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〔巻頭言〕

放射線化学の初期過程の

研究と応用研究
大阪大学産業科学研究所 田 川精一

東大から阪大に移って，自分の研究室の立ち上げ，

産業 科 学 研 究 所 ( 産 研 ) の 改 組 と 工 学 部 の 大 学 院 重 点

化という 2大変革を経験し， 2期 4年間の放射線実験

所 所 長 の 任 期 も 5月末で終了し，ようやく本来の研究

生活に戻れそうである. 阪大でのこの 5年間に産研で

の研究室の名前も放射線高分子化学研究部門から改組

で量子ビーム科学研究部門の量子ビーム物質科学研究

分野となり，大学院の方も大学院重点化で工学研究科

物質化学専攻の協力講座「量子分子工学」となった.

多少 ， 世 の 中 や 大 学 の 風 潮 に 流 さ れ た 面 も あ る が ， 新

しい研究テー?を自ら探して行くのにふさわしい名前

だ と 思 っ て い る.丁度，米国エネルギー省の主催する

全 識 に 招 か れ て ， 放 射 線 化 学 研究の中で何が重要かと

い う 意 見 を 求 め ら れ た こ と も あ り ， こ の 機 会 に ， もう

一度， 自 分 が 本 当 に や り た い 研 究 に つ い て 今 一 度 考 え

て み た い と 思 っ て い る .

日本の放射線化学は欧米の放射線化学のように電子

の 研 究 に 集 中 す る こ と な し 基 礎 と 応 用 の 両 面 で 独 自

の発展をしてきた. し か し 放 射 線 化 学 の 基 礎 研 究 と 応

用研究はそんなにうまく噛み合っているようには思え

な い.最近，イオン加速器やシンクロトロン放射光施

設などの多くの大型加速器施設の建設が進み， X線 レ

ーザ ー や 低 速 陽 電 子 ビ ー ム な ど の 新 し い 放 射 線 源 に 関

連の多くのプロジェクトが進行中である. そ し て こ れ

らのプロジェク ト の 中 で は 放 射 線 化学という言葉は出

てこなくても，縮小X線リソグラフィー (EUV) も含

めX線リソグラフィーのように本質的には放射線化学

反応を扱っているものが多く含まれている.また，放

射線 に よ る 排 煙 処 理 な ど の 環 境 保 全 技 術 ， 溶 媒 を 使 用

しない環境に優しい放射線プロセス，有害な化学物質

を使用しない人体に優しい放射線滅菌など，古い技術

と 思 わ れ て い た 放 射 線 プ ロ セ ス も 見 直 さ れ て い る. さ

らに， 半導体の超徴細加工や材料のビームによる高機

能化などの分野ではようやく放射線の本格的な利用の

時 が や っ て き た と い う 感 じ で あ る. こ れ ら 自 分 の 身 近

で 起 こ っ て い る こ と を 思 い つ い た ま ま 書 い て み て も ，

放射線化学の視野は確実に拡大していることが実感で

きる. 気 に な る の は こ れ ら の 分野で活躍している方々

がほ と ん ど 本 学 会 の 活 動 ， 特 に 放 射 線 化 学 討 論 会 に 参

加されていないのではということと放射線化学研究の

中核の部分での空洞化が起こっているのではないかと

い う 懸 念 で あ る.前者の例として，私が深く関与して

いる半導体デノfイスの超徴細加工作ソグラフィー)

の分野では，日米欧の共通認識として数年前に実用化

されるArFリソグラフィーの後の 5つの候補(私個人

は 有 力 な 候 補 で あ る と 思 う がVUVは除いである)はす

べ て 電 離 放 射 線 で あ る . したがって，この分野の研究

者は 放 射 線 化 学 討 論 会 に 興 味 を 抱 き ， 紹 介 す る と し

2回は参加するがすぐにやめる.放射線化 学討論会は

どうも閉鎖的なようである. これはなかなか難しくす

Seiichi TAGAWA 

ぐにはよい解決策は思いつかない.後者では私見とし

ては放射線 化学研究 の中核の 部分は電子も重要 である

が，種々の 放射線の 特徴を活 かした 特 異な現 象 の発 現

(線質効果)と放射線化学の初期過程の解明にあると

思っている.少なく ても 新し い線 源の 利用 に関しては

放射 線化 学者 以外 の人 たち の方 が異常 と思 える 程 熱心

に放射線 化学反応 の一部を 誇張した 形であた かもまっ

たく別の放射線化学(放射線化 学という言葉は使用し

なしサがあるような宣伝をしている. 放射線が広く反

応に利用される時代になり，私 の身近 で、も放射線化学

会会 員がほ と んどい な い重要 な応用 分野が 多くな って

きてい る上 に， 放射 線化 学の 基礎と魅力を外部に対し

て分かり易い形で適切に発信してこなかったためかな

と思っている. しか し， 気に なるの は新し い線 源利用

による線質効果をまじめに理解しようとすると，私の

不勉強 な点も あ ります が どうも 分 か っ た気になっ て い

る電子線照射の初期過程もかなり問題が多そうなこと

である. これらの解決には相当な努 力がい ると思いま

す 。 放射線化学の基礎的なことがなにか未解決のまま

になっているのは， 1970年のプエノスアイレスの会議

などで放 射 線化学 の 初期過 程 に関し で ある程 度 の描像

をまと めら れた こと とこ の20年以上，放射線化学の初

期過 程を直 接 観測で き るパル ス ラジオ リ シスの 時 間分

解能 が停 滞し たま まで 実験 側か らの進 展が 今一 つ 悪か

ったた めと 思わ れま す. 幸 し、， 1995年に，阪大産 研で

世 界で初めてフェム ト秒 レーザーとピコ秒ライナック

の同期に成功し， 1997年には20年間停滞してい た時間

分解能が 3ピコ 秒になり ，本格的な装置は21世紀にな

るとしても， 20世紀中に阪大では フェム ト秒パルスラ

ジオ リシスが 稼動する 目途がつ いた と 思 っ てい る. 最

近欧 米で もこ の分 野の 計画 が多 数動き つつ ある . 願わ

くはフェム卜秒パルスラジオリシスによる初期過程の

研究 が引き金 にな って ，放 射線 化学 の基 礎過 程を解明

する種 々の新 し い実験 や 理論の 展開に よって， 新しい

放射線 源を 利用 して いる 他分 野の 研究 者に も分 かり 易

い形で 放 射線化 学 の仕組 み と放射線 化 学 の 魅力を説 明

できるよう になり， ビームを 用いた 基 礎研究 と 先端 科

学 技術が共に大きく育って行くを切望している.また，

放射 線化学 研 究所の 新 たなる 中 核の形 成 と放射 線 化学

討論 会をも っ と開放 的 に運営 し て行く こ とはや は り全

員一人一 人 の 意識に 強 く依存 し ている し，ゴードン会

議やミラー会議等を見ていても， 日本放射線化 学会に

は十分にその力があると思ってい る.

最 後に，最近は放射線化 学及び関連した国際会識が

圏内， 国外で 非 常に多 く 開催さ れ る よ うになって き て

いるのに ，研 究実 績の 割に 日本 人の 参加 が少 ないのが

気になる。 ICRRも旗野先生らの 努力て¥再 び放射 線化

学 が正当に評価されたフ。ログラムにな ってきて い る の

で¥国際会 議で積極 的に日本 の研究成 果を紹介し てき

て ほしいと思います.

干567-0047大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1 大阪大学産業科学研究所

Tel : 06-876-3287， Fax: 06-879-8500 
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〔展望・解説〕

飽和炭化水素カチオンラジカルの構造歪とダイナミ、ソクス
-ESR法に よる研究の最近の進歩

広島大学工学部応用化学講座 t孟 谷 優 ・駒口健治

This review deals with recent development of the ESR studies on structures， dynamics and reactions of 

saturated hydrocarbon radical cations generated by ionizing radiation and stabilized in halocarbon matrices 

at low temperatures. The focus is put on the static and dynamic structural distortions， which were revealed 

by the studies of some saturated cyclic hydrocarbons radical cations selectively substituted for silicon， 

deuterium and alkyl-groups. 

Key Words : ESR， Radical cations， Saturated hydrocarbon， Structural distortion， Deuterium effect 

1.は じめに

ー電子酸化，還元反応で生成するカチオン，アニオ

ンラジカルは，一般に短寿命反応中間種であり，その

電子構造を明らかにすることは反応の素過程を解明す

るためにもきわめて重要で‘ある.短寿命化学種の多く

は，イオン化放射線化学反応を利用すると，反応不活

性な原子および分子からなる低温固相中に容易に生

成 ・安定化でき，定常状態分光法による測定が可能に

なる.この低温固相マトリックス単離法により数多く

の新しい分子イオンラジカル種が観測されてきた.な

かでも，飽和炭化水素系カチオンラジカルのESR観測

は特筆に値するものであり，今まで不明な点が多かっ

たこの分野の研究を飛躍的に進展させた. 1990年まで

の研究は著者らによる総説および単行本にまとめられ

ている 1-4) ここでは，それ以後の飽和炭化水素カチオ

ンラジカノレESR研究の発展について解説する.特に，

母分子の幾何学的構造の対称性が失われ，歪んだ構造

をもっ分子カチオンラジカルの電子構造，分子運動お

よび反応性について著者らの研究を中心に紹介する.

2.擬ヤーン・テラー構造歪みとESR

縮退したHOMOをもっ分子をー電子酸化すると，静

的ヤーン・テラー効果により，構造対称性が親分子より

も低下することが期待できる.飽和炭化水素カチオン

ESR Studies on Structural Distortion and Dynamics of Saturated Hydrocarbon Radical Cations: Recent 

Development 

Department of Applied Chemistry， Facu1ty of Engineering， Hiroshima University 

Masaru Shiotani 

Kenji Komaguchi 
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ラジカルに関する初期のESR研究は，構造対称性が高

く，縮退した最高被占軌道(HOMO)をもっヤーン・テ

ラー活性分子に集中した.たとえば，エタン，シクロ

フ。ロノfン，シクロ7'タンなどのカチオンラジカルがそ

れに該当し，構造歪を示唆するESRパラメータが観測

され，分子軌道計算結果との比較検討が行われてき

たト5)

縮退したHOMOをもたない炭化水素においても，一

電子酸化に伴い構造対称性が低下することが古くから

理論的に予測されていた6) この構造歪は，振動と電子

状態(振・電)の相互作用に起因するものであり，擬ヤ

ーン・テラー効果と呼ばれている.二次の摂動論による

と分子の全エネルギーは次式で表される 6)

E=Eo+Q(仇|器|仇)+駅付録|仇〉

+L[ Q(ooj調ωr
ここで，E，。は歪みが起こらないときの全エネルギー，

Qは基準座標，Uはポテンシャルエネルギーを表す.変

位が非全対称表現に属する場合，第二項は零，第三項

は正，第四項は負の値をとる.第四項の絶対値は，基

底状態と励起状態とのエネルギー差が小さいほど大き

くなる.すなわち，構造が非対称に歪むほど全エネル

ギーが低下し，より安定になる.飽和炭化水素カチオ

ンでは，基底電子状態と第一電子励起状態聞のエネル

ギー差は一般に小さく，通常，数eV以下なので，対称

性低下に伴う構造歪みが期待できる.

ESR法は，電手スピンが核スピンとの磁気的相互作

用で吸収または放出するエネルギーを検出する.この

目互作用は，特定の分離幅をもっ複数の吸収ピークと

して観測される.分離幅は，超微細結合定数(hβ:mT

単住)と呼ばれ，不対電子密度と核の磁気モーメン卜の

大きさに比例する.また，その分裂数は核スピン(1)

の値により決まる.例えば，水素原子(1=1/2)の1s

原子軌道に単位量の不対電子密度が存在するとき，

50.8mTのhβをもっ 2本線が観測される.炭化水素ラ

ジカルでは，このlH-hβを用いてラジカル種の電子構

造を詳細に検証することができる.

今まで，鎖状飽和炭化水素カチオンについて多くの

研究が行われてきたが，構造異性体の存在によりESR
スペクトルが複雑になり ，hf-構造の正確な同定は困

難な場合が多かった.そこで，著者らは構造異性体の

少ない四，五，六員環飽和炭化水素カチオンに着目し，
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図 1 飽和炭化水素およびそのケイ素ー置換体力チオ

ンラジカルの構造歪.矢印(日)は，不対電子が

局在化し，非対称に伸長したσ結合を示す.ESR 
では，o~nのプロトンのlH-hβが観測できる.

(シクロヘキサンカチオンラジカルについては

5.2参照)

位置選択的重水素置換体，アルキル誘導体およびケイ

素を用いてhβの正確な帰属を行ない，その電子構造，

分子運動および反応性に関する詳細な検討を行った.

このようにして，構造歪みがESRi法で直接観測された

非縮退系の代表的な飽和炭化水素系カチオンラジカル

を図 1に示す.

3.飽和四員環炭化水素カチオンラジカル

3. 1 シクロブタンカチオン4，7-9)

シクロブタン(CC4)は二面角35度の非平面D2d対称

構造をとり，最高被占軌道(HOMO)が二重に縮退して

いる.したがって，cC4のー電子酸化により生成するカ

3 



チオンラジカルでは静的ヤーン ・テラー効果による構

造歪みが期待できる.鳥山らはcC4+がヤーン ・テラー

効果により C2v構造歪を受け，基底電子状態として2B2

をとると報告している川町.4.2K ESRスペクトルは

4.9 mT(2H)と1.4mT(2H)の1H-hjきからなる3x3本

線を与え，各々C(2 ) およひ~C(4 )位のエクアトリアルおよ

ぴアキシアル水素に帰属した.また， cC4 +は熱および

紫外光に対して高い反応性を示す9) CFC12CF 2C1およ

びSF6マトリ ックス中では，熱反応によりプロトンが

脱離し，シクロプチルラジカルに転換する.さらに，

CFC13およびCFC12CF2C17トリ ックス中では，紫外光

照射により環開裂反応を伴う 1，3-ヒドリドイオン移動

が起こり， 1-ブテンカチオンラジカルに構造異性化す

る.

3. 2 シラシクロブタンカチオンラジカル

3. 2. 1 非対称構造歪10，11)

cC4の四員環の炭素 1個をケイ素で置き換えたシラ

シクロブタン (cSiC3)は， 二面角37。の非平面G対称

構造をとる 12) HOMOは縮退していないが，エネル

ギー準位が接近しているので， 一電子酸化で生成する

cSiC3+には擬ヤーン・テラー構造歪が期待できる.ケ

イ素誘導体に関心をもっ今一つの理由は，ケイ 素のイ

オン化電位(Ip)が炭素より小さいので(IP1(Si) =8 .15 

eV， Ip1 (C)=1l.26 eV)13>， 一電子酸化すると不対電子

がC-C結合よりもSi-C結合に優先的に局在化するか ら

である.その場合，不対電子は，隣接する二つのSi-C

結合に等しく存在し対称構造歪を与えるか，または一

方のSi-C結合に偏って存在し非対称構造歪を与える

かについて明確な実験的情報が得られる.すなわち，

ケイ素をプロ ープとしてESR法により構造歪を検出

できる.

CF3-cC6F11マトリ ックス中のcSiC3-1，l-dzおよび

cSiC3カチオンラジカルのESRスペクトルを図 2に示

す.4Kでは 1個の水素による 2本線(hfs:4. 3mT)が

現れている.Siに結合した水素を重水素およぴメチル

基に置換してもスペクトル線形に本質的な変化は観測

できなかった.cSiC3+の170KスペクトルはcSiC3-1，l

-dz+による 3本線 (2.6mT) に加えて， ニSiH2の 2個

のプロトンによるの 3本線 (1.4mT)が現れている.

以上の結果より， cSiC3+は2つのSi-C結合のうち一方

のSi-C結合に不対電子が局在化した非対称C1構造を

とると考えられる.σ(Si-C(l))軌道に局在化した不対

電子の一部がこの結合に対してトランス住を占有する

H抑 q)のls軌道へ移動し(超共役効果)，大きな1H-hβ

4 

(4.3mT)を与えたことになる.cSiC3+の不対電子軌

道(SOMO)の模式図を図 3(a)に示す.

一方，分子軌道計算からも ，cSiC3+は基底状態で非

平面C1歪み構造をとることが支持される.図 3(b)に

B3L YP/6-311 +G (2df，p) / /B3LYP/6-31Gレベルで

得られた非平面一非対称歪C1構造の最適化構造と 1H-

hβ値の計算結果を示す. 2個のSi-Cの結合距離は

2.27 Aおよび1.50Aとなり，中性分子の1.87Aに比べ

てフSiγCC6F12

2.6mT 

てァγcC6F12

1.4mT2.6mT 

図 2 cSiC3-1，l-d2+およびcSiC3+の温度依存ESR

スペクトルとシミュレーション線形(点線).マ

トリ ッ クス cC6F 1 2 • 点線の右肩の数値は，シ

ミュレーションに用いた環反転運動(図4) の

速度定数，k/S-1. 

放射線化学
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(a)非平面cSiC3+(C1歪構造)の環反転運動.環

反転により，アキシアル住とエクアトリアル位

プロトンのlH-hβの交換が起こる.図中のlH-

hβは計算値.(b)温度依存ESRスペクトルのシ

ミュレーションから評価できた環反転運動の速

度 (k/S-l)のアレニウスプロット

250 200 50 。

図4

B3LYP/6・311+G(2df，p)/1B3LYP/6・31G(d，p)

(a) cSiC3+のSOMOとESRで観測できたlH-

hjきの帰属. (b)分子軌道計法から得られた

cSiC3+の最適化構造と lH-hβの理論値

各々約20%伸長および収縮している.また，密度関数

(DFT)法による hfsの 計 算 値 は α(H3(eq))= 4.95， 

a (Hs!(eq)) = 1. 59mTであり，実iftlJfl直α(H3(eq))= 4.3， 

a (Hst(eq))ニ1.4mTとよい一致を示す.

図3

(図 4(b) >.交換速度のアレニウスプロットが直線か

ら逸脱することから， cSiC3+の環反転運動は量子力学

的トンネル効果に支配されることが示唆される.

非対称C1歪み構造をもっcSiC3+では，上記の環反転

以外に， Si-C結合の伸縮交替運動を考慮しなければな

らない.伸縮交替運動の遷移状態として， 2つのSi-C

結合が共に伸長した場合と共に収縮した場合の 2経路

が考えられる(図 5>.これら相異なる経路のポテンシ

ャル陣壁は，非経験的分子軌道計算法 (MP2/6-31G

(d，p)レベル)により，各々3.2kcal mol-1および4.2

kcal mol-1と評価された.非対称歪構造を保ったまま

での環反転のポテンシャル障壁は1.0kcalmol-1であ

り，前二者に比べてかなり低い.上記の実験結果を支

持するものであ る.

3. 2. 3 光およひ執による可逆的構造異性化反応14)

非対称C1構造をもっcSiC3+は， 可視光照射により，

対称G構造 (ESRパラメーター:a (H3(eq)) =2. 75mT 

(lH)， a (H3(8X)) =1. 55mT (lH)， a (Hs!) =0. 3mT (2 

5 

3. 2. 2 環反転運動10，11)

c SiC3+-1，l-chの4.2KESRスペクトルは 2本線

(4.3mT)であるが， 170Kでは等価な 2個の水素による

3本線 (2.6mT，強度比1: 2 : 1) に可逆的に変化す

る.このスペクトル変化は，非対称歪構造をもっ

cSiC3+の環反転運動(図 4(a))で説明できる.すな

わち，環反転により， 3位炭素およびケイ素の各々 2個

のプロトン (H3(eq)とH畑山 Hs!(eq)とHS!(8X)) の位置の

交換による線形変化である.環反転がESRの時間スケ

ール(107_1010cl) で起こると， H3(eq)とH3(8X)および

Hs!(eq)とH叫 8X)の吸収ピークの位置と線幅に変化が現

れる.1010s-1以上の速度では，各組の水素のhfs値は完

全に平均化される. 温度依存スペク トルのシミュ レー

ション結果か ら，環反転の交換速度は4.3X 106s-1 

(4.2K)から1.6X 108s-1 (170 K)の領域である ことが

評価できた.交換速度は，40K以下の低温域では温度に

よらず一定であるが，それ以上の高温域では増加する

第 65号 (1998)



Long， symmetric 

図5 非対称C1歪み構造をもっcSiC3+におけるSi-C

結合の伸縮交替運動.この運動の遷移状態とし

て， 2つのSi-C結合が等価になったCs対称構造

(両結合とも伸長または収縮した構造)が考え

られる.

H)で特徴つけられる)に異性化することがわかった.

この構造異性化反応は可逆的であり， Cs構造は77Ktこ

Excited State 

Electronic 
I State 

C1 

おいて約20時間で半減し， C1構造に再転換する(ラジ C1 
カル量:一定)，この異性化反応のモデルを図 6に示

す.cSiC3+では，基底状態として非対称C1歪構造をと

り，数eV高いエネルギー状態に対称Cs構造が存在する

ことを実験的に検出できたことになる.

cSiC3系カチオンは，熱反応によりプロトン脱離ま

たはSi-C結合が開裂する. 1，1-Me2-c SiC3+では，

cC6F12マトリックス中160Kで， 3位の炭素からプロト

ンが脱離する. cSiC3+および1-Me-cSiC3+は， CF3-

cC6F11マトリックス中，Si-C結合の開裂が起こり，ラ

ジカル中心を炭素上にもつスピンー電荷分離型カチオ

ンラジカルに転換する 10)。s〈::ァく〉〈:+H+

くりくァ さiH2・CH2とH2・CH2

。ぐァ SiH(CH3)-ω同・CH2

4. 飽和五員環炭化水素

4. 1 シクロペンタンカチオンの静的および

動的構造7，15-17)

五員環を有するシクロペンタン (cC5)のカチオンラ

6 

L一一+
-Ar o +Ar Ar(Si-C) 

図 6 cSiC3+の光と熱による可逆的異性化反応のモ

デル.非対称c歪み構造は可視光により Cs対称

構造へ構造異性化する. 2つの構造聞のエネル

ギー差は小さいので， 77Ktこおいても暗所でC1

構造への再転換が観測できる.

ジカルの4KESRスペクトルは 3本線 (2.4mT)から

なる.これまでの報告では， cC5+のSOMOは，不対電

子が 2個の隣接する σ(C-C)軌道に等しく分布した

a" (Cs) (又は b(C2)) 軌道に帰属されていた(図 7

(a)) .しかし，著者らに よる一連の飽和五員環σ型カチ

オンラジカル(Me一cC5+およ ひrcSiC4+)の静的非対称

構造歪を考慮すると， cC5+の不対電子軌道として，不

対電子が 1つのσ(C-C)軌道に局在化するα'(Cs) (又は

a (C2)) が示唆される(図 7(b))， 事実，こ の軌道の

SOMOとしての妥当性は，分子軌道計算結果， a'(Cs) 

(又はα(C))がα"(Cs) (またはb(C2)) より もエネル

ギ一的に有利であること，および1H-hβの理論値と実

験値との一致がよりよいことから支持される.

cC6F12マトリ ックス中のcC5+のESRスペク卜ルは，

放射線化学
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図7 cC5+， Me-cC5+およびcSiC4+のSOMO.ESR 

スペクトルからは， cC5+のSOMOが(a)ゲ(C's) 

(又は α(~)) であるのか (b)α"(C's) (または

b(~) )であるのかを区別できない.

4.2Kで3本線 (2.5mT)， 85Kで5本線(1.25mT;ピ

ーク強度比1: 4 : 6 : 4 : 1)， 160 Kでは11本線(1.25

mT) に可逆的に線形変化する.このスペクトル線形

の温度変化の解析は既に報告されている IS，17) しかし，

我々は新しく解析を試み，次の結果を得ている IS) 4.2 

Kから85Kの線形変化は，伸長したC-C結合は転移する

ことなく，五員環のGとGを連続的に経由するひだ運

動による 3位および5位のエクアトリアルおよびアキ

シアル位のプロトン (H3(eq)とH3(制およびHs(eq)と

Hs(叫)のhfsの平均化過程に対応する.さらに， 85Kか

ら160Kの温度域では， C-C結合長の伸縮交替運動を

伴うひだ運動で10個の水素が完全に平均化される.

なお，シクロペンタンと等電子であるピロリジン

(cC4HsNH)カチオンラジカルでは，不対電子は，主と

して窒素原子のpz軌道を占有し，ねじれたC2構造をと

る.銭像関係、にある 2つの等価なC2構造問での環反転

速度は，5 X 106c1 (105K)-7.2 X 107s-1(160K)で

あり，活性化エネルギーは， 1. 6kcal mol-1である 19)

この値は，シクロペンタンおよびもう一つの等電子分

子であるテトラヒドロフラン (cC4HsO)カチオンラジ

カルの環反転の活性化エネルギーに近い川.

4. 2 五員環構造歪の検討:シクロペンタンのメチ

ル誘導体力チオン21)

五員環構造歪について，詳しい実験的情報を得るた

第 65号(1998)

めに，選択的にメチル基を導入したシクロペンタンカ

チオンラジカルの研究を行った.その結果，不対電子

はメチル基の結合した環炭素を含む 1つの五員環骨格

σ(C-C)軌道に局在化することがわかった.例えば，

1-Me-cC5+では，不対電子はσ(C(l)-C(2)) に局在化

し，この結合に対してトランス位にあるメチル基プロ

トン (HMe)，3位および 5位のエクアトリアル位のプ

ロトン (H3(eq)，Hs(eq)) のhfsがESRで観測できた(図

7 (c)).複数個のメチル基を導入したcC5カチオンラ

ジカルでは，不対電子はメチル基の導入数が最も大き

い1個のσ(C-C)軌道に優先的に局在化する.

メチル基を 1個導入したMe一cC5+では，五員環骨格

の構造(C'sまたはC2)および不対電子が局在化し伸長

した結合(σ(C(l)一C(2))またはσ(C(l)-C(S)))を特定でき

ない. しかし，複数のメチル基を位置選択的に導入す

ると，メチル基が優先的にエクアトリアル位を占有す

ることから，五員環骨格をG類似(1型)またはC2類似

(II型)構造に分類し，不対電子の局在化したσ(C-C)結

合およびESR法で分離して観測できる1H-hβをもっ

環プロトンを決定できる(図 8).

例えば， 1， t2-Me2一cC5+のESRスペクトルは， 4.0 

mT(2H)と2.2mT(1H)からなる.このhfパターンは，

I型構造で不対電子がσ(C(8)一C(b))に局在化し，この結

合に対しトランス位にある各々 1個のメチル基プロト
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図8 (a) c C5の五員環構造(C'sおよび C2)とl，t2-

Me2-cC5+およぴ1，t2， c4-Me3-cC5+の骨格構

造 (Me基:エクアトリアル住).一連のcC5メ

チル誘導体力チオンラジカルのESRスペクト

ルは，五員環骨格をGおよびC2類似構造(I型お

よびII型)に固定すると矛盾なく説明寸きる.
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壬子

G 
D3d 

シクロヘキサンカチオンラジカルのヤーン・テ

ラー構造歪み.cC6カチオンラジカルは，中性分

子のIhd対称構造よりも対称性の低いC2hおよ

びG歪み構造をとることが期待できる.この場

合，SOMOは，各々bg，ag， a"となる.

一φ
v二

刊
け
パ
ゲ
二

① 
C2h 

① 
C2h 

Q 
Cs 

図 9

ンと環プロトン 1個 (H(e))に帰属できる. 1， t2， c3-

Me3-cC5+のESRスペクトルは， 3本線(4.0mT)である.

I型の1，t2， c3-Me3一cC5+は， 1， t2-Me2-c C5+の

H(e)をメチル基で置換した構造に相当し， 1， t2-Me2-

cC5+で観測できた環プロトンのhfs(2.2mT)の消失を

説明できる.一方，!I型の1，t2-Me2一cC5+では，不対

電子がσ(C(d)-C(e))に局在化し，メチル基プロトン 2個

と環プロトン (Hω)に帰属できる. 1， t2， c3-Me3-

cC5+では， 3個のメチル基はすべてエクアトリアル位

を占有することになり， 1， t2-Me2一cC5+のH(c)をメチ

ル基で置換した構造と一致し， 1型の場合と同様にhβ

(2.2mT)の消失を説明できる. 1， t2， c4-Me3一cC5+の

ESRスペクトルでは， 3本線(4.0mT)に加えて環プロ

トン (2.3mTx 1H)が再び観測されている.この観測

結果は， 1型および11型に基づく hfの帰属と矛盾しな

い.1型では，エクアトリアル位のH(d)'11型では，エク

アトリアル位のH(b)を3個目のメチル基で置換した構

造に相当する. 昧がもたれてきた.その環反転速度はESRの時間帯

(10-7sec)に比べ温かに遅いこのことより，他のアル

カンカチオンで問題となる幾何異性体の存在を除外し

て実験データを解析できる点で，非常に有利であると

共により信頼性の高い結果が期待できる.

cC6+は静的ヤーン・テラー効果により D3dより低い

対称性のC2hまたはG構造をとり，縮退軌道egが分裂

し，2Ag(C2h)，2Bg(C2h)および2A"(Cs)の電子状態をと

ることが理論的に予想される(図 9) 26) 例えば，岩

崎，鳥山らはcC6+の温度変化ESRスペクトルの解析と

半経験的分子軌道(INDOMO法)計算に基づき，基

底電子状態は2Ag(C2h構造)であると提案している 4，23)

一方， Lunellらは非経験的分子軌道計算 (HF/4-31G

レベル)より 2A"(Cs構造)の可能性を指摘してい

る民間. ESRスペクトルの温度変化は非常に複雑であ

り，未解決な問題も多く，彼らの研究をもってcC6+の

静的・動的構造が完全に解明されたわけではない.そ

こで，著者らは，選択的重水素置換およびアルキル基

置換シクロヘキサンを用いて， cC6+の構造歪について

詳細な検討を行った.

4. 3 シラシクロペンタンカチオンの構造22)

cC5+では，不対電子が 1個のσ(C-C)軌道に局在化

する2A'(Cs)(又は2A(Cz))状態と 2個のσ(C-C)軌道

に等しく分布する2A"(Cs) (又は2B(C2))状態をESR

スペクトルから区別できないことを先に述べた. しか

し，シクロペンタンの炭素を l個ケイ素で置換したシ

ラシクロペンタン (cSiC4)のカチオンラジカルでは，

2個のSi-C結合の不対電子密度が等しいかどうかを

ESR法で容易に検証できる. cSiC4+の4.2KESRスペ

クトルは， 2本 線(5.5mT)からなる.この結果は

cSiC4+では，不対電子は 1個のσ(Si-C)結合に局在化

し，この結合に対してトランス位にある 3住炭素のエ

クアトリアル水素 (H3(eq))のhfsが現れていることに

よる(図 7(d)). すなわち， cSiC4+は， cSiC3+と同様

に，非対称C1構造歪をとる.なお，Me-cC5+で観測で

きたH5(eq)のhfsは， cSiC4+では観測されない.これ

は， C-C結合に比べてSi-C結合が約20%長いために，

H3(eq)に比べてH5(eq)への超共役効果が弱いことに起因

すると考えている.

シクロヘキサンカチオンラジカル電子構造に

及ぽす重水素効果仇札制

炭化水素ラジカルのESRスペクトルの正確な帰属

には選択的重水素化合物を用いることが必須である.

重水素(2D)の磁気モーメントは軽水素(1H)の約6.5分

の 1である.また，核スピンが異なる(I(1H)=1/2， 1 

(2D) =1).これらのことから， 2D置換でESRのhf-構

.... ι 
寸ー化線射放

2 5. 

5.飽和6員環炭化水素カチオンの静的および動的構造

5. 1 シクロヘキサンカチオン4，23-25)

シクロヘキサン (cC6)は高い構造対称性(椅子型の

Ihd構造)をとり，二重縮退HOMOをもっヤーン・テ

ラー活性分子である.従って，この基本的環状アルカ

ンカチオンラジカルの静的構造歪とその動的挙動に興

8 
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図10 cC6-1，l，3，3-d4+の温度依存ESRスペクトル

(実線)とそのシミュレーション線形(点線).マ

トリックス cC6Fl2・点、線右肩のk1およびιは，

図11の分子内運動モデノレ(図11)に基づき，シミ

ュレーションに用いた速度定数.

造が大きく変化することを利用するのである 4) この

磁気的な2D置換効果の他に，質量が 2倍に増加するこ

とに伴う 2D効果が期待できる.2D置換によるゼロ点振

動エネルギー (ZPE)変化を通して電子構造に与える

2D効果である.アルカンカチオン，特にシクロヘキサ

ンカチオンラジカル<CC6+)のように基底状態と励起

状態のエネルギー準位が接近している場合，静的およ

び動的電子構造に大きな2D効果が期待できる.そこ

で，我々は一連の選択的重水素置換シクロヘキサンを

合成し，そのカチオンラジカルのESRスペクトルを観

測することにより電子構造に与える2D置換効果を検

討した.

cC6Fl2マトリックス中のcC6-1，1，3， 3-d4 +の温度依

存ESRスペクトルを図10に示す.4Kスペクトルは 3x

3本線からなり， al=8.4mT(2H)， a2 二 2.2mT(2H)

のν-構造が観測されている (g値は軸対称:g，，= 
2.0109，ι=2.0046).温度上昇に伴い，線形は著しく

変化する.同時に， 1H-kβの総和は減少する.4Kスペ

クトルは， cC6+の不対電子が主としてC3-C4及ひrC6-

C1のσ軌道を占有し，この 2結合が伸長し，他のC-C結

合が短縮したC2h構造をとると仮定して説明可能であ

る.この場合，2個の等価なlHによる大きなlH-hβ

(a1)はC2及ひrcs位のエクトリアル軽水素に，小さなlH

-hβ(α2)はC4及びC6位のエクトリアル軽水素に帰属で・

きる(図11).置換した 4佃の重水素は選択的にC1とC3

位を占有することになる.この結論は，ab initio MO 

計算結果より妥当であることが分かっている.

cC6-1，1， 3， 3-d4 +の温度変化は次の分子運動を仮定

第 65号 (1998)

2.2mT p 

図11 cC6-1，1， 3， 3-d4 +の分子内交換運動のモデル

とlH-hβの計算値 C2h対称構造問での分子内

運動に伴う lH-hβの交換過程では， ZPEの等し

いC2h構造問 (Q-Q')およびZPEの異なる C2h

構造問(Q-P，Q'-P)に対する 2つの異なる

速度定数kl， k2が必要になる.

して説明可能である.即ち， cC6-1，1， 3， 3-d4 +には重水

素の位置により P，QおよびQ'の三種の C2h構造が可

能である(図11). QとQ'構造は鏡像関係にあり，その

ZPEは等しい.P構造のZPEはQ構造より 205calmol-1 

低くなることが計算により評価された.この計算値を

用いて議論を進める.このZPEの差により， 4.2Kでは

P構造のみ占有可能できる(ポルツマン分布を仮定す

るとP: 2 Q = 1. 00 : O. 00).このことより， 4K ESRス

ペクトルは分子運動が凍結された状態のcC6+ (C2h構

造)に帰属できる.温度上昇に伴いQ構造も占有可能に

なる(例えば，170KではP:2Q=0.48 : 0.52). ポル

ツマン分布でP，Q， Q'の三構造の割合が決まり，その

構造問でESRの観測周波数より高い速度で平均化さ

れると仮定すると，温度上昇に伴う lH-kβの総和の減

少を再現することができる.

他の重水素置換シクロヘキサンカチオンラジカル

<CC6-1，1-rh九 cC6-1，1，4， 4-d4 +， cC6-1， 1，2，2，3，3-

ds+等)および無置換のcC6+の温度変化ESRスペクト

ルも， cC6-1， 1 ，3，3-d4 +と同様3種のC2h構造をとると

仮定して解析可能である.興味深いことには，cC6-

1，1，4，4-d4+では， 4.2Kの低温で銭像関係、にある二つ

のC2h構造のみが存在し，同温度で歪み構造問でのlH-

kβの交換が起きることが実験およぴ計算結果から結

論できる.また，無置換のcC6+では， 3種のC2h構造の

9 



ZPEは等しく ，cC6-1 ， 1 ， 4 ， 4 -d4 +と同様に4.2Kで平均

化が起こり静的構造は観測できない.

cC6+の歪み構造およぴ分子運動に及ぼす2D置換効

果を次にまとめる.1) cC6+の静的構造はC2hである.

2) cC6+には三種のC2h構造があり，それらのZPEは置

換する2Dの数と位置により変化する. 3)各ZPEの割

合はポルツマン分布に従い変化する. 4)温度変化に

伴う 三種のZPEの割合の変化がESRスペク卜ル線形

の温度変化として観測される.5)無置換cC6+では， 4.2

Kの低温でも等価な 3つのC2h構造の平均化が起こり

分子運動は凍結きれない.詳細を述べるスペースはな

いが，平均化の機構にはトンネル変位が関与する可能

図12 1-Me一cC6+およびその選択的重水素置換体カ

10 

チオンラジカルのESRスペクトルとシミュレ

ーション線形.シミュレーションには，以下の

hfsfl直を用いた.乱1:e-cC6-3，3，5， 5-d4 + : al二 74

GOH)， a2ニ 34GOH)， L1Hms1 = 30 G : Et -

cC6+ : al =69G(2H)， L1Hms1=28G. 寧印は， Me 

-cC6-3， 3-d;. +に由来する信号.OG=0.1mT) 

性があることを指摘しておきたい.このように，長年

の課題であったシクロヘキサンカチオンラジカル

(CC6+)の静的および動的構造の問題は，今回の一連

の選択的2D置換シクロヘキサンを用いる研究でほぼ

解決できたと考えている.

5. 3 シク口ヘキサンアルキル誘導体力チオンラジ

カル29-36)

cC6にアルキル基を導入することにより構造の対称

性を変化させ， HOMOの縮退を解くことができる.

我々は，アルキル基(メチル(Me)，エチル(Et)，イソ

プロピル(Ip)基など)を導入したcC6カチオンラジカ

ルのESRスペクトルを観測し， lH-hβ をMNDO/

INDO分子軌道計算と比較した.導入アルキル基の種

類，その位置および数により ，cC6の電子状態は2Ag"

(Ch)類似， 2Bg (C2h)類似または 2A"(Cs)類似のいず

れかの電子状態をとることを実証できた.

メチルシクロヘキサン (Me-cC6)カチオンの4.2K 

ESRスペクトルを図12に示す.約9.8mT(2H)および

3.6mT(lH)のlH-hfsからなる3x 2本線が観測でき

た.メチル基を重水素置換すると， 3.6mTの 2本線が

消失し， 9.8mTの 3本線となる.このことから， 3.6mT

はメチル基の水素に， 9.8mTは六員環の水素に帰属で

きる.9.8mTのlH-hβは炭化水素カチオンラジカルと

しては，非常に大きな値であり， 2Ag類似電子状態を仮

定すると説明可能できる.すなわち，メチル基の結合

した炭素を含む六員環の一つのC-C結合に不対電子が

主に存在すると，この結合に対しトランス位の 2個の

環プロトンが超共役効果により大きなhβをもつこと

になる.メチル基水素の 1個もこのC-C結合に対して

トランス位にある.一方，Et-cC6+では，エチル基のメ

チル基がこのトランス位を占有するため，エチル基水

素による hfsは現れない.この解釈は分子軌道計算

(MNDO/INDO)結果によっても支持される.なお，

不対電子密度が高いC-C結合は，弱くなり伸長する.以

上のことより， Me-cC6+およひ:Et-cC6+のシクロヘキ

サン環は歪んだ椅子型構造をとり，その電子状態は2Ag

類似となることが結論できる(図13).なお， Me2-cC6+ 

も2Ag類似電子状態をとる.ま た1，t4-Me2一cC6+は2Bg

類似状態，1-Me， t4-Et-cC6+は2A"類似状態をとる.

Me-cC6+のESRスペクトルは顕著な温度依存性を

示す.シクロヘキサン環の 2個のエクアトリアル位の

プロトン (H3(eq)，H6(eq)) による 3本線は温度上昇に

伴い， 4個のエクアトリアルプロトンによる 5本線に

変化する (al=4.82mT(2H)，~=4 .22mT(2H)). 1 

放射線化学
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図13 Me一 cC6+およひt1-Me-cSiC5+のSOMOとlH-

hβの実験値.矢印(日)は，非対称に伸長したσ

結合. (1G=O.lmT) 

H-hβ値の総和は温度によらず一定である.このスペ

クトルの温度変化は，等しいエネルギーをもっ 2つの

銭像構造問で、の分子内水素交換を仮定すると説明でき

る(詳細は， 5.4シラシクロヘキサン系カチオンを参

照).この1H-hβ交換は，メチル基の結合した炭素を含

む隣接した 2つのC-C結合の伸縮交替に起因する. 高

温スペクトルでは，メチル基の 2佃のフ。ロトン (a，a') 

および六員環の 2組のプロトン (b，b'およひtc，c')のhfs

が互いに平均化されて観測される.類似の電子構造を

もっEt-cC6+では，スペクトル線形の温度依存性は観

測できない.このことは， Et-cC6+ではエチル基の存在

により C(l)-C(2)およひtC(l)-C(6)が伸長した 2つの構造

は互いに非等価となり，交換のポテンシャル障壁が高

くなることに起因すると考えられる.この分子内交換

運動の活性化エネルギーは小さく， O.2kcal mol-1と評

価された.

a 

b b' b b' 

k 
『 噌 ・r-ーーーーーー

c c' 

5. 4 シラシクロヘキサン系カチオン37-39)

飽和六員環の炭素 1個をケイ素で置換したシラシク

第 65号(1998)
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図14

」 並+

1-Me-cSiC5+および1-Me-cSiC5-2， 2，6， 6-d4 + 

の温度依存ESRスペクトノレ(点線)とシミュレ

ーションスペク卜ル(点線).点線右肩の数値は，

シミュレーションで用いたSi-C結合伸縮交替

運動の速度，た/S-1

ロヘキサン(cSiC5)のカチオンラジカルも， Me一cC6+

と同様に， 一個のσ(Si-C)軌道に不対電子が局在化し

その結合が伸長した非対称C1歪み構造をとる(図13). 

詳細は省略するが， C1構造歪は， cSiC5の一連の位置

選択的重水素およびメチル基置換体カチオンに関する

詳細なESR実験と理論計算から結論できた.なお，こ

の歪み構造は， SiへのMe基導入数，および用いたマト

リックスの種類に関係なく観測できた.このことより，

非対称C1構造歪はcSiC5骨・格をもっカチオンラジカル

に特徴的なものといえる.

図14に1-Me-cSiC5-2，2，6， 6-d4 +の温度依存スペク

トル線形を 示す. 4.2Kでは 4本線 (7.3mT(lH)， 

2.4mT(1H))が観測できた.これらのhβは，不対電子

が l個のσ(Si-C)軌道に局在化し，この結合に対して

トランス位にある六員環の 2個のプロトン (H3(eq)およ

ひーH6(eq)) に帰属できる.4.2Kスペクトルでは，内側の

2本線の強度が外側の 2本線よりも弱いことが特徴的

である.内側の 2本線は77KIこ昇温すると消失する.さ

らに温度を上げると，スペクトルの中心に新たに 1本

線が現れ，その強度は温度と共に増加する.このスペ

クトルの温度変化は， 7.3mTと2.4mTの2個のプロト

11 
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図15 (a)l-Me-cSiC5+のSi-C結合伸縮交替運動モデ

ル.互いに鏡像関係、にある非対称C1歪み構造問

でのSi-C結合の伸縮交替運動により， 2位と 6

位.3位と 5位の1H-hβの交換が起こる. (b)異

なる1H-鳥βをもっブ。ロトン 2イ固(H3eおよび

Hse)が互いに化学交換するときの交換速度

(k/S-1)とスペクトル線形との関係.図14(b)よ

り， 4.2Kの低温でも運動が起こっていることが

わかる.
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図16 1-Me-cSiC5+およびcSiC5+の交換速度(ん/S-I)

のアレニウスプロ ット.40K以下では， Siにメチ

ル基が 1つ導入された1-Me-cSiC5+のhは，

cSiC5+のんの1/3に低下する.PFMCH: CF3-

cC6F11 

ンの化学交換に伴う 1H-鳥βの平均化過程による.すな

わち，上述のMe一cC6+の場合と同様に.cSiC5+におい

ても 2個のSi-C結合間で結合伸縮交替運動が起こ っ

ている. 4.2Kスペクトルの内側 2本の強度が弱いの

12 

1， t-2-Me2-cC6 

口ヰヰ (70.'.)

1， t-4・Me2-cC6

凸 (肌)

図17 Me2-cC6カチオンラジカルの熱反応.左側はカ

チオンと 1H-hβの実験値.右側は，熱反応(フ。ロ

トン脱離)で生成した中性ラジカルと 全ラジカ

ル生成量に対する生成比(括弧内). Me2-cC5+ 

では，熱反応によるプロトン脱離の起こる位置

は， 2個のメチル基のシスおよびトラ ンスの位

置関係に依存し，カチオンの1H-鳥βとは関係な

し、

は， 4.2Kでの交換速度hが Ia(H抑 q))-a (H6(eq)) Iと

同程度の大きさであることを示唆している(図17).

この分子内交換運動モデルに基づく実測スペクトル

のシミュレーションを図14に点線で示す. 4.2 Kの交

換速度として1.5X 107
c1が評価できた.温度上昇に

伴う内側 2本線の消失および Ia(H附 q))+α(H仰 q))

1/2=4.85mTの3本線の生長過程もよく再現できた.

なお， 1-Me-cSiC5+のスペクトルは1-Me -c SiC5-

2，2，6，6-d4+のスペクトルに 2位と 6住の環プロトン

によるhβが新たに加わったものとして解析できた.

スペクトル線形の温度依存性の解析から評価した速

度定数 (k)のアレニウスプロットを図16に示す.速

度定数は温度の逆数に対して非線形関係にあることが

特徴的である.速度定数は， 40Kの低温領域では，温度
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によらず一定(cSiC5+ : k=3.6 x 107s-1， 1-Me-

cSiC5+ : k=1.2 x 107cl)である.80K以上では，kの

値は温度と共に増加する.低温領域の交換運動には，

ゼロ点振動レベルが関与した量子力学的トンネル効果

の寄与が示唆される. 80K以上の高温域で直線を仮定

すると，分子内交換運動の活性化エネルギー (Ea) と

して0.3kcalmol-1が評価できる.この値はMe-cC6+

のEaとほぼ等しい.

5. 5 熱反応、抗40-42)

アルカンカチオンラジカルは，不安定活性種であり，

昇温すると，通常，脱フ。ロトン反応が起こり，より安

定な中性アルキルラジカル種に転換する.まれに， C-

C結合の解裂反応が進行する.初期の研究では，不対電

子密度の最も高い水素がプロトンとして脱離する機構

が提案された33) この機構は，単分子アルカンカチオン

の熱反応としては理解されやすいが，著者らの研究で

はアルカンカチオンの不対電子密度と脱プロトン位置

との聞には，明確な関係、が見出されていない40) 例とし

て， 2個のメチル基(Me)をシクロヘキサン (cC6)の異

なる炭素に導入した， l，2-Me2-cC6+および l，4-Me2

-cC6+の実験結果を図17に示す.脱プロトンの位置に

は高い選択性が見られるが，水素の不対電子密度(1H

のhβに比例)との間に相関は見られない.Me基が椅子

型シクロヘキサン環のアキシアル位にある場合，その

Me基が結合した炭素から選択的に脱プロトン反応が

進行し， 三級アルキルラジカルが生成する. 2個のMe

基がエクアトリアル位置にあるシス体では，二級アル

キルラジカルが選択的に生成する.また，シクロヘキ

サンのイソプロピル誘導体カチオンでは，プロピル基

の三級ラジカルが選択的に生成する.アルカンカチオ

ンラジカルの脱フ。ロ卜ン反応は，マトリック スの相転

移温度付近で起こること，溶質の濃度が高いほど反応、

が容易であることなどを考慮すると，プロトン脱離は

単分子反応ではなく，イオン一分子反応に起因すると

考えるのが妥当である 4.43)

6. まとめ

この小論では飽和炭化水素カチオンラジカルの

ESR研究の最近の進歩について，四一六員環飽和炭化

水素カチオンの静的・動的構造に焦点を当て，著者ら

の研究を中心とした解説を試みた.飽和炭化水素の基

底状態と励起状態のエネルギー差は数eV以内にあり，

ー電子酸化で生成したカチオンラジカルは振電相互作

用により非対称構造歪みを受けることがわかった.こ
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の結論は，選択的重水素，アルキル基およびケイ素誘

導体を用いたESRの実験結果と分子軌道計算結果と

の比較より導かれた.

特に選択的重水素化合物を用いると，飽和炭化水素

カチオンラジカルのESRスペクトルの確実な同定が

可能なことを指摘した.軽水素と重水素原子の磁気的

性質の相違を利用するものである(重水素ラベル法).

この他に，重水素置換すると，質量が 2倍になること

よりゼロ点振動エネルギー (ZPE)変化が起こる.この

ZPE変化を利用して静的・動的に電子構造が制御でき

ることをシクロヘキサンカチオンラジカルを{列として

述べた.なお， ZPE変化の電子構造に与える同様な2D

効果を選択的重水素置換ジメチルエーテルカチオン系

でも見出している44) メチル基のコンフォーメーショ

ンと回転運動に関する重水素効果である.選択的重水

素化合物を用いて，今後ますます興味深い現象が見出

きれることが期待できる.

非対称歪み構造をもっ飽和炭化水素系カチオンの温

度依存ESRスペクトルの線形解析結果を紹介した.シ

クロヘキサン系カチオンラジカルを例として，温度上

昇に伴い，歪み構造問の交換速度が増加し，対称構造

への平均化が起こることを示した.この分子内交換運

動の速度のアレニウスプロットは非線形関係にあるこ

とが特徴である.特に多くの場合， 40Kの低温領域で温

度依存性が見られなくなる.関連した研究として， ト

リメチレンメタン (TMM)カチオンがあげられる 45)

TMMはD3d対称構造をもち，基底状態で三重項をと

る.一電子酸化状態のTMMのESRスペクトルは， 4.2 

Kの低温でも，磁気的に等価な 6個の水素による 7本

線からなる. TMM+では，D3d→C2Vの構造歪みを受

け，二重縮退軌道はぬと b1に分裂し，2A2が基底状態と

なることが期待できる.しかし，等価な 3つのC2V構造

聞のエネルギー障壁が低く，構造平均化が起こってい

ると考えられる.いずれも，ゼロ点振動レベルが関与

した量子力学的トンネル効果の可能性を指摘している

が，その機構の詳細は未解決で、ある.今後の研究が待

たれる.

飽和炭化水素をマトリックスとした系での電荷移動，

イオン一分子反応等については省略した.興味ある方

は，文献を参照していただきたい(例えば，参考文献

43， 46). 
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〔展望・解説〕

陽電子利用研究の展望

日本原子力研究所高崎研究所 岡 田 激 平 ・ 河 裾 厚 男

Positrons， especially slow positron beams， have been expected to be a powerful tool for observation of nature 

in wide range of research fields from materials science to basic physics， chemistry and biology. At first in this 

report， methods of slow .positron generation are briefly described. The second， research fields and application 

techniques are reviewed in association with eminent characteristics of positron as a probe of nature. Finally， 

a direction of positron application is prospected from the viewpoint of combined utilization with other kinds 

of probes and beams. 

KのI Words : positron， slow positron beam， positron spectroscopy， materials science， combined utilization 

1.はじめに

電子はフィラメントを熱すれば簡単に発生させるこ

とができる. しかし，その反粒子である陽電子は，通

常の自然界には存在しないエキゾチック粒子の一つで

あり，電子の場合のように簡単に手にすることはでき

ない.ディラックの空孔理論から理解できるように，

電子の静止質量に相当するエネルギー (mc2
) の2倍

(1.022MeV)のエネルギーが存在するときに，陽電子

は電子との対として発生する.つまり，陽電子の発生

には必然的に1MeV以上の高エネルギーの過程が介在

することになる.このエネルギーが大きいか小さいか

は相対的な問題であるが，幸いなことに陽電子は軽粒

子であるため(すなわち静止質量mが小きいため)，反

陽子を発生きせる場合のような大がかりな装置は必要

なし多少努力すれば手に入れることができる.

卑近な言い方をすれば，陽電子は自然界の構成員で

はないアウトサイダーではあるが，それなりの対価を

払えば自然界に招き入れることができる.自然界を観

察しようとするときにはアウトサイダーの方が都合の

良い場合が多くある.例えば，物質中に入り込んだ電

子は原理的にそのアイデンティティーを失うが，陽電

子は失わない.このような特性のために陽電子は，材

料科学から原子分子物理学などの基礎物理学，化学，

生物学に至るまで幅広い分野での自然界観察手段とし

て利用が期待きれている.

特に，陽電子をビームの形で使うことができるよう

になって以来，種々の新しい研究手法が試みられてき

ている.また，これと呼応して高強度・高品質のビー

ム形成のための技術開発も進んでいる.本報ではまず，

陽電子ビームの発生方法に簡単に触れた後，陽電子に

はどのような特徴があり，それらの特徴がどのような

研究手法に応用されあるいは応用されようとしている

かを概括的に述べる.紙数の関係から，詳細について

は別著1-めに譲ることにして，ここでは図を中心にまと

めを行ってみる.

ついで，今後陽電子利用が進むべき一つの方向を，

他の研究手法及び他のビームとの複合利用という観点

から述べる.陽電子利用は，ビームに限ったものでは

なく，本報でも通常の陽電子消滅法による研究結果を

中心に紹介するが，今後の展望に関してはビーム利用
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|低速陽電子|

金-3

-制動放射:E (電子や陽電子が減速した分のエネルギー)→ E (γ線)

・対生成:E (γ線)→ mc 2 (電子と陽電子)

・対消滅:mc 2 (電子と陽電子)→ E (消滅γ線)

陽電子⑥ 品 “ ぐ， ---グ①
可 7栂、 γ線

電 子 ⑮ ⑦~ γ 

ファインマン図形

• ⑦ 
⑦¥ ① 

対生成

ff'制動放射¥冶
原子核の制.

、⑦

図 l 高エネルギー電子の電磁カスケード(制動放射と対生成の連鎖)による高エネルギ一陽電子 ・光子発生と モ

デレータによる低速陽電子生成

という視点に絞った.

2.陽電子ビームの発生4-20)

陽電子は電子の反粒子で，質量などは電子と同じで

あるが，電荷だけが電子と反対でプラスである.代表

的な高強度陽電子ビーム発生方法を図 1に示す.

高エネルギーの電子が物質に入射すると，原子核の

つくる電場の作用でプレーキがかかり減速する.この

とき減速で失った分の運動エネルギーが別のエネルギ

ーの形，すなわち光子に転換する.これを制動放射と

し、つ.

制動放射が十分高いエネルギーを持っている場合，

原子核の電場と相互作用して電子と陽電子のペアを発

生させる.これを対生成という.対生成は，アインシ

ュタインの特殊相対性理論の結論の一つ「E=mc2:エ

ネルギーと物質は互いに転換しうる (E:エネルギー，

m:粒子の質量， c:光の速度)Jに従った現象の好例で

第 65号 (1998)

ある.すなわち，需IJ動放射のエネルギ-Eが， mc2
(電

子)+mc2 (陽電子)に転換するわけである.ちなみ

に，これと逆の反応も起こる.すなわち，電子と陽電

子が出会うと消滅してしまって，光子(消滅ガンマ線)

が放出される.これを対消滅といい，陽電子利用の上

で最も役立つ反応になる.

対生成で発生した電子と陽電子が十分に高いエネル

ギーを持っている場合，さらに制動放射が起こり，こ

れがまた対生成を起こすという具合に，これらの反応

は連鎖的に起こるため大量の陽電子の発生が可能にな

る.これを電磁カスケードという.制動放射も対生成

も原子核の電場との相互作用で起こるため，電場が強

い，すなわち原子核の電荷が大きいほど起こりやすい.

このため，陽電子の発生にはタンタル(Ta)，タングス

テン (W)など原子番号の大きい物質が使われる.こ

れをコンパータと呼ぶ.

以上のように，陽電子を発生させるためには，少な
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くとも2mc2(1. 022Me V)以上のエネルギーが必要で

ある.このようなエネルギー領域の反応は原子核内部

でも起こっており ，陽電子を放出する原子核が存在す

る.ポジトロンエミッターと呼ばれるアイソトープで，

これも陽電子発生用の手段としてよく使われる.

コンパータやアイソトープから発生する陽電子はエ

ネルギーがバラバラであり，まだビームとは言えない.

エネルギーをそろえるためにはモデレータと呼ばれる

物質が使われる.モデレータに入射した高エネルギー

の陽電子は，熱エネルギーまで減速し拡散を始める.

このうち一部は内部で消滅せずに表面に到達する.こ

こで陽電子に特有の現象が起こる.

表面の陽電子を考える前に，表面における電子の振

る舞いを考えてみる.物質の表面は，電子に対しては

プラスの表面ポテンシャルを持っており，電子が表面

から飛び出すためには，このポテンシャル障壁を乗り

越えなければならない.このため，たとえばフィラメ

ントのように，熱してやってエネルギーを電子に与え

てやることが必要になる.

一方，電荷がプラスである陽電子に対しては，多く

の物質がマイナスの表面ポテンシャルを持っている.

このため，表面に到達した陽電子は，坂をすべり落ち

るような具合に自発的に表面から飛び出してくる.こ

のとき陽電子は，坂の高さ(表面ポテンシャルの絶対

値)に相当するeVオーダーのエネルギーを与えられ

る.これを低速陽電子といい，エネルギーと方向のそ

ろったビームが得られる.用途に応じて低速陽電子ビ

ームを静電場などで加速してやればエネルギー可変単

色陽電子ビームとなる.

モデレータとしては，減速能が大きく，陽電子が消

滅しにくく，表面ポテンシャルがマイナスである物質

が適しており，薄いタングステン箔などがよく使われ

る.モデレータ中では，陽電子が直接減速する過程だ

けでなく，コンパータ中と同様に電磁力スケードで生

じた陽電子が減速する過程も起こるので，この意味で

も高原子番号のタングステンの利用は有利で・ある.

図 2は，ビーム出力100kWの電子ビームが，最適厚

きを持つタンタル製コンパータに入射したとき放出さ

れる陽電子及ぴ光子の数と入射電子ビームエネルギー

との関係を，電磁カスケードモンテカルロコード

EGS44
)で計算した結果である.ビームエネルギーをあ

まり大きくすると電子ビーム出力あたりの陽電子 ・光

子の放出効率が下がるが，ビームエネルギーを小さく

してビーム電流を増やすとコンパータの除熱が難しく

なるので， 100MeVくらいの電子ビームが最適であろ
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図2 最適厚さを持ったタンタル製コンパータへの入

射電子エネルギーとコンパータからの出射陽電

子数及び出射光子数との関係 (EGS4による計

算結果;入射電子ビーム出力を100kW一定と

した)

うと考えられる.

3. 陽電子ビームの応用分野

陽電子がビームとして使えるようになり，材料科学

から基礎物理学 ・化学 ・生物学まで幅広い応用が可能

になってきた.陽電子の特徴と，これを利用した研究

手法及び応用分野を図 3， 4にまとめた.医学利用に

ついては，ここでは触れない.

こまかな内容は図と先にあげた別著に譲るとして，

ここでは，陽電子が他の手段にはないどのような特徴

を持っているのかを以下にまとめてみる.

①対消滅

陽電子は物質中の電子と対消滅し消滅ガンマ線を放

出する.消滅ガンマ線は，消滅前に電子が持っている

物理量に関する情報を担っているので，これを検出す

ることによって微視的状態を知ることができる.たと

えば，運動量 ・エネルギ一保存則により，電子の運動

量分布がわかり，どのような電子が，どの方向に，ど

のようなエネルギーで動いているかを知ることができ

る.電子の運動状態は物性を決定する大きな要因であ

るから，このことは，物性のよってきたる原因を追究

する上できわめて重要で、ある.

このような電子の運動量分布を測定する精度の高い

方法として 2次元消滅ガンマ線角度相関 (2D-

ACAR)がある. 2光子消滅によってはぽ正反対の方

向に放出される 2つのガンマ線のなす角度の180。から

のずれOが，消滅対の電子の運動量Pと

放射線化学



研究の内容と利用される陽電子の特徴
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図 3 材料科学分野への陽電子の応用

第 65号 (1998)
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(原子分子物理)

研究の内容と利用される陽電子の特徴
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図4 材料科学分野以外への陽電子の応用
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。=P/mc

の関係、にあることを利用する.アイソトープからの陽

電子をそのまま用いた測定例は多数ある.ビーム径が

μ mレベルの陽電子ビームが得られれば，高温超伝導

体単結品にこれを適用し，超伝導機構を解明すること

が期待できるが，現在のビーム強度では膨大な時間が

かかるので実現していない.

②欠陥敏感性

ポジト ロンは軽い粒子であるため，原子の散乱を受

け物質中をよく動き回る.そして，原子の抜けた孔(原

子空孔)があると捕捉されて消滅する.原子核はプラ

スの電荷を持っているので，これが抜けた部分はマイ

ナスの電気を帯びることが多いため，プラスの電荷を

持った陽電子が引き寄せられるからである(実際には

電気的に中性な空孔もプラスに帯電した空孔も存在す

るが，詳しくは別著21)に譲る).これにより，百万原子

に1佃の割合で存在する原子空孔でも見つけることが

できる.このような徴量な欠陥を検出し制御すること

が，高密度化を追求する半導体などで重要性を増して

きている.

陽電子が物質に入射したことを示す信号(パルスビ

ームのトリガー，試料から放出される 2次電子，高速

陽電子ビームが試料前に置かれたシンチレータを通過

するときのシンチレーション， Na-22線源から陽電子

放出とほぼ同時に放出される1.28MeVのガンマ線等)

と物質中で消滅したことをあらわす0.511MeV消滅ガ

ンマ線の検出信号との聞の時間である陽電子寿命は，

欠陥の種類やサイズ(単空孔，複空孔，空孔集合体，

ミクロボイド，高分子の自由体積など)と相関を持つ

ので，極徴小 ・微量の欠陥の同定に用いられる.

③非破壊性

消滅ガンマ線は透過力が高いため，物質中の深い位

置で消滅が起こっても検出が可能である.このため，

陽電子の打ち込みエネルギーを変えることによって消

滅位置を制御してやれば，任意の深さ位置における情

報を取り出すことができる.これにより非破壊的測定

が可能になり，半導体デバイスの動作状態での微視的

構造 ・状態の観察など，他の手段では不可能なことが

できるようになる.

実際，消滅ガンマ線ドップラー幅測定法を用いて，

半導体や金属などの格子欠陥のデプスプロファイル解

析がひろく行われている 22，23) この方法では， 2光子消

滅の結果放出されるガンマ線 (0.511MeV :tcpz/2， 

第 65号 (1998)

pz :消滅対の電子の運動量のガンマ線放出方向成分)

のエネルギースペクトルがcpzに相当する広がりを持

つことが利用される.陽電子が空孔に捕らえられて消

滅する場合には，空孔の周囲の原子の外殻電子との消

滅確率が高くなり，外殻電子の運動量は小さいためス

ペク トルは狭くなる.一方，完全結品の場合は，運動

量の大きい内殻電子との消滅確率が増加するためスペ

クトルは広がる.このような状況を判定する量として

S-パラメーター(sharpness:消滅ガンマ線の全スペ

クトル面積に対する中心部分の割合)がよく使われる.

また，陽電子寿命測定法により，欠陥種などに関し

てより詳細な情報を得ょうとする研究も行われてい

る21，26) 今後，もっと高強度の陽電子ビーム形成が行わ

れるようになれば，測定時間のかかる消滅ガンマ線角

度相関法を加えて，さ らに詳細な非破壊観察が可能に

なるものと期待される.

④表面敏感性

図 1で述べた物質表面からの放出における電子と陽

電子の振る舞いの違いを，物質への入射という別の観

点から眺めてみる.電子に対する物質表面のポテンシ

ヤルはプラスであるから，電子を物質に入射する場合

は坂を転げ落ちるようにして表面で加速される.この

ため，どんなに低いエネルギーであっても電子は物質

中のある程度の深さまで入り込んでしまう .これとは

逆に陽電子は表面で反発を受ける.そのため，低速陽

電子は物質最表面の構造 ・状態を知るための有力な道

具になる.この他，陽電子を用いた場合は，原子核か

らの反発のため多重散乱の確率が小さい，物質を構成

する電子との交換相互作用がない 2次電子との識別

ができるなど，相互作用が単純であるため構造決定が

容易で，より確度の高い知見が得られる.さらに，陽

電子に特有な再放出過程も表面キャラクタリゼーショ

ンに有効である.触媒作用などの機能発現には最表面

が重要な働きをするため，その構造 ・状態を知ること

は作用のメカニズムを明らかにする上で有力なてがか

りとなる.

以上のことから，低速陽電子線回折 (LEPD) 27-31)， 

反射高速陽電子線回折 (RHEPD)3へ陽電子エネルギ

ー損失分光 (PELS) 33)，再放出陽電子エネルギ一分

光礼35)，再放出陽電子顕微鏡 (RPM:再放出陽電子の

拡大像.表面に原子空孔があると陽電子は捕捉されて

放出されないので，原子空孔 1個 1個を暗点として観

測可能)36，3べ低エネルギーポジトロニウム回折38)，ポ

ジトロニウム形成分光(飛行時間法による表面放出ポ
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ジトロニウムのエネルギー・角度分光) 39-42)などが試

みられ有効性が確かめられつつある.

⑤ソフトなイオン化

低速陽電子は，物質最表面の不純物原子や，分子の

中の反応性の高い基など，物性を左右する微視的部分

に引き寄せられて消滅しやすい.このとき電子も消滅

するわけであるから，原子や分子から見れば，電子を

奪われた，すなわちイオン化されたことになる.この

ような反応はごく低いエネルギーで起こるため，他の

手段，たとえば電子や光子で原子をイオン化する方法

に比べて他の部分の構造も壊してしまうような副次的

効果が少ない.また，陽電子は原子や分子から電子を

引き抜いてポジトロニウム (Ps;電子と陽電子の水素

原子に似た結合状態)を形成することがある.このと

き必要なエネルギーは，

1 -6 _ 8eV 

(1:媒質原子のイオン化エネルギー)

である.これも，原子や分子から電子を奪う反応であ

り，低いエネルギーで起こるイオン化である.このよ

うなソフトなイオン化を質量分析に応用すれば，フラ

グメントイオンが少ないきれいなスペクトルが得られ

電子励起オージェ電子分光

(AES) 

入射電子 オージェ電子

ると考えられるが，実際に陽電子イオン化質量分析43)

において有効性が確認されている.このような低エネ

ルギー領域の特殊なイオン化のチャンネルは，純粋な

イオン化過程が調べられるので化学反応理論の精級化

に役立つことが期待される州.また， DNAの特定の部

分を切断するなどの構造変化を誘起する道具として，

突然変異機構の解明研究などに利用される可能性も考

えられるが，このようなバイオ研究への利用について

は，今後の研究にまたなければならない.

以上の特徴を表面キャラクタリゼーションに応用し

成果をあげているものとして陽電子消滅誘起(励起)

オージェ電子分光(PAES) 45-47)がある.図 5に電子に

よって励起する通常のオージェ電子分光法との比較を

示す.通常のオー ジェ電子分光法では，内殻電子を叩

き出すために比較的高いエネルギーで電子を入射する

ので，表面第 1層よりは深いところにある原子を観察

することになる.また，叩き出された内殻電子やそれ

以外の散乱電子も 2次電子として放出されるので，こ

れらがパックグランドになる.一方PAESの場合は，内

殻電子との消滅を利用するので，この内殻電子が 2次

電子となることはなしまた低エネルギ一入射でイオ

ン化を起こせるため，それ以外の 2次電子の放出も少

陽電子消滅励起オージェ電子分光

(PAES) 

入射陽電子
オージェ電子

消滅

図5 陽電子消滅励起オージェ電子分光と通常のオージェ電子分光との違い
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オージェ電子強度

雲監画祭1層に付着したO
(これまで他の方法では見えなかった)

飛行時間

図6 陽電子消滅励起オージェ電子分光による測定結

果の例(模式図)

ない.さらに最大の利点は，表面第 l層の観察ができ

るということである.Suzukiら48)は，図 6に模式的に

示すように，他の手段では清浄とみなされていた

HOPGの最表面に付着している酸素原子を観測する

ことに成功している.

⑥直進性

陽電子が物質を透過するくらいの高いエネルギーで

物質中を進む場合，プラスの電荷を持っているために，

同じくプラスの電荷を持った原子核から反発を受ける.

このため，電子の場合のような原子核へのからみつき

(ロゼッタ運動)が少なく直進性が高くなるはずであ

る.実際，陽電子チャネリング49)はプロトンのそれに似

ている.このことは，結品構造などを観察する上で有

利である.また，結晶中を蛇行運動することによって

放出されるチャネリング放射光も単一のエネルギーを

持つので，利用しやすくなる.100keV以上の陽電子の

高透過性，高直進性を期待して透過型陽電子顕微鏡の

開発が試みられた50) この有用性を確かめるには，高強

度ビームを利用した今後の研究をまたなければならな

し、

⑦異種粒子性

陽電子は物質を構成していない異種粒子である.こ

のため物質から飛び出してくる他の粒子との識別がで

きる.電子の場合は，物質中の他の電子と混じって個

性を失う交換相互作用があり，挙動が複雑になるうえ，

物質からたたき出される 2次電子との識別も困難であ

る.このことは，陽電子をキャラクタリゼーションの

プロープとして利用する場合の精度を高めるほか，気

体中での陽電子と原子 ・分子との散乱8，9，51，52)を観測す

ると，電子との散乱と比較して，交換相互作用がない，

誘起双極子相互作用の符号が逆である，などの違いが

第 65号 (1998)

結果にあらわれるので，両者の結果を比較するこ とに

より理論の精轍化が可能になる.また， ポジ トロニウ

ムは軽粒子のみからなる 2体束縛状態なので，ポジ ト

ロニウムの原子 ・分子に よる散乱を水素原子のそれと

比較することに より量子効果など を調べることが期待

されている.

⑧反粒子性

陽電子は基本的な素粒子であり， かつ反粒子であ る

こと から，物理学の種々の分野において基礎的な研究

の有用な道具になりつつある.既に量子電気力学の精

度の検証聞に利用されているが，高密度の陽電子一電

子系のパンチを形成し，プラズマ物理の研究54)や，l.8 

MeV付近にあるかもしれない新素粒子55)の探索の試

みも行われている.銀河中心で盛んに陽電子消滅が起

こっている消滅サイ トを模擬56)して，銀河中心での

種々の反応モデルを検証することにより ，宇宙 ・銀河

の進化に関する理論の発展に寄与するための研究も行

われている.最近では，反陽子ーヘリウム系が比較的

長い寿命を持つこと 57)に注目し，ここに高密度の陽電

子パンチを打ち込むことにより反水素を創生する試

み58)が日程にのぼっている.

4. 陽電子分光法応用の展望

4. 1 種々の分析手法の複合

陽電子分光法は，物質の微視的構造に敏感で、あり，

他の手法では同定することが困難な半導体中の原子空

孔や高分子のナノサイズの空隙(自由体積)などを直

接検知できる. しかし，高分子を例にとると，陽電子

は空隙だけではなく 化学的活性種や極性基などに対し

ても敏感であり，多くの知見を得る可能性を持つ一方

で，このことが実験結果の解釈を複雑にする場合もあ

る.そのような場合に，物質の微視的構造に関して精

度の高い知見を得るためには，陽電子単独ではなし

他の分析手法との複合利用が必要となる.これにより，

対象によっては単純には解釈できないポジトロニウム

形成や陽電子消滅の基礎過程聞を明らかにすることが

でき，陽電子でなくては得られない知見も浮き彫りに

されるものと考えられる.

例を挙げると，古くは1970年代の初め， Chuangと

Tao60，61)はメタノール，重水素化メタノール及びメチ

ルメルカブタン中のオルソポジトロニウムの寿命(む)

及び強度 (12) を-150.C--80.Cの温度範囲で測定

し，それらが固相-液相相変化だけではなく固相ー固相

相変化を示唆する不連続な変化をすることを見出した.
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彼らは， NMRの線幅の測定結果と比較し， NMRのス

ペクトルにはそのような変化があらわれないことから，

陽電子寿命は，マクロな相変化が起こる前のミクロな

相変化を検出することができると結論している.

最近では，たとえばOshtrakhら62)が，生物学的に重

要なフ。ロテインの放射線照射効果の基礎過程を調べる

目的で，平均エネルギー9MeV，線量16.5-33kGyのガ

ンマ線及び平均エネルギー10MeV，線量1.7-5kGyの

電子線を照射したオキシヘモグロビン溶液のメスパウ

ア一分光及ぴ陽電子寿命測定を行っている.彼らは，

メスパウア一分光の結果から，照射によってオキシヘ

モグロビンの脱酸素化と新たな鉄含有化合物の生成が

起こっていることを見出すとともに，陽電子寿命測定

の結果から，部分的なプロテインの変性によって，ガ

ンマ線照射では全自由体積が増加し，電子線照射では

減少することを示した.これは，生体物質への放射線

照射効果を 2つの分析手段を用いて，オキシヘモグ

ロビンの化学変化と自由体積の増減という異なる側面

から評価した例で、ある.彼らは，オルソポジトロニウ

ムの寿命 (τ3)及び強度(13)を自由体積の大きさと量

に直接結びつけているが，今後は，照射生成物とオル

ソポジトロニウムとの反応も考慮、に入れた踏み込んだ

議論と詳細な実験が期待されるところである.

図 7は，最近著者ら聞が1MeV電子線を1.1X 1018 

cm-2照射した炭化ケイ素 (3C-SiC)における陽電子寿

命とESRスペクトルの焼鈍挙動を調べた結果である.

図中のESRシグナル強度は，かつてItohら64)が見出し

たT1シグナルに対応するもので，吸収線の対称性など

から，四面体対称性を持つマイナス 1価にチャージし

たシリコン空孔(V51-)に由来するものであることが推

1.2 ，....，. 

起
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O 8g  

0.6霊
園ミ
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0.0白
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図 7 1MeV電子線照射したSiC中の陽電子捕獲率及

ぴESRのT1シグナル強度の焼鈍温度に対する

変化
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定されていた.一方，図中の陽電子捕獲率は，寿命値

189ピコ秒の成分に対応するもので，この値は理論的に

与えられているシリコン空孔での陽電子の寿命値65)に

ほぼ等しい.これらESRシグナル強度と陽電子捕獲率

の焼鈍挙動が同ー となることから，両者が見ているも

のがシリコン空孔にほぼ間違いないことが結論づけら

れる.以上のことは， ESRの結果からの推論をより直

接的に裏付けるものとして陽電子分光が威力を発揮す

ることを示すとともに，陽電子寿命に対する理論値と

測定値との一致をも証明するものであると言える.

DavisとPethrick66
)は，ボリメチノレメタクリレート

(PMMA)の熱老化過程を誘電緩和，動的粘弾性及ぴ

陽電子寿命測定により調べた.前 2者の測定結果は，

高分子でしばしば仮定される，異なる温度でも分子緩

和過程は同型である(時間がシフトするだけ)という寄

熱レオロジー的単純性 (TRS; Thermorheologically 

Simplicity)のモデルは成り立たないことを示した.し

かし，陽電子寿命測定から求めた自由体積との間には

相関が見出され，彼らは，熱老化の過程で自由体積の

分布が変化していくのではないかと推論した.ここで，

推論に終わ っている原因は， 寿 命分布を求める

CONTINプログラム67)が使える程度まで陽電子寿命

データをため込むのに必要な時間と熱老化実験の精度

とが両立しないためである.

上のような問題以外に，高分子の場合は線源を強く

したり計測時間を長くすると陽電子照射によるチャー

ジア ップ等を気にしなければいけなくなる.このよう

な問題を克服し実験精度を上げるため，今後 2つの方

向が求められるべきであると考える.その第 1は，検

出系の計数の高効率化である.すなわち，多数のガン

マ線検出器を配列した大立体角検出システムの構築が

有効となるものと考えられる.第 2は，ビームの利用

による計数の高効率化である.ビーム利用の利点は，

エネルギーを変えて試料に打ち込むことにより深さ方

向の情報が得られることばかりではない.パルスビー

ムを用いれば陽電子寿命測定のスタート信号を100%

の効率で検出できる.ちなみに，通常の陽電子線源を

使うときに見られる線源成分(線源を密閉状態にする

ための金属箔やマイラーフィルム中での消滅成分)が

ビーム利用の場合にはなく，スペクトルの解析が容易

になる.図 8は，著者ら68)が製作中で近々完成予定の高

速短ノ勺レス陽電子ビーム形成装置の概念図である.ア

イソトープ線源とモデレータ箔を用いて低速陽電子ビ

ームを発生させるところまでは通常の低速陽電子ビー

ム装置と同じであるが，その後でグリッド式のチョ ッ

放射線化学



チョッパー管 SHB 加速キャピティー

ビーム取り出し窓

モデレータ

線源格納部 O 1m 

図8 高速(1MeV)短パルス (100ps)陽電子ビーム形成装置の構成

ノfーを用いビームを2ns幅のパルスとして切り出した

後，サブハーモニックノ〈ンチャー (SHB)及び2856

MHzの加速キャピティーを用いて最終的にビームエ

ネルギー1MeV.パルス幅100ps以下の高速短ノ勺レス陽

電子ビームを得る.チョッパー用のパルス電源とSHB

は，寿命測定用にパルス間隔を5.6nsあけるために

178.5MHz (2856MHzの1/16)で動作させる.このビ

ームのねらいは，高速の短パルスであることから材料

バルクの陽電子寿命測定が可能なこと，ビーム窓から

取り出した後に利用できることから空気中など任意の

雰囲気で測定が行えること，試料が線源を含まないこ

とから融点直下の高温や繰り返し応力下など極端条件

下でのその場測定が可能なことである.上述した動的

粘弾性測定や応力緩和，クリープなど，捻ったり押し

たり引 っ張っ たりした状態での同時測定も夢ではない.

4. 2 種々のビームの複合利用

陽電子は，物質の最表層の構造・状態や原子空孔の

挙動など他の手段ではできない分析を可能にするもの

なので，これと他のビームとの複合利用は，物質の徴

視的な物理的 ・化学的描像をこれまでにない高い精度

で明らかにしていくための有効な手段になるものと考

えられる.日本原子力研究所高崎研究所では， AVFサ
イクロトロン.3MVタンデム加速器， 3MVシングルエ

ンド加速器及び400kVイオン注入装置の 4台のイオン

第 65号 (1998)

加速器を使い，材料・バイオの研究を中心とした放射

線高度利用研究を進めているが，これに加えて，高出

力電子リニアックにより発生させた高強度陽電子ビー

ムからサブミクロンビームや極短パルスビームなどの

高品質ビームをつくり，イオン ・ポジトロン複合利用

研究に発展させようと計画している 5，69，70} 例えば，分

子ビーム蒸着過程をイオンビームのRBS(ラザフォー

ド後方散乱)による原子深さ分布解析と陽電子ビーム

による最表層構造 ・状態解析によって追跡しながらの

多層膜形成，イオン照射欠陥成長過程の陽電子による

その場解析，イオンマイクロビームを用いたマイクロ

PIXE (粒子誘起X線放出)による細胞内元素分布と陽

電子マイクロビームによる細胞最表面原子の同時解析

など，興味深い利用法が考えられる.

図 9は，まだ陽電子をビームの形で用いたものでは

ないが，著者ら71)がイオン・ポジトロン複合利用を視野

に入れて行った研究結果の一例である.近年，半導体

テ'パイスの微細化が進む中で，原子空孔とともに，製

造工程中の熱処理や水洗過程で半導体中に不可避的に

導入される水素の挙動が注目されている.そこで，イ

オン注入により積極的に水素をシリコン (Si)中に導入

し (6MeV，5 X 1015cm-2
)，陽電子寿命測定を行った.

比較のために行った電子線照射(3MeV，1 X 1018cm-2
) 

及びヘリウムイオン注入 (6MeV.5 x 1015cm-2
) の場

合は，熱処理温度とともに陽電子寿命が段階的に増大
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図 9 6MeV水素イオン， 6MeVヘリウムイオン及び3

MeV電子線を照射したシリコン中の陽電子寿

命の焼鈍温度に対する変化

し，原子空孔同士が集まって四重空孔や六重空孔とい

ったクラスターを形成することを示した.これに対し

て水素イオン注入の場合は， 400.C以上の高温で陽電子

寿命が減少することから，その寿命値と赤外吸収測定

の結果とをあわせて， 化学的に活性な水素原子が原子

空孔と安定な結合状態を形成することが明らかになっ

fこ

イオンビームによって誘起きれる徴視的構造変化の

陽電子ビームによるその場測定が可能になれば，上の

ような実験を注入量を順次増やし結果を見ながら行う

ことができるようになり，水素の挙動などのより精密

な追跡が行える ようになるものと期待される.

5. おわりに

電子リニアックの利用を中心として，世界的に高強

度陽電子ビームの発生と利用がきかんになり，より高

強度をねらった施設計画も相次いでいる.高強度ビー

ムの大きな利点は，サブミクロンビームや極短パルス

ビームなど高品位のビームが得られることである.科

学技術庁が推進している原子力基盤技術総合的研究

(原子力基盤ク ロスオーバー研究)においても，電子

技術総合研究所，無機材質研究所，動力炉 ・核燃料開

発事業団，理化学研究所， 日本原子力研究所が協力し，

高品質陽電子ビーム形成技術の開発を目的とした「陽

電子ビームの発生 ・制御技術の高度化に関する研究」

を進めている.本報で紹介した高速短パルス陽電子ビ

ーム形成装置も，この原子力基盤ク ロスオーバー研究
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の一環として開発を行っているものである.

一方で，通常の陽電子消滅法を使った研究の発表論

文数も増加の傾向をたどっており， 米国では，試料を

セットすれば陽電子寿命測定結果が出てくる簡便な装

置が市販され始めたと聞いている. 日本では，メ ーカ

ーの手によって，アイソ トープ線源を用いた低速陽電

子ビーム装置が販売されはじめ，また，小型サイクロ

トロンを利用した，これよりビーム強度の大きい低速

陽電子ビーム装置も販売されようとしている.

このように陽電子利用の裾野が広がりを見せている

のは，物質の描像を原子 ・分子レベルで理解したいと

いう研究者の希求とともに，半導体など産業界におい

てもナノ構造を解明することの重要性が増していると

いうノてックグランドがあってのことであろうと考えら

れる.
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コラム

放射線と社会

はしがき

我々人類はその誕生以来，その好むと好まざるとに

拘らず，宇宙，太陽，地殻から，さらには人間の食物

は勿論，我々自身の体内からの放射線に晒され続けて

いるばかりでなく，人類を初めとして，これらの誕生

の歴史の謎解きに放射線が貢献しており，また，病気

の診断，治療等最先端の科学技術の多くが放射線によ

って支えられているにも拘らず，学校教育に於てこれ

らの事が正しく教えられていない.私が放射線教育フ

ォーラム活動に従事してから 4年近くなるが，最近に

なって，放射線が自然科学としてでなく，社会科学と

して捉えられている事が最大の原因である事に気付い

たので若干の考察を試みたい.

1.放射線の原語であるradiationは何時頃から使われ

始めたか

わが国に原子力が導入され，原子力基本法で放射線

が定義されたのは1955年である. しかし，放射線の原

語である radiationは既に1600年代(1626，Bacon， 

1646， Browne)から，大陽や月等の発光作用，放射体

から発せられる光線や光量から熱輯射線等を表す言葉

として使われ始めている 1) この頃はradiationが自然

科学の分野だけでなく文学的表現にも使われていた様

である.一方，自然科学の分野について，代表的なパ

ックナンバーとして知られるChemicalAbstractにつ

き， vol. 1 (1907)からvol.10 (1916)の中からradiation

について探すと， 1910年代既にブンゼン灯の光

(1910)，熱輯射線 (1909，1913， 1914)， 日光に対す

る人工光線 (1913)，電気火花からの発光 (1913)，電

磁波(1914)，電離放射線(1917)等色々な使われ方の

研究が報告されている 2)

この時代の放射線は完全に自然科学的な放射線であ

ったと考えられる.問題は第 2次世界大戦が始まった

1939年以降である.太平洋戦争中の我々も勿論例外で

は有り得なかった.国際社会は敵と味方に 2分され，

研究者の情報公開も完全に閉ざされたばかりでなく，

自然科学は，国家という社会が生き残る為の軍事研究

第 65号 (1998)

放射線教育フォーラム顧問 篠崎善 治

に姿を変えざるを得なかったのである.

平和に自然科学の放射線を研究していた原子核物理

学者や核化学者達が目の色変えて原子爆弾と 言う悪魔

に手を貸していったのである.

1945年，わが国は米軍の開発した 2発の原爆によっ

て無条件降伏を余儀無くされた.広島，長崎の地獄絵

巻を日本人は絶対に忘れ得ぬであろう.実は，これが

日本人の放射線アレルギーの社会的パックグラウンド

となっているのである.

それはともかし 1954年，わが国は原子力発電を含

む原子力平和利用に対する米国からの援助の申し出で

を受諾する事となり，これに伴い1955年原子力基本法

が制定された.その際，原子力の今日を予見した茅誠

治，伏見康治両氏が学術会議を代表して強硬に政府に

申し入れ r民主，自主，公開」のいわゆる「平和三原

則」をこの中に明記させた事を知る人は少ない3.) 原子

力関係者が当初からこの三原則を守っていればもん

じゃ」の様な不祥事は避けられたのではないか.

2. 原子力基本法による放射線の定義が放射線アレル

ギーを誘発した.

原子力発電を含む原子力平和利用は原爆を完成させ

た米国の原子核物理学者の主導で行われたが，彼等に

は原子力がノ〈ラ色の夢に満ち，オールマイティーに思

えたに違いない.彼等は恐らく，平和な頃の自然科学

者としての放射線に対する理解など眼中になかったに

違いない.この法律はその制定の経緯からして，米国

の法律の訳文に近いと考えられるが，いづれにしても，

色々の意味に使われていたradiation(放射線)を原子

力が独占する結果となった. しかも，その第 3条第 5

号の定義を見ると放射線とは，電磁波または粒子線

のうち，直接または間接に空気を電離する能力をもつ

もので，政令で定めるものをいう。」とあり，これは明

らかに電離放射線つまり，英文では， rronizing Radia-

tion:に該当するものである.

放射線化学の論文は昔からこれを使っていたので何

等違和感はないであろう.
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序でに，研究者に愛用されている理化学辞典をひい

て見ょう.その放射 rradiationJのところを見ると 4)， 

(1260頁)r輯射ともいう.電磁波を放出すること，ま

たは物体から放出された電磁波および粒子線の総称で

あって，電磁波の場合は波長により熱線，可視光線，

紫外線， X線， γ線などと呼ばれる」とあるが，恐らく

これが戦前の自然科学の定義であろう.最近のICRP

(国連放射線防護委員会)の勧告に非電離放射線の影

響が提起きれており，その意味でもこの定義が正しい.

理化学辞典1262頁にみられる放射線 rradiationJの説

明は，明らかに原子核物理学者の定義であるとともに

原子力基本法の定義に近い.原子力が放射線を定義し

たことと，さきに述べたように，戦時中，国家社会の

圧力によって，原子爆弾という悪魔に手を貸した原子

核物理学者の主導による原子力平和利用や原子力発電

に対する多くの人々の拭い切れない不安感が，本来別

個であるべき自然科学の放射線すら，放射線→原子力

→原爆.原発→放射能事故→怖いという短絡的発想を

生み，放射線教育を妨げる最大の原因となっているの

である.

3.放射線が地域社会に受け入れられる条件

3. 1 原爆，原子力発電との関係を絶つ事

従来，放射線教育は原発推進派，原発反対派双方に

とってそれぞれの目的のためのPA或いは洗脳教育と

位置付けられた為に，頭から拒否反応を示され勝ちで

あった.従って社会的拒否反応を起こし易い原発問題

と絶縁し，自然科学の一環として，正しい放射線の理

解を求める姿勢が大切である.

3. 2 放射線教育の理想像はレントゲンならびにキ

ュリーである.

ギリシャ以来の自然科学の歴史を顧みてもウイルへ

ルム. レントゲン並ぴにマリー.キュリー程人類の生

存と福祉に偉大な貢献をしたノーベル賞受賞科学者は

見当たらない. しかも 2人に共通して偉大な所は，

人類の福祉に貢献するのが目的であるとして，莫大な

富が予想された特許の取得を拒否した事である. レン

トゲンの発明したX線装置は殆ど全ての病院におかれ

て診断.治療に貢献しており，改良型の高エネルギー

のものはガンの治療に今なお活躍している.

キュリ一夫人の発見したラジウムは針状に加工され，

今なお，種々のガンの治療に威力を発揮している.ま

た，キュリ一夫人はフランス革命戦争の際，従軍看護

婦として，レントゲンの発明したX線装置を駆使して
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負傷兵の弾丸摘出に活躍し，遮蔽不完全な為，大量の

放射線被曝にもとずく白血病により寂しい生涯を閉じ

た. 1996年および1998年がそれぞれレントゲンのX線

発見100年，キュリーのラジウム発見100年記念にあた

り，種々の記念行事が企画されている.

3. 3 学者社会によるノーベル賞科学者の追放

戦後世界の原子力平和利用研究は米国の原子核物理

学者達の主導によりなされたが，同時にレ ッドパージ

旋風も吹き荒れた.学術論文の質の高さで科学者を評

価しがちな彼等にとって偶然X線を発見したレントゲ

ンの論文がさほど評価されず，また彼が帝制ロシア時

代のカイザー皇帝の寵愛を受けたことも災して，長年

親しまれてきた放射線の単位からレントゲンを追放し

てしまった.同時にこれも長年親しまれて来た放射能

の単位からキュリーをも追放してしまったのである.

彼女が正確には放射化学者であり，ラジウムの発見

が偶然に支配されたとして，論文の理論的評価を重視

する原子核物理学者から高い評価を得られず，原子核

物理学者のベクレルにすり替えられたものと思われる

が，彼女の娘のレイーヌ.キュリー(ノーベル賞科学

者)が夫のフレデリ ックが共産党員であったため， レ

ッドパージ旋風に巻き込まれ，悲惨な死を遂げた事実

を考えると，或いはこれと関係があったのかも知れな

し、5)

3. 4 新旧単位の比較6)

照射続量の単位

(旧)レントゲン :R 標準状態で1ccの空中に 1

静電単位のイオン対を作

るだけの放射線の強さ

(新)クーロン/kg:C/kg 物質 1kg中に 1ク

ーロンノ 電荷を作るだけの

放射線の強き

誰が見てもレントゲンの方が分り易い.

吸収線量の単位 rad:物質 1g中に吸収される放

射線のエネルギーが100erg

(新)が lレントゲン(旧)

1 rad (旧)=0. 88rad (新)となり， レントゲン単位

の方が12%程小さいが，子供の理解し易さを考えれ

ば，この程度の誤差は問題ではない.

rem:組織 19l=tに吸収される放射線のエネルギ

ーが100erg(新) 1レントゲン(旧)

1 rem (旧)ニ0.88rem(新)となり，子供達の理解

し易さを考えれば， 12%程度の誤差は問題ではない.
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1グレイ (Gy)= 100rad 

1シーベルト (Sv)= 100rem 

これらの単位は測定値を 2桁小さく見せるための政

治的単位の色彩が強い.

放射能 1キュリー (Ci)旧)=3.7X1010

19のラジカムの放射能 ベクレル (Bq)

が 1キュリー(旧新)

ベクレルは理論的，合理的で、はあるが，子供達には

キュリーの方が遥かに分かり易い.

{列えば，ラジウム 3キュリー (Ci)はラジウム 3gの

放射能と理解される.1 Ciは1秒間に原子が3.7X 1010 

個崩壊する放射能をもっ，つまり 3.7X1010ベクレル

(Bq)に相当するから， 3 Ci = 3 x 3.7 X 1010→1l.1X 

1010Bqとなるが， 子供がどちらの単位をとるかは明ら

かであろう.

4. ICRPの功罪

4. 1 ICRPの組織7)

国連放射線防護委員会 (ICRP)は1950年，それ迄第

2次大戦の為13年間中断していた国際放射線医学界

(ICR)所属の国際エックス線およびラジウム防護委

口会のメンバーを一新して，米国の圧力により，英国

のハーウエル，カナダのチョークリバーおよび米国の

アルゴンヌ国立研究所で核兵器フ。ロジェク卜に携わっ

ていた，放射線管理学者，放射線物理学者を中心とし

て組織されたものである.彼等は核兵器開発という至

上命令で進められたプロジェクトの陰に，いかに多く

の悲惨な犠牲者が出てい るかを知り得た人達であり，

それだけに原爆実験阻止，核兵器廃絶に密かに情熱を

燃やし，パラ色の夢に踊る原子力推進者達に警鐘を鳴

らしたいと願う理論家集団であり，今日の保健物理学

を築き上げた人達である.

ICRPは13名からなる主委員会と 必要に応じて任命

される約50名からなる各種委員会で構成されているが，

、委員会の委員の任期がなししかも 3年毎の選挙で

は， ICRからの推薦者と主委員会からの推薦者の中か

ら，主委員会が13名を指定するという極めて不合理な

選出方法である為，自己永続体化しつつあり，数名の

委員が20年以上主委員会に止まるという，信じられな

いような状態を作り出している。 ICRPの密室性，硬直

化が危倶きれる所以である.

4. 2 ICRPの功績

わが国の放射線障害防止法がわが国の健全なアイソ
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トープ.放射線の利用，開発，研究に果たした役割は

極めて大きしわが国の産業振興に寄与した功績も多

大である.わが国では， ICRPの勧告はかなり重く受け

止められ，法規制や指導に取り入れられて来た.

その意味では放射線障害防止法を陰で支えて来た

ICRPの功績は大きいと言わざるを得ない.

4. 3 放射線教育の足を引っ張り通したICRP

しかしながら，中学.高校の放射線教育に関する限

り， ICRPに足を引っ張られ通しといっても過言でな

い.その典型的なものがICRP-368
)である.これは，

1977年に出された勧告， ICRP-26に関連して科学の

授業に於ける放射線の防護」と題して出されたもので

あり，アイソトープ協会により翻訳され，頒布されて

し、アこ.

この勧告は， 当時原子力ブームに乗って， 学校教育

に於ける放射線教育も盛んとなり，かなりの量の密封

非密封線源使用による放射線実験が予想されたため，

生徒を放射線から護るため， ICRPが放射線防護の立場

から勧告したもので，我々専門家にと っては立派な勧

告であった.問題はこれが放射線教育に与え た現実的

結果である.

それまでかなり盛んに行われていた放射線実験が，

この勧告がだされた翌年から科学技術庁による規制.

指導が強化されると共に，教師や父兄から r放射線は

怖い，徴量でも当たりたくない.J という 声が上がり，

1978年を境に高校に於ける放射実験は急速に後退して

行ったのである.これは， 日本だけでなく， ドイツ，

イギリスをはじめ，欧米各国共通の現象である. 当時，

原発反対を唱えていた日教組は，文部省の意図する放

射線教育は原発を是とする洗脳教育である として強く

反対しており，結果的にはこれが教師や父兄に放射線

実験を止めさせる格好の根拠を与えてしまっ た.その

3頁 rB.生徒に関する線量制限算定 (8)項生 徒 は

正当な理由がない限り ，電離放射線に被曝すべきでな

い。」とあり，彼等は，放射線教育を子供達の洗脳教育

であり，正当な理由と見倣さなかったからである.彼

等にとってはこの他の記述や内容はどうでも良かった

のである.

恐らく，この勧告を作った委員，それを翻訳したわ

が国の科学者，専門家，恐らく 科学技術庁の担当官で

すら，放射線教育が正当な理由である事に些かの疑問

も抱かなかったに違いない.そこが学者の認識と，政

治が絡んだ一般大衆(この中に組合員の教師も含まれ

た)の認識(社会認識)との差である.これはもん
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じゅ」の「事故」を「事象」と称した事が知何に大き

な問題になったかを考えれば分かるであろう.

ICRP-36の勧告の中身は決して間違っていない. し

かしその結果，世界中の多数の教師が放射線実験を放

棄するに至った事も事実であり，その責任は重大であ

る.重要な勧告に於いては，その表現方法に細心の注

意を払う必要があったのである.

おわりに

放射線教育に関する私の思いは，幸い有馬朗人中教

審会会長，三浦朱門教育過程審議会会長，小杉前文部

大臣に伝える事が出来，政治改革の中で，大きな流れ

は私の望む方向に進みつつあると感じて喜んでいる.

放射線化学会会員諸兄の多くが教育は文部省と先生

の問題だと考えて来たと思われるが，その無関心さが

将来，わが国科学技術の危機に繋がる事を恐れる.

どうかフォーラムの会員となって中学.高校の先生
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を助け，子供達に放射線化学の夢と希望を与えて下さ

い.会の活動は全て皆さんの会費で支えられているの

です。
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〔実験技術開発〕

PIXE分析法

東京都立産業技術研究所放射線利用施設 中 村 優

はじめに

1970年Johanssonらによって始められたPIXE(Par-

ticle Induced X -ray Emission)分析法1)は，プロトン

ビームを薄い試料に照射し発生する特性X線をSi(Li) 

半導体検出器で測定する方法であった.現在でもエア

ロゾルを中心とする環境試料や医学・生体試料では，

ビームが透過する薄い試料のPIXE分析法(薄い試料

PIXE分析法)が多く用いられている.その後PIXE分

析法は，数多くの研究者によって改良が加えられ様々

な装置2)が開発されている.鉱工業試料や鉱石などの

分析では，ビームが透過しない厚い試料に対しての応

用が検討された(厚い試料PIXE分析法)，この厚い試

料PIXE分析法でも，考古学試料や美術品などの分析

では外部ビームPIXE分析法が，鉱工業材料分析など

ではマイクロビームPIXE分析法が開発・適用されて

いる.さらに，実際の試料を分析した例は少ないもの

の，様々なPIXE分析法が研究きれている.

PIXE分析法に関する論文は 3年ごとに行われる

PIXE国際会議の議事録3)(Nuclear Instruments and 

Methods section Bに特集となる)のほか， PIXE専門

の雑誌(InternationalJ ournal of PIXE)に多く掲載さ

れている.また， 最近では宇田らの総説4)や久米の入門

講座5)，放射線誌のPIXE分析法の特集6)などがある.こ

こでは，実用段階にあるPIXE分析法を中心に紹介し，

東京都立産業技術研究所PIXE分析装置を一例として

取り上げ， PIXE分析技術について解説する.

1. PIXE分析法の原理と特徴

PIXE分析法の特徴として7)

a) 高感度分析である

荷電粒子は，分析しようとする原子から多量の特性

PIXE analysis 

X線を発生させることができる.また，極少量の試料

(10-9 -10-16g)で十分分析可能で、あるので，少量しか

分析に使えない貴重品や，ごく微小領域を分析したい

面分析にも使える

b)多元素同時分析である

Si (Li)半導体検出器でX線を計測する場合には， Na 

より重い元素が対象である.しかし，分光結品を使えば

B以上の全元素が対象となり，さらに， X線のスペクト

ルに微細構造が観測され，化学結合の情報が得られる.

c) 非破壊分析である

化学的前処理を必要としないため，前処理中に不純

物が混入する心配がない.通常は真空中で分析するが，

大気中や任意のガス雰囲気中でも測定可能である.

d)分析時間が短い

3-30分の測定で上記全元素を同時に記録でき， 1冗

素ずつ分析する手段に比べ， 1元素あたりの分析時間が

きわめて短い

一方，欠点としては，加速器が必要なこと，重元素

マトリックス中の微量軽元素の分析に難点があること

である.

2. PIXEに必要な加速器と周辺装置

2. 1 加速器8)

PIXE分析法で用いる加速器(放射線発生装置)に

は，コッククロフト・ワル卜ン型，パンデグラフ型，

サイクロトロンが多く用いられている.日本国内で

PIXEtこ用いられている加速器は約30台である.PIXE 

分析法の多くは1-3MeVのフ。ロトンビームを用いる

ので，必要とする加速器は発生電圧が数MV以下と比

較的小型である.

コックク ロフト・ワルトン型は，整流器とコンデン

Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute， Radiation Laboratory 

N AKAMURA Masaru 

(連絡先)〒158-0081東京都世田谷区深沢 2-11-1

Tel : 03-3702-3116， Fax: 03-3703-9768， E-mail: Nakamura.Masaru@iri.metro.tokyo. 
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サを積み重ねた倍電圧整流回路を用いて高電圧を発生

させる装置である.高圧回路や高周波回路の改良が行

われ様々な型の装置(シェンケル型，ダイナミトロン)

が考案された.また，コロナ放電を防ぐため，高絶縁

性の気体(六フッ化硫黄)数気圧の高気圧容器中に加

速管を含めて全装置を組み込んだ装置や， 一つの静電

高圧を用いて 2回加速を行うタンデム方式を組み合わ

せた装置(タンデトロン)も開発されている.

パンデグラフ型は，絶縁ベルトで電荷を運んで電極

を充電して高電圧を発生させる装置である.この装置

はビームの収束性，エネルギーの安定性などに優れて

いる.また，タンデム方式はパンデグラフ装置でいち

早く実用化された.電荷を運ぶ絶縁ベルトの代わりに，

金属ペレットのチェインを用いた装置はぺレトロンと

よばれる.

サイクロトロンは，コッククロフト・ワルトン型や

パンデグラフ型のように静電高電圧は用いず，磁場を

もちいてイオンを周囲運動させ，同じ電極で幾度でも

加速できる装置である. PIXEに用いられるのは比較

的小型のもので，軌道に沿って変化する磁場を用いる

AVFサイクロトロンがよく用いられている.

以上の加速器以外に， PIXE分析法やRBS分析など

のイオンビームを用いた分析のための専用小型加速器

の開発も行われている.

2. 2 イオン源

タンデム型加速器では，正の高電圧電極へ向かつて

負イオンを加速し，ここで電子剥ぎ取りを行って正イ

オンに変換し，再ぴ接地端に向かつて加速する.その

ために，イオン源は負イオンを効率よく発生する必要

がある. PIXE分析法で利用されるような小型のタン

デム方式加速器用のイオン源として，プラズマイオン

源やスバッタイオン源などがある.

2. 3 電磁石およびビームライン

イオン源から引き出されたビームを，アインツェル

ンレンズやステアラー等で整形した後，電磁石で加速

器入口に導く.加速器本体でビームを加速し，編向電

磁石を通し，スリットやコリメータ，四重極レンズで

必要なビーム量に絞る.このときスリットなどで散乱

されたビームが分析装置内に入ると空試験値が上昇す

ることがあるので，注意が必要で、ある.

PIXE分析する時のビーム照射面積またはビーム径

は，これらの装置を用いて決定する(図 1). ビーム照

射面積は多くの装置で、数mm2
- 数十m m2で利用され
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a) 読料をすべて覆うよう
にビームを照射する

照射ビーム

b) 尚一な話料を作成する

照射ビーム

c) マイクロビームを用いる

照射ビーム

〉

図 1 PIXE分析におけるビーム照射面積の選択

a) 不均一な試料の場合はビーム照射面積を大

きくする.

b)均一な試料はビーム照射面積が小さくする

ことができる.

c) 不均一な試料でもマイクロビームを用いる

と分析することができるようになる.

るが，試料のマッピングを行うことを目的とした装置

では，直径数μ m程度まで絞ることのできる装置(マイ

クロPIXE装置)がある.

ビーム量はイオン源や加速器入口，出口，ビームラ

イン端にもうけられたファラデーカ ップで測定する.

また，ビームプロファイルモニタを用いるとビームの 恥

断面積が視覚的に捕らえることができるのでビームの

調整が便利になる.ビームラインの真空度は， 1O-4Pa 

(lO-6mBar， 7. 5 x 1O-7torr)程度に保たれている

2. 4 東京都立産業技術研究所放射線利用施設イオ

ン加速器

一例として東京都立産業技術研究所放射線利用施設

の加速器9)は，ハイボルテージ ・エ ンジニアリング・ヨ

ーロッパ製 1.7MVタンデトロン加速器HV41l7HC

型である.加速器の模式図を図 2に示す.
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イオン源
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.i盤石 ビームライン
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加速器本体

悶重極
レンズ

固
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図2 PIXE分析に用いられる加速器の一例

(東京都立産業技術研究所放射線利用施設)

タンデトロン加速器 HV-4117HC 

加速電圧 1.7MV 

ビームライン PIXE， RBS，イオン注入

3. PIXE分析装置の分類

3. 1 試料形状による分類

PIXE分析法で対象とする団体試料は，荷電粒子ビ

ームが透過するような薄い試料と荷電粒子ビームの透

過しない厚い試料とに分けられる.PIXE分析法では，

発生する特性X線の量は照射ビーム量に比例するもの

として定量を行うので，試料に照射された荷電粒子ビ

ーム量の測定は重要である(図 3).薄い試料の場合に

は，ビームは試料を透過後，試料後方のファラデーカ

ップで測定する.厚い試料の場合には，試料に流れた

電流を直接測定することによってビーム量を見積もる

方法か，試料によって後方散乱された荷電粒子を表面

障壁型半導体検出器 (SSD)で測定して見積もる方法

が採用されている.試料に流れた電流を測定する場合

には，照射面から 2次電子が放出して電流測定の誤差

となるため，試料表面付近に 2次電子サプレッサーを

置き，発生す:る 2次電子を試料面に押し戻す方法を取

る.SSDで測定する方法はRBS分析を同時に行うこと

ができる.工業材料分析の分野では， RBS分析で主成

分を分析し， PIXE分析で微量成分を分析する RBS/

PIXE複合分析として使われることが多い 10)

3. 2 検出器による分類11，12)

PIXE分析法に用いられる X線の測定方法には，エ

ネルギ一分散型と波長分散型がある.一般にPIXE分

析法では，通常エネルギー分散型を使用している.こ

のエネルギ一分散型は， Si (Li)半導体検出器を検出器

に用いる方法である.半導体検出器は，検出器自体の

エネルギ一分解能が優れ分散系が不要である. したが
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a) 薄い綜料

照射ビーム

ヨファラデーカップ

b) 厚い獄料

2次電子サプレッサー

照射ビーム

SSD 

2式料電流計測

図3 PIXE分析装置の試料形状による分類

a) 薄い試料の場合，試料を透過したビームを

ファラデーカップで測定する。

b)厚い試料の場合，試料に流れた電流を直接

測定するか，試料で散乱されたビームを

SSDで測定する.

って，検出に有効な立体角が大きく検出器が試料に近

づけられるため，感度が向上する.

波長分散型は，試料から発生した蛍光X線を分光結

晶によって分光し，これにゴニオメータを連動して計

測するものである.近年，位置敏感型X線検出器や分

光結晶自身を変化させる方法が開発され装置の小型化

も進んでいる.波長分散型はその高分解能を利用して

化学結合状態の測定や軽元素分析など，今後の利用が

大いに期待されている.

3. 3 試料室雰囲気による分類

現在でも多くの装置が試料を真空中に置く .真空中

の方が大気中に置くよりも検出限界が良くなるためで

ある.試料を真空中に置くと試料交換のたびに大気暴

露 ・真空排気を繰り返さなければならない.このこと

を避けるために，大量の試料と標準物質を人れ，順番

にビーム位置に送る試料交換システムが必要となる.

真空中では試料の温度が上昇することによりたとえ

ばハロゲンなどの元素が失われることがある.そこで，

真空内に置けない試料，たとえば貴重な美術品や液体

試料の場合には，ビームを金属薄膜や有機薄膜を介し

て大気中もしくは任意のガス中に引き出すことによっ

て，これらの雰囲気中で分析を行うようにした装置も
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a・交... 直置

o 15・SO・m.. 

スリット

CCDカメラ ビームシャツ宮

図4 PIXE分析装置(薄い試料PIXE)の一例

開発されている.

3. 4 東京都立産業技術研究所放射線利用施設の装

置の例

この装置は薄い試料PIXE分析法用の装置13)である.

その概略図を図 4に示す.タンデトロン加速器で発生

させたフ。ロトンビームは， PIXE分析用ビームライ ン

内を通り， PIXE分析装置に導かれる.試料上でのビー

ム径は1mmX1mmから12mmX12mmまで変えること

ができる. PIXE分析装置内の試料台は100mmX100

mmの有効照射面をもち， CCDカメラで試料を観察し

ながら，任意の36点を選んで照射することができる.

また，試料ホルダーを用いることによって， 12mmφ程

度の試料(有効照射面10mmφ)36個を連続的に測定す

ることができる.この試料台は，コンビュータにより

自動制御ができるようになっている.発生したX線を

分析する検出器は， Si (Li)型X線検出器であり，ベリ

リウム窓の厚さ7.5μm，検出面積12.5mmヘエネルギ

一分解能148eVのものを採用している.この検出器を

ビームに対し 135度に設置しである.測定されたデー

タは，コンビュータにより自動収集されるようになっ

ている.

4. PIXE分析法の感度

4. 1 パックグラウンド

PIXE分析法における連続X線のパックグラウンド

は， PIXE分析法の感度及び検出限界を決定する 重要

なものである.これらのX線は

a) 原子核反応で出るガンマ線に起因するもの

b) 入射粒子とターゲット原子核との相互作用で

出る制動輯射

C) 2次電子制動輯射線 (Secondary Electron 

Bremsstrahlung) 

等がある.PIXE'こおける入射粒子エネルギーでは主

にc)と考えられている.またエネルギーの低い場合に
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図5 PIXE実験装置による各元素の感度の例

ビームエネルギー 2MeV ビーム電流 5nA 

はb)も寄与する.

2次電子制動輯射線の強度は，試料の厚さに比例し

ない.薄くすると厚さに比例するよりもさらに弱くな

る.これは，薄くすると 2次電子が制動輯射する前に，

試料から飛ぴ出してゆくものが増えるからである.こ

のことは薄い試料PIXE分析法の場合には感度を決定

する上で非常に重要な点となる.試料を支えるパッキ

ング膜の条件として，できるだけ薄くて，不純物を含

まず，機械的・熱的・電気的にできるだけ丈夫なもの

が望ましいということになる. したがって，マイラー

フィルムやポリカーポネイト製メンプランフィルタな

どが用いられる.

一方，厚い試料PIXE分析法の場合には，特に絶縁材

料でばビームの電荷が照射点に蓄積し，周辺から電子

が飛び込むことによって，パックグラウンドが高くな

ることがある.このことを防ぐために，磁石やカーボ

ンフィラメントを用いてパックグラウンドを低下させ

るなどの工夫がされている 12)

4. 2 検出感度

図 5に，実験から得た当研究所PIXE分析装置によ

る各元素の感度を示す.横軸は原子番号を，縦軸には

各元素ごとの感度をとってある.感度は，試料量およ

び照射量 (μC)当たりの発生X線強度である.照射条

件は，プロトンビームのエネルギーは2MeV，ビーム径

は8mmヘビーム電流は5nAとした.この図から， KX 

線を分析した場合，原子番号が大きくなるにしたがっ

て感度は低くなり，原子番号35の臭素では原子番号13
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のアルミニウムに比べて数万分のlの感度しか得られ

なかった.また， LX線を分析対象とする元素でも原子

番号が大きくなると感度が低下した.これはX線の発

生断面積が原子番号が大きくなるにつれ減少すること

と，特性X線のエネルギーが10keV以上となると， Si 

(Li)検出器のX線の検出効率が急激に低下するためと

考えられる.

4. 3 検出限界値

PIXE分析法のパックグラウンドは統計的なふらつ

きを行うから，このパックグラウンドの変動の 3倍以

上のカウントにならないと通常，特性X線のピークと

は認められないことになっている.すなわち

NP孟3(NB) 0.5 

NPはX線のピークカウント， NBはパックグラウンド

のカウントである.蛍光X線用薄膜標準物質を用いた

時，図 5の感度とパックグラウンドから，当所のPIXE

分析装置の検出限界を計算すると，原子番号14から26

程度の元素で約 1-10ngとなった.

4. 4 スペクトル分析

各ピークの同定は各元素の特性X線エネルギーの表

に基づいて決定する.ある元素のK線かJJJjの元素のL

線なのか区別がつかない場合， K系列なら Kα，Kβな

どに相当するピークが適当な強度比で存在するかどう

か， L系列なら Lα，Lβなどが存在するかどうか調べ

て決定する.これらの蛍光X線のピーク以外に，エネ

ルギ一分散型のPIXE分析法では半導体検出器特有の

ピーク(サムピークやエスケープピーク)がみられる

ことカfある.

5.試料の照射と X線計測

5. 1 試料処理

PIXE分析法は非破壊分析であるので，酸分解など

の化学的な前処理はほとんどの場合不要である.特に

薄い試料の代表的な例である大気中の浮遊粒子状物質

などは， ?，慮紙上に捕集されたものをそのまま分析する

ことができる.生体試料でも血液や尿などはその一滴

を液紙上で乾燥させて試料にすることができる.生体

試料でも固形のものは， ミクロトームなどで薄片にす

ることがある.厚い試料でもそのまま分析できるもの

が多く，前処理は洗浄もしくは研磨する程度である.

前処理をする例としては，徴少量の試料しか採取で

きない生体試料で試料の均一性が問題となるような場

合にぺース卜化したり，酸分解を行った後分析するこ

第 65号(1998)

とがある.また，粉体となっている試料では適当なパ

インダー(セルロースなど)と混合した後，錠剤打錠

機でぺレット化する.

5. 2 ビームおよび吸収体の選択11.14)

PIXE分析法で用いる荷電粒子ビームは，特性X線

発生断面積および制動輯射線などによるパックグラウ

ンドを考慮、に入れて決める.荷電粒子ビームの質量や

エネルギーが大きくなると，発生する X線も多量にな

るが同時にパ ックグラウンドも高くなる.通常の

PIXEの元素分析の場合には， 2-3MeV程度の陽子ビ

ームが用いられる.特性X線の強度が増大すれば分析

感度が増大するが，過大量のX線発生はパイルアップ

効果を起こして高エネルギ一部分のパックグラウンド

を上昇させる.また，強度の大きいビームは試料を加

熱して損傷させ，あるいは揮発性元素の損失を招く結

果となる.

吸収体は，発生X線を選択吸収するためのアルミニ

ウム，ニッケル，マイラーなどの薄い膜で，試料と検

出器の間にいれ 2次電子制動輯射やスペクトルのパ

イルアップなどによるパックグラウンドを低減するの

に有効である.低エネルギーのX線が選択的に除去で

きるため，高エネルギ一部分の特性X線のピークが顕

著となり精度が向上する.一方，軽元素のX線が吸収

されてしまうため，吸収体の一部に穴をあけ，低エネ

ルギーのX線の一部を通すように工夫する.

5. 3 分析用標準試料の作成および定量法

PIXE'こよる定量分析は，スペクトル上のX線の正

味のピーク面積と試料中の元素の量が相関するという

ことに基づいている.定量の方法として，検量線法，

絶対測定法，内部標準法が用いられている.

5. 3. 1 検量線法

検量線法は適当な標準物質を用いた相対測定法であ

る.検量線法では，試料と標準試料ができるだけ同じ

ような組成の試料を用いることが望ましい.薄い試料

PIXE分析法では，

a) 金属蒸着膜

b) 標準溶液を滴下 ・乾燥させたもの

c) 薄膜形成したもの

などが用いられる.

a)は蒸着装置で作成するか，蛍光X線用薄膜標準物質

として市販されているものを利用する.金属蒸着膜は

実際の試料とは異なり 3元素程度の元素しか含まれな

い このことからマトリックスの影響を考慮しなけれ
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ばならないときには，正確な定量値が得られない場合

がある.またb)は，原子吸光分析用の標準溶液をろ紙

上に滴下して乾燥させて作成する. しかし，標準物質

は乾燥時に元素の偏在が避けられず，ビーム照射面積

によっては定量値に影響する. c)は，標準物質または

標準溶液を薄膜を形成するような溶液(メチルセルロ

ース 15)など)に溶かしたのち，膜形成したものである.

これは目的試料に近い標準試料や必要に応じて標準溶

液を加えることもできるので，マトリックスの影響を

低く押さえることできる.きらを均一な薄膜が形成す

ることができるので，元素の偏在も起こりにくい.こ

のような理由から薄膜を形成する標準試料が有利であ

るが，一般的には入手が容易で簡便な蛍光X線分析用

薄膜標準物質がよく用いられている.

厚い試料PIXE分析法でも，分析試料に適合した標

準物質(蛍光X線用標準物質など)が用いられる.そ

のような標準物質の入手が困難な時には，分析対象と

なる試料に合わせて適宜標準物質をマトリックスとな

る素材に混入し，錠剤打錠機などでペレット化して用

いることがある.この方法も比較的簡便な方法である

ので， PIXE分析法の標準化に向けた検討が始められ

ている.

5. 3. 2 絶対測定法

絶対測定法は，標準試料との比較なしに測定する方

法で無標準測定法ともいわれる プロトンビームを用

いる場合， X線発生断面積が十分良い近似で理論的に

記述できることを利用する.さらに検出器感度，幾何

学的条件の補正を加えることにより，対象元素の濃度

の絶対値が求められる.測定されるX線のピークカウ

ント Nは

N=AnσωkOtε 

で与えられる.ここでAは試料lcm2あたりの原子数，

nはlcm2あたりの入射陽子数， σは電離断面積， ωは蛍

光収量，kは特定のX線の相対強度，。は検出器の立体

角， tは試料中・検出器の窓・空気などによるX線の吸収

に対する補正， εは検出器の検出効率である.このう

ち， Otεだけが検出器で測定されてカウントとなる.上

式でNとnは実験で測定きれ， Otεは実験条件で決ま

り， σωkは文献値が用意されている 1)

5. 3. 3 内部標準法的

絶対測定法は，一般的にはビームの一様性や立体角

測定，吸収の補正などから誤差が入りやすいので内部

標準法を組み合わせた方法を実際には用いることが多

い.試料の中へあらかじめ既知の分量の元素を添加し

ておいて，この添加した元素のX線のカウントと比べ
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て相対測定を行う.この方法では，

W7=盟ζ(ωσ)5ε5Yl，..W
z-M5 (ωσ) zEz Y 5 "5 

Zは測定しようとする元素 sは添加した標準元素，

(ωσ)でX線発生断面積， Yが測定で得られたX線カ

ウント， εは吸収補正を含めた検出効率でMは原子量

である.したがって添加した標準元素の量W5を求めて

おけば，ビーム電流やターゲットの厚きや立体角など

を使わないで，試料中の元素量が求められる.内部標

準に用いられる元素は，イットリウム，銀，ウランな

どが用いられている.

5. 4 データ処理

PIXE分析法のデータ処理は，得られたスペクトル

からパックグラウンドのカウントやピークの重なりな

どを差し引き，必要によりガウス関数などによるピー

クフイッティングを行う.その方法に関しては，現在

までに多くの報告がある 16) 現在までのところ，ガンマ

線スペルトロメトリーのように，パックグラウンド処

理やピークサーチの方法など規格化された基準はない.

PIXE分析装置およびPIXE分析法が測定対象の試料

に合わせた仕様で用いられることが多く，その仕様に

最適なデータ処理を行うため，研究者自信によってつ

くられたフ。ログラムが利用されるためである.

しかし，最近になってパックグラウンドの評価方法

については，室園ら 17)，こより PIXEスペクトルの完全解

析を行ったとの報告を行った.これは，経験的な曲線

の当てはめによらず，制動車高射X線の発生断面積を平

面波Born近似・ 2体衝突近似に基づく理論式からパッ

クグラウンドの近似式を導出することによ って測定ス

ペクトルを完全に表すことができるとし， PIXEスペ

クトルの自動解析が行える見通しが得られたと報告 し

た.また， RBS分析法と組み合わせて， RBS分析で主

成分元素を分析し，その結果をもとにPIXE分析の分

析結果を再評価する方法なども検討されている.この

ような研究がさらに進み，データ解析に関する規格化

や基準が確立されるとPIXE分析法はさらに使い勝手

の良い分析法になる.

6.応用例

PIXE分析法は，感度では機器中性子放射化分析法

(INAA)や誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)

などの元素分析法に必ずしも優れているとはL、えない.

PIXE分析法がこれらの分析法に対して有利なのは，

放射化分析に対しては測定時聞が短く比較的資刑が安

放射線化学



価であること， ICP-MS分析に対しては非破壊分析で

あることである.すなわち，微少量試料の非破壊 ・ル

ーチン分析の場合が，特徴を最大限に利用できる場合

である.具体的な例として，生物組織の薄片やろ紙に

捕集したエアロゾルなどがあげられる.また，高感度

分析であることから材料の不純物の分析に，非破壊分

析であることから文化財などの分析にも使われている.

各分野の応用例は昨年，放射線誌のPIXE分析法の特

集論文(生体18)，医学lベ 鉱 物20)，環境21)，考古学22))

にわかりやすく解説されている.

まとめ

現在までに， PIXE分析法の元素分析法としての理

論的な検討に関してはほぼ完成されたと言われてい

る7) しかし，現在のPIXE分析法が広く一般の分析法

となるためには，装置の汎用化や自動化，データ処理

の自動化など使い勝手の向上と分析法の標準化とが今

後の課題である. 一方で，マイクロビームを利用した

イオンビーム分析の重要な一手法制として，また，重イ

オンビームPIXPべ 全 反 射PIXE25)やPIXE励起蛍光

X線分析法制など，新たに利用が期待される研究も進

んでいる.今後の発展が期待される.

なお本稿で紹介した施設は共同研究や依頼試験など

も可能です.ご関心のある方はぜひ著者までご連絡く

ださい
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三戸困Di"1

食品照射の現状

1.はじめに

急速に増加し続ける地球人口を養うための食糧を安

定に確保するために農地開墾や農作業の機械化及ぴ肥

料，農薬の投与による食糧生産量の拡大が図られてき

た. しかし，地球人口増加による農地不足に加えて残

留農薬による環境汚染の危険性などから食料増産は限

界に近づいている.そのため，収穫後の食糧の損網を

最小限に抑えるための保存の重要性がさらに高まって

いる.食品の保存には塩蔵，煉煙，乾燥，発酵，冷凍

などの伝統的技術，近代的な食品保存の先駆けとなっ

た瓶詰，缶詰技術が現在でも広く用いられている. し

かも最近では凍結乾燥やレトルト包装，無菌充填包装

等の新しい加工技術が発達している.一方で、ポストハ

ーベスト農薬として種々の殺菌剤，嬬蒸剤が貯蔵穀物

の殺菌，殺虫及ぴ根菜類の発芽防止に利用されている.

これらの技術のおかげてゆ食料の長距離輸送や国際貿易

が可能になり，食料自給率が低いわが国においても「飽

食の時代」といわれるほどの豊かな食文化が享受され

ている.

食品を保存している聞には食品の香味劣化や栄養価

損失の恐れがあるだけでなく，残留徴量薬剤による催

奇形性や発ガン性に対する懸念が生じている.また煉

蒸剤の中には臭化メチルのようにオゾン層破壊の原因

物質として国際的に禁止予定の化合物も含まれている.

さらに最近では発展途上国のみならず食品保存法や衛

生設備が充実しているはずのわが国や欧米先進諸国に

おいてすら，食中毒の被害は増大しており， 一昨年堺

地域で数千人の感染者を出したことで記憶に新しい病

原性大勝菌0-157;H7株，サルモネラ菌などの大規模な

Current status of food irradiation 

大阪府立大学先端科学研究所 古 田雅一

食中毒の発生が新たな社会問題として国際的に注目さ

れている 1) このことは先進諸国で発達してきたコー

ルドチェーンなどの既存の食品衛生管理システムだけ

では現在の加工食品の安全性確保に不安があることを

示すものであり，これを補完する効果的な方法として

食品の放射線照射(食品照射)が注目されている.

2.食品照射の原理2)

電離放射線を農産物や食品に照射すると，腐敗や食

中毒の原因となる食品に付着した微生物(細菌，酵母，

カビなど)が死滅するとともに，野菜，生鮮果実の場

合には成熟，発芽，老化等の生物的変化が抑制される.

これらの照射効果を利用することにより，食品の殺菌

や保存期間の延長が可能となる.放射線照射は加熱と

同じ物理的処理であるのにもかかわらず温度上昇が小

さいため，香辛料，生鮮食品，冷凍食品など，加熱で

きない食品の殺菌も可能である.また残留毒性の心配

がないため，従来行われてきた酸化エチレンや二臭化

エチレンなどの薬剤殺菌の有効な代替になり得る.

食品照射に利用可能な電離放射線として 6
0COおよ

ひっ37CSのガンマ線， 10MeV以下の電子線， 5MeV以下

のエックス線がFAO/IAEA/WHO合同専門家委員

会により勧告されているが，そのなかで最も多く利用

されているのは食品中での透過力が高い60COガンマ線

である.加速器から得られる高エネルギー電子線はガ

ンマ線に比べて線量率が高く処理能力が優れているが，

透過力が小さいため，その利用は厚きを自由に制御で

きる粉体，流体，液体状の食品に限られる.加速電子

をタングステンやタンタルなどの重金属のターゲット

Research Institute for Advanced Science and Technology， Osaka Prefecture University 

Masakazu Furuta 

(連絡先)干599-8570堺市学園町1-2

Tel : 0722-54-9844， Fax: 0722-54-9935， E-mail: mfuruta@riast.osakafu-u.ac.jp 
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に衝突させて得られるエックス線は加速電子線と異な

り，透過力は大きいが，変換効率が非常に小さいため

(約 8%)，実用化には遠い.食品照射に用いられる放

射線量は吸収線量で表わされ，線量を変えることによ

り様々の分野での食品保存への利用が可能である.ジ

ャガイモなどの根菜類の発芽防止には0.03-0.15

kGy，果物の熟度遅延には0.5-l.5kGy，また殺虫に

は0.1-1kGyのガンマ線照射が用いられる.線量を

1-10 kGyまで高めれば食品の殺菌が可能である.病

院食や宇宙食の完全殺菌(滅菌)には10kGy以上の線

量が必要である.

3.食品照射の安全性に関する国際機関の活動2)

食品照射の安全性については1970年代にFAO/

IAEA/WHO合同専門家委員会を中心に物理，化学，

微生物，毒性，栄養等あらゆる方面から検討された.

当初は放射線照射特有の分解生成物が生じるとの考え

方から，これを食品添加物と見なして研究が行われた.

しかし，その後，放射線分解生成物の量は， 60 kGyま

での照射では 1mg/l王g以下であり，その大部分は加熱

など他の物理的処理によっても生じることが明らかに

なった.さらに食品の成分と照射条件が明らかであれ

ば，照射生成物の種類や生成量の推定が可能となり，

このような放射線化学的な知見が時間と費用のかかる

動物試験を減らす補助手段として毒性評価に利用でき

ることが示された.これらの知見をもとに照射食品の

有害性が観察された研究論文を注意深く再検討した結

果，有害性はすべて否定された.以上の結果を受けて

1976年には「食品の照射処理は加熱処理と同様な物理

的処理である」という勧告が出された.さらに1980年

には放射線照射食品の毒性学的安全性，微生物学的安

全性，栄養学的適格性の 3項目を包括した概念である

健全性についての結論がまとめられ， rsoco， 137CSから

のガンマ線， 5MeV以下のエックス線， 10MeV 以下の

電子線を用いる限り， 10 kGy以下の照射ではいかなる

食品も毒性を示すことはなく，従って10kGy以下の放

射線照射を受けた食品については毒性試験は必要がな

い.Jという安全宣言が採択された.これを受けて国際

微生物学連合の国際食品微生物学・衛生学委員会は，

1982年にコペンハーゲンで会議を開催し，食品照射の

徴生物学的安全性が再検討された結果，上記の安全宣

言が追認された. FAO/WHO食品規格委員会 (FAO

とWHOが合同で運営する組織で，食品の加工・処理

法，表示等に関する国際規範を作成)は，食品に10kGy 

以下の線量の放射線を適切に照射して国際間で流通さ

第 65号 (1998)

せるための基本的な規格として r照射食品に関する国

際一般規格」と「食品照射実施に関する国際規範」を

作成し，これらは1984年に採択された.また1986年に

はEC委員会においてこの結論が是認され，放射線照射

食品の安全性を確認するための動物試験はこれ以上行

う必要性がないとの見解が確認された.同時に英国，

米国， 日本など各国においても独自の検討が成され，

同等の結論が得られている.また昨年 9月には上述の

FAO/IAEA/WHO合同専門家委員会においての

1980年の結論でのべられている"10 kGy以下の照射。

という制限事項が撤廃されたへ

1996年のIAEAの資料によれば食品照射の許可国は

現在38カ国で，そのうち32カ国で実用化されていると

いう.1984年にFAO，lAEA， WHOの後援により設立

された国際食品照射諮問グループ(ICGFI)では各国で

の食品照射の進展状況の評価，食品照射の利用に関し

て国際機関や各国に助言を行うこと，及ぴ情報の提供

などの活動を行っており， 45ヵ国(1996年現在)が参

加している(残念ながら日本はオブザーバー参加のみ

にとどまっているい.これらの国々で最も多く照射が

許可されている品目は香辛料であり，現在年間10万ト

ン以上が照射されているといわれている. しかし照射

食品の流通に関してはまだまだ問題が多く，各国の規

制が各々異なることも障壁のひとつである.この様な

状況を打開するために1988年12月には「食品照射の受

容，規制，貿易に関する国際会議」がジュネーブで開

催され，食品照射を一般に普及させ，これを実現する

ためには食品照射に関する知識普及活動及ぴ食品照射

の適切な管理とそれを保証するために必要な放射線照

射の検知法の開発の必要性が指摘された.後者に関し

ては， 1990年から1994年の 5年間 r食品の照射処理の

検出法に関する国際プロジェクト (ADMIT)Jが実施

された.その結果，骨付き肉やエビなどの甲殻類に対

するESR法，香辛料に対する熱ルミネッセンス法，肉

類に対するシクロブタノンや脂質分解生成物の測定法

など有望な方法が整備され，食品の種類に応じて最適

の方法を選択すれば，実用化されている照射食品の多

くは検知可能となってきた. ドイツや英国ではすでに

照射香辛料及びハープに対して熱ルミネッセンス法を

公定法として採用しており，欧州連合 (EN)おいても

CEN (European Committee for Standardization)が

中心となり上記の検知法を用いた標準法の設定作業が

進んでいる.米国においても同様の動きがある 5)
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4.欧米と我が国における食品照射の現況

EUにおいては1993年の市場の統一に向けて加盟国

聞の輸出入の規制の一元化を図ってきたが，傾射食品

の取扱については1989年以来食品照射の許可国(フラ

ンス，ベルギー，デンマーク，フィンランド，オラン

ダ，イタリア，スペイン，イギリス)と禁止国(オー

ストリア， ドイツ，ルクセンプノレグ，スウェーデン)

の間でいまだに折り合いがついていない.幸い食品照

射許可圏内では照射食品の流通が順調であり，目立っ

た反対運動はないが， ドイツでは例外的に大きな反対

勢力があり，政府に対しても強い影響力を及ぽしてい

る.但し，輸出向けの食品照射はドイツにおいても許

可されている付.

米国では1960年代に許可されていたコムギ(殺虫)， 

ジャガイモ(芽止め)の照射に加えて食品医薬品局

(FDA)による独自の安全性検討の結果， 1985年に線

虫の殺滅を目的とした豚肉の照射が許可され， 1986年

には香辛料，ハーブ，酵素製材，野菜，果物， 1992年

には鶏肉(食中毒菌の殺菌)， 1997年12月3日には病原

性大腸菌0-157;H7株を含む食中毒菌の殺菌を目的と

した牛肉の照射が許可された7) その間1986年，フロリ

ダ州での照射マンゴの販売を皮切りに，翌年，南カリ

フォルニアでの熱帯果実，またミズーリ州でのリンゴ

の試験販売が行われ，いずれも好成績を上げた6) 現在

では1992年に設立された食品専門の照射会社Vin-

dicator社(現在はFOODTECHnology社と改名)， 

1992年以来照射食品の販売を行ってきたシカゴ近郊の

食料品ストア， Carrot Top社を中心に流通規模は小さ

いもののイチゴ，オレンジ，ハワイ産の熱帯果実(パ

ノfイア， リーチなど)鶏肉などの照射食品の販売が軌

道に乗りつつある 8) また最近では牛肉の照射の申請

を行った照射会社Isomedix社の活動も見逃せない.最

近行われた全米の消費者に対するアンケート調査にお

いても，食品の放射線照射に対して懸念を示した消費

者の割合が残留農薬や他の要因を挙げた消費者の割合

に比べてはるかに低いことが明らかにされている.

1993年の調査では，食品照射という 言葉を聞いたこと

がある消費者の比率が全体の72%に達している一方，

そのうちの88%は食品照射についての理解が乏しし

また30%が照射食品は放射能で汚染されていると考え

ているへ昨年 5月に開催された第10回国際放射線プ

ロセス会議(IMRP-10)においても，食品照射に対す

るマスコミや食品業界の反応は非常によくなり，食中

毒を予防する安全な消毒法として好意的に取り扱われ

るようになったことが報告された.現在でも食品照射
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の反対運動グループ rFoodand Water J の活動は続

いているが，その影響力は急速に弱まりつつある.食

品照射に対する反応がこのように好転したきっかけは，

1991年12月13日に放映された米国ABCネットワーク

のニュース番組20/20であり，そのなかで反対運動グル

ープの論理の矛盾が指摘されたことが視聴者に良い影

響をもたらしたとのことである. しかしながら照射食

品の流通量は依然として少なく，食品照射の導入に臆

踏している企業が多いのが現状である.

一方，わが国においては上で述べたように1960年代

から1980年代にかけて，ジャガイモ，タマネギ.米，

小麦，水産練り製品，ソーセージ， ミカンについて食

品照射の安全性に関する検討が行われ， 1972年にジャ

ガイモの照射が許可された.以来20年以上の長期にわ

たり，ジャガイモの芽止め照射が行われており，最近

では毎年 1万5千トン程度の照射ジャガイモが国内市

場で流通している.これは世界で一番長い稼働実績で

ある.それにもかかわらず放射線やジャガイモ照射な

どに対する消費者の意識に関して，一般の消費者を対

象とした意識調査は行なわれていなかった.関西地域

では筆者の所属する大阪府立大学先端科学研究所を含

む放射線に関連の深い 9団体が「みんなのくらしと放

射線」知識普及実行委員会を組織し， 10年以上に渡り，

小学生や一般市民を対象に放射線及び食品照射を含む

関連技術の正しい知識普及を目的として夏休みの時期

に「ラディエーションフェア ーみんなのくらしと放

射線一」を開催してきた.この機会を利用して1996年

に筆者らは参加者が放射線や照射ジャガイモに対して

どのような印象を持っているかに関するアンケート調

査を行った10) その結果，高校生以上の回答者で芽止め

ジャガイモの存在について「知らなかった」と答えた

のは回答者全体(1415名)の約 6割に達し，米国の消

費者に比べて日本の消費者間で食品照射の知名度がは

るかに低いことが明らかになった.食品について日頃

気になることについて尋ねると"新鮮さヘグ食品添加

物。を選んだ者が上位を占め，放射線照射を選んだ回

答は 1害IJにも満たなかった.興味深いことに回答者全

体の約 6害IJが小学校時代に。放射線。という 言葉を初

めて認識しており，そのおよそ 8書IJが学校の授業また

はマスコミを通じて知ったと回答していた.このこと

から放射線や食品照射の知識普及における小学校教育

の重要性が指摘された.また昨年4月25日から 5月5

日に開催された r'97食博覧会・大阪」においては宇宙

食の衛生管理のために放射線照射が行われていること

がパネル紹介されるとともに，関西電力株式会社出展

放射線化学



のブース内に食品照射の紹介パネルが展示された.

5.終わりに

このようにわが国では食品照射に対して明確な反対

意識をもっ消費者は少ないが，欧米先進諸国において

は病原性大腸菌0-157;H7株による大規模な食中毒に

対する重大な懸念や臭化メチルなど地球環境保護の立

場から使用を禁止することが国際的に合意された薬剤

による農産物の煉蒸処理の代替技術として食品照射が

徐々に市民権を得てきている様子が伺える.昨年末の

米国における牛肉の放射線照射許可もこれを反映して

いるといえよう.さらに米国農務省では薬剤煉蒸の代

替と して放射線照射を採用することをすでに決定して

いる様子である.世界貿易機関 (WTO) においては，

先に述べた国際食品規格に基づき，食品の国際流通が

規制されることになっており，照射食品はこの規格に

おいて安全性が保証されているため，消費者による照

射食品の受け入れが促進されると同時に食品産業によ

る放射線照射の利用が活発化すれば，照射食品の国際

流通が促進される日も遠くないものと思われる.

しかしながら，わが国のマスコミからは有効な食品

の衛生処理法としての食品照射の存在がほとんど報道

きれなかったため，一般にはほとんど伝わっていない

のが現状である.わが国最大の食糧輸入相手国である
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米国の状況がわが国における食品照射の未来にどのよ

うに影響するかは興味深い問題である.
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カクテルビーム加速技術

日本原子力研究所高崎研究所 荒川 和夫

AVFサイクロトロンは， H， Heなどの軽元素から

Kr， Xeなどの重元素までの種々のイオンを幅広いエ

ネルギ一範囲で加速することができるという特長をも

っている.日本原子力研究所(原研)のAVFサイクロ

トロンは，主として材料科学やバイオ技術などの研究

分野に利用されている.この分野における利用の特徴

は，一回の照射時間が短く，イオン種・エネルギーお

よびビーム電流値を頻繁に変えるという実験が多いこ

とである.材料科学やバイオ技術の研究分野では，物

質のイオン照射効果を評価するための基本的なパラメ

ータが線エネルギー付与 (LET)である.ターゲット

物質に入射する粒子・エネルギーを変えることにより

LETを変えることができる.このため，同一マシンタ

イム内で複数のイオン種やエネルギーを利用したいと

いう実験者の要望が強い.また，サイクロトロンの稼

働率の向上とマシンタイムの有効利用を図るためにも，

イオン種とエネルギーの変更を短時間で行うことが重

要である. しかしながら，サイクロトロンでは，次に

示すような理由により，イオン種・エネルギーを変更

するために長時間が必要である.原研AVFサイクロト

ロンでは，イオン種やエネルギーを変更するために，

100個以上の運転パラメータを変えることが必要であ

る.ECRイオン源とイオン入射ラインで変更すべきパ

ラメータ数は約 30個で，主としてイオン源における元

素の切り替え，イオン化条件および入射ライン電磁石

の磁場強度の変更である.サイクロトロン本体で変更

すべきパラメータ数は約 40個で，主に磁場強度，加速

電圧， RF周波数などである.外部ビーム輸送ラインで

Cocktail Beam Acceleration Technique 

は， -40個のパラメータ数で，電磁石の磁場強度の変

更である.特に，サイクロトロンでは，イオンエネル

ギーに合致した精度良い等時性磁場を必要としている

が，主電磁石のヒステリシス効果による残留磁場がそ

の再現性を損なう原因となっている.そこで，原研

AVFサイクロトロンでは，残留磁場の影響を少なくす

るために，主電磁石をサイクリック励磁している.こ

のサイクリック励磁には， 30分程度必要で，その後磁

場が完全に安定するためには，さらに 1時間程度が必

要である.サイクロトロンでは，イオン種・エネルギ

ーを変更するさいに，セットするパラメータを前もっ

て十分に調整したものを用いても，イオン源からビー

ムライン末端の実験チェンパーまで高効率でビームを

加速・輸送するためには， 1 -2時間必要であるとい

う欠点を持っている.

原研AVFサイクロトロンでは，この欠点を解決する

方法としてカクテルビーム (CocktailBeam)加速技

術を開発した.

カクテルビーム加速技術とは，質量Mと電荷Qの比

(M/Q)がほぼ等しい複数のイオン種が混在した状態

で，同時にサイクロトロンに入射し， 1 -2個の少な

いパラメータの変更のみで，サイクロトロンより号|き

出すイオン種を短時間に切り換えるという技術である.

カクテルビーム加速技術は， M/Qのほぽ同じイオン

種は，同じ等時性磁場とRF周波数を用いることによっ

て，加速することができるという原理をもとにしてい

る.サイクロトロンにおいてイオンを加速するときの

等時性の条件は，次の式で表せる.

J apan Atomic Energy Research Institute， Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment 

Kazuo ARAKA W A 
(連絡先)干370-1292高崎市綿貫町1233
日本原子力研究所高崎研究所放射線高度利用センター

Tel : 027-346-9631， Fax: 027 (346) 9690， E-mail: kazuo@taka.jaeri.go.jp 
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2 7r f~F =~之 B-
h M mo 

( 1 ) 

ここで， fRF はRF周波数， hは加速ノ、ーモニクス数，

Qはイオンの電荷数， Mはイオンの質量数， m。は原子

質量単住， Bは磁場強度である.

(1)式から明らかなように， fRF はM/Qに逆比例して

おり， M/Qがほぼ同じイオンは，ほとんど同じ条件で

加速されるので， RF周波数をわずか変えることによっ

てイオン種を選択できる.例えばイオン種によるM/Q

の差L1(M/Q)が1/1000程度の場合， fRFで10kHz程度

の変更で対応できる.

また， (1)式に示したように， M/QはBに比例するの

で，イオン種の違いによるL1(M/Q)分に相当するBを

変えることにより，イオン種を選別するというもう一

つの方法がある.すなわち， (1)式を満たす条件のM/

Qのイオン種のみが加速中に正規のビーム軌道を通り，

デフレクタ一入口に到達し，ビームを引き出すことが

可能である.他のイオン種は，L1(M/Q)分だけBと合

致しないため，ビーム軌道からのズレが生じ，デフレ

クタ一入口に到達できない. したがって，イオン種の

違いによるL1(M/Q)分の磁場強度を微調することによ

って，イ オン種を選択できる.サイクロトロンでは，

、電磁石で発生する磁場強度を補正する手段として，

トリムコイルを装備している.既に述べたように，主

電磁石の磁場強度を変えることは，その再現性に問題

を生じるが， トリムコイルを用いることにより，この

問題を解決できる.トリムコイルによる磁場補正量(L1

B)は，L1B/B= 10-4オーダーであるが，カクテルビー

ム加速では，L1B/B = 10-5オーダーの変更で対応でき

る.後で述べるが，加速イオン種の磁気剛性率の保持

という点からL1B/Bの変化量に制限がある.

また，非相対論的に扱えるエネルギー領域で，サイク

ロトロンにより加速した粒子の核子当たりのエネルギ

ーは，次の式で表される.

E 1 ... ..2 _ 1 ... ( .... _ fRF n ¥ 2 ~ = +mov2 = +mo( 2π J~F R制)三const ( 2 ) M 2 ".uv 2 ".U¥"''' h "'exc J 

ここで， vは速度， Rextは回転半径(この場合は引き 出

し半径)である.すなわち，運動エネルギーは，質量

に比例するので，イオン種に応じて異なるエネルギー

が得られる.

(1)式に示したように，サイクロトロンの主磁場強度

Bを一定に保持しているので，加速イオン種・エネルギ

ーを変更するさいの磁場の設定時間が不要である.ま

た，加速イオン種の磁気剛性率を一定に保持すること

によって，サイクロトロンから引き出したビームを，

第 65号 (1998)

実験チェンパーまで輸送するための電磁石の磁場強度

を変更せず，そのままの状態を保持できる. したがっ

て，核子当たりのエネルギーが同じであれば，イオン

種の変更が非常に早くできる.既に述べたように，カ

クテルビーム加速技術には， (1)加速周波数を変える方

法と， (2)磁場を変える方法の二つがあるが，ここでは

主として(1)の方法について述べる.

このカクテルビーム加速技術には， M/Qがほぼ同じ

全イオンを加速できるサイクロトロンと，ほぽ同じM/

Qを持つ異なったイオン種を生成できるイオン源が必

要である. ECR (Electron Cyclotron Resonance:電子

サイクロトロン共鳴)イオン源は，高電離重イオンを生

成する性能を具備しているので，ほぽ同じM/Qを持つ

数多くのイオン種を生成することができる.ECRイオ

ン源内に複数の元素を同時に導入し，ほぽ同じM/Qを

持つ複数のイオン種を同時に生成する.生成したイオ

ンは，分析電磁石で分離・弁別できないため，複数の

イオン種の混合状態，すなわちカクテル (Cocktail) 

状態，でサイクロトロンへ入射する.

20Ne4+ 
イオンビーム入射

15N3+， 20Ne4+， 40Ar8+， 84.くr17+

{ECRイオン源}

加速周波数

13.873MHz 

図 1 ECRイオン源で生成した 4種類(15Nへ
20Ne4ヘ40Ar8+およひr84Krl7+)のカクテルイオン

をサイクロトロンへ入射し，加速周波数を

13.783MHzに調整して， 20Ne4+イオンのみを引

き出す.
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表 1 M/Q='=75カクテルビームのパラメータ

イオン M/Q d例1Q)I(MlQ)
RF周波数

エネ(Mlei〈Vギ)ー
(MHz) 

15N3+ 
4.9995 +9.4x10-4 13.867 56 

却 Ne4+ 4.9976 +5.6x10-4 13.873 75 
40Af8+ 4.9948 。 13.881 150 

84Kr17+ 4.9354 -118.9x10-4 14.047 323 

表 2 イオン種 ・エネルギ一変更時間

変更方法 所用時間

従来法 1--2時間

カクテルビーム加速法 30秒--3分

カクァルビーム法を用いてイオン源でイオ
10--15分|

ン種を切り換える

サイク ロトロンへ入射した全イオン種のうち，サイ

クロ トロンのfRFを含む全加速ノfラメータは，カクテル

イオンのある 1つのM/Qに最適化されており，他のイ

オン種はム(M/Q)分だけfRFが合致しないため，加速の

途中でイオンの位相が加速位相より徐々に進んだり，

遅れたりして，次第に位相のズレが大きくなる.加速

位相領域から外れたイオンは，最終的に減速し，デフ

レクタ一入口まで到達できないため，サイクロトロン

から引き出すことができない.

図 1にM/Q='=75の15N3+，20Ne4+， 40Ar8+およぴ

84Krl7+イオンを用いた場合についてのカクテルビー

ム加速技術の概略を示す.また，表 1に主要なパラメ

ータを示す.

M/Q与5のカクテルイオンをつくるために，窒素(N

-15濃縮ガス)，アルこずン，ネオンおよびクリプトンガ

スを同時に，又は混合してECRイオン源に導入する.

ECRイオン源で生成した15N3¥20Neヘ40Ar8+， 84Kr17+ 

の 4種のカクテル(混合)イオンは，分析電磁石で分

離できないので，そのまま同時にサイクロトロン内へ

入射する. M/Qミ5のカクテルイオ ンの場合， 150 

MeV40Ar8+を基準イ オン種としてサイクロト ロン調

整した.図 1には， RF周波数13.873MHz(表 1参照)

を選択することにより， 20Ne4+イオンをサイクロ トロ
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ンから引き出した例について示した.カクテルビーム

加速技術を用いた場合のイオン種 ・エネルギ一変更に

必要な時間をまとめて表 2に示した.

以上述べてきたように，カクテルビーム加速技術は，

(1)イオン種・エネルギーの変更が極めて短時間で可能

である， (2)変更パラメータ数が少なく，運転・調整が

極めて容易で、ある，などの特長をもっている.また，

カクテルビーム加速技術の応用することによって，イ

オン源で分離 ・弁別できないイオン種をサイクロ卜ロ

ンで分析し，同定することができる.

原研では，すでにM/Q与 5.0シリーズと4.0シリーズ

を宇宙用カクテルビームとして実用化している.また，

M/Q='=72 (フルストリッフ。イオン)シリーズについて

は，バイオ用カクテルビームとして現在開発を進めて

いる.カクテルビーム加速に使用できるM/Qのシリー

ズ数は， 一見少ないょっに思われるが，最近18GHz

ECRイオン源が実用化され，より重い元素まで多価イ

オンを生成することが可能となり，かっ固体 ・金属イ

オンも容易に得られるようになった.このため，例え

ばはぽ同じM/Qで 6種類以上のイオン種の組合せが

あり，カクテルビーム加速の可能なものは， M/Q='=7 

2.0， 2.3， 2.5， 2.8， 3.0 ・・・・・・・・・6.0シリーズなど30

通り以上が考えられる.近い将来，原研AVFサイクロ

トロンの運転は，ほとんどカクテルビームの組合せで

行われることになり，サイクロトロンのビーム切り替

え時間の問題が事実上なくなる日が来ょう.

これまで，分析電磁石で分離 ・弁別できないイオン

種は，加速器による加速粒子の対象からまったく外さ

れてきた.外されてきたというよりは，むしろ邪魔な

存在として加速器運転者を悩まし敬遠されてきた.カ

クテルビーム加速技術は，サイクロトロンの持ってい

る高い質量分離機能を利用し，分析電磁石では分離で

きないイオン種群を，サイクロトロンでのイオンの加

速・引き出し過程において分離するものである.本技

術は，これまで分離できず邪魔な存在であった複数の

イオン種の混合をAVFサイクロトロンにおける「粒

子 ・エネルギーの短時間切り替え技術」の切り札とし

て役立てたものである.
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東南アジアの放射線化学関連施設訪問

日本原子力研究所高崎研究所材料開発部照射利用開発室 吉 井 文 男

科学技術庁原子力研究交流制度及ぴ原研が結んでい

る二国間研究協力協定により，東南アジアを訪問する

機会がある.最近訪問した研究機関の放射線化学に関

連した施設とその照射施設を使って行われている放射

線加工の概要を紹介する.

バングラデシュ

平成 4年と 5年に一度づつバングラデシュ原子力委

員会に所属する原子力研究所 ・核科学研究所を訪問し

た.ここは空港から車で首都のダッカ市内を横切り 2

時間ほどのサパール市にある.広大な敷地内にトリガ

の小型原子炉とそれに付随した研究施設及び鉛遮蔽タ

イフ。の60Coのγ線照射施設がある.敷地内にはゲスト

専用の宿舎がある.夜中にはジャ ッカル(黒い中型犬

程度の大きさ)の遠吠えが聞こえ，餌をあさりに宿舎

の近くに出没する静かなところである.γ線を使った

研究は，天然ゴムラテックスの放射線加硫，重合反応、，

食品照射などの研究が行われている.写真 1は60CO照

射室内である 6
0CO線源(3万 5千キュリー)はパイプ

内にある.線源は鉛容器内で格納し，照射のときに空

気圧によりパイプ内の線源を照射台のところに押上げ

る.照射台の箱は目薬容器の滅菌である.この他に最

ー 近，チッタゴンに商業用を目的とした60CO( 4万キュリ

写真 l バングラデシュ原子力研究所・核科学研究所

のγ線照射室内(平成 4年 3月)
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一)の照射施設が完成した.

タイ

平成 8年にパンコックの東に位置しているモンクッ

ト王工科大学を訪問した.パンコック市内は交通渋滞

が激しいため，大学まで、はノ〈ンコック中心地のホテル

から40分ディーゼル電車を使い，学生と一緒に通った.

帰りは学生数人が買物や路上でのレストランを案内し

てくれた.大学では京都大学大学院工学系研究科西本

研究室で学位を取得したメレニ一助教授が中心になり，

高分子の放射線加工の研究が始まっていた.ポリエチ

レンとポリプロピレンのプレンドを相溶化剤を使って

よく混練して得たシートの照射効果に関する研究であ

る.大学には照射線源がないため，タイ原子力庁にあ

る60CO (2万 4千キュリー， 1991年)の小型照射装置，

ガンマセルを使い照射を行っている.この他に原子力

庁には鉛遮蔽タイフ。の60CO施設(15万キュリー)がある

が，この時は稼働していなかった.さらに，チュラロ

ンコン大学を訪問した.ここでは天然ゴムラテックス

の放射線加硫の研究が活発に行われ， 10万キュリー

の60CO線源の設置が予定されている 60CO線源はベト

ナムと同様にハンガリー製のものが導入される.

インドネシア

インドネシア原子力庁 (Badan Tenaga Atom 

National， BATAN)の中に放射線アイソトープ応用

センター (PusatAplikasi Dan Isotop Radiasi， P AIR) 

がある.プール遮蔽タイプの10万キュリー強の60COの

照射施設と低 (300keV) と中 (2MeV)エネルギーの

2台の電子加速器があり，東南アジアの中で最も放射

線加工が盛んなところである.当開発室とは東南アジ

アの中で最も関連の深い研究所である.

当研究所は放射線高分子加工の分野で1984年から二

国間研究協力を行っている. 5年ごとに研究テーマを

双方で見直し，両者で最も有効なテーマで協力研究を

行っている.第一期は天然ゴムの放射線グラフト重合
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による改質であった.接着剤や熱可塑性エラストマー

への応用試験が行われたり.第二期は放射線橋かけハ

イドロゲルに関する研究である 2) この成果は現在日

本の民間企業が創傷被覆材(傷口に貼り湿潤環境で治

癒を促進させる皮膚カバー材)に応用する目的で，平

成11年の実用化を目指し開発を進めている.倉Ij傷被覆

材は高齢化時代を迎え，老人用の床ずれの治療用とし

て大量の需要が見込まれている.第三期は環境に優し

い高分子材料に関する研究である.現在，放射線で改

質した生分解性ポリマーや生分解性ポリマーと非生分

解性ポリマーとのブレンド物の高温多湿の環境での微

生物分解性(土壌中)試験を行っている.また，群馬

大学工学部博士課程に所属しているPAIRの留学生が，

当開発室で研究を続け，生分解ポリマーのポリカプロ

ラクトンが融点直下で長い時間過冷却相を形成し，高

い確率で橋かけが起こる新しい事実を見出している 3)

この他に合板への電子線キュアリングの応用開発，天

然ゴムラテックスの放射線加硫，容器類やベビーパウ

ダーの放射線滅菌が行われている.

ベトナム

高分子の放射線加工の研究は，ベトナム原子力委員

会のもとでノ、ノイ市，ホーチミン市及ぴホーチミン市

から車で 5時間ほど内陸に入ったダラット市の 3カ所

で行われている.ハノイ市の60CO( 4万キュリー)のγ

線照射施設はロシア製で，ジャガイモの発芽防止用と

して設置したキャリヤータイプである.写真 2のよう

にキャリヤー(1)がレールに沿って照射室内(2)の線源の

周囲を回ることにより照射される.手術用ゴム手袋の

滅菌と照射した天然ゴムラテックスからゴム手袋の試

作が行われている.

ホーチミン市にある研究所では，平成11年の完成を

予定している60COの100万キュリーの収納能力のある

照射施設の建設が始まった 60COはハンガリーから輸

入し，初期は30万キュリーを設置し，主に医療用具の

滅菌に使う予定である.ここでは当開発室にIAEA研

修員として 2度来たことのあるドーン・ビン氏が中

心になり照射施設の設置を進めている.これが導入さ

れれば，ベトナムの放射線加工技術は一挙に拡大する

と思う.

ダラット市の研究所はトリガ500kWの小型原子炉

とその付随施設及び1983年に設置した6
0COのγ線照射

装置(写真 3)がある.試料の照射は筒(写真右上)

に入れ 60CO線源を周囲に配置した円筒内(径20cm，

高さ50cm)へ挿入して行われる.線量率は中心部で3

kGy/hrである.高分子の放射線加工の研究では，天然

ゴムラテックスの放射線加硫，天然高分子(海藻)か

ら抽出したアルギン酸ナトリウムの放射線分解による

植物成長促進剤の開発，蚊の発生を防ぐため，ポーフ

ラが食べると死滅する微生物のハイドロゲル表面への

固定化の技術開発といった，独自のアイデアを生かし

た研究が行われている.植物成長促進剤については，

写真 2 ベトナム原子力庁ハノイ市照射センター(平成 9年 1月) 写真3 ベトナム原子力庁ダラット

(1)照射キャリヤー

(2)照射室内
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研究所のγ線照射装置(平成

9年 1月)
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研究担当者を当開発室に招聴い稲やピーナツの成長

促進に最適な分解線量を明らかにした.ダラット地区

では，この技術がお茶やニンジンの裁培農家で，実際

に応用され，従来よりも収穫時期が20%から25%短縮

できるという好結果を得ている.ダラット地域は高原

地帯で，花(チューリップ，蓄蔽)や野菜の栽培が盛

んで，ハノイ市やホーチミン市の大都市に供給してい

る.このようにダラットの研究所は，地元の農業に直

結したユニークな研究を行っている.

ベトナムの 3カ所の研究所の共通した印象は，実験

器具や測定器などは十分整備されているとは言えない

が， とにかくあるもので成果を挙げるのだという意欲

が，いずれの研究者にも強く感じられた.

マレーシア

首都クアラルンプール空港から車で約一時間半を要

するセランゴール州にマレーシア核技術研究所

(MINT)がある.ここにはトリガ1MWの原子炉とそ

れに付随した施設がある.そこからやや離れたところ

のデンケル地区に放射線利用の研究所がある.そこに

は60COのγ線照射施設，国際協力事業団が設置した3

MeVの電子加速器及び低エネルギー加速器(キュアト

ロン)がある.γ線の照射施設では， 90万キュリーの60

Coを使い， 24時間フル稼働でマレーシアの最大の輸出

品である手術用ゴム手袋と検査用ゴム手袋の滅菌が行

われている.この施設はほとんどがゴム手袋の滅菌に

使われ，研究用に使う余裕がなく，実験には鉛遮蔽タ

イプのガンマセルが使われている. 3MeV電子加速器

の設置には，当研究所が協力した.天然ゴムラテック

スの放射線加硫技術の研究は順調に進展し，昨年 6千

トン/年の処理能力をもっ60COの加硫照射施設が完成

し，実用化が進んでいる.さらに，当研究所の環境・
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資源利用研究部，資源利用技術研究室とのこ国間研究

協力のもとで，オイルパーム廃棄物の飼料化の技術開

発が進んで、いる.これは発酵を経て飼料にする前に放

射線殺菌を行う技術であり，実用化を目指した評価が

行われている.

民間の放射線滅菌施設は 3カ所ある.その一つに

MINTの照射施設管理部門の技術者が移り，照射滅菌

サービスを行っているユニフィニ ックス社を訪問し

た 60COの収納容量は800万キュリーの照射施設であ

る.訪問時(平成 6年 6月)は100万キュリーが設置さ

れていた.放射線滅菌のうち， 85%が医療用具として

のゴム手袋で， 15%は他の医療用具である.運転は22

人で 3シフトで行われていた.

以上のように60COのγ線照射施設は，主に医療用具

の滅菌用として整備され，普及している. しかし，滅

菌用品は限られている.その他の利用としては，天然

ゴムラテックスの放射線加硫の実用化が始まった.電

子加速器は，高分子加工用としては，マレーシアとイ

ンドネシアに設置されているのみであり，これについ

ては，これからであり各国とも日本からの技術協力を

強く望んでいる.

参考文献

1) M. T. Razzak， F. Yoshii， K. Makuuchi， and 1. 

lshigaki， J. Appl. Polym. Sci.， 43， 883 (1991) 

2) F. Yoshii， K. Makuuchi， D. Darwis， T. lriawan， 

M. T. Razzak， and J. M. Rosiak， Radiat. Phys. 

Chem.， 46， 169 (1995) . 

3) D. Darwis， H. Mitomo， T. Enjoji， F. Yoshii， and 

K. Makuuchi， J. Appl. Polym. Sci.， 68， 

581 (1998) . 
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元会長 (1983-1984年度)

波多野博行名誉教授逝去

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

波多野博行先生を偲んで

本会会長波多野博行先生は本年 1月25日肺炎のため

急逝された.国際解析研究所所長としてご活躍中のこ

とで，享年73才というのはあまりにも早過ぎるご他界

である.

先生は昭和38年京都大学理学部の拡充計画の一環と

して新設された放射線化学講座の教授として着任され

て以来，国立大学理学部の中で放射線化学を呼称する

唯一の講座担当者であるということを強く自覚してこ

られた.先生は生物化学をご専攻になられた関係もあ

って開講当初から放射線が生体に及ぽす影響の理化学

的研究を目指され，生体関連物質の放射線照射で生成

するラジカルのESR，NMR，液体クロマトグラフィー

などによる研究を展開きれてきた.先生のご発想は時

に極めて大胆で単に狭義の照射効果の研究にとどまる

ことなしたとえば大気圏でのラジカルの存在の可能

性やその化学作用についてもいちはやく指摘されてい

たが，これは今日，オゾン層破壊の問題に関連して重

要な課題となっている.また， 一般には寿命の短いラ

ジカルを液体クロマトグラフィーという時間スケール

のまったく噛み合わない分離手法と結び付けることに

も成功されるなど，頭の硬い者には追従できない能力

を持ち合わせておられた.先生は人生万般において並

外れた指導力と行動力を発揮されてきたが放射線化、、

の研究においても，たとえばパルスラジオリシスの手

法を経験するため英国マンチェスター，クリスティー

病院のスワロ一博士のもとに赴かれて実験に参加され

るなど果敢に先頭を切って活動されてきた.そして恐

らくこの経験がきっかけになったものと思われるが先

生は生体内反応素過程の中の高速反応の重要性を深く

認識され，故林晃一郎先生などとともにこの方面の研

究の重要性を啓蒙してこられた.この点も今日， 電子
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移動過程などの高速反応研究の隆盛につながるわけで

ある.先生の科学者としての視線は終始，国内に止ま

らず広く海外に向けられ，お亡くなりになる直前まで

研究集会の組織など，活発な国際交流活動を続けてこ

られた.1972年の本会会誌 8巻， 14号の先生の寄稿文

を再読すると，本会にかかわりの深い国際放射線研究

会議(International Congress on Radiation 

Research)の第六回会議の招致(1979年に実現)にあ

たって先生が熱心に取り組まれたことが分かる.

放射線化学が一応の成熟を遂げたと思われる1980年

代に入る頃，先生の研究上のご関心は次第に物質の分

離，キャラクタリゼーションに向い，従来の分析化学

の概念を超えた分野の開拓に精力を注がれるようにな

った.昭和57年12月，先生は京都大学理学部放射線化

学講座から同分析化学講座へ移られ，新しい時代の分

析化学の樹立を目指してこれまでにも増して獅子奮迅

の活躍をされた.筆者は昭和49年 2月，理化学研究所

(今村昌先生主宰の放射線化学研究室)から波多野先

生ご担当の講座の助教授として赴任し， 57年暮れまで

講座の一員として，またその後，昭和63年まで教室の

同僚として波多野先生のお近くで過ごしてきたが， 講

座制をとっていた教室にもかかわらず先生は若輩の筆

者に対して干渉がましいことは一切なさ らなかった.

筆者はそれをよいことに随分勝手気ままに振る舞って

きたが今にして先生の度量の広さに唯々痛み入り，深

謝するばかりである.小事に拘泥せず， 一見， 豪放語

落なお人柄のよ うに見えたが先生は，ご自身に対して

つねに今，自分は何をなすべきかを自問自答されてい

たと思われる. 一再ならず「男の美学」ということを

口にされたが， 筆者はその都度， 警策に打たれる思い

で自らを省みたも のである.

放射線化学



ここに改めて先生との出会いの重みに思いを至し，心

から先生のご冥福をお祈り申し上げる.

(京都大学大学院理学研究科 志田忠正)

波多野博行名誉教授ご略歴

昭和22年京都帝国大学理学部化学科を卒業され，同

学部副手，助手，神戸大学理学部講師，京都大学理学

第 65号 (1998)

部講師を経て，昭和38年同教授に就任された.同63年

停年により退官され，京都大学名誉教授の称号を受け

られた.

京都大学退官後は，平成 4年 3月まで神奈川歯科大

学教授に就任された.

日本放射線化学会会長，日本学術会議第11期および

第12期会員.
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会員のペ ージ

放射線と研究室と私
「イヒ石の年代測定J. r香辛料の放射線殺菌の判定J.

これが放射線と現在所属している研究室と私とを結び

つけたキーワードである.

大学 1年時，私の学科には「応用物理学研究」とい

う授業があった.その授業では半年間研究室に配属き

れ，そこでそれぞれのテーマに沿った研究をし，その

成果を年末に発表するというものであった.(しかし，

この授業にはウラがあり，毎週水曜日は 4:20P.M. 

-9 :OOP.M.まで演習があり，そこで物理の基礎を徹

底的に叩き込まれる授業である.そして研究は空き時

間 {主に夏期休暇]に各自研究室の先輩と相談し，進

めよ. というものである.) 

その授業で私は現在所属している研究室で上記の研

究を行い，それがきっかけとなり今の私がある.当時

は「放射線=危険なもの」ということを信じて疑わな

かった私だったが，当時のMlの先輩に実験を懇切丁寧

に指導していただき，またその合聞などに「放射線」

についていろいろ教わった.その先輩には今でもとて

も感謝している.現在は企業で研究開発の仕事に携わ

っておられる.

それから 4年が経過し，巡り巡って昨年は私が新 1

年生の応用物理学研究の指導を行った.やはり「放射

線=危険」という概念の持ち主が多い.それには毎週

ゼミを行い，放射線の危険性や有用性を教えた.確か

に放射線は危険なものであるに違いない. しかし管理，

使い方を守れば人々にとって非常に有効かつ無限大の

可能性を拓いてくれる、道具。だと私は思っている.

それでも放射線というだけで忌み嫌う人々はまだまだ

たくさんいる.それは原発での事故，不祥事が報道さ

れ，放射線の悪い点だけについて触れられることが多

くなったからではないか.それにより放射線に対して

大きな誤解を招いているのが現状であろう .このよう

な悪いニュースばかりではなく，放射線を使った良い

ニュースを流す，すなわち我々が技術的に放射線の有

用性，素晴らしさを示し，誤解を解かねばならない.

そのため今後，放射線化学分野の一層の飛躍を期待し

ている.

(早大理工学総合研究センタ一 井上憲介)

放射線を利用してみて
放射線(電子線)を高分子に照射すると，架橋して耐

熱性能が向上します.私は，合成ゴムの一種であるス

チレンーイソプレンブロック共重合体に放射線を照射

して，その物性の変化を研究しています.架橋させる

方法にはいくつかありますが，放射線を用いる方法は

有害な硫黄や過酸化物が不必要，室温で反応、が可能，

線量の調整により架橋量を容易に制御できるなどの利

点があります.実は，大学院に入った当初は放射線と

は全く関係ない研究をしていました. しかし，思うよ

うな結果が得られなかったため，現在のテーマを研究

することになり，それなりの結果が得られました. し

たがいまして，放射線と出会ったおかげで卒業が出来

そうな状況です.このような理由て¥現在は，放射線

に対して良い印象を持っています. しかし，以前は，

放射線と聞くと原子力発電が思い浮かびました.原発

は事故，核燃料廃棄物などが問題となっていますので，
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放射線といえば危険なものだと認識していました. し

かし，自分が放射線を取り扱うようになって，放射線

はイオン注入による表面改質のように高い可能性をも

つものや高分子の耐熱性向上のように実用化されてい

るものがあること，そしてX線や中性子線は構造解析

に欠かすことが出来ないことを知りました.この様に

実際には多種多様の研究，実用化がなされているにも

関わらず，そのことはあまり知られていません.高校

や大学では放射線について，同位体のことや放射能の

半減期くらいしか学ぴませんでした.化学全般に言え

ることですが，実際に，どのようなことに利用されて

いるのかということを学校でも教えてくれれば正しい

認識を持つようになるでしょうし，興味を持つ人も増

え，放射線のイメージも変わるのではないでしょうか.

inoue-yoshihisa @c.metro-u.ac.jp 

(都立大工学部 井上芳久)
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-・ニュース.

第40回放射線化学討論会報告

第 1日目

第40回放射線化学討論会の第 1日は， 10月14日午後

から原研東海研講堂で行われた.放射線化学会学会

賞・技術賞・奨励賞の表彰式が最初に行われ，続いて

原研高崎研の幕内恵三氏が技術賞の受賞講演を行った.

天然ゴムラテックスの放射線加硫について，歴史的経

緯から本技術の国際的な重要性，技術的課題の克服へ

の道のり等をわかりやすくまとめられていた.

その後の一般研究発表では， 12件の発表が行われ，

発表内容は高分子，環境関連，真空紫外光や超音波に

よる化学反応，超臨界流体，正負イオンの中和反応，

パルスラジオリシスと半日の中でも多岐に渡り，放射

線化学の学際性が改めて伺われた.例年よりも質疑応

答の時間が長く(5分)設定されていたが，議論はなか

なか時間内には終わっていなかった.

筆者の興味をヲlいた発表についてふれる. 1002 (広

大工・桜井ら)は，高分子のグラフト鎖長を制御する事

を試み，グラフト鎖の運動性を磁気共鳴法によって調

べていたが，物性の変化について今後の進展が期待さ

れる. 1006 (原研高崎研・越川ら)はポリビニルカルパ

ゾールを高温下で電子線・ガンマ線照射すると室温照

射に比べ架橋が促進きれるという報告であったが， EL 

素子としての特性がどうなるのかについての結果に興

味が持たれた. 1003 (群馬大工・Darwisら)では，ポリ

カプロラクトンの放射線架橋について，溶融状態より

も過冷却状態の方が架橋効率が高いとしており，他に

も1005(東大工 ・Wuら)がポリエチレンの高温下での

照射効果を調べている等，照射温度の影響が関心を集

めている.

(原研高崎研工藤久明)

第 2日目

2日目は， 2件の受賞講演と23件の一般講演(口頭)

があった.パルスラジオリシス法を用いた研究が11件

あり，気相，液相，固相と様々な系について， レーザ

一光分解との組み合わせ，フェムト秒パルスラジオリ

シスを目指した装置の開発，低温パルスラジオリシス，

イオンパルスラジオリシスなど新しい手法も交えて研

究が発表された.
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イオン照身サについては，イオンノ、fルスラジオリシス

の他，発光とイオン化収率の測定，イオン飛跡内での

エネルギー付与の問題，イオン衝撃による 2次イオン

生成についての発表があった.いずれも，イオンビー

ムの照射効果の特異性に深く関わっており，討論時間

各 5分は短かった.

前回に引き続き，陽電子を用いた研究が 1セッショ

ン分(今回は 6件)発表された.高分子などの固体に

対する照射効果を調べる新しい手法として，また，新

しい放射線源として，放射線化学の観点からも興味深

い.他にも，アンモニアクラスターの生成と分解，ラ

ジカルイオン対の再結合発光における量子ビート，ポ

リシラン中のホールと電子の状態など多彩な研究が発

表された.

ここ数年，討論会の発表件数は増え，新しいテーマ

も多く，充実している. しかし，見直すべき点も出て

きていると思う. 一つは，やり方の問題，すなわち，

講演会場数，ポスターと口頭発表の割り振りなどをど

うするかという問題である. 1984年の東工大での討論

会から，それまでの 2会場すべて口頭発表という方式

から，口頭発表は 1会場，残りはポスター発表という

方式にかわり，これまで続いてきた. しかし，ここ数

年は発表件数の増加のため，この方式で行えるぎりぎ

りの件数になってきている.討論時間，ポスターの発

表時間などにしわ寄せが来ている.解決策としては，

口頭発表の件数を減らしてポスターにまわす， 2会場に

戻す，会期を延ばすなどが考えられるが，私は， 2会場

に戻すのが，良いのではないかと思う.口頭発表をポ

スターにまわすのは，現在でも世話人の裁量でやれる

のであるが，なかなか難しいだろうし，会期もこれ以

上は延ばせないだろうと考えるからである.

もう一つの問題は，企業や他分野からの参加者が少

ないことである.特に企業からの参加者は増やす必要

がある.企業に所属する理事にお願いする，研究室の

卒業生に声をかける，特別講演で数人招待してし まう，

応用放射線化学シンポジウムを討論会に組み込んでし

まうなど，方法はあると思う .

(北大工 小泉 均)
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第 3日目

第40回討論会は， 10月14日-16日，日本原子力研究

所東海研究所において開催された.会期中は，晴天に

恵まれ，潮風が気持ちょい原研構内とは裏腹に講堂で

は白熱した議論が交わされた.世話人である荒殿氏以

下スタッフ皆様の気配りの行き届いた応対のおかげで，

会は盛況のうちに幕を閉じた.

当学会は，参加者の研究対象，観測手段の幅が広い

ことが特色である.内容に偏りがあること，理解が浅

いことをご了承いただき，個人的に興味をもった幾つ

かの講演を簡単に紹介させていただく .

農水省の加藤氏は， 340
o

C，酸素不在下で電子線照射

したポリテトラフルオロヱチレン (PTFE)の19Fの団体

高分解能NMRスペクトルを報告した.化学環境の異な

る9種類のフッ素のピークは，架橋構造により生成した

分岐鎖のフッ素に帰属された.これは架橋構造の直接的

証拠となる.また，東海大の大島氏は，架橋構造のPTFE

にγ線照射を行い，分岐構造に特徴的なラジカル種を

ESR法で調べた.分岐型PTFEは優れた耐放射線性を

示す.実用化が待ち遠しい.阪大産研の真嶋氏は， 電子

線パルスラジオリシスと過渡吸収スペクトル法による

ジフェニルアセチレンのダイマーアニオンラジカルに

ついて報告した.フェニル基に導入した置換基の性質と

二量化の反応速度との関係から，アニオンラジカルは負

電荷-不対電子分離型の構造をもっと結論した.σタイ

プのスピンー電荷分離型アニオンラジカルが芳香族化

合物から生成することは興味深い.高エネ研の鈴木氏

は， 80K-300KのPTFE中におけるポジトロニウムの緩

和機構が非品部中の高分子鎖の動きと関連しているこ

とを実験的に示した.陽電子寿命測定法に関する六件の

講演のうち，高分子を対象にしたものが五件を占めた.

原研先端研の黒崎氏は， H6+クラスターの生成機構を非

経験的分子軌道計算法を用いて考察した.H6+クラスタ

ーには，e，とD2dの構造対称性をもっ二種の異性体が存

在し，これら二つの構造問では異性化が容易に起こる.

この異性化反応をH6+クラスターの安定性と関連づけ

ることで， H2+以外の偶数クラスターとしてH6+が大過

剰に生成する実験結果を理論的に裏付けした.京都大の

百瀬氏は，被γ線照射固体川ラ水素の赤外吸収スペクト

ルを報告した.国体ノfラ水素は，ゲスト分子の高分解能

分光測定が可能なマトリックスとして注目されている.

γ線照射によって新たに現れた複数のIR吸収は，奇数ク

ラスター(H3+ (H2) n)に帰属された.なお，これまでの

ESR法による研究では，被γ線照射固体パラ水素中での
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H2アニオンラジカルが報告されている(第39回放射線

化学討論会1009).また，上記黒崎氏らのH6+に関する

理論計算結果もある.これらのイオン種とIRスペクト

ルとの関連について，今後の研究の進展を期待したい.

以上の講演の他に，放射線照射の初期イオン化過程の素

反応，生物への放射線照射効果，放射線照射法による有

害物質の分解，イオンビーム照射効果等の一般講演があ

った(合計:84件;口頭:45件，ポスター:39件).

受賞講演(三件)について.山梨大学の平岡氏は，銀

河系の投影図をパックに，情熱溢れる講演をされた.

天然ゴムの改質技術実用化に関する原研高崎研究所の

幕内氏の講演には，日本放射線化学の世界的貢献を強

く感じた.凝縮相での分子の光イオン化過程に関する

物質研の加藤氏の講演は，筆者に関連した分野であり，

特に興味深かった.

また，原研の西氏による核融合実験炉に関する特別

講演があった.環境保全性が高いことから核融合炉は

基幹代替エネルギー源の第一候補である. しかし，克

服すべき技術的課題は多い.その中で耐中性子線材料

開発等の基礎研究は，放射線化学が貢献できる分野で

ある.欧米の放射線科学が衰退傾向にあるといわれて

いる今日，夢のエネルギー源実現に向けて， 日本放射

線化学の担う役割は一層重要になると感じた.

最後に，今回の討論会全般について個人的意見を述

べさせていただく.実は，筆者は，冒頭の"白熱"と

いう 言葉に少々跨踏した rひと昔前に比べると，皆お

となしく，議論が淡泊だJ. 当討論会を懸念する先輩の

そんな戸を東海村で耳にしたからである.これには，

放射線化学会の発展に伴い，参加者各人の研究内容の

専門化，細分化が近年特に顕著で、あることが一因 とし

てあるのかもしれない.口頭発表とポスター発表の件

数調整や時間配分を変えることで，議論の時間はかな

り確保できるようになる.このような対策で討論会が

活性化するか否かは分からない. しかし，討論会活性

化の必要性は，すでに既刊号においても指摘されてい

る.今後の検討課題としていただきたい.

活性化の対応策のーっとして，第39回から主に若手

が座長を担当することになった. しかし，今回，発表

時間が終了しているにもかかわらず， 一向に話し終わ

らない方が目立った.これでは，せっかくの若手登用

の意味がない.討論会は第40回を迎えた.筆者らの年

代は， 日本放射線化学会の基礎を作った方々の孫弟子

にあたる 三代続けば末代続く」といきたいものだ.

(広島大学工学部駒口健治)

放射線化 学
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応用放射線化学シンポジウム開催報告-1

第15回の標記シンポジウムが平成 9年11月17，18， 

19日の三日間開催された.今回は京大原子炉実験所と

阪大産研放射線実験所の 2会場を用いるシリーズ開催

が新しく試みられた.初日(17日)は京大原子炉実験

所において，原子炉の高度利用およぴ加速器からの先

端ビーム発生とその利用に関する 6件の講演が行われ

た.ここでは本シンポジウムの京大原子炉実験所会場

分の概要を述べる.

最初の講演は京大の日引俊氏による「中性子ラジオ

グラフィーによる混相流の可視化と計測」であった.

中性子ラジオグラフィーはX線ラジオグラフィーと相

補的関係にあり，実用分野にも新しい展開が予想され

る.講演では中性子ラジオグラフィ一法の基礎原理，

熱流動研究への応用とともに，現在問題となっている

中性子ラジオグラフィー画像定量化法，撮像系の時間

分解能および階調度に起因する計測誤差，低中性子束

場における中性子数と中性子ビームの並行度に起因す

る計測誤差，中性子ラジオグラフィー動画法によるボ

イド率計測制度の実験的検討，中性子ラジオグラフィ

一法の高時間分解能化について解説が行われた.

引き続いて癌放射線治療における粒子線の役割」

について京大の増永慎一郎氏の講演があった.近年高

齢者の癌羅患率および癌死亡率が増加し，治療後の

QOLを加味した機能温存癌治療法への期待が高まり

つつある.中でも粒子線を用いた外照射は非浸襲的な

治療法と呼ばれ，今日最も有用な癌治療法の一つであ

ると考えられている.講演では陽子線，重荷電粒子線

とともに有望視されている中性子捕捉療法について解

説が行われ，腫傷への中性子捕捉化合物のより選択的

な集積，熱・熱外中性子混合ビームを用いた深部での

熱中性子フルエンスの増強を目指した最新の研究につ

いて紹介があった.

原子炉中性子と の核反応で生成される不安定核をビ

ームとして取り出す技術は新しい核種の探索や原子核

構造の研究を大きく進展させており，また，不安定核

を物質内部もし くは界面のプロープとしたミクロスコ

ピックな動的挙動や構造の研究にも利用されている.

これらの話題に関し京大の大久保嘉高氏から「不安定

核ビームとその応用」と題して講演があった.内容は

第 65号(1998)

不安定核ビーム生成装置を用いたB-14とB-15の電

磁モーメントの測定，オンライン同住体分離装置を用

いた質量数150近辺の新しい核種の探索実験，銅の表面

に不安定核In-111を軟着陸させ摂動角相関法により

不安定核のサイトを決めた実験の紹介であった.不安

定核を用いる核的手法はユニークな物性研究の手法で

あり，新物質創製への展開など新しい進展が期待され

る.

4番目の講演は京大の海老津徹氏による「冷中性子

スピン干渉実験とその応用」であ った.冷中性子スピ

ン干渉とは講演者らがごく最近観測に成功した実験で，

スピンのコヒーレン卜な重ね合わせの原理に着目し，

中性子波をスピン固有状態により部分波に分割すると

いう新しい原理に基ずく干渉実験である.ここでの応

用は産業界等実用的な分野への応用などとは全く異な

り，物質波による量子力学的原理の解明，即ち中性子

の基礎物理学分野への応用である.放射線化学の分野

ではめったに聞けない斬新な話題であった.講演では

スピン干渉実験の原理，スピン干渉計，多層膜スピン

スプリッターによるスピンの量子回転現象などの解説

や紹介があった.

原子炉の高度利用に関する以上の講演に引き続いて，

東北大の柴田行男氏から電子ライナックによる「新し

い遠赤外自由電子レーザー」の講演があった.電子ラ

イナックの短ノfンチビームを磁場中の光共振器に導き，

パンチから放射されるコヒーレントなシンクロトロン

放射の波束を共振器で折り返し，後続するパンチと重

ね合わせるとコヒーレント放射光の誘導放射が観測さ

れたという報告である.光共振器からの出力はライナ

ックの加速周波数の高調波からなる準連続なスペクト

ルであり，分光するだけでサブミリ波・ミリ波領域に

おける任意の波長のレーザ一光が得られるのでこの領

域における強力な光源ともなり得る.共振器中でのモ

ードとスペクトル幅との関係，出力パワー，従来の自

由電子レーザー(同調可能な単色出力)との相違・特

徴について議論があった.

最後に京大の高橋俊晴氏は「ミリ波コヒーレント放

射の光源化と利用」に関する講演を行った.講演者は

京大原子炉の電子ライナ ックでコヒーレント遷移放射
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を光源としたミリ波分光ビームラインを自作しており， ギー準位J= 2→ 3から J=20→21の遷移)の美しい

ミリ波領域における新しい強力光源として今後の利用 観測例が示された.

展開が期待きれる.分光装置はマーチン・パプレット

型フーリエ干渉計とシリコンポロメーターから成り，

ミリ波全域にわたるスペクトルのその強度は既存の高

圧水銀灯より 4桁以上大きし試料位置での光線のス

ポットサイズは光学素子の回折効果のために波長によ

り少し異なるとのことである.講演では以上の報告に

加えて，亜酸化窒素ガスの純回転スペクトル(エネル

京大原子炉実験所で開催された本シンポジウム初日

の講演内容は同所の出版物KURRI-KRシリーズを

利用して「粒子線の高度利用 (II)Jの題で出版される

予定である.詳しい内容を知りたい方，ご関心のある

方は世話人まで請求されたい.

(京大原子炉実験所松山奉史)

第 3回低温化学セミナー「トンネル反応と量子媒体」報告

従来，化学では77K以下の低温を化学反応を抑え，反

応中間体を安定に捕捉する手段として用いて来た.低

温におけるトンネル反応の発見は， 4Kという極低温で

も化学反応は起こり，低温化学に動的な側面を与えた.

この結果，新低温化学が誕生した.低温化学セミナー

はトンネル反応およぴその周辺分野の課題を取り上げ

て新低温化学の確立を目指している.セミナーを開催

するにあたって，日本原子力研究所先端基礎研究セン

ター又は科研費重点領域研究「多自由度トンネル」か

らの援助を受けている.報告集を英語で書き，それを

国内外の関係者(約200人)に配布している.既にアメ

リカ，ロシア， ドイツの研究者から配布や引用の希望

が寄せられている.これまでに開催されたセミナーと

今後の予定は次のとうりである.
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1995年7月「トンネル反応と低温技術」

(東海於;原研援助)

1996年8月「トンネル反応と生物学」

(東海於;原研援助)

1997年7月「トンネル反応とマトリックス単離」

(宮島於;多自由度トンネル援助)

1997年10月「トンネル反応と量子媒体」

(東海於;原研援助)

1998年6月「トンネル反応と有機反応J (予定)

(札幌於;多自由度トンネル援助)

1998年8月「トンネル反応と理論J (予定)

(東海於;原研援助)

1999年7月「第 3回低温化学国際会議J (予定)

(名古屋於)

このような中で， 1997年10月13日-14日， 日本原子

力研究所東海研究所において，第3回低温化学セミナー

「トンネル反応と量子媒体」が開催された.参加者は

40名で，特に低温化学と低温物理学との接点について

活発な討論がなされた.次に，セミナーの内容を簡単

に紹介する(敬称略).量子媒体とは固体水素や液体ヘ

リウムを指し，これらの媒体では量子効果が顕著に現

れる特色を持っている.これまで量子媒体については

物理学の面から研究対象とされていたが， トンネル反

応を含めた化学の立場から見ても非常に興味深い研究

対象である. 固体水素のセッションにおいて，熊田等

(原研先端研，名大工)は，国体パラ水素中のH2-アニ

オンの減衰拡散速度が5K以下では温度の低下と共に

速度が速くなるという奇妙な現象を見出し， 量子 トン

ネル拡散の重要性を指摘した.市川(北大工)は，国

体水素中で最近発見されたH2-アニオンが何故国体中

で安定に存在するのか，理論的解釈を与えた.百瀬(京

大理)は，固体ノfラ水素中でCD3+H2→CD3H+Hはト

ンネル反応を起こすがCH3は反応しないという面白い

同位体効果を見出した.長柄等(阪大基礎工)は，超

高圧固体水素の相転位について理論的立場から実験デ

ータも含めて発表した.歴史的に興味が持たれている

金属水素は500万気圧程度で現れると推定している.実

験的には250万気圧まで達成されており，夢の物質誕生

までもう一息である.液体ヘリウムのセッションでは，

荒殿等(原研先端研，名大工)は，液体ヘリウム中で

核反応(3He(n，p) T)を用いて反応活性種(トリチウム)

を作る方法を考案した.これにより T+H2 (D2) 反応

において著しい同位体効果(150倍)を観測し， トリチ

ウムのトンネル反応を初めて明確にした.水崎等(京

放射線化学
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大理)は，液体ヘリウム表面上でのH (D)原子の再結 るものであり，選択性の要因として溶質の局所運動が

合反応を極低温(lK以下)で研究し， H原子よりもD原 重要であると指摘した.飛田等(群大工)は芳香族化

子の方が寿命が短いことを見出した.低温物理学から

基本的化学反応へのアプローチは反応論の新しい試み

といえる.佐藤武郎(東北大理)は，超低温(- mK) 

において，液体ヘリウム (3He-4He混合液)のトンネ

ル効果による相分離の発表があった.過冷却液体ヘリ

ウム中で数千個のHe原子の集団がトンネル効果によ

って拡散し相分離を行つといっ現象は， トンネル効果

による宇宙の誕生とも関連しているような気がした.

薮崎(京大理)および高見(理研)によって，液体ヘ

リウム中の原子の分光学の発表があった.液体ヘリウ

ム中で原子はバブルを形成し，その結果気体とは異な

ったエネルギー状態となり特有のスペクトルになる.

これは日本で開拓 ・発展されつつある分野であり，今

後液体ヘリウム中での分子の分光，さらに化学反応へ

と展開できる可能性を秘めている.有機化合物におけ

るトンネル反応のセッションでは，熊谷等(原研先端

研，名大工)は，ネオペンタンーアルカン混合系にお

けるH原子の高選択的反応に対する温度効果をESRお

よびESE(電子スピンエコー)法を用いて研究した.

この反応の温度依存性からH原子はトンネル反応によ

合物の光化学反応の中間体においてみられる分子内H

原子移動反応について報告した.同位体効果並びにそ

れの温度依存性から，これらがトンネル反応であると

結論した.高柳等(原研先端研)は， ミュオニウムと

F2分子との反応における非アレニウム型温度依存性

について理論的に検討した.ミュオニウムとF2とがフ

ァン ・テール ・ワールス型の錯合体を形成するというポ

テンシャルエネルギ一面を用いることにより，実験結

果を説明した.Kasai (lBM)は，低温マトリックス中

におけるH(Al，Li) + HC三 CH付加反応において， 立

体選択性があることについて理論的に検討した.塩谷

(広大工)は，部分的に重水素化したカチオンラジカ

ルの骨格構造変化の速度をESRスペク卜ルの解析か

ら検討した.骨格構造の変異速度の温度依存性からト

ンネル効果の関与を指摘した.最後に佐藤伸(東工大

名誉)と高椋(福井工大)から，本セミナーに関する

コメントが述べられた.1999年には低温化学の国際会

議を日本で開催する予定であり，多くの放射線化学者

の発表・参加を切望している.

(名大工 ・原研先端研宮崎哲郎)

第10回放射線フロセス国際会合報告

放射線照射の産業利用及び応用 ・基礎に関する総合

的な会合である第10回放射線プロセス国際会合

(IMRP)は昨年 5月12日から16日まで米国カリフォ

ルニア州アナノ、イムで開催された.今回の会合は世界

のトップをいく米国の照射産業界が中心となり，医療

品滅菌及び食品照射のトピックスに焦点を合わせた.

その結果アカデミックでグローパルな色彩は弱くなっ

た

参加者は主催者側によると約50か国から350人との

ことで，米国以外では多い順に，中国35，カナダ30，

日本23，ロシア19， ドイツ14，英国12，中国を除く東

南アジア11などである.特に中国が多いこと，東南ア

ジアが少ないことが目立った.米国を含めて研究者の

参加が約100人と少なく，かっその大部分は途上国から

であった.

初日の基調講座では，まず，カナダMDSNordion社
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のMorrison氏が医療品滅菌を中心とする放射線加工

産業の急速な発展の現状をいくつかの数値統計の上で

確認するとともに，途上国での医療産業が急速に成長

したり，米国における食品中毒の最近の広がりが食品

照射の消費者による受け入れを促進しており，放射線

加工がヘルスケアの新しい手段として広く認められつ

つあることを強調した.

続いてIAEAの町末男氏が天然ゴムラテックスの放

射線橋かけ，耐熱性ケイ素系繊維，テフロンの橋かけ

等の高分子加工技術の開発で原研が中心となって成果

を挙げていることを述べるとともに，食品照射の普及

が進むなかで， IAEAが医療品滅菌を含めて40以上の

照射施設を発展途上国に供与してきた実績を強調した.

また，ポーランドや中国で進行中の工業規模プラント

による石炭燃焼廃ガス処理，放射線不妊化処理による

ツェツェ蝿根絶等のアフリカにおける途上国の環境保
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全を目的とした放射線利用の技術移転事業が進みつつ ストダウンの努力がなされている.コンクリートで遮

あることが報告された. 蔽された部屋構造の代わりに鉛や鉄による局所遮蔽の

最後に米国のSilverman教授から第 9回会合以降亡

くなられたCharlsby教授及びMarkovic博士の功績を

称える追悼のことばがあった.

今回の会議では新規加工プロセスの開拓よりも，放

射線加工産業としての展開方策，照射製品に対する品

質保証の標準化消費者の受容性，企業戦略としての重

点化や経費節約といった産業界の話題を優先する傾向

が強く感じられた.特に最終のパネル討論「放射線加

の将来展望」におけるトピックスが産業として定着

した放射線プロセスの業界としての市場展開に集中し

た.このため，放射線加工の新しい挑戦，途上国との

国際的な交流・協力等の広い視野からの討論が企画き

れなかったことに会場の参加者から批判があり，今後

のIMRPの方向づけに課題を残した.

筆者はポスターセッションで， TIARAにおけるイ

オンビーム操作・照射によって得られた特徴的な最近

の研究成果，イオンビームの線量計測技術の研究成果

等を紹介し，放射線加工処理の研究コミュニティへ向

けてTIARAの活動の周知を図った.しかし， IMRPの

これまでのスコープを超えた内容にも興味を示す先進

国からの研究者の参加が非常に少ないのは残念で、あっ

た.以下に筆者が参加したセッションに限定してそれ

らの要点及び印象を述べる

新しい照射施設については，特に米国における医療

品滅菌工程での酸化エチレンの使用禁止を受けて，地

域あるいは病院での少量多品目の滅菌需要に柔軟に対

応できる低コストの小出力電子リニアック施設及びガ

ンマ線照射施設の開発に関心が集まった.前者では照

射・搬送設備や放射線遮蔽体まで含めた施設全体のコ

みを採用する試みも現れた.現在医療品滅菌生産のう

ち電子線法が占める比率はまだ 7%であるが，低コス

トのリニア ックが受け入れられて普及すれば，今後こ

の比率の急速な増大が予想、される.

線量計測技術については， ASTMは個別の線量測定

法，種々の照射方式，計測の不確定さ評価法を含む計

測標準等を対象とした20の主要実施基準をすでに成文

化した. ISOのTechnicalCommittee85はこれらの実

施基準をまとめて標準として採用するため，作業グル

ープを設置し， ASTM側と協力して両者の整合性をと

る一連の作業を進めていることが今回報告された.

ASTM基準がISO基準に組み込まれると，これまで各

国が単に採用を推奨されていた実施基準が採用を義務

づけられる方向になる.こうした標準化が進行するな

かで，線量計測の関心事は諸基準に合致する工程管理

をいかに低コストで実現するかであり，そのためのル

ーチン線量計システムの改良，計算機と結合したオン

ライン化等が報告された.特に工程パラメ ータが多く，

それらの安定な維持と精密制御が要求される電子線加

工では高度なオンラインの線量監視技術の開発が課題

となっており，その延長として，積分線量計に よる実

測を基盤としないパラメトリ ックリリースによる品質

保証法が提案された.

次回の第11回会合は1999年 3月にメルボルンで開催

されることが決定された.なお，恒例のIMRP表彰では

町末男氏がIAEAでの放射線利用研究開発の推進に対

する貢献を評価されて受賞した. 日本人の受賞は今回

で 2回目である.

(日本原子力研究所高崎研 田中隆一)

1997年度放射線化学若手の会夏の学校報告

1997年度放射線化学若手の会夏の学校は 8月28日

から30日にかけて，八王子市にある大学セミナーハウ

スで行われました.夏の学校は放射線化学に携わる若

手が， ともに意見を交換し合いより知識を広げるとと

もに，親交を深める場として， 1978年から毎年行われ

ています.本年度は 6大学 8研究室から，学生を中心

に31名が参加しました.また，東京大学の柴田裕実先
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生，早稲田大学の浜義昌先生，住友重機械工業の鷲尾

方ーさんの 3人の方に講演をしていただき，放射線化

学について活発に議論を交わしました.なお，今回の

運営は早稲田大学理工学総合研究センター浜研究室が

担当しました.

本年度で20回目という節目を迎えることもあり，今

回の夏の学校は「若手の会をもう 一度見直そう」とい

放射線化学
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うことをテーマの 1っとして掲げ，従来の形にとらわ

れない，様々な新しい企画がなされました.まず事前

に電子メールなどに よって，他大学と数多くの情報交

換を行い， 日時，場所はもとより，どんなことをした

いのか，講師としてどんな人の話が聞いてみたいのか

など，参加者全員に意見を言ってもらいました.これ

によって一層まとまりのある夏の学校が企画できまし

た

また，各参加者の研究発表も今までのような口頭発

表ではなく，ポスターセッションとして行われました.

このためにB4やM1といった若い学生が，普段ためら

ってしまうような意見や質問を素直に言うことができ

るとともに 1つの研究内容について深く話し合うこ

ともできる様になり，より活発な意見交換が行われま

した.また発表者も，今後の展開や現在困っているこ

となどについて，他の人たちと話し合ういい機会だっ

たのではないかと思います.

鷲尾さんのお話を聞かせていただいたのも，若手の

f会を見直すというテーマにおいて，非常に意義深いも

のだったと思います.鷲尾さんは若手の会創立時のメ

ンバーであり，若手の会ができたいきさつや，当初ど

のようなことをしていたかなどを話していたアごきまし

た.当時は懇親会と研究発表，セミナーなどを一緒に

行い，非常に打ち解けた雰囲気の中で意見が飛び交っ

ていたなどの話を聞き，参加者全員，若手の会につい
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て，あらためて深く考えてもらえたのではないかと思

います.

事前に，セミナーのテーマを 1つに絞った方がいい

という意見があったこともあり，柴田先生，浜先生に

はともにイオンビーム効果について講演していただき

ました.柴田先生には主に溶液中のイオンビーム効果

について，それぞれの時間スケールにおける影響から，

宇宙空間での効果についてまで，幅広く話していただ

きました.浜先生には高分子材料へのイオンビーム効

果について，ストッピングパワーや化学反応への影響

について，わかりやすく説明していただきました，専

門分野の人もそうでない人も皆，興味津々で聞いてい

ましアこ.

親交を深めるために，スポーツ大会や懇親会なども

行われました.柴田先生，浜先生は 2人とも，自ら若

手として両方とも参加していただき，参加者一同とも

ども，より親睦が深まったことと思います.特に懇親

会では，鷲尾さんの話に影響を受けてか，若手とは何

かなどについて議論するなど，大変な盛り上がりを見

せました.

後日に集めた感想文にも好意的な意見がほとんどだ

ったように，大変充実した夏の学校だったと思います.

ただ私個人の意見としては，完全に打ち解けたという

のではなしまだ僅かに竪さが残っているとともに，

若手の会そのものの意義に対しても 人それぞれの考え

にズレがあり，まとまりがないようにも感じました.

これらを解消するには， 日頃から密に連絡を取り合い，

親交を深めていくのが大事なのだと思います.この点

について，すでにホームページを作るなどの動きがあ

り，来年以降，さらに充実した夏の学校が行われるの

ではないでしょうか.なお， 1998年度の夏の学校は，

阪大と神戸大が共同で主催することになりました.

最後になり ましたが，忙しい中，連日参加していた

だき，若手として，また大先輩として参加者全員と快

く話をしてくださった柴田先生，浜先生，鷲尾さんに

心からお礼を申し上げます.

(早稲田大学下僚聡)
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第 7回放射線プロセスシンポジウム報告

このシンポジウムは放射線照射の工業利用を目指す

人たちの情報交換の場として位置づけられ，隔年開催

である.昨年12月2，3日の 2日間にわたり，東京の国立

教育会館で開催された.参加者は180名とのことであ

る.

第 1日目は，石樽実行委員長の開会挨拶に続いて，

午前中に高分子加工，環境保全技術の 2セッションが

行われ，午後ではSF作家豊田氏の特別講演「生活と放

射線J，そして医学 ・バイオ技術への応用のセッショ

ン，最後にこのシンポジウムでは初めての試みである

パネル討論「放射線利用技術の展望」が勝村東大教授

の司会で進められ，和やかな雰囲気の懇親会で終わっ

た.

第 2日目は，線量測定技術，照射技術の 2セッショ

ン， トピカルセッション井上京大教授による「医療用

加速器の世界動向J，原研高崎の渡辺氏による特別講演

「微生物の耐放射線'性機構J，そしてさらにイオンビー

ム利用関係の 2セッションをもって終了した.以下に

順を追って簡単に 2日間を振り返ってみる.

石樽教授の挨拶では，放射線利用が現在広い分野に

浸透してい ることから本シンポジウムがその全体像を

見渡すいい機会になること，また今回の特徴として，

パネル討論の初めての試みのほかにも，特に一般の人

たちが放射線についてどのように考えておられるかを

知る一端となることを期してSF作家豊田氏に講演を

お願いしたという開会趣旨の説明があった.

高分子加工のセッションでは，グラフト重合を用い

た生活に役立つ機能性高分子(中空糸脱臭剤を使った

洋服，アルカリ電池隔膜，蛋白質H及着，超純水製造)

についての解りやすい話(千葉大斎藤)と真空管程度

の大きさの電子照射管の開発とその印刷技術等への応

用の話(東洋インキ)が興味あると思った.小さい電

子管から100kV程度の電子線がでるので，実験室での

使用，あるいは何億円という大げさな予算のないとこ

ろでの研究が期待できるのではなかろうか.

環境保全技術では，電子ビームによる石炭火力排煙

処理技術のその後の進展より(中国，ポーランド，中

部電力など)，排ガス中の揮発性有機物質の除去，ガン

マ線照射によるエアロゾル除去の話などが大方の関心
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を誘ったようである. しかし世の中の厳しい環境問題

から離れたところでの議論のように思われる.このあ

たりが放射線技術の限界なのかもしれない.

特別講演「生活と放射線」では，まず豊田氏自身の

これまでの原子力との関わり，東海村見学などの思い

で話の披露，つづいてSF作品に現れる数少ない原子力

の例，そして一般人の言語感覚を大切にするようにと

のやんわりとした提言をされたように思われる.例と

して r温廃水」よりは「温放水J，r原発」よりは「原

電J，r高速増殖炉」よりは「高速繁殖炉」を勧めたい

こと，またご自身の作品で、使った創作語「コスモクリ

ーナー(放射能除去装置)J を紹介された.私として

は， 言葉の問題よりはなぜSF作品に原子力がとりあげ

られないのか，その理由についてお話をきく，あるい

は意見を交換できたらよかったように思う.

パネル討論「放射線利用技術の展望」では，使用済

みコバルト線源の管理(アイソトープ協会・梅沢)，高

分子加工(住友電気・上野)，食品照射(大阪府大 ・古

田)，放射線滅菌(ラジエ工業 ・武久)，環境保全(原

研高崎 ・徳永)についてそれぞれ12分ずつ現状につい

ての報告があり，続いて各話題について 2件程度のコ

メンテーターからの報告があり，ずいぶんと盛り沢山

な内容が提示されたところで予定の時間が過ぎてしま

ったようである.どのテーマもつっこんだ議論は展開

されそうであったので，少なからず討論の企画 ・進め

方に無理があったのだと思わざるを得ない.パネラ -j

もコメンテーターもそれぞれがぱらぱらなことの現状

だけを話し，討論にも展望にもなっていない.

第 2日目一一特別講演「微生物の耐放射線性機構」

は損傷を受けたDNA配列の修復に係わる遺伝子らし

いものが放射線耐性菌から発見され，これを放射線に

感受性(弱い)の大腸菌遺伝子に組み込んで実際に確

認できたとのことで，生物におけるDNA修復系の進化

を考えるという研究の紹介であった.感銘深い話であ

ったと思う .

イオンビーム利用のセッションでは，イオンマイク

ロビームの調整とその応用に関する話(世界の動向，

原研高崎の現状， PIXE分析など)，さらにイオンビー

ムの応用として，薄膜および超微粒子の作成 (3MV，

放射線化学
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460kAパルスビームによるTiやAl蒸発と冷基盤ある みるにはいいシンポジウムであることは間違いない.

いは冷い酸素ないし窒素気体を利用する)，無機材料の 放射線を使わない在来技術との比較，議論を一緒に並

表面処理の際のその場解析，炭化ケイ素半導体を創製 べるようにしたらもっと全体像が見えてくるのではな

する目的のイオン注入 (ESR法による欠陥アニーリン

グ過程の研究)の紹介などがあった.

たしかに放射線利用のすべての分野にわたる現状を

かろうか.

(放射線利用振興協会・東海大学大野新一)

第34回理工学における同位元素研究発表会報告

平成 9年 6月30日から 3日間，第34回理工学におけ

る同位元素研究発表会がおこなわれた.特別講演 3件

とパネル討論 5件あり，この内放射線照射効果に関係

するものはパネル討論「放射線滅菌・照射の現状と今

後への期待」であった.良く知られているように，滅

菌は放射線照射効果の応用技術として最も広く普及し

ているものである.近年，線源としてガンマ線から電

子線への利用が増大してきていることが報告された.

また，電子線を利用する場合，線量評価の問題が依然

として十分確立していないという印象をも った.我国

においては放射線の線量評価に限らず，いろいろな分

野での標準化が十分なされていない.米国における

NISTのような専門機関が必要であると強く感じた.

ここの報告はよくまとめられており，現在の放射線滅

菌業界の様子や技術的な問題点もよく理解できた.こ

の中で異色の報告は輸血用血液の放射線照射の報告で

あった.この問題は医療の上で日常的に行われている

輸血にかかわる重要なものであり，今後早急に血液用

の放射線照射装置の設置と適正な線量の研究が必要で

ある.

一般の研究発表では滅菌技術に関するものが 2件報

告されていた.例年，放射線滅菌に関する報告が照射効

果のセクションでは最も多い.滅菌に関する問題では

やはり照射する放射線の線量の標準化に関することが

重要であると感じた.最近のこのセクションでは環境

問題はの放射線照射効果の利用や放射線プロセスにつ

いての少なくなっている.またこれらの研究報告が増

加することが望まれる.

このほか，放射線化学に関連する報告ではポジトロ

ンに関するものが25件報告されていた.陽電子消滅と

低速陽電子についての我が国における研究動向は，こ

のセクションに参加すればほぽ知ることができる.こ

の分野に興味のある研究者は一度参加することをお薦

めする.

「理工学における同住元素研究発表会」は放射線 -

RIに関する教育や管理技術から，基礎研究まで幅広い

報告がなされるため，研究的には不満ののこる場合も

ある. しかしながら，コマーシャルセッション(放射

線の関連する仕事をしている会社 ・法人の業務紹介)

などユニークな講演もあり，放射線 ・RIの利用につい

て最近の動向幅広く知るためには良い機会である.参

加費も無料であり，興味のある方は一度参加してと良

し、

(東京都立産業技術研究所放射線利用施設下川利成)

第41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

会期:平成10年10月5日(月)13: 30-7日(水)

会場:神戸大学発達科学部学舎

第 65号(1998)

干657-8501神戸市灘区鶴甲3-11

交通:・ ]R東海道本線六甲道駅から36番パス

にて「神大発達科学部前」下車

・阪急電鉄神戸線六甲駅から36番パス
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にて「神大発達科学部前」下車 あります.) 

発表申込締切:平成10年 6月15日(月 (5)講演概要(100字程度)

予稿原稿締切 :平成10年 8月10日(月 (6)申込者氏名及び連絡先(郵便番号，住所， 電話番

討論主題: 号， FAX番号， e-mailアドレス)

放射線化学の基礎と応用(ビーム化学，放射光化学， 参加登録費:4000円(講演要旨集代を含む)

レーザー化学，プラズマ化学，低温化学，ポジトロニ

ウム化学，ミュオニウム化学など境界領域研究を含む)

発表申込方法:発表一件ごとに以下の内容を記入して

e-mailまたは郵便でお申し込み下さい.できるだけe-

mailでお申込み下さい.郵便で申込む場合にはA4版用

紙を縦長にして御記入下さい.

(1)講演題目

(2)研究場所(略記して下さい.) 

(3)発表者全員の氏名(ふりがな，講演者にO印)

(4)希望発表形式(口頭発表またはポスター発表.場

合によっては発表形式の変更をお願いする事が

懇親会:10月6日(火)18:00-20:00， 瀧川記念会館

(討論会会場より徒歩約10分)

会費一般5000円，学生2000円

申込先:中川和道

神戸大学発達科学部人間環境科学科

〒657-8501神戸市灘区鶴甲3-11

Tel: 078-803-0925 (直通)

Fax: 078-803-0261 

(共同研究室につき，中川宛を明記して下さい)

e-mail: radche41@radix.h.kobe-u.ac.jp (H10年11月

までのみ有効)

第15回応用放射線化学シンポジウム開催報告-2

第15回応用放射線化学シンポジウムの 2日目(18

日)， 3日目(19日)は阪大産研附属放射線実験所に会

場を移動して，引き続き原子炉の高度利用およぴ加速

器からの先端ビーム発生とその利用に関する22件の講

演が行われた.

2日目の午前中は，まず，住友電工(株)の早昧宏

氏の「高分子材料に対する放射線応用の現状」と題し

た，新たな材料開発のアプローチとして，有機ケイ素

系モノマーを介してポリマーとフィラーが化学的に結

合する電子線照射の適用の紹介に始まり，ついで，阪

大の山本幸男氏のビニルポリマーの熱分解における放

射線の照射効果に関する「高分子材料照射における温

度効果j，阪大の泉佳伸氏の直鎖状高分子のモデルとし

てのn-ドデカン中での芳香族系分子の放射線誘起反

応を研究した「高分子材料の放射線保護効果j，原研の

瀬口忠男氏による酸化を排除した照射による耐熱性セ

ラミック繊維・高温照射によるテフロンの架橋技術の

開発等を中心とした「高分子の放射線照射技術と新材

料開発j，阪大の関修平氏によるポリシランのイオンビ

ーム照射時の架橋，分解反応及ぴイオントラック半径

の評価に関する「高分子材料へのイオン照射効果」の

講演が行われた.
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午後からは，神奈川大の西久保忠臣氏による

RadTech Asia'97で、発表された新しいモノマー・オリ

ゴマー及びポリマー材料の研究開発動向についての紹

介があり，ついで，阪大の辻昭一郎氏から，エキシマ

レーザーフラッシュフォトリシスによる rKrF/ArFイヒ

学増幅型レジストの反応機構の研究j，ASETの大藤武

氏による従来のノポラック，ポリピニルフェノール系

樹脂にかわるメタクリル系樹脂を用いた単層レジスト

と表面イメージング法に関する rArFエキシマレーザ

ーリソグラフィーとレジスト開発の現状j，阪大の神崎

賢一氏によるレジストのパターンす法制御性に大きな

影響を及ぼすレジスト分子の溶解挙動を調べた「化学

増幅型レジストの現像特性の原子間力顕微銭による研

究j，阪大の超文偉氏による「フォトレジストのPEBに
おける環化反応によるドライエッチング耐性の向上j，

(株)東芝の木原尚子さんによる化学増幅型レジスト

における溶解抑止剤の溶解性抑止効果及び促進効果を

中心とした「電子線リソグラフィーとレジスト開発の

現状J，阪大の永原誠司氏によるパルスラジオリシスで

放射線初期過程を調べた「電子線・ X線化学増幅型レ

ジストの反応機構の研究」の講演が行われた.

2日目は高分子材料照射とDUV/EBレジスト反応

放射線化学
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という副題のもと講演が行われ 3日目はハードウェ

アよりから，加速器 ・レーザーの複合照射と二次ビー

ム利用に関する講演会が行われた.

3日目午前は，まず.FESTAの遠藤彰氏によるフェ

ムト秒レーザーとフェムト秒加速器によるレーザーコ

ンプトン散乱を利用した「フェムト秒X線パルスの発

生と応用」に関して，ついで. NTTの中村二朗氏によ

る，光リソグラフィ用レジスト以上の高解像性 ・高感

度が要求されている rx線リソグラフィとレジストの

現状j.姫工大の渡漫健夫氏による特にX線縮小光学系

とX線マスクを中心とした rx線縮ノj、露光技術」の最

近の進展と，姫工大における開発状況，松下電子工業

(株)の遠藤政孝氏による rArF露光用化学増幅型レジ

ストと表面解像フ。ロセスの開発」に関する講演が行わ

れた.

午後からは，阪大の西嶋茂宏氏による航空宇宙や超

伝導応用の分野の極低温環境下での樹脂の熱収縮の問

題解決に陽電子消滅法を応用した「陽電子消滅法を利

用した極低温用樹脂の設計j.阪大の誉田義英氏による

阪大産研Sパンドライナックを用いた低速陽電子ビー

ム源とリモデレーターの開発と利用の現状に関する

第 65号 (1998)

「低速陽電子ビームの発生と利用j.阪大の吉田陽一氏

によるフェムト秒レーザーを電子線ライナックと RF

レベルで同期し，過渡吸収測定の分析光源として利用

する斬新な測定手法である「フェムト秒レーザ一同期

パルスラジオリシスj. 阪大の真嶋哲朗氏による，電子

線とレーザーを利用したラジカルの励起状態の研究と

その応用に関する「電子線パルスとレーザーパルスの

複合利用j.阪大の古津孝弘による阪大Lパンドライナ

ックにおいて，フェムト秒ノマルスラジオリシス装置の

開発を目的に行われた「超短高強度電子線パルスの発

生j.東大の柴田裕実氏によるレーザーをイオン照射時

の励起源あるいは分析光源として利用する「イオンビ

ームとレーザーの複合利用」に関する講演が行われた.

今回，阪大産研附属放射線実験所で開催された本シ

ンポジウム 2・3日目の講演内容は同所の出版物放射

線実験所研究会報告書シリーズを利用して「高分子材

料照射とDVU/EBレジスト反応」および「加速器/レー

ザーの複合照射と二次ビーム利用」の題で出版される

予定である.

(大阪大学産期梓研究所附属放射線実験所古津孝弘)
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日本放射線化学会 第67回理事会議事録

日本放射線化学会第67回理事会は，平成 9年10月14 料67理-4の計画が承認きれた.平成10年度にも低温化

日(火)19 : 00から日本原子力研究所東海研究所第1研 学セミナーを開くことが了承された.

究棟第5会議室において開催された.出席者は次のとお 2 -3. 平成10年度収支予算案について

りである. 事務局提案の収支予算案について審議が行われ，資

料67理一5の予算案が承認された.浜理事より，若手の

会の援助の増額により運営が円滑に行われたことが説

明された.さらに増額することも議論されたが，来年

度は事務局提案どおりにすることになった.

2 -4.平成10年度役員選任について

会長より次期役員案が提案され，審議の結果，資料

67理ー6のとおり承認された.なお，静岡大学からの理

事を引き続き選出するようにとの要望が出され，次同

理事会までに調整することとなった.

2 -5.入退会の承認について

事務局から資料67理一7に基づき，第66回理事会以降

の会員の入退会の報告があり，承認された.賛助会員

の退会申し出が 1件あり，今後このような事態に至 ら

ないよう各役員から働きかけてほしいとの要望が会長

からなされた.

2 -6.著作権について

(財)放射線利用振興協会から，学会誌「放射線化学」

の一部をデータベースに転載したいとの申し出があ っ

た.著者の承諾をとることを条件に承認された.また，

今後の申し出に対しては r編集著作物に関する著作権

規定」にしたがって事務局が対応することとした. 平

成10年度からは，編集委員会でも著作権に関する運用

~ 玉 長旗野嘉彦

副会長石垣 功， 宮崎哲郎，田川精一

顧 問高椋節夫

常任理事山岡仁史

理 事市川恒樹，勝村庸介，河内 宣之，

浜 義昌，西川 勝，平岡賢三，

小林慶規，永石隆二，岡田激平，

木村 一宇，下川利成，新坂恭士，

嶋森 洋，松浦かおる，百瀬孝昌，

吉田 陽一，中川和道，塩谷 優，

鷲尾方ー

、な議事内容は次のとおりである.

1.事務局報告事項

1 -1.平成 8年度会計報告

事務局から資料67理一1に基づき報告がなされ，承認

された

1 -2.平成 9年度事業中間報告

事務局から資料67理一2に基づき報告がなされ，承認

された. 10月13日に将来構想委員会が聞かれたことが

追加報告された.

1 -3.平成 9年度会計中間報告

事務局から資料67理一3に基づき報告がなされ，承認

された.

2.審議事項

2 -1.会則の改正

日本放射線化学会会則第4条を「本会の事務局を大阪

大学産業科学研究所内に置く .Jと改正し，また付則「平

成 9年10月16日総会における改正は平成 9年 4月 1日

からこれを施行する.J追加することを，総会に諮るこ

とが承認された.

2 -2.平成10年度事業計画案について

事務局提案の事業計画案について審議が行われ，資
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に対応することとした.

2-7 ホームページについて

ホームページ開設に関して，旗野会長， 宮崎編集委

員長，事務局より，これまでの経過が報告なされ，審

議の結果，平成 9年度は試験的に施行し，平成10年度

から本格的に運用することとなった.ホームページ開

設の作業は，事務局を中心とした作業グループが行う.

施行期間中に予算や作業量の調査を行い，それをもと

にホームページに関する予算申請を次回理事会に諮る

ことになった.

2 -8.その他

アイソトープ協会の特別講演・パネル討論の締め切

りが2月29日であることが報告され，今年中に企画提

案を下川理事までに提出することとなった.

放射線化学



3.報告事項

3 -1.各種委員会活動報告

3-1-1.将来構想委員会

田川委員長より，学会の活性化に伴い，会費値上げ

を検討するワーキンググループの設置が提案された.

検討の結果，常任理事会でワーキンググループを立ち

上げること，それに伴う費用は別途申請することが了

承された.

3-1-2. 企画委員会

石垣委員長より，平成 9年度及び平成10年度の応用

放射線化学シンポジウムおよび放射線化学セミナーの

開催予定が報告がなされ，了承された.

3-1-3.国際交流委員会

. 旗野委員長より放射線教育に関する国際シンポジ

ウムJ (平成10年12月)， r第 6回ポジトロン・ポジトロ

ニウム化学国際ワークショップJ(平成11年)， r第 4回

低温化学国際会議J (平成12年)の共催，及び「第21回

原子衝突物理国際会議J (平成11年 7月)の後援をする

ことが報告され，了承された.

3-1-4. 編集委員会

宮崎委員長より，放射線化学64号およびニュースレ

ター24号を発行したことが報告された.放射線化学の

A4化については，今後とも検討することになった.ま

た，放射線化学の原稿を募集しているので，投稿を呼

ぴかけてもらえるように依頼があった.

3 -2.第40回放射線化学討論会について

世話人の荒殿氏より，開催中の第40回放射線化学討

論会の参加人数が報告なされた.また， 日本原子力研

究所の共催により， 30万円の援助を受けたことがこと

が報告された.

3 -3. 第41回放射線化学討論会について

中川理事より，第41回放射線化学討論会を神戸大学

(平成10年10月 5-7日)で開催する予定であること，

及ぴ，予稿集がA4化される可能性があることが報告さ

れ，了承された.

3 -4.第 8回日中放射線化学シンポジウムについて

山岡実行委員長より，準備状況が説明された.平成

11年の10月下旬に京都で開催する予定であり，共催の

依頼や資金集をおこなっていることが報告された.実

行委員会の名簿が再確認され，計画趣意書が了承され

た

3 -5. ICRRについて

田川副会長より 2003年の開催地がオーストラリアに

決定したこと， ]ARRは2007年も開催誘致に立候補す

る予定であることが報告された.
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3 -6. 学術会議について

旗野会長が，研究連絡委員会の委員であることが報

告された.

以上の審議・報告をもって閉会した.

く〉平成 8年度会計報告(資料67理一1) 

平成 9年 3月31日現在

収入の部

項目 予 算 ・ 決 算

賛助会 費 2，000，000円 1，960，000円

個 人会費 1.000.000 1.184.500 

雑収入 400，000 377，100 

銀行利息 1.000 1，324 

前年度繰越金 3，180，719 3，180，719 

メ口入 計 6，581，719円 6，703，643円

支出の部

項目 予算$ 決 算

事 務 費 300，000円 85，667円

通信連 絡費 300，000 272.735 

印 局IJ 費 2.000.000 2.050.000 

メ~ 議 費 200.000 251. 660 

会誌発行費 100.000 77.000 

政射線化学討論全援助 350，000 45，789 

応用シンポジウム援助 150，000 300，000 

政射線化学セミナー援助 150.000 。
若手・夏の学校援助 150，000 150.000 

A子且 . メ~ 賞 35，000 7，004 

同位元素発表会分担金 9.000 9.000 

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 100，000 100，000 

国際交流委員会経費 50，000 33，980 

予 備 費 100.000 。
放射線化学討論会費 774.438 。
次年度繰越金 1. 713.281 3.320.808 

メ口入 計 6，581，719円 6，703，643円

. *第64回理事会承認

・現預金残高 3，320，808円

(現金87，238円，郵便預金 1，593，585，

銀行預金 1，639，985円)

-学会基金積立総額 4，232，906円

(単位:円)

備 考

(単位:円)

備 考
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く〉平成 9年度事業中間報告(資料67理一 2) 

平成9年

5月 編集委員会(持ち回り)

6月 NEWS LETTER N 0.24発行

第34回理工学における同位元素研究発表会共催

(30日-7月2日，東京)

7月 企画委員会(1日，東京)

8月 若手の会夏の学校 (28-30日，八王子)

9月会誌No. 64発行

10月 第 3回低温化学セミナー(13-14日，東海)

第40回放射線化学討論会(14-16日，東海)

第67回理事会(14日，東海)

企画委員会(14日，東海)

編集委員会(15日，東海)

第33回総会(16日，東海)

11月 応用放射線化学シンポジウム

(17-19日，京大原子炉，阪大産研)

12月 第 7回放射線プロセスシンポジウム共催(2 ， 

3日東京)

NEWS LETTER N 0.25発行

平成10年

1月 第 7回放射線利用総合シンポジウム協賛

2月 放射線化学セミナー(東京)

3月 第68回理事会

会誌NO.65発行

編集委員会

企画委員会

。平成9年度会計中間報告(資料67理一 3) 

収入の部

項目 予算

賛助会費 2，000，000円

個人会 費 1.000.000 

日本学術協力財団補助 150.000 

雑 収 入 400.000 

銀行利 息 1，000 

前年度繰越金 3.320.808 

メ口入 計 6，871，808円
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平成 9年 9月30日現在

(単位:円)

決算 予定

50，000円 2，000，000円

870.500 1.000.000 

16，2500 162.500 

3.900 400.000 

800 1.000 

3.320.808 3.320.808 

4，408，508円 6，884，308円

支出の部

項目 予算 決算

事 務 費 300，000円 115，022円

通信連絡費 300，000 158.575 

印 席IJ 費 2.000.000 850.000 

~ 議 費 200.000 。
会誌発行費 100.000 42.000 

放射線化学討論全援助 150，000 150，000 

応用シンポジウム援助 300.000 。
政射線化学セミナー援助 150.000 。
若手・夏の学校援助 200.000 200.000 

A弓主t: ~ 賞 35.000 。
同位元素発表会分担金 9.000 9.000 

企画委員会経費 50.000 50.000 

将来構想委員会経費 50.000 。
編集委員会経費 100.000 100，000 

国際交流委員会経費 50.000 50.000 

予 備 費 200，000 。
故射器化学会討論全費 774.438 。
向上繰越金 。 。
次年度繰越金 1卯3.370 。
メ口入 計 6，871，808円 1，724，597円

-現預金残高 2，683，911円

(現金 50，713円，郵便預金 2，071，485，

銀行預金 561，713円)

-学会基金積立総額 4，222，662円

(単位:円)

予定

300，000円

300.000 

2，000，000 

200，000 

100，000 

150.000 

300，000 

150.000 

200.000 

35.000 

9.000 

50.000 

50，000 

100.000 

50.000 

200.000 。
774，438 

1，915，870 

6，884，308円

く〉日本放射線化学会会則抜粋(資料67理参-4)

第 1章総則

第 3条 本会は前粂の目的達成のため次の事業を行う.

(1)研究発表会，討論会，講演会および講習会等の開催

(2)刊行物の発行

(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第 4条 本会の事務局を大阪大学産業科学研究所内に

置く.

第 5条 本会に必要な地に支部を置き，専門分野の必

付則

要に応じて部会を置くことができる.支部あ

るいは部会に関する規定は， ~IJ に定める .

(4)平成 9年10月16日総会における改正は平成 9年 4

月 1日からこれを施行する.

放射線化 学



く〉入退会希望者一覧 (資料67理一 7) 退会

平成 9年 9月30日現在 区分 氏 名 所 属 備 考
入会(平成 9年度より)

正会員 落合 j前 平成8年度から
区分 氏 名 所 属 紹介者 神山秀雄 11 

正全員 熊谷 純 日本原子力研究所先端基礎研究センター 宮市崎川 恒哲郎樹， 篠崎善治 トウメイダイヤ小山工場 平成9年度から

瀬古典明 日本原子力研究所高崎研究所材棚締 片貝秋雄 一枝守幸 三菱重工業原子力応用技術部 11 

藤田矩彦 日本文理大学工学部原子力工学桝 川上和市郎 門井 一 11 

中川清子 都立産業技術研究所応用物理 下川利成 永井昭夫 (株)自由電子レーザ研究所 11 

森 有一 早稲田大学理工学総合研究センター 浜 義昌 田中正子 東京工業大学資源化学研究所 11 

土岐 輝 帝人(株)大阪研究センター(図書室) 高苗忠彦 岡田紀夫 11 (死亡)

阿部康夫 大阪府立大学先端科学研究所 中尾 廉 石川光男 国際基督教大学理学部 11 

岩本敏志 大阪大学産業科学研究所 関 修平 近藤正経 住化エイピーエス・ラテックス(株) 11 

学生全員 武田公樹 東京工業大学大学院理工学研知1化学専攻 鎌河野内 嘉宣彦之， 高田忠彦 帝人大阪研究センター 事務室(図書) 11 

田代 睦 大阪大学産業科学研究所 関 修平 沖垣成保 東京工業大学理学部 11 

下線 聡 早稲田大学大学院理工学研究科 浜 義昌 猪越幸雄 東京都立アイソトープ研究所 平成10年度から

鬼頭昌利 早稲田大学大学院理工学研究科 浜 義昌 中瀬吉昭 放射線開射振興協会高崎事業所 11 

井上憲介 早稲田大学大学院理工学研究科 浜 義昌 関 博之 理化学研究所反応物理化学研究室 11 

湖海亮 早稲田大学大学院理工学研究科 浜 義昌 谷口節男 大阪府立大学総合科学部 11 

岡 書崇 早稲田大学大学院理工学研究科 浜 義昌 磯田敬子 日立製作所生産技術研究所 11 

越 文偉 大阪大学産業科学研究所 関 修平 学生全員 相馬 努 早稲田大学理工学総合研究センター 平成9年度から

松井良憲 大阪大学産業科学研究所 関 修平 森 昌之 早稲田大学理工学総合研究センター 11 

田中知明 大阪大学産業科学研究所 関 修平 西保佐智子 境神科戸大学科学発光達物科性学物部理学人専間環攻 11 

西国一隆 大阪大学産業科学研究所 関 修平 持田武志 神戸大学大学院教育学研究科理科教育専攻 11 

大川裕之 大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻 泉 佳伸 賛助会員 九州電力(株) 平成9年度から

小嶋崇夫 大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻 泉 佳伸

青木基晋 大甑大学大学院工学研究科原子力工学専攻 泉 佳伸

水谷康弘 大阪大学産業手梓研究所放射線実験所 吉田陽一
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーかアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

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

68 

中国電力株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

日立化成工業株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線利用振興協会

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

(アイウエオ順)
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