記のうえ，葉書

又は FAXにてお申込下さい。

参加費は銀行振込(富士銀行高崎支底普通預金

1351688放射線プロセスシンポジウム事務局代表

田村直幸)でお支払い下さい。

連絡先:干370-12 群馬県高崎市綿貫町1233

側放射線照射振興協会高崎事業所

〔電話:0273-46-1639， FAX: 0273-46-1195) 
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→亘誌面

フェムト秒ライナックの可能性

シス

東大ではツインライナック (TwinLinac) 3やその発

展としてのレーザー ・ライナックツイン (LLTwin)の

開発により，紫外から赤外に渡る広い波長領域 (200nm

-1600nm)でのピコ秒の時間分割吸収スペクトルの測定

を実施してきた。 Twin-Linac方式では 2台のライナツ

クからの同期した10psの電子線ノ'{)レスを利用する。一

つの電子線ノ幻レスで試料を照射し，もう一つの電子線パ

ルスをチェレンコフ光に変換して分析光とする。同期は

2台のライナックの加速マイクロ波の位相を変えること

により行なう，いわゆるストロポスコピック方式である。

LL Twin方式は10psの電子線ノマルスに同期したピコ秒

レーザーパルスを分析光に利用する方式である。 LL

Twin Linac方式によって806nmの光の吸収を測定する

ことによって得られた n-ドデカンカチオンラジカルの

生成と減衰を図 1に示す

充坂上東京大学工学附属原子力工学研究施設

1.はじめに

東京大学工学部附属原子力工学研究施設の Sバンド

(2856MHz) ライナックは，昭和52年度に10ピコ秒の電

子ビームシングルパルスの発生に成功して以来，今日に

るまでピコ秒パルスラジオリシス法による放射線化学

の初期過程の解明1に貢献してきた。現在，ライナック

の高度化と利用の新しい展開として，更なる高時間分解

能化を目指した，フェムト秒ライナックの実現に向けた

研究を実施している。本稿では，今までの実績と現状に

言及した後，将来のフェムト秒ライナ ツクシステム像を

探ることとする。

;;:! 九
1"---・・・』….......一日・・.....
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2.フェム卜秒パルスラジオリシスで何がわかるか2

電離放射線の誘起する放射線プロセスの時間軸を見て

みるとイオン化や励起は10-16
，，-，10-15秒で起こる。これ

らのイオンや励起状態はエネルギー的に安定な状態への

緩和や反応によって 2次イオンやラジカルを生成する。

最低励起状態までの電子的なエネルギー緩和は非常に速

いが，最低励起状態から基底状態へのエネルギー緩和は

ピコ (10-12)秒以降に起こる。サプピコ秒からピコ秒

時間領域で，液体や固体での電子の熱化，電子やイオ

が周囲の分子との相互作用で安定化する溶媒和の過程，

振動エネルギー緩和，イオン化で飛び出した電子と電子

が飛び出した陽イオンとがクーロン力の場で拡散しなが

ら再結合するジェミネイト (geminate)再給合を起こ

す。また，プロトン移動，電子移動などもこの時間領域

から起こる。放射線の物質に対する照射効果の初期過程

はほとんどサプピコ秒からピコ秒の時間領域で開始され

ている。現在，ピコ秒パルスラジオリシスによって，イ

オンや励起状態の挙動が10ps{10-11秒)から調べられ

ている。さらに，フェムト秒パルスラジオリシスによっ

て，イオン化や励起直後の現象が実測できることとなる

わけである。
1.0 

Time (ns) 

図 1.LL-Twin方式による n-ドデカンカチオンラジカ

ルの生成と減衰 (at806nm) (文献 4より転写)
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0.5 。

3.東大ライナ ックの現状

(1) Sバンドシインライナックとピコ秒ノわレスラジオリ
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(2) フェムト秒パルス発生のための磁気パルス圧縮5

ツインライナック28Lラインにおける10psシングル

パルス形成の様子を図 2を用いて説明する。 90keV熱

電子銃 (GUN)から放出された 2nsの電子ビームが

476MHzサプハーモニングパンチャ (SHB) とプリパ

ンチャ (PB) によって加速とパンチングがなされ，最

終的に10psのシングルパルスが形成される。更なる短

パルス化には磁気ノわレス圧縮が不可欠となる。磁気パル

ス圧縮の原理を図 3を用いて説明する。後段加速管

ACC 2のマイクロ波 (rf)パワーと位相を調節し，パ

ルス前・後半の電子がそれぞれエネルギー増・滅される

ようにエネルギ一変調をかける。次に電磁石系によって，

図 2.東大ライナック28Lにおける電子ビームのパンチ

ング

前・後半の電子がそれぞれ長・短軌道を走るようにし，

パルス圧縮をはかるものである。このことは，横軸に時

間 (rf位相に換算して位相表示も可)，縦軸にエネルギ

一分散をとる進行方向位相空間で，ビーム領域を反時計

回りに回転させて縦長楕円に変換することに相当する。

しかし現状の体系では低エネルギー電子の軌道収縮が不

完全であるため，完全な縦長楕円になり得ていない。パ

ルス圧縮効率を上げるにはもう一個の偏向電磁石と数個

の収束電磁石を加える必要がある。パルス幅の測定は，

電子ビームがビームライン末端に設置した Xeチャンパ

中を通過するときに発するチェレンコフ光を，ブエムト

秒ストリークカメラ(分解能600fs; (株)自由電子レ

ーザー研究所所有)で計測することにより行った。パル

ス圧縮前後のパルス波形を図 4に示す。パルス圧縮後

パルス幅は10ps以下と判定できる。平成 5年度下期に

は完全な磁気パルス圧縮体系を組み，現状でのシングル

パルスの最短記録であるアメリカアルゴンヌ国立研究所

Lパンドライナックの 5psを上回る記録を作るべく，

実験を予定している。

4.フェムト秒ライナック像

現状の Sバンドのライナックにおいて，完全な磁気

パルス圧縮器を用いて最大限のビーム調整を行なえば3

ps程度のシングルパルスの生成は可能であるとの感触

は得ている。しかし，フェムト秒シングルパルスの生成

Energy spread 

C 

B 

A 

Time (Phose) 

図 3.東大ライナック28しにおける磁気ノマルス圧縮体系(文献5より転写)
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。)パルス圧縮前(Aαコdパワー0%)
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{渇パルス圧縮後(ACロdパワー初旬

図 4.磁気パルス圧縮によるパルス波形の変化

(文献5より転写)

となるとライナックの技術革新が必要となる可能性が強

い。現時点ではフェムト秒ライナック像として次の 2つ

のシステムが有望であると考えられる。第一案は Xバ

ンド加速管を用いたライナックである。例えば，11. 424 

GHzの加速管は高エネルギ一物理学研究所を中心とし

てトリスタンの次期計画中である ]LC(Japan Linear 

Collider)への適用を目指して開発が進められている 60

この場合，Sバンドに比べて rf波長が 1/4になるため

単純に考えて 1/4のパルス圧縮が期待できる。例えば，

司 2のSバンドシステムが 1/4縮小されることとなる。

バンドで 3psのパルスが生成されれば， Xバンドで

は750fsのパルスが生成されることになる。ところが，

このシステムの問題点は次の 2点である。第一は，

11.424GHzのマイクロ波機器が未成熟であることであ

る。ライナックの進展はマイクロ波機器の発展に先導さ

れたといって過言でない。その背景にはマイクロ波通信

やレーダーといった巨大な産業分野がある。この観点か

らは同じ Xバンドでも，レーダーの規格にありかつ高

エネルギー X線 CT用ライナックに適用されている9.3

GHzの選択も浮上しよう。第二の問題点は，パルス当

たりの電荷量の少なさである。 Lバンド(1.3GHz) ラ

イナックではパルス当たり 10nC以上が標準的であるの

に対して， Sパンドライナックでは高々 1nCである。

従って Xバンドの場合，パルス当たりO.lnCを下回る

可能性が強く，使用に耐えない懸念がある。電子銃，

第 56号(1993)

SHB， PBの改良でどこまで電荷量が上げられるかが課

題である。一方，第二案は CW(Continuous Wave) 

あるいは準 CWライナックである。この場合ライナッ

クの仕様は自由電子レーザー (FEL)用のそれとほぼ

同等となる。すなわち高効率レーザー発振のためには，

短パルスかつ良質のエネルギースペクトルを持つ電子ビ

ームが必要であり，光利用の観点から CW化が要請さ

れている。 FELは現在のライナックの一大トレンドで

LINAC 

。ωAORUPOLE

宇 VERTICALSTEER附

4ト HORIZONTALSTEERING 

図 5.スタ ンフォード大/デューク大 FEL用ライナツ

ク(文献 7より転写)

あり，世界中で様々な装置の開発が活発である。アメリ

カのスタンフォード大/デューク大共同開発の装置7を

図 5に紹介する。この種の装置の特徴は， rfガン(高

周波電子銃)と呼ばれる熱電子銃と rf空洞を組み合わ

せた新型電子銃を用いていることである。出口でのエネ

ルギーはすでに数 MeV相対論的であるため，それ自体

で小型の加速器と言える。しかも，前述の磁気パルス圧

縮と同様のエネルギ一変調がなされ，図中の α型電磁

石を用いて磁気パルス圧縮も行なわれ，ピコ秒あるいは

フェムト秒のパルスが生成される。この場合この時点で

すでに相対論的短パルスとなっているため，その後のパ

ンチング特性は主加速管の周波数の選択に依存しない。

従って， CWモードをねらう場合は CWマイクロ波機

器が整備されている500MHz以下の rfが選択される。

また， rf加速特性の安定性の観点からは超電導 rf加速

空洞の選択もあり得る。日本原子力研究所では FEL用

超電導加速器を開発中である8。この種のシステムの問
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題点はシングJ4パルスが作れないことである。東大ライ

ナックでの15年間のパルスラジオリシスの実績はシング

ルパルスの生成と利用に負うところが大きい。

以上 2つのフェトム秒ライナック像を探ってみたが，

現状の Sバンドピコ秒ライナックとのシステム構成の

類似性とシングルパルスという点で Xパンドライナツ

クが優り，測定の SN比向上のためのパルス繰り返し数

と安定性の点で超電導 CWライナックが優るであろう。

一方， L， Sパンドライナックにおいてもスリットなど

を活用して電荷量を減らし，フェムト秒シングルパルス

を発生することも可能である。従って，東大ライナック

では数値計算と Sパンドライナックでの実験的検証を

並行して実施し，フェムト秒ライナックの検討を行なっ

ているところである。

5.結び

東大ライナックでのピコ秒パルスラジオリシスの実績

とフェムト秒化へ向けた最新の研究内容，さらに世界よ

ライナックに関する最先端技術をペースにフェムト秒ラ

イナック像を描き，また問題点を洗い出してみた。しか

し，このような最新鋭のシステムの実現には，放射線化

学をはじめとする，極めて学問的価値の高い利用研究の

見通しが不可欠であることは論を待たない。本拙稿をー

64 

読いただいた放射線化学のスペシャリストの方々から，

東大ライナックに対するご要望，ご提言をいただけるこ

とをお願い申し上げる次第である。
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シカゴ大 OKA研究室

1991年 7月から 1年10ヶ月の間，文部省の長期在外研

究員及びシカゴ大学博士研究員として，アメリカ合衆国

シカゴ大学の OKA研究室に滞在する機会を得ました。

シカゴ大学は，イリノイ州シカゴ市のダウンタウンか

車で約15分ミシガン湖沿いに南に行ったところにあり

ます。大学の規模は非常に小さく，主なキャンパスは，

縦 4プロック横 4プロック位の中に入っています。大学

の歴史としては，昨年ちょうど100周年をむかえたとこ

ろです。大学全体の研究活動は非常に高く，大学関係者

に数多くのノーベル賞受賞者がいることが大学の自慢で

す。ここは主として大学院大学で，大学院生の総数は約

5000人です。そのうちかなりの数が留学生でしめられて

います。日本人の留学生も多く，ビジネススクール

(MBA)を含めると，毎年約50人程の日本人が大学院

に入学してきますので，日本人の“人口密度"は高いと

いえます。

シカゴ大学には J.Chem. Phys.のエディタ一事務所

があることで，みなさんにはなじみが深いと思います。

自然科学系の学科としては，物理・化学・数学・天文・

地学・医学の各分野があります。物理・化学系の研究所

しては，さらに Enrico-Fermi，研究所(物理系)と

mes-Franck研究所(化学系)が同じ敷地内にありま

すが，実のところこれは名ばかりで，そのほとんどの教

授が，物理・化学科の教授の兼担となっています。また

シカゴ大学から南西にハイウェイを車で40分程いったと

ころに，国立ですがシカゴ大学が管理しているアルゴン

ヌ国立研究所 (ANL)があります。物理化学の領域で

現在活動的に研究をされている人達としては， D. H. 

Levy， J. C. Light， G. R. Fleming， K. Freed， S. A. Rice， 

D. Oxtoby， T. Oka等の教授があげられます。また昨年

おしくも急去した G.L. Clossも物理有機化学者として

有名でした。化学系の中では，物理化学の分野が最も強

く，化学系教授の半数をしめています。学生達の話によ

れば，物理化学の分野では，シカゴ大学はパークレーと

共に，全米1. 2位を争うスタップがそろっているとの

ことですが，上記の名前を見ただけでも，そのことが納
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京都大理百瀬孝昌

得のいくところであることを理解できます。さらに名誉

教授として， U. FanoやC.C. J. Roothaanらが現在も

オフィスをもって研究をしておられ，物理化学の研究環

境としては，このうえないものであると言うことができ

ます。

さて，私の滞在した OKA研究室ですが，スタップは

Oka教授 1人で，ポスドクが平均 1'"" 2人，院生が 8

人程度というのが最近の構成です。研究室内には大きく

分けると，プラズマ中の分子イオンの高分解能分光と，

固体水素の高分解能分光の 2つのグループがあります。

分子イオンの分光グループは，放電プラズマ中に生じ

た不安定活性種を，差周波レーザーやダイオードレーザ

ーを用いて，赤外領域における振動回転分光を行ってい

ます。特に H+が付加した分子イオンに着目しており，

最近では， C2H3 +や CHs+等の分光を行っています。ま

た，最も簡単な H3+は， Oka教授がはじめて実験室で

観測に成功した分子で，その後の分子イオンの分光の発

展のきっかけをつくった分子ですが，現在でもそのオー

ノてートーンの分光を近赤外領域で行っています。 H3+は，

量子力学的にも興味深い分子で，最近では理論との共同

研究が進められています。また H3+は天文学でも最近

注目をあびており，例えば木星や土星の大気中に H3+

が見つかっています。天文学における分子イオンの意義

については， Oka教授がその解説を今年の日本物理学

会誌6月号に書かれていますので，興味のある方は御覧

になって下さい。

一方，私の属していた固体水素のグループは， He温

度での固体水素の振動回転分光を， FTIR，差周波レー

ザー，カラーセンターレーザー， Tiサファイヤレーザ

ーなどを使って行っています。固体水素中では各分子間

の相互作用が弱いため，振動回転状態が量子化されてい

ます。さらに，エネルギー準位が密でないため，励起状

態の寿命が長く，気相よりも高分解能の分光ができます。

例えば気相では赤外領域においてドップラー巾の'""200

MHzが通常の線巾ですが，団体水素では今まで例えば

4 MHzの線巾の線が観測されています。このことを利
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用して，分子間力の詳細な研究を行っています。本来こ

の研究は，固体中に H3+を作って，そのクラスター

H3+ (H2)nを観測することを目的として始められたので

すが，固体水素自身の研究の方がおもしろくなり，現在

そちらの方向に研究が進んでしまっています。それでも

最近ようやく，電子線や γ線をつかって国体内にイオ

ンを作る試みを始めており，今年に入ってから ANLの

A. Trifunac教授の6
0CO線源を使って，固体水素中にイ

オンを作ることに成功しています。

さて，研究室での研究の状況ですが， Oka教授も含

めて，全員毎日12時間は大学にいて研究を行っています。

毎週一回 2時間程の研究室全体のミーティングが昼食を

とりながら行われており，学生が順番に研究内容の発表

をする様になっています。またそれとは別に週 1回グル

ープごとのミーティングがあり，そこでは実験の打ち合

わせや，実験結果の検討を行っています。それ以外は特

に拘束されるものはなく，学生は各自のテーマに取り組

んでいます。概して，日本の学生よりは長時間働いてい

るという印象をうけました。一方で，学生はそれぞれに

“Social life"を適当に楽しんでおり，たとえばJazzや

Bluesのライプに誘いあって行ったりしていました。

最後にシカゴの宣伝を少し。シカゴ市は，全米第三位

の都市として，主に商業やビジネスの中心の街として栄

えています。ダウンタウンには，超高層ビルが目じろお

しに並んでいますが，すべてのピルは都市計画に基いて

建てられており，遠くからダウンタウンをながめた時の

66 

ピル群のまとまり .は，とてもきれいです。特にミシガン

湖側からながめた夜景はすばらしいの一言につきます。

シカゴに関して日本で今一番有名なのは，おそらく

NBA全米プロバスケットポールのシカゴ Bullsではな

いでしょうか。 M.Jordan率いる Bullsは今年三年連続

全米チャンピオンになり， (アメリカでは WorldCham-

pionと呼んでいます)町中が熱狂しています。 OKA研

究室も例外ではなく，昨年も今年もファイナルが近づく

につれて， Bullsの試合の日には学生がほとんどいなく

なり，実験がストップしていました。

その他，大都市だけあって，余暇を楽しめるものはた

くさんあります。例えば， Chicago Symphonyやオペ

ラ，演劇といったものが，シーズン中には連日低料金

楽しめます。また Jazzや Bluesなどのライプが楽し~

るパプも数多くあり，この方面での生活は非常に充実し

ています。ただ難点は，治安の良くないことで，夜は男

子でも一人で歩かない様に気をつけなければいけません。

また冬の寒さは並ではなく，特別の防寒具が必要です。

しかしこれらも慣れてさえしまえば，ふだんは気になり

ません。

シカゴのオへア空港は，ユナイティッド航空の本拠地

で，日本からの直行便も数多く出ており，アメリカ各地

に行くための中継点となっています。シカゴにお立ち寄

りの際は是非一日滞在してシカゴ大学を訪ねてみて下さ

い。大学へは空港からリムジンパスで約40分です。
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|訪問記 |

口ッセンドルフ科学研究センター・イオンビーム物理/材料科学研究所

昨年，日本 ・ドイツ 2国間研究協力に基づいて， “深

部イオン注入"という研究テーマで， ドイツのダルムシ

ュタ ットにあります重イオン科学研究所(Gesellschaft 

fijr Schwerionenforschung mbH，略称 GSI)に 1年間

bて参りました。 GSI滞在中に研究訪問致しましたロ

ツセンドルフ科学研究センター (Forschungszentrum

Rossendorf e. V.) のイオンビーム物理/材料科学研究

所についての簡単な紹介を致したいと思います。

そもそも私が当研究所を訪問するきっかけとなりまし

たのは，研究所長のヴイーサ一博士が以前原研高崎が主

催しました「ビーム利用の新展開」という国際会議に博

士が参加予定であったことと私のドイツへの出張とが重

なったためで，冬季はドレスデン訪問には余りよい季節

ではないという言葉にもかかわらず 2月の雪の降るな

か私は博士の所へ訪れることになりました。

博士の研究所について紹介致します前に，おおもとで

ある研究センターについて少し説明したいと思います。

ロツセンドルフ科学研究センターは，エルべ川の河畔に

あります美しい東ドイツの古都ドレスデンからサクソン

スイスに向かつて東方に約10km程行った郊外の丘陵地

げあります。ザクセン州 (theFreistaat Sachsen) と運

家 (theFederal Republic of Germany)のもとで

運営され，全スタップの数は約450名，この他博士課程

写真 1. 雪の中，夕刻のぜンパーオペラ
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原研高崎青木 康

の大学院学生，企業 ・大学 ・他研究所からの共同研究者

およびプロジェクト研究用のポストがあり ，大学および

産業界と協力し，自然科学・産業技術の分野の研究を進

めています。

この研究センターは 5つの研究所(Institute)から

構成され，私が訪れたイオンビーム物理/材料科学研究

所 (Institutefor Ion Beam Physics and Material 

Research)では，イオンビームを用いた材料研究(材

料改質 ・材料解析)が主なテーマとなっています。この

他， Positron Emission Tomography等を行っている生

物無機化学・放射薬化学研究所(Institurefor Bioinor-

ganic and Radiopharmaceutical Chemistry)や，様々

な環境の中での放射性同位元素の拡散挙動を問題として

いる放射化学研究所(Institurefor Radiochemistry) ， 

そして核物理 ・ハドロン物理研究所(Institure for 

Nuclear and Hadron Physics)および安全性研究所

(Institute for Safety Research)があります。

イオンビーム物理 ・材料科学研究所はこのうち最も大

きな研究所であり，約100名の所員を有し， 80名のパー

マネント ・スタッフ(約30名が研究者)のほか10名の大

学院学生研究員と企業 ・大学 ・他研究所との協同研究用

のポストが10から15名あるそうです。

大きな実験施設としては，まず 5MVタンデム加速

器。これは旧ソ連製1986年製造でロツセンドルフでの使

用開始は1972年，高電圧の昇圧はベルトチャージタイプ，

絶縁ガスには N2+C02混合ガスを用い，イオン源には

Csスバッタソースが搭載されています。運転には20名

いるオペレータのうち10名が従事しており，夜間運転で

はl名の運転員が居残るという体制で，発生するビーム

はほとんどが解析ビームとして用いられ，幾本かのビー

ムラインに接続された照射チェンパーでは， 15N ビーム

を用いた Hの核反応分析，重イオンによる RBSおよび

ERD分析，マイクロビーム(約 3ミクロン)を用いた

PIXEおよび大気 PIXE分析などが行えるようになって

いました。次に 2MVヴァン・デ・グラーフ加速器です

が，これは殆ど Heの RBS分析専用器として用いられ
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ており 2本あるビームラインの 1つに分析チェンパー

が接続され，もう一方のビームラインには超高真空チェ

ンパーがつなげられ，プロトンビームの表面スッキャタ

リングによるオージェ電子分光の実験をミュンへン大学

から来ているドクターの学生が行っていました。またこ

のチェンパーには ECRイオン源が直結され，高荷電粒

子(イオン)と表面との相互作用に興味があるらしく，

スパッタリ ング収率の測定を行っているようでした。こ

こで特に印象深かったのは，ビームのスイッチ ングマグ

ネットに我々の馴染みの深い ESR用のマグネットが横

置きにして用いられていたことでした。へえ，こんな使

い方もあるのか， とびっくりしました。この他，説明で

は今後新しいタンデム加速器を 1台設置する計画になっ

ているそうで 2本つくビームラインにはコンビュータ

ーコントロール化されたパカチョンタイプのビーム解析

(RBS等)チェンパーとマイクロプロープの実験用ポー

トが設置される予定とのことで，照射室の床には防震対

策が施されていました。一方，イオン注入器が 4台あり，

うち 2台は自作で60keVの主として半導体センサーの

開発に供するものと300keVの汎用のもの， 80keVで金

属に Nイオンを大面積に大量に注入して高硬度化させ

るもの，それと高電流型200keVパルザース製のものと

が置かれていました。この他では， 20本の Xeフラッシ

ュランプを並べて置いた高強度光アニール装置(数100

J/パルス・ cm九パルス幅30ms)，ハロゲンランプを用

いた光アニール装置が目につきました。

さて，ヴィーザ一博士のもとには 4つの研究グループ

が有り，最も大きなグループは半導体へのイオン注入グ

ループです。ここではシリコンウエハーに Fe，Coを注

入し加熱処理を施してシリコン化合物を合成する研究や，

イオンビーム誘起のエピタキシャル結晶成長およびアモ

ルファス化過程の研究と，マイクロビームを用いたマス

クレス配線加工技術および 2次元マッピングの研究を行

っています。グループリーダーのスクルーパー博士は，

エレクトロニクス分野の出身のため，基礎的な材料研究

を進めると共にエレクトロニクス材料の合成技術に関す

る基礎研究を行いたいと語っていました。これまでには
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写真 2. ツヴィンガ一宮殿王冠の門

Cイオン注入による Si中の不純物ゲッタリング， N"! 

よびOイオン注入法を用いた SOI構造形成等の研究を

行っていました。この他，非半導体材料のイオン注入の

グループ，半導体荷電粒子検出器開発研究グループ，イ

オンビーム解析グループがあり，装置としてもイオンス

ノぐッタリング蒸着， CVD，ホール測定装置， DEKTAK， 

硬度計，スクラッチ・テスターなどに加えて新たに

XPS/オージェ電子分光，マグネトロン蒸着装置等が

導入され，さらに電子顕微鏡の導入も計画され，さらに

本格的な材料研究が進められて行く感じがしました。

旧東ドイツの研究所への訪問ということで，人，考え

方等が，私が出張している GSIとどう違うだろうかと

考えながらの訪問だったのですが，朗らかな性格，各人

独立したものの考え方，昼食後のお茶の時間の楽しみ方，

等などやはり東西は違ってもドイツ人はドイツ人である

ように思えました。しかしながら，最新の装置が次々と

導入されるなか，アイソトープ製造用の原子炉のシャ、

トダウン，装置運転に関する新政府への許可申請のため

装置の 1年間停止，大幅な人員削減など，研究者個人に

もよるようですが，固まぐるしく変わって行く環境に戸

惑っている研究者たちも多いようにおもえ，雪に包まれ

たドレスデンの町並みが，今はまだ静かにこれから進む

べき道を探っている人々の気持ちに折り重なっているよ

うに感じられました。

放射線化学



電子線照射式脱硫・脱硝試験装置

現在，電力会社では脱石油をめざした原子力 ・LNG

(液化天然ガス)火力 ・石炭火力発電の積極的開発を図

り，エネルギー源の多様化に取り組んでいる。一方，そ

れと同時に火力発電所の排煙 (SOx，NOx等)による

汚染問題にも真剣に取り組み，あらゆる方法で環境

保全に努力を払っている。

火力発電所における排煙処理では，脱硫 ・脱硝ともす

でに安定した運転実績があり，技術的にはそれぞれ完成

の域に達している。しかし，脱硫は，炭酸カルシウムに

水を加えたスラリー状の吸収液に SOxを吸収させて石

膏にする湿式方式であり，複雑な設備構成の上，大規模

な排水処理施設を必要としている。また，脱硝では

NOxにアンモニアを加えて窒素と水に変えるが，その

際には高価なパナジウム系の触媒が欠かせない。そこで，

排煙処理の技術的 ・経済的な向上を図るため，日本原子

力研究所高崎研究所，中部電力(株)技術開発本部 ・電力

技術研究所，(株)荏原製作所の三者が共同して，乾式で

脱硫と脱硝を同時に行うことができる電子ビームによる

排煙処理技術の開発に取り組んでいる。パイロットプラ

ントを用いた実ガス実証試験により ，厳しい環境規制に

寸応できる性能の検証，実機設計に必要な定量的諸特性

握，設備の信頼性の評価等を行い，新たな技術の確

立を目指している。

今回，その電子線照射式脱硫 ・脱硝試験装置を見学す

る機会を得たので 6月17日に原研高崎の担当者である

南波氏他 2名と共に訪問した。

名鉄神宮前駅よりタクシーで25分ほど南下した名古屋

市港区潮見町，通称九号地と呼ばれる広大な埋立地にあ

る中部電力新名古屋火力発電所の構内の一郭にその試験

装置が設置されている。平成 3年 7月より試験装置の設

計 ・建設が開始され 4年10月より本年12月までの予定

で実証実験が行われている。

まず初めに，事務室で中部電力電力技術研究所のグル

ープ長である田中氏より火力発電所における従来の排煙

処理技術の概略，本試験装置の構成，特長，排ガスフロ

ープロセス，目標性能等について説明を受げた。

第 56号 (1993)

分 子研 吉 田 啓晃

写真 1. 電子線照射式脱硫 ・脱硝試験装置の外観

試験装置は電子線照射施設(反応器 :横置 ・側面 3段

照射方式，電子ビーム発生装置:800KV x 45mA x 3 

台)と冷却塔(水スプレー完全蒸発型)，アンモニア設

備，副生品回収装置(乾式電気集じん器およびパグフィ

ルター)，副生品処理装置(スチームチュープドライヤ

およびロータリークーラー，処理量:硫安 ・硝安60kg/

h) で構成されている。その特長としては以下の点が挙

げられる。

1.脱硫 ・脱硝が同時に行える。

2.乾式排煙処理施設であり ，排水処理施設が不要で

ある。

3.システム構成がシンプルで，省スペース化が図れ

る。

4.高価な脱硝触媒が不要である。

5.副生品は窒素肥料(硫安 ・硝安)として利用でき

る。

排ガスのフロープロセスの概略(図 1)は以下のとお

りである。石炭ボイラで発生した高温高圧の排ガスは，

電気集じん器でばいじんを除去した後，GGH (ガスガ

スヒーター)熱回収器で温度を下げて冷却塔に送られる。

ここでスプレー状の冷却水によっておよそ600Cまで排ガ

ス温度を下げる。冷却塔は完全蒸発型のものを使用して

いるために排水は出ない。冷却された排ガスは横置型の
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反応器に移され，側面より 3台の電子ビーム発生装置か

らの電子ビームによって照射される。電子線照射で生成

した OH，0， H02ラジカル等によって SOx，NOxは

それぞれ脱硫，脱硝され硫酸，硝酸が生成する。これら

は，反応器に添加されたアンモニアによって硫安 ・硝安

に変えられる。反応器を出た排ガスは，電気集じん器お

よびパグフィルターで硫安 ・硝安等の副生品を除去した

後， GGH再加熱器によって加熱されて煙突に送られ，

大気中に放出される。一方，回収された副生品は処理装

置に送られて窒素肥料にされる。

装置の性能としては，石炭ポイラ排ガス12000m3N/h

(これは3500kW級の石炭火力発電所の排ガスの量に相

当する)を処理し，脱硫率94%，脱硝率80%を目標とし

ている。現在の条件では，石炭ポイラ排ガス中に含まれ

るSOx800ppmV， N Ox225ppm Vが，本試験装置によ

る脱硫 ・脱硝の結果，煙突から大気中に放出される排ガ

ス中では SOx50ppmV以下， NOx45ppmV以下まで減

少しており ，服硫率，脱硝率とも目標値に達している。

現在の研究内容としては，

1.プロセス性能の実証及び諸特性の定量化

2.最適運転条件の把握

3.制御性，信頼性，長期安定性の検証

の3つである。排ガスの温度，電子線の線量等のパラメ
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ータを変化させて脱硫率，脱硝率を測定し，上記課題の

研究を行っている。

一通りの説明を受けた後，ヘルメッ トをかぶり田中氏

の案内で電子線照射施設へと向かう。ちょうど今日から

運転を始めたとのことで，電子ビーム発生装置を見るこ

とは出来なかったが 2階にあるコントロール室へ入れ

てもらい運転の様子を見学した。運転は全て自動化され

ており， 2'"'-' 3名で行われていた。部屋の片隅には，今

日とれたばかりという硫安 ・硝安が小さな袋に詰め込ま

れていた。この施設は小規模でかつ経済的な石炭火力発

電所用排煙処理システムであり ，しかも副生品として肥

料が出来るというので注目されており ，アジア諸国特に

中国からの見学者が最近多いそうである。コントロール

室を出て，高圧電源室，室外にある電気集じん器，

フィルターを見学する。副生品である硫安 ・硝安のほと

んどは電気集じん器で集められていて，パグフィルター

はあまり利用されていないそうである。階段を降りて地

上に戻り，副生品処理装置を見学する。ちょうど運転中

であるため，処理された硫安 ・硝安がばさつばさっと上

から降ってきており，みるみるうちに溜まっていく。 1

時間当たり 60kgも出来るので相当な量である。この窒

素肥料は近隣の農家等に無償で提供されているそうであ

る。少し離れた場所にアンモニア設備があり，ボンベの

温度上昇を防ぐために放水されている最中であった。再

び事務室に戻って歓談した後，電子ビームを利用した排

煙処理技術の開発という環境保全のための最先端テクノ

ロジーの一端に触れて大いに感銘を覚えつつ新名古屋火

力発電所を後にした。

今回の見学に際しては，現場を案内して下さった中部

電力技術開発本部電力技術研究所の田中グループ長在ぷ

じめ，小倉主任，新名古屋火力発電所の中村課長， 1"-，-~......， 

製作所の土居部長など多くの方々の協力を頂きました。

そして，見学に関する一切を取り仕切って頂いた原研高

崎の南波氏に感謝の意を表します。

放射線化学



|訪問記|

放射線医学総合研究所・重粒子がん治療装置(HIMAC)

ご存知の通り放射線医学総合研究所(放医研)は，科

学技術庁直属の研究所で，千葉市の稲毛区穴川， ]R稲

毛駅から徒歩10分ほどの場所にある。最近，この研究所

で大規模な重粒子加速器 HIMAC(Heavy Ion Medical 

弘cceleratorin Chiba)の建設が進んでおり，平成 5年

度中に本格的な運転が始まる。この施設は，医療機関と

して画期的な成果が期待されるばかりでなく，最新の加

速器としてもユニークな特色をもった施設であり，核物

理，化学，生物の研究者からも注目を集めている。今回

は，ホットニュースとして，この施設を訪問したルポを

お届けしよう。

筆者は 4月23日に訪問させていただいたが，建物の外

側は完成していたものの，まだ建設中で最後に埋め戻し

するための残土が積まれていた。予定では 7月に引き渡

しとの事。この原稿が印刷されるころには，試運転の準

備が始まっているものと思われる。粒子打ち込み用の

LINACは既に稼働していたが，施設内部の装置の大部

分はまだ組立中で，シンクロトン部はマグネットなどの

配置が決まり，これから加速管を連結して真空を作ると

いった状況であった。医用重粒子研究部長の平尾先生に

設を案内していただいたが，業者の人たちが忙しく働

く中を，ヘルメットをかぶり，歩き回る事となった。

HIMACは，圏内はおろか世界最初の医学専用の重粒

子線用加速器であるという位置づけにあり，科学技術庁

のCOE(Center of Excelence)構想の一翼を担う予定

になっている。ご承知の通り，重粒子線は，そのプラッ

クピークを利用して，ある特定の位置にあるがん細胞を

選択的に殺傷する能力に優れている。がん治療を実際に

おこなうためには，できるだけ深く(少くとも30cm)

体内に重粒子が到達する必要があるが，加速エネルギー

あたりの粒子線の飛程は重い核ほど短く，それだけ大き

なエネルギーでの加速が要求されるので，相応の大規模

な加速器が必要になる。また，垂直あるいは水平の 2方

向から(必要に応じで同時に)，目的の臓器を照射する

ことができるよう治療照射室の出射口も工夫されている

のも特色である。これについては，数年先行して建設さ
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理化学研究所 丑田公規

れた理化学研究所のリングサイクロトン(135MeV)で

の研究成果が基礎となっており，特に放医研のメンバー

が，理研で積み上げた生物関係の基礎データをもとに，

それをグレードアップした形の HIMAC計画が進んで

行った経緯がある。

施設全体のうち，地上部分は治療用の建物や，事務棟

になっており，加速器本体は地下20mに掘り下げた地

下室に納まっている。加速管は，ほとんどがその地下を

走るが，垂直ビームを作る部分と生物照射室の照射口へ

通ずる部分が地上 1階に出ている。

まず目につく事は 2つの全く同型のシンクロトンが

同心円状 2段に積み重なっている事である。これは，照

射効率を 2倍に上げ，さらに水平垂直 2方向の同時照射

を可能にするためである。(2方向で異なったエネルギ

ーを用いる事もできる。)照射対象が人間であるために，

迅速な照射が望まれ，また，治療のべ人数もできるだけ

多くしたい。ビームの強度要請として， 5 Gy/1・min

を確保したいのだが， 1Hzで加速器を運転するには難

点も多く，やむなく 0.5Hzで 2つのシンクロトンを交

互に用いる方法を取ったという。しかし，加速器として

もユニークな運転形態がとれるメリットがある。例えば，

一方のリングは速い切り出しが可能になっており，他方

をStrageRingにしてのストロポ照射へ将来つながる構

造になっている。エネルギー最高値は800MeV(Arの

体内飛程で30cm) となっているが， 600MeV運転 (Ne

の飛程で30cm)の場合，一つのリングについて 2秒

おきに0.4秒の矩形波型パルスが得られるとのことで，

2台用いた場合に40%のdutyを達成している。

打ち込み用の LINACはすでに完成していたが，イオ

ン源を 2台装備している。もちろんこれはイオン種の変

更の際も，加速器を停止する事なく，施設の稼働率を上

げるための設計であるが， PIG型， ECR型の相補的な

イオン源を揃えていることが特徴である。イオン源で粒

子は 8keVにまで加速され， RFQ型 LINAC(長さ

7.3cm)およびアルパレ型 LINAC(長さ24m)の 2段

構えで， 800keV， 6 MeVにまで加速される。この時
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点での粒子も取り出す事ができ，中エネルギービーム照

射室で実験に供する事が可能である。全長50mほどの

LINAC部は地下最深部にあって，射出口は上下 2つの

シンクロトロンに入射できるようになっている。

この施設の最大のハイライトは 3つの治療照射室であ

る。臓器に間違いなく照射するためには，患者をベッド

に固定し，臓器の位置を安定させてから照射しなければ

ならない。しかし，固定したがん患者を横向きにしたり，

不用意に回転させたりすることはできないので，垂直ビ

ームと水平ビームの 2方向から照射が不可欠になる。垂

直ビームの実現のために，この施設は大規模なビーム輸

送系を持っているが，その上出射口近くには，直径22

cmの視野を一様に照射するためのワプラー・スキャン

ニング装置，プラッグピークを拡大するレンジ・シブタ，

照射野の形状を制限する多葉コリメータなどが装備され，

その部分の全長は約10cmである。そのために垂直ビー

ムラインは-El地上に出て，真上から患者の居る照射ベ

ッドに向かう。実際は，さらにボーラスと呼ばれる補正

材を患者の手前に置いて，がんの形状にあわせて遮蔽を

行なうが，このポーラスも NC工作機を用いて，迅速

に製作することができるようになっている。照射室には，

1台ずつ CTスキャン装置が設置され，臓器の位置を随

時確認しながら照射治療が行われる。そのために患者は

個々の IDカードで管理され，個人の照射プログラムが，

その場でオンライン処理されるようになっている。治療

照射室付近は，一般の病院と同じく，紙笹など患者に配

慮、した内装が施され，ふだん見慣れている殺伐とした加

速器施設の風景とは一線を画している感があった。

次にこれからの予定を含めて，治療および研究体制に

関する構想について述べる。がんは人間のあらゆる臓器，

部位に発生するので，数多くの分野にわたる専門臨床医

が，かなりの人数で照射治療に参加する必要がある。そ

のために，外部の多数の臨床医の力を借りる事になって

おり，それぞれにチームを組んで，研究や治療にあたる

とのことである。

一方，放医研に属する研究者は，物理学者，生物学者

が中心で，臨床医学そのものよりも，その基礎となるデ

ータを集める研究をしている人が多い。そのために，物

理 ・汎用照射室 2次ビーム照射室，生物照射室の 3つ

のポートが用意されている。われわれ放射線化学分野の

研究者が利用するとすれば，この 3つの実験室が対象と

なる。 2次ビームはこれから医療方面の応用が期待され

ている分野で，その開拓のために特に別に実験室を用け

たとの事であった。生物照射室は主に実験小動物の照射

のために設けられ，治療照射室に準じた構造になってい
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るが，衛生上および環境上の問題などから，地上部分に

あって空調なども独立になっているそうである。

この施設は保守期間を除いて年間250日間の稼働をめ

ざしているが，照射治療については，当分平日の毎日朝

9時から夕方 5時までに限定する予定だそうである。こ

れは，医師，医療技術者，看護婦などのサポート体制の

関係から，実際上，これ以外の時間帯の医療への利用が

不可能であることによるものである。しかし，毎平日 9

時から 5時までの使用を続けるためには， 24時間体制で

加速器を保守し，運転し続ける必要がある。週末や休日，

さらに夜間に医療以外の基礎科学への利用ができれば，

ビーム利用効率がよく，医療利用時間帯以外なら通常の

加速器としての利用も歓迎するという事である。ま、

医療照射は例えば15分に15秒というような時間を区

た利用方法なので，それを妨害しない範囲でならば，昼

間の利用も可能である。アライメントや測定器の更正な

どに当てることが可能とのことであった。

医療分野以外の研究は，一応医学利用に関係のあるテ

ーマに限定される建て前であり，さらに毎日のルーチン

な治療照射を妨害しないという 2大原則がある。しかし，

それを満たせば，比較的自由に利用する事が可能である

というわけだ。ただ，共同研究として広く研究を公募す

るといった受け入れ体制は，まだ具体化していないそう

で，とりあえずは，放医研内部の研究者とジョイントす

る形での利用が可能となる。そう急に多数の外部研究者

の乗り入れが実現しそうもないが，施設が軌道に乗り次

第，速やかに内外の研究者に聞かれた運営を行なう予定

とのことであった。現在この施設を利用して，いかなる

研究が可能であるかプロジェクトチームを組んで検討中

だそうである。今後のスケジュールとしては， 11月に。

成披露の式典を行ない，試運転，ビーム出し，放射相日

設としての認可を経て，平成 5年度末に本格的な運用を

開始する計画である。

以上駆け足で HIMACの紹介をさせていただいた。

基礎科学研究，医療技術の研究，さらには日常のがん治

療といった多目的を巧みに組み合わせた施設としての独

創性と先進性，さらにプロジェクトそのもののクオリテ

ィの高きには舌を巻いた。最後に，現在の放医研の研究

者の守備範囲では，まだまだ化学分野が手薄なので，特

に放射線化学分野の研究者の利用を歓迎したいとの意向

をお伝えして本記事をしめくくりたい。

(筆者の見学および取材の便宜を計って下さった放医

研の平尾泰男医用重粒子線研究部長，理研の稲村卓安全

管理室長に感謝の意を表します。)

放射線化学
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第36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:平成5年10月6日(水)-8日(金)

会場:東京都立大学 国際交流会館

(干192-03 八王子市南大沢 1ーし TEL 0426 

-77-3001) 

第 1日 (10月6日)

口頭発表(大会議室，原則として講演時間13分，討論時

間4分)

10時30分""'11時05分 (座長:木村一宇)

1001. 最低励起ネオン原子の種々のIV族化合物による

脱励起過程

(東工大理)0楠森寿，日高浩二，北島昌史，鵜飼

正敏，河内宣之，鎌野嘉彦

1002. 励起原子の脱活性速度定数

(京都工繊大工芸)0荒井重義，永田清文，倉増 毅，

石川洋一

11時05分""'12時 (座長:嶋森洋)

1003. 凝縮相中での電子一正イオン再結合反応の速度

定数とその電場依存性

(東工大理・金沢工大工・物質研)0磯田敬子，小高貫

浩，鵜飼正敏，河内宜之，簾野嘉彦，新坂恭士，立矢

!正典

1004. 高移動度二成分系混合物中の電子移動度

(東大教養)0二宮史郎，伊藤健吾，西川 勝

1005. ポジトロニウム形成における親和力と空孔サイ

ズの協同効果

(東大原総セ・山口大工)0伊藤泰男，岡本健一，田中

一宏

12時""'13時 く昼食休憩〉

13時""'13時35分 (座長:新坂恭士)

1006. C6F6の特異的な電子付着反応-epithermal電

子付着の可能性

(福井工大)0嶋森洋，砂川武義，辰巳佳次

1007. C6HsX， C6FsX (X= 1， Br， CI， F)のイ島エ

ネルギー電子付着特性

第 56号(1993)

(福井工大)0辰巳住次，砂川武義，嶋森洋

13時35分""'14時10分 (座長:平岡賢三)

1008. Ar+イオンのクラスター反応

(東北大工・原研東海・東大原総セ・東大工)0佐藤義

之，武部雅汎，池添康正，柴田裕実，田川精一，吉田

陽一

1009. 化学反応における Vander Waalsポテンシャ

lレ

(原研東海)0正木信行，高柳敏幸

14時10分""'15時10分 (座長:宮崎哲郎)

1010. 10K固体窒素マトリックス中に捕捉された窒素

原子とプラズマスプレーによる水素原子との反応

(山梨大工・名工試)0山下明宏，有賀一雄，谷内康

紀，佐藤哲也，平岡賢三，武藤八三

1011. アルカンからの水素引き抜きで生じる水素分子

のオルト /パラ比に対する温度依存性

(北大工)0市川恒樹，石井 薫 ，吉 田宏

1012. Quantum Diffusion of Hydrogen Atoms in 

Solid Molecular Hydrogen Isotopes 

(Kurchatov Inst.) 0 Valeri A. Shevtsov 

15時10分""'15時20分 く休憩〉

15時20分""'16時15分 (座長:鳥山和美)

1013. ESR線巾の解析による4.2K固体水素中の水素

原子の捕捉サイトについての研究

(名大工)0宮崎哲郎，森北浩通

1014. 77Kキセノン固体中における H2+T→ H+

HTトンネル反応に対する回転量子状態(J=0， 1) 

(名大工・原研東海)0藤谷善照，宮崎哲郎，正木信

行，荒殿保幸，立川円造

1015. 極低温・電子線照射した氷における励起 OHラ

ジカルの生成機構

(名大工・名大理)宮崎哲郎， 0長坂滋，神谷泰伸，

谷村克巳

16時15分""'17時10分 (座長:吉田宏)

1016. Layer boundary等を含む不均一系の放射線化

学側:

alkyne/ alkane混晶中における Hの移動と反応への

結晶構造依存性

(名工試)0松浦かおる，武藤八三
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1017. 選択的に重水素置換された固相2-メチルアルカ 忠男

ンの γ線照射によって生成する遊離基 2008. ポリプロピレンの放射線照射時のガス発生と機

(広大工・近畿大工)0太田信昭，八島吉見，市川隆 械特性変化に対する添加物効果

久，井藤社太郎 (東大工・日本石油・原研高崎) 0ソエピヤント・ヤン

1018. 被照射混合系アルカンジオール多結品中におけ ティ，楠畑勇美，勝村庸介，石樽顕吉，久保純一，工

るラジカルの挙動 藤久明，瀬口忠男

(早大理工研)0斎藤景一郎，浜 義昌 2009. ポリプロピレン固体の放射線誘起構造変化に及

17時10分-----17時45分 (座長:松山奉史) ぽす照射前アニール効果

1019. SR (軟 X線)によるアントラセン単結晶中で (京大工・原研高崎)0清家英雄，マリニー・チャイス

の色中心生成モデル

(神戸大発達・高エネ研・学習院大理) 0木村愛子，中

川和道，田中健一郎，小谷正博，加藤隆二

1020. N-べンザルアニリン誘導体の励起状態の反応

性における置換基効果

(阪大産研)0小川浩充，石田昭人，高椋節夫

第 2日(10月 7日)

口頭発表

9時-----9時55分 (座長:住吉孝)

2001. 光電子放出収率から求めた凝縮相での光イオン

化量子収率

(北大工)0小泉均

2002. 超臨界キノセン中にドープしたアントラセンの

電子スペクトルのシフト

(神戸大発達)0音田典久，中川和道，木村愛子，大

森信彦

2003. シラシクロアルカンカチオンラジカルの歪構造

と熱および光反応

(広大工)0駒口健治，塩谷優，石川満夫

9時55分-----10時50分 (座長:瀬口忠男)

2004. ポリシラン中での過剰電子の局在化について

(北大工)0熊谷純，小泉均，市川恒樹，吉田

宏

2005. PMMAの放射線分解効果が照射温度に強く依

存する理由

(北大工)0市川恒樹，小山健一，近藤達，吉田

宏

2006. パラフィンモデル系の熱分解と放射線分解の添

加物効果

(東大工・日本石油)ソエピヤント・ヤンティ， 0勝村

庸介，石樽顕吉，久保純一，浜川諭，生明清

10時50分-----12時 (座長:浜義昌)

2007. 高分子材料の極低温下における γ線照射効果(3)

(原研高崎)0工藤久明，笠井昇，貴家恒男，瀬口
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パキツイン，西本清一，乾智行，吉井文男，幕内恵

2010. 放射線架橋した PTFEの γ線照射効果

(東海大工・原研高崎)0大島明博，田畑米穂，工藤

明，瀬口忠男

12時~ 総会

ポスターセッション(中会議室)

13時20分-----14時50分

2P01. 水素原子による C-H水素引き抜きの反応速度

を支配する因子

(北大工)0市川恒樹，吉田宏

2P02. 照射した団体エタノール系での水素分子の挙動

(京大原子炉)0石岡邦江，長谷博友

2P03. 高圧エタン中にドープしたアントラセンの光イ

オン化過程にお付る電子一イオン再結合

(神戸大発達)0大森信彦，中川和道，木村愛子

2P04. 非極性溶媒中の芳香族アミンーハロゲン化合物

系の光照射で生じる接触イオン対種の光吸収測定

(福井工大)0高柳栄之，無笹博文，辰巳佳次，嶋森

洋

2P05. 芳香族アジリンのラジカルイオンの構造と反応

性

(阪大産研・九州産大)0森脇和之，石田昭人，内藤都

夫，高椋節夫

2P06. ジエチニルシラン系アニオンラジカルの ESR

および光吸収スペクトル

(広大工)0岸田知巳，塩谷優，石川満夫

2P07. 77K固体アルカン中におけるアルキルラジカル

の光誘起反応

(北大工)0小杉新，小泉均，吉田宏

2P08. 低温固相でのアルケンとメチルラジカルとの反

応

(北大工)0高橋毅，市川恒樹，吉田宏

2P09. 液体アルカンにおけるイオン一分子反応

(阪大産研・東大原総セ・東大工)0吉田陽一，田川精

一，柴田裕実，上回徹，小林利明，古津孝弘

放射線化学
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2P10. ポリプロピレンの陽電子照射効果

(高エネ研・東大原総セ)鈴木健訓，沖 雄一，沼尻正

晴，三浦太一，近藤健次， 0伊藤泰男

2P11. フッ素系樹指の高温電子線照射効果

(東海大工・原研高崎)0大島明博，田畑米穂，瀬口忠

男

2P12. ポリプロピレン固体の放射線架橋反応性に及ぼ

す構造因子

(京大工・徳山曹達・原研高崎)0マリニー・チャイス

パキツイン，清家英雄，西本清一，乾智行，橋爪克

至，石田博，吉井文男，幕内恵三

2P13. 放射線によりポリプロピレンに生じた過酸化ラ

ジカルの経時変化

(都ア研)0関口正之，今井正彦，田部井雅枝

2P14. 低エネルギー電子線によるポリエチレンフィル

ムの架橋

(都ア研・埼玉工大)0今井正彦，中沢正光，清水治通

2P15. 放射線グラフト重合法による抗菌性活性炭素繊

維の調製

(原研高崎)0片貝秋雄，木村勝，須郷高信，幕内

恵三

2P16. 放射線グラフト重合法によるイオン交換膜の新

規合成法

(原研高崎・東工大)0須郷高信，幕内恵三，常田

聡，斎藤恭一，古崎新太郎

2P17. 真空蒸着重合によるポリ -Nーメチロールアク

リルアミド薄膜の作製

(原研高崎・東工大工)0玉田正男，細井文雄，大道英

樹，奥井徳、昌

頭発表

1時50分-----15時45分 (座長:貴家恒男)

2011. アラニンからのラジカル生成に対する LET効

果(2)

(北大工・東大原総セ・東大工)0小泉均，市川恒

樹，吉田 宏，柴田裕美，吉田陽一，田川精一

2012. 高密度励起下における BaF2結晶中 STEの消

光過程

(理研)0木村一宇，柴貴之，佐原靖盛

2013. Heイオン照射によるラジカル生成と消滅

(原研高崎・群大工)0田口光正，青木康，南波秀

樹，永井士郎，前岡裕徳，平塚浩士

15時45分-----16時20分 (座長:鷲尾方ー)

2014. 高分子の力学特性に及ぽすイオン照射効果

(原研高崎)0貴家恒男，工藤久明，瀬口忠男

2015. 高分子シートのイオン照射効果-1

第 56号(1993)
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(化学構造変化の不均一性)

(早大理工研)0浜中健一，松本英哉，浜義昌

学会賞表彰および受賞講演 16時20分-----18時20分

(座長:鏡野嘉彦)

受賞講演し パルスラジオリシスおよび低温照射法に

(学会賞) よるイオン種の生成と反応の研究

(北海道教育大)小笠原正明

(座長:西川勝)

受賞講演 2. 凝縮系の放射線化学初期過程のパルスラ

(学会賞) ジオリシスによる研究

(阪大産研)田111精一

(座長:幕内恵三)

受賞講演3. 照射架橋ポリウレタンエラストマー自動

(技術賞) 車用電線の開発

(住友電工)上野桂二

懇親会 18時30分より

第 3日(10月8日)

口頭発表

9時-----9時35分 (座長:南波秀樹)

3001. 放射線感受性材料の開発に関する研究

(原研高崎・群大工・日大生産工)0浅野雅春，吉田

勝，玉田正男，大道英樹，長岡範安，久保田仁

3002. ロッド状アラニン線量計による MeV級電子線

の線量測定

(原研高崎) 0小島拓治，侯海林，四本圭一

9時35分-----10時30分 (座長:西本清一)

3003. 放射線によるゴムの網目鎖の制御と発現する物

性

(原研研修セ)伊藤政幸

3004. ガラス固化体による天然ゴムラテックスの放

射線加硫

(原研高崎)0百武健一郎，吉井文男，幕内恵三

3005. 電子線照射による合成天然ゴムの加硫

(原研高崎)0吉井文男，百武健一郎，幕内恵三

10時30分-----10時40分 く休憩〉

10時40分-----11時15分 (座長:大道英樹)

3006. 高分子溶解阻害剤の酸触媒脱保護反応を利用し

た化学増幅系ポジ型電子線レジスト

(目立中研)0逆水登士夫，白石洋，山口秀範，上

野巧

3007. 化学増幅型電子線・ X線レジストの反応機構

ーノポラック内でのオニウム塩の放射線誘導起反応ー

(東大工・ソルテック ・阪大産研)0古津孝弘，上坂
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充，渡遁健夫r山下吉雄，吉田陽一，田川精一 (都ア研)0中川清子，下川利成，沢井照子

11時15分"'12時25分 (座長:勝村庸介 3P08. 濃厚硝酸水溶液の放射線分解 11 

3008. 電子ビームによる都市ゴミ燃焼排煙処理のパイ (東大工)0永石隆二，蒋培云，勝村庸介，石樽顕

ロット試験

半乾式法における有害ガスの除去性能

(NKK・松戸市役所・原研高崎)0浜口敬三，須藤雅

弘，長田容，渋谷栄一，土井猛，中島道博，古宮

幹久，宮島清則，馬場重和，広田耕一，宮固定次郎，

徳永興公

3009. 電子ビーム石炭燃焼排煙処理技術の開発(1)

ーパイロットプラントの概要

(中部電力・原研高崎・荏原製作所) 0小倉義巳，田中

雅，南波秀樹，徳氷興公，土井祥孝，青木慎治，井筒

政弘

3010. 電子ビーム石炭燃焼排煙処理技術の開発(11) 

ーパイロット試験結果の中間報告

(原研高崎・中部電力・荏原製作所)0南波秀樹，徳永

興公，田中 雅，小倉義巳，土井祥孝，青木慎治，井

筒政弘

3011. Radiation-induced Decoloration and Sedimen-

tation of Colloidal Disperse Dyes in Water 

(原研高崎)0 Bangyo. N. M. Agustin，新井英彦，

宮固定次郎

12時25分"'13時15分 く昼食休憩〉

ポスターセッション

13時15分"'14時45分

3P01. パルスラジオリシス ・マイクロ波電気伝導度シ

グナルのモンテカルロシミュレーション

(東工大理)0須永善行，簾野嘉彦

3P02. 再結合蛍光の時間依存性に対する磁場効果:

パルス X線励起蛍光観測装置の試作

(名工試)0岡崎正治，布目華一，鳥山和美

3P03. 芳香族カルポン酸水溶液のパルスラジオリシス

とシクロデキストリンの添加効果

(阪大産研)0山本幸男

3P04. Xeーヨウ素化合物系のパルス電子線照射で生成

する Xe1 *の発光動力学11

(福井工大)0磯貝武司，辰巳佳次，嶋森洋

3P05. ハロゲン化メタン化合物の低エネルギー電子付

着過程

(福井工大)0砂川武義，辰巳佳次，嶋森洋

3P06. 被照射フッ素化合物溶液のイオン対の挙動

(早大理工研)0国分普裕，長谷川寛，浜義昌

3P07. クロロフルオロカーボンの負イオン CI-MSに

よる負イオン生成反応の研究
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3P09. 硫酸パラジウム・硫酸銀水溶液の γ線照射によ

る微粒子固体の生成

(原研大阪)0畑田元義

3P10. 放射線照射SiC中の欠陥の ESR

(原研高崎・電総研)0伊藤久義，三沢俊司，吉田貞史

3P11. 極低エネルギーイオンビーム蒸留法による炭素

薄膜形成中の 2次イオン質量分析

(原研高崎・明星大理工)0大野秀樹，青木康，永井

士郎

3P12. 重イオンビームによるマイクロドシメトリー

(原研高崎・原研東海)0南波秀樹，田口正光，古川勝

敏，青木康，大野新一

3P13. 高分子シートのイオン照射効果-11 (LET効

果，線量効果について)

(早大理工研)0松本英哉，浜中健一，浜義昌

3P14. N( 1 )-C( 5)結合 5-置換ウラシル二量体の放

射線還元分解反応性

(京大工・阪府大研)0八田博司，手嶋成市，西本清

一，竹内賢一，藤田慎一

3P15. リグニン関連物質の酸化反応中間体の研究

(阪府大研)0堀井英雄，中鉢光雄

3P16. 高重力下における蛋白質の γ線照射効果

(東海大工・原研高崎)0大島明博，細井宏明，田畑米

穂，田中淳，渡辺宏

3P17. 室温で放射線照射された動物細胞およびモデル

系における長寿命ラジカルの挙動

(名大工・横浜市大医・長崎大薬)0宮崎哲郎，吉小、

徹，三田和哉，鈴木啓司，渡辺正巳

口頭発表

14時45分"'15時20分 (座長:荒井重義)

3012. パルスラジオリシスーレーザーフラッシュフォ

トリシスによる πーコンプレックスの反応

(北大工)0住吉孝，片山明石(北大電子研)川崎

昌博

3013. アルゴンイオンレーザーによる 2光子イオン化

一般化断面積の測定

(北九州大・九大総理研)0河済博文，磯田勇治，小川

禎一郎

15時20分"'15時55分 (座長:山本幸男)

3014. パルスラジオリシス法を用いた塩素酸ナトリウ

ム水溶液における CI03ラジカルの観測

放射線化学
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(東大工)0堂前雅史，勝村庸介，蒋培云，永石隆

二，長谷川千里，石樽顕吉，吉田陽一

3015. 中性系の高温水の放射線分解 11 

(東大工)0ゲニ・ R・スナリヨ，広石大介，勝村庸

介，石樽顧吉

15時55分"-'16時30分 (座長:紫田裕実)

3016. 放射線重合による温度応答性をもっ架橋ゲルの

形成

(原研高崎・群大工)吉田勝， A. Safranj，浅野雅

春，大道英樹， 0長岡範安，久保田仁，片員良一

3017. 放射線グラフト重合法によるタンパク質吸着の

ための多孔性材料の開発

(東大工・原研高崎)0斎藤恭一，常田 聡，古崎新太

郎，須郷高信，幕内恵三

16時30分"-'17時25分 (座長:堀内英雄)

3018. アデノシン水溶液の放射線分解 :8.5'ーシクロア

デノシンおよび7.8-ジヒドロ-8-オキソアデノシンの

生成機構

a 

(京大工)0久野晋，八田博司，上野徹，西本清

一，竹内賢一

3019. OHラジカルによって誘起きれる5-置換ウラ シ

ルの放射線化学反応:6-イルラジカル中間体の反応性

(京大工・阪府大研)0手嶋成一，藤田慎一，西本清

一，竹内賢一

3020. DNA-蛋白質問の放射線架橋モデル反応:

RadTech Asia '93 国際会議と展示

日時:1993年11月11日(木)"-' 13日(土)

場所:日本コンペンションセンター(幕張メッセ)

(千葉市美浜区中瀬 2- 1) 

Tel 043-296-0001 FAX 043-296-0529 

参加費用:9/15以 降 民 間 会 社 ￥90，000-

大学・官公庁 ￥50，000-

申込先 RadTech Asia '93 Desk 

干107 東京都港区赤坂 7-5-17

側インターグループ内

Tel 03-5570-6176 FAX 03-5570-6150 
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ピリミジン塩酸とアミノ酸から生成するラジカルの反

応

(京大工・阪附大研・京大原子炉)0森本承太，藤田慎

一，八田博司，西本清一，竹内賢一，松山奉史

17時25分"-'18時20分 (座長:増田高麗)

3021. 動物赤血球浮遊液の放射線照射中光学計測装置

(原研高崎・群大工・北大電子研)0安達勝彦，藤村

車，府川政史，河野正道，石原紀之，大道英樹，小橋

治道，田村守

3022. 重合性リン脂質及びコレステロール等からなる

混合脂質リポソームの γ線重合

(原研高崎・日本油脂)0細井文雄，大道英樹，赤間和

博，徳山悟

3023. 放射線照射によるキトサン分子の変化と抗菌活

'性

(原研高崎)0松橋信平，久米民和，橋本昭司

参加費 (講演要旨集を含む 4，000円

懇親会 10月7日(木)18時30分より，国際交流会館食堂

にて開催します。

会費 6，000円(学生3，000円)

連絡先 干158 東京都世田谷区深沢2-11-1 東京都立

アイソトープ総合研究所 今井正彦

(電話 (03) 3702 3111 FAX (03) 3703 9768) 

くお知らせ〉

当会第 2代会長の篠原健一先生が執筆された下記の自分

史が発行になりました。ご希望の方に提供しますのでご

請求下さい。

1.題名 r放射線と共に一世紀」

2.著者:篠原健一

3.価格:5000円(暫定)

4.問合せ先:干169 東京都新宿区大久保 3-4-1

早稲田大学理工学総合研究センター

浜義昌

電話兼 FAX:03-3202-9542 
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応用放射線化学シンポジウム(報告)

-加速器ビームのプロセス応用の現状と展望一
平成 4年度の応用放射線化学シンポジウムは，去る 3

月10日，東京大学山上会館にて開催された。本シンポジ

ウムは，放射線化学会が主催者となり，東京大学原子力

研究総合センターの協力を戴き，特にプログラム構成，

会場確保等，田川助教授(当時:現 ・阪大産研教授)の

ご尽力で豊富な内容のシンポジウムとする事ができた。

特に原子力委員である田畑先生に総合講演をお願いし，

本シンポジウムの今回の主題である加速器ビームのプロ

セス応用に関する方向性を示して戴き，その後各論とし

て下のプログラムに示すようなテーマについての講演と

討論が行われた。

【総合講演】

加速器ビームの応用の現状と展望

原子力委員 田畑米穂

【マイクロエレクトロニクス用高分子】

放射光リソグラフィーと X線レジスト

NTT 伴弘司

ケイ素骨格高分子(低次元半導体)への照射効果

東大田川精一

【電子線プロセスの化学】

シリコーン系化合物の電子線硬化

信越化学入船真治

電子線硬化ラミネート用化合物

大日本インキ 松山朝夫

電子線硬化の化学 東洋インキ石橋正

電子線プロセスにおける化学 原研高崎佐々木隆

【高分子材料の放射線劣化に関する諸問題】

ポリプロピレンのモルホロジーと照射効果

京大西本清一

各種高分子材料の電子線照射効果

住友重機械鷲尾方一

【放射線プロセスにおける線量測定の実際と諸問題】

ビーム加工処理線量計の現状 原研高崎田中隆一

線量計の γ線と電子線に対する感度

農林省林 徹

線量計測における諸問題 東大勝村庸介

当日の参加者に関しては，記帳者数で55名(記帳漏れ

もあった様子)でその内訳として大学関係16名，国公立
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研究所 ・科技庁等10名，民間企業29名と民間の研究者が

過半数を占めた。本シンポジウムは事前の周知期間が充

分に取れず，参加者が少ないのではないかとの声もあっ

たが，結果的には民間企業の参加者が多く，応用放射線

化学シンポジウムの目指す理想の形に近いものとなった

と思われる。

本シンポジウムでは特に加速器からのビーム利用を多
a 

角的に見ることを試みた。具体的には，最先端のリソ

ラフィー技術関係，実用化が着々と進む電子線プロセス

に関する基礎的な検討と実際の応用，更に応用にともな

って生じる種々の周辺問題について，また，電子線を利

用する際に常に問題となる線量計測の実際等についても

専門家より話題を提供して戴いた。

総合講演で田畑先生は種々の加速器(イオン加速器，

電子加速器， SR等)の開発の現状，各種ビームの利用

の現状と将来動向について，詳しく紹介され，加速器が

次第に研究だけでなく実用的なレベルで広く使用されて

きていることを強調された。

マイクロエレクトロニクス関係では，放射光リソグラ

フィーの現状と実用化に向けた問題点について，実際に

開発を担当されている NTTの伴氏より詳細な発表が行

われた。特に現状で必要とされているレジストの高感度

化(100mJ/cm2
) も化学増幅レジストを使用すること

で，達成できる見通しがついたとのことであった。感庖

の問題がクリアされることは，放射光リソグラフィ-q..;

実用化に対する大きな前進と考えられ，周辺技術の格段

の進歩が期待される。

また田川先生はポリシランに対する光や放射線の照射

効果について詳細な報告を行った。ポリシランは高分子

の主鎖骨格に沿って σ電子が非局在化した σ共役系高

分子であり ，新しいタイプの高分子として最近注目を集

めているとのこと。特にこの高分子に対する光や放射線

の照射効果，マイクロエレクトロニクスへの応用，ポリ

シランの基礎物性を調べる上で重要な電子 ・正孔の挙動，

特にそのバンド構造等について詳しく紹介された。

電子線プロセスの化学では実用的な観点から 2種類

の電子線硬化型化合物について詳しい報告が行われた。

1件は耐熱性，電気絶縁性，*，J離性等に富むシリコーン

系化合物の電子線硬化についてであり，信越化学の入船

放射線化学
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氏より講演戴いた。

もう 1件は大日本インキの松山氏の，電子線硬化型の

無溶剤のラミネート用接着剤の開発と商品化に関する講

演であった。具体的には，特徴ある接着メカニズムの採

用によって，短時間に高い剥離強度ヒートシール強度を

得ることができ，このため電子線処理後にエージング工

程を必要としないということである。また，講演ではこ

の接着剤の材料としての特徴を詳細に調べた結果も紹介

された。

これに引き続いて，東洋インキの石橋氏より電子線硬

化，特にプロセスとして取り上げる場合に必要な基礎的

項目について詳細な講演が行われた。この中で電子線を

用いることの優位性や短所，電子線硬化の応用例と今後

の動向等について詳しく紹介された。

原研高崎の佐々木氏は電子線硬化プロセス時に問題と

なる種々の要因について詳しく説明された。特にプロセ

スに際する酸素の影響，線量率の影響，樹脂配合に関す

る考察など，広い観点で見た電子線硬化プロセスについ

て言及された。

高分子材料の放射線劣化については，京大の西本先生

よりポリプロピレンのモルホロジーと照射効果の関係に

ついての非常に興味深い講演が行われた。この講演に関

連する総説は，放射線化学52号(1991)に掲載されてい

るが，今回は更に詳細な検討を加えた結果を紹介戴いた。

ポリプロピレンのモルホロジーを巧みに調整すること

によって，ポリプロピレンを照射によって架橋させるこ

とも可能であるとのことであった。

続いて筆者は，各種の汎用高分子の照射による色の変
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化を詳しく調べた結果を報告した。特に照射で高分子に

着色が起こる際，環境(雰囲気だけでなく，照射容器と

しての板紙やフィルムを含む)の因子が非常に大きい場

合があることを指摘した。

線量測定に関連しては， 3氏に講演をお願いした。

原研・田中氏は，電子線プロセスを行う際，大線量(数

10kGyオーダー)の計測が必要となることを説明し，

線量計測の原理と近年の動向について詳細に紹介された。

農水省の林氏は，氏の放射線滅菌に関連する研究の中

で直面した問題から，大線量測定を行う際に使用する各

種フィルム線量計の γ線及び電子線に対する感度に関

する問題に言及した。特に従来 γ線と電子線に対して

同一の感度を持つと言われていた線量計で，明らかに感

度が違っているケースがあるとのことで，今後の使用に

充分な注意が必要であることを指摘した。

最後に勝村先生は線量計測における種々の問題をまと

めて説明し，特に線量計測については専門的な立場から

検討しなければならない問題が多数残っていることや，

トレーサピリティー体系の整備の必要性に言及した。

以上，簡単に本シンポジウムの概要を説明してきたが，

日程調整とプログラムの決定に手間取り，関係各位に大

変ご迷惑をおかげしたと主催者の一人として恐縮してい

る。しかし，特に当日参加戴いた方々より，種々の問題指

摘が行われた意義のあるシンポジウムであったとのお言

葉も頂戴し，主催者一同よろこびに耐えないところであ

った。今回選択した各テーマの今後の掘り下げを期待し

つつ筆をおきたい。(住友重機械工業側鷲尾方ー)
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llthlCRRについて(報告)
本年 3月25，26日の両日， Dallas市において国際放

射線研究連合 IARR(International Association for 

Radiation Research)の理事会が開催され，第11回国

際放射線研究会議11thICRR (International Congress 

of Radiation Research)の開催場所が決定されました。

この理事会に， IARR化学担当理事として出席しました

ので，ここにその審議内容を報告いたします。

10th ICRR (1995年8月27日------9月1日， Wurzburg) 

の詳細な内容を知らせる案内状がまだ配布されていない

ような状況の下で，もう一つ先の1999年に開催される

ICRRの開催場所を決めるのは，いかにも遠い先の話と

いえそうですが 4年毎に開催されるこの会議としては，

この時点で決定しなくてはならないというのが慣例とな

っています。以下に， 11thICRR開催地に関する審議を

中心に，ついでにその他についてもその審議の概要をお

知らせすることにします。

今回の IARR理事会は，旅費と時間の有効利用とい

う点から，アメリカ国内の RadiationResearch Society 

の年会開催に合わせて，その終了直後から 2日間にわた

って開催されました。会議は恒例通り，まず 9thICRR 

の際に開催された前回理事会 (Toronto，1991年 7月12

日)の議事録確認からはじまり，今回の議題およびその

審議時間の設定と確認が行われるとともに， 9thICRR 

のしめくくりとしての報告がありました。総参加者数

1774名，総発表件数1200，若手研究者補助100名とのこ

とでした。続いて，今回の主要議題である 11thICRR 

開催立候補地の各代表者によるスピーチと質凝応答(各

1時間位)が行われました。 Torontoでの理事会では，

立候補の意志があまり明確でないものも含めて，アイル

ランド，オーストラリア，南アフリカ，インド，ハンガ

リー，中国，日本の 7ヶ国が立候補する可能性がありま

したが，これらのうち昨年末のしめきりまでに書面で正

式に立候補の手続きをしたものが，はじめの 4ヶ国でし

た。

まずオーストラリアのスピーチが放射線化学分野でよ

く知られている RonCooper (University of Melbour-

ne)によって行われました。オーストラリアとアジア

が地域的に密接な関係にあり，この地域での放射線研究

が活発化しつつあることを示し，そのより一層の活性化
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の意味から，ぜひ開催したいと主張しました。話の内容

から，この「アジア」の中には日本は含まれていないよ

うでした。彼は， Gold CoastのHotel，Casinoを会場

にしたいといい，次いでその ConventionCenterの代

表者がカラフルなビデオ，スライド，パンフレツトを用

いてすばらしい風景，施設，環境，食物等の紹介を行い

ました。発表者のいう，いわゆるオーストラリア ・アジ

ア地域の放射線研究の紹介より， Convention Center 

観光案内の方が説明時間も長く強い印象を与えたようで

した。

次のスピーチは，結論を先に言えば，これとは正反対

の印象で， C. Mothersill (Irish RRS)がアイルランド

における放射線研究の歴史と現状を圏内の各研究グルー

プの研究を引用しながら詳細に説明し，開催場所として

は首都 Dublin市にある UniversityCollegeキャンパス

を用いるとして，その大学の紹介と Dublin市，アイル

ランド全体の紹介をビデオとパンフレツトを用いて説明

しました。(アイルランド紹介のパンフレットが日英両

国語で書かれていたのは，日本人観光客が殺到している

おかげかもしれません)

スピーチの最後は，南アフリカによるもので，研究者

の出席はなく，代わって候補地 SunCityの代表者が現

在建設中のすばらしいホテルを会場に開催したいと，ビ

デオを駆使した説明を行いました。また，インドは立官

補したものの，出席者はなく，代わって議長 (G.

Whitmore IARR会長)が手紙の代読をしました。

立候補地関係者退席の後に， ICRR開催地としての各

候補地の一長一短，特色，問題点等(背景となっている

各国内での放射線研究のアクティピティー，ポスター会

場，宿舎などの充実度，世界各地からのアプローチのし

やすさなど)について具体的に意見交換と各候補地の比

較が行われ，これらを踏まえて翌朝に投票を行うことに

なりました。

前日の審議結果のまとめに続いて投票が行われ， 1999 

年 11thICRR開催地として Dublin市がその過半数を獲

得して決まりました。その準備状況は， 1995年Wurz-

burgで開催される 10thICRRの際に紹介されることと

思います。

この他の議事のうち主要なものは， 1) 10th ICRRの

放射線化学
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準備状況がC.Strefferから報告され，従来に比べて特

に東欧，ロシアからの活発な参加を望んでいるとのこと

でした。 2)Kaplan Awardについて審議が行われま

した。 3)次期会長，理事等を選出するための

Nominating Committeeメンバーについて審議があり，

現理事からR. J. M. Fry (at Large)， Y. Hatano 

(Chemistry) ，それ以外から V.Covelli (Italy)， D. 

Goodhead (U. K.)， M. Guichard (France)が選出され

ました。また FinanceCommitteeメンパーについては，

現理事から M.R. Edgren (Sweden)，それ以外から w.
Hanson (U. S. A.)， M. Coppola (Italy)， van der 

Kogel (The N etherlands)が選出されました。

(東工大震野嘉彦)

イオン照射研究施設の利用案内

( 6年度・ TIARA実験課題募集)

日本原子力研究所・高崎研究所では，平成 6年度のイ 0.4MV静電加速器(イオン注入装置)

オン照射研究施設 (TIARA)の利用に係る実験課題の 研究分野 :耐宇宙環境材料，核融合炉材料，バイオ技

募集を10月から行います。応募される方は下記に聞い合 術，新機能材料， RI・核化学，放射線化

わせるか，または応募資料をご請求下さい。 学，その他関連基盤技術等

問い合わせ:日本原子力研究所 ・高崎研究所放射線高

対象加速器 :AVFサイクロトロン 度利用推進室

3 M Vタンデム静電加速器 (資料請求先) イオン工学計画課鷲野正光

3 M V静電加速器(シングルエンド型) (ft 0273-46-9614， FA)( 0273-46-9690) 
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IAEA国際共同研究 “Atomicand Molecular Data for Radiotherapy" 

について(報告)
本年 6月15"'18日に ViennaのIAEA(International 

Atomic Energy Agency)本部で標記のプロジェクト

( 5ヶ年計画)の最終の Meetingが開催されました。こ

のプロジェクトがスタートする背景等については，平成

元年度文部省科研費総合研究 B r放射線化学基礎過程研

究の新展開J (代表者:鎌野嘉彦)の報告書ならびに本

学会理事会での報告事項などの機会にすでに述べました

が，簡単にまとめると次のとおりです。

1987年に Edinburghで開催された 8th International 

Congress of Radiation Researchの際にいわゆる原子・

分子過程に関心のある有志10数名が出席した Informal

meetingがあり，ここで IAEAに対して共同プロジェ

クトとして「放射線研究のための原子・分子データ」を

提案することが決められました。 1988年にその提案のた

めの MeetingがViennaで開かれ，その結果，標記の

ような正式名称のもとにこの提案が IAEAによって 5

ヶ年計画として採択されました(代表者:Argonne 

N ational Lab.， Dr. M. Inokuti)。その目的と内容は，放

射線と物質との相互作用，特に放射線療法において重要

な各種衝突過程について断面積等の原子 ・分子データを

評価 ・解析 ・収集するとともに問題点を明らかにするこ

とで，すでに IAEAのプロジェクトとして定常化して

いる AtomicData for Fusion Research，およびすでに

IAEAレポートとしてまとめられている Nuclear and 

Atomic Data for Radiotherapyと原子・分子データを

評価 ・解析 ・収集するという意味では似ています。しか

し，今回の Atomicand Molecular Dataは，特に，

Atomic Data for Fusion Researchと比べて，次のよう

な特徴があります。

1 )対象とされている衝突過程がより多様である。

2 )エネルギー領域が広く， MeVから熱エネルギーに

まで至る。

3 )原子のみでなく分子も対象とし，しかもかなり複雑

なものも含まれる。

4 )固体， 液体，高圧気体，クラスター，表面 ・薄膜も

対象とされている。

5 )データのみでなく ，衝突過程そのものに関する説明

とその実験 ・理論の研究の現状と将来の課題がサー
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べイされている。

これらの成果は， IAEAレポート (TECDOC，A 

4・数百ページ)としてまとめられ， 1994年に出版され

る予定ですが，希望者に対しては IAEAから無料で送

付されます。なお，各 Chapterの題目と著者は，次の

とおりです。

1) Introduction (M. Inokuti) 

2) Development of charged-particle therapy and 

requirements for atomic and molecular data (A. 

Wambersie) 

3) Ionization cross sections for charged particles (L. 

H. Toburen) 

4) Electron-collision cress sections (T. Mark， Y. 

Hatano. and L. Sanche) 

5) Low-energy electron interactions with condensed 

matter (L. Sanche， Y. Hatano， and T. Mark) 

6) Photoabsorption， photoionization， and photodis-

sociation cross sections (Y. Hatano and M. Ino-

kuti) 

7) Reactions of ions and excited species with mole-

cules (Z. Herman， Y. Hatano， L. Sanche， and T. 

Mark) 

8) Stopping powers， ranges， and straggling (H. Paul， 

M. J. Berger， H. G. Paretzake， and H. Bichsel 

9) Yields of ionization and excitation in irradiated 

matter (D. Srdoc， M. Inokuti， and I. Krajcar-

Bronic) 

10) Track-structure quantities (H. G. Paretzke， D. T. 

Goodhead， M. Terrissol， and I. G. Kaplan) 

11) Concluding remarks (M.Inokuti) 

12) Appendix: Explanation of computer-readable 

materials 

(東工大鎌野嘉彦)

放射線化学
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第四回 Miller Conference (報告)

第18回の MillerConferenceはイギリスの湖水地方の

ウィンダーミアで， CRCGrey研究所の Wardman博士

の世話で1993年4月3日から 8日まで開催された。ウィ

ンダーミア湖のほとりにある風光明娼な町で，近くにワ

ーズワースやテレビの子供向けアニメでお馴染みのピー

ター・ラビットの作家，ポッターの住んでいた家もある。

この会議は米国のゴードン会議のヨーロッパ版で，設

立に努力しながら， 1958年に他界したミラー博士の名前

を冠している。 1959年の第 1回と 2回目はイギリスであ

るが，その後は開催地はイギリス以外のヨーロッパとイ

ギリスとで交互に 2年おきに行ってきている。

参加者は100名に制限しているが， 102名であった。参

加者数が一番多いのはイギリスで26名，次は米国の15名

であった。

会場はホテル内にあり，全員起居をともにした。会議

は3日は夜のみであったが 4日から 7日までの 4日間

は朝と夜のセッションを行い，昼は自由時間で熱心に討

論している人も，遊んでいる人もあり，いわゆるゴード

ン会議方式であった。 8日の朝食後散会した。

以下に会議の様子を記録はとらないというゴードン会

議方式に反しない程度に簡単に紹介する。

3日の夜は米国アルゴンヌ国立研究所の Trifunacが

放射線化学と光化学の初期過程の比較を芳香族分子を含

む炭化水素及びアルコール溶液での実験例を引用しなが

ら紹介した。特に励起芳香族分子カチオンラジカルのイ

オン分子反応について説明していたが，従来強調してい

た飽和炭化水素のカチオンラジカルと飽和炭化水素分子

とのイオン分子反応については発表では意識的に避けて

いた印象であった。次の Forysは気相での電子補足反

応，特に vander Waals分子の役割について報告して

いた。

4日の朝は Goodheadによる生物への放射線照射効

果を非常に強く意識したトラック構造の計算機コードに

関する報告があった。また， トラック構造，特にトラッ

ク内での化学反応の計算に関する教科書的な話がGreen

によって説明された。最後に， Michaelは生物への放射

線照射効果における照射された DNAで生じるクラスタ

ー状の損傷の重要性について報告した。

4日の昼には14件のポスターがあった。
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4日の夜は Leachによる C60やC70に関する総説と最

近のレーザー閃光分解やパルスラジオリシスによる一重

項や三重項などの分光データーや反応に関する報告があ

った。 Holroydは平衡反応になっているような非局性

液体中での電子の溶質への付加反応の圧力依存性をパル

ス伝導度法で調べ，水溶液系と比較するとはるかに大き

い依存性があることを報告した。 Netaは水溶液系での

無機ラジカルの反応の温度や溶媒効果に関する膨大なデ

ーターを報告していた。

5日の朝は O'Neillはヒドロキシベンゼンやインドー

ルのー電子酸化反応， Salmonは硫黄化合物の放射線酸

化について報告した。

5日の昼には19件のポスターの報告があった。

5日の夜は Beckertがいろいろな三重項消光剤を含

むキノンのフーリエ変換ESRレーザー閃光分解法で，

ナノ秒時間領域で，ラジカル対を前駆体とするスピンの

揃ったフリーラジカルを直接測定できることを報告した。

de Haasはマイクロ波吸収を用いた時間分解伝導度測定

法を用いて，高分子の粉末，フィルム，板などに放射線

照射したときに生じる電荷の分離や移動度を調べた結果

を報告した。

6日の朝は PrutzはDNAの触媒酸化反応について，

Christensenは原子炉の冷却水の放射線分解に関するレ

ビューを， Krohはポーランド圏内の仕事も含めて，放

射線化学の実用的な応用について報告していた。

6日昼には15件のポスターが報告された。

6日の夜には Amblardが金属クラスターやナノアグ

リゲートの話をした後に，新しい実験手法に関する 7つ

のショートトークがあった。 Emmiは市販のソフトウェ

アによる過渡吸収データーの解析法， ]anataはパルス

のデーターの繰り返し取り込みシステムと平均化計算プ

ログラム， Michaelは低エネルギー電子や光による

DNAの一重鎮及び二重鎖切断を測定する方法，

Salmonは混ぜると熱反応するような系のパルスラジオ

リスの研究をするためのパルスラジオリシスシステムと

組み合わせた高速溶液混合装置，Vojnovicはデジタル

シグナルプロセシング法による過渡的な AC伝導度シグ

ナルの解析法について報告した。彼はポスターセッショ

ンでも PCを用いたパルスラジオリシスシステムの制御
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とデーター解析のデモンストレ←ションを行っていた。

Trifunac はもともと別の目的のためにアルゴンヌの加

速器物理のグループが研究開発しているピコ秒レーザー

駆動のフォトカソードを持つ低エミッタンスの電子銃や

ウェーク・フィールド加速の技術を用いることによって，

サプピコ秒パルスラジオリシスシステムが可能になるの

ではないかという話をした。なにか自分たちで考えた新

しい構想を入れることにより，ピコ秒からサプピコ秒に

ゆくというような話ではなかった。

このセッションはみんな期待していたようで，私だけ

でなく参加者の多くががっかりしたようである。

7日の朝は， But1erは化学治療で用いられる可能性

のある化合物のラジカルによるー電子酸化・選元反応，

Bobrowskiはペプチドやタンパク質のモデル化合物な

どの生化学的に重要な分子における長距離電子移動反応

について自分たちの研究を中心にしたレビューを報告し

た。 SonntagはDNAのモデル化合物の放射線分解につ

いて，最近のいくつかの研究について分かり易い話をし

Tこ。

7日の昼は20件のポスターがあった。

7日の夜は今回のミラー会議で初めて採用した旅費を

一部補助した若手の研究者のショートトークが10件あり，

大変好評であった。なによりもこのセッションは大変活

気があった。女性研究者への質問はわりと親切で，既に

一人前の研究者と認められているサイモン君 (Pimb-

lott)には厳しい質問が飛んでいた。彼は指摘されると

すぐ撤回したが，えっというような軽率な発言もしてい

た。彼はみんなから期待されている感じであった。

目についた新しい動きとしては，参加者では， ミラー

会議に初めて参加した若い研究者が二十名程いたことで

ある。これはミラー会議の驚く程の少額の運営費をシニ

アの研究者には招待講演者や座長等も含めて援助しない

で，応募した若手に審査の上で補助したことと若手にシ

ョートトークの機会を与えたためである。研究としては

HolroydやBrocklehurstらの放射光による蛍光寿命，

フリーイオン収率，磁場効果などの励起波長依存性の研

究が放射線化学の初期過程や LET効果とよい対応関係
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にあることが分かつてきたことである。運営面ではミラ

ー会議も実用的な研究分野を取り入れる姿勢が見られた

ことであるが，講演は別として，討論が他のセッション

と比較して素人的で，教養番組ならよいとして，本格的

に取り込むつもりなら，参加者の選定も含め，抜本的な

変革が必要であろう。会場での印象としては日本人の研

究が応用研究に限らず，基礎研究でも，それも過去のも

のまで，こちらが驚く程多く引用され始めたことである。

最後にいくつか印象に残ったことを記す。この会議出

席後，すぐに Mogensenが亡くなられたよ会議中及び

帰りの電車の中で，ポジトロンに関する彼の最近の研究

及び彼の遺作となった本の内容について，熱心に話しか

けてきて，日本でぜひまた研究をしたいという強い希望

を述べていた。研究者としては最後は職を失うという

遇な状態であったが，東海村での東大及び原研での研究

で，日本における放射線化学とポジトロニウム化学との

接着剤としての大きな功績を残したことと科学への泥臭

いまでの情熱を示したことは忘れられない。ミラー会議

の帰りの電車でも元気であったがちょっと寂しそうな感

じが印象的であった。不遇ということでは，日本にも馴

染みの深いソ連のアカデミー会員でもあったーMolin，教

授も会議の直前に，所長を解任され，現在どうしている

かも分からないということであった。ロシアや東欧の研

究者は将来が大変不安定で，日本の研究者を本当に羨ま

しがっていた。実際，ロシアや東欧に限らず，欧米の不

景気とそれによる治安の悪さは相当なもので，ロンドン

のヒースロー空港で，地下鉄がストでとまっている(も

ちろん，地下鉄は運行していた。)から車でゆくしか方

法はないと言いながら，荷物を強引に持っていこうとし

たアジア系の若者がいたのには，さすがに驚いた。幸い

に私は腕力があるので大丈夫であったが，昼間の国際

港でさえ，危険があることが分かつた。

ミラー会議はゴードン会議と同じように充分にホット

な議論を楽しめる零囲気をいまだに持っており，阪大で

の新たな研究へのよい刺激となった。

(阪大産研田川精一)
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第58回議事録

平成 5年 3月31日(水)日本原子力研究所東京本部第3

会議室において役員29名の出席のもとに開催された。主

な審議内容は次のとおりである。

議題 1.平成 4年度事業報告

事務局から別紙のとおり報告があり，了承された。

題 2. 平成 4年度収支決算

事務局から別紙のとおり報告があり，監事の監査報告

の後，承認された。

議者 3.入会希望者の承認

別紙のとおり提案され，承認された。

議題 4.学会賞及び技術賞選考委員会報告

学会賞については 2件，技術賞については 1件の選考

経過の説明が選考委員長よりあり，承認された。

く学会賞〉

小笠原正明氏(北海道教育大学)

「パルスラジオリシスおよび低温照射法によるイ

オン種の生成と反応の研究」

田川精一氏(東京大学)

「凝縮系の放射線化学初期過程のパルスラジオリ

シスによる研究」

く技術賞〉

上野桂二氏(住友電工株式会社)

「照射架橋ポリウレタンエラストマー自動車用電

線の開発」

議題 5.平成 5年度予算執行計画

事務局提案につき一部訂正の後，別紙のとおり承認さ

れた。

議題 6.平成 5年度役員

別紙のとおり提案され，承認された後，高椋新会長が

新任の挨拶を行った。

議題 7.平成 5年度委員会委員

別紙のとおり提案され，承認された。
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議題 8.報告事項

1 )今井理事より第36回放射線化学討論会の準備状況が

報告された。会場は東京都立大学国際交流会館，期

間は10月 6日-----8日の 3日間。

2 )浜副会長より第 6回日中放射線化学シンポジウムの

準備状況が報告された。主催は早稲田大学及び日本

放射線化学会で，会場は早稲田大学総合学術情報セ

ンター国際会議場，期間は平成 6年11月 6日-----11日

の6日間の予定。組織委員会及び実行委員会が承認

された。

議題 9.その他の報告事項

1 )平成 6年度以降の放射線化学討論会開催地及び担当

者として以下の案が承認された。

年度 開催地 担 当者

平成 6年 札 幌 住 τEt 3 

平成 7年 金 沢 新 坂

平成 8年 茨 城 未 定

平成 9年 尽 都 未 定

2 )平成 5年度共催 ・協賛申込について説明が行われ，

以下の行事への共催 ・協賛が承認された。

共催:第30回理工学における同位元素研究発表会

協賛:第 9回 ESR応用計測研究会

協賛:Polymers for Microelectronics (PME' 93) 

3 )鎌野副会長より ICRRに関する報告が行われた。

4 )田畑顧問より学術会議に関する報告が行われた。

平成 5年度中に事務局を放射線照射振興協会に移転す

る予定であり，事務局移転に伴う会則の変更は平成 5年

10月の総会に諮る予定であるとの報告が行われた。

次回の59回理事会は，本年10月 6日東京都立大学にお

いて開催予定。

85 



o平成4年度事業報告

平成 4年

6月 NEWS LETTER N o. 13発行

7月 第29回理工学における同位元素研究発表会共催

(東京， 1'"'-' 3日)

8月 企画構想委員会(東京，20日)

9月若手の会夏の学校開催(神戸大学， 1'"'-' 3 

日)

会誌 No.54発行

10月 企画構想委員会(高崎 6日)

第57回理事会(高崎 6日)

第28回総会(高崎 7日)

編集委組会(高崎 7日)

第35回放射線化学討論会開催(高崎， 6'"'-' 7 

日)

11月 日ロセミナー開催(名古屋，29'"'-'12月3日)

12月 NEWS LETTER N 0.14発行

平成 5年

1月 放射線化学セミナー開催(つくば，19日)

3月 応用放射線化学シンポジウム開催(東京，10 

86 

日)

第58回理事会(東京，31日)

編集委員会(東京，31日)

会誌 NO.55発行

く〉平成4年度収支決算

収入の部

項 目 予算 決算 備考

賛 助 4Z』3Z 費 1，900，000円 1，756，100円

個 人 42』2C 費 1，130，000 1，241，100 

雑 収 入 510，000 253，764 会誌広告料他

銀 行 手Ij 息 15，000 8，301 

計 3，555，000円 3，259，265円

前年度繰越金 1，360，588 2，311，692 

ぷ口'" 計 4，915，588円 5，570，957円

支出の部

項 目 予算 決算 備考

事 務 費 300，000円 244，746円

通信連絡費 200，000 216，486 

印 席目 費 1，900，000 1. 700.000 

dZ合" 議 費 150，000 130，240 

会誌発行費 30，000 。稿料未払い

討論会補助 150，000 150，000 

応用シンポジウム 150，000 150，000 

同位元素研究発表会 6，000 6，000 

放射線化学セミナー 100，000 200，000 前年度分支払

夏の学校援助金 150，000 150，000 

予 備 費 400，000 260，000 企画構想委

学 ~ 費 30，000 20，834 

計 3，566，000円 3，288，306円

次年度繰越金 1，349，588 2，342，651 

d仁Sヨh 計 4，915，588 5，570，957円

学会基金積立総額 2，998，391円

く〉入会希望者

正会員(7名)

木暮陽 大日本インキ化学工業株式会社東京工

月出章 早稲田大学理工学研究所

乙幌和重 株式会社レオテック

藤井靖彦 東京工業大学原子炉工学研究所

沼田茂生 清水建設株式会社技術研究所

三枝守幸 三菱原子力工業株式会社大宮研究所

谷口仁 山口大学教養部化学教室

学生会員(3名)

放射線化学



古津孝弘 東京大学(院) 原子力工学専攻

関 修 平 東京大学(院) 原子力工学専攻

小林育央 金沢工業大学(院) 材料設計工学専

攻

賛助会員(2社 6口)

動 力 炉・核燃料開発事業団

岩崎電気株式会社

く〉賛助会員口数変更

三和化工株式会社

5口

1口

8口から 2口へ

く〉退会希望者

正会員(4名)

大橋弘士(北海道大学)

新井県(日立製作所)

岡崎正(日本電気)

藤岡修二(トーレ ・フジバイオニクス)

学生会員(1名)

猪股晃一

第11回放射線化学セミナーのご案内
「メゾスコピック系の物理・化学」

主催 日本放射線化学会・京都大学原子炉実験所

時 1993年12月13日(月)13:30-14日(火)12:30 

所京都大学原始炉実験所事務棟会議室

講演(予定)

1.半導体超微粒子の原子励起状態

東北大 ・理 菅沼洋輔

2.多孔質シリコンの電子状態と発光

東京農工大 ・工 越田信義

3.惑星科学と超微粒子の関わり

京都工繊大 ・工 芸 斉藤嘉夫

立命館大 ・理工 壇内千尋

第 56号(1993)

4.写真惑光過程とマイクロクラスター

富士フィルム ・足柄研 谷忠 昭

5.共役系高分子による超格子

京大 ・工 清水剛夫

6.表面固定化金属クラスター一構造と触媒機能ー

北大 ・触媒研セ 市川勝

問 い合 わせ 先京 都大 学原 始炉実 験所松 山 奉 史

TEL 0724-52-0901， FλX 0724-53-1043 
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。平成 5年度予算執行計画

の部支出収入の部

額

賛

個

雑

銀

繰

金

300，000円

300，000 

150，000 

1，700，000 

130.000 

150，000 

150，000 

150.000 

150，000 

100.000 

100，000 

100.000 

100，000 

100，000 

6.000 

576.251 

1，000，000 

目

事 務費

通信連絡費

会議費

印刷費

会 誌稿料

夏の学校援助

放 射 線 化 学 討 論 会 援 助

放射線化学セミナー援助

応 用 シ ン ポ ジ ウ ム 援 助

国際交流委員会経費

将来構想委員会経費

企画委員会経費

編集委員会経費

学会賞

同位元素研究発表会共催費

予 備費

基金へ積立

項額

1，600，000円

1.100.000 

200.000 

10.000 

2，342，651 

金

費

費

入

息

金

目

ム
E

ム一品

利

項

助

人

収

越行

5，262，251円計..6.. 
仁ヨ5，252，651円計..6.. 

t=I 

工繊大工)上野桂二(住友電工)山上允之

(阪府大付属研鷲尾方ー(住友重機)嘉

勲(近大理工)水沢健一(日新ハイポルテ

ジ)中川和道(神大教)

く〉平成 5年度役員

高椋節夫(阪大産研)

鎌野嘉彦(東工大理)佐藤章一(原研高崎)

浜義昌(早大理工総研)

長

副会長

A 恥

Zズ

志田忠正(京大理)小田英輔(古河電河)

学イじ線射放

事

顧問 今村昌後藤田正夫

桜井洗相馬純吉

佐藤伸田畑米穂、

監住吉孝(北大工)市川隆久(広大工)武部

雅汎(東北大工)入江正浩(九大機能物質

研)関根勉(東北大理)立矢正典(物質

研)田川精一(阪大産研)木村一宇(理研)

勝村庸介(東大工)幕内恵三(原研高崎)西

川 勝(東大教養)大道英樹(原研高崎)増

田高広(都立大)橋本昭司(原研高崎)仲JlI

勤(明大工)正木信之(原研東海)平岡賢三

(山梨大工)田村直幸(放照協)宮崎哲郎

(名大工)今井正彦(都ア研)新坂恭士(金

沢工大工)武藤八三(名工試)嶋森洋(福

井工大)河西俊一(原研大阪)中山敏弘(京

事
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。日本放射線化学会平成 5年度委員会

委員会 活動内容 委 員

国際交流委員会 国際交流及び協力の計 委員長 高椋 節夫 (阪大産研) 会長

画・実施 委 員 浜 義昌 (早大理工研) 副会長

刀 鎌野嘉彦 (東工大理) 副会長

IJ 勝村庸介 (東大工) 理 事

刀 上野桂二 (住友電工) 理 事

IJ 武久正昭 (ラジエ工業)

IJ 川上和市郎 (原研高崎)

将来構想委員会 長期計画，学会のあり 委員長 飯野嘉彦 (東大工理) 副会長

方の検討 委 員 小田英輔 (古河電工) 監事

IJ 宮崎哲郎 (名大工) 理事

IJ 平岡賢三 (山梨大工) 理事

IJ 山本幸男 (阪大産研)

IJ 市川恒樹(北大工)

IJ 大野新一 (原研高崎)

企画委員会 年間行事の計画・実施 委員長 佐藤章一 (阪大産研) 副会長

委 員 田川精一 (阪大産研) 理事

/J 立矢正典 (化技研) 理事

/1 今井正彦 (都ア研) 理事

IJ 鷲尾方一 (住友重機) 理事

IJ 大道英樹 (原研高崎) 理事 |

IJ 松山奉史 (京大原子炉)

編 集 委 員 会 会誌及びニュースレタ 委員長 浜義昌 (早大理工研) 副会長

ーの発行 委員 水沢健一 (日新ハイボルテージ) 理 事

/1 橋本 昭司 (原研高崎) 理 事

/1 市川恒樹 (北大工)

万 河内宣之 (東工大理)

/1 丑田公則(理研)

刀 江草茂則 (原研高崎)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーガアイソトープ

三和化工株式会社

四国電力株式会社

株式会社シード

島津製作所株式会社

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

中国電力株式会社

90 

東京電力株式会社

東北電力株式会社

東燃タピルス株式会社

平成 5年 4月1日現在

動力炉・核燃料開発事業団

日新ノ¥イボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本鋼管株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

日立化成株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

株式会社ブリジストン

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線照射振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

リンテック株式会社

(アイウエオl頂)
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