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〔巻頭言〕

研究と人との出会い

片山明石 *

1960年 8月、デラウェア大学で放射線化学を始めて

以来、長い間この道を歩んで来たものである。 1962年

米国でパルスラジオリシス法により、水和電子が発見

‘ れ、大きな話題を提供していた頃、デラウェア州ウ

イルミントンのデュポンの研究所に行き、実験装置を

見せてもらった。その頃同研究所ではすでにパルスラ

ジオリシス実験を終えて久しかったが、担当研究者マ

クラクラン博士は快くその装置を見せてくれた。パン

デグラーフ電子加速器のそばに小さな分光器が置いて

ある。只それだけであった。これなら俺にも出来そう

だ。とひそかに思った。帰国し、恩師堀内寿郎先生に

放射線化学をやりたいとお願い申し上げ、御快諾を得

た。その頃北大工学部で4MeVライナックが完成しつ

つあった。 1963年 4月、阪大理学部広田研に湯川奨学

生として呼んで項き、 αーメチルスチレンの放射線重合

に関する予備的研究を開始した。 αーメチルスチレン

は、金属ナトリウムにより陰イオン重合し、リビング

ポリマーを生成することは当時から良く知られており、

その光学吸収も知られて居たので、そこへねらいをっ

すた。放射線重合の資料であるαーメチルスチレンを充

乾燥必要があることをもっきとめた。4MeVライナ

ックの単一パルス化も進み、総ての条件が整い、研究

を本格的に始めたのは1963年冬のことであった。反応

中間体である陰イオンラジカル同定の決め手となった

のは、中間体を 2枚の電極聞を走らせ、陰、陽両イオ

ンの到達時間を比較したことであった。当時筆者は、

北大理学部物理化学教室、堀内研究室の助手、ライナ

ックは同工学部に設置されて居リ 、技官の鳥海さん、

谷田さん、村井さん等には非常にお世話になった。朝

早く から真空ポンプを回し、ライナ ックの真空度が上

り、データを取り始めるのは畳頃からで、データを取

り終えるのは夜になっていた。連日の実験にもかかわ

らず、技官の方々、山崎初男さん等がよく付き合って

くれたので、研究は予想されたより非常に早く進展し
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た。大阪から畑町元義博士も、電子凶路を組み上げか

けつけてくれていた。 ヒットルフ型移動度測定でシグ

ナルが観測された時には、跳ひ・上がって喜び、実験室

中舞り回ったものであった。

1972年 2月、北大工学部へ移り、沢村貞史博士 と会

った。以来時間分解能もマイク ロ秒からナノ秒、そし

て苦労して組み上げたス トロボスコープ法ピコ秒パル

スラジオリシス実験装置を働かせ、データを取れるよ

うにしたのもなつかしい思出である。住吉孝君が助手

の頃彼はそれで博士をとった。

ライナックを用いる研究の特徴は、任意の時間に、

任意の空間に、任意の活性種を生成させる点にある。

これをレーザーと組み合わせば新活性種に関する研究

に発展してゆくであろう。研究 ・教育には装置が欠か

せないことは勿論であるが、何より大切なのは人であ

る。装置、実験、討論を通じて人は生長してゆく 。何

よりも人との出会いを大切にしたい。

1995年 2月 片山明石

ストロボスコープ法ピコ秒パルス装置の光学的検出部

の写真
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〔 解説〕

放射光による放射線生物学の研究
一初期過程としての放射線化学 との関連 に着目 して-

Radiation biology using synchrotron radiation 
-In relation to radiation chemistry as an initial process-

高エネルギー物理学研究所放射光実験施設 小 本木 克 己

1.はじめに

生物が放射線にさらされるとその生物に致死や突然

変異が誘発されることは，レントゲンがX線を発見し

た直後から知られていた.その原因は，放射線による

生体へのエネルギー付与であることは知られているが，

温度上昇で表される均一な付与ではなし不均一なエ

ネルギー付与が特徴であることも知られている.ちな

みに，人聞が致死線量をあびたこときの放射線のエネ

ルギーによる温度上昇は約千分の 1度である.このこ

とからも，放射線の生物作用の特徴はエネルギー付与

の構造にあることは推測がつくであろう .

放射線を照射された生物にその効果が現われるまで

には非常に多くの過程が含まれている.大きく分けて

も，放射線のエネルギーが生体分子に与えられる過程

である物理的過程，そのエネルギーによって生成した

イオンやラジカルの反応が起きる化学的過程，ラジカ

ル反応等によって生成した生体構成分子の変化(損傷)

に対して生物が持つ酵素を用いて修復する生化学的な

過程，さらに修復過程によって治しえなかった損傷が

原因となる細胞死や突然変異が起こる生物的過程，人

聞のような場合には発がんという医学分野で扱われる

過程がそれに続く .これらの過程全てを理解するのが

放射線生物学の最終目標である. しかしながら，物理

から生物医学の分野まで全てを研究 ・理解するのは一

人の研究者にとってなかなか容易ではない.一方で，

近年の分子生物学の発展によって生物の基本となる細

胞に対する理解が分子レベルで調べられるようになっ

Katsumi KOBA Y ASHI 

高エネルギ一物理学研究所放射光実験施設 助教授

てきた.その繋明期において放射線生物学が核酸

(DNA)が遺伝物質であることを最初に指摘して分子

生物学の発展に大きな貢献をした1)2) その後，放射線

生物学の対象となる一連の過程の中で，ほぽ中間にf

置する分子変化(損傷)に対する研究が進み，生物に

とって損傷として働く多くの分子種が同定されてきた.

筆者等のグループは，放射線によるエネルギー付与の

特徴が現われる分子損傷が生成する機構に着目し，紫

外からX線までの強力な連続光源である放射光を用い

て研究をしているが，その最近の成果のいくつかを紹

介したい.すべての成果を紹介するわけには行かない

ので，より詳しく知りたい方は他の総説3)4)5)を参照し

ていアこアごき fこい.

2.放射線生物学と放射光

X線の発見以来，これまでの約100年の聞になされた

研究により，放射線による生物効果の原因となる分子

変化は，遺伝情報を担うデオキシリポ核酸 (DNA)に

起きていること，紫外線を含む放射線によって生成す

るDNAの分子変化(損傷)にも多くの種類がある、

と，細胞が持つ修復作用によって多くの損傷が治さ

てしまい，治しえなかった損傷が細胞レベルの生物効

果の原因となること，等がわかってきた.近年の分子

生物学の発展，さらには遺伝子工学の発達により，修

復作用の分子的な理解は大いに進んだ. しかしながら，

エネルギー付与から分子損傷の生成に至る機構につい

ての研究は，現象論の域をあまりでていない.その原

(略歴)昭和46東京大学理学部物理学科卒， 51年東京大学大学院理学系研究科物理学専門過程修了(理学博士)，同

年 日本学術振興会奨励研究員(2年間)， 53年筑波大学生物科学系，文部教官講師， 61年より現職 専門)放

射線生物物理趣味)水泳，スキー，旅行連絡先) 〒305茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギ一物理学

研究所放射光実験施設測定器研究系 Tel0298-64-5655 (直通)Fax 0298-64-2801， e-mail: KOBA Y ASK 

@ KEKV AX. KEK. JP 
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因の一つは，エネルギー付与の過程をコントロールす

ることが出来なかったためである.この点をより明ら

かにするために，エネルギー付与から分子損傷生成ま

での過程をもう少し詳.しく述べておく .γ線などの高

エネルギ一光子は，電子対生成，コンプトン散乱等の

相互作用によって多量の二次電子を発生させ，それら

を介してエネルギーを生体構成分子や生体に多く含ま

れる水分子に与える.このエネルギーは電子の飛跡、に

沿って一様に与えられるのではなし約40eVを平均値

とする離散的なエネルギーの塊を周りの分子に与えて

いく.飛跡の単位長さあたりに電子が失う(周りの分

子が受け取る)エネルギー量を線エネルギー付与 (Lin-

ear Energy Transfer， LET)と呼ぶ.粒子の種類， エ

ネルギーによって異なる値を取るので，エネルギー付

の空間的構造を示すノfラメータとして用いられてい

る.これを受け取った分子は電離ないし励起を起こす.

これが分子変化を引き起こす過程の出発点となる.こ

こで生体構成分子や水のラジカルが生成し，エネルギ

ー密度が高いとラジカル同士の反応が起きてより複雑

な反応が起きる.重粒子放射線は，マクロに見てγ線と

同じ線量を与えたときに， γ線照射の場合よりも大き

な生物効果を示すという点から，有力ながん治療法に

なるのではないかと注目されているが，上記のLETの

値が高いという以外，メカニズムに関する知見はない.

これらのエネルギー付与過程およびそれによって引き

起こされる反応機構を実験的に調べるには，任意のエ

ネルギーの“塊"を生体などに付与する必要がある.

40eVのエネルギーは真空紫外線 (VacuumUV)光子の

持つエネルギーであり，より大きいエネルギ一量を与

えるには軟X線の光子が必要になる.これらのエネル

ギーの違いによる反応機構の差を組織的に調べるには，

空紫外から軟X線にかけての広い領域での単色光子

が必要となる.このような観点から東大教授(当時)

の伊藤隆先生を中心に，関心を持つ放射線生物学研究

者がグループを作り，放射光光源を持つ施設を共同利

用して，真空紫外から軟X線， X線までの領域における

生物照射装置を開発し，それらの光の生物効果を研究

してきた.歴史的な理由から，約25eV以下の真空紫外

領域は東京大学物性研究所，軌道放射物性研究施設で

行なわれてきた.高エネルギ一物理学研究所，放射光

実験施設では，それより高いエネルギー領域の照射装

置を開発して研究を行なってきた.それによ ってえら

れた成果のうちのいくつかを次節以下に紹介する.

単色放射光を用いて放射線生物作用の初期過程のメ

カニズムが解明されると，エネルギー付与事象の重な
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り(相互作用)によると考えられる高LET重粒子線に

よる生物効果の増強のメカニズムが理解できるように

なり，がん治療がより効率よく行なえるようになると

期待できる.また，個々の離散的なエネルギー付与に

よる分子損傷生成のメカニズムが理解できるので，エ

ネルギー付与の{閑々の事象の聞に何の相互作用も起き

ないような低線量，低線量率放射線の影響が論理的に

推測できるようになると考えられる.環境放射線のよ

うに低線量，低線量率放射線の生物効果は誘発率が非

常に低いので，母集団を大きくし，かつ長期にわたっ

て生物的実験を行わねばならず，また得られる結果の

誤差が大きいので実験によって得られた線量一効果関

係からメカニズムを推定するのは困難である.放射光

を用いた初期過程の研究がメカニズム解明の唯一の実

験的手法と考えられる.

3. これまで得られた成果

前節に述べた研究の展望から，実際に行われた研'先

は大きく 二つに分けられる.第 1は， I勾般電離後の

Auger効果によって生理学的に重要な生体構成分子に

同所的な高密度電離を起こして生物効果を調べるもの

である.がん治療に利則されている高LET粒子放射線

の生物作用機構を調べると共に，放射光X線によるが

ん治療の可能性を調べるという応則も視野にいれた研

究である.第 2のグループの研究は，放射光が真空紫

外からX線領域までの広いスペク卜ルをもっという特

徴を利則して，広いエネルギ一分布をもっ放射線の

桐々のエネルギー付与現象による生体構成分子の変化，

さらにそれによる宅物効果を調べるという非常に基礎

的な研究である.

3. 1 tt三体構成元素の!人j殺電離の性物効果

生体を構成する軽正案に|勾殻電離が起きると，

Auger効果が起きて被数の低エネルギ-Auger屯ニ(-を

放出すると共に，その原子自体は多重電離を起こす.

低エネルギーAuger電子はI)、l殻電離した原子の問辺に

局所的に高い密度で電離を起こす.この状況は高LET

放射線による高密度な電離を再現している. I付般電離

の断面積は吸収端付近で不連続に変化するので， P，及収

端に相当する単色放射光軟X線を用いると，内'投電離

を起こす元素をある程度限定できる.さらにチューナ

ブルな光源としての特性を生かして，吸収端よりほん

の少し低いエネルギーの単色X線の生物効果と比べる

ことによって，当該原子の内殻吸収による生物効果を

抜き出すことが出来る.また，生細胞内でエネルギー

3 



付与が起きる場所，その結果として損傷が生成する場

所を制御できるので，損傷から細胞死へ至る細胞生物

学的な機構を研究するうえでも非常に面白い.内殻電

離の効果を調べる対象の元素としては.人工的にDNA
の塩基に取り込ませることが出来る臭素，およびDNA
の主鎖を構成するリン，が選ばれた.臭素の様な外部

から取り込ませた元素にエネルギーを選択的に吸収さ

せることができれば，がん組織にも放射線のエネルギ

ーを集中させることができるので，がん治療に役立て

ることができる.

篠原(都臨床研)，大原(放医研)等印刷はブロムウ

ラシルを取り込んだヒトやマウス等の高等生物の細胞

に臭素のK殻吸収端前後の非常に接近したエネルギー

の単色軟X線を照射して.臭素のK殻X線吸収によっ

て生物効果が増感されることを初めて示した.前沢(東

海大)等は増感の分子的メカニズムを調べるためにブ

ロムウラシルを大腸菌に取り込ませて，臭素のK殻吸

収による増感作用を調べ，臭素のX線光子吸収あたり

の致死効率が約0.1であることを明らかにした9)10) 宇

佐美(高エ研)らは酵母菌を材料に用いて，増感の割

合が最大， 20%に成ることを報告した(図 1) 11). どち

100 

，、¥U，.-A 、岡、t 、

F H C O ιgJ 10 

ζC E 〉3R 

コ
(j) 

-cysteamine 

o 2 4 6 月 10 12 

Exposure (C.kg.' ) 

図 1 臭素をDNAに取り込ませた酵母細胞にたいす

る単色X線の細胞致死作用.臭素によるX線吸

収が起きているエネルギーのX線(13.51keV)

による致死作用の方が大きくみられる.この増

感効果はラジカルスカべンジャー存在下ではよ

り顕著に見られる 11)

4 

らの場合でも水ラジカルによる間接効果を抑えると増

感効果がより明確に見られることから，臭素による増

感効果は臭素によるX線光子の直接吸収から起きてい

ることが証明された.x線領域で，光子吸収と細胞致死

が関連づけられ，その効率が求められたのは初めてで

ある.

生体中で最も重要な分子であるDNAに含まれるリ

ン原子の内殻電離の効果も研究された. リン原子に内

殻電離・Auger効果ーが起きると，電離放射線による生体

高分子損傷の中で最も重要と考えられているDNAの
主鎖切断が，効率よく生成すると考えられるので， リ

ン原子内殻電離の生物効果の研究は非常に重要であり，

過去にX線管を用いて調べようとする試みはあったが

成功しなかった.小林(高エ研)等は， リン原子K殻

吸収端エネルギー付近の軟X線領域の生物用照射装置

を開発して，細胞に対するリン内殻吸収の生物効果を

初めて報告した12) それによると，細胞致死効果，遺伝

的変化誘発効果において， 40%の増感効率が見られた

(図 2).また，細胞膜系に多くのリンが含まれるが，

そのX線吸収による生物効果は見られなかったので生

物効果発現におけるDNAの重要性が確認された.リン

K殻吸収の生物効果は動物の培養細胞における致死効

果，突然変異誘発作用13)、染色体異常誘発14)においても

確認された.

増感効果の機構を調べるために， DNA分子を用いた

研究が行われた.桧枝(立教大)等の乾燥状態のプラ

スミドDNAを用いた研究では， DNAの主鎖切断の吸

収線量あたりの生成効率はK殻吸収によってあまり変

わらないという結果を報告した15) しかし，高倉(ICU)

は水溶液中で切断効率を調べたところ， リンK殻吸収

によって大きく増えるという結果を報告した(図

3) 16). これらの結果から，内殻般収およびAuger効果.

による増感作用には生物の環境を保持している水が重

要な役割を果していることが示された.内殻吸収およ

びそれに続く Auger効果によって誘発される生物効果

の増感作用が，光子の日及収によって局所的に増えたエ

ネルギーによって損傷の数が増えたために起きたのか，

それとも局所的な高密度エネルギー付与によって質的

に異なる損傷が生成しているのが原因となっているか

について興味がもたれた.宇佐美(高エ研)等は， DNA 
の修復能力をもっていない高感受性の細胞ではリンの

X線吸収による効果があまり顕著でないことから，

Auger効果によ って質的に異なる損傷(修復されにく

い損傷)が生成しているがその量はあまり多くないの

で，多くの損傷が修復されてしまうような野生株にお

放射線化学
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解生成物を調べたところ，生成物のスペクトルが変化

することが横谷(原研)等によって明らかになってい

る(凶 4)1べ内殻電離・Auger効果による高密度エネ

ルギー付与によって異なる反応が起きていることを示

しており，放射線化学的にも新しい展開が聞ける可能

性があると思われる.

酵母細胞に対するりんK殻付近の単色軟X線の

致死およぴ突然変異 (geneconversion)誘発作

用. リンK殻共鳴吸収ピークの軟X線 (2153eV)

はその両側のエネルギーの軟X線 (2147eV，

216ueV) よりも高い生物効果を示す 12)

図2

3. 2 生物効果誘発のX線エネルギー依存性

放射光の特徴は，広いエネルギースペクトルにある.

これを利用して光子エネルギーと生物効果誘発の効率

の関係が調べられた.佐々木(京大)らは4.8-14.6keV

の範囲で染色体異常の誘発効率のエネルギー依存性を

調べ， 5ないし6keVのX線が高い効率をもつことを報

告した(文献18). 細胞に対する致死採用では筆者等が

低エネルギーX線はコバルト γ線より効率よく遺伝的

5 

いてその効果が顕著になると結論した.

内殻電離 ・Auger効果に特異的な分子損傷の探索が

分解産物の同定が容易なアミノ酸分子を用いて行われ

た.イオウ原子を一つだけ含むアミノ酸であるシスタ

チオニンは，その両端それぞれにアミノ基とカルポキ

シル基を持つので分解生成物はアミノ酸となる.それ

らはHPLCを用いて容易に分析でき，切断された結合

も推測できる.シスタチオニンにイオウK殻吸収端前

後の単色軟X線を照射してイオウの内殻電離による分

第 59号(1995)



光生物研究者の常識を大きく変えるものであった.さ

らに， 二重鎖切断と一重鎖切断の誘発効率の比が100

eV以下と数100eV以上では大きく異なることから二

重鎖切断のメ カニズムがこのエネルギー領域で変化す

ると考えられている(図 6)21).これまでに生存率曲線

をもとにしたコンビューターシミュレーションで致死

に必要なエネルギー量が推測されていたが，生物の致

死に重要な役割を果たしていると考えられている二重

鎖切断生成に必要なエネルギーが実験的に求められた

のは初めてであり，放射線生物学研究に放射光が非常

に有効であることを示している.

細胞のような水溶液中では， X線エネルギーの大部

分は水に吸収される.その結果ラジカルが生成し， 生

体構成分子を攻撃する.これを放射線の間接作用とい

う.渡辺等(原研)は，これに関与する水ラジカル

収率の照射X線エネルギー依存性を，鉄の 2価イオン

の酸化収率によって調べた.酸化収率は， 10から1.8

keVの範囲でX線エネルギーと共に減少した22) 水中

でエネルギー付加現象を起こす光電子のエネルギーは

X線エネルギーと共に減少し，それに伴って単位飛跡

長さあたりの付加エネルギー量 (LET)が高 くなる.
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シスタチオニンの構造およびイオウ股収端前後

の単色軟X線照射された試料のHPLCチャート.

構造式中の矢印は予想される分解生成物と切断

部位の関係を示す.二つのX線エネルギーでク

ロマト上のピーク高さが異なるとともに，イオ

ウによるK殻股収がときたときにのみみられる

ピークもある (2472eVのチャートの矢印). 17) 

図 4

x 

30 

Photon energy (eV) 

真空紫外領域でのプラスミドDNA(乾燥)の一

重鎖切断 (SSB)および二重鎖切断 (DSB)生

成の作用スペクトル. 5eVから8eVにかけて

SSBの作用断面積が急激におおきくなっている

とともに， 8eVではDSBも生成していることが

わかる 20)

放 ""ι 
寸・化

20 

線射

10 5 

1 0・21

1 0.22 

図5

変化を誘発することを報告している 19) 桧枝等は乾燥

したプラスミドDNAを用いて，紫外線 (5eV)から軟

X線領域(数keV)までの領域で， 一重鎖切断と二重鎖

切断の照射光子依存性を調べた.これは， 主鎖切断に

必要なエネルギーを調べるという意味で非常に重要で

ある.それによれば， 8eVというエネルギーがあれば一

重鎖切断ばかりでなく二重鎖切断も生成することがあ

きらかになった(図 5)20). 8eVという非常に小さいエ

ネルギーで二重鎖切断が生成することは放射線生物・

6 
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生成効率の照射光子エネルギー依存性.数100

eVの付近で急激に変化している 21)立教大，桧

枝教授のご好意により未発表のデータを含む.) 

重粒子放射線を用いた研究からLETが高くなると鉄

イオンの収率が減少することは知られており，軟X線

もエネルギーが低くなると高LET放射線の性質を示

すようになることがわかった.生物効果の増感という

点からも，軟X線は高LET放射線と似ている23)川.鉄

イオンの酸化収率はFricke線量計としても知られて

おり，軟X線領域での組織的な研究は以前から必要性

が指摘されていたが，放射光を用いることによって初

めて可能になった.重粒子線や軟X線が高い生物効果

を示す機構を解明するには，高密度なエネルギー付与

による水溶液中での反応に関する研究が必要で、あろう .

4.今後の展望

生体構成元素の内殻電離の生物効果にl期するこれま

での研究によって， Auger効果によって生物作用が増

感されることが明らかになった.また，これまでは電

子捕獲によるベータ崩壊核種のみが利用可能であった

が，チューナプルで強力な放射光を用いて電子捕獲ベ

ータ崩壊核種のない元素についても， Auger効果の生

物作用を調べることが出来た.この方法によって細胞

内の特定分子のみを変化(不活性化)させうる可能性

があるので，細胞生物学的にも非常に興味が持たれる

研究である.増感の度合いはFairchild等の予測より小

さかったが，治療などへの応用の可能'性を考えると，

そのメカニズムの研究を更に推進する必要がある.
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生物効果誘発のX線エネルギー依存性の研究に関し

ては，真空紫外からX線領域までの単色光子の生物効

果を調べるという究極の目標に対して，プラスミド

DNAあるいはオリゴヌクレオチドという DNAの断片

を用いて鎖切断という 一つの分子に対する効果を選ん

だ場合に目処が立ったという段階である.これまでは

シミュレーションだけであったことを考えると，初め

ての実験データであるという点で非常に重要である.

局所に与えるエネルギー量と いう観点からみると，同

所的に大きいエネルギーを付与するAugercascadeに

関する研究は光子エネルギー依存性に関する研究を高

エネルギー側に延長したものと捉えることができる.

このような観点から統一的に考えることができるよう

になったのも放射光のおかげと考えることが出来ょう.

放射線生物作用の研究における放射光の有効性は世

界中の放射線生物研究者が認めるmところであるが，

Accessibilityなどの諸般の事情によ って， 11本以外で

はあまり発展していない.引用した文献の著者のほと

んどが日本人であるのはこのためである.最近，英|司

のGrayLaboratoryのグループがDaresburyにおいて

本格的な研究に着子したという知らせが入ったので，

今後は国際的な競争が始まり，放射光を用いた放射線

生物効果の研究はますます発展すると思われる.今後

の課題としては，

a)内殻電離を手法とした高LET放射線の生物作則

の分子的メカニズムの研究.

b)真空紫外からX線までの広い領域の光子・による

分チ変化のエネルギ一保存性.

c)超軟X線 Okev以下)領域での生細胞等にたい

する生物効果の研究.

などが挙げられるが，そのうちの二つは放射線化，~戸と

密接な関連があるテーマである.高エネルギー研の放

射光実験施設では， 一昨年秋から非密封放射性同伏見

素(RI)でラベルした試料に放射光単色軟X線を照射で

きるようになったので， a)， b)の研究におおいに役

立つものと思われる. a)については宇佐美(高エ研)

らがRIを用いて内殻電離によるDNAの主鎖切断の分

子機構の研究を初めている.b) についても組織的な

研究はDNAについて始まったばかりであり，それ以外

の分子も含めて，大いに発展が期待される. c) につ

いては，大変透過性の低い超軟X線を，ビームラインの

真空を破壊することなく水溶液試料に照射する技術を

開発する必要がある.さらに a) に関しては，最終生

成物の分析で満足すべきではなし反応中間体に関す

る研究を進める必要がある.そのためには，真空中で

7 



のオンライン質量分析(飛行時間差法などによる)や，

放射光のパルス性を用いたパルスラジオリシスなどの

手法を取り入れていく必要がある.

以上述べてきたように，我々が放射光を利用して研

究している分子変化が生成する過程はまさしく放射線

化学であり，諸兄からのご意見・ 示唆な どをお聞かせ

いただければ幸いです.
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〔解説〕

芳香族炭化水素結品の光イオン化過程

しはじめに

絶縁体である有機結品の電気的性質の研究は50年ほ

どまえから始まり，有機超伝導体や分子素子の研究へ

続いている.絶縁体で電荷を運ぶことができるとい

う物性は有機半導体という概念でとらえられている1)

アントラセンに代表される芳香族炭化水素結品は常温

では自由電子，正孔(電荷キャリヤー)がほとんど存

在せず，電気伝導性はないといってよい. しかし光の

照射によって生成する電荷キャリヤーは結品中を動く

ことができ，電気伝導に寄与する.この光電導性は広

く研究されており，電子写真や太陽電池の基礎研究と

しても重要である.

芳香族炭化水素結品は分散力という弱い分子間相互

作用で形成され昇華性である.そのため電子状態は分

子を基本にして考えることができる.例えば吸収，蛍

光スペクトルは分子のものとほとんど同じである.こ

のような弱い分子間相互作用で構成されている有機半

導体はシリコンなどの無機半導体と異なった概念でと

らえなければならない たとえばシリコンなどでは電

箭キャリヤーは構成原子の軌道の重なりで形成される

導バンドを走り，かなり大きな易動度を示すのに対

し，有機半導体では分子間相互作用が弱く，いいかえ

れば伝導バンドの幅が狭いため易動度は小さしまた

電荷キャリヤーが構成分子上に局在する場合もある.

キャリヤ一生成においてはシリコンなどでは価電子帯

から伝導帯への遷移(バンド間遷移)としてとらえる

ことができる. しかし有機半導体では分子の光イオン

学習院大学理学部化学科 加藤 隆 一・

化として扱うほうが便利である.

このように有機結晶は国体物理的にひとつの大きな

結品として扱うのではなしその構成分子の単位で考

えると都合がよいことが多い.そうみると有機結品の

光電導は放射線化学において重要な，凝縮相中の分子

の光イオン化過程と密接に関係していることがわかる.

ここでは筆者が行ってきた研究2)~ 中心にこの分野の

研究の進展，放射線化学の基礎過程との関連について

解説を試みたい.芳香族炭化水素結品の光電導につい

ての一般的な解説として参考文献 3， 4， 5をあげる.

2.電荷キャリヤーの易動度

有機結品の電荷輸送材料としての性質を知るために

電荷キャリヤーの易劃j度の測定は重要である.結品中

に生成した電荷キャリヤーは結品中を走り凶り，結品

中の欠陥や不純物に効率よく捕獲されるため伝導の様

子やイオン化のふるまいを研究するためには高純度の

試料が必要である.

精製はシリコンなどの無機半導体の精製法と同じ帯

域精製法が用いられている 6)7)この方法は，融液と結

晶での不純物の分配係数のちがいに基づくものであり，

非常に効率がよい. しかし場合によっては十分ではな

し特に似た性質，大きさの不純物分子の除去は困難

である.このため他の精製法と組み合わせたり，精製

しやすい合成経路を考える工夫がとられている。精製

した試料の純度の評価も重要である.そのなかで感度

の高い方法として不純物へのエネルギー移動による増

Photoionization processes in aromatic hydrocarbon crystals 

Faculty of Science， Gakushuin University，・RyuziKatoh学習院大学理学部化学科助手 博士(理学)

(略歴)昭和60年学習院大学理学部化学科卒業.旭硝子側，学習院大学副手を経て昭和63年より現職.平成 5年度 .

ベルリンハーンマイトナー研究所客員研究員専門)凝縮相の物理化学 (趣味)旅行，ポピュラーサイエン

ス (連絡先)勤務先〒171 東京都豊島区目白 1-5 -1学習院大学理学部化学科 ft03--3986--0221 内線

6421) 
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線解析を用いる場合， X線によつてラジカル

しL1川lυ円)に，電荷キヤリヤ一の卜ラツフプ。となるので注意が必

要である.

芳香族炭化水素結晶での電荷キヤリヤーの易動度の

測定はKepler，LeBlancによる飛行時間法の成功によ

って可能になった12) 同様な原理に基づいて製作した

我々の測定セルを図 1に示す.厚き0.5mm程度の平板

状試料を 2枚の並行平板電極にはさむ.一方の面は励

起光を通すため，石英硝子にネサコートした半透明電

極を用いている.励起光源は波長308nmのエキシマレ

ーザー，または色素レーザーである(パ/レス幅lOns). 

電場は10kV/cm程度印加する.図 2にアントラセン

結晶の光電波形を示す.結晶の厚きは0.8mmであり，

電庄一1200Vを励起光の入射側にかけている.吸収係

数の大きい波長 (308mn)を励起光として用いているた

め，電荷キャリヤーは結品の表面で生成し，電場で動

く電子のみの信号が観測されている.光強度を強くす

ると電荷キャリヤーのバルク再結合が起こり，その速

度定数は 2-3 x 1O-6cm3s-1と決定されている 13) この

値は電子，正孔易動度からランジュパン方程式によっ

て計算した値と良く一致する.

測定されているいくつかの芳香族有機結晶の電荷キ

ャリヤー易動度(電場はへき開面に垂直に印加)のい

くつかを表 1に示す14) 空欄は測定値がないところで

ある.原理的には電子と正孔と両方の易動度が測定で

きる.有機結晶では電子と正孔の両方が動き，常温で

はほとんど 1cm2/Vs程度である.

電荷キャリヤーの移動機構として二つの極端な場合

を考えることができる.ひとつはバンドモデルであり，

シリコンなどの分子聞の相互作用が強い無機半導体の

場合である.電子，正孔は結品がつくる電子バンドの

中を走るという考えである. 一方，分子間力が弱い場

合には電荷が分子から分子へと渡り歩いていくホ ッピ

ングモデルで記述できる.芳香族有機結晶の易動度は

二つのモデルの中間であるといわれ，電荷キャリヤー

の移動機構について多くの議論がなされている.ここ

でひとつの問題は不純物の影響である. もし多くの不

純物が混入していれば不純物上に滞在する時間による

遅れが生じ易動度は小さくなる.Karlらは最近，超高

純度のナフタレンとペリレン結品において低温で大き

な易動度を得た15) また低温ではキャリヤーの速度は

電場に比例しない15) これは少なくとも低温ではかな

りの部分をバンドモデルで説明できることを示してい

る.

他の系との比較をしてみよう.

感蛍光，熱や光による脱トラ ップ電流測定，

延蛍光寿命などがある 10)

精製した試料を単結晶化するためにはブリッジマン

法が広く使われている 6)7)9) この方法では比較的簡単

に大きな結品をつくることが可能である.最近，より

ひずみの少ない結品をつくる方法として引き上げ法

(チョクラ必スキー法)なども試されている9)10)

そして遅

Sample 

SignaJ 

Laser Pulse 

NESA Glass 

光電導測定セル.ブロッキング電極を用いてお

り，結晶中に生じた電荷キャリヤーの動きを誘

導電流として観測する.

図 1

有機結品は構造の異方性をもつため，誘電的性質に

異方性が現れる.その異方性の考慮、のためには任意の

結晶軸で試料を切り出す必要がある.有機単結品は柔

らかく歪みやすいので溶媒で糸をしめらせたカッター

などで注意深く切断したり，へき開によって平板状の

試料にして測定に用いる.結晶軸を決定するためにX

-
F
E
O』
』

コ

oo--oznh

30 20 10 

Time /μs 

電子の易動度はアル

主主ゐ

寸ー化線射放

アントラセンにおける光電導波形.0.8mmの厚

さの結晶に-1200Vの電圧をかけてあり，電子

の移動による信号が見えている.

図2
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ると電流が観測される.定常光での測定では，不純物

に捕獲されていたキャリヤーの光による脱トラップや，

表面での励起子のキャリヤーへの解離による電流など

も測定され，本質的な光イオン化の測定が困難であ

る18) そのため長い間信頼できる結果が得られていな

かった. CastroとHornigl9)Popeら20)は偏光や表面状

態を注意深く検討し，アントラセン結品中での分子の

光イオン化による光電導を初めて観測した.これ以後

有機結品の光電導過程は分子の光イオン化として扱え

るようになった.測定された光電導のしきい値(国体

物理ではバンドギャップといわれる)は分子の気相で

のそれよりも3eV程度低く，アントラセン結品では約

4.1eVである 14) この減少は生成するイオン種の周り

の分極による安定化と放出電子に対する親和力として

理解できる.

凝縮相中の分子の光イオン化では放出された電子は

周りの媒質との非弾性散乱によって運動エネルギーを

失い，距離%で熱平衡に達し，ジェミネートイオン対と

なる.その後電子は拡散運動を始め，親イオンとジェ

ミネート再結合を効率よく起こすため，自由イオンの

イオン化の効率は非常に小さい. Onsagerによれば21)

逃散確率Pは低電場では

P=exp(一九/η){1 +erc/2kT)E} 

九=e2/4πεε'okT (1) 

となる.ここではEは電場，Tは温度，eは素電荷，εは

媒質の比誘電率，白は真空の誘電率である.ここで九は

Onsager距離と呼ばれ熱エネルギーとクーロンエネル

ギーがつりあう距離である.式(1)をみると逃散確率は

電場に対して有限の切片Iを持ち，傾きSで増加するこ

とがわかる.その比S/I=e九/2kTは誘電率だけで決

まる定数であり，光電導の電場依存性からOnsagerモ

デルの成立可否がわかることになる.アントラセンに

ついてChanceとBraunが電場依存性を測定し， On-

sagerモデルが成立していることを示した22)

詳しくいえば，有機結品では結品構造の異方性に由

来する誘電率の異方性を考慮する必要がある.理論的

には立矢によってOnsager理論は非等方的媒質の場合

にまで拡張されている 23) また，その結果をふまえて，

Pimblottらによってアントラセンについて具体的な

計算が行われている川. しかし信頼性のある実験結果

は報告されていないのが現状である.

有機結品についてジェミネート対の初期分布%を求

める試みもなされている.アントラセンの光電導の温

度依存性は熱活性化型の温度依存性を示し，式(1)より

勾を求めることができる制~制.温度依存性からの見積

電子，正孔易動度.有機結晶では電場をへき開

面に垂直に印加.

表 l
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M
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u
a
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Ar 
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le 

{調車体炭化水濠)

メタン

ネオペンタン

2.2.4.4・テトラ

メチルぺンタン

イソオクタン

シクロヘキザン

n-オクタン
n-ドデカン

ベンゼン

トルエン

カン液体や希ガス液体で詳しく調べられている(表

1 ) 16).芳香族有機結晶と比較して特徴的なのはアルカ

ン液体や希ガスでは易動度が分子によって大きく異な

ることである.これらの系では電子がほぼ自由な状態

として分子の聞を走っていて，分子に局在したり，分

汗のつくる電子状態のつながりを伝わって動く有機結

混と異なる状況にあるためであろう.

アルカンでは丸い分子で電子易動度は大きく，細長

し、分子では小さくなっている.現時点ではこの分子に

よる違いは説明できていない.希ガスでは電子易動度

が原子の大きさに伴って大きくなる.これはヘリウム

など電子を嫌う軽い原子では電子の周りに空孔ができ，

その空孔を引き連れて動くためである.これらの系で

は正電荷は分子に局在しており，正孔として移動して

いないと考えられている.とはいえ，例外もあり，液

体キセノンでは原子聞の相互作用が大きくなるために

正孔のホッピングによる電導が観測されいてる 17)

3.芳香族炭化水素結晶の光電導研究

アン卜ラセンなどの芳香族炭化水素結品に光を当て
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図3 アントラセン結品と2.2.4-トリメチルペンタ

ン中のTMPDでのジェミネー トイオ ン対の初

期分布の余剰エネルギー依存性.

もりの問題点として，励起光の吸収係数や反射率また

易動度や初期イオン化効率の温度依存性などがあり，

解釈には注意を要する.そのほか，高電場での光電導

の測定から%を見積もる方法がある.高電場では式(1)

は成立せず直線からのずれが期待され制，いくつかの

測定が行われている制.

初期分布%は励起エネルギーの関数でもある.

ChanceとBraunによりアントラセンについて様々な

励起波長での光電導の温度依存性が測られ，そこから

%が求められた25) 図 3にアントラセンとイソオクタ

ン中でのTMPD(N，N， N'， N'ーテトラメチルー p-フ

ェニレンジアミン) 31)の%の{直をイオンイヒしきい{直か

らの余剰エネルギーの関数として示す.TMPDでは余

剰エネルギーに伴って%が徐々に増加し，一定値に近

づくのに対し，アントラセンではηは階段関数的に増

加している.これはアルカン中では電子は直接過程に

よって生成するのに対し，アントラセンではイオン化

が中問状態を経て起こっていることを示している.

光電導の測定における結晶表面の影響の除去にはパ

ルスレーザーによる多光子励起が有力である Berg-

mannとJortner32
)， Kepler33

)はアン卜ラセン結晶にお

いて多光子励起での光電導の光強度依存性と作用スペ

クトルを測定し，イオン化効率の励起エネルギー依存

性について議論している. しかし吸収された光子数の

見積もりが困難なため詳しいことがわかっているとは

いいがたい.多光子励起による光電導の活性化エネル

ギーの測定も行われている.この場合2光子吸収係数

12 

S** 

S* 

So 

図 4 2波長 2段階励起法の原理.Absは励起状態の

吸収， PIは光イオン化 この比はイオン化効率

φになる.<Tはジェミネートイオン対の生成効

率φGPと逃散確率Pに分けることができる.

図5 励起子の光イオン化による光電導信号波形.580

nrnの 2段目の光の入射によって信号が増加し

ている.

の温度変化を測定している可能性があり，解釈には注

意が必要である34)制.

有機結品の光電導をより詳しく知るためには様々な

物質でイオン化効率φを広いエネルギ一範囲で測定す

る必要がある.ここでのイオン化効率伊はジェミネー

卜イオン対の生成効率<TGPと逃散確率Pの積 (<T=φGP

P)である.初期分布%からPを見積もる場合，roの分

放射線化学



布関数などモデルに依存する問題がある.その点@は

直接実験で決めることができ，そこからイオン化機構

を議論することができる.

筆者の研究室では10年ほど前から 2波長 2段階励起

による光電導の研究を始めた.図 4に2波長 2段階励

起の原理を示す.まず l段目の光ノ{Jレスで最低励起一

重項状態?をつくり，その寿命の聞に l段目の光パル

スを入射し電導キャリヤーを生成させる.このとき 1

段目の光の波長をその物質の吸収端に選ぶと励起状態

を結品の中に均一に生成させることができ.表面の影

響を減らすことができる.図5にアン卜ラセンでの光

電流波形を示す.この測定では励起光に試料にあまり

吸収されない波長 (420nm)を用いているため電荷キャ

リヤーは結晶のバルクで生成し，電子と正孔の両方が

流に寄与し，このような波形になっている.下の波

形は 1段目の光のみの場合で 2段目 (580nm)を同時

に入射すると上の形となる.増加分が一重項励起子の

光イオン化によって生じた電流である.森川らはρータ
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ーフェニル単結晶において 2段階励起によって電導キ

ャリ ヤーが生成することを示し，そのイオン化断面積

を決定した36) また磯野らはナフタレン結晶において

イオン化断面積の励起エネルギー依存性を測定した37)

イオン化効率を決定するためには 2段目の光の吸収

断面積を知る必要がある.森川らはρーターフェニル単

結品について初めて過渡吸収の測定に成功した38) 過

渡吸収として得られた励起子の日及収スペクトルは溶液

での測定結果とほぼ同じであり，弱い分子間力の影響

が現れている.この測定により 2波長 2段階励起によ

る光イオン化効率が決定された制.その後，測定装置の

改良によりスペクトルの質が向上し，励起光の偏光も

考慮した，信頼できるスペクトルが得られるようにな

った40) 図 6にアン トラセン結品での結果を示す41) 横

軸には励起エネルギー，つまり励起子のエネルギーと

2段目の光子エネルギーの和をと ってある. AbsがS.

の吸収スペク トル， PIが光イオン化スペクトルそして

φがPI/Absで得られるイオン化効率である.イオン化

効率は低エネルギー側では励起エネルギーによらず一

定になり，高エネルギー側で急増する特徴的な依存性
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を示している.ρーターフェニル(図 7)42)でも同様な

形をしている.吸収スペクトルに現れている6.3eVの

ピークは三重項励起子の吸収によるものであり，それ

を差しヲ|いてφを求めた.trans-スチルベン(図 8) 43) 

では測定した励起エネルギーにわたって @は一定であ

った.φの励起波長依存性を図 9にまとめる.吸収の断

面積と光イオン化の断面積をそれぞれ求め， φの絶対

値を得た.

4. 凝縮相における光イオン化としてみた芳香族炭化

水素結品の光電導

凝縮相における光イオン化は放射線化学の基礎過程

として重要であり，今まで多くの研究がある“イオン

化効率や，その励起エネルギー依存性は系によって大

きく異なっており ，その違いの理解はまだ充分では右

い.ここでは芳香族炭化水素結晶の光電導を凝縮相に

おける光イオン化としてとらえ，他の凝縮で得られた

結果と比較して議論する.

凝縮相におけるイオン化について多くの系でイオン

化スペクトルが観測され，様々なモテ、ルが提案されて

きた.イオン化機構の違いは，媒質の電子親和力の正

負，そして媒質を構成する分子の永久双極子モーメン

トによって分類できそうである.電子を嫌う媒質，例

えばアルカンや希ガス液体，では光イオン化でほぼ自

由な電子が生成することが予想できる.また媒質の電

子親和力が正である場合，電子移動によって分子カチ

オンとアニオンが生成するであろう.媒質を構成する

分子が大きな双局子モーメン トを持つ場合，イオン種

は媒質分子の電子雲のひずみによる電子分極だけでな

く，分子の動きによって生じる配向分極による安定化

も受け，電子は溶媒和電子として分子聞に存在できる

溶媒和電子の生成機構としては自由電子が溶媒に捕ま

るものだけでなく，励起分子から溶媒分子のゆらぎで

瞬間的に形成されているトラ ップ準住への電子移動や，

光遷移による直接生成の可能性もある.

このように溶媒の電子親和力に注目すると複雑にみ

える凝縮相中の分子の光イオン化過程をいくつかのパ

ターンに分類することができる.光によっイオン化が

生じる場合，生成するイオン化状態としては大きく分

けて(i )分子力チ才ンと自由電子 (M+ + e -) ， (ii)分

子カチオンと局在化電子(分子力チオン (M++M-)

や溶媒和電子 (M++S-)を考えることができる.それ

ぞれの機構のしきい値を予想し，有機結品について検

討をする.

放射線化学



4 -1 分子力チオンと自由電子の生成(直接イオン

化)

凝縮相中での分子の光イオン化のしきい値広hは気

相でのそれよりも分極による安定化や，周りのポテン

シャルの違いのために低くなり，一般的に

広h=!(g)+P++E(m) (2) 

となる.ここで!(g)は気相でのイオン化ポテンシャル

であり ，P+は生成した分子カチオンによる分極エネル

ギー，そしてE(m)は媒質の電子親和力である.媒質の

電子親和力E(m)がイ オン化機構によるしきい値の違

いを決めているとみることができる.

直接イオン化過程は光遷移によ って連続状態へ遷移

し，直接電子が放出される過程である.

M+hll→M++e-

接イオン化過程では放出電子は周りの分子の分極を

受け，媒質のポテンシャルを感じながら，ほぽ自由な

電子として走る.媒質の電子親和力は電子に よる分極

で生じる安定化エネルギ-P-と媒質のポテンシャル

の違いで表すことができる.この場合の電子親和力は

%と呼ばれ，媒質中の金属の仕事関数の変化として測

定する ことができ，アルカン液体や希ガス液体で測定

されている 46) よって光イオン化のしきし、値は

lhh 01 = ! (g) + P+ +九 (3)

と表すことができる 47)アルカン液体中の分子光イオ

ン化は放出電子の熟化距離roが励起エネルギーととも

に徐々に増加すること 31)48)などから主に直接過程によ

って起こるとされている. 詳 しい研究によると光電導

のしきい値付近では光電導スペクトルに顕著な構造が

現れ，中性励起状態の寄与もあるといわれている州.

アルカン中の分子の光イオン化のしきい値は別に測

定された%と Bornの式を用いて見積も った分極エネ

Pレギーを用いて理解されている 50) Bornの式51) 

P+ =P_ = -(e2/8πεoR){ 1-0/ε) } (4) 

にはイオンの半径Rがパラメータとして入っている.

いままでRは溶質分子の結晶状態における密度から見

積もられ，計算されたP+は実測値よりやや小さい.筆

者らは最近，様々な有機分子について久を i~IJ定し，密

度から求めた大きさより分子のvander Waals体積か

らの見積もりがより適切であることを示した52) とも

あれアルカン液体のような電子が自由に動くことので

きる媒質では直接イオン化が重要であり， しきい値は

式(3)で評価できる.

4-2 分子カチオンと局在化電子の生成

局在化電子としては，電子が分子上に局在化した分

第 59号 (1995)

子アニオンと分子間に局在化した溶媒和電子を考える

ことができる.これらの局在状態Sーは電気的に中性な

励起状態からの緩和として生成する場合(電子移動)

M**+S→M++S-

そして直接光で生成する場合

M+S+hv→M++S-

とがある.この過程のしきい値は局在状態の安定化エ

ネルギーによって決まり，同種の分子聞の電子移動過

程

M*・+M→M++M-

では，媒質の電子親和力は分子の気相中での電子親和

がE(g)と分子アニオンによって誘起される分極エネ

ルギーPーの和となり，

広hET =! (g) -E (g) + P+ + p_ (5) 

となる.分子距離が近い場合は，さらにクーロン相互

作用の項を加える必要がある.また極性溶媒(構成分

子が大きな双極子モーメントを持つ)の中の分チの光

イオン化では媒質の配向によって生じる安定な溶媒和

構造が局在電子の状態になる.この過程での光イオン

化のしきい値は安定溶媒和構造による電子親和力をE

(s)とすると

広hS=!(g)+P++E(s) (6) 

と書くことができる.

同種の分子間での励起状態からの電子移動の例とし

てアセ卜ニトリル中のペリレンエキシマーの分子力チ

オンと分子アニオンへの解離がある 53) JlIJの例として

はSaikとLipskyの報告した川ベンゼン液体の光電導

がある.この光電導スペクトルは，基本的には直接イ

オン化として解釈できる. しかし直接イオン化のしき

L 、値より低いエネルギーで若干の光電流が観測されて

おり，彼らはイオン対状態への直接遷移の可能性を指

摘している.電子易動度の測定から，ベンゼン液体で

は電荷キャリヤーは自由電チと分子・アニオンの聞の平

衡状態にあると考えられており 551 電子移動によるキ

ャリヤ一生成の可能性は強い.また極性溶媒中での分

子のイ オン化では，励起状態がイオン化することが見

いだされており，励起状態からゆらぎで生じる溶媒の

安定構造部分へ向けて電子移動が起こる ためといわれ

ている 56) 電極性溶媒中での光イオン化において

Rydberg状態が中間状態として関与しているとする報

告も ある57)

4-3 芳香族炭化水素結晶の場合

媒質やイオン化過程の違いによる光イオン化のしき

い値の違いを概観してきた.同様な見方で芳香族炭化
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水素結品の場合について考えてみる.

アントラセン分子の電子親和力は正であるので電子

移動機構によって電荷キャリヤーが生成する可能性が

高い.気相でのイオン化ポテンシャルが7.5eV，電子親

和力がO.6eV，光電子放出のしきい値から得られた分

極エネルギー1.6eV聞を式(5)に代入すると3.7eVとな

り，アントラセン結晶の光電導のしきい値4.1eV14)に

近く，電子移動機構が重要であるといえる.以上の計

算は単純な仮定を用いている.エネルギーの詳しい見

積もりは文献59を参照されたい.

イオン化効率は低エネルギー側では励起エネルギー

によらず一定である(図 9). これは光遷移で生成した

高励起状態が振動緩和した後の電子移動，または振動

エネルギーが生成した分子カチオンと分子アニオンの

振動エネルギーへ変換したとみることができる.低い

イオン化効率も電荷キャリヤーが間接過程で生じてい

ることを示している.電荷キャリヤーが中性励起状態

経由で起こることはChanceとBraunが指摘し25)，また

最近Silinshと井口60)やPetelenzとMucha61)が論じて

いる.

高励起状態から隣の中性分子への電子移動によって

イオン対状態が生成する状況を考える. unsagerモデ

ルによれば距離の小さなジェミネートイオン対はすぐ

に再結合してしまい，光電流が観測されないはずであ

る. ところが有機結晶では効率は低いなりに光電導が

観測されている.これは結晶中ではイオン対状態は電

荷移動 (CT)状態となり，寿命を持つ準安定な電子状

態として存在するため，再結合をまぬがれるためと考

えることができる.このCT状態は陽イオンの殻に電子

が回っているRydberg状態やWannier励起子とは違い，

二つの等価な分子の間に電子が非局在化している状態

である.有機結品におけるCT状態の存在は理論的に予

想され62)，実験的には電場変調吸収スペクトルの測定

で検出された附.測定きれた電場変調スペクトルの解

釈には多くの議論があり，最近Petelenzが信頼で・きる

解釈を与えた64) またBraunはCT状態が中間状態で・あ

る場合，再結合が抑制きれキャリヤ一生成効率が上が

ることを理論的に示した65) 彼の理論によれば， CT状

態がキャリヤ一生成の中間状態である場合でも，低い

電場でのキャリヤー収量の電場依存'性はunsager理論

の予想と同じになり，今までの研究と矛盾はあらわれ

ないことになる.

光電導のしきい値付近では光吸収によって直接CT

状態が生成する可能性もある Petelenzはアントラセ

ンのしきい値付近の光電導スペクトルを光吸収で生成

16 

したCT状態によるものと解釈し，実験値を再現するこ

とに成功している61)66)

図 9をみると高い励起エネルギー領域では光イオン

化効率が急激に増加しており，イオン化機構が変わっ

たことを示しているようにみえる.電子移動過程より

高エネルギー領域で始まる効率の良いイオン化機構と

しては直接イオン化を考えることができる.直接イオ

ン化では放出電子に対する電子親和力は%であり(式

(3)) ，電子に対する媒質の分極エネルギーによる安定化

と真空と媒質でのポテンシャルの違いで表すことがで

きる 67) 光エネルギーによって結晶表面から電子が飛

び出す，光電子放出のしきい値は終状態が真空中の自

由電子であるため

広h
PE= 1 (g) + P+ (7) 

と書くことができる.式(3)と比較すると直接イオン化2

のしきい値と光電子放出のしきい値の差は%となる.

1重項励起子の光イオン化による光電子放出のしきい

{直はアントラセン結品で5.47eV68)とρーターフェニル

結品で6.27eV69)である この値は直接イオン化のしき

い値とほぼ一致し，この考察からは%の値は二つの結

晶においてはほ刀eVであるといえる.この{直はアルカ

ン液体;と{以たf直である45)46)

芳香族炭化水素結晶の光イオン機構について以下の

ようにまとめることができる. しきい値付近では直接
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図10 アントラセン結晶の高励起状態からの発光スペ

クトル.励起子の融合 (Fusion)によって高励

起状態が生成している.
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光励起でCT状態が生成し，その一部がキャリヤーとな

る. しきい値より少し高いエネルギー領域では中性高

励起状態からの電子移動により CT状態経由で電導キ

ャリヤーが生成する.さらに励起エネルギーが高くな

ると光によって直接電子が放出される.このように芳

香族炭化水素結品での光イオン化過程は凝縮相での光

イオン化過程を研究するうえでの新しい媒質として理

解できる.様々な媒質での研究から，凝縮相の光イオ

ン化の舞台の性質として媒質の電子親和力，つまり電

子をどのように媒質に取り込むのか，ということが重

要なパラメータであることを認識させられる.

5. そのほかの高励起状態，イオン化状態の研究手法

今まで見てきたようにイオン化機構の研究には高励

状態の緩和過程の情報が重要である. 高励起状態は

寿命が短く ，多 くの状態と強く関係しているために，

その緩和過程は複雑で研究が困難で・ある.誘起結品の

高励起状態へのアプローチのL、くつかを紹介する.

電子分光の手法をうまく用いると高励起状態を研究

することができる.空準位のエネルギー準位を知る手

法として逆光電子分光がある.有機結晶では銀の上に

薄く蒸着した試料で調べられており m，孤立分子から

のエネルギー準位のずれなどが議論されている.また

電子を結品に入射し，その透過効率を測定する低速電

子線透過分光では，結晶中での自由電子の走るバンド

の電子の有効質量や結品と 真空のポテンシャルの違い

(九)などが議論されている 71) 励起状態からの光電

子放出も ひとつの重要な手法である.いままでに三重

工頁励起子7へ一重項励起子制69)の光イオン化による光

電子放出が観測され，また励起子の融合 (Fusion)に

る光電子放出も観測されている 73) 筆者らはレーザ

多光子励起による光電子放出の作用スペクトルを詳

しく解析し，イオン化状態，つまり伝導電子の光電子

放出と帰属できる信号を得た74)

高エネルギ一光子 (真空紫外線， X線)励起による蛍

光測定も高励起状態からの緩和の研究に有力である.

アントラセン結晶では真空紫外線励起での蛍光が測定

され75)，磁場効果川や放出される光電子との相関77)な

どについて研究されている.高励起状態から二つの三

重項励起子に分裂 (Fission)する過程がかなり高い効

率で起こっていることがわかった.シンクロトロンが

使えるようにな ってから蛍光の時間分解測定が可能と

なった川.その蛍光の減衰は励起エネルギーに強く依

存している.これは結品内に生成した電荷キャリヤー

の再結合過程を反映した重要な現象である.さらに高
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いエネルギーであるX線励起では結合の開裂や反応が

重要な緩和過程になる.シンチレーターとして有機結

晶を使う場合の発光効率の減少の問題としても重要で

ある 11) 最近，アントラセン結品について内殻励起によ

って生じるラジカル生成について，その励起エネルギ

ー依存性が報告され，新しい知見が得られ始めてい

る79)

高励起状態の寿命は非常に短いため時間分解測定が

困難である.寿命を見積もるひとつの方法は高励起状

態からの微弱発光の収率の測定である.平山らは真空

紫外光による励起によって溶液中の芳香族分子の高励

起状態からの発光を観測した80) この発光は非常に弱

く，量子収率が10-6程度である.筆者らはアントラセン

結晶について， 一重項励起子の融合 (Fusion)によっ

て生成する高励起状態からの発光を観測した81) 発光

スペクトルと吸収スペクトルを図10に示す.吸収のピ

ークに対して鏡像関係、の位置に発光が見えており，高

励起状態からの発光であることがわかる.現段階では

一重項励起子の融合によって生成する高励起状態の数

を見積ることが困難なため，高励起状態の寿命につい

てはっきりしたことは言えないけれども， 10-14秒程度

のようである. 2波長 2段階励起法を用いると，高励

起状態からの発光の励起スペクトルが得られ，高励起

状態の緩和過程をより 詳 しく知ることができる82)

6. おわりに

芳香族炭化水素結品の光電導の研究を放射線化学の

基礎過程との関連で概観した.有機結品は凝縮相での

光イオン化過程の研究における，特徴を持ったひとつ

の媒質として理解できそうである.また有機結品の光

電導は物性科学の一分野でもあり，その意味で放射線

化学 と物性科学 との接点であるともいえる.これから

の放射線化学の新しい研究に有機結品が多く使われる

ことを望む次第である.
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〔解説〕

THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE 

RADIATION CHEMISTRY OF POLYMERS 

David J.T. Hill 
Polymer Materials and Radiation Group 

百leUniversity of QueenslaI吋
Brisbane， Australia 4072. 

ABSTRACf 

ηle effects of high energy radiation on poゆnersis 
dependent on a numt町 offactors. One of the most 
important factors is the radiolysis temperatu問.百lIS

paper discusses the effects of the α-transition and the 
other secondary transitions， as well as the α出ngand 
melting temperatur，凶， on the nature of the radiolysis 
reactions which occur for a number of po伽ners.
Some implications of changes in the radiation 
chemistry of poゆnerswith a change in the 
temperature are also ∞nsidered. 

INTRODUcnON 

百lechemical changes which occur when poゆners
are subjected to high energy radiation include the 
formation of free radical intermediates， the scission of 
main-chain bonds， the cross-linking of chains and the 
formation of new poゆnerstructures and low 
molecular weight products.百leexte国 towhich the 
reactions which lead to th凶echemical changes occur 
within a particular poゆnerdepends on a number of 
factors， including the nature副ldenergy of the 
radiation， the dose rate atld the temper剖ure剖 which
the radiolysis is carri吋 out.It is also depe凶enton 
the properties of the poゆner，such as its percentage 
crysta出世ty，whichωn be closely related to the 
history of the poゆner.

In this paper the focus will be directed towards the 
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role that the radiolysis temperature plays in 
detem由由gthe nature and extent of the resulting 
radiolysis reactions. In the discussion， examples will 
be drawn mostly from work carried out at the 
University of Queensland， but other relevant studies 
reported in the reαnt literature have been included 
where this is appropriate. 

DISCUSSION 

百letemperature dependenαof the rate of a 
radiolysis reaction can be related to the activation 
energy for the reaction through an Arrhenius 
relationship. In polymers， the activation energies for 
radiolysis reactions are positive， so that the rates of 
these reactions show a positive dependenαon 
temperature. However， the activation energies for 
radiolysis reactions can show a considerable 
variation， depending on both chernical aI対 physical
factors. 

For example， the activation energies for reactions can 
be quite different for the crystalline and amorphous 
regions of a poゆner;thus the rates for formation of 
the radiolysis products may depend on the 
morphology of the polymer， which can vary企om
sample to sample. 

In addition， the rates of radiolysis reactions are likely 
to exlubit discontinuities resulting from the住stand 
記∞凶 ordertransitions which are characteristic of 
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polymer materiaIs.百le changes associated with 
crystalline melting and the gLぉstransition， theω・

αlledαtransition， may be叫児ctedto result in 
discontinuities in the reaction rates， but there is also 
incr凶 singevidence that additional dおcontinuitiesin 

reaction rates are a邸)Ciatedwith theぉ∞凶訂yf3， y 
and O transitions. 

Thermodynamic considerations must also be 
∞nsidered with rl白戸ct to radiation 主対uαd
depolymerization reactions. Free radical 
poゆnerization reactions are characterized by 
negative enthalpies and negative entropies of 
reaction，ぬ that，while the台関 energychange for 
poゆnerizationof a vinyl monomer may be negative 
t a low temperatu夙量 willbe∞me zero at a higher 
temj>erature， theα出ngtemperature. Above this 
temper剖町espont釦 ωusdepolymerization of the 
poゆneris thus thermodynamically possible. 

Examples of the effiωs of a， f3 and. higher 
transitions， as well as those of theα出ngand melting 
temperatures， on the rad担tionchemistry of some 
representative poゆnersand copolymers are outlined 
below. Dnless凶 iωt吋 otherwise，the radiolysおwas
by ωωy-radiation. 

Sec01uiary Transitions 

The secondary transitions in poゆnerscharacterize 
the onset of chiefly side-chain _ motions and the 
motions of chain ends.百児島∞ndarytransitions for 
poly(methyl methacrylate)， PMMA，制 polystyrene，
STY， are given in Table 1. In these poゆners，the f3 
均lSition0側 四justbelow room temperature， and 
isぉωc泊tedwith the motions of the larger side-

chains and the Y出XJo transitions occur at much 
lower temperatures. 

The data in table 1 indicate that in PSTY田討 PMMA
the poゆnerchain motions are very restricted at 77 
K， but as the temperature is inα切民dto room 
temperature， the side chains be∞me mobile. 百lis
would suggest that the reactions of radicals 
assoc抱tedwith these large s討echains may be 
"frozen" at 77 K， but that if the system is訂m伺 ledto 
higher temperatures， radical reactions may∞cur. 
百levar泊tion in the radical ∞ncentration on 
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annωling of PSTY and PMMA1 which have been 
irrad泊tedat 77 K are shown below in Figures 1 and 
2resμctively. 

TABlE 1 

Transition temperatures for PMMA and PSTY. 

Transition PMMA PSTY 

Tα 378K 370K 

T~ 270K 3∞K 

Ty 103K 138K 

TI¥ 4K 48K 

1.05 

1.00 
-
ロ
・
伺
¥

ら0.95

0.90 

0.85 

50 100 150 200 250 300 350 

T/K 

Figure 1: The variation in the radical concentration 
with annealing temperature following irradiation of 
PSTYat 77K. 

In PSTY， a small decrease in 恥 radical
concentrationωnbeo凶ervedat approximately 140 
K and a further small deα切 seOCCUrs at about 270 
K 百lesechanges， which are indicative of radical 
reactions， coincide closely with the y and f3 
transitions for PSTY given in table 1. 

In PMMA， a sゆificantdeαease in the radilαl 
∞ncentration， approximately 45 pefαnt， is 0凶erved
at a凶ut190 K，出tdis associated chiefly with the loss 
of the 副 onformed on radiolysis. 百le results 
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indicate that when the ani'On decays few江anynew 
radica1s are f'Ormed.百rlstem戸raturelies mid-way 
between the temperatures reported in the literature 

for the y and s transiti'Ons f'Or this po切町(seetable 
1). While the temperature associated with the 
'Observed decreぉed'Oes n'Ot ∞πespond directly with 
either 'Of these transiti'On temperatur凶， it agrees 
cl'Osely w泊 thereported results 'Of a recent so日d
state， 13C削 Rstudy2， in which the '0蹴t'Of a 
change in the spin・l剖ticerelaxati'On time f'Or s・
PMMA was f'Ound t'O '0αur at about this 
temperature.τbe auth'Ors suggested that the 
o凶ervedchange is associated with the superposition 

'Of the m'Oti'Ons 'Of theα-methyl gr'Oup and rapid 
fluctuati'Ons 'Of the adjacent main-chain. 

1.10 

1.00 

::i 0.90 
旬、、
....... 0.80 

ロd
'-' 0.70 

0.60 

0.50 

0.40 
50 100 150 200 250 300 350 

TIK 

Figure 2: The variati'On in the raoical concentrati'On 
with担mealingtemperature f'Oll'Owing irradiati'On 'Of 
PMMAat77K 

Wundrich3 bぉ examinedthe variati'On in G(S) f'Or 
PMMA f'Oll'Owing radi'Olysis宜'Om77 K t'O ro'Om 
temperature. His study was凶sedupon soluti'On 
vis∞sity n鷺asurements，出Klhe f'Ound that the results 
could be described by three temperature regi'Ons. 
From 77 K t'O approximately 140 K， G(S) w槌 found
t'O be∞nstant，加tabove 140 K the values increased 
with temperature， with a民∞凶 cleardis∞ntinuity 
at approximately 268 K His reported values 'Of G(S) 
in thωregions訂e:0.3 in the regi'On 77・140K， 0.3・
0.9 in the region 140・268K出吋 0.9・1.15in the 
regi'On 268・293K.
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百le'Observati'On 'Of the l'Ow temperature di民ontinuity
in the values 'Of G(S) is in br'Oad agreement with 'Our 
'Observati'Ons 'Of the behaviour 'Of the radical 
concentrations. While Wundrich did n'Otぉsゆ the
l'Ow temperature discontinuity s戸cificallyt'O methyl 
gr'Oup m'Otions， he did associate the transition at 268 
K with the 'Onset 'Of the s transiti'On. 

We have 'Observed a similar discont量lUityin the 
valu凶'OfG(S) f'Or poly(methyl acrylatet， PMA， 
which can also be associated with the 'Onset 'Of the 
est町 side-chainmotions in this related poゆner.

lt has been proposed5 that the l'Oss 'Of the凶terside 
gr'Oup is the prωursor f'Or main chain scission in 
PMMA， ωthe l'Ower G-values f'Or scissi'On bel'Ow 
the s transiti'On temperature sh'Ould beぉsoc泊.ted-
with l'Ower values 'Of the v'Olatile pr'Oducts resulting 
fr'Om the 1'0錨'Ofthe side-ch泊n.

百le'Observati'On of lower gas yields below the s 
transition has been reported in a recent study by 
Kud'Oh et a16

• These w'Orkers f'Ound that the yield f'Or 
hydrogen was oot sensitive t'O the radiolysis 
temperature bel'Ow r'O'Om temperature， but that the 
yields f'Or methane， carbon m'On'Oxide 制 car加n
dioxide， which are pr'Oducts 'Of ester side-chain 
scission叩 ddecompositi'On， were depressed by a 
fact'Or 'Of about five t'O ten times when ~∞mpared with 
those f'Ound f'Or room temperature radi'Olysis. 

Kud'Oh et a1. 7 have a1so reported組 investigation'Of 
the changes in the s児chanicalbehaviour 'Of PMMA 
f'Oll'Owing irradiati'On at ro'Om temperature and 77 K 
They have f'Ound a 1紅'gedifference in the tensile. 
pr'Operties for radi'Olysis at these tw'O temperatur'凶，
which is∞nsistent with less chain scission at 77 K 
Again， they attnbuted the l'Ower values t'O the l'Oss 'Of 
m'Oti'On in the ester gr'Oups bel'Ow the s transiti'On 
temperature. 

百lUS量isnow fa均 clearlyestablist凶 thatthe 
radiolysis temperatureωne圧倒 t恥 natureand the 
rates 'Of radi'Olysis reactions副首:lthat dis∞ntinu誌記s

exist whichωnbeお鉛ciatedwith the s and y 
transiti'Ons. H'Owever， the extents t'O which these 
effects are manifested in a poゆnermay vary企om
'Onepoゆnert'O an'Other. 
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αTransition 

百leαtransitionin polYI即時 is associated with the 
Offiet of significant main-chain motion， spread over 
maybe upwards of twenty five adjaωnt carbon 
atoms. 百Jetem戸ratureat which this transition 
occurs is referred to 鎚 the glass transition 
temperature， Tg. Above Tg the企民 volumeof the 
poゆnerincr関節s，釦d、 thusthe rates of many 
sω凶ary radiolys~ reactions may be increased 
significantly. In particular， the rates of radical deωy 
reactions are sensitive to the increase in the企ee
volume on annealing beyond the glass transition 
temperature. 

百】eeffect of the glass transition temperature is 
clearly demonstrated in Figure 3 for radicals 
produαd on radiolysis of polyisobutene8， PiB， at 77 
K. Annealing beyond the glass transition temper剖ure
of PiB， 203 K， results in a rapid diminution in the 
radical concentration. 百le r'ωidual radical 
∞ 配entrationin PiB following radiolysis at room 
temperature is very small， and the radical 
con∞ntrations cannot be m伺 suredeffectively by 
ESRs戸ctrosc沿py.

百lebehaviours of many other po切ners，including 
PSTY and PMMA， whose αtransition temperatures 
are given in table 1， are analogous to that observed 
for PiB. 

In PMMA， the記∞ndarytrans量ionsassociated with 
the side-chain motions are believed to enhance chain 
，scission reactions. However， there is 00 evidence for 

any similar discontinuity in G(S) at theαtransition in 
PMMA， and the value of G(S) inαeases continuously 
with temperature between 268副1d4∞K.We have 
found9 the value of G(S) to incr，伺託金om1.3 at 303 
Kto 3.9剖 413K. 

A similar observation h錨 beenmade for PSTYlO， 
which undergoesαossmホingon radiolysis at room 
temperature， as shown in Table 2. However， as the 
tem防御民 incrωsfor PSTY， G(S) increases and 
G(X) d問 問ses. ~ a result， while no significant 
discontinuity has恥enobserved for the sc~弓sion and 
crosslinking yields for PSTY in the neigh凶ur加ωof
the αtrans量ion，the behaviour of PSTY changes at 
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凶ghertemperatures， and it bccomes a polymer which 
undergoes net scission on radiolysis. 
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Figure 3:百levariation in the radical concentration 
of PiB on thermal annealing after radiolysis at 77 K， 
showing the effect ofTg. 

TABLE2 

Values of G(S) and G(X) for polystyrene at various 
temperatures. 

T/K G(S) G(X) 

303 O.∞86 0.043 

373 O.似4 0.036 

423 0.074 0.027 

Although the αtransition does not ap戸arto have an 
influence on scission and crosslinking in PMMA or 
PSTY， it does play an important role in PiB8， and the 
tem問仰 向 dependenceof G(S) h錨 beenfound to 
increase s刷 ficantly a凶ve this transit削
除mperature，as demonstrated in Figure 4. The 
r伺鈎nfor the∞ntrast血gbehaviours of PMMA出叫

PSTY on the one hand and PiB on the other is not 
dω. 

In PMMA the yields of volatile products were found 

to be influenαd by the s transition. However， in PiB 
theαtransition does oot play an analogous role8， as 
demonstrated in Table 2. Perhaps this is because the 
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major gaseous products of radiolys包 ofP田町C

hydrogen and methane担ldboth methyl radicals出ld
hydrogen atoms can diffuse readily in PiB， even at 
temper剖ures well below the glass transition 
temperature. 
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Figure 4: The effect of theαtransition on the value 
of G(S) for PiB. 

TABLE3 
Yields for the major volatile products of radiolysis of 
PiB at 77 and 303 K 

Product 77K 303K 

' H2 1.58 1.68 

αむ 0.41 0.67 

C2~ 0.01 0.08 

Besides being able to observe the effect of the onset 
of the glass transition on the reactions of radicals in 
homopolymers， the effect of this transition can a1so 
削除制inthe radical chemistηof∞polymers. 

For example， the αtransition temperature for 
poly(methyl aαylate) 包 283 K and that for 

poゆtyreneis 370 Kω郎内uentlぁtheαtransition
temperatures of poly(methyl aαylate-co・styrene)s
depend on the poゆner∞mposition4， as shown in 
Table 4.百leradical yields obt泊施don radiolysis of 
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the copolymers4 
剖 77 K 包材 303 K are a1so 

presented in the table. While the meru可uredvalues of 
the radical yields change systematically with 
incrlωsing methyl acrylate content of the ∞poゆners
for radiolysis at 77 K， the radical yields for radiolysis 
at 303 K pass t耐ougha maximum.泊施 maximum

occurs for a copolymer which has加 αtransition
temperature equal to the radiolysis temperatu児 of
303 K As demonstrated by the table， such a 
∞poゆner would have a ∞mposition of 
approximately 85 perlαnt methylaαylate. 

TABLE4 

ηleαtransition temperaturωand G-values for 
radical formation at 77 and 303 K for poly(methyl 
acrylate-∞-st戸'ene).

Xma Tα G(R)η G(R)303 

o.∞ 370 0.40 0.14 

0.20 364 0.68 0.40 

0.40 350 0.82 0.64 

0.57 341 0.94 0.89 

0.71 329 1.15 1.10 

0.82 315 1.58 1.39 

0.88 299 1.69 1.33 

1.∞ 283 2.76 0.88 

ηle volatile product yields have a1so been measured 
for poly(methyl acrylate-co-styrenet over the range 
of compositions and at three temperatures between 
195 K and 423 K 百1cresults for one ∞poゆn町，

which contaIns 40 percent methyl acrylate， are given 
in Table 5. Theαtransition for this polymer is at 350 
K. The results show that the change in the gぉ yield
企om195 K to 303 K is much less th組 that世om303
K to 423 K， though the two temperature intervals are 
almost the same， being 108 K aI姐 120 K 
r白戸ctively.百1ISsugg邸tsthat a discontinuity may 
occur in the gぉωusprlωuct yields at theα 
transitlon. 
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TABLE 5 

Gぉ∞usproduct yields for radiolysis of poly(methyl 
acrylate-∞-styrene)∞nt組曲g40 percent methyl 
a句，late.

T/K G(gぉ)

195 0.44 

303 0.54 

423 0.76 

百lerehave been some reports in the literaturell that 
i-PMMA can undergo a small change in tacticity 
istnbution on radiolysis at 298 K. 百leseclaims 
have been凶sedupon 1 H NMR studies of the 
irradiated poゆner. However， others12 have 
SUggested that the new methyl resonances observed 
are due to chain ends and the formation of 
unsaturated groups. Recently13 we have shown 
conclusively that a tacticity change does 0∞ur in i・

PMMA which is訂adiatedabove its αtransition 
temper剖ureof about 313 K A lH NMR spectrum 
(methyl regio吟ofi-PMMA clearly demonstrating 
the effect of the irradiation on the tacticity 
distnbution in the poゆnerfollowing irradiation at 
353 K to a dose of 5∞kGy is shown in Figure 5. 
These observed changes in the tacticity emphasise the 
加portanαofωgerecombination reactions in the 
radiation chemistry of pol戸ne~. 百le tacticity 
changes are believed to 0αurぉ aresult of cage 
recombination of scissioned side chains. On the凶sis
f this assumption， the G-value for tempor訂ychain 

scission has been estimated to be 18.6 for PMMA at 
353K.百1ISvalue is much greater than the value for 
permanent chain scission at this temper仰向， G(S)=2. 

Changes in the tacticity of isotactic polypropylene， 
iPP， have also been observed for radiol戸isat room 

temperature， which is above its αtransition 
temper剖ure. In iPP the G-value for the loss of 
isotactic triads has been estimated to be 6414 at 298 
K.百世svalue is much greater than the G-values for 
scおsion， crosslinking， hydrogen or methane 
formation at the temperature of the radiolysis， and 
further highlights the 加portanαofωge
recombination in the radiation chemistry of po助ners，

第 59号(1995)

especially at low temperatures where chain mobility 
is restricted. 

mm 

ppm 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 

Figure 5: lH NMR sPectrum (methyl regio吟ofi-
PMMAwhichh錨 beenirradiated at 353 K to a dose 
of5∞kGy. 

Cη'Sωllille meltillg 

Many of the radiolysis reactions of poゆ即時訂e
believed to 0αur only in the amorphous regions or in 
the inter-phase regions at the crystalline boundaries. 
Cross-linking in polyethylene at room temperature is 
but one example of this ∞nαpt. If this is true， then 
the radiolysis reactions which take place in molten 
poゆ即時maybe expected to have significantly larger 
G-values than those found for the corresponding 
semicrystalline solid. 

As釦 exampleof the strong influence of poゆner
morphology， it has been reported1S that for the 
radiolysis of i-PP in the molten state， the values of 
G(S)釦 dG(X) at low dose are 11.6 and 3.5 
respectively. These valuesωnbe∞mp訂edwith the 
corresponding values found in the ωlid state， which 
訂eapproximately equal， and， though the results v，訂y
somewhat企omone researcher to another， they 
generaDy faD in the range 0.1 to 0.9. In addition to 
the higher G-values for scission and crosslinking in 
the molten state， the G-values for inversion of 
isotactic sequenαs are also reported1S to be much 
higher， with G(invetsion) = 106. 

Another reαntly reported difference in radiation 
chemistry in the molten state ・has been for 
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poly(tetrafluoroethylene)， PTFE. In theωlid state 
PTFE is known to undergo scission readily. 
However， just above the melting temper剖ureof“旧
民 thispolymer has been found to u凶ergo
cro岱linking16 on e-beam irradiation， with a 
concomitant enhancement in the mechanical and 
chemical properties of the poゆner.

Ceilillg Temperaωre 

As pointed out in the introduction， the radiolysis of a 
polymer above its ce出ngtemper剖urecan result in 
the spontanlωus depolymerization of the poゆner
chains. For some po切ners，for example PTFE， the 
白幽19temperature is very high， 693 K， whlle for 
others it may be below room temperature. Polymers 
with quaternary carbon atoms in the main chain， such 
ぉ PMMAand PiB， are particularly susceptible to 
radiation-induced depolymerization at elevated 
temperatures， since they have relatively low ceiling 
temperatur凶.

The白幽19temperature， for poly(α-methyl styrene)， 
PαMS， is only slightly above room temperature， 
being 339 K for the pure liquid monomer at 
atmospheric pr'ωsure. 百1eG-values for loss of 
monomer8， G(・附， on radiolysis are pr，ωnted in 
Table 6 over a range of temperatures. The activation 
energy for the loss of monomer above 373 K h錨
been determir児dfrom the data given in table 6 to be 
44 kJ/mol. 

TABLE6 

The temperature dependence for G(・附 for poly(α-
methyl st戸ene)

T/K G(・附

303 0.3 

373 95 

383 153 

393 182 

453 529 
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Polyisobutene also undergoes radiation induced 
depolymerization above approximately 440 K with an 
activation energy for G(・附of52 kJ/mo18

• 

A discontinuity in the values of G(S) is also 0胎erved
for PiB8 above 440 K， as shown in F思ue4. A 
s加加discontinuityalso 0∞urs in the values of G(S) 
for PαMS above approximately 353 K8， the 
temperature at which radiation-induαd 
depolymerization面stbe∞mesev嗣ent.

SUMMARY 

Dis∞ntinuities in the temperature dependent 
behaviour of polymers which have been subjected to 
radiolysis have been discussed. These discontinuities 
can be associated with the onset of particular 
poゆnerchain motions， or with theα出ngor melting 
temperature. 百1凶e dis∞ntinuities can have 
important∞nsequenαs which must be bome in 
mind， for example， whenever elevated temperature is 
employed to accelerate the rate of a radiolysis 
reaction， suchぉ inelevated temperature accelerated 
ageing studies of cable insulation for use in radiation 
or space environments. 百Ie effi民ts of low 
temperature polymer transitions must also be borne 
in mind when polymers are being a邸 ssedfor their 
performanlαat cryoscopic temperatures. 

百】echanges in the G-values for radiolysis reactions 
with increasing temperature have been put to 
advantage in the development of new forms of 
poゆnericmaterials， such as in the production of 
α0岱・幽Iked PTFE. Polymers which undergo 
radiation induced depolymerization have been ~ 
proposed ぉ se旺 developing microlithographic 
materia~写 which could白】duse in the production of 
∞mputer chips. Finally， radiation-induced tacticity 
ch釦 geswhich have large G-values may 血叫

applications in radiation dosimetry， p訂ticularly
because these changes are more permanent than 
radiation-induced colour changes or radical 
formation in poゆ現時.
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そ副孟日雪

低エネルギー電子線吸収線量の理論的評価

しはじめに

低エネルギー電子線の照射利用が年々増大している

中にあって，試料中の吸収線量の正確な評価法に対す

る要求も高まっている.低エネルギー電子の物質中で

の飛程が短いため，実測による線量評価には困難が伴

う.そこでわれわれは，加速電圧，加速管内電流，有

効照射面積，コンベア速度などのフィールド ・パラメ

ータから吸収線量を評価するための基礎となる，多層

吸収体中における深度線量分布計算用の半経験的アル

ゴリズムを開発し，その改善を進めてきた.

このアルゴリズムの基本的な考え方と改善の可能性

については，先に解説を書いた1) 本稿では，その後行

った同アルゴリズムの精度向上と拡張に関する研究に

ついて述べる.また，最近他のグループによって進め

られている，多層吸収体における吸収線量計算の別の

方法についても簡単に紹介する.

2. 半経験的アルゴリズム

2. 1 改善の方法

われわれが開発した多層用半経験的アルゴリズム2)

は， KobetichとKatz3
)の提唱した単一媒質用深度線量

分布アルゴリズムを改善したもの4)を繰り返し使用し

ている. したがって，多層用アルゴリズムの精度を上

げるには，まず，単一媒質用アルゴリズム(フォート

ラン ・コード名EDEPOS) を改善する必要がある.現

在公開されているわれわれの多層用コード5)ED-

MULT3.11と3.11Aでは， EDEPOSの1990年改訂版6)

と1974年オリジナル版4)をそれぞれ使用している.後

者を残してあるのは，エネルギー2MeV以下の電子が

原子番号の小さな物質に入射したときの精度が，改訂.

版では必ずしもよくないことによる.

従来， EDEPOSコードの作成と改善には，文献から

収集した実験データを参考にしてきたが，それらのデ

ータは，電子のエネルギーと物質の原子番号の広い範

囲を十分よくカバーしてはいなかった.そこで，今回

の改善では，エネルギー0.1-50MeV，原子番号 4-92 
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に対して行ったモンテカルロ計算の結果を使用した.

単一媒質用アルゴリズムの大きな改善点は，制動放

射過程を経由してのエネルギー吸収を， 主成分とは分

けて表現するようにしたことである 7) しかし，初期エ

ネルギー数MeV以下で:'L土制動放射成分の寄与は無視

できるので，ここではその詳細は述べない.

エネルギー吸収の主成分の表現としては， Kobetich 

とKatzの提唱に従い，電子の透過係数と透過電子の平

均エネルギーを表わす関数の積の微分に負号をつけた

ものを用L勺これに，われわれの1974年の改善で導入

した規格化因子を掛けている.上記の二つの関数は，

深さを入射電子の外挿飛程を単位として表わすと便利

であり，そのために外挿飛程に対する経験式を使用し

ている.また，規格化悶子は 1から入射電子のエネル

ギー後方散乱係数と放射収量をヲI¥，、たものであり，こ

れらの物理量に対する経験式も必要である.今回の改

善では，これらの経験式をすべて改良した.

多層媒質用アルゴリズムについては，単一媒質用ア

ルゴリズムを新しいものと置き換えた後，多層用に独

自に導入されている調節パラメータを再調整すること

が必要で、あり，これは未着手である.それとは別に，

適用できる層の数を増やすことが可能であり，従来こ

れが3層だったのを，今回 6層に拡張した.

2. 2 参考用モンテカルロ ・データとその信頼性

単一媒質用アルゴリズム改善の参考にしたモンテカ

ルロ結果は， ITS3.0コード8)を使って作り出した.平滑

化を施した上，入射電子エネルギーと吸収体原子番号

に対して内挿しやすくしたデータを文献 9に発表した.

文献 9では，よく使用されている他のモンテカル

ロ・コードIO)EGS4による計算結果や，文献から収集し

た実験結果との比較も行った.ITSデータは，実験結果

とは比較的よい一致を示したが， EGS4の結果に対し

ては， O.lMeVの電子がUに入射する場合に大きな差

異を示した.しかし， EGS4においてMoliをreの多重散

乱理論が適用下限を下回る衝突回数に対しても使用さ
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れているという欠点が最近指摘され11にまた，実際に

EGS4で単一散乱理論を用いて計算すれば，上記の場

合に対しても， ITSデータとよく 一致する結果が得ら

れることが確認された12) つまり ，上記の大きな差異の

原因はEGS4側にあったことになり ，使用したITSデー

タの信頼性はかなり高いと考えられる.

なお，間接的な検証になるが， ITSコードで深度線量

分布と同時に得た電荷付与の深度プロファイルを，実

験結果13)と比較することも行った14) その結果，吸収体

がAuの場合に，上記プロファイルから求めた外挿飛程

の値がl.3-2.5%の系統的ずれを示すが，他の場合に

は相当よく 一致していることを確認した.

2. 3 単一媒質用アルゴリズム (EDEPOSコード)

の改善

先に述べた電子の透過係数と透過電子の平均エネル

ギーを表わす関数を改善する作業の段階では，外挿飛

程と規格化因子中の物理量に対して，経験式を使用す

る代わりにモンテカルロ結果から得た値を使用した.

したがって，その段階でのアルゴリズム(図 1参照)

は，これらの経験式が理想的にでき上がった場合の深

度線量分布曲線を表している.新しく得た上記の 2つ

の関数については，文献15に発表した.

その後，外挿飛程と規格化因子中の物理量に対する

経験式を改良し，単一媒質用アルゴリズムの改善を一

応完了した. EDEPOSによる計算結果のモンテカル

ロ・データからのずれについて，改善前後の値を比較

長
c) 

〉2 0 

ロN 

O G-o 

図 1

500 keV 
。I}eJZ-4)
n C(~・6}
。刈 (Z・13)
町 Cu.(Z-29l
I Ag (~・~7)
A Au (Z.79) 
• U <Z-92l 

---ALGORITHM 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 

SCALED DEPTH zJro 

スケーリングした深さz/roの関数としての吸収

エネルギーD(z)(roは入射電子の連続減速近似

飛程).入射電子エネルギー500keV. 点:モン

テカルロ結果，曲線:アルゴリズム(一部の量

にモンテカルロ結果を使用しており，最終アル

ゴリズムになっていない).文献15から引用.
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表 l 新!日EDEPOS結果のモンテカルロ・データから

の二乗平均相対ずれδの比較 (0.1-20MeVの9

点での平均値， I日EDEPOSは1990年版6)).

Average of o (%) 

Absorber NewEDEPOS 01dEDEPOS 

Be 2.7 13.4 

C 2.1 7.6 

Al 2.1 5.0 

Cu 2.7 6.6 

Ag 3.1 7.9 

Au 5.3 12.2 

Average 3.0 8.8 

すると，表 1のようになる.表中，ずれ創立，一つの分

布に対する重みつき二乗平均相対ずれを意味し，その

重みはデータの値の二乗に比例して与えている. した

がって， δの値は分布のピーク付近でのおおよその相

対誤差 と考えてよい.表 1から，今凶の改善で誤差が

大幅に減少したことが分かる(この改善結果について

の論文は未発表なので，関連する凶の紹介は，ここで

は控えさせていただく).

2. 4 多層媒質用アルゴリズム (EDMULTコード)

の拡張

従来のEDMULTコードは 3層までしか扱えなかっ

たので，加速器の窓，空気層，試料，下地という 4層

を電子が通過する場合には，窓と空気層をこれらの中

聞の実効原子番号を持つ一つの媒質として扱う便法を

使う必要があった. しかし，今回適用範囲を 6層まで

拡張した結果，このような不便が解消された.

拡張されたEDMULTによる計算結果を中井による

実験16)と比較した例を図 2にポす.この図は， 600keV 

の電子線がTiの窓と 空気層を通過した後，厚い後方散

乱体〔木材，ステンレススチール (SUS)およびPbJ

の上に置かれたポリ エチレンテレフタレート (PETP)

試料に入射したときの，試料背面での吸収線量を，試

料の厚みに対してプロットしたものである.Pbの後方

散乱体上に最も薄い試料を置いた場合と各後方散乱体

の厚みが相当大きい場合を除いては，かなりよい一致

がみられる.

なお，単一媒質を故意に複数の層に分けて ED-

MULTを使用すると，仮想、境界のところで線量が不連

続になると L寸誤差を生ずる.使用している近似の性

質上，ある程度の不連続の発生はやむを得ないが，現
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各種厚みのPET試料背面での吸収線量に対す

る後方散乱体の影響.点:中井16)の実験結果，

曲線:EDMULTの結果.文献15から引用.

図 2

在みられる不連続の度合いはやや大きい.同じ原因に

よる誤差は，真の多層吸収体の場合にも生 じているは

ずであり，この点の改良が今後の課題の一つである.

，>.l4 
寸 4化線射放

3.他の方法

中国の四川大学のグループは，電子線を直進成分と

拡散成分に分ける 2配分模型のもとで輸送方程式を解

く方法により，多層媒質中の深度線量分布を計算 して

いる 17).18) 同模型は一見組い近似のようであるが 2

および 3層の場合には，実験やモンテカルロ計算と比

較的よく一致する結果が得られており，今後の発展が

期待される.

Kijimaら19)・20)は， 10keV以下のエネルギー領域の電

子に対して開発された詳細履歴法(散乱過程のサンプ

リングに多重散乱理論を使用せず，単一散乱断面積を

用いる)に基づくモンテカルロ・コードに相対論的修

正を加え，照射用低エネルギー電子線のいろいろな振

る舞いをパソコンで計算できるコードを最近開発した.

エネルギー300keVの電子による多層媒質中の深度線量

分布等について，実験とよく一致する結果が得られている.

輸送方程式を解く方法やモンテカルロ法は，半経験

的アルゴリズムと比べれば，原理的に優れており，卓

上型コンビュータのますますの発展とともに，計算時

間も短縮きれ，広く利用されるようになっていくと考

えられる.
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て垂且白雪

新しいアイソトープの探索と核構造

原研東海アイソ トープ部(高崎駐在) 関 キ艮 俊; 明

1.はじめに

アイソトープと放射線の化学に関して“同位体と放

射線"という雑誌が発行されていたことがあり，初期

には両者はかなり近い分野であった.放射線化学では，

γ線と言えば60Coのγ線を意味するようであるが，アイ

ソトープとしての60Coに興味を持つ放射線化学の専門

家は少ないであろう.その意味では，現在では 2つの

分野はかなり離れている.

本稿は，新しいアイソトープを探索する実験の報告

であるが，アイソトープからの放射線と原子核の構造

や崩壊の関係について述べることになる.また，原子核

の構造や崩壊は原子核物理ではないか，という化学者

も少なくない. しかし，物理であれ化学であれ，物質

の本質を追究することに変わりはないので，何か皆様

の参考になればと思って筆を執る次第である.なお，こ

れまでにもこの話題で述べているのでlムヘここでは

そこで触れることができなかった側面を重点的に記す.

2.研究の背景:原子核における相互作用と核構造

アイソトープは，同じ陽子数の異なる中性子数の原

子核をもっ原子であるが，その存在には一定の限界が

あるべ不安定アイソ・トープの研究は，半減期，崩壊様

Jp:，質量に注目してアイソトープ存在の極限を探ると

ともに，これから述べるような量子多体系としての原

子核構造の解明にも寄与する.

原子核を形成している陽子と中性子は， ともにスピ

ン1/2のフェルミ粒子で，荷電を持つか否かの違いだけ

と考えられ，両者を合わせて核子と呼ぶ.電子と同じ

く陽子(中性子)がフェルミ粒子であるために，パウ

リの排他原理によって 2個の陽子(中性子)は同じ

子状態をとることができない.前述の閉殻構造を陽子

と中性子がそれぞれつくるのはこのためである.一方，

陽子と中性子はフェルミ粒子でも互いを区別できるの

で，同ーの量子状態を占めることができる.

陽子と中性子の閉殻は，マジックナンバーと呼ばれ

る2，8， 20， 28， 50， 82， 126個のときつくられる.

第 59号(1995)

閉殻は，スピン (intrinsicspinで、はなく，原子核の角

運動量を意味する)・ノfリティ 0+で，希ガス電子構造

のように完全に等方的で球形である.パレンス殻と呼

ぶ閉殻外の軌道にある陽子と中性子にとって，閉殻は

あたかも真空のようである.パレンス殻において，核

子は独立的運動と集団的運動を行うが，集団的運動を

対象にすると，それに影響する相互作用は 2つにまと

められるべ陽子一陽子，中性子一中性子のベアリング

と中性子一陽子聞の四重極一四重極相互作用である.

ぺアリングは，スピン ・パリティ 0+に組むので原子核

を球形に保つように働くが，四重極一四重極相互作用

は，中性子の四重極モーメントと陽子・の四重極モーメ

ントのスカラー積として表され，両四重極モーメトン

が揃ったときに最もエネルギーが下がるように働き

(重い原子核では，四重版だけではなく，八重極や16

重極のモーメントも知 られていて， }JIJな形に変形す

る)，四重極モーメントは球対称からのずれを表すの

で，この相互作用は原千核を変形させる.四重極一四

重極相互作用は，陽子と中性子がパウリの排他原理の

制約を受けずに空間的に近づくことができることによ

っているので，パレンス殻の陽子と中性子の数が増え

ると四重極一四重極相互作用がベアリングの効果より

a戸 bメ c

図 l 四重極一四重極相互作用による原子核の変形
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強くなり，原子核は図 1に示す回転楕円体あるいは 3

軸非対称に変形する.変形すると励起状態として回転

スペクトルが現れる.また，平衡形状からの振動も起

きて，振動と回転の結合したスペクトルが現れる.

原理的には，パレンス殻の核子についてシュレーデ

インガ一方程式を解くことによって原子核構造を理論

的に記述できる. しかし，パレンス殻の核子数が増え

るとスーノfーコンビューターをも って しても桝lくこと

ができなくなる.集団運動に関する近似法としては，

有馬と Iachelloによって，“相互作用するボソン模

型"“}が提案され，成功を納めている.この模型で

は，原子核の中性子数と陽子数の関数として表れるエ

ネルギー準位のエネルギー値や準位聞の遷移確立を予

言 しているが，不安定アイソトープについては実験的

な困難さから検証されていない部分が多い.

3. 127Pr， 126Pr， 12SPr崩壊の核分光学的測定

原研高崎研究所TIARA施設に設置したISOL(Iso・

tope SeparatりrOn-Line，オンラインアイソ卜ープ分

離器)を用いて，未知核種127Pr及ぴ12SPr探索と，既知

核種であるがまだ十分研究されてない126Prの核分光

学的測定を行った叩) ISOUま質量分析器と原理的に

同じであるが，オンラインとは，イオン源が図 2のよ

うに加速器ビームラインに接続されていることを意味

する.これによって生成物を迅速にイオン化し，連続

的に取り出すことができるので，寿命が短く，かつ生

成量も少ない不安定アイソトープの研究に有効である.

取り出した後，核分光学的測定で未知核種の探索では，

目的核種の崩壊に起因する新しいγ線など，放射線を

探すことになる.これについては文献 1で詳述したの

で，ここではISOLの利用について記す.

TIARAでは高エネルギ_36Arビーム(195MeV)

を94Moまたは92Mo濃縮ターゲッ卜に照射すると，

94Mo (36 Ar， p2n) 127Pr， 

94Mo (36 Ar， p3n) 126Pr， 

92Mo (36 Ar， p2n) 12SPr 

のような核反応で目的アイソトープを合成できる. し

かし，同時に色々な核種が生成し，例えば，質量数127

で半減期の長い127Ce，127La， 127Baが，目的の127Prの

測定を妨害する.このような同じ質量数の核種の混入

を減らすために，塩素化物あるいはフッソ化物分子イ

オンの収率の元素依存性が利用されてきたが，ここで

対象にしている軽いランタノイドには，次に述べるよ

うな表面電離型イオン源における酸化物分子イオン生

成の利用が有効であることを我々は見い出した8)
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ターゲット

単体イオン :M+ 
酸化物イオン:MO+ 

図2 オンラインアイソトープ分離用表面電離型イオ

ン源の模式図

ISOLで用いる表面電離型イオン源が，質量分析器の

それと異なるのは，図 2に示したように核反応で反跳

した生成物を止めるキャッチャー(タンタル箔製)を I~:/

持つことである.イオン化室は，内壁の表面が仕事関

数の大きいレニウム箔で覆ってあり，高温(約2400K)

に熱せられている.生成物はキャッチャー内を拡散し

て表面に出た後，イオン化室内を飛行し，壁に衝突し

てその表面で一定の確率でイオン化される.イオンは，

イオン化室に聞いた直径 1mmの細孔から入り込んだ電

場によって引き出される.この過程でつくられるPr+

のような単体イオンと，構造材中に含まれていた酸素

によって生成した酸化物分子のイオンPrO+の生成比

の元素依存性を図 3に示す8) CS， Baは酸化物イオン

を生成しないが， LaとCeは酸化物イオンの方が多く，

Prは通常の運転条件で'は，はぽ l対 1である.そこ

で 127Prの探索では，その崩壊による新しいγ線を酸化

物イオンと単体イオンの両方で見い出すことができた.

しかし，より不安定で生成量も少ない 1
2SPrの場合，酸

酸 1000011

認1000

4100 

長 10

/ 
単

?81 
オ 0.01
〆

数 0.001

図3 表面電離型イオン源における酸化物イオン/単

体イオン生成比の元素及ぴイオン源温度依存性

放射線化学
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図4a 

化物イオンでは何も見いだせなかったが，単体イオン

ではその崩壊による γ線を見い出すことができた.こ

れは，単体イオンでは125La，125Ceによる妨害が少ない

ことによる.

核反応で生成してからイオンとして引き出されるま

での時間は，短寿命アイソトープの研究では重要な因

子である.我々のイオン源で'LまPr+について平均約 6

秒(より長い成分もあるが，ここでは無視する)であ

った.この値は，引き出されるべきアイソトープの平

均寿命が6秒(半減期では 6X1n2:::::: 4秒)であれば，

そのイオンの1/2はイオン源内で崩壊してしまうこと

を意味する.結果として 127Prの半減期は7.7土0.6秒

であったので.引き出し時の損失は無視できるほど‘で

あるが 125Prの半減期は3.3::!:0.7であったので，その

失は大きかった.実際 125Prの崩壊によるγ線は微弱

で，その強度がもっと小さく 1/2位であったとしたら観

測は不可能であった.幸い 125Prの生成量を決定する

36Arビームの強度がTIARAサイクロトロングループ

の努力によって127Prの実験時の 2倍になったことに

より 125Prを同定できたと 言える.

図4b 

T1/2 = 3.3(7)5 
β+/EC/ 125D .. 

r/， 591166 
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Asai， H. Yamamoto and K. Kawade， Z. Phys.， 

A349， 143 (1994). 

7) A. Osa， M. Asai， M. Koizumi， T. Sekine， S. Ichikawa， 

Y. Kokoma， H. Yamanoto and K. Kawade， Proc. Int. 

Symp. on Unstable Nuclei， Niigata， Oct. 31， 1994， to 

be published in Nucl. Phys. 

8) S. Ichikawa， T. Sekine， H. Iimura， M. Oshima 

and N. Takahashi， Nucl. Instr. Meth.， A274， 259 

(1989). 

。J
o 
α:> ~ 

一千SR-462.0+X

さτ忠一281.8+x
さ τ135.8+x

L - O.O+X 
125f"'~ 
58'-'t:i67 
図4c 125Prの崩壊凶

4.結果:娘核のエネルギー準位構造

本研究で明らかになった127Pr，126Pr， 125Prのβ+崩

壊/軌道電子捕獲過程を図 4a， b， cに示すぺこれら

のエネルギー準住図の中で， X， y， Zは，基底状態から

の高さが決定していないことを意味する 127Prの娘

核127Ceには 3つの回転帯があるが，そのうちどれが基

底状態を含むか分かっていない 125Prの娘核125Ceの場

合，データはまだ乏しいと言わざるを得ず，本研究を

出発点として，より詳しい実験が必要である.

一方 126Prの娘核126Ceではこれまでに知られていた

底状態回転帯(0¥ 2¥ 4ヘ 6 +)に加えて，振

動結合回転帯(2¥ 3¥ 4 +)を初めて見いだした.

そのエネルギー値は，相互作用するポソン模型の予

言4)と良く 一致し， Ce原子核は，中性子数を減らしたと

き， 3軸非対称変形し易い核(イメージ的にはよよぷ

ょした原子核)から126Ceに至って軸対称回転体の性格

を強めることが，実験的に確認されたη
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5 )有馬朗人， 日本物理学会誌，題39巻，第 9号， p. 
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第 1回低温化学国際会議の報告

1994年の 9月5日-9日，ロシアのポルガ111で第 1

回低温化学国際会議がモスクワ大学のG.B.Sergeev教

授が世話人となって開催された.参加者全員が大きな

船に乗り，モスクワ川とポルカ・川をクルージングしな

がら船内で会議を行うと云う魅力的な企画であった.

川の周囲はロシアの森や田園地帯となっており，景色

は素晴しく日本からの参加者が小生と日本原子力研究

所の正木氏だけであったのが惜しまれた.

会議の参加者は約100名(内外国人約20名)で，アメ

リカからの参加者が多かった.発表は17件の招待講演，

20件の口答発表および49件のポスター発表であった.

招待講演(内外国人が9件)の内容は， トンネル反応

が 4件，マトリックス中の活性種の測定が 7件，マト

リックス中の反応が 6件であった.

トンネル反応については，ロシアでiまProf.Bender-

skii等 2グループ包が理論的研究をしている.マトリ ッ

クス分離法では，希ガスマトリ ックスが主に取り上げ

られ，原子，原子クラスター，不安定活性種の分光学

的測定やこれらの反応が主に取り上げられた.例えば

Prof. Apkarian (アメリカ)，は希ガス固体中の12の光

分解過程におけるCageeffectをフェムト秒測定によ

ってdynamicsを追跡している.

会議の後，国際組織委員会が開られ，今後 2年毎に

同際会議を開催しようと云うことになった.1991年と

1992年に聞かれた日本・ロシア・セミナー「低温化学一

化学反応における量子効果」のロシア側の評価は非常

に高く(そのまとめはIzvestiyaAkademii N auk， Ser-

iya Khimicheskaya， No.7， 1132 (1993) ;英訳あり)， 

次回の同際会議の開催を日本でとの要望が出されたが，

残念ながら体制が組めないので後にして欲しいと返答

した.その結果下記のようなスケジュールになって

しまった.また，今後は日本，ロシア，アメリカが3

大中心固となって低温化学を国際的に育てようと云う

意向が出された.

1996年，第 2回 アメリカ(カンサス)

1998年，第 3匝| ロシア(ノポシビルスク)
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名古屋大学工学部 宮崎哲郎

会議の途中で立ち寄ったロシアのお寺.

会議が行われたポルカr)11. 右よりレイノルズ氏(オラ

ンダ)，シェフツオフ氏(ロシア)正木氏(日本).

2000年，第 4回日本

日本の低温化学は放射線化学者が中心になって切り

拓いて来たと云えるので，低温化学 と云う新しい分野

を日本に誕生させるため， 日本放射線化学会が積極的

に支援して下さるようにお願い致します.

これに関連して日本原子力研究所先端基礎研究セン

ターの援助のもと r低温化学セミナー」を毎年 1回開

ノことを計幽しており， 日本放射線化学会並びに会員

の方々からの御支援，御参加，御意見を期待しており

ます.

放射線化学



都立アイソトープ総合研究所訪問記

都立アイソトープ総合研究所(以下都立アイソトー

プ研)は，世田谷区の駒沢公園すぐ近くに位置してい

る.放射線を取り扱う施設としては比較的小さい研究

所と思われる.この都立アイソトープ研に，昨年タン

デム型イオン加速器(タンデトロンHV-4117HC)が

入された.この加速器と研究所内の設備等を見学さ

せていただいたので報告する.

このイオン加速器には照射ポートが三つあり，それ

ぞれ粒子励起X線発光分光分析(PIXE分析)，イオン注

入，ラザフォード後方散乱分析 (RBS分析)に用いら

れる.よく知られているように， PIXE分析は微少量元

素分析に向いており ，mgレベルの試料中のng-pgだ

け存在する元素を検出することができる.本装置では，

カメラで試料を見ながら1mmφのビームを照射する

ことができる.イオン注入では，金属，セラミックス

等の表面にイオン照射を行L、，機械特性，電気的特性

等の向上をめざしている.特に電気的特性，すなわち

材料を絶縁化あるいは導電化する技術は，様々な分野

第 59号 (1995)

東大 ・工学部 堂前雅史

で有用なのではないかと感じた.注入イオン種として

は， B， C， N等の軽い元素はもちろんFe，Ni， Co等の

金属も可能である.都立アイソトープ研の目的の一つ

に都内産業の振興に寄与するということがあり，

PIXE分析， RBS分析では企業等からの依頼による試

験，分析も行っている.イオ ン注入に関しても，企業

の新製品，新素材開発を共同で行い，企業活動を支援

している.

さて，都立アイソトープ研には，このイオン加速器

以外にも様々な実験装置がある.その一つに，低エネ

ルギー電子線加速器がある.これは，主に塗料のキュ

アリング等に用いられている.このくらいのエネルギ

ーの加速器は，一般の工場でも比較的容易に使用する

ことができる.電子線加速器は高線量率照射用である

が，低線量率照射用施設としてコバルト 60γ線械が二

つある.線源強度としては， 一つは5000Cし もう 一つ

は3500Ciである.γ線照射は様々な試料に対して行う

ことができるが，植物を照射することも多いようであ
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る.放射線育種による品種改良，あるいは細胞培養技

術の開発等を行っているとのことである.

また，半導体放射線検出器，液体シンチレーション

カウンタ一等の各種放射線測定装置も設置されている.

これらの用途は二つに分けることができそうである.

一つは，雨滴や塵等の環境から受ける線量の測定であ

り，定期的に行われている.これにより，チェルノブ

イリ原発事故時にはその影響をすぐに知ることができ

たそうである. もう 一つは，上で述べた分析と同様に，

都民からの依頼測定を行うことである. もちろん，イ

オン加速器，低エネルギー電子線加速器，コバルト 60

γ線源等は放射線発生源で‘あり，施設内の各地点での

線量を監視する必要もある.さらに，都立アイソトー

プ研では，放射線測定機器・技術の開発，及び放射線

障害に関する基礎的研究も行っている.

ここに挙げた装置以外にも，さらに比破壊検査用の

X線発生装置， ESR， NMR， XPS， GPC，原子吸光分

光分析等各種の実験装置が整っている.

都立アイソトーフ。研のactivityについても触れてお

きたい.既に述べたように，都立アイソトープ研は都
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内産業の振興に寄与することを目的としているため，

企業に技術指導を行ったり講習会を聞いたりしている.

また，都民からの放射線線量の測定依頼を受けたり技

術相談にのったりしている.これらの企業指導と同時

に当然研究活動も行っており，数人のグループで一つ

のテーマに取り組んでいるとのことである.研究テー

マを分類すると次のようになりそうである.まず， 官

頭で、述べたイオン加速器を用いたRBS分析， PIXE分
析，高エネルギーイオン注入の研究がある.他には放

射線照射による各種材料の高機能化，放射線照射によ

る植物の増殖，環境中の放射能の検出に関する研究等

がある.そして，これは都立アイソトープ研に特徴的

だと思うが，下水再利用を念頭においた有機物の放射

線分解処理，フロン，ハロン類の放射線分解処理等，

水溶液系の放射線分解を利用した技術の研究，開発もs μ

すすめている.都立アイソトープ研では，あくまでも

設立目的のもとに研究活動を行っているが，ユニーク

かつ興味深い研究テーマが多いと感じた.また，企業

に技術指導する立場にあることから当然かもしれない

が，実用的な研究が多いという印象を受けた.

空シ

放射線化学



会員のペー ジ

元会長(1985-1986年度)

相馬純吉先生を偲んで

昨年10月，放射線化学は一人の逸材，相馬純吉さん

を失った.北海道大学定年の後も活発な教育 ・研究活

。を続けられていた神奈川大学で第二の定年を迎えら

れたすぐ後であった.

相馬さんは， 一昨年早々に亡くなった船橋興ーさん

と同様，化学の出身ではなし物理学の立場から，放

射線化学に新風を送り込み，大きな刺激を与えて下さ

った. しかも，このお二人は私と同じ年齢であるとい

うこともあって，寂案とした悲しさを人一倍強く感じ

ている.

相馬さんと私は，北海道と東京ということもあって，

頻繁にお会いする機会は少なしそれほど“深い"お

つきあいではなかった. しかし，園内での討論会，研

究会をはじめ，アメリカや中国との合同シンポジウム

などでご一緒したりして“密度の高い"おつきあいを

することができたと思っている.

そのようなおつき合いのなかで感じたのは，穏やか

で優しそうな温顔にもかかわらず，いつも厳しさと厳

官さを忘れず，つねに新しい観点から， ものごとを見

おられたことで，畏敬の念を感ずることが多かった

ことを思い出す.

相馬さんのお仕事のすべてについて知っているわけ

ではないが，高分子のみならず，ひろく凝縮系の緩和

現象の研究が中心になっていた.放射線化学も当然そ

相馬純吉先生は昨年の 3月に胃癌の手術されました

が， 一時は退院され回復の希望を抱かせました. しか

し， 8月中旬に聖路加国際病院に再度入院され，その

後神奈川県上足柄のピースハウス病院に移られ，同年

6月に病で先に逝かれた長女の奈穂子さんの後を追う

ように， 10月4日帰らぬ身となられました.手術を受

けられる直前まで神奈川大学で教鞭をとられ，また最
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の範曙に入る一つである.化学屋は，初期の化学反応

のみに気を取られ勝ちであるが，緩和ということをい

つも頭の中に置いた化学反応の研究は極めて大切であ

る.高いエネルギーの放射線，荷電粒子が飛び込んで

くる結果起こるのが放射線化学反応であるから，これ

は当然のことである.

相馬さんの指導，薫陶を受けられた多くのすぐれた

方々が，相馬さんの考えを受け継ぎ，発展させて，こ

れからの放射線化学の発展に寄与されることを心から

期待している.亡くなられる直前には，ご家庭のご不

幸 もあったりしてさぞかレ悩み，悲しまれながら天凶

に召されたであろう相馬さんをお慰めするのは，後に

残った者のせめてものつとめであろう .

いまごろは天凶で，すっかりリラックスされておら

れるのだろうか.または，見通しのよい天国から，こ

れからの放射線化学の動向を眺めながら， リラックス

のお暇もないのではなかろうか.

放射線化学の研究だけではなく ，会長としても大い

にその良識と手腕を発揮されたが，欲を言えばまだま

だ力を貸していただきたかった. しかし運命はあまり

にも過酷である.会員諸氏とともに在りし日の相馬さ

んを偲ぴ，感謝の念を込めて御冥福をお祈りしよう .

(今村昌 1995.1 .) 

終ワークとなりました「開放型ESRスペク トロメー

タの試作」に情熱を注がれるなど，文字どうりその生

涯を教育と研究に捧げられました.

先生と最初にお会いしたのは，北海道大学工学部ご

在任中，小生学部生のとき，材料科学の講義を受けた

ときのことでした.30年以上も前のことになります.

当時アメリカではじまった新しい学問である「マテリ
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アルサイエンス」について力説されるなど，洗練され

たスマートな新進気鋭の学者という印象を受けました.

以来，先生が昭和62年定年でご退官になるまでの四半

世紀にわたり，学生およびスタッフとして先生の側に

おいていただき，公私ともに言葉では言い尽くせない

程のお世話になりました.

先生は高分子化学，磁気共鳴，放射線化学と広範囲

な領域に興味をもたれ，精力的に研究活動を展開され

ました.また，多くの海外の大学，研究所で研究・教

先生は「よく学び，よく遊べ」の精神で，学生に研

究の楽しさと厳しさを教え諭されました.学問の基本

を重視し， 10先20年先に役立つ研究を心掛けていまし

た.先生はよく「役に立たない研究をやる」と言っ て

いたのは，直ぐに役立つ研究はやらないということの

裏返しでした.30年前に教わったESRの研究がアラニ

昨年の10月4日，相馬純吉先生の言卜報を聞き， 言葉

もありませんでした.これより 6カ月ほど前に，先生

の当時在職されていた神奈川大学を幾人かで見学させ

て項いた時は，特に普段と変わりありませんでしたが，

今から思うと多少無理をなされていたのかも知れませ

ん

相馬先生は1962年に北海道大学工学部合成化学工学

科化学工業材料講座の教授になられて以来， 25年間在

職きれ，磁気共鳴の創始期より一貫して主に高分子物

質の物性や反応を磁気共鳴法によって解明する研究を

続けてこられました. NMRやESRによる高分子の分

子運動の研究や放射線化学に関する研究は，この分野

の先駆的な研究だったと思われます.

先生の研究室を卒業して以来， 学会や種々の会合で

お会いする機会があり，その都度，先生に色々お教え

項きました.以下は，かなり私事のお話です.卒業し

てから 3-4年ほど経って， 当時，私は原研，高崎研

究所でトリオキサンの放射線固相重合の実用化を目指

したパイロット試験のグループに属していたのですが，

(相馬先生略歴)

育にあたられた他， 日・米， 日・中放射線， 日本・ベ

ルギー高分子化学， 日・中ESRシンポジウムの開催に

尽力されるなど，国際交流に際立った貢献をされまし

た.先生は合理性と理想、を兼ね備えた方でした.学生

に対する深い愛情に加え，優れた教育技術もお持ちで

した.和漢洋にわたる深い学識をもたれ，音楽をこよ

なく愛される優れた教養人でもありました.

謹んでご冥福をお祈り致します.

(広島大学 ・塩谷 優)

ン線量計の開発や炭化ケイ素繊維の開発に応用できた

ことは，先生の先見性のなせる技と敬服していたとこ

ろです. も早や，学問の奥深き面白さ等，先生から親

しく話が聞けなくなったことは我々教え子にとって，~
誠に悲しい限りです.先生の冥福をお祈り L、たします.

(原研高崎瀬口忠男)

この話をすると先生ははっきりと放射線固相重合の特

徴である結品軸方向に伸びた分子鎖を生かした利用方

法などが見つからなければ無理で、はないかと 言われた

のを思いだします.この時， もう少し先生の言われた

機能とか構造に注目していれば，機能性高分子のはし

りの研究になっていたのかなと残念に思います. しか

し，先生自らは基礎的な研究を行っていたにも関わら

ず，実用化の研究には興味を示し，理解もありました.

特に，長年研究してきた放射線化学の研究が実際に利

用されることを強く望んで、いたように思います.また，

最近，高崎研でイオン照射の研究が始まり，宇宙用太

陽電池や半導体素子のイオン照射効果の研究の話をし

-唱たところ，私自身よりも興味をもってくれました.年更ノ

をとられでも，新しいことや話によく乗ってくれまし

た.最後に会ったときもキャビテイの要らないESRを

造ろうとしていましたが….

謹んで、相馬先生のご冥福をお祈りします.

(原研高崎森田洋右)

1923年 4月函館生まれ. 1947年北大・理学部・物理学科卒業，大学院終了後1952年北海道学芸大学.1957年アメリ

カ・メリーランド大学留学. 1961年北大・工学部助教授，教授. 1987年定年退職. 1971-1983年フランス，スエーデ

ン，ベルギー，アメリカ，ハンガリーの大学，研究所の客員研究員. 1987年北海道工業大学教授. 1989年神奈川大

学教授.1994年定年退職. 1994年10月4日死去 1985年高分子科学功績賞受賞(高分子学会)
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第 6回日中放射線化学シンポジウムに出席して

1994年11/6から11/11まで標記シンポジウムが早

稲田大学総合学術情報センタ一国際会議場で聞かれた.

本シンポジウムは1983年に第 1回を上海で開催して以

来，日中両国で交互に開催されており，今回は 6回目

ということなる.これまで日本で開催された 2， 4回

目と異なり日本放射線化学会の主催で行われることと

なり，浜義昌早稲田大学教授が組織委員長となって準

備が進められた.特に日本の取り組みが一新されたこ

とを契機に a)放射線化学のできるだけ広い範囲を

ーーマとして取りあげること， b)日中以外，特にアジ

ア太平洋地域からの研究者の参加，の二つが試みられ

た.

さてシンポジウムは11/6(日)のregistrationから

始ま った.中国からの参加者 も予定通り到着し，まず

は順調なすべ り出しとなった. 翌日/7(月)浜義昌

組織委員長，WuJilan組織委員長(中国側)，高椋節夫

日本放射線化学会会長のあいさつによりし、よいよ本シ

ンポジウムは始まった.

まず日中両国から二つの全体講演がなされた. 日本

側から田畑米穂原子力委員(名誉組織委員長)により

“Recent Progress of Accelerators for Beam Appli-

cation in J apan"と題された講演が，続いてProfessor

Wu Jilan (Peking University)により“RecentProg-

ress on Radiation Chemistry and Radiation Process-

ing"と題された講演が行われた.その後， A， B二つ

の会場に別れて口頭発表が行われた.また最終日 (11/

10) を除いて連日ポスター発表も行われた.

個々の講演を紹介することはとてもできないので，

各セッショ ン(口頭発表)のテーマをあげてみよう

これで本シン ポジウムの性格をある程度つかんでいた

だけると思う.

11/7 (月 A会場:Irradiation Facilities 

B会場:Gas & Liquid Phase 

11/8 (火 A会場:Polymers 

B会場:Gas & Liquid Phase， 

Biological System 

11/9 (水 A会場 :Polymers， Dosimetry 

B会場:Biological System， 

Radiation Processing 

11/10 (木 A会場:Solid Phase 
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B会場:Radiation Processing 

著者ら は， Steering Committeeメンパーとして本シ

ンポジウムの運常に参加したわけであるが，前述の試

みのうち a)放射線化学のできるだけ広い範囲をテ

ー?として取りあげること，はかなりの程度達成でき

たのではないだろうか.なお，最終的に参加者は155名

であった.その内訳は日本人121名，中国人31名，日中

以外の参加者 3名である.なお，日本人121名の中には

24名の滞在中の外国人が含まれている.今回初めてと

なった日中以外の固から参加した方の名前をあげると

Prof. Silverman (U.S.A)， Prof. Hill (オース トラリ

ア)， Prof. Mittal (インド)である.

さて，以下に本シ ンポジウムの印象を気楽に書かせ

ていただきたい.まず中国側若手の出現である.これ

までとはずいぶん異な り若手の参加が非常にH立っ た

のではないだろうか とにかくこれは大きな変化であ

った. もちろんこれには，中[:f.j側参加者の輩録費が無

料であったこと，また日本側が中尉側若手参加者に対

して経済的援助をしたことにより参加しやすい環境が

整っ たこともあずかっていると思われる. とにかく，

中国若手は元気で‘，非常に本シンポジウムを楽しんで

いたよう に見えた -jj，これと関連していると思わ

れるが，中国における放射線化学の範闘がしだいに拡

がりつつあることが実感された もちろん日本の視点

からはまだ狭いと感じられるものの，今後は急速に変

わることであろう .この点について 言えば，日本側か

らこれまでにないほど基礎に関する発表が行われたこ

とは，大いに意味があ ったと思われる. とにかく，中

卦における放射線化学の動向は，我々にと っても気に

なる問題になろうとしているのではないだろうか.い

ろいろなことを考えさせ られた数日間であった.シン

ポジウム後の11/11(金)には箱根への小旅行が行わ

れ，すべてのプログラムは無事終了した.本シンポジ

ウムのproceedingsは日本原子力研究所より近々出版

される予定である.

なお同様のシンポジウムを今後とも日中交互に開催

したいとの中国側の要望は強く，次回は中国成都で開

催される予定である.

(住友重機 械 鷲 尾 方ー)

(東工大理 河内 宣之)
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第 9回放射線プロセス国際会議(9thIMRP)に参加して

第 9回放射線プロセス国際会議は， 1994年 9月11日

から 16日まで， トルコ ・イスタンブール市のルネッサ

ンスホテルを会場として，開催されました. トルコで

も，今年の夏は暑かったそうです.

11日は参加登録， 12日は開会式のあと， Dr. Guven 

(トルコ， T AEA) ， Dr. Machi (オーストリア，

IAEA) ， Prof. 5ilverman (米国，メリーランド大)に

よる特別講演を皮切りに照射施設J，r高分子J，r環

境問題」など 2会場， 17部門にわかれて，口頭発表

が行なわれました(招待講演数:19件，口頭発表:98 

件>.

また，月IJの会場でポスター発表があり， 13日の午後，

r3分間発表」のあと，展示ポスターを前に，熱心な

討論が行なわれました(発表数:33件以上).

発表総数は150件以上，参加国数は37ヶ国以上，参加

人数は，御家族を含めると250人以上にはなったかと思

います.

また， 日本の発表総数は14件，参加者数は25人以上

と忠われます.

各部門の発表数・ベスト 5は食品照射J19件滅

菌」と「規格イヒJ 16件 r放射線化学J 14件電子線

照射施設J 13件線量測定J 10件でした.

全体の印象として，口頭発表では総説が多く，参加

者による討論の場とはいえなかったのは，残念に思い

ました.

要旨集が，部門別，発表プログラム順ではなくて，

なぜか発表者の姓のアルファベット順に編集されてい

ました.前もって番号を打ったしおりをはっておき，

懐中電灯片手に該当するところを探しましたが，その

うちに面倒くさくなってきて rどうでもよ¥，¥ J. 

また各論はポスター発表で，発表者とジックリ話

しあって下さい」ということだったのでしょうが，地

下 1階のロビーは“完全暖房¥パネルがジグザグ状

で，また，展示の配置順がよくわからなかったので，

探し歩く破目になりました.

私どもの専門の「放射線滅菌」と「規格化」の部門

では，最近の医療用具等の放射線滅菌にかかわる国際

規格 050，EN)の滅菌線量設定法について，各国か
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口頭発表会場にて

(i寅者は，英国マンチェスター大.Prof. Tallentire) 

ポスター会場にて

(武久(ラジェ工業)氏とDr.Yanとの討論スナップ)

らの問題提起や論争などの反響が期待されていました.

発表では，武久，田部井，Doropema (オランダ)か

ら，低レベルのバイオパーデンの製品に対する線量設

定についての問題が提起されました.15日午後のプー

ルサイド ・セッションで，滅菌線量設定の問題点がと

りあげられたものの，150技術委員会での議論の範囲

から出なかったそうです1)

14日午後に，ポスポラス海峡クルーズがあったり，

15日午後に施設見学 (Gamma Pak， Nordion製 60

放射線化学
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C050万CDがあったりして，朝から晩まで忙しい毎日

ではありました.

参考文献

1) 武久正昭他:第 9回放射線プロセス国際会議参

ス・
加調査団報告書(1994)，原産

(都立アイソトープ研 田部井雅枝)

第37回放射線化学討論会報告

表件数と講演時間の最近の動向

平成 6年 9月26日(月)-28日(水)の 3日間， 北海

道大学学術交流会館において標記の討論会が開催され

た.参加登録者は135名，講演数は口頭発表53件，ポス

ター発表46件の合計99件であった.さらに，特別講演

と受賞講演がそれぞれ 2件ずつ行われた.

第 1日目の午前は口頭発表が 9件(排煙 ・廃水処理，

機能性高分子， Ge， Siを含む高分子)，午後は17件のポ

スターセッション(吸収線量の深度分布，線量計，イ

オンビームによるマイクロドジメトリー， LET効果，

イオン再結合によるラジカル生成，光照射効果他)の

後，口頭発表が11件(高分子等の照射効果)行われた.

第 2日目の午前は 8件の口頭発表〈初期過程)に続

いて，特別講演 (PulseRadiolysis Studies in Gas 

Phase， A. Lund)が行われた.午後のポスターセッシ

ョンでは15件(イオンの生成 ・分解過程，放射線一半

体触媒法による水素製造，ポジトロニウムの形成，

パルスラジオリシスによる反応機構)の発表があった.

さらに，口頭発表 7件(生体系およびモデル物質の照

射効果，微粒子生成)に続いて学会賞の表彰式と受賞

講演が 2件(電子スピンエコー法による反応活性種の

研究，市川恒樹;イオントラック内励起状態の時間空

間分割研究，木村一宇)行われた.18時からの懇親会

は北大百年記念会館で開催され76名(学生15名を含む)

の参加があった.

第3日目の午前は口頭発表 8件(水溶液および有機

溶媒中のパルスラジオリシス)に続いて，特別講演(放

射線化学からみた放射線生物影響について，宮崎哲郎)

が行われた.午後のポスターセッションでは14件の発

表(高分子の照射効果，無機国体および高分子のイオ

第 59号(1995)

100 

発

表
{牛
数

50ト・・・・・・ 斗 20

11 
;寅

10 時
間

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

回散

発表件数と講演時間(討論含む)の変化の様子

ン照射効果)があり，その後，口頭発表が9件(生物・

水溶液系の放射線分解機構，有機国体中に生成する遊

離基)行われ討論会は終了した.

放射線化学討論会は通常一つの会場で行われるので，

すべての発表を聴き，討論に参加できるという利点が

ある. しかし，最近の発表件数の増加は会期を 3日間

にしてポスタ一発表を増やしても吸収しきれず，討論

時間を充分とれない状態になっている.今後の討論会

の運営に当たっては工夫が必要と思われる.参考まで

に最近10年間の発表件数と発表時間(討論を含む)の

変化の様子を図に示した.

(北大工住吉 孝)
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研究発表からみた最近の研究動向

研究には継続深化されるべき課題もあろうし，それ

はそれで当然重要なのだが，ここでは筆者にとって比

較的目新しいと見える内容をまとめてみた.

(1)放射線源については，イオンビームなど不均一なミ

クロ線量分布を与える線源の使用およびその線量分測

定が盛んになった.利用分野，利用技術をどう広げる

かが今後の課題であろう .

(2)高分子関係では，これまでの研究か らすると極端な

条件下で非常識的な反応をおこさせ新たな物性を付与

すると L寸研究が目についた.また，有機金属高分子

など，新たな高分子についての研究も盛んになった.

(3)生物関係では，ゆっくりした選択的な放射線化学反

応の重要性が明らかになりつつある.

(4)イオンおよびイオン過程については， 電子だけでな

くイオンや中性原子の放出など，化学結合の切断を伴

うイオン化の重要性が指摘されてきている.

(5)中性反応活性種については，極低温下での自発的反

42 

応、や，反応、に対する媒体の影響などが研究きれている.

(6)研究対象としては，機能性材料，超微粒子， C60な

ど，重点領域研究の対象となっている(¥..、た)ような

ものが目につく.

“どの基礎学問分野でも同じ状況だろうが，研究分

野が老成してくると研究内容がどんどん細かくなって

くる.それはそれで結構なことだし，そうでもしない

ととても具体的研究業績は挙がらないのだが，そうば

かりでは研究の面白味は他人にわかりにくくなり，研

究のダイナミズムも失われる.これを取り合えず防ぐ

手っとり早い方法は研究対象を流行ものに変えること

だが，そうばかりていても気が引ける.新たな応用技

術や基本論理の展開ができたらなあ"というのが自分

の研究に対する筆者の偽らざる心境だが，研究課題を

眺めていると，研究発表者の多くも同じことを考えて

いるようで，なんとなく安心する.

(北大工市川恒樹)

放射線化学
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応用放射線化学シンポジウム

「環境問題へのアフローチ」報告

平成 7年 1月25日(水)，東京都立アイソ卜ープ総合

研究所講堂において「環境問題へのアプローチ」と題

した応用放射線化学シンポジウムが開催された.グロ

ーパルな地球環境問題から生産現場での作業環境の問

題まで，放射線化学およぴ周辺分野の研究の現状をま

とめて紹介し，議論する事を目的とした.阪神大震災

の直後にもかかわらず，民間および公立の研究機関を

心に52名の方が参加された.

最初は田畑先生(原子力委員)より，世界人口増加

問題から森林破壊，炭酸ガスの増加，オゾン層破壊，

エネルギー問題等についてのお話があった.石油燃料

には限りがあり，かつ炭酸ガスの放出による温暖化を

引き起していること.原子力エネルギーはうまくコン

トロールすれば環境汚染は少ないこと.ウラン燃料に

も限りがあり，プルトニウムの利用が必要になってく

ること等オープニングにふさわしい広い見地からの環

境問題の解説があった.

次に，狩野氏(東洋インキ)より，環境に関する法

規制の概要について，具体的事例や数値を入れた講演

がなされた.平成 5年に「環境基本法」が成立し，保

全義務が国民 l人 1人にまで課せられるようになって

きている.また，化学物質の規制は個別の国の対応で

はなく国際協調により対応する方向にある.また，各

企業においても生産から廃棄 ・還元まで責任を持つ方

旬になって行く状況であり，科学技術も廃棄 ・還元の

方にシフトすべきとのことであった.

佐々木氏(原研)は塗装，印刷，接着の工業分野に

おいて，放射線硬化プロセスの導入による大気汚染防

止への寄与と，皮膚刺激性や毒性の少ないモノマーや

オリゴマーを開発することによる作業環境改善の現状

について講演された.この分野の放射線と紫外線

(UV)の利用は徐々にではあるが確実に広まってい

る.

細湖氏(都ア研)はディスポーザブル医療用具の滅

菌に従来は酸化エチレン (EtO)ガスが用いられていた

が， EtOガスの毒性と発癌性が問題となり，放射線減菌

法への切り替えが進んでいる現状について報告された.

業界を対象にしたアンケート調査でも放射線滅菌法が

第 59号 (1995)

最も期待されている.

幕内氏(原研)は廃棄時に環境を汚染しない高分子

材料の開発が重要課題であり，放射線高分子化学の分

野で現在までに蓄積された技術を用いることによる

種々の可能性について述べられた.ポリオキシメチレ

ンやポリプロピレンは放射線照射により分解性をコン

トロールしやすい.天然ゴムは加硫よりも放射線架橋

による方が有害な硫黄を含まず，分解もしやすくなり

環境面からは有利である.今後の研究の成果に期待し

たい.

下川氏(都ア研)はオゾン層破壊の原因物質である

フロン113の放射線による分解法の研究結果を報告さ

れた.アルカリ性アルコール溶液中で照射し，害の少

ないフロン123に分解することに成功している. しか

し，分解コストは燃焼法等と比較してやや高くなって

いる.

新井氏(原研)は下水処理水の放射線殺菌，下水中

のトリクロルエチレン等有害有機物の放射線分解およ

び排水処理に使用した活性炭の放射線による再生法に

ついて講演され，i畢井照氏(都ア研)は下水処理によ

り発生する汚泥の沈降性を放射線照射により改善し分

離する方法およひ"染色排水等の放射線処理による下水

の再利用の可能性について講演された.いずれも放射

線照射が有効に作用しており，今後パイロットプラン

トに進むことを期待したい

南波氏(原研)は電子線排煙処理の基礎となる.放

射線により NOxおよびSOxがNH.N03や (NH.)2S0. 

になる反応機構解明の研究および予備試験による脱

硝・脱硫率の測定結果について報告された.続いて，

徳永氏(原研)が中部電力火力発電所での石炭燃焼排

煙，松戸市の都市ごみ燃焼排煙および東京湾岸自動車

道路トンネル換気ガスの電子線処理パイロット試験の

結果について報告された.処理の効率を上げるために

多段照射法や照射時温度のコントロール，カルシウム

塩の添加等基礎から応用に至る種々の工夫がなされて

従来法以上の除去率を達成されており，海外でも注目

されているようである.今後の実用化が期待される.

見学の後，ビールパーティーも行われ，議論が続い
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ていた.専門技術分野としてはかなり幅広く，詳しい ようである.この様な横断的なシンポジウムも時には

議論をするには適さないかと思われたが，環境問題と

いう 一つの方向で一致しているので，話しははずんだ

良いのではないかと思った.

(都立アイトソープ研今井 正彦)

放射線化学セミナー

“クラスターと放射線化学"報告

平成 7年 1月17日学習院大学にて放射線化学セミナ

ーが行われた.今回のトピックスは“クラスターと放

射線化学"であり，近年注目 を集めているクラスター

の放射線化学での役割，またその接点，関連を議論す

ることが主旨である.

当日は30名程度の参加者があり，以下に示すプログ

ラムに従って講演，議論が行われた.セミナーの性質

を反映してか，いわゆる放射線化学以外の分野の参加

者も目についた.少し残念に感じたのは学生の参加が

ほとんどなかったことである.

最初にセミナーを企画された物質研立矢氏より放射

線化学におけるクラスター研究の歴史について紹介が

あった.神戸大中川氏はXe超臨界流体中のアントラセ

ンの光イオン化の研究を紹介し，超臨界流体の特徴と

アントラセンの周りにXeが集まっている，ダイナミ ッ

ククラスターモデルについて講演した.つづいて東大

の真船氏は真空中で液体ビームを噴出させ，レーザー

多光子イオン化でクラスターを生成させるという，他

に類例の少ない研究を紹介した.クラスター生成の機

構についてのモデルを提案し，これからの研究の可能

性を示した.午前の最後は分子研の富宅氏より気相溶

媒和クラスターからの液相溶媒和電子へのアフ。ローチ

に関する講演があった.溶媒和電子を簡単なCavityモ

テソレで解釈する場合の問題点など古くて新しい議論で

あった.昼食後，理研の丑田氏からパルスラジオリシ

スによるダイマーラジカルイオンの生成ダイナミ ック

スについての講演がなされた.特に芳香族分子ではダ

イマーアニオンがなぜ不安定であるのかという重要な

問題が指摘された.横浜国大の西川氏はX線広角散乱

と小角散乱を組み合わせた超臨界状態COzの構造につ

いて，クラスター生成の観点から議論した.いままで

構造的に研究が少なかった超臨界状態に新しい方法論

が持ち込まれたことになる.山梨大の平岡氏はクラス
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ターイオンについての数多くの測定結果に基づき，そ

の熱力学データをまとめて報告 した. 電荷が非局在化

している原子数，クラスターの異性体の解釈などにつ

いて議論した.休憩後，都立大の田沼氏が極低温ドリ

フトチューブを用いたイオンクラスターの研究につい

て講演した.イオンクラスターの安定性やマジ ックナ

ンバーについて構造的な考察がなされた. 学習院大の

加藤は近赤外波長領域の過渡吸収法を用いてみた芳香

族エキシマー状態について報告し，励起状態での分子

間相互作用について議論した.最後に長岡技大の野坂

氏より半導体超微粒子の作製と物性についての講演が

あった.超微粒子内でのイオン化(バンド間遷移)と

放射線化学のイオン化との類似の立場からの議論がな

された

放射線化学と の関連で気相から凝縮相そして超徴粒

子までの様々な“クラスター"について問題意識を新

たにすることができたように思う .気相クラスターの

研究は凝縮相とかけ離れていると考えられるむきもあ

る. しかし凝縮相中でのイオンの周辺の分子の配向構

造や電荷の非局在領域はそう広がってはL、ないためイ -~

オンクラスターの研究で見えていることは凝縮相の放

射線化学にとっても非常に重要であり，凝縮相か らだ

けのアプローチでは本質に迫れない部分もあることを

感じた.また分子やイオンさらには励起状態での分子

のアグリゲーションはかなり 一般的な現象であるが，

まだ理解は充分ではなしさらなる研究の必要性を感

じた.ゆ らぎの大きい系やサイズの小さい系は特徴的

な性質を示す.このように様々な反応，物性がかなり

局所的な構造や電子状態に強く依存していることを考

えるとクラスターの研究の重要性の一端が理解できょ

う.クラスター研究のこれからとして局所的な幾何学

構造とそのダイナミクスの解明の必要性を感じた.

(学習院大加藤隆二)

放射線化学
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プログラム

はじめに (物質研)立矢正典

超臨界流体中の光イオン化過程:ダイナミッククラス

ターモデルによる解釈 (神戸大学) 中川和道

多光子イオン化に伴う液体分子線からのクラスターイ

オン放出 (東大) 真船文隆

溶媒和電子:気相クラスターからのアプローチ (分

子研) 富宅喜代一

ダイマーイオンラジカルの生成ダイナミクス (理研)

丑田公規

ース・
X線回折法による超臨界流体のクラスタリングの研究

(横浜国立大学) 西川恵子

電荷の局在性，異性体，多重度から見たクラスターイ

オン (山梨大学) 平岡賢三

極低温移動管によるヘリウムクラスターイオン生成

(都立大) 田沼肇

芳香族エキシマーの吸収スペクトルと 電子状態 (学

習院大)• 加藤隆二

溶液体における半導体超微粒子の作成とその応用

(長岡技大) 野坂芳雄
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1994年 9月3日から 8日までハンガリーのパラトン

湖畔のBalatonszeplakにおいて，第 8回TihanySym-

posiumが行われた.Tihany Symposiumは， 1962年に

パラトン湖北岸の“Tihany"で開催されて以来，数年

おきにパラトン湖沿いのホテルを利用して行われてい

る. 今回のTihanySymposiumでは68件の講演と 19件

のポスター発表が予定されていたが，諸般の事情で参

加をキャンセルする方もいて，実際の発表はそれより

12件ほど少なかった.参加予定者は23か国から100人以

上 ということであった.日本からは，北海道大学の吉

田先生，東京大学の勝村先生，大阪大学の田川先生，

近畿大学の嘉悦先生.九州大学の西国先生と筆者の計

6名が参加した.所属はIAEAであ ったが町先生 も参

加されていた. トピックスは水溶液系， 有機系，ポリ

マー， 生物系の放射線化学，線量測定，および光化学

などであった. プログラムとしては 6日の午前にポ

スタ一発表，午後にexcursionがあった以外は講演が行

われた.

講演は，日本の放射線化学討論会と同様にーか所で

行われた.そのため，取捨選択に迷うことなしすべ

ての講演を聞くことができた.上記のように，講演内

容は多岐に渡っている.特に印象に残った講演を列挙

すると，次のようになる.まず，軽水炉の事故時を想

定したヨウ素の挙動の研究があった.ヨウ素の挙動は

目新しいトピックスではないが，各国で用いている計

算コードの話や，フランス，カナダ，イギリスの共同
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研究となっていることなどが印象深かった. また，ス

ウェーデンのDr.Merenyiの講j寅で，臭素原子の水素

引き抜き反応、に関する研究もおもしろかった.ジブロ

モエタンの溶液に放射線を照射することにより臭素原

写真 1 Tihanyから見たノ〈ラトン湖

子をっくり，それの水素供与体RHとの反応を調べ，反

応、メカニズムおよび律速となるプロセスを述べていた.

このような基礎的研究の一方で，グラフト，キュアリ

ングの講演もあった.オーストラリアのProf.Garnett 

は， Curing reviewと題して電子線照射と紫外光照射と

の違いなどをわかりやすく説明していた.

ポスターセッションでは，発表者がポスターの前で

待機する時間は 1時間であったが，ポスターはシンポ

ジウムの期間を通して貼られていた.参加者はいつで
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-ニュー ス・
もポスターを見ることができ，疑問点は発表者を探し

て質問することができた.講演同様に内容は多岐にわ

たっていたが，個人的にはクロアチアのグループの発

表が興味深かった.n-hexane中での熱化されていない

電子の捕捉という発表であった.彼らは， n-hexaneに

クロロベンゼンと第二の捕捉剤としてニトロベンゼン

を添加して，クロロベンゼンに対する電子付加の結果

解離するC1ーを測定した.ニトロベンゼンの濃度を 0

に外挿すると，熱化電子の収量を推定することができ

る.系は違うが放射線分解の初期過程の研究というこ

とで筆者の研究と近いものがあり，初期分解G値など

は参考になった.このグループは，これ以外にも

hydroperoxideによるFe2
+の酸化反応，放射線によっ

て誘起される脂質の酸化のモデル化といった発表も行

っていた.正直言ってクロアチアの研究者にこのよう

なactivityがあるとは知らなかったので，特に印象に

残っている.

excursoionて忌は，パスでパラトン湖周辺の名所等を

見て回った.移動のパスでたまたまハンガリーの

Roder氏の隣に座ったので，幸運にも excursionの予

定，各場所での簡単な説明などを聞くことができた.

Tihany Symposium発祥の地Tihanyへも行った.Ti・

hanyはノ〈ラトン湖北岸にある半島で，非常に眺めのよ

いところであった.夕方には民族舞踊を鑑賞し，夕食

はcountrypubという一種独特の雰囲気の場所でとっ

アこ.

シンポジウムの期間中，講演やポスター発表以外に

も，食事やコーヒープレイクのときなどに他の参加者

とコミュニケーションをとることカfできた Tihany

Symposiumの当初の目的は東西両側の研究者の意見

交換の場を提供することであったようだが，冷戦の終

わった今も世界各国の研究者が集い議論する場として

は成功しているように思われる.

最後にハンガリーの様子などを書き綴ってみたい.
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写真 2 Excursionで行った博物館

まず飛行機でブダペストへ行き，ブダペスト市内から

BalatonszepJakへは電車で 2時間ほどかけて移動し

た.ブダペスト市内は道路に凹凸があり走っている車

も小きいものが多く，経済的に恵まれていない印象を

受けた. しかし，シンポジウムでのハンガリ一人研市

者の方々のactivityを見ていると，近い将来いろいろ司〕

な意味で国力をつけるポテンシャルがあることを感じ

fこ

(東大工堂前雅史)

放射線化学



-・ニュース・・
第 1回「電離性放射線と高分子」

国際シンポジウムについて(報告)

rlonizing Radiation and PolymersJとし、う題名の

第 1回国際シンポジウム(略してIRaP94)が1994年11

月14-19日の間，フランスのCEAサクレー研究センタ

アンチル・ガイアンヌ大学， ドイツのGSI(重イオ

ン研究所)及ぴIAEAの主催でフランス領グアドルー

プ (Guadeloupe)島で行われた.

もし，お手元に世界地図があれば，北米と南米の間

カリブ海を注意深く見ていただくと(老限銭を必要

とされる方にはちょっと辛いでしょうが…)，先日，紛

争があったハイチやアメリカ領のプエルトリコよりま

だ南に西インド諸島あるいはアンチル諸島と呼ばれる

小島がたくさん連なっているのがおわかりし、ただける

と思う .そのほぼ真中にあるのがシンポジウムの開催

地グアドループ島である.田舎の小島を想像していた

が，フランスからの定期ジェット便やアメリカからの

定期便(こちらはプエルトリコからのプロペラ機)が

乗り入れたり，島には少しではあるがビルが建ち，大

学 ・短大が2つもあったりして予想外に都会であった.

フランス人やアメリカ人にとっては有名なリゾート地

とのことで，あるアメリカ人参加者は 3回目の訪問で

あると語っていた.気候や自然はハワイによく似てい

るが湿気が多少多いようで， じっとしていても汗がで

てきた.連日30度前後であったかと思うが毎日スコー

ルがあったので夜は凌ぎやすかった.(どういう訳か，

ホテルの私の+東のクーラーは入っていなかった).

シンポジウムは島のStFrancoisという町のプライ

ベートビーチやコッテージ風の建物が幾つもあるリゾ

ートホテルで行われた.参加者は主催者側の発表では

約150名(同伴者もいれて?)とのことであったが，参

加者リストでは120名エントリーされていた.リストに

よるとフランスからの参加者が45名で最も多く，つい

でドイツ22名，ベルギ-8名，ロシア 7名，日本 5名

と続く.日本からは私以外に，市川夫妻(北大)，大道

夫妻(原研)，嘉悦夫妻(近大)，萩原氏(原研)が参

加された.以外にもアメリカからの参加者は 3名でメ

キシコと同じであった.これにはアメリカから参加し

た人も驚いており，アメリカにはシンポジウムの情報

があまり流れていなかったのではないかと 言っていた.

第 59号 (1995)

会議は午前 7時半-12時と午後 4時-8時(ポスタ

ーセッション 2回を含めて)まで行われ，昼食後は昼

寝をしたり海岸やプールで泳いだりして過ごした. と

いうのも歩いていける距離に町もなくホテルの外で食

事や買物もできなかった.部屋にはテレビもなく，ラ

ジオでフランス語の放送が聞けるだけで，夜更しをす

ることもなく極めて健康的な生活が送れた.

会議の詳しい内容については今年， N uclear Instru-

ments and Methods誌にフ。ロシーデイングが掲載され

るのでそちらをご覧になっていただくとして，ここで

は簡単に内容を紹介する. といっても暑さのせい(と

いうことにしておきます)で日本に帰って来た頃には

会議の中身などすっかり忘れてしまったのだが….会

議の目的は放射線高分子科学における現状と将来及び

先端物質の研究について基礎から応用までを物理と化

学の両方の立場から議論し，その知識の生物や医学な

ど他の分野への移転を促進しようというものである.

今回の会議では次の 5つのトピックスについて講演

及びポスターセッションが行われた.A)相互作用の物

理，化学基礎過程， B) 高分子表面及びバルクの改質，

C)高度化(先端)物質， D)工業利用，E)照射技

術.それぞれの講演数を見てみると Aが11件， B18件，

C19件， D8件， E2件とさすがにB及ぴCの講演件数が多

い.なおDの工業利用の講演の大半は生物・医学f応用で

あった.

Chapiro (フランス)氏の基調講演では，エネルギー

シンポジウムが行われた建物(ホテル内)
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シンポジウム出席者

付与の観点からのレビューが行われたが特にその中で

重イ オン(高LET粒子)のフルーエンスと吸収線量の

関係について問題点を指摘していた.これから重イオ

ンを用いた研究が盛んになると思われるが付与エネル

ギー， トラ ック構造，励起密度の空間分布など放射線

物理の研究が一段と必要になることが感じられた.こ

の会議にも阻止能やスパッタリングなどの理論や実験

研究をしている物理屋が何人も参加していた.

4日目の午後にはパネル討論がA，B， C， Dのそれ

ぞれのトピックスについて行なわれた.なかなか国際

会議ではお目にかかれないものであり，とても白熱し

た議論が行われ有意義だったと思われるが，時間が短

かった(4テーマで 2時間弱)のと，パネラー中心に

なってしまって会場から意見を述べる時間が少なかっ

たことが残念であった.最初の話では二会場でパラレ

ルに行う積もりであったらしいが，一会場で行ったた

め結果的にはいろいろな議論が聞けて勉強になった.

次回も是非採り入れて欲しいものである.放射線化学

討論会でもパネル討論をやってみては如何でしょうか.

放射線高分子の大御所であるCharlesby(イギリス)

先生も参加されており，御高齢にも関わらず非常にお

元気で講演者から 1m位の一番前の席に陣取って熱心
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に聞き(すべて聞いておられたのでは?)，質問と持論

を展開しておられたのが印象的だった.会議の最後に

量子論に関する講演 (講演題目と違っていた)をされ

たのだが何をおしゃりたいのか正直言ってよくわから

なかった.

ポスターセッションは 2日間(2日目と 5日目)に

わたって計 4時間半の時間がとってあって(会期中ポ

スターは貼りっぱなしで，貼る場所も自由であった)

ゆっくり議論できたのは よかったが，プログラムの76

件中，半分位しか発表していなかったのはどういうこ

とだっ fこのか?. 

会議中に再び開催するかどうかが話し合われ 3年

毎にこの会議を開催することが決まった.次回は1997

年の10月か11月にフランスのどこか(ヨーロッパとは

限らない)で行われることになったので，皆様どうぞ

御参加を.ただ似たような国際会議 (Radiation

Effects in Insulators， 1993年に名古屋で開催された)

が2年毎に開催されており高分子関連の発表も少なく

ないし，分野も広範で放射線化学としてはこちらの会

議の方が面白いかもしれない.会議の報告というより

も印象記になってしまったが御容赦を願いたい.

(東京大学・原子力研究総合センター 柴田 裕実)

放射線化学



|第38回放射線化学討論会 |

主催;日本放射線化学会

共催:日本化学会

日時:平成 7年10月17日(刈~印刷

会場:金沢工業大学

(石川県石川郡野々市町扇が丘7-1)

討論主題:放射線化学の基礎と応用(ビーム利用 ・他

分野との境界領域研究を含む)

講演申込締切 7月 1日(お
h 

講演 l件ごと、 B5判用紙(縦長) 1枚に以下の①

~⑥を記入のうえ、お申込み下さい。

①題目、②発表者全員の氏名(ふりがな、講演者

①JR金沢駅前パスターミナル 8番乗り喝より

工大前行(路線番号32)乗車、工大前下車(正門前)。

②金沢市内武蔵ケ辻より

久安経由野q市車庫行(路線番号34)乗車、工大前下車(正門前)。

③金沢市内武蔵ケ辻より

久安経由高尾行(路線番号34)乗車、西三馬下車、徒歩 2介。

③金沢市内集大圏下より

片町経由四十万行(路線番号33)乗車、工大前下車、徒歩 2介。

⑤高速道路利用の喝合は、金沢酉インターチェンジより国道8号線の松島北交差

点を金沢市内方面へ入り、野町広小路交差点、有総交差点、窪七丁目交差点を

経由してください。
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にO印)、③所属、④申込者氏名および連絡先(郵

便番号、住所または勤務先所在地、電話番号、 FAX

番号)、⑤50字程度の発表概要、⑥口頭発表Aとポ

スター発表Bの区別

講演要旨締切 8月26目的

講演申込者に原稿用紙等をお送りします。

講演申込先 :〒921 石川県石川郡野々市町扇が丘7-1

金沢工業大学:電子工学科新坂恭士

電話 (0762)94-6706 

FAX (0762) 94-6707 

.道路距敵(高速道路)

東京→金沢 499km 

大阪→金沢 286km 

名古屋→金沢 240km 

.鉄道

東京→金沢 3 時間54~

(長岡経由)

大阪→金沢 2時間37分

名古屋→金沢 2 時間55~

， 
， ， 
.，
 、

，
 

，e
 

，，
 目

、
‘、、， 、

-飛行機
東京→小総 8便/日 60介

福岡→小松 2便/臼 70分
札幌→小松 l 便/日 90分

仙台→小松 l 使/ 日 60分

那覇→小松 l 便/ 日 130分

広島→小松 2使/日 70介
ソウル→小松 2便/週 105分

小総空港~ (片町) ~ (香林坊) ~JR金沢駅パス所要時間

スーパー特急便 40分

金沢市内経由便 55~ト うち 2便は工集大学経由

一今 JR金沢駅から約30介、 香林幼から約20~子

一一歩 香林坊から約2日分

一一歩 香林幼から約20介

-→ 片町から約20介
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シンポジウム開催のご案内
1995年環太平洋化学会議(1995Internal Chemical 

Congress of Pacific Basin Societies)がホノルルで

明年12月17日から22日まで開催されます。その際に下

記の 2つのシンポジウムが開催されますので、ぜひご

参加下さいますようご案内申し上げます。

シンポジウムの内容等についてのご質問、ご連絡の

ある場合には、下記にあてご連絡下さい。

大阪府茨木市美穂が丘8-1

大阪大学産業科学研究所

田川精一

Tel: 06-879-8500 

Fax: 06-876-3287 

E-mail: tagawa@sanken， osaka・u.ac. jp 

Symposium on 

Radiation Chemistry of Polymers (拘-569)

uv、電子線、イオン、放射光などのすべての放射線

を用いた高分子の放射線化学の研究に関するシンポジ

ウムです。地球環境での耐光性から宇宙環境での耐放

射線性まで、高分子プロセスにおける高感度性から原

子炉などの極端な条件下での高分子の安定化まで、基

礎から応用まで広い範囲の研究発表と討論を計画して

います。

Symposium on Polymers for 

Microelectronics and Photonics (非8-45)

超LSIを中心とするマイクロエレクトロニクスおよ 、d

ぴフォトニクスに関連したシンポジウムです。具体的

には、リソグラフィー工程におけるレジストや層間絶

縁膜などの高分子材料の研究、フォトニクスに関連し

た高分子を含む有機材料の研究、国体高分子の放射線

および光反応などの基礎的な研究など関連した広い分

野の研究の発表、討論を計画しています。

The 1995 International Chen宣言calCongress of Pacific Basin Societies 
(PACIFICHEM ・95)
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Honolulu， Havvaii， USA， Decernber 17-22， 1995 

Sponsors: Canadian Socicty for Chcr宮dstry
Anlcrican ChcrnicaJ Socicty 
τ"hc Chcrnical Soelcty of J apan 
Nevv ZeaJand Institutc of Chcrnistry 
τ"hc Royal Austr・lianChernica1 Institute 

SYMPOSIUM ON  
CHEMICAL APPLICATIONS. OF  SYNCHROTRON 

RADIA "I'ION  

Topics to be covered include: 

。)Spectroscopy and Dynarnics Studies-Oases， Surfaces， and 
ζヌ>ndensed Matter-

(2) Radiation Chernistry and Photochernistry 
。)Current Status of Synchrotron Radiation Facilities for 

Chernistry 
(4) X-ray Structua1 and XAFS Studies-Crystals， Surfaces， and 

Liquids-

τnree half-day sessions of oral presentations， as vvell as poster 
sessions， vvill be scheduled for the Pacific Basin ζ:Ongress as one of 
the syrnposia in the area of Physical Chernistry and related fields. 
仁三>ntributions are invited and abstracts are due on 恥I(arch 31， 1995_ 

Further inforrnation and abstract forrns rnay be obtained frorn one of 
the co-organizers: 

R.A. Holroyd， Chernistry Departrnent， Brookhaven National 
Laboratory， Upton， Nevv York 11973， U.S.A.， Tel:516-282-4373， 
Fax:516-282-5815， E-rnai1: holroyd@bnluxl_bnl.gov 

T.K. Sharn， Departrnent of Chernistry， University of "W'estern 
Ontario， I-ondon， Ontario， N6A  5B7， Canada， 
τ‘'el:519-679-2111， Ext.6341， 
Fax: 519一661一3022，E一rna剖il:SH宜AM~雪uvvovax

Y. Hatano， Departrnent of Chernistry， Tokyo Institute of 
Technology，恥ifeguro-ku，τ喝'okyo 152， .Japan， Tel:3-S734-223S， 
Fax:3-3729-0099， E-rnai1:yhatano@chern.titech_ac.jp 

放射線化学



'
品
川
川
川
川
川
川
山
川
川
出
」

本 ふ一
A コレ

-
言
回 事

l
 
i
 
i
 

日本放射線化学会第61回理事会議事録

日本放射線化学会第61回理事会は，平成 6年 9月26

日(月) 18: 00から北海道大学 クラーク会館において

開催された.出席者は次のとおりである.

会 長 高椋節夫

副会 長 浜義昌，西川勝

理 事住吉 孝，武部雅汎，伊藤泰男，勝村庸介，

河内宣之，宮崎哲郎，新坂恭士，嶋森洋，

長谷博友，中山敏弘，田川精一，中川和道，

塩谷優，岡本次郎，木村一宇，鷲尾方ー，

武藤八三 (代理出席:松浦かおる)

主な議事内容は次のとおりである.

1.事務局報告事項

1) 平成 6年度事業中間報告について

事務局から別紙のとおり報告があり，了承された.

2 )平成 6年度会計中間報告について

事務局から別紙のとおり報告があり，金額の確認が

なされた.

2. 審議事項

1 )平成 7年度事業計画について

事務局提案の事業計画について審議が行われ， ，8IJ紙

の計画が承認された. 主要な事業は放射線化学討論会

及び新たに企画された低温固相反応、に関するシンポジ

ウム等である.

2 )平成 7年度収支予算案について

事務局提案の予算案について審議が行われ， ，8IJ紙の

計画が承認された.なお，放射線化学討論会援助費に

ついては，平成 6年度で「化学 と工業」へのプログラ

ム掲載費が無料となり，今後も同様の扱いを受けると

思われるが， 討論会の弾力性ある運用を図るため当分

の問は金額を据え置き，援助費の残額は次年度の討論

会費用に当てることで了示された.

3 )学会賞「奨励賞」について

将来構想委員会の答申に沿って事務局で作成された

学会賞「奨励賞」の新設について審議が行われ，年令

制限，他の学会賞とのバランス等を勘案し，別紙のと

おり承認された.

4 )会組織の変更及び会則の改定について

将来構想委員会の答申に沿って事務局で作成された

会組織の変更及ぴ会則の改定について審議が行われ，

第 59号(1995)

別紙のとおり承認された.

5 )平成 7年度役員選任について

会長から役員案が提案され，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であ

る.

西川 勝 将来構 想 委員会

石樽顕吉編 集委員会

石垣功 企画委員 会

国際交流委員会は会長が兼務する.

また，常任理事会が新設されたことにより，田村理

事が常任理事として務めることとなった.

6 )入退会の承認について

事務局から別紙のとおり報告があり，承認された.

7 )その他

宮崎理事から低温固相反応に関するシンポジウム

(主催:放射線化学会.共催:日本原子力研究所)が

向こう 5年間実施されることが報告された.

3.報告事項

1)各委員会活動報告について

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員会及び

編集委員会の活動状況の報告が行われた.

〔将来構想委員会〕

委員長から「奨励賞」の新設について，持ち回り審

議を行った旨，報告があった.

〔企画委員会〕

田川理事から応用放射線化学シンポジウム「環境へ

のアプローチJ (担当 :今井・都ア研)が平成 7年 1月

25日(水)に開催されることが報告された. (詳細は会

誌「放射線化学JNo.58参照)

また，期日，場所等は検討中であるが，放射線化学

セミナー「クラスターの放射線化学J (担当 :立矢・物

質研)の計画が進められていることが報告された.

〔国際交流委員会〕

委員長から， 日中放射線化学 シンポジウムについて，

①継続すること，②地域拡大(アジア全域)を図るこ

と，③対象範囲の限定または拡大すること，など位置

づけが重要であるとの報告があ った.これらに関し，

日米または日仏間で進められていた会合はどうなって

いるのか，インドが積極的に日本またはアジア地域で
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の国際会議の開催に意欲があること，原研が進めてい

るIAEAのCRPとの合同会合などについて意見が述べ

られた.

〔編集委員会〕

会誌「放射線化学JNo.58の発行，次号に向けての編

集委員会が東京で開催される予定であるとの報告があ

った.

2 )第37回放射線化学討論会について

第37回放射線化学討論会の開催概要が実行委員会の

住吉理事から報告された.口頭発表は53件，ポスター

発表は46件，特別講演及ぴ受賞講演は各 2件であった.

3 )第38回放射線化学討論会の準備状況について

第38回放射線化学討論会は，平成 7年10月17日-19

1 金沢市郊外の金沢工業大学で開催されることが，

新坂理事から報告された.

4 )第 6回日中放射線シンポジウムの準備状況につい

て

浜副会長から，現時点における発表件数は日本81件，

中国43件，インドとオーストラリアで 3件であること

が報告された.なお，プログラムについては. 10月上

旬に参加者に送付されるとのことであった.

5 )その他

a.学術会議について，会長より 16期の活動における研

究連絡委員会専門委員として旗野氏(東工大理)を推

薦したことが報告された.

b.河内理事から，群馬県吾妻郡嬬恋村 東京工業大学

鹿沢合宿研修所で開催された「若手の会」の活動報告

があった.また，若手の会の活動について，参加者が

少ないこと等，若干の議論が行われた.

C.事務局から，日本放射線化学会の設ける各賞の推薦

締切りは12月末日であることの案内があった.なお，

新設された「奨励賞」に関する情報は12月発行予定の

ニュースレターを早めに発行し，周知徹底を図ること

とする旨，確認がなされた.

次回の第62回理事会は，平成 7年 3月29日(水).京都

で開催する予定となった.
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く〉平成 6年度事業中間報告

平成 6年

6月 NEWS LETTERNo.l8発行

7月 第31回理工学における同位元素研究発表会共催

(11-13日，東京)

8月 若手の会夏の学校 (4-6日，群馬県吾妻郡

嬬恋村 東京工業大学鹿沢合宿研修所)

9月 第61回理事会 (26日，北海道)

第37回放射線化学討論会(26日-28日，北海道)

第30回総会 (27日，北海道)

国際交流委員会

将来構想委員会

日中放射線化学シンポジウム組織 ・実行委員会

会誌No.58発行

11月 第 6回日中放射線化学シンポジウム (6-11日，

東京早稲田大学)

12月 NEWS LETTERNo.l9発行

放射線化学セミナー「クラスターの放射線化学」

平成 7年

1月 応用放射線化学シンポジウム「環境へのアプロ

ーチJ (25日，東京)

3月 第62回理事会

国際交流委員会

将来構想委員会

編集委員会

企画委員会

会誌NO.59発行

放射線化学



く〉平 成 6年度会計中間報告

収入の部

平成 6年 9月19日現在

項 目 予 算・ 中 間 予 定

賛 助 会 費 2，000，000円 2，080，000円 2，120，000円

個 人 会 費 1，000，000 871，800 1，000，000 

雑 収 入 500.000 183，000 380，000 

銀 行 利 息 3.000 1，072 3.000 

繰 越 金 2，644，243 2，644，243 2，644，243 

メ口入 計 6，147，243円 5，780，115円 6，147，243円

支出の部

項 目 | 予 算・ | 中間 |予定

事務 費I300，000円I158，383円I300，000円

通 信 連結費1 300，000 

印 副費12，000，000

全議費1 200，000 

会誌 発 if 費1 100，000 

政射器化学討論全援助1 350，000 

応用シンポジウム援助1 150，000 

政射線化学セ汁一揖助1 150，000 

若手 ・夏の学校援助1 150，000 

学 会賞 35，000

同位元素発表会分担金 6，000

日中放射線化学1 150，000 

企画委員全経費 50，000

将来構想委員全経費 50，000

編集委 員会経費1 100，000 

国際交流委員会経費 50，000

予 備費1 500，000 

放射器化学基金積立11，000，000

繰 越 金1 506，243 
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150.000 

12，813 

6.000 

0 

50，000 

0 

100，000 

350.000 

150，000 

150，000 

150，000 

12，813 

6，000 

150，000 

50，000 

50.000 

o 1 100，000 

o 1 50，000 

o 1 200，000 

o 11，000，000 

o 1 828，430 

ム
ロ 計16，147，243円 11，812，552円 16，147，243円

現預金残高 3，967，563円

-第60回理事会承認

く〉平 成7年度事業計画について

平成 7年

6月 NEWS LETTERNo.20発行

7月 第32回理工学における同位元素研究発表会共催

8月 若手の会 夏の学校

9月 会誌No.60発行

10月 第63回理事会(金沢)

第38回放射線化学討論会(金沢)

第 59号 (1995)

第31回総会(金沢)

11月 放射線化学セミナー

12月 NEWS LETTERNo.21発行

低温固相反応に関するシンポジウム

平成 8年

2月 応用放射線化学シンポジウム

3月 第64回理事会

会誌No.61発行

く〉平成 7年度収支予算案について

収入の部 支出の部

賛 助 金 費2，000，000門 事 務 費 300，000円

個 人 全 費 1，000，000 通信連絡 費 300，000 

雑 収 人 500，000 ~n tll 費2，000，000

銀行利息 3，000 ム;z; 議 費 200，000 

繰 越 金 828，430 全誌発 if 費 100，000 

政射線化学討論会援助 350，000 

応用シンホジウム躍助 150，000 

放射線It.川 i十一提助 150，000 

若手 ・夏の学校援助 150，000 

イ ム五 賞 35，000 

同位元素発表会分側全 6，000 

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 

同際交流委員会経費 50，000 

子 描 費 100，000 

繰 越 金 240，430 

/口A ~tI 4 ， 331 ， 430円 ムロ 計4，331，430PJ

学会賞「奨励賞」の新設について

日本放射線化学会奨励賞授賞規程

(賞の名称)

本会に日本放射線化学会奨励賞を設ける.

(賞の趣旨)

放射線化学の若手研究者を奨励することを目的とす

る.

(受賞資格)

放射線化学及びその関連分野において，特に顕著な

業績のあった全員 (個人)を対象とする. 受賞時の年

齢が37歳以下であることを条件とする.年間 1件以内

とする.

(選挙方法)

全員の推薦に基づき，選考委員会で候補者の選考を
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行い，理事会で決定する.

(選考委員会)

日本放射線化学会賞選考委員会が本選考委員会を兼

ねるものとする.理事及び理事経験者の中から常任理

事会により委嘱された委員若干名をもって構成する.

委員長は会長とする.

(賞の内容)

受賞者には賞状と記念品を授与する.

日本放射線化学会奨励賞推薦要領

1.受賞候補者の推薦者は，本会会員に限る.

2.推薦にあたっては，候補者の業績要旨を含む推薦

理白書(1000字以内)に下記の書類を添付して送付す

る.送付先は日本放射線化学会賞選考委員長とする.

(イ)候補者の履歴書

(ロ)発表論文のリスト

(ハ)主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印

刷物を 5編以内

3.推薦書類の提出期限は毎年12月末日とする.表彰

は次年度の放射線化学討論会の際に行う.

会組織の変更及び会則の改定について

〔組織の変更〕

。理事のうち若干名を常任理事とする.

0常任理事会は，会長，副会長，常任理事をもって構

成され，理事会の委任をうけて常務を執行する.

〔会則の改定〕

改定前 改定後

第 4条本会の事務局を 第 4条本会の事務局を

日本原子力研究所高崎 問放射線照射振興協会

研究所内におく. 高崎事業所内に置く.

第13条理事のうち若干

名を常任理事とする.

第13条~第23条 第14条~第24条

第25条常任理事会は，

会長，副会長，常任理

事をもって構成きれ，

理事会の委任をうけて

常務を執行する.

第24条~第26条 第26条~第28条

一 一
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く〉平成7年度役員の選任について

(*は新任)

メ~ 長吉田 宏(北大工) * 
副 会 長 西 川 勝(神奈川工科大工)

石樽顕吉(東大工) * 
石垣 功(原研高崎) * 

常任理事田村直幸(放照協) * 
理 事住吉 孝(北大工)

小笠原正明(北教大函館) * 
武部雅汎(東北大工)

伊藤康男(東大原総セ)

勝村庸介(東大工)

河内宣之(東工大理)

鈴木信三(都立大理)

浜 義昌(早大理工総研)

仲JII 勤(明大理工)

長谷川国彦(静岡大理) * 
平岡賢三(山梨大工)

宮崎哲郎(名大工)

新坂恭士(金沢工大工)

嶋森 洋(福井工大工)

長谷博友(京大原子炉)

中山敏弘(京工繊大工芸)

田川精一(阪大産研)

山上允之(阪府大付属研)

嘉悦 勲(近畿大理工)

中川 和道(神大発達)

塩谷 優(広大工)

入江正浩(九大機能物質)

木村 一宇(理研)

立矢正典(物質研)

平出哲也(原研東海) * 
江草茂JlIJ (原研高崎)

南波秀樹(原研高崎) * 
河西俊一 (原研大阪)

田村直幸(放照協)

岡本次郎(放照協)

下川利成(都ア研) * 
武藤八三(名工研)

鷲尾方ー(住友重機)

水沢健一(日新ハイボルテージ)

監 事旗野嘉彦(東工大理) * 
上野桂二(住友電工) * 

顧 問笛木賢二，後藤田正夫，佐藤 伸，

田畑米穂，高椋節夫

放射線化学



名誉会員篠原健一，贋田鋼蔵，志田正二，

団野崎文，岡村誠三，津田 覚，

近藤正春，桜井 洗，今村 昌，

相馬純吉

く〉入退会希望者一覧

入退会 全員種別 氏名 所 属 紹介者

入 会 正全員 藤沢高志 電気興業綱高周波事業部室長 須永博美

諸谷小四郎 f;~ak;:ラ イ 7弓 '1 -ι ト事時~l， 新坂恭士

長谷川伸 日本原子h研究所高崎研究所 幕内恵三

学生全員 大島明博 東海大学大学院工学研究H¥12 瀬口忠男

堂前雅史 東点k手k沼よ'j宗研究na 勝村庸介

t全

北島昌史 東京工業大学理工学研究科D2 鵜飼正敏

正全員 高柳素夫 九州産業大学工学部

作本彰久 制放射能~?射振興協会

小松 同IJ 北海道大学理学部(避去)

江田文三

学生全員 長嶺 真 東京大学理学部

賛助会員 三和fl工鞠(2日)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバノレト照射センター

株式会社コ一方、アイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

島津製作所株式会社

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

中国電力株式会社

56 

東京電力株式会社

東北電力株式会社

東燃タピルス株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボノレテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本鋼管株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

目立化成株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

株式会社ブリジストン

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線照射振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

リンテック株式会社

(アイウエオ順)
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