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〔巻頭言〕

放射線化学の

活性化と新展開

鎌野嘉 彦

標記の課題について日頃考えていることを記して，

皆様の意見をうかがえれば幸いです.この機会に今ま

での巻頭言に目を通して見ると大変興味深<.多くの

諸先輩がその時代々々においてこのような課題を異口

同音に論じ主張きれていることに気がつきます.

放射線化学における主要な課題は，標記の観点から

次のように分類することが可能と考えられます.

(1)放射線作用の化学的側面そのものの解明， (2)放

射線化学の方法と知識を利用した新しい化学， (3)放射

線化学と物理学の接点へのアフ。ローチ， (4)放射線化学

と生物学の接点へのアフ。ローチ， (5)放射線化学と工学

の接点へのアプローチ.

(1)については，多くの興味深い問題がまだ山積して

いることに気がつきます.相対的に多くの研究が行わ

れてきているガンマ線，電子線によるものに限ったと

しても，また代表的な反応系の一つである液相シクロ

ヘキサンについてさえも，その分解の初期過程につい

て大きな問題が残されています.同様のことはその他

の化合物についてもいえ，多くの例が挙げられます.

これらを格段に解決する一つの方法として，上記の (2)

-(5)のように他分野にアプローチすることによって，

逆にその分野の方法論をこちらに導入して組み合わせ

て試すことも必要でしょう.また，重荷電粒子の場合

は研究の現状がまったく不十分で、あることに気がつき

ます.

放射線作用のもっとも初期の過程は，放射線粒子の

エネルギーが最初に物質の方へ移行する部分であり，

これは放射線研究のもっとも本質的なものの一つであ

るといえます.この問題に対して，従来は理論が実験

に比べて著しく先行していたといえますが，昨今まで

の多くの基礎的な実験の成果，特に電子衝突，イオン

衝突，シンクロトロン放射光を用いた研究等によって，

実験・理論の二人三脚が可能になって新しい展開が進

みつつあるところです.

(2)については，放射線化学が科学ならびに化学の全

体の発展の上でどのような役割をしてどのように位置

づけられるかという観点からも重要で、あると思います.

水溶液系での水和電子， OHラジカル等の反応は，いわ

ば無機化学への新しいアプローチでもあり，また種々

の有機化合物の反応をパルスラジオリシス法等で追跡

し，そのメカニズムと生成物との関連を明らかにする

ことは，有機化学への新しいアプローチと考えてよい

でしょう.気相・凝縮相の化合物を対象として，加速

器を駆使し新しい測定系を組み合わせて行うパルスラ

ジオリシス法による反応素過程の研究，また剛性マク

トリクス法と光吸収法， ESR法等を組み合わせた研究

は物理化学，さらにもっと広〈化学の全体に対して新

しいインパクトを与え続けています.このような放射

線化学的手法の活用のみでなく，放射線作用はまさに

サイエンスにおける未知な現象の宝庫であると把えて，

ここから，サイエンスの新しい課題を掘り出す心構え

を持ちたいものです.

(3) -(5)は，すでに (1)と(2)で述べた事柄とたて糸

横糸の関係にあると考えられます.たとえば， (1)で述

べたように，放射線作用をごく初期の段階にまで遡れ

ば電子，光子，重荷電粒子の衝突過程の研究などのよ

Activation and New Developments in Radiation Chemistry 
Y oshihiko HA T ANO 
干152東京都目黒区大岡山 2-12-1 
東京工業大学理学部化学科

電話:03-3726-1111 (内)2235 
FAX: 03-3729-0099 
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うに，物理学との大きな接点に到達し，また (2)におい

て，電子，イオン，励起原子 ・分子，フリーラジカル

等のスペクトロスコピーと反応ダイナミクスについて

新しい知見が得られれば，その成果は物理化学のみで

なく ，原子 ・分子，物性等の化学物理に対して，大き

なインターフェイスを生じることになります.

放射線研究の大きな目的のうちの一つである生物あ

るいはさらに人体に対する効果，影響を解明する見地

からいえば，間接的にせよその基礎を担う放射線化学

の責任は重 <，改めてこの (4)の立場の重要性を認識し

ます.

放射線化学は工学的見地からすでに大きな実績を残

しており，上記の(1)-(4)がすでに述べたようにたて

糸，横糸を形成しているならば，工学との接点を検討

する上で，われわれは三次元のマトリクスを考えなけ

ればならないでしょフ .または)-(4)について，放射

線化学と他分野とのインターフェイスが今後の大きな

発展の方向の一つであるように， (5)についてもこれが

あてはまるでしょう.たとえば，電離，励起の手段の

まったく異なる反応性プラズマの工学などと，多くの

類似点もあることに気が付きます.今後実質的に大き

な接点が広がる可能性も考えられます.

第 6回日中放射線化学シンポジウム

すでに日本放射線化学会の会員の皆様にはサーキ ロ放射線化学の隣接分野 (光化学，放射線生物，原

ュラーでお知らせしましたょっに，標記シンポジウ 子分子物理，ポジトロニウム化学など)

ムが下記要領にて開催されます.本学会の重要な行 参加登録費

事の一つでもありますので，積極的なご参加をお願 一般20，000円，学生8，000円

い致します.また，会員外でも関心をお持ちの方が (要旨集，プロ シーデ戸イング，ウェルカムパーテ

おりましたら参加をお勧め願います. ィ代を含む).11月8日夕刻のレセプション参加

[開催要領] 費 (5，000円)は別途お支払い下さい.

主催早稲田大学，日本放射線化学会 発表申込締切平成 6年 7月 1日(金)

後援 日本原子力研究所，放射線照射振興協会他 発表 1件ごとに会誌折り込みの申込用紙(不足の

日時 平成 6年11月6日(日) -11日(金) 場合はコピーして下きい)にてお申込み下きい.

会場早稲田大学総合学術情報センタ一国際会議場 受付後，要旨，フルペーパー準備のためのインス

(干169東京都新宿区西早稲田1-20-14) トラク ションなど関係書類をお送りいた します.

要旨原稿締切平成 6年 8月31日(水)

討論主題 申込先，問い合わせ先

口放射線化学の基礎(水溶液，有機物，高分子，イ 干169東京都新宿区大久保3-4-1

オンビーム化学など) 早稲田大学理工学総合研究センタ一

口放射線化学の応用(環境保全，滅菌や食品照射， 浜 義昌

放射線プロセス，原子力工学など TEL&FAX 03-3202-9542 

2 放射線化学



〔展望〕

放射線失活法による

生物活性物質の分子サイズ測定

1. はじめに

酵素をはじめとする各種タンパク質の研究を行う際

じまず測定きれるのが分子量である.タンパク質の

F分子量測定法としては，沈降平衡法，光散乱法， SDSー

ポリアクリルアミド電気泳動法，ゲルろ過法などの物

理化学的方法が主に用いられてきた.近年，生化学分

野の研究が，タンパク質の大ききばかりでなく，形や

会合状態など構造と機能の関連を論ずる研究に変化し

てきており ，生体内での情報を得る必要性が増加して

いる.しかし従来から用いられているこれらの方法

はいずれも，分子量を測定するために，単離，精製す

る必要があり，実際に生体内で作用している状態での

分子量を測定することはできない.

一方，放射線失活法は，放射線を活性物質に照射し

たときに生ずる失活の程度から，活性物質の分子の大

きさを測定する方法である.従って，放射線失活法は，

活性物質を可溶化したり，精製したりする必要がない

という特徴を有し，生体内の活性物質の分子量が測定

できる唯一のユニークな方法である.この点に着目し

，近年特に生体内での酵素やレセプタ一等の活性単

位を測定し，機能解明へ応用することが試みられてい

る.本稿では，放射線失活に基づく分子サイズ測定法

の概念，詳細な実験法及びその注意点について述べる.

さらに，著者らの行ってきた研究例を中心に，生体機

能解明への応用について紹介すると共に今後の展望に

ついて述べる.

日本原子力研究所高崎研究所 久米民和*

2.放射線失活法の概念 ー標的説ー

放射線失活法による分子量測定の概念は，ターゲッ

ト(標的)説1.2)に基づいている.標的説は， 1920年代

に生物に対する放射線の作用を説明するために提唱き

れたものであり，次のような考えに基づいている.細

胞内には，放射線に敏感な構造体が存在し，この構造

体のどの部分に傷が一個できても，構造体は機能を失

う.この構造体を“標的"(target)と呼ぴ，標的の傷

を“ヒ ット"(hit)と呼ぶ.標的が大きければ大きいほ

どヒ ットきれ易く，失活しやすいということになる.

ヒット事象は互いに独立でアトランダムに分布し，ポ

アソンの分布公式に従うとすると，標的中にヒットの

おこらない確率は，

P (0) =e-kD (1) 

従って， No個体のっち線量Dによ っても なおヒ ットを

受けない個体数(生残数)Nは，

N=Noe-kD または ln N/No=-kD (2) 

式(2)のkは， 1nN/N。を線量Dに対してプロ ットした

ときに得られる直線の傾きであり ，“不活化係数"また

は“不活性化断面積"と呼ばれる.kD= 1すなわちDニ

l/kとなる線量を与えたとき，

N/No=e-1=0.37 (3) 

すなわち，元の活性の37%となり，この線量を“平均

失活線量"と呼ぶ.このD37線量を用いて，次の経験式3)

から活性物質の分子サイズ(いわゆる分子量に相当)

が計算できる.

Mr= 6. 4 X 106/D37 (kGy) (4) 

標的説は，細菌や酵母細胞の致死，ウイルスや酵素

Functional Size Analysis of Bioactive Materials by Radiation Inactivation 
Tamikazu KUME 
日本原子力研究所 高崎研究所，環境 ・資源利用研究部，資源利用技術研究室，主任研究員，農博.

(略歴)昭和43年名古屋大学農学部農芸化学科卒，45年同修士課程修了，周年日本原子力研究所入所，昭和60年副

主任研究員， 平成 2年主任研究員. (専門)放射線生物化学.(趣味)スキー，山歩き.

(連絡先) 干370-12 高崎市綿貫町1233 日本原子力研究所高崎研究所

Tel:0273-46-9550， Fax:0273-46-9689 
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の失活，ショウジョウパエの染色体異常の研究に適用

きれた. しかし，照射後の回復や修復過程が明らかに

なるにつれて，多くの生物現象に当てはめることが難

しいことがわかり，標的説で生物に対する放射線の作

用を説明しようという考えは余り省みられなくな っ

たり.しかし，小きなウィルスや酵素の場合，指数関数

的な失活曲線が得られ，標的説に基づいて求めた分子

量が従来法で求められている値とよく一致することが

明らかにされている.とくに， Kempnerら5-8)により，

放射線失活法による分子量測定法の有効性と応用例が

まとめられて以来，多くの研究者によって応用される

に至っている.

3.放射線失活の実験法

1 )試料の調製

試料としては，精製したものでも細胞内のままでも，

活性さえ測定できればどんな状態でも原則的には用い

ることができる.他のタンパク質や脂質などの共存は

影響しない.これらの試料を，乾燥あるいは凍結状態

で照射する.放射線の直接効果による失活だけを測定

する必要があるため，間接作用による失活を除く必要

があるからである.

著者らが主として用いている方法では，凍結乾燥試

料をガラスアンプルに真空封管し，室温でγ線あるい

は電子線を照射している.特に，あまりエネルギーの

高くない電子線を用いる場合には，透過力が弱いため

照射アンプルのガラス厚をできるだけ薄く，かつ均一

にする必要がある.

リン酸緩衝液や界面活性剤は，得られる分子サイズ

の値に影響を及ぼすことがあるので，必要な場合でも

できるだけ低い濃度に限定する.少量の試料はガラス

壁に吸着する可能性があるので，余り少ない量の試料

では誤差が大きくなる.このような場合には，ウシ血

清アルブミンなどを保護物質として加える.

なお， Kempner及び、Fleischer8
)は膜結合試料の照射

には，乾燥よりも凍結の方がよい結果が得られ，凍結

乾燥試料の場合には注意が必要と報告している.試料

によっては，凍結・融解あるいは凍結乾燥による試料

の不溶化や活性低下がしばしば起こるので，試料を溶

解するための溶媒等活性測定条件を十分に検討してお

く必要がある.著者らも，マクログロプリンを用いた

研究で，不溶化が起こるため正確なデータが得られな

かったという苦い経験がある.

照射後の試料は，残存するラ ジカルによる二次的な

失活が生ずるので，できるだけ速やかに活性を測定す

4 

る.やむを得ず貯蔵する場合にも，できるだけ低温(で

きれば液体窒素等)で凍結保存し，短期間とする.1mM

ジチオスレイトールやEDTAのようなSH化合物やキ

レート剤の添加は， 生成 したラ ジカルに よる失活の防

止に役立つ.

2 )酸素効果

酵素の放射線感受性は，照射時の酸素の有無により

著しく異な る.これは酸素増感効果と呼ばれるもので

あり，乾燥状態では通常1.5-2.4という値が報告され

ている 1) 図 1に，グルコースイソメラーゼ(ぶどう糖

を果糖に転移させる酵素で，甘味料生産のために工業

的に大量に使用されている)の空気中及び真空中での

失活曲線を示しため.図からも明らかなように酸素ド
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図 l グルコースイソメラーゼの放射線失活

St1iψtomyces phaeochromogenus菌体を凍結

燥して，室温てツ線を照射 oin vacuo， 

• m alf. 

10 40 50 

よる増感効果が認められた(酸素増感率1.9). 本酵素

の分子量は157，000であり，放射線失活法で求められた

分子量(D37= 42kGy，真空中)152，000とよく 一致して

いる.本酵素は，放線菌 Streptomyces phaeo・

chromogenusの乾燥菌体をそのまま照射したものであ

り，抽出しなくても正確な分子量が得られている.一

方，酸素が存在した場合のD37線量は22kGyであり，も

しこの値を用いて分子量を計算すると著しく大きな値

となってしまう.従って，放射線失活の測定時には，

真空あるいは窒素ガス置換などを行うことにより，酸

素を除去して照射を行わなければならない.

放射線化学



log Mr = 5.89 -log D37，t - O. 0028t (5) 

このように，照射時の温度は標的サイズに著しく影響

する. とくに，電子加速器を用いた場合，局部的に温

度が上昇し，求めた分子サイズに誤差を生ずる可能性

がある.図 2に，熱電対を用いて照射中の温度変化を

測定した結果を示した.5mAでは20passで"23
0

Cから

80
0

C近くにまで温度が上昇した.2mAで、は30pass照射

しても温度は50
0

C程度であり， 1mAて、、は3TC程度であ

った.O.77mAと電流値を低くして照射した場合には，

100pass (100kGy)の照射で20
0

Cから35
0

Cに上昇した.

しかし，最初の30passで'32
0

C程度にまで上昇し，以後

わずかな上昇が認められただけであった.このように

電流値を0.77mAと低〈抑えた場合の温度上昇はわず

かであり ，酵素の失活にはほとんど影響しないと考え

られた.γ線照射の場合の温度は，照射室の温度変化に

ほぼ依存しており， 20-25
0

Cの範囲で変化しただけで

あった.

3 )照射線源

本法には従来10MeV程度の高エネルギー電子線

や60CO-γ線が用いられている.これらはともに透過

力が高く，アンプル中の試料でも均一な照射を行うこ

とができる. しかし，当研究所には高エネルギー加速

器がなく， γ線及び3MeVの電子線を用いている. 3 

MeVの電子加速器を用いて照射を行う場合， γ線と比

べ以下のような特徴がある.すなわち，高い線量率が

得られ，大量の試料を短時間で処理できるという利点

を有するのに対し，透過力が小きく，温度上昇が大き

いという欠点を有する.そ こで，放射線失活法を行う

上で重要な，線量測定及び温度効果について， 3MeVの

電子線及び、γ線て、の比較結果10)を交えて以下に述べる.
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4 )線量測定

生体試料は水を主成分とする系であり，著者らは通

常フリ ッケ線量計を標準線量計として用いている. し

かし，電子線照射にはフリッケ線量計は適きないので，

三酢酸セルロース (CTA)， Radiochromic (RD)，ア

ラニン線量計などによる測定を行っている.ガラス厚

1 ::t0 .1mmの特注平型のパイレ ックス製アンプル(市販

アンプルはかラス厚が不均一で線量にばらつきを生じ

る)を用いて電子線照射を行い，線量測定を行った結

果を表 1に示す.また同時に，ポリエチレン板上で電

子線を照射したとき及びγ線での結果を示した 1mm 

厚のガラスを透過した電子線の場合， 30%の線量上昇

が認められることから，補正を行った結果をカ ッコ内

に示した.これらの結果，各線量計で良く一致した結

果が得られ，また良好な線量均一性が得られた.

γ線及び、電子線照射における各種線量計による

線量比較

表 1

Dose (kGy) 

Alanine 
CTA 

rod film 

10.3 12.5 

13.8 

(10.6) 

10.6 

}
 
，a
・・、i
 

.‘ 

L() 

10.6 

RCD 

10.3 

12.7 

(9.8) 

9.5 

Fricke 

10.0 γ 

3Me V electron 

in glass ampule 

3Me V electron 

on polyethylene 

9.9 

3MeV電子線照射時のか、ラスアンプル中の温度

変化

図 25 )照射温度

放射線失活の程度は照射時の温度によって大きく変

わる.Bea uregardとPotier1川ま30
0

Cにおける失活を基

準として，次式による温度補正を行っている. 以上の結果から，ガラス厚 1mm，電流値0.77mAとい
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う条件下での酵素の電子線照射を行い，求めた分子サ

イズをγ線での結果と比較した. リゾチーム，ペプシ

ン，酵母アルコールデヒドロゲナーゼの 3種の酵素に

ついて，電子線及ひ》線照射により得られる失活曲線

のD37線量から分子サイズを求めた(表 2).いずれの

酵素も，電子線でも γ線でも文献値12)とほぼ一致した

結果が得られた.従って，温度上昇が少なしかっ均

ーな線量が照射きれるように条件を設定することによ

り，比較的低エネルギーの電子加速器を用いた場合で

も十分信頼できる値が得られる.

表 2 放射線失活法で得られた酵素の分子サイズ

Enzyme Reported MW 
Target size 

γ 3Me V electron 

Lysozyme 14，300 14，000 17，000 

Pepsin 34，000 33，000 33，000 

Yeast alcohol 
160，000 191，000 164，000 

dehydrogenase 

6) 内部標準法

内部標準物質として数種の酵素を試料と同時に照射

すれば，絶対線量や温度変化に関係なし比較的正確

な値が得られる.

一例として，プラスミン (76，000)，プラスミノーゲ

ン (84，000)，酵母アルコール脱水素酵素(160，000)， 

ピルビン酸キナーゼ (224，000)の 4種の酵素を用いて

作成した場合の相関曲線(図 3) を示した.縦軸はピ

ルビン酸キナーゼに対する各酵素の失活曲線の傾きの

比率 (Sx/Sp)，横軸は分子量の比率 (Mx/Mp)を

示している.図のよフな直線関係が得られ，この標準

線から， 目的とする活性物質のサイズを求めることが

できる.

また，正確な線量が分かっているときでも，標準と

なる酵素を内部標準物質として混ぜて照射することに

より，データの正確きを確認することができる.

γ線の場合には，温度上昇や線量均一度をそれほど

気にする必要はない.しかし，電子線の場合には，正

確な線量や温度変化を測定するのは難しい.照射中に

液体窒素を流すなどして温度コントロールを行う方法

も用いられているが，特殊な照射容器の工夫が必要で

ある.また，局部的な温度変化や，線量分布を正確に

知ることは難しいので，活性測定操作が増えるという

マイナス面はあるが，内部標準物質を用いる方法が正

確な結果を得る上で望ましい.
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(f) 
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o 0.2 0.4 0.6 0.8 
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図3 各種酵素の分子量と放射線失活係数の関係

1 ピルビン酸キナーゼ(MW224，000)， 2 : 

酵母アルコール脱水素酵素 (MW160，000)， 

3 :プラスミノーゲン (MW84，000)， 4:プ

ラスミン (MW76，000). 横軸Mx/Mpは，ピ

ルビン酸キナーゼに対する分子量比，縦軸Sx/

Spは，失活曲線の勾配比.

4.放射線失活法の応用

1)オポムコイドのドメイン構造

ニワトリ卵白オポムコイドはタンパク質を分解する

酵素トリプシンの作用を阻害する物質であり，卵アレ

ルギーの原因物質としても知られているタンパク質で

ある 13) また，オポムコイドは同じ構造の繰り返し，即

ちドメイン構造を有することが明らかにされている

(図 4)則的.表 3に示すように，オボムコイドは 3個

のドメインのうち 1個がトリプシン阻害活性を有する.

オボインヒピター(卵白中に含まれるもう 1つのトリ

プシン阻害物質)は 7個のドメインのうち 2個ずつ 2

組がトリプシン阻害活性を持ち，残りの 3個はキモト

リプシン阻害活性を有する 16) 又，大豆トリプシンイン

ヒビターは，ドメイン構造を持たない 17) これら 3種の

トリプシンインヒピターを用いて，放射線失活法とド

メインサイズの関係について検討した 18)

精製した各試料を真空凍結乾燥して，室温でγ線照

射した. 3試料とも指数関数的に失活し(図 5)，得ら

れたD37線量から分子サイズを計算した結果を表 4に

示した.分子量の文献値及びゲルろ過を用いたHPLC

放射線化学



司 4 オボムコイドのドメイン構造

3つのドメイン(1， 11， III)からなり 11が

トリプシン阻害活性を有する.

表3 各種トリプシンインヒピターのドメイン構造

Inhibitor Domain 

Ovomucoid 

Ovoinhibitor 

23  4 567  

X T X 

T T T T C C C 

Soybean trypsin inhibitor T 

測定結果も同時に示した.オボムコイド(分子量

28，000)のHPLC測定結果では55，000という値が得ら

れており 2量体になっていると考えられた.一方，

放射線失活法で求めた値10.200は，活性ドメインの大

きさ (28，000/3ニ 9，300)にほぼ一致した.オボイン

ヒピターは 1モルで 2モルのトリプシンを阻害する

で，ドメインサイズは (49，000x 4/7) /2  = 

4，000と求められ，放射線失活法で得られた17，800と

近い値を示している. ドメイン構造を持たない大豆イ

ンヒビターでは，分子全体のサイズにほぼ一致する値

が得られた.従って，放射線失活法では活性ドメイン

のサイズを測定でき，従来法よりも詳細な活性領域を

測定できると考えられた.

卵白を凍結乾燥して照射した場合には，オボムコイ

ドの分子サイズは15.200となり，精製した場合より幾

分大きな値となった.これは同じ卵白中の酵素である

リゾチームでも同様の傾向が認められた(卵白中.

20，300，精製:14，200).起源の異なる酵素であるペプ

シンを卵白に混ぜて照射しても，分子サイズは変化し

なかった(卵白添加:33，700，単独:33，200).従っ

て，これら卵白成分は，卵白組織中では他の成分との
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図5 トリプシンインヒピターの放射線失活曲線

精製酵素を凍結乾燥して，室温でγ線を照射.

o ovomucoid，口 ovoinhibitor，ム soybean

trypsin inhibitor. 

表4 各種トリプシンインヒビターの分子量と活性分

子サイズ

Reported M W  by Radiation inactivation 

M W  HPLC D37 (kGy) Target size 

Ovomucoid 28.000 55.000 627 10.200:t 700 

Ovoinhibitor 49.000 55.000 360 17.800::t 400 

Soybean trypsin 
390 16.400:t 500 20.000 19.500 

inhibitor 

相互作用により多少大きな分子サイズを示すものと考

えられた.

また，タンパク分子の糖鎖は，放射線失活法で得ら

れる分子サイズに影響を及ぼさないと考えられてい

る19) オボムコイド及びオボインヒビターは，各々

20-25%及び 5-10%の糖を含む糖タンパク質である

ので，これらの糖鎖を除いたドメインサイズはもう少

し小さな値となる.

放射線失活法では，複数のタンパク質が非共有結合

的分子集合体として機能を発現するサプユニット構造

について，直接情報を得ることはできない.SDS-

PAGEなどの他の方法の結果と比較して判断できるだ

けである.もし， SDS-PAGEでのバンドがモノマーを

示し，放射線失活法で得られるサイズがダイマーであ

7 



れば，活性単位はダイマーであると判断できる.これ

までに報告きている結果では，サブユニ ット全体の大

きさを示している場合もあれば，サフeユニット構造を

とるにもかかわらずモノマーサイズが得られている場

合もあるへサフ'ユニ ット聞の結合の仕方L 放射線失

活法で得られる活性ユニ ットの大きさとの間に， 一定

の法則があるのか，測定上の何らかの問題があるのか，

今後さらに検討を要する点である.

2 )膜結合タンパク質の機構解明

生体内への応用例として，東工大との協力研究によ

り血圧制御に関する情報伝達機構について検討した.

(1) アンジオテンシン変換酵素

アンジオテンシン変換酵素 (ACE)は，ア ンジオテ

ンシン Iから IIへの変換により血圧上昇系のレニン・

アンジオテンシン系を活性化すると同時に，ブラジキ

ニンの不活性化により血圧降下系のカリクレイン・キ

ニン系の調節をも行っており，血圧調節の鍵となる重

要な酵素である.cDNAクローニングにより，非常に高

いホモロジー(約90%)を持つ 2つのドメインからな

る体細胞型(肺ACE分子量150.000)と，肺のC末端側

のドメイン 1つからなる皐丸型(分子量80.000)の2

種類が存在すると報告きれている(図 6) 20，21) そこ

で，実際に肺と皐丸で発現しているACEの活性ユニ ッ

トのサイズを比較検討した.

Somatic ACE 
(1277 aa) 

Testicular ACE 
(701 aa) 

HEMGH HEMGH 

MSD 

MSD 

図6 体細胞(肺)及び皐丸アン ジオテンシン変換酵

素 (ACE)の構造

細胞膜を凍結乾燥して，室温でγ線を照射.

HEMGH : metal-binding motif ， MSD :膜

貫通領域.

プタの肺及び皐丸組織の膜の懸濁液を調製して真空

凍結乾燥し， 25
0

Cの室温てγ線を照射した.内部標準物

質として，酵母アルコール脱水素酵素 (ADH)を加え

8 

た.肺，皐丸いずれの酵素でも指数関数的な失活曲線

が得られ， D37線量から求められた活性発現ユニ ットの

サイズは，肺ACEで189，000，皐丸ACEで76，000であっ

た22) 本研究で，肺ACEは，皐丸ACEの 2つのドメイ

ンが活性発現に必須であることが明らかとなった.

(2) 心房性ナトリウム利尿ペプチドレセプター

血圧の制御に関係する心臓ホルモンである心房性ナ

トリウム利尿ペプチド (ANP)，レセプター (Rc)及

び酵素グアニル酸シクラーゼ (GC)の聞の相互作用に

ついて検討した.心臓に負担がかかると，ホルモン心

房性ナトリウム利尿ペプチド (ANP)が放出きれ，腎

臓，副腎，血管などの細胞膜にあるレセプター (Rc)

に刺激が伝えられる.この結果，酸素クゃアニル酸シク

ラーゼ (GC)が伝達物質であるサイクリ ックGMP

(cGMP)を放出して，細胞応答を引き起こすと考えら

れている(図 7) 23). しかし，この伝達の詳細なメカニ

ズムは不明であり， GC活性化に関して次のような 2つ

の機構が考えられた.

+ANP 
① Rc' GC (不活性) 一一ータRc'ANP + GC (活性)

+ANP 
② Rc' X + GC(不活性)一一一ぅ Rc. ANP + X . GC (活性)

①は， Rc-Gcの相互作用が外れ， GCがフリーとなって

活性化されるという機構であり，②は，未知の物質が

GCに移行することによって活性化きれるという機構

である.放射線失活法で得られたGCの分子サイズ及び

細胞膜と結合しているGCの活性変化から，これらの解

離メカニズムの妥当性を検討した礼町.

ウシ肺膜及び腎臓膜の懸濁液を調製し，内部標準物

質として酵母アルコール脱水素酵素を添加した.この』

細胞膜懸濁液を 2つに分け， 1つは1Q-8MANPと25
0

C

で30分間作用させた.これらの試料を凍結乾燥後，ガ

ラスアンプル中に真空封管し，室温で、γ線を照射した.

得られた結果を図 8に示した.内部標準物質として

入れた酵母アルコール脱水素酵素の分子サイズは，失

活曲線 (d)から， 136，000と求められ，分子量140，000

と良〈 一致しており，正確な線量が照射されているこ

とを示している.ウシ肺細胞膜のGC活性は，低線量域

で増加 Lた後，指数関数的に減少した (b). あらかじ

めANPで処理しておいたウシ肺膜では，指数関数的に

失活した (a). この図では活性の相対値で示している

ため分からないが， ANPの添加でGC活性は無添加の

場合の 3倍に増大した.このANP活性化GCは高い放

射線感受性を示した (c).副腎膜でも同様の結果が得

放射線化学
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グアニル酸シクラーゼの放射線失活曲線

(A)ウシ肺膜中のGC:

ANP存在下 (a)，ANPなし (b)， 

(B) c: ANPによ って活性化されるGC，d:内部

標準酵素(酵母アルコール脱水素酵素)， 

e: Lubrol抽出Gc.

3∞o 100 200 

Dose (kGy) 

o 

図8

ANP 

ANPがRc-GC複合体の解離をひきおこすという①の

メカニズムが妥当であると推定した.

Rc. GC (不活性).+ANP 

→ Rc. ANP + GC (活性)

即ち，活性GCの値が小きかったことから，フリーのGC

となっていること，不活性のGCの値は280，000と大き

かったことから，結合状態で不活性であったGCが， Rc 

が信号ANPと結合することによって，フリーとなって

活性を示すという解離のメカニズムを推定することが

できた.このように，放射線失活法は，生体情報シス

テム等生体内での種々の作用機構解明のための有効な

一手段となり得る.

心房性ナトリウム利尿ホルモン (ANP)の作用

機構

心臓に負担がかかったときに心房から血中に分

泌されるANPは，血流によって種々の標的器官

に運ばれ，そこで心臓の負担を軽くするような

変化をひき起こす.例えば，腎臓では利尿作用

を発揮する.受容体によ って仲介きれたANP刺

激はグアニル酸シクラーゼ (GC)及びその産物

であるcGMPを経由して細胞内に伝えられ，最

終的な細胞応答をひき起こすと考えられている.

最近，効果器であるGC自身がANP結合活性を

有することがわかり， ANPの情報伝達系は予想

以上に複雑であることが明らかになりつつある.

図7

5.研究の動向

Kempnerらは，酵素に関するデータ(1988年)7)及び

膜タ ンパク質に関するデータ(1989年)8)をまとめてい

る.そこで， 1989年以降のレポートをサーベイし，最

近の研究動向を調べた(表 5). 表には，活性物質の種

類，起源及び照射条件，得られた分子サイズを示した.

すべてのレポートを網羅してはいないが， Kempner 

ら26-30)の他，カナダの Potierら31-3べ台湾の Pan

ら35-37)の 3つのク。ループの研究が約半数を占めてい

る.用いられている線源は， 10-13MeVの線加速器に

よる電子線が最も多いが，ついでγ線が多い.1.5-3 

MeVの電子線も 3報で使われている.

乾燥状態の試料を用いているのは，著者らの報告を

られている.一方， Lubrol抽出物では指数関数的な失

活 (e)を示した.これらの結果から，膜と結合してい

るGC(失活曲線a)及び界面活性剤で可溶化したGC(失

活曲線e)の活性領域のサイズを計算すると， 70，000及

ぴ95，000と求められた.界面活性剤で処理した場合，

幾分大きめの分子サイズが得られることは他のタ ンパ

ク質でも報告1けされている.ANP感受性のGC(失活曲

線c)は280，000と計算され，従来法で得られているRc

(140，000)とGC(130，000)の合計と 一致した.な

お， GCはダイマーとして存在することが知られてお

り，ここで求められた分子サイズはモノマーの大きさ

を示していると考えられる.以上の結果から，膜中に

は不活性型のGCが存在し，低線量の照射によって阻害

物質が破壊されたために活性が増大したと考えられた.

きらに，阻害物質はANPレセフターそのものであり，
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活性物質

表5 放射線失活法による機能サイ ズに関する最近の報告 (1989-1993)

Acy 1 coenzyme A: 

起源

ラッ ト肝小胞体

文献

47 

diacylglycerol acyltransferase 

線源 照射状態

10MeV EB -135'C凍結

hydrolase 

Acy 1 coenzyme A: ラット肝 ミクロ ソーム 13MeV EB -135'C凍結

cholesterol acyltransferase 及び粗面小胞体

Al adenosine receptor ラッ ト脳膜 2.5MeV EB -70'C凍結

Amino acid transporters ラッ ト肝刷子縁膜 60CO・y -78.5'C凍結

Androgen receptors イヌ前立腺 (組織可溶部 60CO・y -78'C凍結

Angiotensin-converting enzyme プタ肺膜 60CO・γ 室温，乾燥

皐丸膜

Carnitine palmitoyltransferase ラッ ト肝 ミトコ ン ドリ ア 30MeV EB -120'C凍結

Malonyl-CoA 外膜

Cholesteryl ester hydrolases ラッ ト肝 ミク ロソーム 13MeV EB -135'C凍結

Chicken hepatic lectin トリ肝プラズマ膜 13MeV EB -135'C凍結

Erythrocyte water channel ラビ ッ ト赤血球膜 3Me V EB -130'C凍結

Ferrochelatase ウシ肝 ミトコ ン ドリア膜 13MeV EB -135'C凍結

F-ATPase E.coli細胞膜 60CO_γ -20'C凍結

Glucose-6 -phosphatase ラッ ト肝ミ クロソーム 13MeV EB -135'C凍結

Guanylate cyclase ラット肺抽出物 (精製 60CO・γ o 'C乾燥

Guanylate cyclase 

H+-ATPase 

ウシ肺膜，副腎膜

ビー ト液胞膜

H+ -pyrophosphatase 

5 -HT 3 receptor 

Insulin receptor kinase 

ラット表層皮質膜

ヒト胎盤膜か ら精製

60CO_γ 室温.乾燥

60Co_y -78'C凍結

10MeV EB -15'C凍結

13MeV EB -135'C凍結

標的サイズ (kDa)

72 

28 

170-180 

45 (インヒビター結合)

58 42 

33 (GTPγS存在下)

250 (glu)， 224 (pro)， 34 

293 (Ieu) ， 274 (ala)， 

127 (β-ala)， 90 (Iys) 

92 (non-transformed) 33 

110 (transformed) 

189 22 

76 

83 43 

60 

47 (non-specific) 26 

71 (pH 5) 

69 29 

30 48 

82 27 

300 (膜結合 36

295 (可溶)

75 44 

77 45 

192 (sodiun nitroprusside 

存在下)

70 

446 (transport) 

394 (hydrolysis) 

307，350 (transport) 

91 (hydrolysis) 

35.4 

370 

Na九dependentamino acid transporter E. ascites細胞プラズマ膜 60CO・γ -78.5'C凍結 347 

Oxygen.evolving unit of photosystem II 小麦種子膜 1.5MeV EB -150-ー160'C凍結 250

Prostaglandin endoperoxide synthase ヒツジミ クロソーム lOMeV EB -15'C凍結 72 

Pyrophospha tase R. rubrum色素胞

Sodium-dependent 

taurocholate transporter 

Thylakoid phosphatases 

UDP-glucuronyltransferases 

ラット肝血紫膜

60CO・γ -13-20'C凍結 167.7 (hydrolysis) 

156.3 (proton転座)

10MeV EB -105-ー150'C凍結 170

ホウ レン草チラコイ ド膜 60CO・γ -]8-ー25'C凍結 48.2-61 

モルモ ットミク ロソーム 13MeV EB -135'C凍結 71 

ラット肝

95 (Triton X-100) 

54 

24 

32 

。o
n

u

'

i

po

t

A

7

・

q

d

a
aτ

q
J

a
q

a

aτ

q
J
 

39 

35 

30 

除けば 1報だけで，他はすべて凍結状態で照射してい

る.これは，電子線照射による温度上昇の心配と，膜

結合試料の照射には凍結試料がよいという Kempner

10 

及ひ下leischer8)の報告の影響であろう.また，抽出，精

製した試料を用いているのはわずか数報だけであり，

他はすべて膜結合状態で照射している.それぞれの膜

放射線化学



タンパク質で研究の目的は異なるので，詳細は原報を

参照して戴きたいが，いずれも機能性タンパク質の生

体での働きを明らかにしようとするものである.これ

らは，放射線失活法が生体内の機能解明への有効な手

段として定着しつつあることを示しており，今後きら

に生体情報伝達システム等，生体内での種々の作用機

構解明へ利用きれるも のと考えられる.

近年，小角レーザ一光散乱， X線結晶解析， NMR溶

液構造解析などが，タンパク質分子の 3次元 4次元

構造の解明へ応用されている.X線結晶解析は，大型の

タンパク質分子の構造決定に有効であり， NMR溶液

構造解析は，タンパク質の動態変化の過程を追うのに

適している.きらに， X線溶液散乱法等の新しい手法の

炉用も試みられている 49) これら溶液中で行うことの

できる機能的研究や 3次元 4次元構造の知見を組

み合わせることにより，これまでとは違う観点からタ

ンパク質分子の働きをとらえることができるようにな

ると期待きれている.放射線失活法は，生体内でのタ

ンパク質の機能サイズというまったく異なる知見が得

られることから，これらの新しい方法で得られる情報

と組み合わせることにより，生体の機能解明の進展に

寄与でき ることを期待する.

本報告に紹介した研究例のいくつかは，東工大生命

理工学部生体機構学科，広瀬研究室との協力研究によ

り得られたものである.本稿をまとめるにあったても，

ご助言を戴いた広瀬茂久教授に感謝します.
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〔解説〕

分子超励起状態の解離ダイナミックスと動的分光研究

1. はじめに

分子超励起状態の存在とその動的な振舞が物質への

放射線エネルギー付与の過程において重要な役割を果

たしていることが，指摘され1)，また種々の実験的事実

によ って例証されてからすでに20年以上が経過した2)

その間，実験技術の進歩により，放射線照射後の最終

生成物として超励起状態の痕跡をたどることから，初

期励起きれた各種の超励起状態の直接観測やそれらの

詳細な緩和過程の研究が可能となった.

筆者らは超励起状態の一つの緩和経路である解離と

いう動的過程に着目し，特に価電子吸収の重要な極紫

外領域における一連の研究を行っておりへそれらの

研究のあるものについては，すでに本誌54に亀田が報

告している 4) 一方，超励起状態のみを選択的に選び出

してその分光的あるいは動的挙動について研究するた

めに，解離断片からの発光の観測を行っている.本稿

ではそれら放射光を用いた最近の結果を紹介したいと

思う.注意して頂きたいことは，このような実験技術

の進歩や研究の深化にもかかわらず，我々は分子超励

起状態についてのきわめてごく一部の知見を得ている

にすぎないということである. 言い方を変えると，超

励起状態について定量的な実験がきわめて難ししま

た実験事実を理論的に定性化するプロセスが未だ充分

でない現状である.

2.超励起状態とその解離過程

2.1 超励起状態

知識の整理のために超励起状態についての概論を述

べておく 5，6) 超励起状態とは分子の最低イオン化ポテ

東工大理 鵜飼正敏

ンシャル (IP)以上の内部エネルギーを保有する中性

励起状態である.一般に分子の最低IPは波長で言うと

真空紫外領域にあるため，超励起状態は真空紫外から

軟X線まで(例えば窒素分子のK穀電子のIPは約400eV

であり，分子内の全ての電子を放出するのに必要なエ

ネルギーは約3keVである.)という 極紫外領域全般に

幅広く無数に存在し分子の光吸収とそれに引き続く光

物理過程を特徴づけている.

超励起状態は，電子放出に対応するイオン化連続状

態の中に離散的に存在し，一時的に束縛状態の電子的

波動関数を担持する擬似固有状態であるため，直接的

な観測手段として光吸収法が挙げられる. (図1).つ

まり電磁波に対する分子内束縛電子の応答性の大きき

である光学的振動子強度分布の波長依存性を調べれば，

超励起状態の固有エネルギー(波長)において振動子

強度分布は離散的な特異値を持つため，吸収スペクト

ル中にピーク構造を観測することができる 7) ところ

が，離散状態である超励起状態とイオン化連続状態と

の聞には相互作用が生じているために，固有状態とし

ての波動関数の直交性は破綻しており，連続状態成分

が含まれている.このため超励起状態が短時間のうち

に電子を連続状態へと放出する無輯射緩和過程(自動

イオン化)が起こることになり，これらはイオン化部

分振動子強度分布にも振動構造を生じきせ，光吸収ス

ペクトルだけでなく光イオン化効率曲線などにも自動

イオン化構造として観測することができる 8)

2.2 光イオン化量子収率にみる超励起状態の中性

解離

Dissociation Dynamics of Superexcited Molecules and its Application for Fluorescence Spectrograph of 
Highly-lying Superexcited States 
Masatoshi UKAI 
東京工業大学理学部，助手，理博

(略歴)昭和56年東京工業大学理学部化学科卒，昭和62年同博士後期過程終了，学振特別研究員(高エネルギ一物

理学研究所)を経て昭和63年 2月より現職

(専門)放射線化学・原子衝突

(連絡先) 152目黒区大岡山 2-12ーし東工大理
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るため，電子相関の影響がきわめて強く反映する.超

励起状態をその自動イオン化の要因によって分類する

と以下の通りである.

a)振動・回転的に励起した電子的基底イオンに収束す

るRydberg状態11)では自動イオン化は核運動の脱励起

が必要となる非断熱的なプロセスである.また超励起

状態が反発ポテンシャル構造を持つ場合には，核運動

は並進運動の連続状態中に現れ自動イオン化はきわめ

て起こり難くなる.

b)電子的励起イオンをコアに持つ超励起状態11)の場合

には断熱選移のみによって電子状態が緩和し得るもの

が主となり， a)に較べてはるかに速やかに自動イオン

化が起こる.

c)スピン一軌道相互作用によるイオンエネルギーレベ

ルの開裂が起こり上位のイオンに収束するRydberg状

態のうち下位レベルを上回るものは超励起状態たりう

る12，13) これらではスピンー軌道相互作用による緩和

を伴わずには自動イオン化は起こらない.

d)また二原子分子のイオン化闘値領域においてしば

しば見出されるような励起状態の振動レベルにおいて

イオンとは核運動の重なる領域がま ったくない場合に

は一種のトンネル効果あるいは多段階のポテンシャル

交差を経なくて自動イオン化は起こらない.

以上を考慮すると，光イオン化量子収率がエネルギ

ーの増大とともに 1に収束していく様子を大まかには

理解することが出来る.すなわち第一IP直後のエネル

ギー領域においては， a， c， d)などの超励起状態が主

であり， 自動イオン化は核運動に対して速くない.エ

ネルギーの増大とともにb) の超励起状態が出現し自

動イオン化が重要な崩壊過程となる. ところがこの移

行の様子はまだ充分に研究されてはおらず，エネルギ

一的にはb)に対応する超励起状態であ ってもa)ある

ところで分子とは，複数の原子の外穀電子が原子価

結合軌道を構成することによりエネルギーの安定化し

た会合体である. したがって，超励起状態の大きな内

部エネルギーが緩和する経路として， 自動イオン化だ

けでなく，解離(中性解離・イオン対生成)によるも

のが大きな寄与を占め得るために5ベIP以上のエネル

ギーを吸収しでも超励起状態が存在することでイオン

化確率は 1を下回る.このため原子の場合のように“自

動イオン化状態"という表現が必ずしも適切でない.

つまり，分子の結合に関与する軌道電子が光吸収によ

って励起 ・イオン化する価電子吸収領域では，生成し

た超励起状態そのものの構造に大きな不安定化が生じ

解離が促進される.特に第一IP近傍などの外穀吸収領

域では解離断片がエネルギー的にはすでに自動イオン

化しえない程度の内部エネルギーしか持たないために，

動イオン化によるイオン生成と中性解離とが競争過

程となる 3) このような競争の様子は光イオン化量子

収率(全イオン化断面積の吸収断面積に対する割合)

の励起波長依存性に見ることができる (図 2). このよ

うに価電子領域では主として光吸収によ って生成した

状態の解離であるのに対して，内殻吸収の多くの場合

は，直接的には結合に関与しない内殻電子を遷移した

状態の結合構造が大きく変化しないため，後続する

Augerイオ ン化によ って価電子を失った分子イオンの

解離が主になる点が異なる 9)

超励起状態としては幾つかの種類が考えられへい

ずれの場合も励起電子および一一λ道による分子の分

極が重要である 10) しかし価電子励起領域では内般吸

収領域と較べてはるかに多くの状態が密集して存在す

A底状態

超励起状態の生成・崩壊の模式図図 l

? 化線射放14 



いはc)のような崩壊過程と結合している場合もいくつ

かの報告例があり lU51 部分イオン化過程の闇値領域

における超励起状態の振舞として吟味される必要があ

る.

3.分子超励起状態の中性解離

(ー電子的超励起状態)

Guyonらl町立N20分子のN20+(λ2Il)へ収束する

Rydberg状態の構造が，閥光電子スペクトルと解離断

面積とで酷似していることを示し，超励起状態が反発

ポテンシャルを持つ状態へ前期解離した後，振動励起

した電子的基底イオンへのRydberg状態のポテンシャ

ルとの交差において更に無輯射遷移しそれが振電自動

ゴオン化によって閥光電子放出をする過程と，ポテン

~ ヤル交差を透過していく解離過程とが競争し，分配

が起こっているものと説明している.これほど複雑な

ポテンシャル交差を伴わないまでも，1)結合軌道電

子の放出による構造の不安定化と， 2) 多数の状態と

の相関による前期解離とが強〈誘引されるため，超励

起状態の解離と自動イオン化との競争が一般的な現象

であることが指摘されている. しかし光イオン化量子

収率が lに近づく領域での解離過程についての理解は，

実験がきわめて難しくデータが乏しいこともあり微

少な超励起状態生成に引き続く微少な崩壊過程」とい

う程度であ る.

近年，超励起状態の解離過程を直接観測する研究が

進められ，励起解離断片からの発光を観測する方

法17，18)あるいは正負イオン対への解離過程を観測する

方法19)が取られている.後者は通常のイオン化収率曲

線では正イオン生成過程に含まれてしまうものである

九超励起状態の前期解離という離散状態聞の無輯射

移であるという点では中性解離と同様な過程である.

我々のグループでは解離断片からの発光の励起スペ

クトルを測定し超励起状態のエネルギー状態とそれら

の解離過程についての知見を種々の分子について得て

いるが15，20一川これらの超励起状態の多くは既にイオ

ン化部分断面積などに自動イオン化構造として観測さ

れている 25) しかし，これらのイオン化断面積が，どの

程度，自動イオン化を反映しているのかの評価は難し

し競争という観点から研究きれた例は少ない.そこ

でこの競争の様子を電子的励起イオン状態の閥値付近

でのイオン化断面積と中性解離断面積の挙動を較べる

ことにより観察してみたい.

実験は高エネルギ一物理学研究所 (KEK)放射光実

験地:没フォトンファクトリー (PF)において極紫外気

~~ S7り.(1994) 

体分光ビームライン (BL-12A， 20A)からの単色化

された放射光を用いて行った.実験はガスセル中の試

料気体分子にビームラインの真空紫外分光器からの放

射光を照射しその際に放出きれる発光を分光観測しそ

の励起スペクトルを測定するものである.可視・紫外

領域に現れる分子イオンの発光は，狭帯域干渉フィル

ターにより発光帯を選択して光電子増倍管によって検

出し 15，2へ真空紫外領域の中性解離フラグメントから

の発光はLiF，MgF2などのアルカリハライド結晶を通

してCsI塗布により量子収率を長波超領域まで拡張し

たマイクロチャンネルプレート (MCP)によって検出

する l口 0-川.このように中性解離過程のプロープとし

て真空紫外領域の発光を選択することによって，発光

をイオン化過程に由来するものと区別できる.すなわ

ち親イオン分子からの発光は真空紫外領域にも出現す

る可能性はあるが，このような分子イオンはきわめて

大きな内部エネルギーを保有する状態であり，多数の

他のイオ ン状態と相関し，ほとんどが前期解離するた

め，親イオンとして発光する過程は中性解離過程以上

に微弱である.またイオン解離によって真空紫外発光

性のフラグメントを与える場合の解離極限はきらに高

エネルギーの領域に存在するため，中性解離過程とは

エネルギー収支の面から厳密に区別できる.

図 3にCO2分子のλ2Ilu状態のイオン化閥値近傍で

測定したCO2+(λ2Ilu)イオン化部分断面積と真空紫外

発光の励起スペクトルを示す22) 真空紫外発光は主と

してCO (A 1 Il→Xl~ ) によるものであり ， 超励起状態

を経由する中性解離断面積の相対値として見ることが

できる.またイオン化部分断面積はCO2+ (λ2Ilu→文2

Ilg) 発光の励起スペクトルである.通常イオン化部分

断面積の測定には光電子分光法が有用であり 13，25，2ベ
特にイオン化閥値近傍ではこの単一チャンネルに対す

る直接イオン化の寄与はきわめて小さく自動イオン化

の評価が可能なはずであるが，一般に光電子分光では

ゼロエネルギー電子を扱わなくてはならないため閥値

領域での実験が難しく発光観測による部分断面積測定

が有用である.励起波長68.5-7l.7nm領域はCO2+(λ2 

Ilu)の閥値近傍であり ，イオン化部分断面積には直接

イオン化による階段状の増加が見られる.この領域で

はCO2+ ( B 2~u +) イオンに収束する“sharp"(s)と

“diffuse (d)の二つのRydberg系列が観測されている

が捌. d系列のRydberg状態がs系列に較べてピーク幅

の広い振動構造とな っており. d系列がより崩壊速度

が大きな状態であることを示している. イオン化部分

断面積では自動イオ ン化による振動構造が二つの系列

15 



4.分子二電子励起状態の動的スペクトロスコピー

(inner valence領域)

4.1 もう一度，超励起状態

きてエネルギーの増大とともにinnervalence軌道

からの励起が可能となる.これらは分子を構成する原

子の外殻s軌道に主として由来し，結合に直接的に関与

するというよりは外殻軌道と内殻領域との中間にあっ

て，核電荷を遮蔽して外殻軌道を生じきせる場を提供

している軌道である.両者の軌道電子との強い電子相

関を感じながら束縛きれている電子であるという点で

は，固体内電子とそれほど状況は変わらず29301 これら

の電子励起が起こり得る領域で、は電子相関が際だつて

顕在化するようになる 29-31) 特に基底状態において緊

密な電子相関をしている系では配置間相互作用によっ

て厳密な意味でのー電子励起が起こりにくく本質的に

多電子的である.またinnervalence軌道の電子が励起

した際には，基底状態でこの軌道電子との問に生じて

いた電子相関は大きく緩和し，同時に励起電子と最外

殻軌道電子との間に新たな相関を生ずる 10，29，31) 最外

殻領域では，ある程度，常識的に，独立粒子模型に基

づく凍結軌道からの 1電子励起という考え方がなきれ

ていたが，これは吸収光子のエネルギーは厳密に特定

きれているため，エネルギーの小きい領域ではエネル

ギー収支の問題として結果的にー電子近似が成立した

ということであり，多電子遷移がエネルギー収支の面

からは可能となる領域に突入すると，このような考え

方はもはや用をなさず，二重イオン化32)，二電子励

起I7.18L サテライト(電子励起したイオン)の生成町，

などが大きな確率で観測されうるようになる.また

inner valence空孔の生成が外殻軌道への核電荷の遮

蔽効果を変化きせ，種々のいわゆるShakeフ。ロセス

誘引すると考えられている札制.

ところでイオン化闇値周辺と innervalence領域と

では光吸収における超励起状態の役割が異なっている.

inner valence軌道からの遷移の起こる領域での光イ

オン化量子収率はもはや実験誤差内で 1に収束してお

り36)，部分振動子強度分布の絶対値という意味では中

性解離はきわめて微少な過程である.また幾つものイ

オン化連続状態が大きな直接イオン化の断面積を持ち，

自動イオン化はイオン生成に大きな寄与はしない.つ

まり 二電子励起状態のような高エネルギー超励起状態

は，中性解離状態・自動イオン化状態のどちらの面か

らも重要ではなく，むしろ光吸収における主過程であ

る直接イオン化において連続状態の波動関数に影響を

与える摂動体としての役割が重要となる.これについ
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CO2分子のCO2+ (λ2llu) イオン化部分断面積

と光解離断面積(文献22より)

10.5 655 6&5 61.5 68.5 685 

WAVELENGTII/nm 
s ・563.5 62.5 

図3

でほぼ同程度の強度で見られているのに対し，解離断

面積て、はd系列のRydberg状態の強度はきわめて小き

く，一種の選択性が現れている.つまりこの二つの

Rydberg系列では中性解離よりも自動イオン化が主な

崩壊過程であり，また自動イオン化の速度がd系列の

もののほうが大きいため，競争する中性解離の割合が

減少したという競争的崩壊の図式があてはまる.同様

のことがCO2+ (è2~ピ)に収束する 3 つのRydberg系列

についても見ることができる 22) なおそれぞれのイオ

ン化問値においては中性解離断面積は大きく減少し，

Rydberg状態がその収束するイオン化闇値を超えたこ

とにより直接イオン化過程に寄与するため，超励起状

態の密度が大きく減少したことを示している 22) 競争

的崩壊についての同様な知見はO2，CO， N20などの他

の分子においても観測されている 15，24)

，>.l4 

寸ーイじ線射放16 



ては離散・連続チャンネル結合として原子の光イオン

化では重要な配置間相互作用のーっとして認識きれて

いるが10A3M7)，分子では超励起状態の知見そのもの

が乏しし特にinnervalence領域での高励起状態や反

発ポテンシャルを持つ状態についての知見はまことに

少ない.その意味では超励起状態のエネルギーレベル，

ポテンシャル曲線，そして波動関数を正確に決定する

ことによりはじめて，主過程である直接光イオン化を

正確に評価できることになる.

4.2 分子二電子励起状態の動的分光法

実験的には二重イオン化過程やサテライト生成など

の多電子選移ではイオン検出や電子分光など，生成物

としての観測が可能である. しかし，超励起状態であ

るこ電子励起状態は生成とともに速やかに解離もしく

は自動イオン化してしまうため 2で述べたように，

いわば振動子が応答した“痕跡"として観測きれ，振

動準位が分解して観測できるような結合構造をもっ超

励起状態の場合にはこのような方法によって多くの分

光観測がなきれている.ところが解離的ポテンシャル

曲線をもっ状態への励起の際には，励起波長に対する

スペクトルの鋭敏な変化が現れず， しかも直接イオン

化が光吸収の大部分を占めるために，スペクトル変化

はさらに薄められボケたものになる 23) すなわち二電

子励起状態の分光観測は従来からの方法では大変難し

く，直接イオン化の寄与を全〈取り除いた新しい分光

法が必要で、ある.

ところがこのような多空孔状態では，結合軌道に生

じた複数の空孔のため構造の大きな不安定化が生じて，

反発的なポテンシャル構造となったり，また密集して

在する近隣の状態との間に強い相関が生じているた

めにきわめて前期解離が起こりやすい.このように超

励起分子が解離的であるならば，逆に，解離生成物の

励起スペクトルを測定し，その中に解離前駆体として

の超励起状態生成の痕跡を観測するという動的分光法

が可能である.これには中性生成物の観測という通常

の実験では厄介な問題を含んでおり，原理的にはレー

ザー誘起蛍光法や多光子イオン化質量分析のような方

法も可能であるが，レーザーと放射光のパルス特性の

違いや実効強度の問題などからまだ実現きれていない

(実験室的には，多色レーザ一光イオン化の実験が行

われているが， NO分子の最外殻というごく低エネル

ギーの領域に限られている制).それに対して我々の行

っている発光観測の方法では，準安定状態以外の励起

フラグメントでは何らかの発光があるため，波長を特

第 57号 (1994)

定してその励起スペクトルを測定すれば，直接イオン

化の寄与を完全に除去でき，超励起状態生成そのもの

についての知見が得られる. しかしこの動的分光法に

は一種の選択性がある.すなわち，より分子構造が解

離的であるほど，つまり多電子励起状態としての性質

が強いものほど観測が容易になる.これによって離散

的な振動構造を持つ超励起状態のみならず，今まで情

報の欠如していた，解離的ポテンシャル曲線を有する

高い超励起状態の分光観測が可能となった.このよう

に解離フラグメントからの発光測定は，部分振動子強

度分布の評価というだけでなく，超励起状態の分光観

測を行う上での方法論という側面も重要である.

図 4に測定きれたいくつかの簡単な分子の真空紫外

発光励起スペクトル15，22-24)を示した.これらはいずれ

も，低エネルギー側の微細な構造と高エネルギー側

(inner valence領域)の幅の広い構造を示す.CO2， 

N20の低エネルギー側で見られる微細な構造はー電

子的な超励起状態の振動構造を反映する.しかし，

N2， COで観測きれている撮動構造のほとんどは，外殻

結合電子のー電子励起状態としては説明できず，サテ

ライトをイオン芯とするRydberg状態，すなわち二電

子励起状態と帰属きれる 15，23，2へこれらのサテライト

状態は外殻軌道から一個の電子を非占有軌道に励起し

た複数の軌道配置の重ね合わせとして記述きれる電子

相関の強い状態であり，あたかも励起軌道と複数の結

合軌道空孔との間で一個の電子を共有して状態である

ため，反発的なポテンシャル構造とならず制，それらを

イオン芯とするこ電子励起状態においてもこのような

振動構造が観測きれたものと考えられる.しかし，こ

れらですら従来の分光法によってはほとんど観測きれ

ていなかったものである.

高エネルギー側の幅の広い構造について述べると，

特にN2，COではきわめて大きな基底分子の結合解離

エネルギーのために，真空紫外発光性の解離励起原子

を生成するイオン解離極限が30eVを越えても出現せ

ず，これらの構造がFranck.Condon領域で、反発ポテン

シャル曲線をもっ超励起状態を前駆体とするものであ

ることは明かである.N20， CO2ではサテライト状態の

イオン解離による可能性も残きれているが，イオン化

質量分析の結果を考慮すると州，これらの多くが超励

起状態に由来するものであることがわかる.これらの

状態の帰属については厳密には量子化学計算を待たね

ばならないが，サテライトをイオン芯とする二電子励

起状態，inner valence空孔を持つ高エネルギー超励起

状態であり，しかも後者においても，内側に生じた空
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図4 N2， CO， N20， CO2の中性光解離フラグメント

からの真空紫外発光の励起スペクトル

(真空紫外発光を生じる解離的励起および解離的

イオン化の最低の極限を示しである)

孔のために二電子励起状態としての色彩を強〈帯びた

電子相関の強い状態となっていると考えられる 10) こ

れらは超励起状態の複数の結合軌道電子を失った解離

的性質のため，従来の吸収スペクトルやイオン収率曲

線等において自動イオン化構造として識別することが

困難であった.逆に言えばこれらに有効な自動イオ ン

化の緩和経路が存在するかどっかきわめて疑わしい.

なぜなら， 1)独立粒子的に考えると通常の 2電子選

移のみならず 3電子以上の関与する自動イオン化がし

ばしばあり，電子選移確率が低下していると考えられ

る.またこのような解離的なポテンシャル構造をもっ

超励起状態の斥力壁上に励起した分子は直接解離運動

中に自動イオン化することになり， 2) 自動イオン化

後に核運動のエネルギーを保存するようなイオンの振

電状態を生成するものでなければ非断熱的な過程とな

ること，および 3)超励起状態の非束縛的な核運動の

動径波動関数とイオンの動径波動関数との重なりの大

ききによって制限きれ非常に小きくなることから(す

なわちBorn-Oppenheimer原理からもFranck-Condon 

的にも)，束縛的振動構造の超励起状態に較べて自動イ

18 

オン化確率が非常に小きくなるためである 27) また上

述のように，このようなinnervalence軌道からの選移

の起こる領域での光イオン化量子収率は実験誤差内で

1に収束しているが，この領域では解離原子の自動イ

オン化スペクトルが大きな確率で観測されている.こ

のことは，解離的な超励起状態の相関する解離極限に

おいて解離断片原子(分子， ラジカノレ)のIPを上回る

内部エネルギーを持つ“超励起断片"が生成し，それ

らの自動イオン化が大きな確率で起こることを示唆す

る41)我々の解離断片からの発光励起スペクトルと従

来の光イオン化質量分析による解離的イオン化スペク

トルとをO2，N20などで詳細に比較してみると， これ

まで光吸収，光イオン化スペクトル測定においては見

いだきれていない超励起状態が，両解離過程に共通し

て多数，観測されており 42，43)，中性解離がイオン生成

に，競争するのではなく協奏的"に寄与するため

に，中性解離後の自動イオン化が単純なイオン化過程

として測定きれてきたことがわかった.このことは通

常の解離的励起断片と超励起解離断片の生成41)とが超

励起状態の多重前期解離における分配として一般的な

現象である可能性を強〈示唆している.またこの結果

は上述の通り，解離という動的過程に対する選択性が，

強く反映したものと考えることができる.

窒素のスペクトルでは25-35eVの領域において二

電子励起状態の生成があたかもベースラインが変動し

たかのように強調きれている 23) 部分イオン化過程断

面積にはイオン化閥値から遠くないエネルギー領域に

比較的幅の広い断面積強調が見られ， しばしば形状共

鳴(特定のイオン化終状態のポテンシャル上に生じた

障壁構造のために，直接イオン化により放出されよう

とする二次電子の波動関数が一次的に集中してしまう

ことによる特異的な断面積強調の効果)であると説明

される州. ところがある一つの終チャンネルのイオン

化部分断面積に形状共鳴が現れるエネルギー領域にお

いて，形状共鳴が緩和して幾つかの終状態に分布した

ように他チャンネルの断面積にもしばしば強調が見ら

れ，終チャンネル結合の効果と言われている 14，29) N 2 + 

て。は X2ヱピおよびB2~U+チャンネルの形状共鳴が見ら

れるが45)，我々の結果ではこの領域において二電子励

起状態の生成が同様に強調きれている 23) これは見か

け上，連続チャンネルである直接イオン化過程から離

散チャンネルである超励起過程へと振動子強度が分配

されたことであり 10，29)，超励起状態の自動イオン化と

いう概念に対して，イオン化連続状態にある自由な電

子が固有状態に収束するということは不可逆的な逆過

放射線化学



程であり我々を混乱させる.これは，連続・離散チャ

ンネル結合の効果と説明できるが，形状共鳴というイ

オン化連続チャンネルに生じた疑似束縛効果と超励起

状態という疑似束縛チャンネルとの聞の離散チャンネ

ル聞の結合と考えれば，形状共鳴において集中した直

接イオン化過程の振動子強度が超励起状態の生成に分

配きれている様子が理解できる.しかし，そもそも，

実験結果として得られるものは， コヒーレントな振動

子の応答が緩和して"状態"として分布するまでの

10-17 _10-19秒の聞に終決してしまう光吸収という出

来事の後の"生成物"にすぎない.この遷移時間内で

はエネルギー的な不確定は数10eVにものぼり，この程

度の束縛エネルギーにある電子は光吸収に際してすべ

区振動子たりうるという，分子にとって非常に大きな

乱が誘起きれていることになる.従ってこのとき相

関するチャンネル間では可逆・不可逆という概念は意

味を持たず，チャンネル聞を往き来しながら"状態"

へと緩和するときの複数の電子の間での一種の統計的

なエネルギー(状態)分配過程を考える必要がある.

今後より詳しい理論的理解がなきれるものと思われる

が，このような情報もまた，直接イオン化の寄与を全

く除去した解離分光法によ ってはじめて得られる，光

物理の新しい側面である.

5.解離原子発光の二次元鳥撤図測定

以上，超励起状態の中性解離という動的過程につい

て，自動イオン化との競争的崩壊やその援動子強度分

布というだけでなく，解離ダイナミ ックスを方法論と

して用いた超励起状態の分光研究について述べた. し

かし中性解離過程そのものの情報を得るためには，ど

ような解離生成物が得られているかを調べる必要が

為る.また前節で述べたように，第一1P近辺と inner

valence領域とでは光吸収における超励起状態の役割

が異なり，これらのエネルギーレベルだけでなくポテ

ンシャル曲線や波動関数を正確に決定することが重要

である.

ところで上節までのような超励起状態のエネルギー

レベルを調べる上で，解離過程を特定しなくてもスペ

クトログラフに対応する測定が可能であったというこ

とは，超励起状態がきわめて多数の中性解離チャンネ

ルをもつために，エネルギーの増加とともに聞かれる

新たな解離チャンネルの閥構造がそれほど大きく励起

スペクトルに影響していなかったと考えることができ

る.つまり多チャンネルの超励起状態が多チャンネル

の解離過程と相関しているという図式が成り立ち，こ

第 57号 (1994)

れらを接続するものとしてポテンシャル曲線とそれら

の聞の相関についての情報が必要となる.すなわち解

離励起フラグメ ントからの発光を選別してその励起ス

ペクトルを測定するというような一次元的な考え方で

は多チャ ンネル対多チャ ンネルの相関についての情報

をほとんど取りこぼしてしまつことになる.そこでこ

のよ うな問題を解決するために，以下に述べるよ うな

解離種からの発光の分散スペクトルを励起波長の関数

として観測する実験を試みている州.

実験は同じく KEK-PFにおいて行っているもので

ある.ガスセル中の分子の極紫外光解離励起フラ グメ

ントからの真空紫外発光を発光点を入射スリ ットに見

立てて回折格子に より分散し，結像面上のスペクトル

を位置敏感型検出器 (MCP+抵抗陰極型検出器)を用

いて積分的に取得した21) これらは微弱な中性解離発

光を充分なS/Nで測定できるように明るい小型の真空

紫外分光器として構成きれているが， 一方，分解能と

しては充分でなく，現状では 2-3nm程度で‘ある.こ

のようにして得られる真空紫外発光スペクト ルを励起

波長を変化きせて連続的に取得した州.

O2分子についての測定例を図5に示す. これは励起

波長49-85nmにおける真空紫外 (85-135nm)発光ス

ペクトルの変化を示したものである.強度は対数スケ

ールで表し，白から黒へと増加する 8段階の濃淡階調

で示した.縦軸に平行に現れた連続的な構造はすべて

中性のO原子 (OI)からの発光スペクトルである. O2 

の第一1Pは102.7nmに存在し，また真空紫外発光性の

フラグメントを生じる解離的イオン化の極限は43.9

nmて忌あるため，ここに示した01のスペクトルは全て

超励起O2分子の中性解離によって生成したものであ

る.また親イオン分子からの発光は検出波長領域外で

あり，このスペクトルには観測されていない.なお励

起波長50-70nmに見られる斜めの線はガスセル内で

散乱された励起光が二次回折光として現れたものであ

る.同定した発光線を図の上欄外に示したが，真空紫

外領域の01発光はすべて基底電子配置から生じる

3p， 1D，もへのものであり，それぞれnPL→3p，およ

びnPL→1D，ISの発光の系列が0+(4S)を極限として

収束する.あわせて，分散を行わない積算発光強度の

一次元発光励起スペクトルを示した.

一次元励起スペクトルには多数の離散的な超励起状

態の振動構造が見られているが，これらは二次元スペ

クトルにも現れている.一方，励起波長に対して連続

的な成分が個々の発光線に見られており，反発的なポ

テンシャル構造を持つ超励起状態の寄与として，重要
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図 5 O2光解離における二次元真空紫外発光スペク

トル(強度は 8段階の濃淡階調で示した.対数

スケール)

である.この他にも二次元スペクトルには幾つもの強

調構造が見られているが，これが解離極限での閥構造

として見られているのかそれとも超励起状態の連続的

な生成とそれに続く交差領域でのポテンシャル構造を

反映したものかを判別しなくてはならない.そこで解

離極限による発光出現波長を考えると次のようになる.

中性解離の場合，励起エネルギ-E，は解離極限にお

いて次のように分配きれる.

E， =D+Efl +Eg+Ep+KE 

ここでDは基底O2分子の結合解離エネルギー，(Efl + 
Eg)は01の励起エネルギーであり， Egの内部エネルギ

ーを持つ下準位への発光エネルギーEflで表きれる.ま

たEpは他方の解離原子の内部エネルギーであり，本測

定範囲においてはほとんど3p，'D， 'Sである.KEは解

離原子の相対運動に放出きれる余剰エネルギーである

が，励起エネルギーが丁度解離極限エネルギーに対応

した場合にはKE=Oとなる.ここでEpが同ーの解離極

限は，01 (Efl + Eg)による発光の出現に対しE，と直線

20 

的な関係をもっ系列となっていることがわかる.解離

原子の1P以上に出現する超励起原子は主として自動

イオン化するため1P以短では発光強度が大きく減少

し，一般にはこれが01系列の収束極限となると考えら

れる. しかし自動イオン化が禁制遷移のため超励起原

子からの発光が観測きれているものが幾つかある(図

中欄外破線).これらの解離極限においては解離原子か

らの発光は関値的に立ち上がる構造を示す.特に励起

フラグメントを与える最低の解離励起極限01(nI) +0 

(3P)からすべての発光が出現していることは興味深

<.上述のように幾つものポテンシャル聞の遷移をと

もなう多重前期解離となっていることを示す.

このような解離極限による閥構造ではなく，超励起

分子としてのポテンシャル構造と解離の特異性を示す

例を示す.図 6に励起波長領域49-60nmにおける二次

元発光スペクトルを示す.この領域での超励起状態と

してはO2+ (c4~u -) に収束する Rydberg状態が重要で・

あるが3，47>， y' = 0， 1の二つの振動準位に収束する系

列しか観測きれていない48) ところがこの超励起状態

による発光強度の離散的な強調には図 5に見られたよ

うな多重前期解離とは様相を異にする次のような特徴

がある.

1 )励起波長が短くなるに従いRydberg状態による離

散構造が短波長側の発光線に移動し， Rydberg状態の

主量子数が増加するに従いこれと同ーの主量子数を持

つ01(ns3S)からの発光が選択的に強調きれている.

2 )この状態選択的な前期解離はy'=1に収束する

Rydberg状態にのみ見られている.

このRydberg状態についての量子化学計算はないが，

イオン芯であるO2+ (c4~U一)については障壁によりザ=

0， 1の二つの振動準位のみを束縛する斥力的なポ-.

ンシャルを持ち，またy'=1のイオンはが=0に較べ

て圧倒的に速やかに障壁をトンネルし，断熱極限0+(4

S) +0 ('D)へ解離すると報告きれており州，イオン解

離の実験を良く説明する刷.

二次元スペク トル(図 6)上の 1)， 2)の観測結果

はこのようなイオン芯の解離の挙動により良く説明さ

れる.すなわち (C4~U-.ns巧)Rydberg状態をO2+ (c4 

~u -) イオン芯に一個のnsRydberg電子を付着きせた

状態と考えるならば，イオンと同様のポテンシャル構

造を持ち断熱極限o(ns3S) +0 ('D)へと収束するポ

テンシャルを考えることができる.従ってが=1準位

におけるo(ns3S)の選択的な生成は障壁をトンネル通

過した後の断熱収束極限への直接解離過程として説明

でき， y'= 0準位ではトンネル速度は大きくないため，

放射線化学
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O2光解離における 二次元真空紫外発光スペク

トル(リニア強度，なお図 5と縦横軸が異なる.

文献46)

図 6

テライトへの多重電子励起Rydberg状態の幾多の系列

が存在することになり，ほとんど連続的な状態密度を

もっ超励起状態と，イオン化連続状態とがどのような

挙動をお互いに示しあいながら光吸収過程を形成して

いるのかは今後の重要な課題となるであろう.真空紫

外光物理の多くの部分は気相の原子・分子の基礎デー

タや基礎概念の上に成立しているといっても過言では

なく，超励起状態の重要性を再認識し，新たな研究の

局面を切り拓いていく必要を痛感する.

本稿で示した光イオン化量子収率，発光励起スペク

トルはKEK.PFでの旗野嘉彦，河内宣之，亀田幸成，

北島 昌史， 町田俊太郎(以上，東工大)，寺津昇久

(現，京工繊大)，伊藤健二田中健一郎(以上

KEK) ，早石達司(筑波大)各氏らとの共同研究による

ものを利用させていただきました.

中性解離は振動状態を束縛する領域での前期解離とそ

れに引き続く多重前期解離とが支配的となり，幾つも

の中'性解離極限への分配が行われたと考えられる州.

この中性解離機構についての考察から，これらの

Rydberg状態の未知のポテン シャル曲線を具体的に予

想きせる実験結果である.

以上，二次元スペクトルでは，始状態としての超励

起状態，終状態である解離状態，そしてポテンシャル

交差領域でのポテンシャル構造が始終両状態にどのよ

うに相関を与えているかを一目で鳥服することができ

る.すなわち多チャンネルの超励起状態と多チャンネ

ルの解離極限とを物理的に接続する“相関マトリ ック

ス"を視覚的に表現したものがこの二次元鳥轍図であ

るということであり，一次元スペクトルを羅列したと

いう以上の情報を得ることが可能である.
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6.終わりに
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〔解説〕

宇宙放射線による原始地球

および地球圏外での生体有機物の生成

1. はじめに

地球上の生命はどのようにして誕生したのだろうか.

地球外にも生命を宿す惑星はあるのだろうか.これら

は宇宙や知性の起源などと並ぶ，人類に残きれた最大

の謎であろう .自然科学の立場からは， 1920年代に

OparinやHaldaneらによって提唱された「化学反応に

より 物質が単純なものからより複雑な，組織化きれた

ものに変化 していき，ついには生命の誕生をみた」と

する 「化学進化仮設」が提唱きれて以来，この仮設の

検証のための数多くの研究がなされてきた.

生命の定義が難しいが，少なくとも「代謝能」と「自

己複製能」という 2つの機能を有することは不可欠で、

あろう .地球上の生物はタンパク質と核酸という 2種

の生体高分子を用いてその機能を維持している.そこ

で，地球型生命の誕生に先立ち，これら 2種の高分子

の生成(生物のいない環境での生成， という意味で「無

生物的生成」または「前生物的生成」と呼ばれる)が

起きたと考えられる.つまり，化学進化においてはい

かにタンパク質と核酸，あるいはそれらの構成分子(ア

ミノ酸，核酸塩基，糖など)が無生物的に生成したか

を調べることが研究の第一歩となる.筆者らは化学進

化のこの段階において宇宙線が重要な働 きをした可能

性に着目し，研究をすすめているので，ここにこれま

での結果を紹介する.

2.原始地球上での生体有機物の生成

われわれの太陽系および地球は今から約46億年前，

「原始太陽系星雲」から形成されたと考えられている.

35億年前の岩石中には微生物の化石が確認さ れており，

また38億年前の岩石(グリーンランド ・イスワ)中に

Formation of Bioorganic Compounds in the Primitive 

横浜国立大学工学部 小林 憲正

も生命が存在した可能性が議論きれている.一方， 39 

億年くらい前までは原始地球は隈石や琴星による激し

い爆撃(後期限石爆撃1))にあい，生命の誕生は極めて

難しかったと推定きれる.つまり，生命の誕生は38億

年前後に，たかだか 1億年くらいの間に一気になきれ

たと思われる.生命の素となる生体分子がどこででき

たかに関しては現在も，原始地球上での生成説，琴星

などの地球圏外生成説の両説があり，議論きれている

が，まず前者について考えてみたい.

2.1 原始地球大気

原始地球上で生体有機物が生成したとするならば，

その材料は原始地球大気ということになる.原始地球

大気として，以前は地球が原始太陽系星雲中のガスを

取り込んでできたとするUreyらの説から，メタン ・ア

ンモニア ・水素 ・水蒸気などからなる，強還元型のも

のが想定きれ(一次大気説)，そのようなモデル気体を

もちいた模擬実験が行われてきた.その代表的なもの

が1953年のMillerの実験2) (後出)である.

原始地球大気モデルとしてはこの「強還元型大気説」

以外に「酸化型(非還元型)大気説」も並立していた.

これは，原始地球大気は地球表面が固まり，一次大気

が吹き払われた後に地球内部から脱ガスしたもので，

火山ガスのように，二酸化炭素，窒素，水蒸気を主と

するものとする説である.Calvinらのグループは二酸

化炭素および鉄 (II)イオンの水溶液にα粒子線を照射

する実験を行い，ギ酸などの有機物の生成を報告して

いる 3) しかし，このような出発物質からはアミノ酸な

どの生体分子の合成が困難であることから，当初，こ

の説は化学進化研究者には不人気であった. しかし，

Terrestrial and Extraterrestrial Environments by Cosmic Radiation 
Kensei KOBA Y ASHI 横浜国立大学工学部物質工学科助教授，理博

(略歴)昭和57年東京大学理学部化学科卒，57年同博士課程修了，周年米国メリーランド大学研究員，62年横浜国

立大学講師などを経て，平成 3年より現職， (専門)化学進化 と生命の起源 ・圏外生物学 ・分析化学，地球および惑

星の環境科学. (趣味)クラ シッ ク音楽鑑賞，美術鑑賞.(連絡先) 干240横浜市保土ヶ谷区常盤台156横浜国立大

工. Tel.045-335-1451内2927，FAX 045-338-3120. 
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地球化学や太陽系生成論などの研究が進むにつれ，少

なくとも強還元型大気説は捨てぎるをえなくなってき

た.では，原始地球大気からは生体分子の生成は困難

で，生体分子は地球圏外で生成したものが地球に運び

こまれたのだろうか?

近年の惑星科学の進展により，原始太陽系惑星は微

惑星の衝突により生成したとみなきれている.このシ

ナリオでは，原始地球大気は微惑星衝突時に脱ガスし

てきたもので，地球表面が融けた場合には，原始大気

は一酸化炭素，窒素，水蒸気を主成分とする 4) この原

始大気は地表温度の低下とともに，二酸化炭素，窒素，

水蒸気型に移行していくとみられている.ただし， 39 

億年くらい前までの「後期隙石重爆撃」により持ち込

まれた還元性物質の効果により，一酸化炭素分圧もか

なり高いレベルに保たれた可能性が高い5) すなわち，

生命誕生前の原始大気は一酸化炭素，二酸化炭素，窒

素，水蒸気型の「弱還元型」であったといえる.炭素

源として一酸化炭素が存在するならば，後述するよう

に，原始地球上での生体有機物の生成の可能性が高ま

ってく る.

2.2 模擬原始大気実験

原料があっても，それに適当なエネルギーが与えら

れなければ有機物は生成しない.原始地球上で得られ

たと考えられる化学進化のエネルギー源としては，放

電(雷など)，太陽からの紫外線，火山などの熱，地殻

中の放射性核種由来の放射線，傾石衝突時の衝撃波，

それに宇宙線などが考えられる.

まず着目されたのが，放電エネルギーである.Miller 

は，彼の指導教官であったUreyの説に従い，メタン・

lアンモニア・水素・水蒸気の混合気体中で雷を模した

火花放電を行った.気相中で生じた化合物はフラスコ

中の水に溶け込む.これを分析したところ，グリシン・

アラニンなどのアミノ酸や有機酸など，多種類の有機

物の生成が認められた2) この実験を契機として，

1950ー 1970年代を中心にメタン ・アンモニア・水を中

心とする混合気体を出発材料とする原始大気模擬実験

が数多くなきれた.これらの実験ではエネルギー源と

して，この放電以外に，紫外線照射6)，放射線照射7}，

熱ペ衝撃波9)なども用いられたが，いずれの場合にも

多種類のアミノ酸の生成が確認きれている.タンパク

質アミノ酸の中では，グリシン・アラニン ・アスパラ

ギン酸などの10種は繰り返し同定きれている. しかし，

ヒスチジン ・リジンなどの塩基性アミノ酸に関しては

確実な同定はなきれなかった.これらのアミノ酸の生

第 57号(1994)

成機構に関しては，放電による一次生成物であるニト

リル，アルデヒドとアンモニアとの反応によりアミノ

ニトリルができ，これが加水分解されてアミノ酸とな

るという説 (Strecker反応説)やシアン化水素重合物

の加水分解説あり，まだ結論がでていない.

アミノ酸以外に核酸塩基の一つであるアテザニンや，

ポルフィリンなどの複素環化合物の生成も報告きれて

いるが10)，特に，前者は一次生成物であるシアン化水素

が 5分子重合することにより生じる， という反応機構

が推定きれている.

ところが，新しい原始地球大気説に従い，二酸化炭

素 ・一酸化炭素・窒素 ・水型混合気体を模擬原始大気

として採用した場合，従来の放電11)や紫外線照射12)で

はアミノ酸の生成が極めて難しくなってしまうことが

指摘きれた.このことは原始地球上での生体有機物の

生成， というシナリオに打撃を与え，地球圏外での有

機物生成説を支持する結果となった.では，新しい原

始地球大気モデルからはアミノ酸などの有機物の生成

は本当に困難なのであろうか.筆者らはこれまでほと

んど無視きれてきた宇宙線エネルギーに着目し，その

化学進化上の役割を調べるための実験を行った.

2.3 模擬原始大気への粒子線照射実験

宇宙線の主要構成成分は陽子であり，それにヘリウ

ムイオン (α粒子)，電子，きらにヘリウムよりも思い

重イオンが続く.そこで，まず， rt莫擬原始地球大気」

に高エネルギ一陽子線を照射する実験を以下のように

行った.

一酸化炭素・窒素・水蒸気からなる模擬原始地球大

気を液体の水とともにガラス製容器に入れ，東工大の

Van de Graaff加速器からの2.5-4 MeV陽子線，もし

くは東大核研のSFサイクロトロンからの40MeV陽子

線を照射した(図 1) 13-1ぺ 照射後，気相の生成物は

ガスクロマトグラフィー (GC)で分析した.容器中の

水溶液は，そのまま，あるいは酸加水分解処理後，高

速液体クロマトグラフィー(HPLC)，GC，質量分析法

(MS)， GC/MSを用いてアミノ酸，核酸塩基などの

分析を行った.

図 2に一酸化炭素 ・窒素・水蒸気の混合気体に 4

MeV陽子線を照射した時の生成物のイオン交換

HPLCによるクロマトグラムを示す.加水分解後のク

ロマトグラムから， グリシン，アラニン，アスノマラギ

ン酸をはじめとする多種類のアミノ酸が生成したこと

がわかる.ただし，加水分解前にみられるアミノ酸量

は加水分解後と比較すると極めて少なく，照射によっ
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図 1 SFサイクロトロ ンを用いた模擬原始大気の陽

子線照射実験装置図

A:ガラス容器

B:ハーパー箔 (10μm)

C:ハーパー箔 (40μm)

D:ガス導入口

E:恒温水循環チュープ

F:イオンチャンパー

G:ファラテ。ーカッフ。

H:支持台

ラポジャ ッキ

J :遮蔽チューブー

K:遮蔽箱

て生成したものは「アミノ酸前駆体」が主であること

もわかる 13) アミノ酸前駆体とは，ここでは加水分解に

よってアミノ酸に変化する化合物の総称である.

ではアミノ酸の生成量は実験条件を変化させること

によりどのように変化するであろうか.図 3には一酸

化炭素 (280Torr)，窒素 (280Torr)，水蒸気 (20-50

Torr)の混合気体に種々の粒子線(陽子線， α粒子線，

電子線)を照射した時にグリシンの生成量(加水分解

後)を，気体に吸収きれたエネルギー量に対してプロ

ッ トした図である. グリシン生成量は粒子の種類や

個々の粒子のもつエネルギーに関わらず， 気体に吸収

きれたエネルギー総量に比例することがわかった 16)

混合気体に二酸化炭素を添加した場合，ア ミノ酸の

G値は二酸化炭素の分圧の増大に伴い減少した 13) ま

た，一酸化炭素と窒素の比率を 1 1以外に変化させ

た場合も，アミノ酸のG値は一酸化炭素のモル分率と

窒素のモル分率の 2つのパラメータに依存することが

わかった.

図 4は一酸化炭素 (280Torr)，窒素 (280Torr)お

よび水蒸気(分圧はその温度での平衡蒸気圧)の混合

気体を恒温循環水によって 7-80
o

Cに保った状態で40

MeV陽子線を照射した時のア ミノ酸生成量(加水分解
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図2 一酸化炭素 ・窒素 ・水の混合気体の陽子線照射

生成物のイオ ン交換ク ロマト グラム(文献13よ

り引用)

a) 加水分解前， b) 加水分解後， D:アスパラ

ギン酸， S:セリン， Sa:サルコ シン， E:グル

タミン酸， G:グリシン， A:アラニン，αB

αーアミノ酪酸， γB:γ一アミノ酪酸

後)を一酸化炭素のモル分率で規格化して表したもの

である.温度， もしくは水蒸気分圧に関係なくアミノ

酸生成率はほぼ一定であることがわかる 16) 水蒸気を

全 く加えない場合も一酸化炭素モル分率で規格化した

グリシンのG値(加水分解後)は水蒸気を加えた場合と

ほぼ同じであった.

2.4 原始地球上でのアミノ酸の生成

以上の結果をまとめると，粒子線照射によるアミノ 航 “

酸(グリシン)の生成量(加水分解後)は照射する粒

子の種類，粒子のもつエネルギー，温度，水蒸気の有

無や分圧には影響されず，窒素および一酸化炭素のモ

ル分率と気体に与えられたエネルギー総量にのみ依存

することがわかった.最大のG値を示すのは一酸化炭

素 ・窒素の 1 1混合気体の場合で，約0.02とい う高

い値を示した.その理由は，紫外線などの他のエネル

ギーと異なり ，宇宙線粒子は大気に入射後， 大気分子

をイオン化しながらそのエネルギーを失っていく過程

において，そのエネルギーを完全に失うまで有機物生

成に寄与し，また，その時に生成する二次粒子やカス

ケードシャワーによる電子も有機物の生成に有効であ

るためと思われる.

これまで，原始地球上での化学進化のエネルギー源

放射線化学



関しては一酸化炭素 ・窒素型大気を用いた模擬実験が

なされていないので，今後，その検討が必要であろう .

地殻放射線に関しては，放射線の地殻中での透過性を

考えれば，この表の値はほとんど意味がない.

次に，この表の数値には出典が示きれていないもの

も多く，その算出法に関して疑問が残る.そこで，最

新の知見をもとに書き直したのが表 2である.宇宙線

エネルギーは宇宙線のエネルギースペクトル19)から，

地球磁場の影響を受けない109-1012eVの部分を積分

して求めた.40億年前のフラックスは現在とそれほど

変わらないと仮定している.紫外線に関しては，太陽

紫外線スペクトル (F74113)加を積分した値を基に，

40億年前のフラ ックス(太陽定数は現在の約40%21))を

試算した.放電エネルギーはChybaand Sagan2勺こよ

るより新しい推定値を併記した.地殻放射線は，その

透過力を考慮、した場合，大気中で‘の反応への寄与は無

視しうると考えられる.

以上の結果から各エネルギーによる 1 1の一酸化

炭素 ・窒素混合気体からのグリシンの生成率を試算す

ると，放電が10-600t/yrであるのに対し，宇宙線では

9000t/yrとなり， 1-3桁上回ることになる.他のエネ

ルギーの中で有効である可能性があるのは真空紫件線

と衝撃波であるが，アミノ酸生成率のデータが得られ
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陽子線照射によるアミノ酸生成量と水蒸気分圧

との相関

一酸化炭素と窒素の 1 1混合気体と液体の水

を入れたガラス容器を 7-80.Cにおいて陽子線

照射した.生成物は加水分解後，分析した.
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の議論に際して，表 1のMellerand U reyによる値18)

が批判きれることなく引用きれてきた.確かに，地球

上で得られるエネルギーとしては太陽エネルギーが圧

的に多く，宇宙線エネルギーは無視できるようにみ

える. しかし，この表に基づく議論には問題が多い.

まず，エネルギーの「質」が考慮、きれる必要がある.

宇宙線エネルギーは上に述べたようにアミノ酸生成に

対して非常に効率的なエネルギーである (1: 1の一

酸化炭素 ・窒素混合気体からのG値が約0.02). これに

対して，太陽エネルギーの大部分を占める赤外線・可

視光線は有機物生成に全く役立たない.紫外線に関し

ても，水銀ランプを用いた紫外線照射実験からは同様

な出発材料からアミノ酸の生成は認められなかった

が12)，これは窒素の光分解のためにはもっと短波長の

光，おそらく 110nm以外の真空紫外線が必要ではない

かと思われる.また，火花放電による同様な出発材料

からのアミノ酸のG値は，筆者らの実験によると約

10-6となり，宇宙線よりも 4桁ほど低い.衝撃波や熱に

グリシン生成量の混合気体に吸収されたエネル

ギー総量との相関

一酸化炭素 (280Torr)・窒素 (280Torr)・水蒸

気 (20-50T orr)の混合気体に， 2.8-40MeV 

陽子線(・)， 65MeVα粒子線(口)， 400MeV電

子線(ム)を照射した.生成物は加水分解後，

分析した.
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表 Millerand U reyによる地球上で得られるエネ

ルギーの推定値(文献18より号|用)

エネルギー源 エネルギー/回1伺 -2 yr-1 

太陽からの総轄射 260，∞o 
紫外線入<250nm 570 

入<200nm 85 
入<150nm 3.5 

放電 雷 0.9 
コロナ放電 3 

宇宙線 0.0015 
地殻放射線(深さ1.0陥まで) 0.8 
火山 0.13 

ていない.今後，これらのエネルギーの評価と宇宙線

エネルギーとの比較か望まれる.

なお，一酸化炭素 ・窒素・水蒸気の混合気体の粒子

線照射によって生成する生体分子としてはアミノ酸の

他に，ヒスチジンの構成要素であるイミダゾール13)，核

酸塩基のひとつのウラシルやその修飾体であるジヒド

ロウラシノレ23)などが同定きれている.

3.地球圏外環境下での有機物の生成

生成有機物の起源を地球圏外に求める議論もますま

す盛んになっている.この理由としては， (I)地球以

外にも種々の有機物が存在すること，そして (II)原

始地球大気がもし完全に「非還元型」であったとする

なら，原始地球上で十分な量の生体有機物の生成が望

めないこと，などがあげられる.

地球圏外の有機物としては，まず星間分子があげら

れる.暗黒星雲の赤外やマイクロ波スペクトルから，

ニトリル類やアルデヒドのような有機物が検出きれて

いるが，これらはアミノ酸などの生成中間体として重

要な化合物である.また，われわれが手にとって調べ

られる地球圏外物質，傾石(炭素質コンドライト)中

に，アミノ酸以2仏核酸塩基加を含む種々の有機物が存

在することが知られている.また，宇宙探査機による

諸惑星や琴星の観測により，木星大気や茸星ダスト中

に種々の有機物の存在が示唆きれた27) これらの地球

圏外に存在する有機物の生成のためのエネルギーとし

ては紫外線と宇宙線が主要で、あると考えられる.

地球上の生命の起源との関連からは太陽系の他の惑

星・衛星や葺星中にはアミノ酸などの生体有機物が存

在するかどうかが興味深い問題であるが，これまでの

ところ，その存在は確認きれていない.そこで，模擬

28 

表 2 原始地球上で得られたエネルギーの推定値

エネルギー源 エネルギー アミノ酸生成
/回1an-2 yr-1 への旬カ~I生・..

太陽紫外線入<110nm 0.16 0(7) 

放電 雷 0.9・ A 
0.05・・

コロナ放電 3・ b. ( 7) 
0.02・・

銀河宇宙線 0.026 @ 

太陽フレア粒子 ? @ 

士由民鮪矧す線(深さ1.0kmまで)0.8・ × 

火山 0.13・ x (7) 

寧文献18より "文献22より
"寧一酸化炭素・窒素・水型大気にそれぞれのエネルギー

を与えた場合のアミノ酸の生成。?は未確定。

地球圏外環境実験によりアミノ酸などが生成するかど

うかが調べられているので，紹介する.

3.1 模擬惑星大気からの生体有機物の生成

太陽系の諸天体のうち，木星・土星などの外惑星は

水素・ヘリウムを主とする濃厚な大気を有するが，副

成分としてメタン・アンモニアを含んでいる.また，

土星の衛星のひとつであるタイタンは，濃い大気を有

する唯一の衛星であるが，その大気の主成分は窒素と

メタンである.このようなメタン・アンモニア(また

は窒素)型の大気は，まさに1950-60年代に盛んに行

われたUrey-Miller型実験の原料であり，放電や紫外線

などの様々なエネルギーにより有機物が容易に生成す

ることが考えられる.実際に先のヴォイジャー計画な

どにより木星大気中に種々の有機物が存在することカ

確認きれている. しかし，これらの天体上に生命の誕

生に直接結びっしアミノ酸のような生体有機物の存

在はまだ確認きれていない.

一方，地球型惑星のうち，金星には二酸化炭素を主

とする90気圧の大気が，火星にはやはり二酸化炭素を

主とする0.006気圧の大気がある.火星に関しては，ヴ

ァイキング計画などにより生命 ・有機物の検出が試み

られたが，ポジティプな結果は得られなかった. しか

し，惑星科学の見地から火星は40億年くらい前までは

地球と平行して進化し，その結果，豊富な水と原始地

球と類似した大気を有した可能性が指摘されている.

原始火星大気が定性的には原始地球大気と似たもの，

すなわち，二酸化炭素・一酸化炭素・窒素・水蒸気の

混合物であるならば 2章で述べたように，このよう

放射線化学



な大気から宇宙線の作用でアミノ酸が生成し得たと考

えられる.原始火星に存在した有機物は，その後の火

星の大洋の消滅，大気の減少，地表の酸化などにより，

火星地表からは消滅したであろ うが，火星地下の凍土

中に保存きれている可能性が考えられる.では，現在

の火星大気からの有機物の生成は不可能なのだろうか.

筆者らは，火星・木星・タイタンの大気をモデルと

した模擬実験を行い15.16.28)，これらの環境下で宇宙線

などの高エネルギー粒子によりアミノ酸前駆体の生成

する可能性について検討し，将来の太陽系探査におけ

る有機物の検出の可能性について考察した.

3.1.1 模擬木星・タイタン型大気からのアミノ酸の

生成

模擬木星 ・タイタン大気としては，簡単のために，

メタン ・ア ンモニア またはメタ ン・窒素のそれぞれ 1

1の混合ガスを用いた.これに水蒸気を加えた場合，

加えない場合，きらに比較のためにメタンのかわりに

一酸化炭素を用いた場合を加え，合計8種類の混合気

体を準備し (表 3参照)，これにVande Graaff加速器

(東京工業大学)からの高エネルギ一陽子線(2.6-3.3

MeV)を照射した.照射後，生成物を水に溶かして取

り出し，これを酸加水分解した後，高速液体クロマト

グラフ ーポストカラム誘導体化-蛍光検出法(島津

LC-6A)によりア ミノ酸の分析を行った.

表 3に種々の混合気体に陽子線を照射した時に生成

するアミノ酸のG値(加水分解後)を示す.被照射気体

中に一酸化炭素またはメタンと窒素またはアンモニア

が含まれていればアミノ酸が生成することがわかる.

この結果は上記の気体を含む木星，タイタンなどの大

ー中にア ミノ酸前駆体(加水分解によりアミノ酸とな

る化合物)の存在を示唆する.

3.1.2 現在の火星上でのアミノ酸前駆体の可能性

図 5に修飾火星大気(二酸化炭素以外の微量成分を

10倍に増した混合気体)に3.3MeV陽子線を照射した

ものを加水分解後，アミノ酸分析計で分析した時のク

ロマトグラムを示す.セリン (G=6 x 10-8)，プロリ

ン (Gニ 2x 10-8)，グリシン (G=1 x 10-8
) などのア

ミノ酸が検出された.水蒸気を加えた場合も結果はほ

ぼ同様であった.アミノ酸のG値はかなり低くなるが，

これは一酸化炭素 ・窒素のモル分率が低いこと，酸素

が有意量含まれることなどによるものと考えられる.

また，セリンがグリシンより多いのも混合気体中に酸

素が含まれてい るためと推定きれる.この結果は，現

第 57号(1994)

表 3 模擬惑星大気の陽子線照射に より 生成したアミ

ノ酸のG値

惑星大気の 化合物(分圧/Torr) G値 x100・
モデル
atlOOS凶ere 炭素源窒素原水 Gly Ala Asp Ser 

原原崎~話火回星乳/ ∞ N2 2.12 0.326 0.053 0.039 
(280) (280) (20) 

∞ N2 2.23 0.309 0.249 0.003 
(350) (350) (0) 

慧星 ∞ NH3 + 23.1 2.62 0.654 l. 00 
(350) (350)・・(20)

∞ 州， 29.9 2.29 0.640 0.876 
(350) (350) (0) 

タイタン 間‘ N2 + l.55 0.311 0.005 0.023 
(350) (350) (20) 
a. N2 1.77 1.12 0.0020.014 
(350) (350) (0) 

木星 聞. 州， + 1.99 0.447 n.d. 0.002 
(350) (350)・・(20)
凶4 NH， ー 4.55 2.08 0.002 0.005 
(350) (350) (0) 

寧生成物は加水分解後、アミノ酸の15JlIJA:を行った。
H 容器に液体の水を加える前の分圧。

在の火星大気からも宇宙線の作用などでアミノ酸前駆

体が生成しうることを示唆するものである.

先のヴ、ァ イキング計画で調べられた火星の中 ・低緯

度の表層土壌からアミノ酸などの有機物はほとんど検

出きれなかった.これは，火星土壌中には紫外線など

の作用で生成した過酸化物・超酸化物が含まれるため，

生成した有機物がすぐに分解きれてしまうためと考え

られる.このような分解が起きない場所としては火星

両極の，水・ 二酸化炭素などの「氷」に覆われた極冠

が候補にあげられる.大気から生成した有機物が「氷」

中にトラ ップきれれば r氷」の昇華により濃縮きれ，

また再び氷に覆われることにより紫外線や宇宙線によ

る分解から保護きれるであろう 29) 極冠および地下凍

土中のアミ ノ酸は火星および原始地球上での化学進化

の直接の証拠となりつるものであり，今後の火星探査

時の分析が待たれる.

3.2 模擬琴星核中でのアミノ酸前駆体の生成

星中の生体有機物の存在については，原始地球上

で生命の誕生に用いられた有機物が琴星によ って供給

きれたとする説の検証という立場からも興味深い. し

かし，先のVega，GiottoによるHalley琴星探査におい

ては，アデニンなどの複素環塩基の存在の可能性は示

29 



(
起
番
困
刷
出

事司 ¥ Ser 

ヘぐ41jr。

10 20 30 ‘ 50 

時間/冊、 n

60 

図 5 修飾火星大気の陽子線照射生成物のイオン交換

クロマトグラム(加水分解後)

唆されたが，アミノ酸の存在は確認されなかった27) そ

こで，琴星の「核J，もしくはその構成材料と考えられ

る星間塵をシミュレートすることにより，アミノ酸が

生成しうるかどうかを調べてみた.

模擬琴星核は水，一酸化炭素，メタ ン，アンモニア

などを含む「氷」をガス混合装置(小島製作所製)に

よって均一に混合された混合ガスを， 1O-5-1O-6Torr 

に減圧した77K(東理社製)もしくは10K(ヘリウム循

環式・イワタニプランテ ック製)のクライオスタ ット

中の金属基板に吹き付けて作成した.この「氷」にVan

de Graaff加速器 (東京工業大学)から陽子線 (2.8

MeV，約0.1μA)を照射した (図6参照).照射後， ク

ライオスタ ットを室温に戻し，得られた不揮発性残留

物を水で回収し，加水分解後，イオン交換クロマト グ

ラフィーもしくはGC/MS法でアミノ酸分析を行っ

た.

表 4に種々の出発物質 (気体または個体)からの陽

子線照射により生成したアミノ酸の収率 (G値)を示

す.ただし，クライオスタ ットへ入射した陽子線のう

ち「氷」に当たったものの割合が未知のため， 表中の

G値は下限値である.今回用いたいずれの出発材料か

らも，陽子線照射によりグリシンをはじめとする種々

のアミノ酸が生成することがわかった.メタン・アン

モニア・水の「氷」からのアミノ酸のG値は10K時と比

べて77K時にきわめて低くなるが，これは77Kではメ

タンの蒸気圧が高く，氷中の実際のメタンのモル分率
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四重極圏量舟斬針

図 6 模擬琴星「氷」の陽子線照射実験装置図

A:圧力計

B:ニ一ドルパルフー

C:サーマルマスフローメータ-

D:逆止弁

E:混合器

F:ヒーターテープ

が極めて低かったためと考えられる. 一方，プロパン

は77Kでも蒸気圧が低いため r氷」中に保持きれる割

合が高く，メタンの場合よりも高いG値を示した.

以上の結果は，出発材料中に適切な炭素源・窒素源

があれば，団体(氷)への照射でも，気体への照射で

も，同様にアミノ酸前駆体が生成しうることを示唆す

る. 琴星核中の主成分と考えられる一酸化炭素 ・ア ン

モニア・水の混合気体からは，先に述べたように陽子

線照射によりきわめて高収率で種々のアミノ酸が生成

する.これらの結果から，一酸化炭素が主要な炭素源

と考えられる琴星核 (星間塵)上でも， 宇宙線エネル

ギーによりアミノ酸前駆体が生成しうることが類推さ

れる.このことをさらに検証するため， 一酸化炭素 ・

アンモニア・水を主成分とする 「氷」への陽子線照射

実験を現在行っており，この系でもアミノ酸前駆体が

生成することが示唆されているので，さらにその確認

を行う予定である.

3.3 惑星探査のターゲットとしてのアミ ノ酸

以上の実験の結果，火星極冠・地下凍土 ・慧星核，

さらには木星やタイタンの大気中にアミ ノ酸の前駆体

が存在する可能性が示唆された.ただし，液体の水の

存在しないこれらの環境ではアミ ノ酸は遊離アミ ノ酸

として存在しているというよりはむしろ，アミノ酸前

駆体の形で存在すると考えられる.アミ ノ酸の前駆体

としてはアミノニトリル類，シアン化水素重合体など

が考えられるので，現在，模擬実験生成物中のこれら

の化合物の同定を試みている.これら，アミ ノ酸前駆

体は惑星・ 琴星の有機物探査のターゲットとして適当

放射線化学



表 4 模擬琴星環境下での陽子線照射により生成した

アミノ酸のG値

G値 x1000・
出発物質 ヰ目 温度指

Gly Ala β-Ala 

C3H8 +トlH，+ H20 気体 295K 1 0.79 1.1 0.30 
0.45 1.3 0.040 

国体 17K 0.20 0.063 0.094 
0.20 0.063 0.035 

聞4 +附3 + H20 気体 295K 1 22 5.9 0.037 
18 3.1 0.074 

固体 77K 1 0.002 0.002 0.005 

1 OK 1 3 . 0 1. 2 0 . 36 
0.11 0.019 0.043 

∞ + NH， + H20 気体 295K 1 298 21 1.6 
2300 25 2.2 

窓生成物!劫日水分解後、アミノ酷の測定を行った。

なものと考えられる.

4. おわりに

本稿で紹介したように，宇宙のどこででも，適当な

炭素化合物(一酸化炭素またはメタン)と適当な窒素

化合物(窒素またはアンモニア)が存在すれば，宇宙

線のような高エネルギー粒子によりアミノ酸前駆体が

生成し，液体の水の作用によりアミノ酸が生成する可

能性が示唆きれた.特に一酸化炭素は宇宙においては

水素に次ぐ豊富な分子種であり，また，宇宙線エネル

ギーは宇宙において，最も普遍的に存在するエネルギ

ーである.以上のことから，アミノ酸といった生体分

子の無生物的生成は宇宙における極めて必然的な過程

Eある， といっても過言ではないであろう .

原始地球上での生体分子の起源としては，これまで

原始地球大気からの生成説と，地球圏外(特に琴星)

生成説が対立してきた.ここで紹介した実験の結果か

ら，宇宙線エネルギーを考慮に入れれば，少な くとも

定性的にはその両方の可能性が証明きれたことになる.

また，今後は，宇宙線をはじめとする種々のエネルギ

ーのより正確な評価と，原始環境や地球圏外環境のよ

り正確な記述により，地球上で生成した (domestic)

生体分子と地球外から運びこまれた (imported)生体

分子との定量的な比較が望まれる.

本稿で紹介した実験は金子竹男 ・笠松隆志 ・土屋正

彦(横浜国立大学)，小池惇平・大島泰郎(東京工業大

学)，斉藤威(東京大学宇宙線研究所)ほかの方々(敬
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称略)との共同によるものである.特に，宇宙線エネ

ルギーに関する議論に関しては斉藤威博士に大きく負

ってい るので，感謝する.また，本研究の一部は文部

省科学研究費 (05833007)の補助を受けた.ここに感

謝する.
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高エネルギー・イオンビームによる

ポリシランへの照射効果

1. はじめに

近年，イオンビームを利用したリソグラフィー，レ

ジスト材料の開発や表面改質など応用の観点から高分

子とイオンビームとの相互作用に関する研究が注目き

れてきている.イオンビーム照射により高分子中で起

こる化学反応としては，王鎖及び側鎖切断，架橋，炭

素化，アプレーション(溶発)やスパッタリング(分

子脱離)などが知られている.一般に放射線照射によ

り引き起こされる反応素過程では，短寿命の活性種，

例えば電子，イオン，ラジカルおよび励起状態の挙動

が重要で、あり，我々は基本的な高分子に対し高エネル

ギーイオンの照射によって生ずる高密度の電子励起現

象や線エネルギー付与 (LET)効果に関して放射線化

学的な立場から研究を行っている.ここでは，放射線

感応材料や半導体材料として注目を集め，紫外光やγ

線に対する光物性や放射線物性についての報告はある

ものの，イオンの照射効果については報告例がないポ

リシラン高分子について我々の研究を紹介する.

2.ポリシランとは?1) 

ポリシランは珪素のみで構成きれた主鎖骨格を持ち

側鎖には種々の有機置換基を持つ高分子である.ポリ

シランは，よく知られたポリアセチレンの様なπ電子

が非極在化したπ共役系高分子などとは異なり，主鎖

骨格のSi-Si結合を構成する電子が主鎖に沿って非極

化しσ共役系をなしているために，炭素系高分子とは

異なる電子的性質を持っている.例えば，直鎖ポリシ

ランは 1次元半導体の性質を示し，直接選移型バンド

構造を持ち，従来の高分子に比べて正孔移動度として

1Q-4cm2/V.secといっ大きな光伝導性を示す.現在各

種のポリシランが合成きれ微細加工用レジストやシリ

コンカーバイド繊維の前駆体あるいは電気伝導性高分

子などの新しい機能材料として注目きれている.

3. イオン照射効果2)

ポリシランのσ共役系は紫外領域に強い吸収を持つ.

第 57号(1994)
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紫外線の照射によって高分子の主鎖が切断きれる現象

が報告きれており，紫外線を利用したポジ型(分解型)

レジスト材料としての応用を目指した研究が進められ

ている.また， γ線や電子線照射による照射効果の研究

が行われているが， γ線てやは主鎖の切断が主に起こり，

電子線照射ではポジ型レジストとしての感度に違いが

みられるものの，紫外線の場合と同じくポリシランは

分解型の高分子であると考えられていた3，4) しかし，

以下の実験結果に示すょっに，電子線及びイオンビー

ム照射においては架橋型の高分子としての振る舞いを

示した.

実験では，試料としてSi骨格にメチル基とフェニル

基の置換基を持つ分子量約11.000のポリメチルフェニ

ルシラン (PMPS) をシリコン基盤上に0.5μm厚にス

ピンコーテイングしたものを用いた.作成した薄膜を

東京大学・原子力研究総合センターのパン・グラーフ

加速器5)からの2.0MeVのH+， N+イオンにより 真空中

(<lO-7Torr) ，室温下で照射し，赤外線吸収スペクト

ルを測定した後，キシレンで、現像を行った.現像後溶

け残った部分(ゲル化した部分)の膜厚を測定し，照

射前の膜厚との比(残存膜厚比)をゲル分率として感

度曲線を得た.現像後の試料に対して紫外線吸収スペ

クトルの測定を行った.きらにゲルの生成する線量付

近で別の試料の照射を行い， GPC (Gel Permeation 

Chromatography)によって分子量の変化を測定した.

また， 20及び~30keVの電子線によって照射を行い

(NTTにおいて照射)，それぞれ感度曲線を得た.こ

の様な低エネルギーの電子線ではシリコン基盤による

ビームの後方散乱が無視できず，吸収線量を求める際

にはこの効果を考慮した.

図 1に種々のビームに対するPMPSの感度曲線を示

す.照射したすべてのビームに対しPMPSはゲルを生

成し，高いLETを持つビームでは少ない線量でゲル化

し，感度が高くなるのが観測された.照射したフルー

エンスは，吸収線量に換算し，放射線照射による高分

子の架橋及び主鎖切断に関する理論 (Charlesby-
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図 1 PMPSの放射線に対する感度曲線 ・ :30keV 

電子線 0:20keV電子線口:2MeV H+ 

イオン・:2MeV He+イオンム :2MeV 

N+イオン

Pinnerの関係式)により架橋のG値を求めた.この値を

ゲル化線量と共に表 1に示す.ゲノレ化した事からも明

らかなようにPMPSは電子線やイオンビーム照射では

架橋型高分子としての挙動を示したが，これは既に研

究きれている紫外光やγ線による高分子の主鎖の切断

現象とは大きく異なるものである.また，ポリシラン

に対する電子線の照射効果についてはこれまではっき

りしていなかったが，本実験でPMPSは電子線に対し

架橋型高分子である事が分かった.更に，全〈別の反

応機構により光と放射線で分解型から架橋型に変化す

る高分子の例は既に存在するが，このPMPSのように

γ線， 電子線，イオンビームの間で，分解型 (γ線の場

合)から架橋型(電子，イオンの場合)へと変化する

ような高分子は他に例を見ない.

表 1に見られるようにLETの高い放射線ほど少な

い吸収線量ではゲルが生成している.架橋のG値から

も高いLET放射線は効果的に架橋反応を起こす事が

分かる.即ち， PMPSは種々の放射線に対して顕著な

LET効果を示す事が分かった.この様な現象は高LET

の放射線はラジカル等の反応中間体を高密度に生成す

るため，その再結合が促進されて分解の効率が減り，

架橋が進むためと考えられる.

図2にHe+イオ ン照射によるPMPSの赤外線スペク

トルの変化を示す.この照射によって， PMPSの分子

構造に以下の変化が現れたと考えられる.

1 )主鎖のシロキサン (Si-O)構造形成. 2) Si-C結
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(eLVEEIT Al 
Gelation Gelation 

Radiations 
uFIluCejcnmce2s ) 

Doses G(x) 
(MGy) 

2MeV N + 160 0.089 0.88 0.21 

2MeV Heφ 24 2.8 3.3 0.17 

2MeV H + 2.5 4.5X101 6.8 0.12 

2QkeVe- 0.21 6.8x1rJ 8.5 0.082 

30keVe- 0.16 1.0x1cj3 9.4 0.078 

Co
60 
y.rays 0.02-0.03 一 一 0.014 

表 1 種々の放射線によるゲル化線量とG値

Si-Si 

h
】
【
凶
ロ

u-c
-

4000 3500 30∞ 2500 2α)() 1500 1000 450 

Wave Number (cm-') 

図2 He+イオン照射に よる赤外線吸収スペクトルの

変化:照射前(図中上部)及び572MGy照射後

(下部)の試料

合の増加によるシリコンカーバイドネットワークへの

構造変換.

これらの変化はいずれも高分子の主鎖の切断を意味

するものである.分子量測定により置換基や側鎖の分

離物質と思われる低分子量物質が検出されたことや，

紫外光吸収スペクトルが主鎖の切断を意味する短波長

側へのシフトを示したことも，この様な変化を裏付け

ている.これは即ち， PMPSの骨格そのものがイオ ン

ビームによって切断，組替えを受け，改質きれたもの

と考えられる.高分子の主鎖の組み替えは，炭素系の

高分子にはみられない特徴であり様々な応用が考えら

れる.このスペクトルの線量領域はゲル化線量と比較

放射線化学



して非常に大線量であるが，これらのスペクトル変化

はゲル化線量の領域でも若干だが観察されている.
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イオ ンビーム励起による発光スペクトルの時間

(照射量)変化:上からPMPS，PMPrS， PDHS 

5.光伝導性に対するイオンビーム照射効果

3次元の単結晶シリコンでは電子，正孔の両者とも

高い移動度を示すのに対し，ポリ シランの電荷担体は

正孔しか観測きれていない.前述のよ うにポリシラ ン

の室温における正孔移動度はlO-4cm2/V. secのオー

ダーであり，この値は従来の代表的な光伝導性高分子

材料であるポリビニールカルパゾールと比較しても 2

桁程度高い値である.このような性質を示すポリシラ

ンがイオンビームの照射によ って電子も電荷担体にな
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4.イオンビーム励起発光

3次元半導体である結晶シリコンは極めて発光効率

が低いが 1次元あるいは 2次元半導体であるポリシ

ランは紫外から可視領域にかけて強力な許容選移を持

つ.その遷移の形態は高分子の構造に強〈依存してい

る.本研究においては 3種類の異なる側鎖置換基をも

っポリシランからのイオン励起発光の測定を試みた.

薄膜試料からの発光はマルチチャネル分光器を用い，

200nmから600nmの波長領域を位置検出により同時に

測定し，発光強度の時間(照射量)依存を測定した.

料は室温， 真空下で2.0MeVのHe+イオンにより照

きれた.

図 3にポリメチルフェニールシラン (PMPS)，ポリ

メチルプロピルシラ ン(PMPrS)，ポリジヘキシルシラ

ン(PDHS)薄膜のイオン励起発光スペクトルの照射に

よる時間変化を示す.PMPSでは約350nmの発光強度

は照射量が増えるにつれ次第に減少していくことが確

認された.350nmの発光はノ〈ンド間遷移によるもので

あるが，この消光過程は主鎖の分解の結果であると考

えられる.PMPrSて、はPMPSと同じように350nmの発

光が見られ，この発光は照射量が増えるにつれて強度

が減少すると同時に次第にブルーシフトを起こし， 335

nm位までシフトしそれ以上は変化しない.このブルー

シフトはPMPSの場合と同じく主鎖の切断の結果と考

えられる. PMPSの場合にブルーシフトが見られない

のはPMPSの基礎吸収帯が発光帯に非常に近いために

短波長側の発光が見えなくな ったものであろう.

HSでは照射の初期には380nm付近のピークのみで

あるが，照射量の増加と共に このピークは次第に小き

くなり，新たに335nm付近にピークが現れ照射量の増

加と共に大きくなりその後次第に小さくなる.イオ ン

ビーム電流は測定可能な範囲で熱的効果を試料に与え

ないようできるだけ小き く抑えられたが， PDPSの相

転位が42
0

C付近にあることから， 380nmから335nmへ

の発光のシフ トはイオ ンビームによる熱的効果の可能

性がある.また，用いた試料の全てに440nm付近にブロ

ー ドなバンドが見られる.PDPSではこのピークは照

射の初期にはなく 335nmの発光が現れると同時に現れ

てくる.このバンドは照射量に依存していることから

不純物からの発光ではなくメイ ンのバンドに付随した

ものと考えられる.
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りうるか，移動度はどのように変化するのか興味深い

ところて“ある.

実験では光(レーザー)照射により生成した担体が

高分子聞に置かれた電極を走行する時間を測定するこ

とにより移動度を求めている. PMPS薄膜に2MeV

He+イオ ンビームを照射後，測定を行ったところ正孔

移動度が大きくなる現象が観測された.これは 3節に

述べたように，ポリシランは照射により高分子ゲルを

生成しネ ットワーク構造を持つ分子に変換される，つ

まり 2次元構造を形成することにより移動度が大きく

なると考えられる.

6.結び

ポリシランに対するイオン照射効果の研究は始めら

れたばかりで数少ないデータを紹介したが，炭素系高

分子にはない興味ある現象が見いだきれている.また

最近では分子レベルで配列が制御可能なLB膜を用い

た実験も試みている.なお，電子線照射による光過渡

吸収やγ線照射による光吸収の実験も行っており，そ

れらの結果については参考文献を参照されたい7.8.9)

これらの研究は東大・原、総センター・田川精一助教

授(現阪大 ・産研 ・教授)，東大・ 工 ・関 修平氏，石

樽顕吉教授，吉田陽一助手(現阪大・産研・助手)等

との共同研究であり，各氏に感謝します.
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司恒国君ヨ

重イオンマイクロビームの応用

一宇宙用LSIのシングルイベント-
原研高崎研究所技術開発課 平尾敏雄， 梨 山 勇

1. はじめに

我々 は， 日本原子力研究所高崎研究所のイオン照射

研究施設 (TIARA)で得られる重イオンマイクロビー

ムを用いて，重イオンが半導体素子に入射して生じる

超高速のシングルイベント過渡電流波形の測定に成功

した.これにより，宇宙で用いる半導体素子の故障の

大きな原因になっているシングルイベント現象の機構

解明が大いに進むものと期待きれる.

宇宙で用いる半導体素子のシングルイベント効果と

は，高エネルギーの粒子が素子に入射して引き起こす

様々な故障をきす(図1).これには，入射粒子の飛跡

図 1 シングルイベントにおける電荷収集機構

に沿って高密度の電荷が発生し， この電荷素子に蓄

えられたデジタル情報を反転させたり(ソフトエラ

ー)，素子内に大電流が流れて素子を破壊したりする

(ラ ッチア ップ，パーンアウト)現象がある.シング

ルイベントの基礎過程は，荷電粒子の侵入による電

第 57号 (1994)

子・正孔対の発生と，それに続く電荷の収集であ る.

これには，数百ピコ秒で消滅する非常に速い成分と，

十ナノ秒以上にも及ぶ遅い成分(拡散成分)とがある.

速い収集成分は，きらにドリフ ト成分とファネリング

成分とに分かれる. ドリフト成分は，素子内のpn接合

部の強い空乏層電界による電荷収集である.ファネリ

ング成分は，後で述べるょっに，重粒子の侵入で発生

する多量の電荷により空乏層電界の一部が基板内に侵

入し，そこから収集きれる電荷に起因する.

近年，人工衛星の高機能化が進み，そこに搭載きれ

る電子機器には小型，軽量，低消費電力，高信頼性，

高集積度の集積回路が要求きれている. しかし，通常

の集積回路の多くは放射線に大変弱く，宇宙空間でそ

のまま使用することはできない.きらに，半導体デバ

イスの微細化はピ ット当たりの駆動電荷量を小きくす

るために，シングルイベント効果が起き易くなり，宇

宙環境下での使用に際し大きな障害となる.従って，

シングルイベント現象の機構を解明し，素子の耐放射

線性を向上きせることが重要になる.

集積回路内の微小なpn接合部に高エネルギーイオ

ンを正確に照射するにはマイクロイオンビームの利用

が考えられる.マイクロイオンビームの形成方法には，

マイクロコリメータを使用する方式とビーム集束方式

とがある.一方，シングルイベント効果の実験に用い

るマイクロビームに要求きれる性能は，デバイスレベ

ルのビーム照射位置制御，一個の粒子を照射できるシ

ングルイオンヒ ット，及び，シングルイベント感応領

域の分布測定等が挙げられる.こうした点を考慮する

と，マイクロビーム形成方式としては，集束型の方が

適していると言える.

2.重イオンマイクロビームについて

図 2に高崎研究所のタンデム加速器に接続きれてい

るマイクロビーム形成装置を示す.この装置は，前段

レンズ系と精密レンズ系より構成きれている.前段レ

ンズ系では，スクレーパスリ ット及び前段四重極レン
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図 2 重イオンマイクロビームの形成装置

ズにより入射ビームの整形を行う.精密レンズ系では，

マイクロスリ ット及び精密二連四重極レンズによりタ

ーゲット位置でのビーム径を 1ミクロンにまで絞り込

む.ターゲット位置のビーム電流量及び粒子数の計測

はファラテ。イカ ップと半導体検出器を用いて行う.ビ

ーム径は，試料近傍に置いた銅メ ッシュに集束ビーム

を走査して得られる二次電子像の線幅から求める.

1ミクロ ン径のビームを試料上の目的とする位置に

精度良〈照射するため，ビーム照準には間接的ビーム

照準方法を採用している.これは，試料上に位置決め

のための規準点を予め用意し，この位置とビーム位置

を顕微鏡と 二次電子像を用いて正確に決める方法であ

る.

シングルイベントは 1個の粒子の入射によって発生

する現象であるため，高エネルギー粒子を 1個ずつ試

料に入射させる必要がある.そのため，高崎研究所の

マイクロビーム装置では，粒子の入射で試料から発生

する二次電子を検出し，その信号で精密レンズ系の上

流部に設置されている高速ビームスイ ッチを作動させ，

後続のイオンを遮断する方法でシ ングルイオンヒ ット

を行っている.

3. シングルイベン卜過渡電流について

先に述べたように，シングルイベント現象は非常に

高速の過渡現象である.そこで，その基礎過程を解明

するため，我々は，数十ピコ秒の時定数で電荷移動を

測定できる測定系を構築した.図 3に測定システムを

示す.測定には周波数帯域40GHzのサンプリングオシ

ロスコープを用いる.シリコ ンのpn接合試料にイオ ン
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図3 シンク*ルイベン ト過渡電流測定系

が入射して発生するシングルイベント過渡電流の信号

をpn接合の両端から取り出され，一方は遅延回路を通

して測定系に，もう 一方は40dBの増幅器を通してオシ

ロスコープの外部トリガ一系に導く .試料の広帯域化

と測定系のインピーダンス整合を図るために 2本の

マイクロストリ ップラインを持つチップキャリアを作

製し，これに接合面積50μm径のpn接合ダイオードを

マウントしている.測定系のインピーダンスは全て50

0である.

図4は，上記のpn接合ダイオードと 1μm径の重イ

オンビームを用いて，イオンの入射位置を素子上の特

定の位置に固定し，サンプリング法によって測定した

微弱過渡電流を示したものである.これから，シング
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E 
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世
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剖
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図4 シングルイベント過渡電流波形

ノレイベント過渡電流は数百ピコ秒間の現象であること

が分かる.また，入射イオンの原子番号が大きく， LET 

が増加するに連れ波高値が高くなり，電荷収集量が増

加する.空乏層内で発生する電荷量と実験で得られた

収集電荷量を比較すると，実験ではどのイオン種にお

いても空乏層電荷の約 2-3倍の電荷が収集されてい

ることが分かる.このことは，電荷は空乏層幅の 2-3

倍も深い領域からも収集きれていることを示しており，
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ることができる.この手法はシングルイベン トの簡便

な測定法として注目きれ，最近，研究開発が盛んに行

われている.

IBICマッピングは簡便ですまあるが，シ ングルイベン

ト効果と必ずしも 1対 1に対応しない面がある.そこ

で，どうしてもシングルイベント効果そのものをマッ

ピングすることが必要になる.これによ って，集積回

路上でのシングルイベント感応領域の位置，形状，面

積等を直接測定することは， シングルイベントの機構

解明や耐シングルイベント 素子の開発に大いに役立つ

ことが期待きれる.図 6に米国のサンディア国立研究

所で測定したC-MOSのシングjレイベントソフトエラ

ーの二次元マ ッピングの一例を示す.これから，感応

領域は左上のオフ状態のnチャンネルMOSに局在して

ファネリングの影響が現われていると考えられる.

~5 はファネリ ン グによる pn接合近傍の電位分布

の変形を示す計算機シミ ュレーションの結果である.
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シングルイベン トの感応領域(文献 3より転写)図6

これは，入射重イオンの飛跡に沿って発生する電子 ・

正孔対プラズマの密度が半導体の不純物濃度より十分

に大きい場合について，プラズマの両極性拡散と再結

合を考慮し，ポアソ ン方程式を動的に解いたものであ

る.重イオンの入射前の等電位線は接合近傍に局在し

ているが，入射後のそれはイオンの飛跡に沿って深く

侵入する.この現象は極めて短時間のうちに起こり，

重イオ ンの入射後 4ピコ秒で最大となる.このファネ

リングのために電極への電荷収集量は単純な予想より

も数倍も大きくなる.

ファネリ ングの計算機シミュレーシ ョン図5

いる様子が明瞭に分かる.

シングルイベン ト効果のマッピング技術は， 未だ開

発段階であるが，急速な技術進歩に より，様々な実用

素子の試験にこの手法を適用でき るようになる時期も

近い.

5.むすび

高崎研究所では，シングルイベン ト現象の解明を行

うため，0.5μmの位置決め精度を持つ照射試験装置を

完成した.この装置と重イオンマイク ロビームを組み

合わせることに より，シングルイベン ト効果の感応領

域の位置，形状，面積を直接測定でき，素子の耐放射

線性をミク ロな視点から評価することが可能になる.

また，この装置は， シングルイベン ト現象の基礎過程

を解明するための強力な手段となるものと思われる.
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4.マッピング

以上は，素子上の特定の場所に狙いを定めてイオン

イクロビームを照射する場合であるが，イオンマイ

クロビームのもう 一つの利用法は，試料面上にビーム

を走査して照射し，発生する様々な現象の二次元的な

画像を得ることである.これは，走査型電子顕微鏡と

全〈同じ考え方であり 2節で述べたビームサイズを

測定するための二次電子像はその典型的なものである.

集積回路のシングルイベント効果を走査イオンマイ

クロビームを用いて測定する方法は，現在 2つの方法

が行われている.その一つは集積回路全体に流れる電

流がイオンの入射部位によ って微妙に変化することを

利用して，電流量のマッピングを行うもので，これを

IBICマッピング(IonBeam Induced Current)と呼

んでいる.集積回路の一部でシングルイベントが発生

すると誘起電流が増加するため，その波高分布を画像

処理することでシンクゅルイベン トの発生部位を特定す

第 57号 (1994)
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司堅固司ヨ

酸化物高温超電導材料の放射線照射効果

1. はじめに

電気抵抗が実際上零となる，超電導状態にある材料

でも，温度，電流密度，磁界がある臨界値を超えると，

超電導ではなくなる.これらの超電導特性のうち，磁

場中で測定した臨界電流密度は， 5 X 1022m-2程度まで

の中性子照射によって向上することが，臨界温度の低

い (18.5K)，金属間化合物のNb3Snについて報告され

ている 1) これは，照射によ って生じた，結晶中で原子

配列の乱れた領域が，磁束線をピン止めすることによ

る2) 照射が進むと，超電導ではない，照射欠陥の体積

率が増加するので，次第に超電導特性が劣化する.こ

のよ うなことから，臨界温度が僅かに低下する程度の

照射で，臨界電流密度の向上は最大となる.

超電導材料に放射線を過度に照射すると，その部分

では原子の配列が乱れた領域の割合が大きくなり，つ

いには照射した領域全体が，超電導を示きなくなる.

このような放射線照射損傷は，超電導材料の間に非超

電導層を挟んだサンドイ ツチ型のジョセフソン素子の

製造のほか，酸化物高温超電導材料の加工にも利用き

れている 3)ぺ
ここでは，電子照射線による，焼結したYBa2CU307

および (Bi，Pb) 2Sr2Ca2Cu30lOペレ ットの，超電導転

移温度および臨界電流密度の変化に関する，実験結果

について紹介し，酸化物高温超電導材料の加工への，

放射線利用の観点から，電子線あるいはガンマ線の照

射による，界面の変化について考察する.

2.超電導転移温度

焼結YBa2Cu307ペレ ットの電気抵抗率は，図 1に示

すように， 300Kから約120Kまで，測定温度とともに直

線的に低下する 5) 常電導-超電導の転移は-94Kから

始まり， 92.5KIこなると，電気抵抗は検出できなくな

る.この試料に 3MeVの電子線を照射すると，超電導

転移温度はほとんど変化しないが，常電導状態の電気

抵抗率は，照射量にほぼ比例して増加する.すなわち，

超電導転移温度に近い， 95KIこおける電気抵抗率は2.9
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図 1 焼結YBa2Cu307の電機抵抗率一温度曲線に及

ぽす， 3MeVの電子線照射の影響

。mから 7μOm/1023m-2の割合で増加する.これは，

照射によ って生じた格子欠陥の数密度が，電子線照射

量に比例して，増加することを示している.きらに，

92.5Kであ った臨界温度は 3K/1023m-2割合で低下

する.

電気抵抗率の温度変化を測定する際に，電流密度を

大きくすると，YBa2Cu307焼結ペレ ットでは，図 2に

示すように，超電導転移の開始温度はそれほど変化し

ないが，零抵抗の温度はかなり低下する 5) この試料

に， 3MeVの電子線を1.5X 1022m-2照射すると，臨界

温度はごくわずか低下するが，105kAm-2の電流密度

で測定した，超電導転移温度は照射前の88.6Kから

90.4Kまで上昇する.このことは，この電子線照射によ

って，焼結YBa2Cu307ペレ ットの臨界電流密度が向上

することを示している.

焼結Bi1.4Pbo・6 Sr2Ca2Cu30lOペレ ットの臨界温度は

105.3Kと， YBa2Cu307に比べて高いが， 3MeVの電子

線を照射すると， 16K/1021m-2の速度で低下し，115K

の電気抵抗率も， 14.5μOmから2.9μOm/1019m-2の
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図2 焼結YBa2Cu307について，電流密度の関数とし

て測定した，超電導転移温度の， 3MeVの電子

線照射による変化

割合で上昇する 6) すなわち，これらの特性の電子線照

射による変化率は， Bi1・4Pbo.6Sr2Ca2Cu301Oペレ ットの

方が， YBa2Cu307ペレットに比べて， 2 -3桁も大き

い. したがって，高電流密度で測定した超電導転移温

度が，電子線照射によって上昇する照射量も，焼結し

たYB2CU307ペレットに比べて 3桁も少ない.例え

ば， 100kAm-2の電流密度で測定して転移温度は 3

MeVの電子線を1.0X 1019m-2照射すると，96.5Kから

102.8Kまで上昇する.

このほか，薄膜のBi-Sr-Ca-Cu・0は，放射線に対して

非常に敏感で，アモルファス化して超電導を示きなく

なる，最低のイオン照射量は， Y-Ba-Cu-Oに比べて 2

桁あるいはそれ以上に小さいことや，格子原子のはじ

き出しが起こらないような低エネルギー (10keV)の電

子線を照射しても，非超電導化することが報告されて

いる 3)

3.臨界電流密度

焼結べレ ットの，結晶粒内を流れる電流の臨界密度

は，磁化曲線から求めることができる.焼結ペレ ット

から切り出したYBa2Cu307試料について， 77Kで測定

した磁化曲線から求めた，臨界電流密度の照射前の値

(Jco)と照射後の値(Jc)との比を，電子照射量の関
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図3 焼結YBa2Cu307の臨界電流密度の，電子線照射

による変化率(Jc/Jco)の，照射量依存性(磁

化率測定温度:77K) 

数として整理して，図 3に示す7) 臨界電流密度の相対

値(Jc/Jco)は， 3MeVの電子線照射量に対して直線

的に増加し， 1. 5 x 1022m-2程度の照射で極大となる.こ

の電子線照射による臨界電流密度の改善効果は，少な

くとも 1Tまでは外部磁界が大きいほど有効で、ある.

低磁界では，照射量が-1.5X1022m-2を超えると，改善

効果は急速に低下するが， 1 Tの磁界では，照射量が

2.5 X 1022m-2になっても，改善効果はほとんど低下し

ない.臨界電流密度の改善効果が極大となる照射量は，

高電流密度でj則定した超電導転移温度が最高となる照 ' 

射量と，よく対応している.

焼結したBi1.4Pbo.6Sr2Ca2CU301Oぺレ ットでは，電子

線照射による損傷速度が大きいので，磁化率の測定か

ら求めた，臨界電流密度の上昇が認められる照射量が

低くなる.このため，臨界電流密度の向上に寄与する

照射欠陥が小きく，数密度も少ないので， YBa2Cu307 

ペレ ットの場合と異なって，外部磁界が小さいほど，

照射効果が大きくなる 8) さらに， 5Kや20Kなど，測

定温度が低いと，電子線照射によって臨界電流密度は

上昇するが，測定温度が， 50Kになると，外部磁界が小

きい場合でも，磁化率から求めた臨界電流密度は低下

する.これは，結晶粒内の界面が電子線照射によって

変化し，結晶粒の大きさの実効値が小きくなることに

放射線化学



よると考えられる.

焼結した Bil・sPbO.SSr2Ca2CU3UIOペレ ッ トに 3

MeVの電子線を 2X 1022m-2照射すると，結晶粒の表

面に形成した，アモルファス層が観測されることが報

告されている 9)

結晶粒界を含めた，試料全体を流れる電流の臨界密

度は，直流四端子法によって測定できる.この方法で

測定した， Bil.sPbo.sSr2Ca2Cu3Ul0焼結ペレ ットの臨界

電流密度は，図 4に示すように， 3MeVの電子線を

1 x 1019m-2程度以上照射すると，50K以下の温度では

上昇し，50K以上の温度では低下する 10) この電子線照

射による臨界電流密度の上昇は，測定温度が低いほど
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図 4 焼結Bil.5Pbo・SSr2Ca2Cu3UI0の， 3MeVの電子

線照射による，臨界電流密度の変化

大きし 30Kの測定では， 9.4MAm-2から11.2MAm-2

まで上昇する.この電子線照射による臨界電流密度の

上昇は，結晶粒内に生じた照射欠陥によるものであり ，

高温における臨界電流密度の低下は，結晶粒界に形成

したアモルファス層によるものであると考えられる.

結晶粒内に照射欠陥が生じない 60COからのガンマ

線を照射すると， Bi 1.5 Pbo・SSr2Ca2Cu3UIOペレットで

第 57号 (1994)

は，図 5に示すように，直流四端子法で測定した臨界

電流密度は，結晶粒界に形成するアモルファス層のた

めに低温領域でも低下する 11) このガンマ線照射の効
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図 5 焼結Bil.5Pbo・SSr2Ca2Cu30lOの，直流四端子法で

測定した臨界電流密度の，ガンマ線照射による

変化

果は，測定温度が低いほど著しく， 20Kの臨界電流密度

は，照射前の11.7MAm-2から，2MRの照射によって

8.5MAm-2になる.さらにガンマ線の照射を続ける

と，低温領域での臨界電流密度は低下し，このような

照射効果が認められる上限の温度は次第に上昇する.

例えば，2MRの照射後では約65Kであ ったものが， 24 

MRの照射をすると約70Kに上昇する.

電子線あるいはガンマ線の照射によって結晶粒界に

形成したアモルファス層は，磁束線のピン止めに寄与

し，磁場中で測定した臨界電流密度を上昇させる.例

えば，焼結Bil.sPbo.sSr2Ca2Cu301Oペレ ットに， 3MeV

の電子線を 1x1019m-2程度で照射すると，外部から

O.04Tの磁界をかけて測定した臨界電流密度は， 50K 

以上の温度領域では，ごく僅かではあるが照射前の値

より大きくなる 10) さらに，ガンマ線を 2MR照射した

後， O.16Tの磁界で測定した20Kの臨界電流密度は，照

射前の1.2MAm-2から1.4MAm-2に増加している 11)
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なお，焼結YBa2Cu307ペレ ットでも，直流四端子法

で測定した臨界電流密度が，電子線照射によって上昇

することが確かめられている12)

4.界面の変化

焼結した Bil.sPbo.sSr2Ca2CU3010ペレ ッ トに 3

MeVの電子線を1.8x 1020m-2まで照射した後，直流四

端子法で測定した臨界電流密度を，外部磁界の関数と

して，図 6に示す10) この図から， 77Kで測定した臨界
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図 6 焼結Bil.sPbo.sSr2Ca2CU301Oに， 3MeVの電子

線を1.8x 1020m-2照射した後，電気抵抗法で測

定した，臨界電流密度一外部磁界曲線の測定温

度による変化

電流密度は僅かの外部磁界で急激に減少し，0.03Tで

極小になった後， O.lTのピークを通り，磁界が増加す

るにしたがって，単調に減少することが分かる.また，

測定温度を50KIこ下げると，臨界電流密度が極小ある

いは極大となる外部磁界は，それぞれ0.05および0.4T

と大きくなる.さらに，20KIこおける臨界電流密度の極

小はO.lTに現われるが，極大となる外部磁界は0.7T

以上になる.
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このように，外部磁界の関数として測定した臨界電

流密度曲線において，極小および極大が現われるのは，

結晶粒界にアモルファス層が形成きれ，そこでは超電

導電流が流れなくなるのと，磁束線のピン止めに寄与

して，臨界電流密度を上昇させることのバランスによ

る13)もので，図 6は，77KIこおいて，外部磁界が0.04T

らか0.08Tまでの範囲では，結晶粒界による磁束線の

ピン止めが有効に作用していることを示している.

結晶粒界と関係のない， 77Kで測定した磁化曲線か

ら求めた， YBa2Cu307焼結べレットの結晶粒内を流れ

る，臨界電流密度の電子線照射による変化を，図 7に
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図7 焼結YBa2Cu307の， 77Kにおける磁化率の測定 '

から求めた，臨界電流密度一外部磁界曲線に及

ぽす， 3MeVの電子線照射の影響

示す7) この磁化率から求めた臨界電流密度は，照射前

には外部磁界の増加にしたがって単調に減少するが，

電子線の照射量が大きくなるにしたがって，外部磁界

の大きい領域では，臨界電流密度が上昇し，照射量が

1 x 1022m-2を超えるよつになると，外部磁界の関数と

し表わした，臨界電流密度に極小が現われる.このこ

とは，結晶粒内に存在する面状の欠陥，例えば双晶境

界が，他の部分より電子線照射に敏感で¥磁束線のピ

ン止めに寄与することを示している.

以上要するに，適当な界面をも った試料全体に，電

放射線化学



子線あるいはガンマ線を照射することによって，結晶

粒内の超電導特性を損なうことなく，結晶粒界あるい

は結晶粒内に，面状のアモルファス層を形成きせるこ

とができる.さらに，アモルファス層の厚きは，照射

量の増加に対して，単調に増大すると考えられる. し

たがって，このような電子線あるいはガンマ線の照射

効果を利用すれば，酸化物高温超電導材料では非超電

導層の厚きを精確に制御することが難しい1ベ トンネ

ル接合型のジョセフソン素子を，放射線を照射する領

域を限定する方法1

ことカがfてでで、許、きる.

5. まとめ

酸化物高温超電導材料である，焼結したYBa2Cu307

あるいは (Bi，Pb) 2Sr2Ca2Cu30lOのペレ ットに，電子

線あるいはガンマ線を，臨界温度が僅かに低下する程

度まで照射すると，それによって生じた照射欠陥が，

磁束線をピン止めすることにより，臨界電流密度が上

昇する.この照射によって，結晶粒界あるいは結晶粒

内の，面状に結晶格子がみだれた領域では，結晶粒内

の他の領域に比べて，選択的に放射線照射損傷が進む

ため，薄い面状のアモルファス層が生成成長する.こ

のアモルファス層は，磁場なしで測定した，臨界電流

密度を低下させるが，磁束線のピン止めに寄与するた

め，磁場中で測定した，臨界電流密度は上昇する.

電子線あるいはガンマ線の照射では，アモルファス

層の成長速度を容易に制御できるので，これらの放射

線照射は，酸化物高温超電導材料で構成きれる， トン

ネル接合型のジョセフソン素子の製造などに利用でき

る.
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〔特別寄稿〕

コンビュータ・ネットワーク利用の勧め

1.序

ここ数年間に，全国の大学・研究所でコンビュータ ・

ネットワークの整備が進められ，電子メールや遠隔地

のコンビュータの利用が手軽にできるようになりまし

た. しかし，今のところ利用しているのは非常に限ら

れた人で，宝の持腐れになっています.せっかく多額

の費用を掛けてつくった設備がもったいないですし，

電子メールの便利きを知っているものにとっては出し

たい相手が使っておらず利用できないのは不便です.

ぜひ多くの人にコンビュータ・ネットワークを使って

いだだきたいと思います.ここでは，これを用いて何

ができるのか利用者の立場から紹介します.この解説

を読んで少しでも使ってみょうかと言う人が増えてい

ただければ幸いです.

2. アカデミック・ネットワーク

大学 ・研究所内に設置されたネ ッ トワーク(LAN，

local area network)は，その中で情報をやり取りす

るだけではありません. gatewayという接続用のコン

ビュータを通して外部のネ ットワークに繋がっており，

LANの外部とのやり取りも可能です.圏内では学術情

報センターが管理するSINETや科研費で運営きれて

いる実験ネ ットワーク]AIN，産学共同のWIDEなどが

このLAN同志を繋ぐネ ットワークです.どれかのネ ッ

注 1)TCP /IP (コ ンビュータ通信の約束事(プロト

コノレ)の一つ)によるネ ットワーク間ネ ットワーク群，

SINETもその一つ， Internetと言う名前のネ ットワー

クカfあるわけではない.

注 2)IPアドレスは世界で重複がないように合衆国の

スタンフォード研究所のNIC(Stanford Research 

Institute international-N etwork Center)で割り当て

ています.新しく LANにコンビュータを接続するとき

はこのIPアドレスを確保してからでなければ繋げま

せん.ただし， LANの管理者がすでにIPアドレスの割

当をもらっているはずですから，自分で]RI-NICまで

申請する必要はないと思います.
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トワークに繋がっていれば，他の国内ネ ットワークや

InternetltJ)， Bitnetなどの国際ネ ットワークともいく

つかの接続点て与繋がっていますから，全世界と情報を

交換することができます.利用者側から見れば，この

ようにLANに繋いだコンビュータは単なる内線電話

ではなく国際電話も可能なダイヤルイ ンとして働きま

す.従って， LANに直接繋がっているコンビュータは

世界で一義的に決まる電話番号， IPアドレスを持って

います.住2)

3.何ができるか

コンビュータ ・ネットワークを利用すれば次のよう

なことが可能です:

1 )世界中の大学，研究機関，企業等との電子メー

ル (e-mail)の交換，

2 )世界中の大学，研究機関，企業等のコンビュー

タのアクセス(Telnet)，

3 )世界中の大学，研究機関，企業等との電子メー

ルでは送り切れない大きなファイルのやり取り

(FTP)， 

4) newsシステムやBBS(電子掲示板)などを使っ

たいろいろな情報交換.

電話回線などと違い，ネ ットワークの使用料は無料

で凶}外国か国内か等相手の場所はほとんど意識せず

注 3)学術情報センターから海外へe-mailを送る場合

は使用料をとっているょっです.また，アメリカなど

で使用料をとろうという動きがあります.
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使うことができます.ここでは電子メールと遠隔地の

コンビュータのアクセス(telnet)について説明します.

4.電子メール(electronicmail， e-mail) 

電子メールを受け取るには， IP接続きれたコンビュ

ータのユーザーとして登録することです. IP接続と

は， IPアドレスを確保してネ ットワークに直接繋ぐこ

とで，イーサネ ットインターフェースを持ったワーク

ステーションやパソコンなどはイーサネ ットケーブル

とトランシーパという接続機器を使ってIP接続でき

ます.ユーザーとして登録すれば，そのコンビュータ

にmailboxが確保きれe-mailアドレスが与えられるは

ずです.学内あるいは所内ネ ットワークサービスの利

申請をすれば，たぶんLANのホストコンビュータに

mailboxとe-mailアドレスがもらえるはずです. e-

mailがどこかから届けば， mail管理のフ。ログラムを起

動させた時，新しいメールが届いたという意味のメ ッ

セージが表示きれます. e-mailの送信方法は使ってい

るシステムにより変わりますが，次のような内容を打

ち込みます:

宛先:相手のe-mailアドレス (1) 

写し:写しを送りたい相手のe-mailアドレス (2) 

見だし e-mailのタイトル (3) 

本文 (4)

(1) (2)て、打ち込むe-mailのアドレスは例えば

koizumi -h @ e3 _ hines_hokudai.ac.j p 

のような形です.これは， Internet形式のアドレスで

@の右側はコ ンビュータのドメインアドレス，左側は

ーザー名です. ドメインアドレスというのは，前述

のIPアドレスの別名で 1対 1で対応しています.IPア

ドレスは数字の並んだ133.50.XX.X (Xも数字)のよ

うな形式で覚えにくいので，略号を並べた形にして分

かり易くしたものです.上の例では，右から日本(jp)，

大学などの研究・教育機関(ac)，北大(hokudai)，北大

学内ネ ットワークのコンビュータ名(e3_hines)を意

味します.

(3)の見出し(英語でPはSubject)は，手紙の内容を表

すことばを打ち込みます.コンビュータが来ている手

紙のリストを示す時は，差し出し人名とこの見だしが

表示されます.見だしはアルファベットで書き， 日本

注 4)非常に少ないと思いますが，圏内でも大型計算

機などがホストのシステムで日本語を受け付けないも

のがあります.
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語(所謂全角の 2バイト文字)は使ってはいけません.

(4)の本文は海外に送る場合でも，多くの場合日本語

が可能ですが，相手が日本語を扱えるかどうか確認し

たほうが良いでしょう制にもちろん相手が日本語を表

示できる端末を繋いでいなければ手紙を読むことはで

きません.

電子メールは，次のような利点があります.

i)研究室内のコンビュータから直接全世界に数分

以内でメ ッセージを届けることができる.その上，

費用は無料である.

ii)送られたデータは，テキストファイルとしてコ

ンビュータ上で利用できる.

iii)本人以外の目に触れない.

iv)出張などで外にいても，次に説明するTelnetで

出張先から自分のホストコンビュータにアクセスす

ることによって自分に来たe-mailを読むことができ

る.

日本化学会では94年春の年会から電子メールによる

申込みを始めました.これはii)のような利点があるこ

とが大きな理由だと思います.

5.遠隔地にあるコンビュータへのアクセス(Telnet)

上で述べたように，ネ ットワークにIP接続きれたコ

ンビュータは世界で一つのIPアドレスおよびドメイ

ンアドレスを持っていますから，ドメインアドレス(あ

るいはIPアドレス)を指定して繋げという命令を出せ

ば学内でも海外でもほぼ閉じ感覚で繋ぐことができま

す.これをTelnetと呼びます.もちろん，利用しよう

とするコンビュータのユーザーとして登録し，パスワ

ードをもらっていなければコンビュータは使えません.

逆に，あなたがIP接続したワークステーションなどを

利用しているなら，世界のどこからでもネ ットワーク

を利用してアクセスが可能です.従って，見ず知らず

の人に使われないょっにパスワードなどのセキュリテ

ィ管理はマニュアルなどに従い十分行なう必要があり

ます.

6. RCDCデータベースの利用

Telnetて干Ij用できるコ ンビュータで便利なのは合

衆国ノートルダム大学放射線研究所， Radiation 

Chemistry Data CenterのMicroVax 11です.ここは

ご存じの"BiweeklyList of Radiation Chemistry and 

Photochemistry"を発行しているところです.

Biweely List に載ったデータは全てこのコンビュータ

上のデータベースRCDCBibliographic Database に収
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録きれており，このデータベースが利用できます.

Chemicai Abstract Service (CAS)などに比べ，放射

線化学と光化学関係の文献だけに限られること，検索

できるキーワードが限られていること (Annual

Cumulationの牽引に載っているキーワードが使えま

す.)などの制約がありますが，我々の関係ある論文ば

かりが収録きれていますから，検索して全く関係無い

論文が出てくる割合は少なし CASより便利です.こ

のほかにTriplet-Tripletの吸収スベクトルに関するデ

ータベースTTAS，ラジカル反応の速度定数に関する

データベースRATESも公開されています.Biweekly 

Listを講読している研究室に所属するものならパスワ

ードをもら って使うことができます.

使用するためには， RCDCのDr.A. B. Ross氏宛て

に， RCDC Bibliographic Databaseグ)On-lineaccess 

をしたい旨の手紙を書けば，申込書を送ってくれます.

使用の手引きは$20ですが，使用料は無料です.宛先

は

Dr. Alberta B. Ross 

Radiation Chemistry Data Center 

Radiation Laboratory 

University of Notre Dame， 

Notre Dame， 

IN46556. U. S. A. 

7. まとめ

コンビュータ・ネ ットワークの利用について素人の

立場から解説しました.使っているシステムによりコ
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マンドなどが違うため具体的な使用法までは説明でき

ず，解かり難かったかもしれませんが，だいたいどう

いうことができるのかだけでも解かっていただければ

幸いです.興味を持った方はぜひ自分の利用できるシ

ステムのユーザーズガイドを読むなり，担当者から使

用法を聞くなりして使ってみてください.使うだけな

らそれほど難しいものではありません.もし，マニュ

アルどおりにやってうまく行かなかったら，まず相手

のアドレスが正しいかどっかチェ ックして下さい.相

手から教えてもらったアドレスがその人の使っている

ネットワーク内でしか通用しないアドレスであること

もあります.また， LANが完成して間もないところで

はネ ットワークシステム自体の設定が間違っている場

合がありますので，アドレス自体に間違いが無い場合

はネ ットワークの管理担当者に症状を良〈説明して相

談してくだきい.ご成功を祈ります.また，コンビュ

ータ・ネ ットワークについてもう少し詳しく知りたい

人は，次のような文献が参考になると思います:

1) Brendan P. Kehoe. "Zen and the Art of the 

lnternet"， 2nd ed.， Prentice HaU， Englewood 

Cliffs (1993) [邦訳:“初心者のためのインター

ネットペ トッパン(1993)]， 

2 )石田晴久，“コンビュータ・ネ ットワークヘ岩波

新書 (1991)， 

3 )月刊「インターフェースJ 1993年 1月号別冊付録，

“インターネ ットワーク入門

放射線化学



-n完姐

パリ南大学滞在記

1993年 5月にフランスで開催された「超高速反応ダ

イナミクスと溶媒効果」に関する国際ワークショ ップ

に参加した.その機会にパリ南大学に招聴教授として

滞在する機会を得たのでワークショ ップ参加とパリ南

大学滞在の印象について報告します.

ワークショ ップはフランスの理工科大学のGauduel

博士とテキサス大学オースチン校のRossky教授によ

って組織された.Gauduel博士は，皆さんよく御存知の

ように，水の中の過剰電子について溶媒和きれる前の

局在化状態をフェムト秒分光を用いて初めて観測した

ことで有名である.Rossky教授は水和電子に関する計

算機シミュレーションで有名で，ここ数年放射線化学

のゴードン会議の招待講演者の常連である.私も組織

委員会の一員としてワークショ ップの企画に参加した.

ワークショ ップは 5月12日から14日までパリの北校

外にあるRoyaumont修道院で開催きれた.この修道院

は1228年に創建されたそうである.近くにはシャンテ

ィ競馬場があり，会議の途中エクスカーションで訪れ

た.この修道院はこの種の会議によく用いられている

場所らしいが，交通の使はよくない.交通については

ドゴール空港からタクシーを利用するようにと書かれ

てあったので，タクシーに乗ったが運転手が道を知ら

ず普通に行けば30分で行けるはずなのに 2時間以上も

連れ固された.何人もの参加者から同様な苦情を聞い

た

会議は講演とポスター発表からなっていた.会議の

主催者の専門はともに水和電子であるが，会議では水

和電子の話題は非常に少なかった. 30件の講演を分野

別に大ざっぱに分類すると，クラスター 4件，溶媒和

9件，電子移動 6件，プロトン移動 6件，その他5件

である.1987年にパリで「液体における化学反応性」

というタイトルで似たような会議が開催されたときに

はクラマース理論が会議の大きな話題であったが，今

回は溶媒和がそれに取って変わった.

会議の参加者は約80名で，凝集系ダイナミクスの分

野の第一線で活躍する人達のかなりの部分が集まった.
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物質工学工業技術研究所 立矢正典

理論家と実験家の割合は大体半々であった.理論家で

はB.Bagchi，S.Bratos， D.Chandler， R.B.Gerber， J.T. 

Hynes，孔1.Maroncelli，A.Nitzan， I.Rips， J.L.Rivail， 

K.R.Wilson等が，実験家て、はP.Barbara，J.Belloni， M. 

Berg， Th.Elsaesser， Z.R.Grabowski， H.H.Limbach， 

J.B.Hopkins， L.Sanche， J.Simon等が集まった.放射

線化学者としてはY.Berlin，A.Plonka， R.Schiller等の

顔が見えた. 日本からは垣谷氏(名大)，住氏(筑波大)

が参加し，垣谷氏と私が講演を行った.会議のプロシ

ーデイングは"Ultrafast Reaction Dynamics and 

Solvent Effects"というタイトノレでAmericanInsti-

tute of Physicsから1993年12月に出版きれる予定であ

る.

凝集系ダイナミクスの分野は物理化学の分野で現在

最も活発に研究きれている分野の 1つである.国別で

はアメリカが圧倒的に強<，会議でもアメリカ人参加

者が終始主導権を握っていた. しかし，フランスも意

欲的でこの分野の第一線で活躍する人達をこれだけ集

めたGauduel博士の努力に敬意を表したい.この点で

日本は非常に遅れている.11月に名古屋で反応理論に

関する国際シンポジウムが開催きれたが，その時招聴

きれた外国人は大半が量子化学者で凝集系夕、イナミク

スの分野の人はP.WolynesとB.Bagchiの二人だけで

あった.招聴きれた外国人の一人が，彼自身量子化学

者であるにも拘らず r量子化学は研究が飽和してしま

っている.それなのに日本では若い学生がどんどん

子化学の分野に入っている.これは不幸なことだ.Jと

言っているのを聞いた.

ワークショップの後，パリ南大学の放射線物理化学

研究所に一ヶ月滞在した.パリ大学は10数校あり，そ

のうち自然科学研究の中心はパリ市内にあるパリ VI大

学(キューリ一大学)とノfリXI大学であるパリ南大学

である.パリ南大学はパリ市内から南へ高速地下鉄で

約40分のオルセーにある.ジョリオ ・キュリーらは手

狭になったノfリ市内のキャンパスを避けて戦前からオ

ルセーに加速器等を建設していた.戦後，ナチスドイ
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ツに協力した資産家の土地を没収してキャンパスを拡

大し，現在のパリ南大学が建設された.このキャンパ

スには教職員と学生合わせて約 2万人いるとのことで

ある.しかし，一つ一つの建物が小さしまた建物と

建物の聞が木によって遮断され見通しが悪いのでとて

もそんなに多くの人間がいるとは想像できない.

放射線物理化学研究所は研究員数約40名のこじんま

りした研究所である.フランスにはCNRSという国立

研究機関があることはよく御存知のことと思うが，そ

の大半の研究所が大学に付置されている.中にはサク

レーの原子力研究センターに付置されたCNRSの研究

所(室)というのもある.これは東海村の原子力研究

所に工業技術院の研究所(室)があるようなもので役

所の縦割行政に慣れた我々日本人にはなかなか理解で

きない.放射線物理化学研究所も大学に付置された

CNRSの研究所である.閉じ研究所に大学に所属する

スタ ッフとCNRSに所属するスタ ッフが混在している.

大学に所属するスタ ッフには一定時間以上の講義の義

務がある. CNRSに所属するスタ ッフには講義の義務

はないが，望めば講義することは出来る.どちらのス

タッフも大学院生の指導教官になれる.

放射線物理化学研究所の現在の所長は日本でもよく

知られているBelloni博士である.彼女はCNRSに所

属するスタ ッフである.所長はCNRS所属のスタ ッフ

がなる場合も大学所属のスタ ッフがなる場合もあるそ

うだ.学部長についても同じことがいえるようである.

放射線物理化学研究所には約10の研究グループがあ

る.各ク。ルーフ。の研究課題と 主要スタッフ を以下に記

す

50 

1. 量子化学 B.Levy， G.Chambaud 

2. 熱エネルギーでの衝突によるイオンの反応と緩

和R.Marx，G.Mauclaire 

3. 内部エネルギーを選別したイオ ンの解離と反応

O.Dutuit 

4.分子ビームによる反応 M.Durup-Ferguson 

5. ミクロ非均一系におけるイオン化と光誘起電子

移動 (A.Bernas) ， J .Faure， D.Grand， R.Pansu 

6.高分子の光化学 J.Faure， J.Delaire 

7.太陽エネルギーの変換の機構 E.Amouyal 

8.金属微粒子 J.Belloni， M.O.Delcourt， J.L.Mar-

19mer 

9.フリーラ ジカルの構造，運動及び反応性 J.Ron-

chin 

10.水素化アモルフ ァスシ リコ ン J.Bullot， M. 

Gauthier 

上の研究グループに最近少し変化があった.御存知

のようにフランスにはエリート教育機関としてグラ ン

エコールというのがある.フランス政府はグランエコ

ールを研究拠点としても活用しようという方針を打ち

出し，それに基づいて最近 5と6のFaureのグループ

はグランエコールの一つであるEcoleN ormal Super-

ieure de Cachanlこ移った.しかしCNRSの研究ユニ ッ

トとしては依然として放射線物理化学研究所に属して

いる.フランスの組織は本当に分かりにくい.また10

の研究グループは別の研究所に移った.

スタッフについて補足すると，日本でおなじみの

Kiefferはすでに退職したが英語のコンサルタントと

してときどき研究所に現われている.私が滞在中も一

度出会った.ま たBernasも数年前に退職したがときど

き研究所に現れて研究の相談に乗ってい る.

フランス人はあまり働かないという印象を持ってい

た. しかし放射線物理化学研究所では殆どの人が夕方

7時頃までよく働いていた.成果も出ているようで

Belloni博士と Marignier博士が金属微粒子の研究で

1991年にフランス科学アカデミーの大賞を受賞してい

る.

オルセー滞在中は前半は非常に熱〈後半は雨ばかり

で天候には恵まれなかったが，沢山の人といろいろな

問題をテoイスカ ッションでき，大変楽しい 1カ月であ

った.このよ うな機会を与えてくれたBelloni博士に感

謝します.

モネの家の前で(右端がBelloni博士)
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ライデ、ン大学Schmidt研究室

1992年 2月から約一年間， 日本学術振興会特別研究

員としてオランダLeiden大学Huygens研究所のJan

Schmidt教授のグループで研究する機会を得ま した.

このグループ は1967年に van der WaalsとJ.

Schrnidtによってはじめて芳香族分子の励起三重項状

sのODMRを行って以来，励起三重項状態の磁気共鳴

の分野で世界をリードする研究を行ってきました.

van der Waals教授はすでに退官きれていますが，今

もオフィスを持って現役で研究活動をなさっています.

現在， Schmidt教授のもとにスタッフはE.J.J.Groenen 

とS.Volkerの二人.そして，優れたマイクロ波，ラジ

オ波の技術を持ち，このグループの独創的な実験装置

を創り続けてきたテクニシャンのJ.Disselhorst， ミラ

ーホルダーからクライオスタ ットまで何でも作るもう

一人の専属のテクニシャン，H.van der Meer，ほかに

試料の有機合成などをしてくれる有機化学のテクニシ

ャンが一人，そしてエレクトロニクス関係を支えてく

れるテクニシャンが二人います.ポスドクはドイツ，

ロシア，スイス，ポーランド，オランダ， 日本から合

計 8人.大学院生が5人， 学部学生が7人と いう構成

でした.研究スタッフのほかに多くの技術者，ポスド

がいて申し分のない研究環境といえるでしょう .も

ろん，磁気共鳴を主体としていますが， Volkerのグ

jレーフ。はholeburningを用いてガラス固体など不均一

媒質中での緩和過程を調べています.

きて，最近の研究活動で目立ったものといえば， 95 

GHzのパルスEPRとsinglemoleculeのODMRが挙げ

られます.95GHzのパルスEPRの装置は 5年程かかっ

て完成させたものですが， g値の分解能が良い，絶対感

度が高いなどの利点があり， AgCl中のself-trapped

exciton， C60の単結晶中の三重項励起状態，blue cup-

per proteinの単結晶で、のgテンソルの決定，など多く

の成果をあげつつあります.最近ではRFコイルも組み

込まれ，パルスENDORも出来る ようになっています.

single spin detectionグ〉プロジェクトはカリフォノレ

ニアのIBMのMoernerのグループとの共同研究です.
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p-terphenylの単結晶にドープきれたpentaceneの一分

子についてその三重項状態の副準位聞のESR遷移を

その分子からの蛍光を通して検出するもので，従来の

ODMRを単一分子に適用したものです.Schmidt， 

MoernerのグループとフランスのOrrit， Bernardのグ

ループとが同じ時期に独立に実験に成功しました.

普段の仕事の時間は朝 9時から夕方 5， 6時まで.

もちろん，必要とあれば夜や週末に出て来たりします

が，効率良く集中して仕事をしています.それ以外の

時間はボート，サッカーなどのスポーツや，あるいは

ラテン語を勉強したり，など皆それぞれに忙しく充実

した生活を楽しんでいます.仕事や研究だけでは一人

前の人間として片手落ちと言うことでしょう.勿論，

仕事はほどほどにといつことではなくて，むしろ研究

をいっとき忘れる方が，研究活動にも良い刺激，活力

を与えているようです.

最後にオラ ンダ，そしてライデンについて.オラン

ダといえば風車とチューリ ップ， となりますが，江戸

時代には日蘭貿易が日本のヨーロ ッパへの窓だったこ

ともあってか，思いがけないことがいろいろあります.

たとえば，東京駅八重洲口の八重洲はオランダ人ヤ

ン ・ヨーステンの屋敷跡であったことからついた名前，

『御転婆』はオランダ語のontembaar(牛馬などが御

し難い)からきているらしい，などなど.一方，太平

洋戦争中にオランダの植民地であったインドネシアを

占領した日本軍，オランダ本国を占領したナチスドイ

ツの行為については昨日のことのように語り継がれて

いて，何十年経とつと過ちは過ちとして許さないとい

う姿勢を感じます. とはいっても， 小国であるためほ

かの国々との交流が盛んで，異なる人々，価値観に対

して寛容です.お年寄り以外はみんな上手に英語を話

すので普段の生活でもオランダ語を知らなくてもまっ

たく不自由しません.

ライデンは12世紀頃からの町で，オ ランダで一番古

い大学を持つ人口12万ほどの落ち着いた町です.大学

は16世紀半ばの創設で，スペインからの独立戦争で町
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が数ヵ月に及ぶ敵の包囲に耐えた報奨として作られま

した. 17世紀にはイギリスの清教徒たちが迫害を逃れ

てライデンにやってきて10年ほど過ごした後，メイフ

ラワ一号て、新大陸へ渡りました.この町がアメリカの

ルーツとも言われる由縁です.また，幕末に日本にや

ってきたシーボルトは， 日本から戻ったあとライデン

に住み日本に関する書物を書いていきました.ライデ

ン大学には日本学科があり，彼の持ち帰った様々な資

料は大学や民族学博物館に保存されています.大航海

時代以来，オランダでも自然科学が発達しましたが，
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前世紀末から今世紀初めには特に多くの優れた物理学

者を生み出しています.ライデン大学縁りの人として，

ヘリウムを初めて液化したKamerlinghOnnes，ゼー

マン効果のZeeman，理論ではLorentz，Ehrenfestな

ど.気体の状態方程式のvander Waalsもライデン大

学に学び，アムステルダム大学の教授となっています.

ライデンはアムステルダムのスキポール空港から電

車で15分です.オランダ，アムステルダムに来られる

機会がありましたら一度立ち寄ってみてください.

放射線化学



理研リングサイクロトロン

理化学研究所(理研)は，我が国の加速器部門では，

常に草分け的存在であり続けている.理研での第一号

のサイクロトロンは， 1937年仁科芳雄博士により建設

された. 1929年のサイクロトロンの原理の発表から数

年の出来事である.それ以来，今回訪問したリングサ

イクロトロンまで，理研では 4台のサイクロトロン

が建設されており，今リングサイクロトロンとその前

段加速器であるAVFサイクロトロンは 5，6台目に

あたる. リングサイクロトロン利用の大きな柱は，原

子核物理で，化学関連の利用者はまだまだ少ないそう

だが，重イオン加速器の特色を生かし，次々と新しい

成果を生み出すホ ットスポット， リングサイクロトロ

ンの一端でも紹介できればと，理化学研究所仁科祈念

棟を訪れた.

理研の加速器研究の施設は，大きく分けて主加速器

であるリングサイクロトロン 2つの前段加速器

(AVFサイクロトロン，線形加速器RILAC)，それぞ

れ特色を持つ 7つの実験室からなる.1970年代から建

設が始まり， 1981年にRILAC，1986年にリングサイク

ロトロン， 1989年にAVFサイクロトロンがそれぞれ完

成した.設計はすべて，理研のスタッフによってなき

れた.運転は，入口近くの中央管制室ですべてモニタ

ーでき，人の入場，退場はカードで管理きれている.

建屋は，長き40mのRILACがある建物とリングサイク

ロトロン， AVFサイクロトロン 7つの実験室のある

建物がL字型につながっている.その一番下，地下 2階

に通路と各実験室の準備室，ビームラインへの入口が

ある.実験室は，中央のビームラインの左右に配置さ

れていて， リングサイクロトロンと同様，地下 1階に

ある.実験を行う場合は，まず地下 2階まで下りてか

ら，あらためて厚いドアを越えて，ビームラインのと

ころまで上がっていくことになる. 1階には，中央管

制室， AVFサイクロトロン上流のイオン源がある.今

回は，まず概要を矢野主任研究員からお話しいただい

た後，ビームを20分ほど止めていただいてリングサイ

クロトロン， AVFサイクロトロンの 2つのサイクロト
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ロンと，マシンタイム中であったE6実験室を含めたす

べての実験室を後藤副主任研究員にご案内いただいた.

主加速器であるリングサイクロ トロ ンは直径約13m

で 4台のC型電磁石 2台の高周波加速ディーを備

え，見上げる大きさである. リングサイクロトロンの

ある部屋の中はむっとする暑さである.それもそのは

ず，およそ 1MWの消費電力だという. リングサイク

ロトロンの中心に， 45度の角度で斜め上から打ち込ま

れたイオ ンは 4倍の速さまで加速きれて出ていく .

高周波加速の周波数は18-45MHzで，光速の20-50%

まで加速きれる.この速さでは相対論を考慮せねばら

なず，速きは 4倍であるが，エネルギーにすると 16-21

倍になる.相対論効果の補正をするために， 4つのC型

電磁石には外側に行くほど平均磁場が強くなるよう銅

板が26枚巻き付けてあり，この銅板に電流を流すこと

により，磁場を調整している.高い周波数のためはぽ

連続ビームとして，軽いイオン(アルゴン以下くらい)

では最大で核子あたり 135MeVのエネルギーで粒子線

がそれぞれの実験室に向かっ.原子核物理の分野では

核子あたりのエネルギーを用いて表現することが多い.

この単位は，核子どうしの衝突を対象としている場合

に核の個性に関わらずエネルギーが表せるということ，

核子あたりのエネルギーが等しい粒子の速度は等しい

ので加速器の側から見て使いやすいということから用

いられている.前段加速器は 2つあることは上述の通

りだが，今回はAVFサイクロトロンの方だけ見学し

た.AVFサイクロトロンはクリフト ンより軽いイオ ン

のための前段加速器である.最外周ビーム軌道の半径

は約70cmで，イオンは核子あたり 3.8-14.5MeVに加

速される.それよりも重いものについては，線形加速

器RILACで予備加速される.加速で得られるエネルギ

ーは， AVFサイクロトロンの場合は電荷と質量の比の

2乗に比例するが， RILACの場合は正比例する.その

ため， AVFサイクロトロンの方では重いイオンになる

と加速の性能が急速に落ちてしまう .その点， RILAC 

の方は軽いイオンに対しては性能がAVFサイクロト

53 



ロンに比べて良くない代わりに重いイオンになっても

加速の性能はあまり下がらない.これが 2つの前段加

速器を擁している理由である.これらの加速器を用い

て今までにビスマスまでのイオンを加速してきている.

イオン源はどちらもECRイオン源を用いている.

AVFサイクロトロ ンの方では，ミラー磁場と六極磁場

によってプラズマを閉じこめ，電子を10GHzのマイク

ロ波で加熱してイオンを発生させる.生成したイオン

は電場によって引き出きれ， 10keVのエネルギーで

AVFサイクロトロ ンに導入きれる.ここでは，水素か

らクリプトンまでのイオンを生成することができるが，

現在アルゴンのイオンまでがAVFサイクロトロンに

導入きれている.また， AVFサイクロトロ ンの上流に

はスピンに関連した相互作用を研究するための原子線

型の陽子・重陽子偏極イオン源もある.

このようにして得られた重粒子線を用いた実験のう

ちいくつかを次に紹介する.実験室はE1-E7までがあ

る.

ちょうど実験中であったE6実験室は，不安定核ビー

ム発生装置であるRIPSを中心にした実験室である.不

安定核に関しては，今までどのように作るか，できた

不安定核はどのよっな性質か， といったところが研究

の中心であった.これは，安定核と安定核どうしの反

応で行われてきた.ここでは，今まで行われてきたよ

うに新しい不安定核を作りその性質を調べることはも

ちろん，作った不安定核をビームとして安定核に衝突

きせる実験も行うことができる.不安定核は入射核破

砕反応で作っている.これはリングサイクロトロンで

加速きれた高エネルギーの安定核ビームをベリリウム

板に当てることにより，元の安定核よりも原子番号の

少ない不安定核を得る方法である.生じた様々の種類

のイオンは磁場によ って電荷と質量の比が等しいもの

のみが選別きれる.そのあと，きらにアルミ板に衝突

きせることにより，選別きれたものの中から目的とす

る不安定核のみを取り出すことができる.我々が訪れ

たときにちょうど行iっていたのは，ホウ素のドリップ

ラインである17Bをつくって磁気モーメントなどの磁

気的性質を調べる実験であった.ベリリウム板から実

験の行われるビームラインの端までを不安定核は数ナ

ノ秒かけて走るが， ドリ ップラインの不安定核はミリ

秒オーダーの寿命をもち，実験を行うには十分である.

不安定核を安定核に衝突させたものでは，

8Li+ He→llB+n 

の反応がある.ビ ッグパン後の宇宙では，核反応が起

きて次々に新しい元素が生まれていった. リングサイ
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クロトロンで，上記の反応が確かめられるまでに，安

定な6Li， 7Liから核反応によって不安定核である 8Liが

生じることや，ホウ素からさらに原子番号の大きい元

素が生じることは実験的に確かめられていた.しかし，

両方をつなぐ上記の反応は， 8Liが不安定核であるため

に実験で確認することができなかった. リングサイク

ロトロンでは，この反応が高い確率で進むことを明ら

かにしたのである.

E1実験室では，超重元素を作ろうとしている.い

ま，世の中には原子番号109までの元素が見つかってい

るそうだ.アルコ。ンなどのビームを重い原子核である

ウランなどに衝突きせ，原子番号と中性子数がそれぞ

れの原子核の和になるような超重元素を作る.超重元

素の検出は，できた原子核が崩壊するときに放出する

α線を検出し，崩壊の過程を逆にたどることで行うこ

とができる.原子番号が大きくなると非常に不安定な

元素しかなくなるが，原子核物理の理論によると陽子

数114または126，中性子数184を中心として準安定な領

域があると予測きれている.この領域は，安定な領域

から少し離れているために「島」と呼ばれる. E1実験

室では，この島を発見することが夢であ る.

E5実験室は生物系の実験をする部屋で，ここでは放

医研のHIMACによるガン治療のための基礎研究が行

われている.HIMACと同様，ラインの先には照射深き

を調節するレンジシフターがあり，その先にはマウス

やメダカなどがおかれてHIMACでのガン治療の基礎

データがとられ， HIMACの照射装置の設計に大きく

寄与した.生物系の実験をするときには他の実験室と

異なりビームは広がっていた方がよい.このため，こ

の実験室に導かれたビームはまずアルミ板で散乱され

広げられてから用いられる.この実験室ではこれから

も放医研とタイア ップしてガン治療のよりいっそうの

効率化，改良をめぎして研究が続けられる.

他には， SMARTと呼ばれる高分解能のエネルギ一

分析器やASCHRA(阿修羅)と呼ばれる散乱実験用大

型チェンバーなどがある.エネルギ一分析器の磁石は

中央の軌道の半径が2.4mという巨大なもので， 1つめ

の磁石が60度，次が120度である.両方使ったときの運

動量分解能は，立体角10mSrで12000という高分解能を

誇る.磁気分析系すべてで200tという 重きのために角

度分布をはかるにも分析器は動かせない.そのため，

ビームの方がターゲットチェンパーの手前で磁気分解

器の面に対して角度を持つように曲げられる. AS-

CHRAは散乱中心に対し，その名の通り多くの手を持

つ阿修羅のごとしすべての方向への粒子を検出でき

放射線化学

J 



るようになっている.このカウンターと荷電粒子の特

定のために用いられるイオン化チェンパーが大きなチ

ェンパーに入っており，全体を真空にヲ|いている.

最後にもう 一つ化学にも っともなじみがあるように

思えたマルチトレーサーの話をつけ加えておこう.溶

液中にトレーサーとしてラ ジオアイソト ープを入れる

のだが，ここでの特長は， 一つの溶液中に多くの種類

のラ ジオアイソトーフをいっぺんに入れられることだ.

ラジオアイソトープはリングサイクロトロ ンの重イオ

ンビームをターゲットの薄膜にあてて作られる.でき

たラ ジオアイソトープをスムーズにホ ットラポに導く

ため，ビームをあてるターゲットの薄膜は小きな金属

製のポールの中にとりつけられている.ビームが照射

れたあとこのポールはころころと簡の中を落ちてい

，下の階にあるホ ットラポへと導かれる.ホットラ

ポでは必要とするラジオアイソトープが選別きれ，溶

液中に取り入れられる.このようにしてできた溶液は

環境のサイクルの調査などに使われている.

写真 1. リングサイク ロトロン本体

第 57号 (1994)

このようにいくつもの特色ある実験装置を持つ理研

リングサイクロトロンだが，これに匹敵する重粒子線

加速器は世界でもフランスの国立重イオン加速器研究

所 (GANIL)， ドイツの国立重イオン研究所 (GSI)， 

アメリカの国立超伝導サイクロトロン研究所 (NSCL)

くらいにしかない.理研でしかできない実験も多く，

国内外の利用者は多岐にわたって多数いる.年間の利

用者は現在，理研内約110名，圏内約350名 (40機関 ・

部局)，国外約50名 (32機関)に及び，その数はさらに

増加する傾向にある.

お話を伺って見学をしていると瞬く間に時間が過ぎ

た.最後にお忙しい中多くの時間をきいて我々を案内

してくだきった理研サイクロトロン研究室の矢野主任

研究員，後藤副主任研究員，快く実験室を見せてくだ

きった他のスタ ッフの方々，また，今回の訪問に便宜

をはかつてくださった理研の丑田研究員に感謝いたし

ます.
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カールスルーエ原子力研究センター

1992年 8月より 三ヶ月の間， 日本原子力学会の交換

留学生として， ドイツのカールスルーエ原子力研究セ

ンター (Kernforschungszentrum Karlsruhe，略称

K日仁)内の研究所のひとつ，核廃棄技術研究所(Institut

fur N uklear Entsorgungstechinik ，略称INE)に行

かせていただきました.

カールスルーエはドイツ南西部の「黒い森」の北端，

フランスとの国境であるライン川沿いに，わずか二百

年前に創建きれたという新しい都市です.原子力研究

センターはカールスルーエ市の北，約10kmの郊外の森

の中に位置し，市内からは市電とパスを乗り継いで30

分ほどかかります. KfKの広い敷地内には原子力をは

じめ，核物理学，放射線生物などきまざまな分野の研

究所が点在しており，大学や産業界と協力して広範囲

な研究開発を進めているとのことです. 日本の原子炉

関係の企業からも客員研究員として幾人かがKfKに派

遣されていて，その方々やご家族にはカールスルーエ

滞在中何かとお世話になりました.もっとも，わたし

がKfKを訪れる少し前あたりから，欧州では高速増殖

炉の研究から撤退するなど原子力関係の一部分野で従

来の研究が縮小に向かい，代わって新たなプロジェク

トに着手しようとしている時期だ、ったようです.

KfK内でわたしが滞在させていただいたINEは， J.I. 

キム教授を所長とする研究所で，約40人の研究員を擁

しています.研究の内容は基礎的なものから実用的な

ものまで、多岐に渡っているようでした.わたしが所属

したM.ケルム博士の実験グループでは，前年まで、行っ

ていた高速増殖炉関係の研究を打ち切ったところで，

ちょうど新しいテーマの研究を起動するところから参

加できました.そのため新しい実験機材の調整にかな

り手間取り，後になって実験そのものにかける時間が

足りなくなってしまったのですが.わたしの参加させ

ていただいた実験は，塩化ナトリウム，塩化マグネシ

ウムなど，海洋投棄された核廃棄物の環境に多く存在

する塩およびその溶液が放射線照射された場合に生成

する気体分子種を特定しよフとしたもので，大がかり
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な機材は特に用いませんでしたが，概して様々な機器

がよく揃っているという印象を受けました.ちょうど

新しいプロジェクトを始めたばかりだったせいもあっ

て実験室のスペースはかなり余裕があり，また整理整

頓が非常によく行き届いていることには，さすがは

頓好きで知られるドイツ人と，感銘すら覚えました.

ただ意外なことに， KfK内には塩を照射するのに適

当な大線量率のγ線源がなかったため，ア ンプルに詰

めた塩を車で300kmほど離れたミュンへン郊外まで運

び，やはりキム教授が職を占めておられるミュンへン

工科大学 (TUM)放射化学研究所で照射を行いまし

た. TUMの中心部には銀色の卵型ドームがそびえて

いたのが印象的でしたが，その中身(研究炉)を見学

させていただく機会は残念ながらありませんでした.

KfK内でケルム博士のグループが実験を行っていた

のはINEの「母屋」ではなく，他の研究所とも共用の「ゲ

ストラボ」という建物でしたので， INEのみならず他の

研究所に属する研究員ともよく顔を合わせ，時には実

験機材を借りたこともありました.ゲストラボ内には

放射線化学研究所に属する(その多くは比較的若い)

女性のスタ ッフが何人もいて，特にお茶の時間などは

非常になごやかな雰囲気が醸し出きれていました.

い研究スタッフの中にはドクターアルパイターと呼ば

れるポストに就いている人もあり，これは大学院生に

相当するのか，給料は「正社員」の半分だそうです.

INEの母屋でもゲストラボでも，毎日午前中の決ま っ

た時刻に，多くのスタッフが集まってお茶を飲みなが

ら雑談するのが習慣になっていて，研究者相互間の情

報のやりとりが日頃から活発に行われているという印

象を受けました.

KfKは大規模な研究センターだけあ って当然，社員

食堂およびカフェテリアがあるのですが，これらを含

む建物は正門を出てすぐの，いわば塀の外にあり，社

員以外の一般の人も利用できるよつになっていました.

昼下がりのカフェテリアには近所からお年寄りが集ま

って きて，お茶を飲みながら歓談する姿も見られ，研

放射線化学



究所側の周囲の住民への気配りも感じられました.ま

たそれとは別に，敷地内には銀行や旅行社やガソリン

スタンドもあって，研究所が森の中にある不便をいく

らか埋め合わせていました.

ドイツでは一般にそうですが，研究所でも就労時間

は朝八時から夕方四時半までで，夕方を過ぎて研究所

内に残っている人が非常に少なかったのには驚かきれ

ました.わたしがKfKを訪れた当初の八月末には，夏

時間と高緯度のため四時半にはまだまだ日が高<.

KfKのほとんどのスタ ッフはそれからスポーツや買い

物を楽しんだり，家族と水入らずで庭で過ごしたり，

厳しい冬に備えて家の補修をしたりするようでした.

余談になりますが，古い家を借りて業者に改装を頼も

うとした日本人が， ドイツ人の友人から，男なら自分

の家の改修は自分でやるのが当たり前と言われたとい

う話を聞きました.この考えはドイツ人の間に広〈浸

透しているようて¥わたしがお世話になったINEのス

タッフのうちにも，自分の家の庭を数週間に渡って掘

り返して，自分で配水管を修理してしまった男性がい

ましたが，これもそう特別なことではないようです.

またINEの研究スタ ッフにとっても，一般のドイツ

人と同じく，年に三，四回，一，二週間の休暇を取る

のは当たり前のことらしく， ドクターアルパイターに

いたるまで気軽に休みを取ってバカンスに出かけてい

くのも印象的でした.このあたりが「生活大国」の名

にふきわしいところかもしれません.ただし，東西ド

イツが統一きれて当時でちょうど二年経った頃で，

INEのスタ ッフの間でも，統一後は税金は上がったし

治安は悪くなったし，必ずしもいいことばかりじゃな

い， といった愚痴が聞かれはじめた頃でもありました.

第 57号 (1994)

KfKはカールスルーエの町中にゲストハウスを持っ

ていて，ホテル住まいだった最初の二週間を除いて，

滞在中はそこに住まわせていただきました.カールス

ルーエという町はもとパーデン州の州都で(現在はシ

ュトゥ ットガルトを州都とするパーデン・ヴ、ユルテン

ベルク州に属する)，嘘かまことか「パリをお手本にし

て」設計きれたという放射状の町並みを持っているた

め「扇形の町」とも呼ばれる文化都市です.戦争中に

徹底的な空襲を受けたために古い建物はほとんど残っ

ていませんが， ドイツの他の都市と同様，昔を思わせ

る町並みがきれいに復元きれています.もちろんミュ

ンへンやシュトゥ ットガルトのように多くの観光客が

集まったり，外国の企業の支社がひしめき合うような

こともなく，概して保守的な，静かな町だと言えるで

しょう.わたし自身の経験では，市内に二カ所ある観

光案内所の他には満足に英語が通じたためしがありま

せんでしたが，それでも市内のデパートゃいわゆるア

ジアン ・マーケ ットでは日本の調味料もそこそこ入手

可能で，米以外のもので難儀したことはありませんで

した.扇の要に位置する城やその庭園，州立美術館，

あるいは少し足を伸ばして郊外の古い町や黒い森の中

の温泉を訪ねるなど，休日の過ごしかたには事欠きま

せん. ドイツ国内はもとより，フランスやスイス，オ

ーストリア，チェコなど隣国への鉄道の便も よく，わ

たしのような外国人の短期滞在者にとっては非常に住

みやすい町でした.鉄道でフランクフルト・アム・マ

インからパーゼル経由でスイスの各都市に向かう時に

は，列車はたいていカールスルーエにも停車します.

機会がありましたら，一度下車して(駅周辺ではなく)

町中を散策してみることをお勧めします.
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|第11回放射線化学セミナー(報告)I 

「メゾスコピック系の物理・化学」

本学会企画委員会が策定した平成 5年度の放射線化

学セミナーが平成 5年12月13，14日の両日30名の参加

者を得て京大原子炉で開催きれた.

通常の原子・分子とは異なっており，また，巨視的

スケールの国体とも異なるメゾスコピック系は新しい

物質相である.この系は，荷電粒子が微小領域に閉じ

こめられていることにより，系の次元とサイズに依存

した量子効果を顕著に発現するところに特徴がある.

メゾスコピック系の研究は放射線化学の分野にとって

はまだ馴染みの薄い領域であるが，本セ ミナーではこ

のメゾスコピ ック系の物理と化学を主題に，広範な分

野から次のような 7つの基礎的研究に関する講演が行

なわれた.

0半導体超微粒子の電子励起状態(東北大理萱沼

洋輔)， 0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)， 0写真感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)， 0硫酸パラジウ

ム水溶液およひホ硫酸ノfラジウムー硫酸銀水溶液のγ線

京大原子炉 松山奉史

による国体微粒子の生成(原研大阪 畑田元義)， 0共

役系高分子による超格子(京大工清水剛夫)， 0表面

固定化金属クラスター 一構造と触媒機能-(北大触

媒研 市川勝)， 0惑星科学と超微粒子の係わり(立命

大理工塘内千尋，京都工繊大工芸斉藤嘉夫)

京大原子炉には共同利用の一環としての専門研究会

の制度があり，放射線を利用した物質科学の展開をは

かることを目的として，放射線化学や放射線物性を含

む学際分野を広く組織した「放射線誘起構造変化」専

門研究会が採択されている.今回のセミナーはこの専

門研究会を利用することとしたために放射線化学会と

京大原子炉との共催の形をとったが，専門研究会の世

話人の 1人である小笠原正明氏(北教大函館)にはセ

ミナーの準備で大変お世話をかけた.以下には各講演

の内容を簡単に紹介するが，さらに詳しい内容は京大

原子炉のテクニカルレポートとして発刊きれる予定に

なっている.

半導体超微粒子の電子励起状態

サイズがきしわたし数nrn，構成原子数にして1000個

-10000個程度の半導体微結晶 (microcrystal，crystal-

lite，quantum dotなどと呼ばれる)の光学的研究が盛

んである.この領域における物性は，バルクの結晶で

の物質定数をもとに，そこに O次元性が付加されたこ

とによる「量子サイズ効果」として把握できる.有効

質量近似の範囲内で超微粒子中の電子励起状態を議論

してみよう.

超微粒子を半径Rの球と想定し(実際，多くの場合，

マトリックス中での形状は球に近い)そこに閉じ込め

られたクーロン相互作用に従う電子・正孔系の有効質

量ハミルトニアンをたて，その固有状態を解析的およ

び数値的に求める.バルク結晶における励起子の有効
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ボーア半径をaとすると， (1)R/a> 4の弱い閉じ込め

(2) 4とR/aと2の中間閉じ込め (3) 2 >R/aの強

い閉じ込めの 3つのregimeに分かれる.(1)では，励起

子は一つのquasiparticleとしての性質を保持したま

まその重心運動が閉じ込めによる離散化を受ける.(3) 

では，電子と正孔はそれぞれ独立に量子井戸中の量子

準位を占有した「個別粒子閉じ込め」の描像が成り立

つ.CuCl超微粒子は (1)の代表選手であり，一方， CdS 

など多くの半導体では (3)の個別粒子閉じ込めの描像

がよく成立している.この描像の違いに対応して，光

吸収スペクトルや発光スペクトルにも特有の量子サイ

ズ効果が観測されている.(1)の「励起子閉じ込め」領

域で、は・，超微粒子 1個当りの光学遷移双極子モーメン

放射線化学
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トがその体積に比例することになり，実際， CuCl超微

粒子においてサイズの増大とともに発光寿命が減少す

ることが確認きれている.一方， (3)の領域では，単位

体積当りの遷移双極子モーメントが体積に逆比例して

増大する.これは，閉じ込めにより，電子・正孔の波

動関数の重なりが増大するためである.このようなサ

イズ効果は，線形応答にあらわれるのみならず，強い

光学的非線形性をもたらす.

多孔質シリコンの電子構造と発光

無数のSiナノ結晶からなる多孔質Si(PS)の可視発

巾現象が，量子サイズ効果との関連で強い関心を集め

ている.本報告では， PSの電子構造と発光特性との関

係に重点をおき，研究の現状をまとめた.

(a) 軌道放射光による反射・光電子スペクトル解

析:PS中のSi微結晶でバンドギャップワイドニング

が生じ 1にその度合いがPL発光波長のブルーシフトと

密接に関係していることを確認した2)

(b) 電子スピン共鳴による解析:PSのEPR信号

はC3V対称性をもっ常磁性中心として解析でき，g値の

挙動から，非発光緩和はSi/Si02界面のPb中心と同種

のダングリングポンドによることが判明した3)

農工大工 越田信 義

( c ) 上記の結果および発光特性(電界によるPL強

度変調効果べ PL発光波長の制御性へ ELとPLの発光

波長の類似性的)は， PSの可視発光がSi微結晶の量子閉

じこめ効果に基づくことを強く示唆する.

1) N .Koshida et al， Appl. Phys. Lett. 63， 

277 4 (1993). 

2) Y.Suda et al， jpn.].Appl.Phys.33，830 (1994). 

3) Y.Uchida et al， Appl.Phys.Lett.63， 961 (1993). 

4) H.Koyama et al， Appl. Phys. Lett. 62， 

3177 (1993). 

5) H.Koyama et al， j.Appl.Phys.74，6365 (1993). 

写真感光過程とマイクロクラスター

銀塩写真感光材料の感光素子は 1μm前後の大き

さのハロゲン化銀微結晶であり，感光すると微結晶の

表面に潜像中心(銀原子のマイクロクラスターで最小

4原子)を生成する.潜像中心は現像液から電子を受

け取って微結晶を銀へと還元し，可視像を形成きせる.

微結晶表面の銀原子マイクロクラスターの性質を，

それらの吸収スペクトルと酸化還元電位，および微結

晶の写真感度と光伝導への影響の測定結果七分子軌

道法および殻模型の考え方を基にして分析した.その

結果，数原子からなる銀のマイクロクラスターが大き

なクラスターとは異なる特異な性質と挙動を示し，写

第 57号(1994)

富士フィルム ・足柄研 谷 忠 昭

真の感光過程に寄与していることが分かり r量子サイ

ズ効果」および「サイト効果」としてまとめた.

量子サイズ効果は，これらのマイクロクラスターの

電子エネルギー準位が離散的であるとともに，小きい

マイクロクラスター(とくに 2量体)で最高被占分子

軌道が低いことを示し，小きなマイクロクラスターが

安定となることに寄与していた.サイト効果は，正と

負のキンクサイトで形成された 2量体がそれぞれ電子

トラップと正孔トラップとして機能することを示し，

微結晶のイオン緩和過程と相まって潜像中心を高い効

率で形成することに寄与していた.
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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
日本原子力研究所・高崎研究所・大阪支所 畑 田 元 義

金属水塩溶液にγ線照射することにより金属微粒子

が生成することは， HENGLEIN，BELONIの二つのグ

/レープにより見出きれ，生成した微粒子の電子スペク

トルや電子顕微鏡による粒子形の観測がなきれている.

また，これらの反応の初期過程については，パルス照

射法を用いた研究によりほぼ明確になっていると思わ

れる.これらの系は，生成した微粒子を安定化きせる

ための界面活性剤を含んでいる.これらの活性剤は，

得られた金属微粒子を気相・固相の不均一担持触媒と

して用いるときには，触媒活性に悪影響を与えること

が考えられる.また，複数金属元素の微粒子は触媒活

性，選択性と関連して興味が持たれている.

本研究では，界面活性剤を含まないパラジウム，銀

の硫酸塩の単独或いは混合水溶液にγ線照射した後，

微粒子の生成を電子スペク トルにより溶液から金属イ

オンの減少および濁度の増減から考察した.

硫酸ノfラジウム単独溶液，硫酸パラジウムー硫酸銀

混合溶液 (pH=0.43)及ひや硫酸銀単独溶液 (pH=7) 

では照射により，それぞれの金属微粒子が析出したが，

硫酸銀単独溶液 (pH<4)では固体の析出は認められ

なかった.これらの結果から照射により①銀は原子数

6-7のクラスターが中間体として生成していること，

②パラジウムは更に小きい粒子でも大きな標準電気イ

学ポテンシアルEO(Pd2+ /Pdn)をもつか，または低い

pH (<0.43)でも粒子にまで成長する程成長速度が高

いこと，③パラジウムクラスターが存在すると，その

周囲に集まった銀原子あるいは銀クラスターはそれら

が孤立しているときよりも大きなEO(Aピ， Pd2+/ 

Agn-Pdm)を持つために粒子として成長し，このとき

に得られる粒子はパラジウムの核が銀で被われたよう

な構造のものであろうと推定きれる.

共役系高分子による超格子

江崎らによって発表された人工超格子 (man-made

superlattice)のアイデアは，多くの研究者の注目を集

めた.それは，構造において周期的組成変化が電子の

自由行程以内になると，電子状態が大きく変化してミ

ニゾーンに分れ，バルク物性の属性とは異なった新た

なバンドが形成きれることである.それは， Band 

Engineering (バンド工学)や'l'Engineering(波動工

学)をはじめとして，構造制御によって材料に従来の

材料属性とは異なる新たな機能を創成きせるという究

極の機能材料としてわれわれを魅了し，最先端の研究

分野になっている.

これに対して，バリエーションに富む有機高分子に

よる超格子の構築を目的に，高分子合成，すなわち，
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京都大学工学部 清水剛夫

重合の特徴を活かした方法として，真空系を必要と

ず，また組成変調の極めて容易な『電位走査下電解重

合法』を開発した.電解重合は，モノマーの酸化還元

電位と電解重合電位によって重合を制御する方法であ

る.この方法を利用して，導電性高分子積層超薄膜を

構築し，共役系高分子による超格子の可能性を予想し

て，ピロールとビチオフェンの共重合体系で， II型の

超格子を具体的に構築し，ホトルミネ ッセンスによっ

て量子サイズ効果をもつことを明らかにした.これは

高分子による超格子の初めての例である.

また，電位走査電解重合法の新規な機能材料の構築

に対する有用性も示きれた.

放射線化学
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表面固定化金属クラスター

一構造と触媒機能一

限りあるエネルギーや資源を有効に利用するために

は高効率の触媒や超伝導膜や光電気化学変換デバイス

や各種センサーなどの高機能性界面材料の開発が不可

欠である.従来の無機材料の限界を克服する可能性を

求めて有機金属分子材料とりわけ金属クラスター錯体

を利用するナノサイズ界面の精密デザイン化学への関

心が高まっている.目的や機能に合わせた高度な分子

設計，化学修飾，超分子ブロ ック構造作成技術の展開

が期待きれる.

団体触媒に見るような触媒機能は固体表面，界面の

極〈限られた局所構造(単原子金属ないしクラスター

や多中心金属イオンによる複合反応場)に起因するこ

とから分子サイズ (10-9m)の活性中心を固体表面やミ

クロ細孔に固定するとともに触媒反応の反応場である

金属配位圏の周辺構造や反応空間を構造抑制すること

が重要で、ある.本講演では各種の金属クラスター錯体

や無機オリゴマーをシリカやアルミナなどの多孔質金

属酸化物表面に固定するナノサイズ界面局所構造の制

北大触セ 市川 勝

御と活性及び選択性にすぐれた触媒機能の発現につい

て述べた.国定化金属クラスターの構造，電子状態，

界面との結合状態に関してFTIR，EXAFS， TEM， 

Mossbauer， NMR分光分析法による詳細な解析がな

されている.また最近にはRh6(COL6' CPt3 (CO) 6) n 2-

(n=2-5)及び:'Rh4Fe2(CO) IS
2-， なと守のノ〈イメ

タルクラスターをゼオライトやニオプ酸結晶などの粘

土層間物質のミクロ細孔(数ナノサイズ径)に内部合

成する手段 (ship-in-bott1e合成法)が開発きれてい

る.こうしたナノ空間内での金属クラスターの構造と

化学的活性化が見い出されており，細孔空間の制約に

起因する構造的歪みによる新規なクラスターの合成が

可能で、ある.これら固定化クラスターの触媒反応の活

性，選択性に対する多中心金属中心の構造制御に関す

る研究が進展している.金属クラスターを利用するナ

ノ界面の微細設計とそれによる触媒機能に及ぼす(1)

金属集積効果(2)ノ〈イメタル複合促進効果についての

最近のトピ ックスを紹介した.

惑星科学と超微粒子の係わり

不活性ガス中で物質を蒸発きせて超微粒子を作るポ

イントを先ず成長の観点から導入した.続いて，対流，

温度分布，超微粒子の成長で特に顕著に見られる接合

成長を使って，異種の団体粒子から化合物を作る方法

が紹介され， ~.員石磁気学的に重要な鉱物が10-3 -10-2

秒という短時間で合成できることが示された.これま

では1000C/106-107yearといっクーリング速度をも

って生成したと考えられていたFesoNisoテトラテーナ

イト(地球上で合成不可能と見られていた)が簡単に

作製でき，その磁気測定の結果も示きれた.同じサイ

ズの粒子がカーポネイシャス隈石中にも存在すること

が示きれて惑星科学と超微粒子生成実験の係わりが明

第 57号 (1994)

京工繊大 蕪 藤嘉夫

立命館大理工塘内千尋・木村誠二

らかにきれた.類似の方法て、最近話題のC60分子から成

る結晶が煙中に存在することを示し，ススの60%もC60

分子が含まれる生成条件があることが示きれ，コント

ロールして粒子を作ること (AGEM)の重要性が端的

に示された.また，カーボンの非品質粒子と赤外吸収

スペクトルとの関係が示きれ，カーボンの粒子が短周

期構造のグラファイト微結晶から成っていることを見

いだし，そのよ うな粒子の生成条件が明らかにされ，

光吸収の絶対値がこの微結晶サイズで変化することを

明らかにした.天体観測データ解析の際のポイントを

示唆したことになる.
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RadTech Asia '93 (報告)

アジア地域における第 4回のUV/EB硬化技術国

際会議であるRadTechAsia '93が日本コンペンショ

ンセンター(幕張メ ッセ)で11月10日-13日に開催き

れた.ラドテ ックアジアの名称は前回 ('91年 4月)か

らで，これは北米，欧州|での国際会議に対応するため

である.会議はこれまでと同様ラドテ ック研究会(会

長:田畑米穂東京大学名誉教授)主催で，組織委員会

(委員長:田中日本塗料工業会会長)，実行委員会(委

員長:杉田千葉大学教授)が準備，開催に当った.

きて，会議の日程は表 1の通りで，会場の都合から，

筑波地区への見学会(物質工学工業技術研究所と住友

重機工業照射応用センター)が第 1日目に行われた.

論文発表の第 1日目午前に総合講演を 1会場で，午後

以降は 3会場に別れて行われた.アジア各国の現状，

カチオン重合系，水系のセ ッションは特別セ ッショ ン

である.また，別途にOBTA(海外職業訓練協会)で

ポスター展示によるアジア分科会を行った. (OBTA 

はコンペンションセンターとは海浜幕張駅をはさんで

反対側にある施設で，アジア地区からの参加者のほと

んどがそこに宿泊した.) 

総合講演では日本 (東洋インキ 今井)，北米(DSM

Desotech k.Lawson)，欧州 (Ciba-Geigy H. 

Scneidt)，オセアニア・東南アジア (N.S.Wales大 J. 

L.Garnett)， CISロ シ ア 科学アカデミ- A.K.Pi-

kaev)各地区のUV/EB硬化技術の現状報告があ っ

た.先進国では景気低迷が続き， 一般に工業製品生産

量は縮小の方向にあるが， UV/EB硬化性樹脂の出荷

量はいまだに10%近くの成長率を保っているようであ

る.このことは世界的に環境保全の観点から，溶剤排

出規制が次第に厳しくなっていることの一つの顕われ

である.

特別セ ッション 「アジア各国の現状」においては，

中国(上海科学技術大，馬)，インド(パーパ原研， P. 

K.Bhattacharyya) ，インドネシア(イ原子力庁F.

Sundardi)，韓国(韓国科学李)，マレーシア(マ原

子力庁KhairulZ.) ，台湾(成昆大朱)，タイ(チュラ

ロンコン大S.Kiatkamjornwong)，ベトナム(L.Hai)

からの 8件の報告があった.特に注目すべきことをい
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くつか挙げる.中国ではモノマー，オリゴマーの生産

が小規模ながら開始されたようである.また， '93年 5

月に中国ラドテ ック研究会が結成されたとのことで，

今後活動が活発になるであろう.インドネシア，マレ

ーシアでは，それぞれの国の原子力研究機関に低エネ

ルギー電子加速器が設置され，研究開発が進められて

いる.台湾，韓国ではUVプロセスは徐々に進展してい

るが， EBはいまだ採用されていないようである.この

ような総論的報告の他にも，アジア地区からの論文数

は増えており，開発途上国においても，無溶剤プロセ

スに対する関心が高まりつつあることが感じられた.

カチオン重合系，水性樹脂系が特別セ ッションとして

設けられたのは，皮膚刺激性の問題等から脱アクリル

モノマーの動きを反映している.特別セ ッションにふ

きわしい内容となった.

EB硬化関係の論文は，装置 (5 )，塗料 (5 )，接着

(4 )などで多かった.その他の分野の発表を含め，

今後EBプロセスは，印刷(特に北米)，粘着剤製品(剥

離処理製品を含む)，ラミネートなどで進展すると思わ

れる.

きて，表 2はこれまでのこの国際会議の参加者数，

論文数の推移をまとめたものである.第 2回，第 3回

の会議では参加者が500名に達したが，今回は圏内参加

者数が大幅に減少し海外参加者数の微増にもかかわ

らず，総数で'400に達しなかった.最近の業界不況の影

響をまともに受けたわけである.一方，論文数の方で

は，アジア地域からの論文数が大幅に増加したことも

あって全体として増加している.また，圏内からの論

文，海外からの論文がほぼ同数になり，この会議の国

際性を強めた感がある.

最後のビアパーティでは，世界各国の代表的な歌が

愛好者グループによ って(無料サービスで)披露され

た.関係者一同はコーラスが始まるまで，杉田教授(実

行委員長)夫人がこのグループのメンバーであること

を全く知らなかったのである.最後を非常に盛り上げ

てくだきったことに感謝したことである.

(原研高崎佐々木隆)

放射線化学
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表 1 プログラム一覧

月日 時間 コンペンションホール 国際会議室 OBTA 

11月10日 9 : 00-18 : 00 工場見学 (筑波学園都市)

(水) 18 : 00-20 : 00 参加登録と懇親会

11月11日 9 : 30-12 : 30 開会式 ・総合講演

(木) 14 : 00 -17 : 50 アジア各国の現状ホ 塗料 装置
アジ ( ポ

9 : 00-12 : 30 カチオン重合系 塗料，接着剤 測定と評価 73 
11月12日 接着剤 測定と評価

(金)
14 : 00 -17 : 30 化学反応

エレクトロニクス 生物的応用 分干会十 写ン仁

18 : 00-20 : 00 夕食会
ヨ

9 : 00-12 : 30 化学反応 光造形 材料改質，印刷 、ン一〆
11月13日

14:00-15:40 水系の材料とプロセス事 情報伝達と記録 印刷，安全な取扱い

• (土) 16 : 00-17 : 30 サヨナラピアノfーティ

*特別セ ッション

表 2 紫外線・電子線国際会議の推移

時期 86-10 88-10 91-4 93-11 

場所 東京 東京 大阪 東京

論文数 56 84 98 121 

日 本 33 51 62 62 

豪・アジア 9 13 30 

欧米 22 24 23 29 

参加者 362 501 504 380 

日 本 310 418 406 276 

豪 ・アジア 28 38 46 64 

欧米 34 45 52 40 

1993年度若手の会夏の学校(報告)

1993年度若手の会夏の学校は 8月30日から 9月 1

日にかけて23名の参加者を得て福井県の芦原研修会館

で開催しました.夏の学校の幹事は，福井工業大学の

嶋森研が担当しました.今回の夏の学校を開催するに

山たり，我々は 「放射線化学の基礎」を一番の目的と

して考えました. というのは，ご存じの通り放射線化

学の内容は多岐にわたり，周辺分野との関わりが非常

に多いため，それらについて理解するためにはまず基

礎からと考えたわけです.そこで，気相及び液相放射

線化学について長年研究きれております京都工芸繊維

第 57号(1994)

大学の荒井重義先生と金沢工業大学の新坂恭士先生に

おこし頂きレクチャーして頂くことにしました.また，

福井県は原子力発電所でも有名であるため，参加者か

ら原子力発電所の見学希望者が多く， 日本原子力発電

株式会社敦賀発電所 2号機の見学も実施しました.

初日は， 日本原子力発電株式会社敦賀発電所に集合

し，まず発電所の概要や放射線の管理並びに原子炉水

の化学管理について話を伺いました.放射線管理につ

いては最新のテクノロジーを駆使し，すでに法令で定

められた線量基準値以下のものが達成きれており，
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層低線量値の実現に向けて努力きれている様子がわか 来 ・人生について夜遅くまで語り合い参加者同士の交

りました.原子炉水の化学管理については，酸素等の 流を深めました.

腐食生成物の抑制やpHの調整などのために原子炉水 最終日は，参加者による 3件の研究紹介を行い夏の

にホウ酸や水酸化リチウム等の幾つかの薬品を加える

ため，化学的な管理技術が非常に重要で、あ ることを話

きれていました.その後，加圧水型の原子力発電であ

る2号機の中央制御室や燃料プール，タービン室等の

見学を行いました.

二日目は，参加者の研究紹介を 2件行った後，午前

と午後に分けセミナーを行いました.午前中は新坂先

生に「液相放射線分解における荷電種(電子・イオン)

とその挙動」と題し，気体と液体のイオン化から熱化

電子の分布と熱化距離，移動度の測定などご自身の研

究成果等を例に挙げながらお話して頂きました.午後

には荒井先生に「気相放射線化学の諸問題 (反応活性

種)Jというテーマで，パルスラジオリシス法を中心に

現在も取り組まれている高励起希ガス原子が関与する

現象を含めて境問明タ線を照射したときに生成する

反応活性種についてお話しして頂きました.両先生は，

単にこれまでに明らかにきれたことばかりでなく未解

決の問題点や将来への課題などについても詳しく話き

れ，基礎的な事柄においても今後我々若手が取り組む

べきことが数多くあることを気付かせて頂きました.

セミナーの後は，お酒を飲みながらお互いの研究や将

1993年度若手の会夏の学校
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学校の全日程を終了いたしました.

夏の学校を担当し感じたことは，開催日程や場所に

影響きれるとは思いますが，各大学等に案内を出して

も参加者の顔ぶれが決まってしまっているということ

です.若手同士の交流を深めるためにも，夏の学校等

の案内が届いたときには大いに宣伝していただき，参

加するようにお声を掛けていただきたいと思います.

また，若手の会に対して要望等がありましたら若手の

会事務局までご連絡いただきたいと思います.なお，

1994年度の若手の会夏の学校の幹事は，東京工業大学

績野 ・河内研にお願いすることになりましたので，若

手の方はふるってご参加下きい.

最後になりましたが，夏の学校の運営にあたり運営

費援助のみならずNEWSLETTERへの紹介記事の掲

載をはじめ多大なご指導，ご援助を頂きました日本放

射線化学会に厚くお礼申し上げます.また， 日本放射

線連合からも運営費の援助を頂き深〈感謝致します.

最後にお忙しい中，夏の学校の講師を快くお引き受け

下きりました荒井重義先生，新坂恭士先生に深〈感謝

致します福井工業大学 辰巳佳次)

放射線化学
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第36回放射線化学討論会報告

1日目
討論会報告は，このところあまり見かけなかったと

思うが， 1993年都立大での討論会の報告を依頼された.

総花的になることは避けよとのことであった.もっと

もなことと思うが，各報告は，それぞれが地道である

がその道を深〈掘り下げたものが多く，寡数を特定し

がたい.また，エポックはそんなに有るものでもない

だろう.今回報告の初日の大部分は， 自ら見出したテ

ーマであり，何年もの研究を経て得られた結果であり

重みがあった. トピ ックスを追って高温超伝導や常温

核融合やフラーレン(フラレンと言うべきという説も

ある)に参画するのもそれはそれで重要かつ必要であ

るが，放射線討論会のように「我が道を行く」に徹底

しているのも見事と言う他無い.

報告を大別すると，一番多いのが固体中の活性種の

生成・反応・移動の研究(正木ら，山下ら，市川ら，

Shevtsov，宮崎ら，藤谷ら，松浦ら，太田ら，斉藤

ら，木村(愛)ら)で，つぎに気相希ガス中の励起状

態・電子 ・イオンの反応(楠森ら，荒井ら，磯田ら，

嶋森ら，辰巳ら，佐藤(義)ら)で，これらとは別に

絶縁非極性液体中の電子の易動性(伊藤(健)ら)，ポ

ジトロニウム形成機構(伊藤(泰)ら)および有機放

射線化学(光有機化学があるから)ともいうべき液相

中励起状態やラジカルの反応(小川ら)であった.

固体を扱ったものは，今更言うまでもないとして放

射線の特異作用が根底に隠れているが，活性種の生成

が分子の切断や励起を必要としかっ固体バルクに散在

している反応系を作るには，いわゆる光照射では表面

100nm以内に局在した系となってしまうので，高エネ

ルギー励起で貫通カのある放射線作用 (vuv光以上の

エネルギーの光も含めて)が有効である.著しく単純

な試料(水素分子や希ガス等)を使うか，選択的反応

が起こる試料を用いるか，特定の反応に着目するかし

て，放射線の非選択性という一般性はむしろ選択性に

巧みに転換きれている.したがって，このような研究

は，今後とも化学反応や固体物性研究の上で欠かすこ

との出来ないものであろう .この範時には入らないが，

反応系を限定する為に窒素を放電下に置き，窒素原子

第 57号(1994)

をマトリクス固定し，それに水素のプラズマを当てて

NとHを反応きせアンモニアの生成を確認し，これが

星間塵中アンモニア存在のシミュレーションであると

する報告があった.アンモニア生成は生命誕生の鍵で

あると説いた放射線化学外の大先生の話を思い出した.

希ガス試料の研究は，それぞれにlongrangeの研究

課題の断面としての報告ー励起原子の移動過程，電子

の再結合や分子への付着過程，イオンのクラスター反

応ーであった.多くは現時点で望み得る最適の手法を

開発しながらの実験結果であった.他の学会でも発表

きれていることと思うが，放射線利用の有効性の啓蒙

の為にもそうして頂きたい.

ある種の非極性液体は高い電子易動を有するが，そ

の機構は非常に興味深い.私見であるが，易動性を決

める因子の応答速度は少なくも軌道電子の速度以上と

考えられる.それがどんなもので，如何なる機構で分

子構造依存性を与えるのか? 故船橋先生に理研セミ

ナーで話したら，分かったらノーベル賞をやりたい位

とおっしゃった.それほど波及効果があるとも思えな

いが，根底にある本質は確かに重要だと思う .

ポジトロンやポジトロニウムについては，本学会で

もっと研究者人口が増えるべきだと思った.これから

でも遅くないと思う .

有機光化学が盛んになったように，有機放射線化学

もそうならないかと思うが，照射下での高速分析とか

沢山の試料をこなせる手軽な装置があればそれが可能

なのだろうか.

物理学会にも毎回出席していて思うのだが，物理の

方は初期素過程に興味が集中していて， トピックスを

追う傾向が著しい. 日本でとは言えないが， トピ ック

スとなった素過程を幾つも彼らは発見してきた.それ

らの新しい過程は確かに魅力的である. ところが， そ

れらの過程が何か新しい物質変化としての履歴を物質

中に残すかについての研究については，物理ではほと

んど為きれない.アルゴンヌの井口先生に昔言われた

こと「だからどうした」は，化学屋が切り開くしか無

し、

(理研 木村一宇)
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2日目
だいぶ以前(筆者がまだ若い頃)のことであるが，

学会の報告を学会誌に掲載するということについて賛

否の議論があった. (会誌40号及び41号参照のこと)そ

の折り，不肖筆者は必要論を唱えた.その時の筆者の

論理は，若手に自分の研究に対する客観的な評価が与

えられることの重要性と，これから放射線化学という

分野に入ってくる人に向け，まとまった内容紹介をす

るということは有形無形の利をもたらすであろうと 言

うものであったと記憶している.

今回，学会報告を書けとの編集委員会からの依頼が

あった折り，多忙を理由にしてお断りきせて戴こうと

思ったが，当時の議論を思い出し引き受けぎるを得な

いと思った次第である.特に学際領域の人々に読んで

戴くことが多くなってきている本会誌の特徴を思い起

こし，改めてその想いを強くした. ところが，言い訳

にすぎないのだが，今回のこの編集委員会からの依頼

が学会終了後にあったため，例えばポスターセッショ

ンに関しては，ある特定のテーマで延々 1時間半程も

話し込んでしまい，他の発表を殆どフォローしないま

まになってしまった.

ポスターセッションの内容に言及しない，誠に不本意

な報告記となるが，ご容赦願いたい.

2日目は基礎的なものでは2001及び2002の発表が，

電子スペクトルに関連した興味深いもので，筆者が大

学にいた時分であればこの 2件を詳しく取り上げたも

のと思う.しかしながら現在はどうしても高分子系の

話に目が向しこのような訳で今回はこの高分子関連

の発表のいくつかについて簡単に報告を行いたい.

2005-2010， 2014及び2015がこの関連の発表であり，

やはり興味深かった.特に低温下における放射線照射

の効果が室温とどのように違うのかと言った点につい

ての研究が2005と2006で発表された. PMMAの例

(2005)とPMMA，PE，及U'GFRP(ガラス繊維強化

エポキシ樹脂)の例 (2006)はお互いに相補的である.

現象として，ポリマーが低温下 (77K)では分解しにく

くなるということであり，これは通常のPMMAではそ

のマトリクスの中に少量のモノマーが混在しているこ

とにその要因があると言う .普通にポリマーを扱って

いる人間ならばポリマー中に少量のモノマーが残って

いると言うことは良〈知っていることであるが，これ

がポリマーを保護するケースがあると言うことは，高

分子の応用面から見て非常に重要な知見を与えている
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ものと思われる.

一方2007の発表は照射ポリマーからのガス発生に関

する検討を行ったものであった.H2ガスは低温でも発

生(ラジカル生成に対応 ?)するが， CH4やCOなどの

発生は低温では著しく少ないと言うことで， 2005の発

表内容との対応が興味深かった.なおこの発表では，

分子運動との関連で議論が展開きれていたが，それを

チェ ックする意味で室温と77Kの聞の温度でのデータ

補完が望まれるところである.

もう 1つ興味深かったのが，高分子材料に対するイ

オン照射効果に関する研究 (2014，2015)で大型のサ

イクロトロンを利用したものであった.イオン照射下

では特にそのLETの高きから，ある種の高分子のポジ

ーネガが反転すると言ったケースが以前に報告されて

いるが， 2014の発表ではこの事実を系統的に調べ，そ

のメカニズムを明らかにしようとした.結果的に現状

では，一貫した説明ができないようであるが，今後更

に詳しい検討が行われるものと期待きれる.また2015

に示きれたように， LDPE中に生成するトランス型の

二重結合の深き分布と阻止能の分布が良い一致をする

とのことで，顕微FT-IRでプラ ッグピークの位置の

特定も可能とのことである.この2015で示きれたデー

タは今後イオン照射に関連する研究を行う際の補足的

なデータとなり得るものと考えられる.

イオン照射実験については施設の少なき，実験の難

しさからか，まとまった研究が少なしこれからと 言

うものが多いように感じている.最近では原研高崎の

TIARAの充実が著しく，多くの系統的な研究が行わ

れると期待きれるとともに，放医研のHIMACの利用

が始まるとのことで，今後優れた研究が行われると期 a齢

待したい. (住友重機械工業側平塚研究所 鷲尾方ー)

3日目
3日目は応用分野の研究も多く，放射線化学がいろ

いろな分野と関わりを持っていることを改めて認識さ

せられた.線量測定，放射線による機能性材料の合成

や改質，レジスト材料における反応，排煙処理，放射

線の生物作用との関連反応など様々な分野の発表があ

った.また，イオンやラジカルの構造や反応などの基

礎的研究にも興味深いものがあった.そのなかで私が

興味を持った発表のっち数件について感想を述べたい.

電子線照射による排煙処理のパイロット試験に関す

る発表がNKK，松戸市，原研の共同グループおよび中

部電力，原研，荏原製作所の共同ク*ルーフ。によりなさ

放射線化学
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れた.前者は都市ゴミ燃焼排煙の処理，後者は火力発

電の排煙処理システムとして利用することを目指して

いる.かなりの高効率で有害ガスを除去できるようで

ある.放射線化学が実際に役に立つという話を聞くの

はうれしい.経済性などの問題をクリアして，早〈実

用化きれたという報告を聞きたい.

放射線によるDNAの損傷機構に関連して核酸関連

分子水溶液の放射線化学反応について，京大工のグル

ープから 4件の発表があった.西本先生から 「放射線

の生物作用は標的理論でかなり説明ができるが化学の

視点から見たらまだまだだ」とのコメントがあったが，

放射線の生物作用についてもっと化学の立場から明ら

斗こして行くことは非常に重要であると感じた.

東大工の斉藤らは放射線グラフト重合により表面に

イオン交換基のついたポリマー鎖がたくきん生えたよ

うな多孔膜をつくり，タンパク質の吸着量を調べた.

イオン交換基の割合を多くすると 11層重なったことに

相当する吸着容量を持つようになる.これはグラフト

鎖が伸びてその問にタンパク質を抱き込むような形態

になるためと説明した.このように吸着している分子

を使って何かできないかと興味深〈聞かせてもらった.

いろいろ面白い発表も多く会場も快適であったが，

今回の討論会てる不満だったことが一つある.それは，

共通の問題として会場全体で議論をし，参加者全体が

共通の問題意識を持つという雰囲気があまりなかった

ことである.研究テーマがかなり多岐にわたっており，

違う分野の研究は理解しづらいというのが一つの理由

であろう.例えば，討論会毎に共通の話題にできそう

なテーマを決めそれに関して討論するセッションを設

Fるなど，何とかそのような雰囲気を取り戻す工夫が

できないであろうか北大工小泉均)

第36回放射線化学討論会まとめ
講演総数:95件

口頭発表数:58件(英語による発表 1件)

ポスター発表数:34件

受賞講演:3件

全参加登録者数:162名講演要旨集のみ希望者 4名

事前登録者数:120名(全事前登録者数:128名(含

第 57号 (1994)

ス ・
発表者，座長，事務局)) 

懇親会参加者:51名(学生 4名)

当日登録者数:42名

懇親会参加者:10名(学生 1名)

全懇親会参加者:61名(学生 5名)

地域分類

首都圏(東京，神奈川，埼玉，千葉): 57名(当日:

23名)

関東地方(首都圏以外): 40名(当日:10名)

近畿地方:26名(当日 2名)

北海道:9名(当日 1名)

その他:30名(当日:6名)

全参加者の内 民間会社:14名(当日:8名)，外国

人 5名

会計報告

収入

参加登録料 (4000x 162) 

懇親会参加費

要旨集販売(4 ) 

日本化学会補助金

放射線化学会補助金

広告掲載料 (10社)

銀行利子

合計

支出

要旨集印刷製本費

懇親会費(コーヒ一代含む)

648.000 

351，000 

12，000 

30，000 

150，000 

150，000 

112 

1341.112 

400，618 

400.210 

パネル借料・輸送費 63，210 

通信連絡費・文房具費 59，861 

諸経費(事務局交通連絡費，反省会費，人件費，

会館謝礼費等)

繰越金(第37回事務局へ振込)

合計

残高

353.165 

64，048 

1341.112 

0 

以上(文責今井)
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第 5回放射線プロセスシンポジウム(報告)

放射線フ。ロセスシンポジウムは，第 1回が1985年に

東京で 2日間の日程で開催きれてから 1年おきに毎

回東京で聞かれ，放射線加工処理分野の合同のシンポ

ジウムとして産業界を中心に定着している.第 5回に

なって初めて東京を離れ，放射線照射振興協会と大阪

ニュークリアサイエンス協会 (ONSA)との共同主

催， 日本放射線化学会他の共催で， 1993年11月24日，

25日の 2日間，大阪なにわ会館で開催きれた.

放射線フ。ロセスシンポジウムは，実行委員会(第 5

回委員長 岡村誠三京都大学名誉教授)によ ってセ ッ

ションの内容，演者が選ばれる. 2日間で放射線照射

利用全体の最近の動向がつかめ，異分野の研究者，技

術者と議論ができるという点で意義がある.今回のプ

ログラム内容は， 最近の情勢を反映してレーザー・放

射光のセ ッシ ョンが新たに設けられ，また，イオンビ

ームセ ッシ ョンの講演数が増加した.講演数の増加に

よって，他のセ ッションにしわ寄せがいかないように，

2件の特別講演はそれぞれ40分とし， 一般講演はすべ

て20分となった.このため， 一般講演の講演数は従来

の30件程度にくらべ， 36件と大幅に増加した.また，

関西で開催する特徴をいかして関西地区の講演者の数

が従来の数件から20件と大幅に増加した.質問時間が

足りないのを補うために今回初めての試みとして，質

問票が用意きれ，また要旨集に講演者のプロフィルが

載せられている.

1日目の最初に岡村実行委員長の挨拶があり，放射

線利用全体にわたる分野の異なる研究者聞の討議の重

要性と関西の特徴を述べられた.

架橋・グラフトのセ ッション(4件)では，低エネ

ルギー電子線による発泡ポリエチレンシートの表面性

の改善(古河電工 堅物)，グラフト重合による親水性

あるいは難燃性ポリエチレ ンフォームの製造(三和化

工 吉沢)，ポリオレフィン系フィルムを基材とした電

池用隔膜等の放射線グラフト重合膜の紹介 (湯浅電池

丹宗)可携性と収縮性を改善したフッ素系熱収縮チュ

ープ(目立電線 関)の発表があり，いずれも電子線

による架橋・グラフトの有用性を示すものであった.

食品照射のセ ッション(4件)では， 10MeV電子線

照射による香辛料中の誘導放射能の評価(大阪府大附

68 

属研 古田)，香辛料，タマネギの風味である揮発性成

分の放射線による変化(御茶の水女子大小林)，放射

線照射に対するポツリヌス菌芽胞の抵抗性と毒素産生

(大阪府大小崎)の食品照射に関する発表が3件と，

放射線抵抗性菌D.radioduransに対する重イオンビー

ムの影響 (PL女子短大 原田)の発表であ った.食品

照射関係は食品照射の理解と普及のための地道な基礎

研究として意義がある.また， D.radioduransが重イオ

ンに対してはガンマ線くらべて感受性が強いという報

告は興味深い.

午後は，田畑米穂原子力委員による「環境と原子力

技術」と題する特別講演で始ま った.原子力技術は環

境対応ではプラスの面が多いが，廃棄物問題等マイナ

ス面も持ち合わせていることを挙げ，長期的かつ広い

視野で環境保存に対する原子力技術の役割を考える必

要があることを述べられた.

放射線殺虫・滅菌のセ ッシ ョン(6件)では，輸入

切花の増加に伴い必要となる殺虫への電子線処理(横

浜植防 田辺)，新設きれた10MeV電子加速器の紹介

と手術用不織布の滅菌の状況(ホギメデイカル安

藤)，実験動物用飼料の滅菌への電子線の応用(オリエ

ンタル酵母 諏訪)など殺虫・滅菌への電子線利用の

発表で， 10MeVの高エネルギー電子加速器の有用性が

注目をヲ|いた.また放射線滅菌等で印刷用に使用でき

る簡便なインジケーターインキの開発(大阪府大附

研 山上)，微生物およびフィルム線量計に対するガン

マ線と電子線の影響の比較(食総研林)，放射線滅菌

の国際規格1SOの策定の状況の紹介と日本の対応(ラ

ジエ工業 武久)の発表があった.国際化時代への対

応という観点から，国際規格の策定作業等への積極的

な参画は不可欠になっている.

イオンビーム利用技術のセ ッショ ン(5件)では，

重イオンビームによるインテリジェント多孔膜の作製

技術の開発(原研 大道)，芳香族高分子を対象とした

イオンビームによる炭化，架橋，金属との接合強度の

向上などの研究(住友電工松本)，イオンビームを利

用した材料の改質と同時構造解析の研究(原研楢

本)，人工骨用材料としての生活活性セラミ ックスに

Zrイオンを注入することにより，機械的強度を改善す

放射線化学
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る研究(京大工 山田)，多重エネルギーのイオンきら

には異なるイオンの注入によ る金属表面改質の研究

(イオン工学研 大谷)の発表があった.イオンビー

ム利用研究の活発化によって新材料開発の今後が期待

きれる.

2日目は，都市ゴミ焼却による環境影響と対策技術

への応用のセ ッション(3件)を皮切りに始められた.

都市ゴミ焼却の都市環境大気への影響を，採取した浮

遊粒子状物質の中性子放射化分析によって調べた研究

(大阪府大附属研 溝畑)，清掃工場から排出きれる燃

焼ガス等排出粒子のPIXE法等による高感度分析(京

大原子エネ研笠原)，松戸市クリーンセンターで行わ

れている都市ゴミ焼却炉から排出きれる電子線排煙処

理のパイロ ット試験(松戸市 馬場)が発表された.

早朝にもかかわらず会場は満員で環境問題への関心の

強さを伺わせた.

レーザー・放射光のセ ッション(4件)のうちレー

ザ一関係では，高分子フィルムのレーザーアプレーシ

ョンのナノ秒時間分解干渉画像計測法による機構解明

の報告(阪大工増原)があり，レーザーアプレーシ

ョンの前段階としてガラス転移以上の温度で膨張 ・収

縮の現象が見いだされたのは興味深い.また，エキシ

マレーザーによるフ ッ素樹脂の接着性改善について，

紫外線吸収物質の添加方法と接着強度との関係等が報

告された(倉紡 遠藤).放射光関係では，半導体の放

射光励起表面反応をFTIRによる赤外反射吸収法で行

ったその場観測(分子科研 字理須)と放射光のマイ

クロマシンへの応用としてLIGA法によるマイクロマ

シンの作製技術(住友電工 高田)の興味深い報告が

あった.

2日目の特別講演は，小西淳二京大教授による「核

医学領域における最近の進歩 -PETの臨床応用一」

で最新の高度医療技術として活用きれるに至った

PETの特徴と脳，心臓，腫蕩等の核領域での臨床応用

例が紹介きれた.例えば，脳血管障害では血流と代謝

の正確な把握が治療との関連で欠かせないものとなっ

ているが， PETによりその変化があぎやかに描きださ

れていた.

線量測定・線源のセ ッション(3件)では，加工レ
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ベル線量測定のトレーサビリティ体系が整備されてい

るイギリスおよびフランスの状況を調べた海外調査団

の報告(岐阜医療短大 森内)があり，標準供給の考

え方やユーザーに対する線量校正サービスが日本より

大分進んでいることが示きれた.現在， 日本もトレー

サビリティ制度の整備を進めており，計測，規格とい

った従来ともすれば軽視きれていた分野の充実を望み

たい.このほか，低エネルギー電子線の有機薄膜中の

吸収線量分布の実験値と計算値の比較(大阪工大 来

島)および天然ゴムラテ ックスの放射線加硫を対象と

したガラス固化体の加工用線源としての評価(原研

幕内)などの報告があった.

キュアリングのセ ッション(7件)では，最初に「電

子線キュアリングプロセスの動向」と題するレビュー

があり， EBキュアリングの利点，装置・材料の進歩，

最近の実用化例が紹介きれた(原研佐々木).続いて

EB硬化反応に及ぽす照射中の温度，雰囲気，線量率等

の影響(日新ハイポル 中井)， EB装置のオゾン発生量

とビーム電流との関係(岩崎電気 木下)の照射フ。ロ

セス上の問題点とエポキシオリゴマー薄膜のキュアリ

ング(原研 中瀬)， リリースコーテイング用シリコー

ンアクリレートのEB硬化性 (信越化学 入船)の報告

があった.新しいプロセスでは，カラーコピーにより

転写した基材をコートして仕上げる新しいEBアート

タイル(関西ペイント 丸山)，ビデオプリンター用記

録媒体として開発きれたEB硬化プロセスによる高品

質の感熱記録媒体(新王子製紙珠久)が報告された.

EB硬化プロセスが着実に広がりつつあることがわか

るセ ッションて』あった.

1985年に第 1回が聞かれた放射線プロセスシンポジ

ウムは，回を追うごとに次第に先端研究，高度利用の

色彩を強めてきた.それが産業界のニーズかもしれな

いカヘ 当字刀のIMRP(International Meeting on Radia-

tion Processing)の圏内版という イメージがかなり変

わってきている. 2日間という日程枠がある以上やむ

をえないが，それが線量測定や線源のような共通基盤

技術にしわ寄せがいくのは残念に思う.今後の検討を

望みたい.

(放射線照射振興協会田村直幸)
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応用放射線化学シンポジウム報告

平成 5年11月20日(土)，早稲田大学理工学総合セン

ターにおいて Radiation Chemistry of Polymers for 

Microelectronicsと題した応用放射線化学シンポジウ

ムが開催きれた.プログラムは副題が示すように，マ

イクロエレクトロニクス分野での高分子利用の放射線

化学の基礎と応用をまとめて紹介，議論することを目

的とし，講演者は PME'93(Polymers for mi-

croelectronics， Kawasaki， November 15-19， 

1993)国際会議へ参加者された外国人参加者を中心に

している.

最初は伊藤博士(IBM)で，光リソグラフィ用の化

学増幅型レジストの分子設計に基づき合成し，露光後

の溶媒を選択することによってネガ型やポジ型を自由

に変える材料開発について紹介があった.種々の合成

高分子は分子量から始まって，実用上の観点であるで

ある感度，コントラストまで様々な側面から議論きれ

ており，材料のキャラクタリゼーション技術を駆使し

ていることが印象的で，現場からの要請，アルカリ現

像，金属を含まず，感度よく，膜厚は薄ければ薄いほ

ど良いといった要望，制約に如何に答えるかという，

まさにエレクトロニクス分野における企業の研究所の

仕事であるという感想を持った.

引き続き，吉田博士(大阪大学)はピコ秒の時間ス

ケールでのパラフィンから高分子材料までの放射線効

果の最近の成果を紹介された.特にイオン再結合の測

定から，ポリオレフイン中の正負電荷の拡散速度が

1O-scm2/sと評価されたことに対し，質問が集中し

た.特に，午後の講演者である， de Haas博士は，高

分子には添加材を加えるとモルフォロジーの変化を引

き起こし，無添加系と異なることを強調していた.

昼食後は， de Haas博士によりテソレフトクーループの

十八番であるマイクロ波伝導度測定法をポリマーや分

子集合体に適用した仕事が紹介された.マイクロ波測

定には，オーミックコンタクトがなく，分極の問題も

生じないし，電荷移動に基づく電界発生の問題もない

といった長所があり，電荷の数と易動度の積に比例す

る信号が測定される.しかし，液体無極性溶媒につい

ては既にフリーイオンG値等のデータが十分にあるの

に対し，高分子中ではこういったデータもなく，イオ

ン再結合や伝導機構も本質的に液体の系とは異なるよ

うで，異方性や結晶，非晶領域などに依存し，高分子

70 

中の電荷の挙動についてはまだまだ解明すべき点が多

いことを示された.

Weidman博士の講演は，現在の湿式のリソ グラフ

ィ技術を乾式プラズマエッチング法に置き換え，プロ

セスの簡略化を図る仕事を紹介し，ネ ットワークポリ

シランを材料に考えている.これが実現すればこれま

での技術に替ってプロセスは一変するであろう.

当初，本シンポジウムにも講演を予定されていたノ

ートルダム大Thomas教授は日本に出発前飛行場で怪

我をされ，会議に出席できなかったそうで残念であっ

た.また， De Haas博士からはデルフトで長年放射線

化学の研究をなさっており，最近まで研究所の再編な

どで放射線化学グループは存亡の危機にみまわれ，以

前のように基礎研究を精力的に進めることが困難にな

り，予算等の制約から応用分野での活動を余儀なくき

れているといった話をうかがった.

当日は土曜日であいにく雨であったが，大学，研究

所，メーカーより 二十名を越える聴衆が集まった.興

味深いシンポジウムを企画された早稲田大学浜義昌教

授，大阪大学田川精一教授に感謝いたします.

なお，シンポジウムのプログラムは下記のとおり.

(東大工勝村庸介)

理工学総合研究センター応用放射線化学シンポジ

ウム (Radiation Chemistry of Polymers for 

Microelectronics)プログラム

主催:早稲田大学理工学総合研究センター

協賛:高分子学会光反応-電子材料研究会

10:00-10:10 挨拶 浜義昌(早大)

10:10-11:10 Chemically Amplified Resists. 
H.Ito (1BM) 

11:10-11:30 Coffe Break 
11:30-12:30 Primary Processes in Polymers. 

Y.Yoshida (Osaka University) 
12:30-14:00 Lunch 
14:00-15:00 Charge Separation and Migration in 
Polymers and Molecular Aggregates. 

M.P.de Haas (Delft University) 
15:00 -15:20 Coffe Break 
15:20-16:20 New Plasma Polymerized Dry 
Developable Resists. 

T.Weidman (AT&T Bell Leb.) 
16:20 閉会挨拶 田川精一(阪大)

世話人:浜義昌，田川精一

放射線化学
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日本放射線化学会第59回理事会議事録

日本放射線化学会第59回理事会は，平成 5年10月6

日(水)18: 30から東京都立大学91年館会議室におい

て開催された.出席役員は以下のとおり.

会長:高椋節夫

副会長:鎌野嘉彦，浜義昌

事:住吉孝，武部雅汎，田川精一，勝村庸介，

西川 勝，増田高広，平岡賢三，宮崎哲郎，

新坂恭士，嶋森洋，中川和道，幕内恵三，

橋本昭司，大道英樹，田村直幸，今井正彦，

木村一宇，武藤八三，上野桂二，鷲尾方一

主な議事内容は次のとおりである.

議題1.事務局報告事項

1 )平成 5年度事業中間報告

事務局から別紙のとおり報告があった.

2 )平成 5年度会計中間報告

事務局の報告について，別紙のとおり金額の確

認がなきれた.

議題 2.審議事項

1)平成 6年度事業計画

事務局提案の事業計画について審議し，別紙の

計画が承認きれた.主要な事業は，放射線化学

討論会及び日中放射線化学シンポジウムである.

2 )平成 6年度収支予算案

事務局の提案に基づき，審議を行い， 5J1j紙のと

おり承認きれた. 日中放射線化学シンポジウム

開催費が新設され，放射線化学討論会補助費が

増額となった.このため，経費減額となった委

員会が生じた.

3 )平成 6年度役員選任

会長から役員案について提案があり，審議の結

果，別紙のとおり承認された.副会長の分担業

務は次のとおり.

佐藤章一事務局及び企画委員会

浜義昌編集委員会

西 川 勝 将 来 構 想 委 員 会

国際交流委員会は前年同様，会長が兼務する.

なお，原研高崎研から財団法人放射線照射振興
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協会高崎事業所(放照協)への事務局移転にと

もない，両組織問で理事数の調整がなきれた.

4 )入退会

事務局から別紙のとおり報告があり，承認され

た.なお，会員拡大のため会誌、「放射線化学」

に入会申込書を綴込むこと，最長 6ヶ月を要す

る現行の入会承認制度を改善することなどの提

案があった.入会申込書については，次号から

の実施を検討することとなった.また，入会承

認制度については，入会申込みがあり次第，会

誌並びにニュースレターを送付しており，入会

申込者は，実質的には会員と同様の処遇を受け

ている旨の説明が事務局よりあった.

5 )名誉会員

会長から名誉会員として北海道大学名誉教授・

神奈川大学教授の相馬純吉氏及び理化学研究所

名誉研究員・東京情報大学教授の今村昌氏の推

薦があり，承認された.この結果，当学会の名

誉会員は以下の10名となった.

篠原健一氏，広田鍋蔵氏，志田正二氏，団野時

文氏，岡村誠三氏，津田 覚氏，近藤正春氏，

桜井洗氏，今村昌氏，相馬純吉氏

6 )事務局移転

平成 6年 4月より放射線化学会事務局を原研高

崎研究所から放照協に移転する件に関して，放

照協が高崎研と同一所在地であるため，学会会

則の変更は行わないとの提案が事務局からあり，

承認きれた.事務局担当として田村理事が会長

より指名された.

7 )その他

放射線化学会が学術会議会員推薦団体として認

められたことが会長から報告された.会員候補

者及び推薦人については，会長が副会長等役員

との相談の上で決定することで承認された.

議題 3. 報告事項

1 )各委員会活動報告

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員会

並びに編集委員会の活動状況の報告が行われた
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(詳細については本文参照).

2 )第36回放射線化学討論会について

第36回放射線化学討論会の概要が実行委員会

(増田理事)及び今井理事から報告された.口

頭発表は58件，ポスター発表は34件であった.

3 )第37回放射線化学討論会の準備状況

第37回放射線化学討論会は，平成 6年 9月26日

-28日，札幌市の北海道大学学術交流会館で開

催きれることが，住吉理事から報告きれた.

4 )第 6回日中放射線化学シンポジウムの準備状況

第 6回日中放射線化学シンポジウムの準備状況

について，同シンポジウム組織委員長の浜副会

長が報告した.

5 )顧問の委嘱

会長から，笛木賢二前会長を顧問に委嘱すると

の報告があった.

この結果，当学会の顧問は以下の 4名となった.

後藤田正夫氏，佐藤伸氏，田畑米穂氏，

笛木賢二氏

6 )その他

a 嶋森理事が福井県において開催きれた若手の会

の活動報告を行なった.

また，若手の会の活動方針に関して若干の議論

が行われた.

b.武部理事よりイオ ン反応データ集の希望者は申

込むよう案内があった.

c 鎌野副会長より， ICRR First Circularが12月に

は配布きれるであろうとの報告があった.

d.事務局から， 日本放射線化学会賞，技術賞の推

薦締切は12月であるとのとの案内があった.

次回の60回理事会は，平成 6年 3月30日，東京で開

催予定となった.

。平成5年度事業中間報告

平成 5年
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6月 NEWS LETTER No.l6発行

7月 日中放射線化学シンポジウム実行委員会(6 

日，東京)

第27回理工学における同位元素研究発表会共

催(12-14日，東京)

企画委員会 (20日，東京)

8月 若手の会夏の学校 (8/30-9/1，福井県

芦原町芦原研修会館)

10月 国際交流委員会(5日，東京)

将来構想、委員会(5日，東京)

第59回理事会(6日，八王子)

第36回放射線化学討議会(6-8日，八王子)

第29回総会(7日，八王子)

編集委員会(7日，八王子)

日中放射線化学シンポジウム組織 ・実行委員

会 (7日，八王子)

会誌 (No.56)発行

11月 応用放射線化学シンポジウム「放射線高分子

と先端技術J (20日，東京)

第 5回放射線プロセスシンポジウム共催

(24-25日，大阪)

12月 NEWS LETTER No.l7発行

平成 6年

放射線化学セミナー「メゾスコピック系の物

理・化学J (13-14日，熊取)

2月 将来構想委員会(5日，東京)

3月 応用放射線化学シンポジウム「生体医用材料

への放射線利用J (10日-11日，高崎)

第60回理事会 (30日，東京)

将来構想委員会 (30日，東京)

編集委員会 (30日，東京)

会誌 (No.57)発行

放 射 線 化 学



。平成5年度会計中間報告

収入の部

項 目

個 人 ~ 費

賛 助 ~ ミ 費

雑 収 入

銀 行 手IJ 息

繰 越 金

メg- 計

支出の部

項 目

事 務 費

通 連 絡 費

~三h 議 費

~n 刷 費

~ 誌 原 稿 料

若 手・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 際交流委貝会経費

将来構想委員会経費

企 画委員会経費

編 集 委 員会経費

同位元素発表会分担
A十比 ~三h 賞

予 備 費

基 金 J¥ 積 立

繰 越 金
メg- 計

-第58理事会承認

。平成6年度事業(案)

平成 6年

予算・

1.100.000 

1.600.000 

200.000 

10.000 

2.342.651 

5.252.651 

予算・

300.000 

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 

6.000 

100.000 

566.251 

1.000.000 

5.252.251 

5月 放射線化学セミナー

中間

855.700 

1.990.000 

286.982 

1.405 

2.342.651 

5.476.738 

中間

60.587 

113.946 

152.418 

850.000 

30.000 

150.000 

150.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

6.000 

1.912.951 

6月 NEWS LETTER No.18発行

予定

900.000 

2.000.000 

400.000 

3.000 

2.342.651 

5.645.651 

予定

250.000 

300.000 

200.000 

1.700.000 

130.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

6.000 

35.000 

309.651 

1.000.000 

715.000 

5.645.651 

7月 第26回理工学における同位元素研究発表会

8月 若手の会夏の学校

9月 会 誌 (No.58)発行

第61会理事会 (26日，札幌)

第37回放射線化学討論会(26-28日，札幌)

第30回総会 (27日，札幌)

11月 放射線化学セミナー

第 6回日中放射線化学シンポジウム (6-

11日，東京)

12月 NEWS LETTER No.l9発行

平成 7年

2月 応用放射線化学シンポジウム

3月 第61回理事会

会誌 (No.59)発行

第 57号(1994)

。平成6年度収支予算

(単位円)

収入の部 支出の部

賛助会費 2.000.000 事 務 費 250.000 
個人会費 1.000.000 通信連 絡費 250.000 

雑 収 入 50.000 正n 局リ 費 1.700.000 

銀行 利 ，息 10.000 ~ 議 費 200.000 

会誌発行費 100.000 

企画委員会経費 50.000 

将来構想委員会経費 50.000 

編集委員会経費 100.000 

国際交流委員会経費 50.000 

放射線化学討論会 350.000 
応用シンポジウム 150.000 

放射線化学セミナー 150.000 

若手 ・夏の学校援助 150.000 

放射線化学学会賞 35.000 
同位元素発表会分担 6.000 
日中放射線化学 150.000 

予 備 費 150.000 

計 3.510.000 計 3.891.000 

前年度繰越金 715.000 次年度繰越金 334.000 
i日L 計 4.225.000 ~ロL 計 4.225.000 

.日本放射線化学会平成6年度役員等 (・は新任)

会長

高椋節夫(阪大産研)

副会長

浜 義昌(早大理工総研)

佐藤章一(原研高崎)

西川 勝(東大教養)・

理事

住吉 孝(北大工)

中川 和道(神大発達)

武部雅汎(東北大工)

塩谷 優(広大工)・

関根 勉(東北大理)

入江正浩(九大機能物質研)

伊藤泰男(東大原総セ)・

立矢正典(物質研)

勝村庸介(東大工)

木村一宇(理研)

鈴木信三(都立大理)・

橋本昭司(原研高崎)

仲)11 勤(明大理工)

江草茂則(原研高崎)・

河内宣之(東工大理)・

正木信行(原研基研)

平岡 賢三(山梨大工)

田村直幸(放照協)
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宮崎哲郎 (名大工)

岡本次郎 (放照協)・

新坂恭士(金沢工大工)

今井正彦(都ア研)

嶋森 洋(福井工大工)

武藤八三(名工研)

中山敏弘(京工繊大工芸)

河西俊一(原研大阪)

田川 精一(阪大産研)

上野桂二(住友電工)

山上允之(阪府大付属研)

鷲尾方一(住友重機)

嘉悦 勲(近大理工)

水沢健一(日新ハイボルテージ)

長谷博友(京大原子炉)・

幹事

志田忠正(京大理)

小田英輔(古河電工)

く〉入退会希望者一覧

〔入会希望者〕

正 会員(5名)

那須昭一 金沢工業大学工学部電気工学科

山下宏一 理化学研究所反応物理化学研究室

監物孝明 古河電気工業株式会社平塚研究所

安井裕之株式会社東芝重電技術研究所

木下忍岩崎電気株式会社EB事業部開発課

学生会員(4名)

鶴田敏彦 早稲田大学(院)物理学及び応用物理学

専攻 D2 

藤田守文大阪大学(院)プロセス工学専攻 Dl

森脇和之大阪大学(院)プロセス工学専攻 D3

小川浩充大阪大学(院)プロセス工学専攻 Ml

〔退会希望者〕

正 会員(8名)

金野公彦(目立マクセ/レ)

田中祥子(三菱電気)

田上忠嗣(東洋インキ製造)

長谷敏夫(コニカ)

横田渉(原研高崎)

加藤立久(分子科学研究所)

鍵谷勤

大島祐之助

学生会員(1名)

後藤謙二
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委員会活動報告

将来構想委員会

この委員会は，高椋節夫会長ならびに理事会によっ

て平成 5年度より設置されたものですが，笛木賢二前

会長ならびに当時の理事会によって平成 4年度に設置

されこの委員会がスタートするまで活動が行われてい

た企画構想委員会と密接な関連がありますので，両者

を合わせてここに審議経過等を報告したいと思います.

放射線化学分野の活性化を目的として，本学会とし

てどのようなことを4子い，またどのようなことを目指

していくか等について審議するために，昨年度笛木前

会長のもとに企画構想委員会が設けられ，以下のメン

バーでスタートしました.

委員長:旗野嘉彦(東工大理)，委員(五十音順): 

市川恒樹(北大工)，田川精一(東大原セ)，立矢正典

(化技研)，平岡賢三(山梨大工)，幕内恵三(原研高

崎)，松山奉史(京大原子炉)，宮崎哲郎(名大工)，山

本幸男(阪大産研)，鷲尾方ー(住友重機).

委員会の開催については旅費と時間の大きな制約が

ありましたが，活発な審議が3回にわたって行われま

した.審議事項は会長からの諮問以外に委員会が付け

加えたものですが，それらを審議結果とともにまとめ

ると次のようになります.

( 1 ) 日本放射線化学会賞について

一基礎，応用のバランス，評価基準等をど うする

か r技術賞」を設けるのはどうか.対象年齢層

は.

一本委員会としては「日本放射線化学会は積極的

に境界領域を広げていくべきである.Jという結

論を得ており，これに照らして 「技術賞」的な

ものも本会の賞の対象に含めるべきであると考

える. しかし，その際の審査基準・方法は基礎

的なものとは別にする.基礎・応用共に本学会

における賞の対象と目的については，研究の奨

励をより 一層明確にするべきである.(笛木会長

からその後理事会に対して「技術賞」新設の提

案があり ，これが承認きれて，平成 5年度から

実施きれている.) 

( 2 ) 会組織と役員について

一学会の規模に比べて理事の数が多く， 一方で、は

理事会をそう頻繁には開催できないので，理事

会の構成等についての見直しが必要と考えられ

るがどうか.

-常任理事のようなものを置くこともよいかもし

放射線化学



れない.

(3) ICRR日本開催について

-1999年開催を引き受けるかどうか.

一日本開催を希望する声が諸外国にあり，本会と

しても積極的に対応する必要がある.(理事会で

もその後同じ結論が得られ，この結論が日本放

射線研究連合(JARR)に報告され，笛木会長と

日本放射線影響学会(ならびにJARR)嶋会長と

の面談が行われた.これらを踏まえて， JARR幹

事会で審議が行われたが， 1999年ICRR日本開

催の立候補を見送ることにした.) 

( 4 ) 境界領域と若手の活性化について

一他学会との接点が不十分であること及び若手の

会への参加が必ずしも討論会への参加に結ひ'つ

いていないことについて対策が必要.

一討論会のプログラムからは，境界領域の活性化

についてはかなり目的が達成きれつつあること

が確認された.若手の活性化については，さら

に具体的な対策が検討されるべきである.また，

若手の「夏の学校」についてはその内容・運営

については若手の独自性を尊重すべきであるが，

補助金等に関連して，本会との連絡をより密に

するべきである.若手の会の世話人が理事会に

参加して連絡をとるかまたはその世話人の所属

する機関の理事が連絡をとるとよい. (その後，

理事会で後者の方法を採用することが決定きれ，

平成 5年度から実施きれている.) 

( 5 ) 討論会の内容・方式等について

一世話役の発案により内容が決められているのが

現状.境界領域から招待講演等により参加して

もらうことを検討する.

( 6 ) ニュース，名簿，セミナーについて

ーニュースの編集に関しては，会誌の編集委員会

の分担分との調整が必要.また，現在の名簿に

は正確でないところがあるので，事務局で再確

認することが必要. (ニュースの編集について

は，その後事務局と会誌編集委員会とで調整が

行われ，会誌編集委員会が担当することになっ

た.) 

ーセミナーおよび応用シンポジウムについては運

営上金銭的なことなど種々の困難があるものの，

従来の成果として境界領域・若手の活性化など

が明らかに見られるので，ぜひ再開すべきであ

る.(その後，放射線化学セミナーは「電子移動」

について立矢委員が，応用放射線化学シンポジ

第 57号(1994)

ウムは「加速器応、用」について田川，鷲尾両委

員が担当して，再開きれた.) 

( 7 ) 科研費対策について

一分野ならびに学会の活性化のためには，やはり

科研費への積極的な応募が必要である.

( 8 ) 予備費の使用方法について

一本委員会として，委員会を開催するために旅費

が必要.(理事会の審議結果に基づいて，旅費実

費が予備費から支払われた.) 

( 9 ) その他

一現状の会費では，会員数が増加すると収支がマ

イナスになる. (会費の値上げを検討する.ま

た，会費未納入者への会誌の発送について見直

す.) 

以上のように，企画構想委員会は時間的に近い問題

と遠い先の問題とを共に審議の対象にしなければなり

ませんでしたが，高椋現会長のもとで平成 5年度から

これが将来構想委員会と企画委員会とに分かれました.

将来構想委員会は次のメンバーで構成されています.

委員長:鎌野嘉彦(東工大理)，委員(五十音

順):市川恒樹(北大工)，大野新一 (原研高

崎)，小田英輔(古河電工)，平岡賢三(山梨大

工)，宮崎哲郎(名大工)，山本幸男(阪大産研)

第 1回委員会は昨年10月5日に聞かれました.審議

事項は，上記の企画構想委員会での審議未了のものを

含めて，高椋会長から次のよフなものが諮問きれまし

た.それぞれについて審議結果の概要も以下に示します.

(1) 日本放射線化学会賞に奨励賞(仮称)を設ける

ことについて

すでに施行きれている賞との関係について，

特に全体としての人数をどうするか，それに

関連して絶対評価にするか，相対評価にする

か，対象年齢，選考基準等について審議が行

われた.

( 2 ) 会組織と役員について

事務局，会則，理事会の構成等について自由

討論が行われた.

( 3 ) 放射線化学分野の活性化について

研究グループの数と分布，境界領域・若手・

討論会の活性化，科研費応募の活性化などの

観点から自由討論が行われた.

次回は今年度内に開催きれる予定です.それを踏ま

えて，この委員会は次年度(東大教養・西川 勝委員

長)にバトンタ ッチきれます.

(旗野嘉彦)
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企画委員会

平成 5年度より発足した企画委員会では，平成 4年

度まで企画構想委員会で担当していたもののうち，年

間行事の計画・実施について担当することになった.

具体的には，放射線化学セミナー及び応用放射線化学

シンポジウムの企画及び実施が主なものである.

今年度は，佐藤が委員長を務め，田川精一(阪大産

研)，立矢正典(物質研)，今井正彦(東ア研)，鷲尾方

一(住友重機側)，大道英樹 (原研高崎)の各理事及び

松山奉史会員(京大原子炉)が委員になっている.今

年度の委員会活動の開始にあたり，放射線化学セミナ

ーには松山，立矢，田川の各委員，応用放射線化学シ

ンポジウムには大道，今井，鷲尾の各委員があたるこ

ととした.

平成 5年 7月20日に行われた企画委員会の会合では，

今年度の行事として，放射線化学セミナー 1件，応用

放射線化学シンポジウム 2件の提案があった.放射線

化学セミナーでは，本会と京大原子炉実験所との共催

で，平成 5年12月13日から14日に京大原子炉実験所に

おいて「メソスコピ ック系の物理・化学」と題して行

いたいとの提案が松山委員からあり，了承きれた.す

でに会誌56号にプログラムが記載きれている. 一方，

応用放射線化学シンポジウムの 2件のうちの 1件は，

本会と早稲田大学との共催で，平成 5年11月20日に早

稲田大学において「放射線高分子と先端技術に関する

シンポジウム」と題して行う提案で，田川委員ととも

に浜副会長(早稲田大学)が準備にあたることで了承

された.他の 1件は，平成 2年度に原研高崎が主催し，

本会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，本会，原

研高崎及びIAEAが共催して平成 6年 3月10日から11

日まで原研高崎で行いたいとの提案であり，了承きれ

た.詳細は，平成 5年12月に発行のニュースレターで

紹介きれる.

以上のように，企画委員会では本会の主要行事とし

ての放射線化学セミナーと応用放射線化学シンポジウ

ムを企画し実施にあたっているが，これらがこれまで

成功裏に開催きれてきたのは，開催場所にあたる会員

の方々の努力に負 うところが多い.最後に，これまで

に行われた放射線化学セミナーと応用放射線化学シン

ポジウムの開催状況を表でご覧願いたい.

(佐藤章一)
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放射線化学セミナーテーマ一覧

回 年月日 開催場所 アーマ

1 S.61. 5.19 理研 W値と放射線化学

2 S.61.11. 25 早大 誘電・絶縁材料の放射線劣化

評価法への放射線化学的ア

ブローチ

3 S.62.5.26 東工大 イオンビームによる照射効

果とその応用

4 S.62.9.21 原研本部 環境保全への放射線利用

5 S.63.5.9 理研 SRを用いた放射線化学の新

展開

6 H1.5.8 早大理工 イオン化とは何か

7 H1.12.5 京大原子炉実 非平衡不均一系の非線形現

験所 象

8 H2.6.23 名大 不安定活性種と周辺分野

9 H3.5.20 東大原総セ 凝縮系でのイオ ン化

10 H5.1.19 工業技術院 電子移動反応の新展開

11 H5.12.13- 京大原子炉実 メソスコピ ックの物理・化学

14 験所

応用放射線化学シンポジウムテーマ一覧

回 年月日 開催場所 アーマ

1 S.56.3.24 理研 機能性高分子の立場から放

射線利用の可能性を考える

2 S.57.3.15 早大理工 情報科学技術への放射線利

用の可能性を考える

3 S.58.2.15 大阪科学技術 (最近の話題)

センター

4 S.59.2.27 国立教育会館 低エネルギ一電子線による

表面加工処理

5 S.61. 2.22 名工大 イオンインプランテーショ

ンの周辺

6 S61. 7.7-8 原研高崎 イオン照射を利用した先端

科学技術

7 S62.12.14 阪大産研 ビームプロセスのための新

-15 線源、

8 H1.1. 9 早大校友会館 マイクロエレクトロニクス

高分子材料の放射線化学

9 H2.1.24- 東大山上会館 原子力発電と放射線化学

25 

10 H4.1.17 原研大阪 線量評価

11 H5.3.10 東大原総セ 加速器ビームのプロセス応

用の現状と展開

12 H5.11.20 早稲田大学 放射線高分子と先端技術

13 H6.3.10- 原研高崎 生物医用材料への放射線利

11 日有一

放射線化学



国際交流委員会

国際交流及び国際協力の計画・実施を目的として設

置された本委員会は，平成 5年度の委員として高椋節

夫(委員長)，浜義昌，鎌野嘉彦，勝村庸介，上野桂

二，武久正昭，川上和市郎の各氏が選出され，第 1回

の委員会が平成 5年10月5日に日本原子力研究所第 5

会議室に於いて開催きれた.討議きれた議題は以下の

通りである.

1 )第 6回日中放射線化学シンポジウムについて

2 )第2回生物医用材料への放射線利用に関する国

際シンポジウムについて

3) IAEA国際共同研究について

4 )その他

各議題について担当者から説明があり，質疑応答が

なきれた.第 1の議題は浜義昌委員より，開催日時(平

成6年11月6-11日)，組織委員会，予算案，ならびに

浜，勝村両実行委員による北京，上海における打ち合

わせ状況について説明があった.特に日本側としては

若手研究者も多数参加することを希望しており，その

ための選考方法，経費的支援について意見交換が行わ

れた.また，本学会として予算的支援を行うよう要望

第 57号(1994)

することが了承された.アジアの他の国からの参加に

ついても考慮して欲しい旨の意見があった.

第 2の議題については，川上和市郎委員より説明が

あり，平成 2年10月に原研が主催し， 日本放射線化学

会， IAEAが後援して聞かれたシンポジウムの第 2固

として平成 6年 3月10-11日に高崎研で開催される.

なお，本シンポジウムは日本放射線化学会主催の応用

放射線化学シンポジウムに位置づけられ，企画委員会

で検討きれている旨報告があった.

第3の議題はIAEA国際共同研究に関するもので，

旗野嘉彦委員より説明があった.詳細は本会誌. 56号

p82に記載されているが，同研究でまとめられた"

Atomic and Molecular Data for Radiotherapy"は

IAEAレポートとして， 1994年に出版される予定であ

る.

その他としては第11回ICRR(1999)がDublin(アイ

ルランド)で開催きれることに決まった経緯が旗野委

員から説明があった(本会誌56号p80参照).なお，第

10回はWurzburg(1995年)で開催きれる.

(高椋節夫)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社 東京電力株式会社

岩崎電気株式会社 東北電力株式会社

株式会社荏原製作所 東燃タピルス株式会社

株式会社英光社 動力炉・核燃料開発事業団

関西電力株式会社 日新ハイボルテージ株式会社

関西ペイント株式会社 日新製鋼株式会社

九州電力株式会社 日本鋼管株式会社

コバルト照射センター 日本電子株式会社

株式会社コーガアイソトープ 日本原子力研究所

二和化工株式会社 目立化成株式会社

四国電力株式会社 ビームオペレーション株式会社

株式会社シード 古河電工株式会社

島津製作所株式会社 株式会社ブリジストン

住友重機械工業株式会社 北海道電力株式会社

住友電気工業株式会社 北陸電力株式会社

住友スリーエム株式会社 財団法人放射線照射振興協会

住友化学工業株式会社 株式会社ユアサコ)ポレーション

住友電装株式会社 株式会社吉野工業所

大日本インキ化学工業株式会社 ラジエ工業株式会社

中部電力株式会社 リンテック株式会社

中国電力株式会社

(アイウエオ順)
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