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いうまでもなく放射線化学は近年になって急に目覚ま

しく 発展した化学の一分野であるo X線や天然放射性物

質から放出される電離性放射線などは19世紀の終りに発

見され，これらの放射線の化学的効果については，早く

から一部の研究者のつよい関心をよびおこしていた。 x
線の場合を例にとると，まずその写真作用はX線の発見

者 Rontgen自身によ って見出され，以来多くの学者に

よって研究された。その中で1920年代には R.Glocker 

などの名が思い出されるo また，種々の結品やガラスに

X線を照射させたときに，けい光， りん光の現象がみと

められたり，着色がおこったりすることも早くから知ら

れたところであった。さらに1930年前後には，硫酸第一

鉄の第二鉄への変化 CFricke& Morse)， 塩化第二水

銀とし ゅう酸アンモニウム との溶液から塩化第一水銀の

沈澱と炭酸ガスの発生 CWyckoff& Baker)，などの化

学作用が知られた。それであるから放射線化学の名は比

較的新しいにせよ，その歴史は相当にふるいといわなけ

ればならなし、。

一般に化学反応の研究は，出発の原物質あるいは物質

系と，終末の生成系の認定からはじまり，反応の解折を

すすめて，化学的素過程の継起を究わめるまでにいたる

わけで，放射線化学的反応の研究もこの経過をたどるの

が一般であろう。ところで放射線化学が戦後になって目

覚しく発展した理由にはいろいろなことがあげられよう

が， 一つには放射線源として原子炉をはじめ種々の装置

の開発や改良，放射性同位元素の製造などが急激に進ん

だからであり，また一つには化学的素過程の研究に有効

でかく ことのできない質量分光計の改良や電子スピン共 ・

鳴測定装置の出現をみたからであるといえよう。これら
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によって反応中に出現するイオン種や遊離基種を追跡す

るこ とができ るようにな ったわけであるo

さて放射線の化学的効果は，気態，液態，固態などの

いろいろな態種にある物質，あるいは物質系に対す る照

射でこれを研究することができるが，ここでは特に単結

晶の場合に注意をむけてみよう。 このような場合の著し

い例は岡村誠三教授のトリオキサン，テトラオキサンな

どの放射線によ る固栢重合の研究であるo この例におい

ては出発物質の単結晶内の分子配列がX線結晶学的研究

からわかっているので，固相重合によって生じたポリオ

キシメチレンのX線回析の有様から，出発分子の空間的

配列と重合分子の空間的配列との聞の関係をうかがうこ

とができるわけである。このような事柄は液相重合など

の場合には到底考えられぬことであって，反応経路の追

跡などには重要な意味をもつものと考えられる。これに

関連して思い出されるのは，イスラエルの Schmidtが，

かつてエチレン結合をふくむ多くの有機化合物の結晶に

ついて，その光化学的重合の生否を研究し，結晶内の分

子配列と上の生否の関係を明かにしようと試みたことで

あるo この種の研究は放射線化学の分野でも盛んに行な

われてよいかと思う。われわれもかつて，アクリノレ酸の

単結晶に対して低温照射を行ない，電子スピン共鳴の吸

収スペク トルの解析から，結晶内に生じた遊離基の構造

ならびにその配向を明かにし，重合してポリアグリル酸

に至る化学的な経路の推定を試みたことがあるo とにか

く放射線化学における単結晶試料の研究の意義につき多

少の関心を払われるよう希望する次第である。
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3 Oct 1966 

Dear Professor Shinohara : 

Twenty-four years ago when 1 gave the infant a worthy and exciting scientific endeavor. Now， at 

field of radiation chemistry its name 1 hardly thou- last， that enthutiasm is reflected in the creation of 

ght that that name would persist and become recog- the first society of radiation chemistry-the ]apanese 

nized as that of a separate field of chemistry (or， pe Society of Radiation Chemistry headed first by my 

rhaps， of chemical physics). Since that early day good friend， the highly distinguished Professor Tit-

involving four or five people in a sma1l1aboratory， 1 ani， and now by your own highly distinguished self. 

have seen a growth involving hundreds of scientists 1 am flattered indeed that 1 have the honor to 

at meetings in the United States (cf. the Gordon Con- congratulate you， the members of your Society and 

ferences)， in the United Kingdom and France (the the people of Japan in your pioneer effort. You have 

Miller Conferences)， in the U. S. S. R. (the IUPAC my heartiest best wishes. 1 can say (very immodestly 

conference) and in Japan-where a significant fraction 1 am afraid) "My! How that child has grown." 

of your Radioisotopes and Polymer conferences have Not only 1 but the world of radiation chemistry 

been concerned with radiation chemistry. should be delighted. 

Your country above all others has been industr-

iously aware of the technological potential of radia-

tion chemistry and in that awareness， has not failed Sincerely 

to explore the phenomena of radiation chemistry as Mil ton Burton 
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.解説 .

メタノ ルの放射線化学

一水素の生成機作について一

1. はじめに

放射線の化学作用の研究が，水の放射線分解をもって

始まったことは周知のことであるo いまもなお多くの研

究者が，水系の放射線化学と取組んでいるo 水が放射線

化学研究の重要な対象として選ばれた理由としては， 1) 

水が最もありふれた重要な物質であるとともに，生体の

主要構成成分であり，生体に対する放射線の作用は，7k

を離れて論じられないこと， 2)線量測定に多〈水系の放

射線化学反応が利用されてきたこと，などをあげること

ができるが，また重要なことは，水系の放射線化学が極

めて特徴的であり，しかも内容複雑であって， くめども

つきない興味をそそるという点にあると思われるo 水系

の放射線化学反応がそのように内容複雑であり，特徴的

な興味ある様相を呈する要因としては，水の強い極性を

あげることができ るロ

メタノールは水と炭化水素との中間に位置するという

よりは，水に次ぐ極性溶媒として，放射線化学研究の対

象に選ばれ，多くの研究がなされてきた。メタノールは

放射線分解によって比較的簡単な生成物を与え，しかも

その分析は容易であり，化学量論的な取扱いを行ない，

さらに進んで反応の機作を検討し，放射線化学反応の基

礎的研究を行なう対象として格好のものであるD

近時放射線化学の研究にもいろいろ新らしい技術が導

入され，長足の進歩をとげつつあるo 例えば質量分析計

によるイオン分子反応の研究，電子スピン共鳴吸収 (E

SR)による生成遊離基の研究，パルス照射による短寿命

活性中間体の研究，さらにはガラス状固体の照射による

活性種の研究などである。メタノールの放射線化学にお

いてもこれらの技術が駆使され，多くの知見が得られて

きた。反応の内容は複雑であり，機作の完全な解明には

本 東京都立アイソトープ総合研究所所長

飯 塚 義助*

なおいろいろ問題はあるが，ここには特にメタノールの

放射線分解による水素の生成機作について，現在までに

わかっているととろを紹介し，若干の考察を試みること

にする。

2. 生成物の収率

メタノールの放射線分解による主要な生成物は，水素，

ホルムアルデヒドおよびエチレングリコールであって，

その他に少量のメタン，一酸化炭素が生成するo 少量な

がら当然水も生成していると推定されるが，水を直接測

定した例はない。収率の測定結果は数多く報告されてい

るが，その主要なものを表ー 1にまとめてあるo 気相，

固相についての報告は少なく，多くは液相でしかも T線

照射による結果であるo 表にみられるとおり，気相にく

らべて，液相，固相の凝相系では，一般に収率が小さく

なっているo これは主として "cageeffect"によるもの

として理解されるo さらに固相においては収率が一層低

下しているが，この結果は液体窒素の温度 770Kで得ら

れたものであって "cageeffect"の他に，水素の引抜

きなど活性化エネルギーを要する反応が，ある程度抑制

されるためと思われるo

表-1 メタノールの放射線分解による生成物の収率

G 
状態|放射線，，-...r. I文献
| l  H2co  ch  CH20(CH20| 
| ~~ ~U4 ~~~:l~ H) 21 

気相

液相

固相|

T 
。
。
。

" 。
lOB(n，α)1Li 

r 

10.4 0.84 0.26 5.6 3.1 I (1) 
5.39 O. 11 O. 54 1. 84 3.63 I (2) 
5.40 0.15 0.80 2. 15 3.7 I (3) 
4.99 O. 10 O. 41 1. 96 2.99 (4) 

5.26 (5) 

4. 98 0.09 0.28 2. 14 3.07 (6) 

5.62 1.08 0.58 3.54 0.79 (6) 

3.60 O. 33 1. 56 0.8 1. 77 (7) 
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ー表中液相 7線照射の結果をみると，その値には相当の

差異が認められる。比較的よく揃った結果を集めてもこ

の通りであって，従来報告されている結果は，水素の G

値で， 4.0から5.4まで大きい不一致を示している。この

点がメタノールの放射線分解を研究する場合まず困惑す

る点であり，いろいろ論議を呼んでいる問題であるo

筆者らめも， メタノールの放射線分解による水素の再

現性ある収率をうるため，苦労した経験がある。一般に

収率は高い方が信頼性があると考えられているD 放射線

化学反応は一般に微量不純物の影響をうけやすいもので

あるが，多くの場合，不純物は収率を低下させ，収率を

増大させるような不純物の例はあまり知られていなし、か

らであるo メタノールは特に不純物の影響を受け易く，

製造元によって結果が違い，また時には同じ製造元で

も，購入したピン毎に値が変動するなどの困難があるo

比較的再現性よく，表- 1に示すような高い値を与えた

試料について，その精製法を記せば次の通りである。

Eastman-Kodak Spectro Gradeのメタノーノレに20%，の

水を加えて煮沸し，分溜して得たメタノール溜分に生石

灰を加えて数日間煮沸脱水し，理論段数50段の分溜塔で

中溜分をとる。これにマグネシウムリボンを投入して一

晩脱水し，さらに50段の分溜塔で中溜分をとり，真空下

に保存した。脱気を完全にするため，液体窒素で固化し

て排気する方法の他に，室温のままで短時間ヲ|いて，メ

タノール蒸気とー緒に排気するという方法も繰返した。

さらに真空蒸溜によって前溜分を除去したのち，照射容

器に蒸溜し込むという方法をとった。このようにして得

られた水素の G値5.39というのは，その当時としては極

めて高い値であったため，同業の間ではいろいろ問題と

なった。というのも前述したように，高い収率の方が信

頼性があるという一般的な考え方があるために，一度高

い値がでるとそれが気に掛るというわけであるo

Baxendaleら3)は，メタノールの放射線分解による収

率不一致の問題を徹底して検討した。照射線量を大きく

すると収率が徐々に増大し，うんと線量をあげるとやが

て一定値に落付く事実を見出し，それが，照射によっ

て，徐々に消滅していくような不純物の存在によるもの

と判断し，精製法をいろいろ変えて水素の収率を測定

し，比較検討を行なった。その結果を表2に示す。表か

らわかるように，精製の過程で塩酸を用いると，値が小

さくなっている。カルボニル不純物を除去するために，

ジニトロフェ ニルヒドラジン (DNP) を加えて煮沸す

る方法が用いられるが，その場合，酸として塩酸を用い

るのはまずし硫酸の方がよいことがわかるo なお表中

には， 9-15に各種の微量添加物の存在における水素の

G 値ものせである。
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表-2 各種メタノールからのG(H2)，190C 

器| 条 件 -
U

一0
4

4

4

4

3

4

3

0

0

口

1

7

5

8

σ
一4
5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

C

一1 1 DNP+HClから分溜(試料A)

21 Aを大線量照射 (試料B)

3 1 B+1O-2M methyl borate 

4 1 B+3mm Oxygen 

5 1 NaBH4 から分溜

61 Aを再分溜

7 1 DNP+H2S04から分溜(試料C)

81 C+HClから分溜

9 1 C+ 2 x 10-5M methyl iodide 

10 I C+2. 16 x 1O-6M anthracene 

11 I C+5xlO-4M naphthalene 

12 I C+6. 8x 10-4M biphenyl 

13 I C+ 10-4M acetone 

141 C+1.9xlO-5M benzoquinone 

15 I C+3. 6 x 1O-4M ferric chloride 

以上の結果から Baxendale らは，純メタノールか

らの水素の G値の正しい値は5.4であるとし， 先に筆者

らの報告した高い値が恐らく正しいものであると結論し

ている。そして Baxendale らは，以後の実験に用いる

メタノールの精製には， 次のような方法を用いているo

すなわち分析試薬級のメタノ ールを約12時間煮沸して大

部分のホルムアルデヒドを除き， 50段の分溜塔で中溜分

80%，をとり，これに 1.eあたり 5gの DNPと2gの硫

酸を加えて12時間煮沸し，さらに分溜して中溜分60%，を

とって供試試料とした。

Hayonら5) も，メタノールの精製に DNPと硫酸と

を用い，比較的高い水素の G値5.26を得ているoまた今

村ら8)は， 後に詳述するように，添加物として N20 を

用い，水素の正しい G値を5.4と推定しているo

3. 従来考えられてきた反応機作

メタノールの分解によって生成すると考えられる生成

物は，水を除いて他はすべて比較的容易に分析されるo

これらの生成物の量的関係を説明するために用いられて

きた主要な反応をまとめてみると次のとおりであるo

CH30Hへ~、ー→CH20H+ H (1) 

CH30H~一--ICH20+H2 (2) 

CH30H~戸ー→CO+2H2

CH30Hへ/'./'.ー→CH3+OH

H+CH30H一一H2+CH20H

CH3+CH30H一一→CH.+CH20H

OH+CH30H一一→H20+CH20H

2Hー→H2

2CH20Hー→(CH20H)~

以上のうち，主要な初期過程は(1)と(2)であって，水素

は原子状水素えの解離を経て生成する他，直接分子状水



Baxendale t)らは，メタノールの蒸気にベンゼンを混

じて 60COr線を照射 し，生成物の収率を求めているo ベ

ンゼンの混在によりG(H2)は顕著に減少し， G(CO)， 

G(CH心には変化なく ，G(CH20)は減少することを示

している。メタ ノール分子と反応して水素を生ずべき水

素の前駆物質Pがベンゼンによ って捕捉されるとする

と， 次のような競争反応になるo

P+CH30H一三旦→H2+?

P十C6H6

この関係から，ベンゼンの存在によって起こる水素収率

の減少量 Gmax(Hρ-G(H2)は G(P)と次の関係で示

されるo

1/f Gmax (H2)-G (H2) l=r 1 + ~M~旦l /G(p)! l -...~~ '---G/  - ，---G/  J l ~ ， kBPB J/ (3) 

ここに ρl¥f， ρBはそれぞれ〆タ ノールおよびベンゼンの

分圧を示す。 (3)式の関係を図にもってみる と， 図-1の

ように直線関係が得られ，上式が適合することがわか

る。

20. 40. 

P(CH30H)/ρ〈じ6Hρ

メタノーノレ，ベンゼンの割合と G(H2)との関係

0.2 
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素としても生成すると考えられるo 結合エネルギーが

O-Hよりも C-Hの方が小さいこと ，CH30Dなど重水

素化メタノ ールの質量スペクトルの結果，また ESRの

結果などからみて，(1)の水素原子の解離は，主としてメ

チル基で起こるものと考えるo このようにして生じた原

子状水素Hおよびメタノールの解離で生ずる CH3，OH 

などの遊離基は，メタノール分子のメチル基から水素を

引抜いて，それぞれ Hゎ CH4，H20 を与えるD また遊

離基 CH20H は再結合によってエチレング リコールを

与えるD このような反応機作によって，一応生成物の量

的関係を説明することができるo しか しながら，このよ

うな簡単な機作だけで説明できないような多くの事実が

あらわれてきた。

少し古い結果であるが，筆者らが，重水素化メタノー

ル CH30Dを液相でr線照射し，生成する水素の中のD

の分布を しらべた結果では，表-3に示すようにHDの

割合が非常に大きく ，60%の値を示した09〉上述の機作

で，水素原子の解離および引抜き反応が，主としてメチ

ル基で起こると考えるのが妥当であるとすれば，この高

いHDの割合を説明できない。 (2)の反応によってホルム

アルデヒドに相当する水素がすべてHDを与えるとして

も，それは全体の水素のうちの40，%'に過ぎず，また必ず

しも，全部がHDになるとは考えられなし、。 HDの高い

値を与えるためには，何らかの機作によって，水酸基の

水素がはずれる反応が起こるものと考えざるをえなし、。

ここにイオン分子反応の可能性も考えられる。

添加物を用いた実験から，水の場合と同様に，水素の

前駆体として溶媒和電子の生成が推定され，一方パルス

照射，ガラス状固体の照射の研究から，直接溶媒和電子

の存在が実証されるに及んで，メタノ ールの放射線分解

の機作についての知見も，表面的なものから一歩前進し

て，いよいよその核心にふれてきた感がある。以下には

それらの結果を順を追って述べる。

60. 

。14

0.12 
4. 添加物の影響

遊離基捕捉剤などの添加物を加えて，収率の変化ある

いは添加物自身の反応から反応の機作を探るという方法

は，放射線化学の研究に常に用いられる方法である。

4. 1 気相
図-1

直線を ρM/PB=Oに外挿することによ って， G(P)= 

8.65を得，また Gmax(H2)=1O.4と G(P)の値とから，

ベンゼンに捕捉されない前駆体から生成する水素 の収

率，おそらく分子的に生成する水素の収率 Gm(H2)=

1. 75を得ているo なお図の直線の傾斜から，kB/kl¥f=100 

の値をえている。 前駆物質Pが原子状水素 とすれば，

G (H)=8.65となる。

Baxendaleらは，メ タノ←ルの気相放射線分解の結果
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表-3 重水素化メタ ノールからの水素の同位体分布

HHD  D2 文

CHsOD液相 36 60. 4 

。 38，2 58，9 2，9 

" 32. 1 64，6 3， 3 

CH30D気相 55.8 43，9 0.， 3 

。 50..3 45，6 4. 1 

料試
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を質量スペクトルの結果から説明しようと試み，主要な

反応は次のようなイオン分子反応と，それに続く中和反

応であると推論しているo

CH30H+ +CH30H一一→CH30H!+CHzOH 

CH30H!+e--一→CH30H*+H

CH30H*ー→CH20+H2

Mellowsら12)は，メタノールを200mmHgの気相で，

電子線ノりレス照射を行ない，その際，電子或いは原子状

水素の有効な捕捉剤として知られている N20 および

CH3Brを混じてその影響をしらべているo

N20十e--一→N2+O-

CH3Br十「一一→CH3十Br

CH3Br十H一一→CH3+HBr

その結果， N20を容積で 1%まで加えても G(H2) には

変化なく， G(N2)も0.1以下であった。 CH3Brを3%ま

で加えたが，これまた G(H2)に変化なく， G(CHρも一

定であった。以上の結果から Baxendale がいってい

るような中和反応は重要でなく，また CH3Brの存在で

もメタンの収率の増大がみられないところから，サーマ

ルな水素原子の寄与は重要でなくて，ホットの水素原子

が主役を演じていると推論している。しかしながらこの

実験はパルス照射によるものであり，パルス幅0.2psec，

lパルスあたり吸収線量 1017eV の実験条件からみて，

イオン化密度が高く，電子の大部分が N20 に捕捉され

ないで中和反応に進んでいる可能性もあるのではないか

と思われるo 中和反応によって生ずる原子状水素は，特

に気相の場合は，ホットである可能性は十分考えられ

る。なお Mellowsらは，プロピレンがベンゼンの約40

倍も有効に水素の収率を低下させることを見， 1-2%の

プロピレン添加によって，水素の分子収率と思われる

Grn(H2) = 1. 9のイ直をf専ている。

4.2 液相

筆者ら2)は，遊離基捕捉剤としてよう素を用いた。ょう

素の存在によって，一酸化炭素の他は全ての生成物が顕

著に減少する。気体生成物についての結果を図ー2に示す

図からわかるように，ょう素の存在によって， C(H2) 

は2以下にまで低下しているが，これが分子収率(ホッ

ト水素原子によるものを含む〉を示すものと考えられる

Baxendaleら3)は，遊離基捕捉剤として知られている

Fe(m)およびベンゾキノンを用いている。 これらの溶

質の存在でG(H2)，G(glycol)は減少し，一方G(CH20)

は増加するo これらの現象は次の反応によって一応説明

される。

H+CHρH--~~→H2+CH20H (4) 

H+Fe(m) __  ks_→H++Fe(ll) (5) 

2CH20H一一→(CH20H)2

Fe(ill)+CH20H-→ CH20+H+ +Fe( ll) 

捕捉剤の濃度が高ければ， Hはすべて(5)で反応し，その

時のG(H2)は分子的に生成する水素および捕捉剤と反応

しないような前駆体から生成する水素の和，すなわち分

子収率 Grn(H2)を与える。そこで

Grnax (H2)=Grn (H2)+G(H) 

の関係にある(4)，(5)の競争反応から次式が導かれる。

1/ { Grnax (H2)-G (H2)} = 

{1+k4(MeO町 /ks(Fe(m))}/ G(H) 

ところがこの関係を図にもってみると， Grnax(H2) とし

て正しい値と忠われる高い値 5.4を用いたのでは直線関

係は成立せず，上式は適合しなし、。 Baxendale らω が

以前に行なったように Grnax(H2) として低い値4.1を

用いると直線関係が得られ，その結果から Grn(H2)=

1.6を得ているo

このような実験結果から，捕捉剤と反応する水素の前

駆体には 2種類あり 1つは極めて反応性に富み，極く

微量の捕捉剤によっても完全に捕捉されるもので，恐ら

く電子であり，いま 1つは原子状水素で， (4)， (5)の競争

反応をすると考え，前者の収率を 5.4-4.1=1.3，後者

を4.1-1.6=2.5と推定している。またベンゼンを捕捉

剤として用いて Grn(H2)= 1. 7のイ直をえている。

Hayonら5】は， NiCI2， CoS04 の添加による G(H2)

0.4 の低下から，捕捉されやすい溶媒和電子の収率 として

1.05をえ，さらに LiN03，CICH2COOHを用いた結果

から，捕捉されうる溶媒和電子の全収率として1.85土0.1

のイ直をえている。

今村ら8)は，有効な電子捕捉剤として知られている

N20を用いている。その結果を図- 3に示す。図からわ

かるように， N20の添加によって水素は減少し，それに

見合うだけの窒素が生成する。それらの収率は最初は急

激に変化し N20 の濃度の増大とともに徐々に直線的
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に変化する。その直線部分を N20 の濃度ゼロに外挿す 定数の比として k(e-so1v+Hつ/k(e-削 v+N20)=3

ると，それぞれ3.4および2.0となり，その和は5.4とな の値をえているo

って，水素の正しい G値と考えられている値に 一 致す また今村ら 14)の興味ある結果として， LET効果の研

る。 究があるD 放射線として IOB(n，αYLiによ るα線およ

0 
0 10 15 20 25 30 35 

[N，OJ. 10-' M 

図-3 (N20)と収率との関係

電子の関係する反応は次のように考えられる。

CH30Hへ/'v'.ー→CH30H++eて一一→e-solv) 

CH30H+十CH30Hー→CH30H2+ +CH30， CH20H  

CH30Ht + e-sol vー→CH30H+H

N20 が存在すれば，

e-so1v+N20一一→N2+O-

以上の結果から G(e-sOlv)=2. 0をえているc

(6) 

なお N20 が e-solvを捕捉して N2を生成しているこ

とを確かめる駄目おしの実験として N20 と硫酸とを

共存して水素の収率を求めているo その結果を図-4に

示す口

51-

I.!) 
3 

。。
-]og[H.so.l 

図-4 硫酸濃度と G(H2)，G(N2)との関係

(N20)= (4-6) x 1O-3M 

図からわかるように，硫酸濃度の増大とともに窒素の生

成は減少し， 逆に水素の収率は増大している。この関係

は(6)と(7)の反応が競争するとして理解できる。

e-so1v+H+一一→H+nCH30H (7) 

この結果の解析からも G(e-sOlv)=2. 0をえ，さらに速度

び Liの反跳粒子を用い， r線照射の結果と比較してい

る。両者は LETにして 103程度の違いがある。この場

合， 電子捕捉剤とし N/)を用いると， r線の場合と顕

著な差が見られ，水素の収率はあまり変化せず，一方

G(N2) もT線の場合の10分の lの0.22程度であるo この

結果は，LETが高 く，したが ってイオン化密度が高い

ため，電子のほとんどがトラック内で中和し， N20に捕

捉されるものが少ないためと説明しているo

5. イオン分子反応

メタノールが極めてイオン分子反応を起しやすいもの

であることは，質量分析計による研究で以前から知られ

ている 15'16)0 2次イオンとしては，プロトン移動による

CH30H~ が生成するが， この場合何方の水素が移動す

るか，メチル基からか，水酸基からかということが問題

になるo

Lindholmら17)は， 二重質量分析計を用いてこの反応

を研究し， 重水素化メタノールを用いて表-4に示すよ

うな結果を得ているo

表-4 メタノールのイオン分子反応

1次 イオン|中性分子 2次イオン

CH30D+ CH30D O.75CH30DH勺 O.25CH30Dt

CD30H+ CD，30H O.6CD30HD勺 O.4CD30Hi

CD30H+ CH30H O.6CH30HD¥O.4CH30H; 

CH20D+ CH30D CH30D; (proton transfer) 

CD20H+ CH30H CH30H; ( " 
CH; CD.jOH CD之OH+(hydride ion transfer) 

CH，-OH+ CD.:，UH CD20H+ ( 1/ 

CHO← CD30H CD20H+ ( 。

表からわかるように，メタノールの親イオンによるイオ

ン分子反応においては，もっぱらプロトン移動が起こ

り，その場合，メチル基からの移動が水酸基からの移動

よりも大きくなることを示している。断片イオン CD2 

O H"， CH20D+ については水酸基からのプロトン移動

が起こり， CH"， CH20H+，CHO+などの断片イオンで

は， ノタノール分子からのハイドライドイオン (H-)移

動が起こるという結果を示しているo

Hamill ら16)は， CH30 Hを用い，メチル基からの移

動よりも水酸基からの移動が1.3倍大きいと報告してい

るo しかしながら，この場合用いている電子エネルギー

が70eV と比較的高いため，解離により多くの断片イオ

ンを生じており，親イオンだけではなく，これら断片イ

オンの寄与をも含めた総体的な結果であることは注意を

一一一 7 一一一



要する。 し， CH20D+ においては， メチレン基からの移動に比

山本ら1刊ま， 重水素化メタ ノールを用い，まず親イオ し，水酸基からの移動が約2倍大きいという結果をえ

ンのみによる反応をしらべるため，イオン化に用いる電 た。以上の結果は Lindholm の結果と傾向は一致して

子エネルギーをメタノールのイオン化電圧よりわずかに いるD なお高い電子エネルギーを用いた Hamillらの結

(約 leV)高くして，解離による断片イオンの生成を抑 果は，断片イオンの寄与によるとして説明できるo

えて実験し，表ー5に示すような結果をえているo 表中

には 2回の実測値をそのまま示しである。表からわかる

ように，メチル基からの移動が，水酸基からの移動より

も若干大きいこと，イオン分子反応の全収率に対する同

位体効果は小さいこと， しかし同一分子中にHとDを含

むときは，同位体効果によって， Hの方が移動しやすい

ことなどを示 しているo

表-5 親 イオンからのプロトン移動の割合(%)

試 料 |メチル法 |水殿基 |全 量 |メチゆ/水酸基

21. 7 
20.7 

CH30Dl 
22.9 1. 46 

12.0 8.0 20.0 1. 50 

9.1 19.4 1. 15 
9.3 8.5 18.2 1. 15 

17.7 

電子エネルギペ 1O.5eV (未補正〉リベラ --;;11圧 1.5V 

次に山本らは.断片イオンの寄与を検討しているo

CH30Dを用い，電子エネルギーを増大して生成2次イ

オンを求めると，断片イオン CI-I20Dトが多くなるとと

もに図-5のようになるD 電子エネルギーが小さいとき

は，メチル基からのプロトン移動による CH30DH+が

多いが，電子エネルギーが増大するとともに逆に水酸基

からの移動によ る CH30DDトが多くなるo このような

現象は断片イオンの寄与によるものと考えられるo

1.0 CH.ODD+ 

H
 

D
 

卜

ILI--La

ω

ω

ω

 

o
o
-
X
(且句
、
¥2)

02 

i(CH.OD+)/i (CH.OD・)

図-5 CHJODのイオン分子反応における断片 イオンの寄与

iρ1次イオン電流is2次イオン屯流

メタノール例えば CH30Dを電子衝撃して生成する イ

オンは表-6に示す通りであって，断片イオンとしては

特に CH~OD+ が重要となるD そこで CH20D+ に着目

し、 arrison の方法19)を用いて， 図-5の結果を解析

一一一 8 一一一

表-6 CH30Dの屯子衡繋によって生ずるイオンの割合

屯子エネルギー
イオン m/e 

lleV 16eV 

CH.jODト l 33 100 100 

CH20D← 32 68 1~0 

CHOD+ 
31 6 13 CH30+ 

CHO+ 30 14 

イオン分子反応の研究は，専ら質量分析計によって，

極めて低圧で行なわれているD 圧が高くな ったとき，放

射線化学反応において，イオン分子反応がどの程度の寄

与をしているか不明であるが，衝突収率がほとんど 1に

近く極めてイオン分子反応を起こしやすいメタノールの

場合には，イオン分子反応が重要な寄与をしている可能

性は十分あると思われるO また近時液相メタノールにお

いてもイオン分子反応が重要な反応としてあげられてい

るo 凝相系では，メタノール分子は水素結合によって会

合しており，イオン化によって次のような反応が起こる

と考え られているD

CH3-O・ ー ...H一一O~戸一一 CH30H;十CH30+e
(→e-solv) 

H CH3 

CH30H2+十e-soh----.CH30H+H 

H+CH30H一一→H2+CH20H

6. パルス照射

極く短い時間に大量のエネルギーを投入し，高濃度の

中間体を生成し，常法では測定できないような短寿命中

間体を測定 し，その挙動をしらべるのがパルス照射の方

法であるD 従来水系について， パルス照射によ る多くの

研究がなされていることは周知のことであるo

Dorfmanら20)は，エタ ノール，メタノールの系にも

パルス照射の方法を適用し，溶媒和電子 e-solvの生成を

認め，その反応をしらべているo パルス幅として0.4ー5

μsec，パルス電流として40-150mAを用いているo0.4 

μsec 100mAのノりレスによる吸収線量は，1.4xlO17eV/g 

となる。脱気 した純エタノールを照射して吸収をとる

と，図-6のように， 7000Aに極大のある幅応い吸収が

えられる。メタノールの場合は極大が若干短波長側にあ

るが，同じく可視部に幅広い強い吸収がみられるo
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図-6 エタノールの照射による溶媒和電子の吸収スペクトル

この光吸収の性質， H+およびいろいろな電子捕捉剤

との反応，また電子捕捉剤から負 1荷のイオンが生成す

るなどの事実から，ここに得られている中間体が，溶媒

和電子であると推定される。溶媒和電子と電子捕捉剤と

の問の反応速度定数として，表-7の値が得られる。

表-7 エタノ-)レおよびメタノール中での溶媒和電子の反応

の速度定数，230C 

反 応、 l溶媒l速度定数， M-1sec-1

e-so!v+ H+so!v C2H50H 2.0+0.4 

e-so!v+02 C2H50H 1.9:tO.3 

e-so]v+C6H5CH2C! C2H50H O. 51:t0. 12 

e-so]v + H+so]v CH30H 3. 9:t0. 9 

e-so]v+02 CH30H 1. 9:t0. 4 

e-so!v+C6H5CH2C! CH30H O. 50:t0. 12 

添加物としてナフタレン，ヂフェニル，アンスラセン

などを用いると，従来知られているこれら芳香族化合物

の 1荷の負イオンによる吸収があらわれる。その反応は

次のように表わされるo ジフェニルの場合には，ジフェ

ニライドイオンが生成し，

e-solv十C12H10=CI2Hl~ 

400mμ の極大と， 610， 635mflにピークのある幅広い吸

収帯を示す。このような負イオンは 1次反応の式に従っ

て減少し，新たな中間体 (313mμの吸収〉を生ずる。見

掛け上 1次反応の式口従うところから，この反応は，次

のようなプロトン移動と考えられ，第2の中間体はハイ

ドロゼンアダクトと推定されるD

C12Hゐ+CH30H一一-+C1zHlOH+ CH~O-

以上のような実験から，メタノールの照射においては

イオン化によって生じた電子は，溶媒和電子の形を経て

次の反応に進んでい くことがわかるo Dorfmanらは，

溶媒和電子の G値として 1前後の値をえているo

7. ガラス状固体の照射

Hamill が初めて放射線化学の研究に取入れた方法で

あるが，パルス照射の方法が，高濃度の中間体を生成し

てしらべるのに対し，この方法は中間体をガラス状マト

リクスに捕捉して寿命を延ばしてこれを測定し，挙動を

しらべようとするものである。この方法もいろいろな系

に適用されているO

Daintonら21)は，ガラス状メタノールを770Kでr線

照射し，可視および紫外部の吸収、 ESR スペクトルな

どを測定しているo そしてそれらに対するいろいろな添

加物 (2ーメチルペン テン-1，水酸化ナトリウム，硫

酸，四塩化炭素，塩化ベン ジル，塩化第二鉄，ナフタレ

ン〉の影響をしらべ，また T線照射したのち，可視およ

び紫外部の光を照射したり，昇温した場合の変化をしら

べているD 主要な反応として，次の反応をあげている。

CH30民l山一一一.et+CH30H+
(→CH30H; + CH20H) 

CH30H2++e-一一-+(CH30H+H勺一一→
CH20H+H2 

ここに et;はガラスマトリクスに捕捉された電子を示すo

dは 1000K 以上の温度で，ゆっ くりではあるが移動す

るo また赤色光，紫外線などによって遊離されるo これ

らの場合電子は結局 CH30H;と中和する。 CH20Hは

1060K以上の温度で移動可能となり 2分子的に反応し

てグリコールまたはホルムアルデヒドを生成する。77
0
K

で T線照射した場合の吸収スペクトルと，それに光を照

射したときの結果を示すと図ー 7の通りであるo 図にお

いて， Eは et-~こまた R は CH20 H に対応すると推

定している。 ESRの測定結果も CH20Hの存在を示し

ている。
μ(lO'cm-' ) 

20 

1D 

。
。05

250 300 

λ(録制)

図-7 770Kで照射したガラス状メタノールの吸収スペクトル

a，光照射前 b，光照射後

志田ら22)は，放射線化学における分子イオン研究の一

環として，メタノールガラスの r線照射の研究を行なっ

ている。 770K でメタノールガラスを照射すると，捕捉

電子を生ずるが，芳香族炭化水素が存在すると，パルス

照射の項で述べたと同様に，電子を捕捉して分子負イオ

ンが生成するo かくして生成した負イオンは，速やかに
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メタノール分子と反応するo

S-+CH30H一一・SH+CH可0-

また捕捉電子は光照射によって，次の反応で原子状水素

を生ずるo

。っ+CH30H+hν一一..CH30-+H

8. 水素の生成機作

以上紹介したところを総括すると，メタノールの放射

線分解による水素の生成には，分子機作，イオン機作お

よび遊離基機作が含まれると推定することができる口そ

の主な反応は次のように表わされるo

分子機作 CH30H""ハf 一一-+H2十CH20

イオン機作 CH30H∞~ーー→CH30H+(→CH30H!) 
+eて→e-Sulv)

CH30H~+e-SOlV一一.H+CH30H

H+CH30Hー → H2+CH20H

遊離基機作 CH30H""，-一一H十CH20H

H+CH30Hー → H2+CH20H

気相においては，電子は溶媒和電子とならなj、で直接中

和反応に進むものと考えられる。なお気相においては，

メタノール分子が電子を捕捉して解離する反応も起って

いる可能性がある23)。

CH30H+e-一一..CH30-+H

重水素化メタノール CH30D の液相放射線分解を例

にとり，各機作の寄与を考慮して，生成水素中の重水素

の分布を算出し，表-3の結果と比較してみる。この場

合，遊離基機作における水素原子の解離は専らメチル基

で起こり，また水素原子による水素の引抜き反応も専ら

メチル基で起こるものと仮定する。また水素の全収率を

5.4とす る。

分子機作一一添加物を用いた実験から，分子機作によ

る収率として， 1. 6-1. 8の値が得られている。そこで

Gm(H2)=1. 7とするoBaxendaleらは， Porterら20の

光分解の結果を考慮して， CH30Dからの分子機作によ

る水素はほとんどHDであると仮定している。しかしな

がら，今村ら10)が，塩化第二鉄を用いて行なった実験の

結果では H2 : HD : D2=43 : 53 : 4となっており，山本

ら11)によるプロピレンを遊離基捕捉剤として用いた実験

でも，同様の傾向が示されている。ここには一応今村ら

の結果を用いると，

Gmくhydrogen)=1.7， Gm(H2)=0.73， 

から水素を引抜くとすれば，この機作による水素はすべ

てHDになるoこの機作による収率を， 溶媒和電子の収

率に等しいと仮定することにはあまり無理はないと思わ

れる。ところで問題になるのは溶媒和電子の収 率 であ

るo今村らは， N20を用いた実験から G(e-solv)=2.0の

値を得ているo 従来報告されている値はまちまちであっ

て，例えば Dorfmanらはパルス照射によ って 1前後

の値を得， Baxendaleらおよび Hayonらは，純メタノ

ールからの水素の収率と，添加物の存在における水素の

収率との差からC(e-SOlv)として，それぞれ1.3， 1. 85の

値を推定している。パルス照射は極めて高線量率の照射

であり，今村らの反跳粒子による高 LET照射の場合と

同様に，捕捉可能な電子が少なくなることが考えられ

る。また Hayonらの結果をみても，純メタノールの

G(H2)を5.26として1.85の値を推定しているわけであっ

て，純メタノールの値を 5.4とすれば溶媒和電子の収率

は約2となるo 以上の検討から，ここには G(e-solv)= 

2.0とする。

したがって，

Gion(hydrogen)=2.0， Gion(HD)=2.0 

遊離基機作一一一水素の全収率のうち，分子機作および

イオン機作の他は遊離基機作であるとすれば，その収率

は Gr(hydrogen)=5.4-Gm -Gion = 1. 7 

従って上述の仮定から，

Gr(H2)=1.7 

以上を集計して百分率をとると，

H2 : HD : D2=45 : 54 : 1 

この結果を実測値と比較してみると， HDが多 くなる

という傾向は一致しているが，数値には相当の聞きがあ

るD 上述のように，この計算においては，遊離基機作に

よって生成する水素はすべて H2 であると仮定してい

るo 実際には，水酸基での解離，水酸基からの引抜きに

よって，若干は HD，D2 も生成するものと考えられ

る。いま実測値と計算値との差が，遊離基機作のみに基

因すると仮定し，実測値を用いて逆算してみると，遊離

基機作による水素の収率と して次のような値がえ られ

る。

Gr(H2)=1.22， Gr(HD)=0.34， Gr(D2)=0.14 

山本ら 11)は， CH30Dの気相放射線分解について，同

じような計算を行ない，実測値に近い値を示している。

Gm(HD)=0.90， Gm(D2)=0.07 9. おわりに

イオン機作一一前述したように，液相メタノールにお メタノールの放射線分解について，特に水素の生成機

いえは，分子が会合しており ，イ オン化に続くイオン分 作を中心として，現在までに得られている結果を紹介し

子反応では，専ら水酸基の水素が移動するo 従って，溶 た。メタノールの放射線分解に関する論文は数多いが，

媒和電子との中和によって生ずる水素原子が，メチル基 ここには，同類の論文では代表的なもののみを紹介 し，

一一 10一一-



また項目によっては，その詳細は省略し，結果の一端の

みを紹介したところもあるo 御了承を頂きたい。メタノ

ールの放射線分解についても，新らしい技術の導入によ
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会放射線の物理と化学は古くて新しい学問であるo

…現在放射線はひと り物理や化学の問題にとどまら

ず生物学，工学，医学，農学その他あらゆる分野に

その利用が拡大しつつあるo ……令(序文より〉

放射線と原子，分子の相互作用について，広い範

囲からこれを眺め，広い範囲の研究者に基礎的な考

え方を示したものであるo たとえば，放射線化学に

ついては，その主な研究はしばらく前の生成物収率

測定などから大きく進化し，不安定中間体の研究は

言うに及ばず，さらに時間的に初期の過程にまで進

展しつつあると言ってよかろうo このような時に，

問題は多くの場合放射線と分子との相互作用に関連

してく るのであっ て，これは何も化学に限ったこと

ではなく，序文にあるようにあらゆる分野について

言えることである。

本書は志田教授の編集のもとに，渡部〈東大工)，

笛木(名大工)，志田(東工大)， 吉原(原研)，早川，

新楽〈東工大〉および山崎(放医研〉の各氏によって分

担執筆されている。第 1章各種放射線の本質，第

2章 放射線と原子の相互作用，第 3章 物質に よ

る放射線の吸収過程はいづれも渡部氏が担当し，放

って，多くの新らしい知見が得られ，ようやく本質的な

内容に入ってきた感 じがするロ反応の全容が明らかにな

るのもそう遠くないものと期待されるo
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射線の物理学が 100頁余りにわたってまとめられて

おり，化学者に とっては便利な章である。第4章

分子のイオン化解離とイオン一分子反応， 第 5章

放射線化学基礎過程 I基礎過程の構造 の2章は笛

木氏の執筆になるが，最近とみにその重要性が認識

されてきたイオン化解離とイオン一分子反応が化学

者向きに述べられる とともに，放射線化学の基礎過

程について時間的 ・空間的構造が述べられているロ

第 6章基礎過程H短寿命中間分子種とその挙動は

志田氏の執筆で，ここ数年間に行われた物理的方法

(MS， ESR， rigid l'>olvent， pulse)によ る研究例

がまとめられている。

本書の残り約括は，吉原氏の第7章 ホットアト

ム化学基礎過程，早川氏の第8章放射線によるル

ミネセンス，新楽氏の第9章 メスパウアー効果，

そして最後の第10章にはrdecayでできる陽電子

の化学的挙動ポジ トロニウム化学が，山崎氏によ っ

てと りあげられている。

このような広範囲の分野にわたる本としていつも

あり勝ちなことは，各章の記述が通りーべんなこと

である。しかし本書では， 重点的に各執筆者の身に

ついた学問が感じられ， ともすれば視野のせまくな

り勝ちな研究者にとって大へん有益な本になってい

るo (M. 1.) 
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放射線化学-1 966年

1) 基礎過程その他

(a) 水和電子や溶媒和電子の反応:

E. J. HartらJ)は水和電子 e-aq と H20 との反応

によるHと OH-との生成平衡をパルス分解法で研究

し， A. Hengleinら2)は水和電子と・ OHとの反応を調

べた。

A. G. Harrisonら3)は構成する原子のイオン化断面

積の加算性とか，分子の分極性と分子全体のイオン化断

面積との関係について，詳しい吟味を行なった。志田教

授ら.)はガス相での炭化水素放射線分解の研究の一環と

して，

t-C.H;+NH3ブiso-C4H8+ NH~ 
上式での G(ーt.C.H;) = 1. 76を得た。

佐藤博士ら5)は炭化水素放射線分解における電子補捉

剤としての N20 の作用を調べ，サイクロヘキサンの場

合 N20;0.4モル/立で分解の70%が仰制される結果を

得た。 W.V. Shermanωはプロパノールの放射線分解ー

において， H2 生成の前駆体である溶媒和電子を N20

が補捉する結果を得た。

D. A. Armstrong ら7)は水素および酸素を含むアル

カリ水溶液の放射線分解で生成する H202 の Cー値を

吟味した。飯塚博士ら8)は KI水溶液の放射線分解にお

ける水和電子の寄与について詳細に調べた。 また M.

S. Mathesonら9)はフ ェロシアン化加里水溶液を使って

し、るo

McNaughton10)は硫化水素の放射線分解で

GCH2S)=G<H2)=8.1土0.3 を得た。

近藤教授11)らはメタノールのy一線分解における四塩化

炭素，クロロベンゼン，ジクロロベンゼン等の有機ハロ

ゲン化物添加の影響から

G(e-sOlv)=2. 0 を得た。

A. Ekstromら12)はメタノ ールの放射線分解における

水素ならびにエチレングリコールの生成が，ベンゼン添

* 京大工学部教授

岡 村 誠 = *

加で減少する原因を吟味したD

J. Cunningham 13)はアルカリ金属の硝酸塩の放射線

分解を数百気圧の高圧下で試みている。

D. A. Armstrongら14)は固体770K でのハロゲン化

水素の C060-r線分解を調べ HCIおよび HBr に対し

てそれぞれ6.3:t0.2および12.3:t0. 3のを得た。杉森博

士15)は金属穆酸塩コンプレ ックスの放射線分解をK3CCo

(C20.)3J・3H20， K3CFe(C20')3J・3H20 で調べ，単な

る穆酸塩より分解し易い事実からら炭素金属結合が， リ

ガンドの分解を加速していることを知った。

R. R. Hentzら16)は照射したシリカーアルミナの表面

にはかなり長寿命の活性点が生じ，イソプロピルベンゼ

ンの脱アルキノレ化を加速するが，熱処理すると活性が失

われることを見た。

P. J. Dyneら17)はエネルギー移動過程におけるドナ

ー，アクセプタ一間距離の見積りを試みたD まず cyclic

-C6D12 の n-C6H14による活性化は，イオン分子反応と

同じく極めて短距離反応であるが，一方四塩化炭素によ

る脱活性化は 180A以上にも及ぶ長距離反応で，これは

陽孔と電子の分離距離に相当する。

W. E. Wentworth18)は電子附加反応に対する 0.4

μsec. 50V.程度のパルス法を開発した。

(b) 低分子反応

O. H. Wheelerら町は2，3ージメチルブタンの臭素化

反応を光反応と比較吟味した。

D. A. Armstrongら20)は液相でのエチレンへの臭化

水素の附加反応を-780Cで研究した。

HBrへ~、一→H+Br

H+HBr→H2+Br 

Br+C2H4ごC2H4Br

C2H4Br+HBr→C2H5Br+Br 

Br+Br→Br2 

平山博士ら21)はエテレンへの HClの500Cでの附加反

応を調べ， G(エチル，クロライド)=16，000を得た。村

松博士ら22)はクロロフルオロオレフィン (CFX=CCIX，
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X=ForCl)に対するチオール類 (RSH，R=CH3，C2H5 

or i-C3H7) のr線附加反応を調べた。

堀田博士ら23)はベンゼンの放射線酸化に使用する水を

0-18で enrichし，鉄およびコバルトの硫酸塩共存下に

生成した石炭酸中に仁川8を見出しているo

2) 放射線重合

(a) ヒ・ニルモノマー

松田博士ら24)はピニルホスホン酸エステルたとえば，

CH2=CH・P-(OCH2CH2Cl)2のr線によるラ ジカル重合

O 
を調べた。

鍵谷博士ら25)はエチレンの r線重合によって得られる

ポリエチレンの構造上の特長を IR.で調べ，また均生

成ポリエチレンの平均重合度は線量率に無関係であり，

重合時間の径過と共に上昇する非定常状態が成立してい

ることを認めた。これに対し A.Munariら27)はエチレ

ンの放射線重合を定常状態として取扱った。

C. Schneider ら均は速中性子線のパルス照射でスチ

レンの重合を行ない，イオン種との対応を試みたo D. 

J. Metzら29)はモノマーおよび反応容器の脱水に注意し

て，スチレンのr一線重合を行ない従来の値より桁違いに

大きい値

G<_M)=40.ooo 

を得た。上野氏ら30)は脱水に注意することにより，ス

チレンが室温r一線でカチオン重合することを確認し，さ

らに溶液重合31)でその動力学を吟味した。

(b)環状モノマー

高倉氏ら32)は，無水マレイン酸を電子アクセプターと

するトリオキサン，s-プロピオラクトン等のr一線重合を

行ない，何れもフリーラジカノレで誘起されるカチオン重

合であることを認め，その反応機構33)を考察した。成瀬

氏ら3勺まトリオキサンの固相放射線重合に対する添加物

効果を調べ， 電子アクセプターは加速， プロトンーアク

セプターは減速効果のあることを認め NH3 添加で自

由イオンの Gx として1.3を得た。また35)後重合速度が

。oC照射で最大値を与へ S02添加で後重合が加速され

ることを知った。

(c) S02および COとの共重合

藤岡氏ら36)はプタジェンと S02 との放射線共重合

を試み，モノマーで 1: 1のコンプレックスを生成し

て，常に 1:1の交互共重合物を与へることを知った。

天井温度 700Cのラジカル重合であって，プタジエンの

重合には 1，2結合は存在しない。また伊藤氏ら37)も無水

S02中でのプタジエンの重合を行なって， 1: 1共重合

を認めた。 また無水 -S02中でのイソプテンの重合では

38) ，イソプテン 2対 S021のコンプレックス生成を相

図から得た。さらに均同系のプロピレンの放射線重合を

25---1960Cで行ない，液相では線量率の 1乗，固相で

は後重合を認めた。

藤岡氏ら40)はアリルアセテートと O2 の放射線共重

合を行ない，この場合にも 1: 1コンプレックスが生成

して交互重合物が生成し，ポリ酢酸アリル，スルホンの

熱分解がジ ッパー型の分解であることを認めた。伊藤ら

41)は，無水 S02 中でのアリルアルコールの放射線重合

を調べ， -1960Cの固相重合には飽和現象が認められ，

-1960Cでr一線照射後に光を照射すると収率が低下する

事実を報告した。無水 S02中でシクロヘキシンも 1:1

の共重合物を生成する42)0DPPH添加で減速するo

鍵谷博士ら43)は，一酸化炭素と N-アシル，アジリジ

ンのT一線共重合を調べ， Nーアセチル，ポリ-sーアラニンの

生成を認めた。また的エテレンイミンやプロピレンイミ

ンと， COとのr一線共重合を行なっているoP. Colombo 

ら均は， エチレンと COとのr一線共重合を行ないフリ

ー，ラ ジカル重合であろうとしている。

(d) 放射線テロメリゼーション

武久博士ら46)は，プロピレンと四塩化炭素を用い， 10

__700C， 150--1，000mmHg， 2x 105__7 X 103radfhr.で

放射線テロメリゼーションを行ない， G(ー C3H6)= 100--

2∞0を得た。また47)エチレンと塩化シアンで放射線テロ

メリゼーションを試み Cl(C2H4)nーCN n=2-4と5以

上の 2部分に分けた。

(e) 固相重合

鍵谷博士ら48)は，固相および液相のマレイミドのr一線

重合を比較した。 Gy.Hardyら49)は，固相重合が進行

するにつれて，加速する型のモ ノマーではあらかじめポ

リマーを共存せしめると加速が認められ，減速するタイ

プのモノマーでは，ポリマーを共存させると減速するo

ポリマー共存のためのモノ マー結晶の乱れのためと し

た。また Hardyら町は， N-ピニルサクシニイミドとベ

ンゾキノンが共融混合物を生成し，共融点以下では重合

速度が共融点に近づくにつれて低下し，共融点以上では

重合速度が恒定であることを認めた。

M. Prince ら51)は，アクリルアマイドの電子線固相

後重合に対する350万psi位の高圧の影響を調べ2.5-3.5

倍程度の加速を認めた。 H.Mbrawetz52)は， 固相重合

における In→ource 重合と後重合の反応速度について

吟味しているが重要な鍵点である。

嘉悦氏53)らは 2成分固相共重合について系統的な研究

を進め，たとえばアクリル酸，クロトン酸系について相

図の吟味から始めた。清水氏ら54)は無水マ レイン酸と ア

セナフテレンとの固相共重合を行ない相図.との対応を吟

-味した。
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簡易グラフト率測定法として赤外線法，比重法等を提案

3) 高分子照射 した。 R.Y. Huang71)は，放射線によってレーヨンへ

(a) 炭化水素ポリマー ススチレンをクラフト重合する場合の四塩化炭素の影響

A. Charlesbyら町は， Po-21Oくα線〉と Co-60Cr一線〉 を調べた。

を用いポリエテレンの照射による結晶化度の減少を比較 また篠原博士ら7わは，ポリ塩化ヒ・ニールへスチレンを

し， 線の方が2倍程度著しいことを認めた。 M. Dole グラフト重合して塩ピ樹脂の改質をはかった。上田博士

ら56)は Marlex-50ポリエチレンの被照射物のゾルとゲ 町は，空気中照射法によってポリ エチレンへ塩化ピニル

ルとの聞の不飽和結合の分布を測って反応機構を推察し をグラフ ト重合する際にグラフト部分とホモポリマーの

た。1.Auerbach57
)は，被照射ポリエチレン中に生成す 分子量がほぼ等しいことを認めた。飼博士ら74)は，ポリ

るフリーラジカルの吟味を行なった。近藤教授ら58)は， ブタジエンやポリイソプレ ンへのア グリロニトリルのr-

アイソ タクチックおよびアタクチックポリプロピレンを 線グラフ ト重合を調べ，それぞれグラフト率はポリプタ

用い，放射線分解での G(H2) と G (CH4) が，N20 ガス ジエンくポリイソプレン，ポリプタジエン;1.4トランス〉

の共存で同一割合で減少して行くことを認め， N20の電 1.4.シス ;1，2ポリプタジエンはグラフ ト重合が非常に

子捕捉作用で説明した。 D.T. Turner59
) は，Trans- おそいことを認めた。

1，4ーポリイソプレンの方が cis型より横結合を作り易い

ことを3忍めた。

(c) 極性ポ リマー

D. T. Turnerら60)は， ポリ エチレン テレフタレー

トの放射線照射で Cα)Hの増加と可溶部の粘度低下

とが対応することを認めた。 V.T. Krasnanskyら61)

は， mーキシリレンジアミンとアジピン酸のポリアミドへ

のr一線照射で生成するフリーラ ジカルを ESRで調べた。

L. A. Wallら62)は， ヒ・ニルおよびピニリデン， フロ

ライドポリマーの熱分解速度に及ぼす前照射の影響を調

べ加速効果のあることが認められてし、る。 W.M. Pef-

fleyら63)は，照射ポリテトラフルオロエテレンのX線解

析および NMRを調べている。志田教授ら64)は，固体ポ リ

マーを照射して生成するラジカルの反応性について調ベ

ポリテ トラフルオ ロエチレンと ポリメチルメ タク リレー

トを用い，照射後混合と混合後照射と2つの方法で生成

するラ ジカルの相異に着目して興味ある結果を得た。

(c) ゴム

R. K. Traegerら65)は，ステレン，プタジェン，ゴ

ムに O""，200Mrad. の放射線を照射して生成する横結合

密度，硬度および弾性等を測定した。さらに66)各種のシ

リコン.ゴムについても O""，100Mrad.の被照射物の物

性を測したいる。

R. Jenkinsも町シ リコーン. ゴムのr一線照射による

弾性率の変化を調べた。

(d) 其の他

H. Fischerら68)は， ポリエチレンオキサイドのr一線

分解を調べた。 1.T. Wahbaら69)は Pectinの放射

線分解を調べた。

4) グラフト重合

後藤田博士ら70)は，セルローズ，スチレンの間接的な
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5) ESR 

V. V. Gromovら町は， 被照射 K2S04 中に生成す

る常磁性センタ ーについて吟味した。

三浦博士76)は，ガラス状態と単結晶とで照射した Na

ーポリホスフェ ート の ESRを調べた。

o 0 0 0 

叫P叫P-O-JV"V"'→+十一0・++十-0-+ e-
o 0 0 o 

また三浦博士ら77)は，ナトリウム・ ポリホスフェ ート

のガラスについて -P042- に基づく 2重線を認めた。

柏木博士 78)は照射したアロキサン水和物単結晶のES

Rから次の反応を推定した。
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また79)照射したコハ ク酸アミド単結晶の ESR から

は，次のラジカラ生成が同定された。

o I;I ND2 、CーとーとーCど
D?N J) 、o

H H 

山岡氏ら80)は，ニトロエチレン を含むメチルテトラハ

イドロ フランのガラス中にニトロエチレンrーアニオンラ

ジカルを確認した。竹田氏ら81)は，共役ジエン類の放射

線照射で生成するラジカルの構造を ・OH攻撃によって

生成したものと比較した。 D.Campbellら82)は，被照

射ポリエテレンテレフタレート中に生成するフリーラジ

カルの構造を ESRによって同定した。

1. D. Rubinら83)はアイソタクチック. ポリプテン -1の



被照射物について次の 2種のラジカルの生成を認めた。

C2Hs C2Hs CH3 

-CH2-d-CH2ーと dH-CH2-d-CH2-

6) 所感
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わらず80篇以上の報告が簡単に集録できた とい うことは

放射線化学が如何に広範囲に研究されつつあるかを示す

1つの証拠であろう D
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l資料・抄訳 |

励起原子からのエネルギー移行

による分子のイオン化の効率

R. L. Platzrnan 
CJ. Phys. Rad.， 21. 853 (1960)) 

訳者 志 田 正ニ* Platzman はかねてから分子のイオン化の関与する諸分野における superexcited

stateりの重要性を強調しているが，少なくとも放射線化学の分野ではこれと直接に結びつくような実験結果はこ

れまでえられていなかった。 しかし， 最近のこの分野の発展はようやく superexcited state の問題を本気でと

り上げるべき段階に達したように忠われる。ここに抄訳したかれの論文はすでに 7年も前の古いものであるが，

このような意味で今日なお意義あるものと考えるo

概要

He， Neおよび Ar の準安定原子との衝突で分

子がそのイオン化ポテンシアル以上の励起エネルギ

ーをえたとき実際にイオン化をおこす確率を，14種

の2原子および多原子分子について，これらの分子

を不純物として含む希ガス中の α粒子による全イオ

ン化量の測定から求めた。どの場合もこのイオン化

~ 1. 緒論 p

気相での衝突で一つの励起原子のエネルギーが他の原

子に移行する現象は第 2種の衝突のうちでもっとも古く

かつよく知られた例であるo もしこのとき第2の原子X

-のイオ ン化ポテンシアルが励起原子 A*の励起エネルギ

ーよ り小さい と，この衝突でXのイオン化がおこるo す

なわち

A*十X- A十X+十e (1) 

このよ うな副生的なイオン化は励起原子が準安定状態

にあるときはことに顕著である。 その理由は励起原子の

寿命が長くなるから第二の原子種の濃度がごく僅かでも

(1)の反応がおこりうるからであるo (1)の過程の多くの

例が研究されているが， 準安定状態にある希ガス原子に

ついては とくに よく研究されているD 励起原子のエネル

ギーをEぺ第2の原子のイオン化ポテンシアルを L と

して'E*二としであるとき， 換言すればこの過程がエネ

* 東工大教授

注1) 分子の イオ ン化ポテンシア Jレよ ，り高いエネルギーの励

起状態を L、う。本論文では superexcitedstateという語

はまだ用い られていないがこの状態の挙動が主な対象に

なっている，本文中の反応 (3)，(4a)および(4b)の BC本

がこれに相当する。

効率は 1より小さく ，ある場合にはるかに小さし、。

数例については，これらの結果を光吸収による励起

でのイオン化効率・と比較し，実験値の不正確さの範

囲内で，両者が等しいことを見出した。これらの結

果の意味するところについて若干論じた口

ルギー的に可能である場合には (1)の反応の有効断面積

は一般に大きく， 気体運動論的な衝突断面積と compa-

rableな大きさであるo これはこのような場合は厳密な

共鳴の場合であって，原子の運動エネルギーに大きな変

化を必要としなし、からであるo このような副生的なイオ

ン化は多くの分野，と りわけ気体中の放電や高エネルギ

ー粒子による気体のイオン化で重要な役割をしているD

Xが分子のと きはこの事情は変わってく る。す なわ

ち，この場合はたとえ E*>Ixでエネルギー移行がおこ

っても必ずしも100，%がイオン化をおこ すとは限らなし、。

そのわけは，生じたXの励起状態は preionizationをお

こすだけでなく， 分子の解離〈あるいは predissociation)

をもたらす可能性があるからで，これら両過程 Cpreio-

nizationと解明〉のおこる速度はcomparableである口大

きい分子では，このほか内部転換くinternalconversion) 

によってずっと低い電子状態に移ることも出来るD しか

し，それぞれの分子についてイオン化をうける確率りが

存在し，それは励起エネルギー Eの関数であろうし，ま

たその分子の化学的本質にも関係するだろう。明らかに

EーIx<Oのと きは η=0であり，一方 E-1x))Ixでは
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η=1に達するだろう。そして， Eーしが Oと数 Ryd-

berg の聞の値に対しては ηはOと1の問で， その値は

上記したいろいろな機構の聞の競争に関係するだろう。

ηの直接測定はいくつかの分子について Weisslerによ

ってすでになされている。かれらは低圧気体の極端紫外

での光吸収で生じたイオン化量を測定した。見出された

ηの値は実際Oと1の間にあり，このことは高い電子状

態では原子の再配置と preionizationとの間の競争が実

際に存在していると示唆した前記の議論を裏づけるもの

であるo Weissler はこのりをイオ ン化効率と名づけて

いるo

光量子hνの吸収による励起の場合のイオン化効率，YJP 

と， Eネ=hν の励起エネルギーをもった励起原子との衝

突によるエネルギー移行の場合のれとが等しいという

ことに対しては aρrioriな理由は何もなし、。むしろ逆

に，守pとれの値は異なるのではなし、かという少くとも次

の 3つの理由が存在する。

A)光量子の吸収につづいておこるイオン化には次の

2つの異なった機構が寄与していると考えられるD すな

わち，電磁波の電場による光電子の直接の放出

BC十hν一一占 C++e- (2) 

と， も一つは準安定の励起状態を通してのイオン化であ

~2 ・ h の計算方法

る。

BC+hν一一..BC*

BC*eノ BC++e-
¥¥、B+C

ハ
リ
、
ノ
、BJ

れ
い

a
'b

A
H
I
A
“E 

f
t
-、f
l
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一方，衝突過程でのエネルギー移行によるイオン化で

も同様(2)と(3)の競争がおこるだろうo しかし，励起原子

の電場は電磁波のそれとはことなるから， (2)と(3)の相対

的な確率は同じエネルギー E=hν が与えられた場合で

も両者で異なるはずである。

B)分子が弱く結合した同 じエネルギーのいくつかの

状態をもっ場合には，生じた短寿命の励起状態の本質が

衝突によって生じたか，あるいは光の吸収で生じたかに

よって異なるかも知れなし、。それは衝突による励起では

双極子遷移に適用される選択律にしばられないからであ

る。移譲されたエネルギーは同じであっても分子の励起

状態の本質は他の因子，例えば最初励起された原子のス

ピンにも依存するだろう (Wignerのスピン保存則〉

C)衝突の継続時間("，，1O-13sec)は preionization

や原子の再編成に必要な最小時間と同程度であるから，

preionizationと原子再編成の相対確率 (4aと 4b) は

衝突過程では変わったものになるだろう。

さて，実験的なデータから 引の値を導き，これを可能

なかきeり 仰の値と比較しようoYJc を求める可能性は，

He， Ne， Arが高エネルギー粒子を吸収したと きおこる

全イオン化量が微量の不純物の存在で著しく影響をうけ

るという Jesse の発見に由来するo 準安定状態にある

希ガス原子の励起エネルギ-E*か不純物として存在す

る原子または分子のイオン化エネルギー Ixより大きい

ときには，この不純な希ガスのイオン化量は純ガス より

常にず っと大きい。この副生的なイオン化は，全部とは

いわないまでも，大部分は準安定状態にある原子との

(1)の反応によるものである。全イオン化は一般に W=

To/Niの比で測られるD ここで Toは入射粒子の運動エ

ネルギー，Niはこのエネルギーを全部吸収したと きつ

くられるイオン対の総数である。この論文中で利用され

る実験結果は全部 α線を使った実験でえられたものであ

るo 純ガスに既知物質の既知量を添加してい くとWの値

は次第に低下し，数 0.1%の令不純物守濃度で水平にな

るo この水平部分までのWの減少は副生的なイオン対の

生成数， L1Niに相当する。

一つの α粒子およびそれから生 じる二次電子の作用で

つくられる準安定状態の原子の数は 1%以下の濃度の不

純物の存在では影響されないだろうo そうすると，水平
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部分では希ガスの準安定原子は全部 (1)の過程で脱活性

されているから， L1Niはそれぞれの希ガスについての定

数となることが期待されるはずであるo これは不純物と

して希ガスを用いたときには大体において観測される こ

とであるo実際は， Ix<E*の不純物で Ixが小さく な

ると L1Niが徐々に増加する現象がみられるが， これは

混合気体の主成分の方の最低電子状態 E。と Ixの聞の

運動エネルギーをもっ自由電子によ る附加的なイオン化

によるものであるo しかしながら，加えた不純物が分子

性のガスである場合のL1Nl は原子的な不純物について

の実験から期待されるよりも常に小さし、。この結果はこ

れまで準安定原子から分子へのエネルギー移行ではイオ

ン化の効率が 1より小さいためと説明されて来た。

さて，衝突によるイオン化効率を計算するために，原

子性と分子性不純物の聞の挙動の差を利用するo 一次近

似で

れ=L1Nl/L1N~ (5) 

ここではL1Nlは水平部分で測った与えられた不純物

によるイオン化の増し分 L1N~ はこの分子性不純物と

令同じイオン化ポテンシアル。をもっ原子性不純物での

相当した増し分であるo ただし，この式では前述した

sub-excitation electron のことは近似的に しかとり入



れられていなし、。 Heと Neが主成分気体である場合に

はL1N~ の値は Ar， Kr， Xeのような不純物気体につい

て測定した L1Ni の値をプロ ットした曲線から容易に求

めることができるo このやり方は Arについては不可能

~3. ηcの計算結果 '1)p との比較

れの計算結果を第 1表に示すo Ne と Arの E*の

値は二つの準安定状態の励起エネルギーのそれぞれの平

均値であるo 粒子の吸収で生じるこれら二つの状態へ

の相対的分布については何もわかっていないので単純な

平均をとった。 Heの場合は準安定原子の大部分は 21So

の状態にあるから，正しい Eホの値もこの近くにあるo

えられたイオン化効率の値はどの場合も 1より小さい。

第 1表にはまた Weisslerらによってえられたりp の値

も示されている。ほとんど同じ励起エネルギー(A.=hc 

/Eつについて h とれの両方が与えられている数例

についてはこの両者は近似的に等しし、。この一致がし、つ

も成り立つという実験的根拠はまだ数が少ないし，また

ηpについてもれについても実験精度の制約があるが，

それにもかかわらずこのような一致は有意義と思 われ

る。励起 Arに対す るエテレンのれの値はアセチレン

のれよりずっ と小さいが，これらの場合でも相当した

h との関係は同様であるo 不純物を含んだW値の実験

がれに関する多くの論拠の源となる可能性に注目する

であって，この場合は不純物が Xeでも Ix>E* であ

る。それゆえ Ar に対するL1N~(l.c)は Ne (または

He)に対する と同じ関数を仮定した。

第 1表

準安定状態の希ガス原子との衝突におけるエ ネルギー移行

による種々の分子のイオン化効率。c)と光吸収によるイ

オン化効率 (1)p)

He* Ne* Ar* 

E*=20.57eV E*=16・67eV E本=11.64eV 

.<=603A .<=744A え=1065A

守e 守P 守e 守P マc 守p

H2 0.92 0.83 つ.85 o O 

N2 0.89 0.90 0.75 O O 

O2 0.9 0.93 0.60 O O 

CO2 0.87 0.80 0.90 O O 

CH4 0.83 O O 

C3Hs 0.30 

n.C4H10 0.36 

C2H4 0.73 0.85 0.26 0.3 

C2H2 0.79 0.77 0.80 0.76 0.8 

C6H6 0.40 

(CH3)C6H5 0.39 

C2H50H 0.30 

(CH3)2CO 0.18 

CH31 0.52 

必要があるo '1)p= れという示唆が他の研究で確認され 合のエネルギー(D)よりかなり高いから，このような励

れば， Wの測定がイオン化効率の値を光イオン化の測定 起状態への分子の化学的活性化は非常に重要であろう。

よりもずっと容易に， ことによるとより正確に与えるこ 励起後急速に解離してしまうような小さい分子では，過

とになるかも知れない。しかし，いうまでもなくかなり 剰エネルギー (E-D)は電子的励起や原子的運動エネル

数少ない E*に限られるo ギー (飛行，振動，回転)， 一般に断片の化学的反応性

励起エネルギ-Eの関数としてのイオン化効率， η の増加として現われるo したがって，励起された断片の

(E)， を知ることは高い励起状態の本質を理解するため 生成はこれまで想像されてきたようなまれな現象ではな

の欠くべからざる要素であろう。 E>Iでη<1である く，むしろ励起分子の解離で生じる断片の相当部分，あ

Eの広い領域がちょうど全振動子強度の最も重要な部分 るいは大部分に現われるだろうo

が集中している領域と一致しているということは強調し ηに関する知識の応用は数多くあり，物理および化学

すぎることはないであろう。同じ理由で高エネルギー放 の種々の分野に関連しているロ例えばここで論じたよう

射線の吸収でおこる励起(イオン化とは区別して〉の大 な過程はガイガ一計数管，電離槽など放射線測定器の作

部分はイオン化ポテンシアルよりも高い値の励起エネル 用，気体中でのいろいろな型の放電，放射線化学の反応

ギーのところでおこるo イオン化ポテンシアルは化学結 機構の中にしばしば再現されるo

~4. 結論

第 1表と上述の議論から次のような一般的結論に達す

る。

1) 少量の不純物を含んだ Ar混合物の間のW値の相

違 を肝>1という仮定で説明することの妥当性を一層

確実にした。

2) 一つの分子にそのイオン化ポテンシアルをこえる

エネルギーを移行させれば必らずイオン化がおこるもの

としばしば暗黙担に仮定されているが，これは正しくな

し、。

3) 種々の分子の大部分，あるいは全部，はイオン化

ポテンシアルとそれより数 Ryaberg高いところまでの

聞に位置する電子状態をも っているo この状態では分子

の解離あるいは内部転換が preioniza tio n と競争でき

る。
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4) ここで論じているエネルギーの範囲では，基底状 りの場は，それが直接的な光イオン化(過程 2)と光励

態と〈イオン十電子〉の問のマトリ ック ス要素を用いた 起(過程 3)の確率を決定する限りでは，自由な場とは

光イオン化の理論は少なくとも不完全である preioni- 本質的に異なるということが，その性質を詳しく調べる

zationに関する分光的な情報がえられている水素分子の ことによって当然明らかにされるようなものとすれば，

場合についてイオン化効率のもっ と詳しい情報を獲得 h と恥いとが等しことから前者の直接的な光イオン

し，十分な理論を発展させることは可能であり，かっそ 化の確率は光励起の確率よりずっと小さいということ，

れは非常に重要な仕事となるであろう。 および観測されるイオン化効率は励起状態の preioniza-

5) ηc と ηp の値が等しく，したが ってまた両者の tion の固有の確率に等しいと いう ことが結論され るで

値の差の原因になるような因子が関係していないとい あろう。この結論は光吸収，電子衝撃，励起原子との第

う，かな りはっ きりした徴候が見出された。この暫定的 2種の衝突などによるイオン化の本質についての現存の

結論はもしそれが確実になればいろんな結果をも たら 多くの考え方を改めさすことになるだろうo

すo とくにもし，この結論に加えて，準安定状態のまわ

-0放射線化学入門く>-
原著 Anlntroduction to Radiation Chemistry の

著者 J.W. T. Spinksと R.J. Woodsが所属して

いるカナダの Sakatchewan大学では， Rp.search Cou-

ncil が大変な力を注いで物理学科と両学科にまたがっ

て放射線研究計画を推進して来ているo 特に物理と化学

との結合を前提とする学問分野も多いが，放射線化学も

その 1つであって，その意味でも原著の内容が著者の所

属を見てもおよそ想像が出きるようである。またこの訳

本の鶴訳は日本原子力研究所に所属する阿部，後藤田，

堀田，大島，杉浦の 5博士が分担執筆されている。この

方々の御専門が物理と化学と工学とにまたがっていて，

放射線化学が 1つの新しい橋渡し分野である事を考へる

と，正に人を得た計画である事が痛感される。まず産業

図書の優れた企画に感心するのはひとりこの紹介者のみ

でもなかろうo

この本が放射線化学の入門書としてすぐれているの

は，化学に中心をおき乍ら化学者にわかり易く物理現象

も解説しである点にある。詳しく見ると第8章の水およ

ひ、水溶液の放射線化学に最も大きい重点がおかれ，第7

章の気体の放射線化学と第9章の脂肪属化合物の放射線

化学がや》詳しく説かれ，第6章から第 1章へ右すそが，

また第10章から第13章へ左すそがなだらかに簡単化され

て行って，美しい富士山型の詳しさの配置が全体として

行われているo 1964年の原著の出版と成っているが1963

年までの文献もよく集録しである。 1965年の訳本の出版

であるので入門書としては充分 Upto dateであろうo

文献ばかりでなく各章に参考本が揚げられてあるのは大

変親切な取扱いであり，またイオンおよび励起分子の反

応 (p.131)とかラジカルの反応 (p.163)， 水溶液中の

e-aqの反応 (p.256) のように多教の複雑な反応が説明

されている章の終りには，簡単にこれを式示で総括して

あるのは大変心の行き届いた取扱いである。全般に脚註

が充分活用されて高度の知識も 引き出せるように成って

いるのも専門家にも大変親切であるo 原著者は放射線化

学に入門する学生，研究者を常に頭に描いているので実

際面の記述が大変行き届いている。ポータプルなガンマ

セル (p.19) 吸収係数の組合わせの計算例 (p.48) 等

は，そのよい例であろう。

この原著は帝国い所まで行き届いていて練習門題や数値

表も必要な点によく蝕れている。著者索引なども名前が

出ていないでも内容が該当している頁と文献欄の頁とを

一つ一つ重複して並べるなど心にくいばかりの気の配り

ょうである。全く感心させられる事ばかり o

翻訳の方も原著におとらない出来ばえで5氏に感謝の

外ない。訳者註として新しいデーターを追加された点

(p. 61，64，65，70)は ICBUの採用値に関するものば

かりでなく， 訳語に関する訳者の意見 (p.134，137， 

343) なども現在の日本語の代表的な表現が採用されて

いて極めて妥当なものである。

勿論紙数の制限もあって有機固体とか国相重合などそ

れぞれに 6"""7行しかさがれていなかったのは残念であ

った。訳本と しては日本の比較値を注として入れて欲し

い部分 (p.360)とか p.183→184のように前頁との続

き方， p.142の表の説明が見難いとか色々注文を云えば

ないでもないが，それは寧ろ「アラサガシ」と云う部

類になる。強いてさがしてもこの位しか見付からない程

よく出来た本として確信を以っておすすめ出来る事には

まちがし、なし、。(京大工 岡村誠三〉
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| ・ 研究所紹介

北海道大学

. 概 要

北海道大学には‘現在， 11の学部と 4つの研究所とが

ありますが，全学を通じて原子力関係の学科も放射線を

名乗る講座も医学部の放射線科以外はありませんo 工学

部には，原子力関係の 3つの講座がありま すが学科を形

成するまでには至らず，学生も持っておりませんo また

理学部には，数年前に発足 した 7講座からなる化学第二

学科があります。この学科の講座は殆んど物理化学系統

で，その中に放射化学講座があり，講座内容は放射化

学，放射線化学となっております。北大でも，ここ数年

の聞に放射線化学の研究が次第に活発になりつつありま

すが，これらの研究の多くは，放射線化学と一見，関係

のない名称の学科， 講座で行なわれておりますo

. 工学部

工学部の原子力関係の 3講座は基礎原子核工学講座，

原子炉工学講座，原子炉材料学講座ですが，学科ではあ

りませんので学生定員を持たず，講議，学生指導等の教

育負担は比較的軽く，研究活動を主とし，研究所の講座

に近い性格を持っております。基礎原子核工学講座担当

の小沢教授をはじめとし，加地，山崎，成田，鳥海の諸

氏がおり ，多士才々で北大の原子力研究のいしずえを築

いた方々です。研究活動としては， リニヤ ックの特性向

上，改良等の地味な仕事から，プラズマ振動の安定性等

理論的な仕事まで，広い分野で活発な研究を行っていま

すD 特に， リニヤ ックの運転等放射線化学の研究のため

に， 縁の下の力持ち的な仕事を着実に，効率よく行なっ

て下さるのもこのグループで，化学関係の研究者から深

く感謝されております。

原子炉材料講座には諸住教授，山科助教授がおりま

すo 諸住教授は電気化学， 腐食の分野で優れた業績をあ

げられた方で，数年前に，この講座を担当され，放射線

化学に意欲的にとりくみつつあり ますo 現在，鉄イオ

ン，或はセシウムイ オンの redox反応を利用した

chemical dosimetry を電気化学的手法で自動化する こ

とを試みており ますo また，腐食に対する放射線の影響

をも研究してお ります。山科助教授は酸化ニ ッケル触媒

本 北海道大学工学部教授

- 紹介者

相 馬純吉*

に 7または中性子照射するこ とによ る触媒活性変化の研

究で知られております。

現在，放射線化学の研究には欠くことが出来ない放射

線源は，学内にリニヤ ック(富士電機製， 4MeV，尖頭

電流90mA，パルス幅1.6psec. )と60CO(6000キュリ ー〉

とがありますo 本学のリニヤックは小沢研のグループの

努力で通常の繰返し照射の他に，単発の照射が可能なよ

うに改良されました。この単発の照射ができることはパ

ルスラ ジオリシスには大変有利であり，北大にパルスラ

ジオ リシスの研究が芽生えた原因の 1つは，このリニヤ

ックの性能の改良と向上に努力された方々がし、たためで

あると思います。また 60COの照射装置も堀，石川両氏

の努力で‘極めて能率よく照射を行なうことができ，研究

者から感謝されておりま すo このリニヤ ックも 60COの

照射装置も工学部本館のに近くあり ，工学部長が管理の

責任を負っ ておりますが，全学の共同利用施設になって

おりますo これらの照射施設を利用する部局から選出さ

れた委員からなる委員会がそれぞれの照射施設の運営に

あたっています。工学部の小沢教授，坂本教授がそれぞ

れ， リニヤ ック 60Coの運営委員長をしておりま す。 利

用は， 各部局にわたっていますが， その利用頻度は理学

部， 工学部の 2学部が圧倒的に多いのが現状です。 しか

し，この全学運営方式はよい制度です し，また共同利用

の実も上っていると思いますo

'. 理学部
理学部で放射線化学の研究をもっとも活漉に行ってい

るのは化学科の片山助教授，小笠原氏のコンヒ・です。 片

山氏が本学のリ ニヤ ックを用いて行ったメチルスチレン

のパルスラジオ リシスの研究は我国で最初のノりレスラジ

オリシスの研究です。この研究の内容については放射線

化学に関心をお持ちの方は誰でも よく御存知のことでし

ょうから紹介するまでのこともないと思いますD

この研究は理学部の片山氏と工学部の小沢研のグルー

プとの協力の賜物といえます。この研究に用いたスペク

トロメーターは島津の日l式な中古品であ り，理学部分析

化学講座から借りたものだそ うです。 また，山崎氏をは

じめと する小沢研の皆さんが片山氏の希望をいれて，リ

ニヤ ックを単発型に改良すべく 努力し， そして成功しま
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した。こうした理学部，工学部の協力がなければこの研

究は実を結ばなかったろうと思いますo そしてまた，こ

れに続く一連のパルスラジオリシスの研究は阪大の広田

教授，或は京大岡村研の方々との協同研究でもありま

す。北大における放射線化学研究の最初からこうした各

グループ聞の協力と協同研究の零囲気があったことは誠

に喜ばしいことでありますo 現在，北大で放射線化学に

関心のある各グループ問では所属部局にこだわらず，密

接に連絡し，協同 して研究を進めてゆく伝統が育ちつつ

あるのも，こうしたよい零囲気がはじめからあったこ と

によることが大きいと思いますD

理学部で放射線化学の研究を行なっている方は同じ化

学科の物理化学講座の田部教授，高分子学科，高分子固

体物理学講座引地氏及び同学科生体高分子講座の須貝教

授です。田部教授は硫酸ニッケル触媒についての広汎な

研究の一部として，この触媒が r照射を受けたときの酸

性度の変化についての研究を行なっております。高分子

学科の引地氏はポリオキシメチレンについての一連の研

究の一環として r照射したポリオキシメチレンの力学

的性質を測定しております。 須員教授は合成蛋白質(ポ

リαーアミノ酸〉について詳細な研究を行なっております

が，特にポリ-r-メチルーDーグルタメートをr照射し，固

有粘度を測定し，r線によってどの部位が切断され，また

照射によって二次構造がどのように変化するかについて

関心を持ち， この点を解明すべく研究を進めていますo

最後に，私共のグループを紹介しま.すo 正式には，工

学部，合成学工学科，化学工業材料講座といい，講座内

容は MaterialsScience です。相馬， 柏原助教授共同

して研究にあたっておりま す。 このグループは，元来，

磁気共鳴の色彩が強く，この面から放射線化学の研究を

行っております。我々のグループの研究活動は， ESR， 

NMR及び他の物性量の測定(力学的， 電気的〉 との 3

つに大別されます。

ESRの仕事は，高分子， 低分子両方を対象としてい

ます。照射で生ずる高分子ラ ジカルの ESRの研究は，

奈良，島田両君によ って進められておりますoPMMA， 

PP， PE等について，高分子ラジカルの立体配置，ラ ジ

カル消滅反応と分子運動との関係等について調ばており

ますo低分子については， ESRによるラ ジカル対の生

成の確認について仕事を始めておりますo また，理学部

片山氏と協同して， ESR によ る放射線重合機構につい

て，まず， αーメチルスチレンについての研究を行ってい

ますo

これらの仕事は，主として，高橋君の努力で進められ

- 研究所紹介

ておりますo また，最近，私共が開発したシングルショ

ットESRをノりレスラ ジオ リシスに応用することを計画

しています。これは，理学部片山氏，工学部小沢研の方

々と協力して仕事を進めてい ますo しかし，現状では未

だ，確実に成功するとはし、いきれる段階ではありませ

んo広幅 NMRの測定から， 高分子の分子運動につい

ての知見が得られま すので，高分子を照射することによ

り，或は高分子に放射線でグラフトすることにより，分

子運動がどのように影響を受けるかを広幅 NMRで調べ

ていますo 試料は照射放果についてはテフロン及びその

共重合物，グラフト高分子はプタジエングラフトポリエ

チレンですD また，照射を受けた高分子の電気伝導度の

測定も， PE， PAN等について試みており， 森永君がこ

の研究を行ない，新田氏が協力しています。

・原子力・放射線関係の講蟻

工学部では，原子力工学概論小沢教授，原子炉工学小川

助教授，放射線計測小沢教授，加地助教授分担，放射線

化学概論諸住教授，柏原助教授分担の各講議が学士レベ

ルで開講されています。修士レベルでは，放射線化学諸

住教授， 山科助教授，柏原助教授分担，放射線高分子化

学柏原助教授がそれぞれ開講されています。理学部で

は，放射線関係の講議が行なわれているとは聞いており

ませんの

各グループ毎での研究活動とは別に，柏原氏の肝入り

で，学内で放射線化学に熱心な人々 ， 片山， 山科，諸

住，入江，柏原の諸氏と相馬が参加して，定期的に，コ

ロキュウムを聞いておりました。現在は，ちょっと中絶

の形ですが，大変勉強になり， 気持のよい集りでした。

北大で放射線化学に関心を持っている人は決して多い

とはいえませんし，大きな研究グループもありません。

しかし，北大での放射線化学研究について，特色となる

点は，公的な所属部局がそれぞれ異なっている人々の聞

に密接な協力と協同研究の零囲気があり，それが伝統に

なりつつあるということだと思います。また，教育の面

でも，講議を分担しあうということでの協力が行なわれ

ていますo このような協力は，特に，放射線化学のよう

に，専門家でなければ建設できず，連転も出来ない線源

を必要とし，或は各種複雑な測定法に依存し，しかもそ

の結果の解釈については，物理，化学両分野にまたがっ

ている学問では必要不可欠のことと思いますD 北大内の

一員として，このよい伝統を，この上とも，確固たるも

のにしてゆきたいと考えております。
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放射線化学 会に望む

放射線化学会が誕生して一年，着々その成果をあげつ

つあることは，放射線化学を一つの分野として、大きく

育て上げようとする学界，業界挙げての意志と情熱の現

われとして，誠に心強く感ずる次第であります。

しかしながら，我々業界にあって放射線化学の研究開

発及至その事業に携わる者の置かれている立場を直視す

るならば，現在と未来にわたって必らずしも楽観を許さ

ぬ事態にあるものと考えられますo

我々が，利益追求を至上とする会社機構の中にあって

事業を行なう限り，しかも，放射線事業と銘打って，

これを行なう以上，刻々の経済状勢の推移の中にあって

採算がとれ，利潤のあがる製品を，ともかく，放射線を

利用して生み出して行かねばならないのであって，一日

も停滞することは許されないのであります。

したがって，長期的展望に立つての，原子力平和利用

という美名にのみ，酔っているわけにいかず，また，長

期的な基礎研究の成果を待つことをも，必らずしも許さ

れない現状でありますo 企業内における研究テーマの選

択が，如何に困難で，かつ重要なものであるか，また，

研究成果として得たかなり自信のある製品でも，企業化

して，事業としての成果をあげることが，如何に困難な

ものであるか，想像以上に厳しいものがあります。

それだけに，我々としては，放射線化学会の使命と意

義に期待するところ大であり，以下，潜越ではあります

が，思いつくままに，二，三の希望を述べさせていただ

きます。

そのーは，まず，放射線化学会は最高水準の学問の目

でもって，放射線化学全般について，伸びるものと伸び

ないものとを，本質的に洞察し，環境からして近視眼的

視野に陥り易い我々に対して，放射線化学の大局的進路

と目標を常に明示していただきたい。これは，いうまで

もなく，現在の知識や知見の解説，啓蒙ということでは

なく，活眼と指導精神をもって，現在と未来の本質的な

道を，予報して欲しいということであります。

次に，企業以外の場所においては，地道な基礎研究に

プラスして，大胆な，夢多い着想も捨てずに，盛り上げ

て行き，それによって，放射線化学の現状を積極的に打

開して行ってほしいものですo 我々，業界が切実に，探

一一業界にある一会員より一一
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究しているものは，いわば，その日の糧というべき需要

に直結し，直ちに，企業化のプロセスに乗る放射線化学

的製品であり，それだけに，企業内で夢の多い研究を行

なうことは，ほとんど不可能であります。今日の，放射

線化学の隆盛は，それが原子力の利用という人類の夢に

根ざしていることによると思われますが，その意味にお

いても，放射線化学は，学界においても，他の分野にな

い Vitality と夢に富んだ研究態度で進められてよいも

のと思います。

次に，若干，具体的になるが，放射線化学の企業化に

は，高額の設備を要するため，販売単価の大きな製品が

有利であるが，その意味では，高分子製品のみならず，

医薬品のような，低分子の製品に妙味があるはずではな

いでしょうか。しかしながら，低分子の合成，分解の面

の実用化は，我国では高分子の場合ほど，関心を集めて

いないように思われるのでこの点，強力に開発する必要

があるように感じられますo また，現在のところ，工程

に放射線反応を導入するとなると， 設備費の負担が相当

に大きく，出来るならば触媒や熱反応ですませようとす

る傾向が強いのも止むをえないが，線源も含めた，放射

線施設の簡便化，経済化のための基礎研究の必要性も痛

感されます。

さらに，今後，実用化のための放射線化学工学的技術

の向上の必要性は，急速に高まるものとみられ，原研高

崎研究所を初め，各企業においても， 着々検討しておら

れることと推察されるが，この方面の基礎研究も一層，

充実されんことを希望する次第です。

最後に，何といっても，放射線化学会の活動の主流を

なすであろう基礎研究が，放射線反応を本質的な機構か

ら掘り下げて解明し，それを放射線特有の反応に結びつ

けて，成果をあげて行かれることが望まれ，従来，あま

りにも大きかった基礎研究の成果と， 事業としての成果

との間にある技術的断層を埋めるべく努力することが，

我々業界にある研究者の課題であろうと考えます。

有望とみられる基礎研究が，応用ないし開発研究へと

進み，それが化学工学的に，或は量産的に可能であるこ

とが確認されることによって，一応企業化の射程内に入

ったといえるが，それだけでは充分でない。
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我々の経験に照しても，多くのものがこの段階で消え

去り，実際に工場を新設して収益を上げるところまで行

かないのである。このことから考えても，放射線化学製

品の特長を生かせる需要の広汎，かつ正確な知見の確立

が急務である と共に，むしろ需要から出発して放射線化

学の可能性を追求する態度も必要ではないでしょうか白

以上，多々安言を連ねてきましたが，放射線化学が，

困難ではあるが，なお夢と希望を託しうる一つの若々し

い分野であることは間違いなし、。しかしながら，企業内

にある者の立場から，現に，放射線化学が企業的に，ど

れだけの成果を収めえたかを考える とき，これでよいの

か，どの点に我々の努力が足りないのか，真剣に考えざ

るを得ない現状でありますo 今後とも，会員諸賢の御指

導，御鞭撞をたまわって，この道を何とか遁進したいと

考えるものであります(積水化学工業株式会社〉

brain Storrning 

と

質問処理機関を

藤 田慎一 一一

研究生活に入ってわずか三年ばかりにしかならない駈

け出しの身で当学会に望むことなど，甚だおこがましい

至りですが，機会を与えられましたので新人なりに思い

つく 感想など書いて見たいと思います。

始めに日本化学会年会の現状についてですが，この全

く驚くべきマンモス性は，我が国の化学研究陣営の厚み

を示すわけで大変喜ばしいことだと思います白しかし具

体的に見ると非常に短かく限られた時間で十分な討論も

出来ないままに，次々と発表が進められて行く有様は研

究発表の流れ作業のように思え，消化不良も手伝って関

心がうすくなりがちですo そのような点から分科会とし

ての放射線化学討論会えは，強い関心と期待を抱いてい

ますo 討論時間の十分ある事が本当の学会らしい姿であ

り，稔りの多い行き方だと思いますし，初心者や専門を

異にするものにとっては理解がより深まって，関心もよ

り高まるのだと思いま すo この討論会が学会に昇格した

ことは大変心強く，嬉しい気が致しま す。しかし，今後

ますます発展する過程においても，との討論会的性格だ

けではなくさないようにしてほしいと思いますD

私が参加させて頂くようにな ってからの当学会の催し

ものの中で大変勉強になり，今後にも強く期待していま

すプログラムは，その時々のトピ ックについての総合講

演や，特にパネルディスカ ッシヨンです。これらは知識

を深めたり，整理したり出来ると共に， トップレベルの

人々から未来への問題点を示唆していただく得がたい機

会でした。

ところで研究生活に入 って見て先ず困ったことは何と

いってもテーマの選定ですD これまで受けてきた教育で

は，たいてい確定 した事実を知識として受けとめ，これ

を記憶することが勉強だったのでz その真実性を疑った

り，新しい考え方を創り出すような練習はほとんどして

こなかったと思いますo ですから， 文献を読んで も，す

べて疑いのない事実ばかりが並んでいるように見えてし

まいますo そこにかくれている問題点を見つけたり，新

しい観点から問題を作り出すことなどとても出来ること

ではありません。そこで，研究者なら問題意識と創造的

感覚がなくてはっとまらないのだと悲しくなってしまう

わけです。それ故，私は日頃から大学の教程の中にそのよ

うな感覚を育てる目的の討論形式の時間を設けると有用

ではないかと思っています。その感覚を身につけた人材

は，どとの社会でも有用でしょうし，またそんな授業の

中から案外思わぬ成果が生まれるかも知れません。そこ

で私達の学会でも「問題とアイデアを生み出す会」とい

うような一種の brainstorming的なものを時々やって

はどうかと思います。そこでは設定されたいくつかのテ

ーマについて，可能，不可能や価値の高低を一切問わず

に，ただアイデアを創出することに専念するのです。批

判は創造力を萎縮させるそうですから最後に評価をやる

わけですD 放射線化学の産業への応用面はやや沈滞ぎみ

だといわれているそうですが，そういう方向のテーマな

ども含めれば，当学会が化学以外の分野からも多数集ま

っておられる有利さも手伝ってみのりが多いのではない

でしょうか。

これらの事をまとめて見ますと，結局人の集ま る機会

の多いことが望ましいということになるのでしょうか。

したがって外国の方を招いて講演会や討論会を持つこと

の利益は申すまでもないことと思います。(とはいえ，

今の私には猫に小判ですが・・・・・・〉

最後に私達が何か手さぐりでやって行こうという場合

に，いろいろと起ってくる問題をどのように取り扱って

良いのかわからず困ることがしばしばあります。そんな

時のために質問処理機関のようなものを設けて頂けたら

大変有難いと思っていますo

以上，他人に依存する虫の良い希望ばかりのべてきた

みたいで甚だ申し訳ありませんが， りくつもさることな

がら，矢張り実験屋はまず体で仕事をすることが第ーな

のだと自己反省をしながら筆をおかせていただきますD

(大阪府立放射線中央研究所〉
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この討論会は数えて 9回になるが，放射線化学会が一

昨年11月13日発足してから初めての会であるo その設立

第 1回の理事会で開催地を大阪と決められて以来，世話

人一同責任を感じながら時期およびテーマ，それに会場

について数回の意見交換を行なった。ことに会場は設立

問もない本会の世帯にふさわしい所と云うので，考慮、を

重ねた結果，阪大松下会館小講堂となった。小じんまり

した部屋ではあったが 2日間にわたってほとんど満席

延べ約 300人の参加者によって，年々向上する活濃な討

論が交わされた。それに 2日目夕刻よりの懇親会は学内

職員集会室と云う，部屋こそ質素であったが， 40名近く

の盛会さであった。ことに若手グループの参加が目立

ち，食べ物は少々不足勝ちではあったが，畳に続いての

討論，あるいは放射線化学のあり方と将来等々，産学こ

もごも今までに話し合ったことのない人々との楽しい交

換風景も見られ，放射線化学の原動力を生み出す場とし

てもふさわしいものであった。この討論会を通じても今

さらながらに放射線化学会の設立の意義深いものが感じ

られた。討論会の各演題について質凝応答をも含めて，

つぶさに述べるべきであろうが，紙数にも制限があるの

で以下2日間の討論の内容を簡単にふれることにする。

第 1日

定刻前に会場を満たした参会者を前にして，まづ篠原

会長の「本討論会は放射線化学会の最も重要な行事の一

つであるので，充分その意義を認識して活発な討論を行

なってほしい」との拶挨をもってはじめられた。

放射線化学のなかで最も実用化につながり，また学術

的にも進んでいる高分子分野においても，放射線による

特異な反応を見出すためには，その初期あるいは基礎過

程を明らかにすることが非常に重要であるo 討論会の 1

日目はその令放射線重合の基礎過程。をテーマとして，

発表，討論が行なわれた。

まづ林晃一郎氏 (京大工〉の招待講演は，テーマと同

題で行なわれ， 討論の焦点を知るにふさわしい Intro-

ductionともいうべき ものであった。 岡村研究室で得ら

れたデータを基として， (1)イオンラ ジカルによる開始反

応， (2)ラジカル，カチオン，アニオン各機構の共存， (3) 

フリーイオン機構による生長の放射線重合としての特色

ある素過程，並に固相重合とその水の影響についての興

味ある諸問題が選べられた。

つぎに一般討論に移ったが大別すると 2頃目となる。

モノマーの種類と照射条件によりイオン重合がおこるこ

と，またその重合がカチオン重合かアニオン重合かを実

験的にたしかめるという問題と，つぎに放射線重合の開

始種の測定方法の開発，発展の問題である。前者に属す

るものとして高椋ら(阪大産研〉の1.3-シクロキサジ

エンの放射線による二量化と重合，および岡本ら(名大

工〉のイソプテンの放射線気相重合は， いずれもカチオ

ン機構で進むことが述べられた。また上野ら (京大工〉

の放射線カチオン重合に関する研究では，招待講演です

でに述べられた事項を省略して，電子捕捉剤の役割と剛

性溶媒中のイソプテンの重合について話題が提供され，

山岡ら(京大工〉のニトロエチレンの放射線重合はアニ

オン重合であることが述べられ，それぞれ時間一杯活発

な質問討論が行なわれた。一方三井ら(原研，高崎〉の

エチレンの放射線重合反応における開始機構は，気体生

成物の分析からラジカル反応と結論されたo

つぎに重合開始種の測定に属するものとして， 辻ら

(京大工〉のESRによる放射線イオン重合の研究， 片

山ら (北大理ほか〉のパルスラジオリシスによるスチレ

ンの放射線重合の研究， 林ら (放高協大阪〉の電気伝導 電 伊

度法によるスチレンの放射線イオン重合の研究，神山ら

(原研高崎ほか〉の電子スペクトルによる放射線重合の

研究など，実際化に対する力強い推進力がうかがわれ

た。 西井 (放高協大阪〉の顕微鏡観察に基づくトリオキ

サンの放射線固相重合の研究は，モノマーからポリマ一

生成の際の結晶生成解明に関して有力な手段を与えるも

のであろうo また森ら(東大工〉の低温固相重合におけ

る磁場の影響は今後に期待されるものであり， 田畑ら

(東大工〉の放射線囲相重合における LET並びにエネ

ルギー効果も注目をひき，活滋な質疑討論を受けた。

第 2日

2日目は放射線化学の会新しい実験的研究方法クをテ

ーマとじて行なわれた。放射線反応のような非常に複雑
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な反応機構の研究には，単一な研究手段で究明し得る範

囲には白から限度があるので，非常に多方面からの研究

手段を駆使して綜合的に解明して行くことが心要である

したが って常に新しい研究手段を開拓することも放射線

化学者にとって重要な課題であるo

まづこのテーマに沿って行なわれた飯塚氏の招待講演

「メタノールの放射線化学」は同氏の研究も含めて，添加

物の効果， 重水素化メタノールを用いた結果など多彩な

データから， おもに水素の生成機構について明解に述べ

られ興味深かうた。メタノ ールはシク ロヘキサンな どと

共に放射線化学の研究対象としてよくとりあげられてい

るため(今回もメ タノ ールに関する発表は2つ含まれてい

る〉参会者の関心も強く講演後も熱心な質疑が見られた。

一般発表は多岐にわたっているが，大別する と添加物

効果 2.アイソトープを用いた研究2.マススペクトル

2. E S R 4.パルス照射1.電場 3.その他4であ っ

た。添加物効果は古く から用いられて来た手段であるが

最近は NH3 や N20などイオンや電子に関する知見を

得る目的で利用されている。 宮崎ら〈東工大〉は炭化水

素の放射線イオン分解反応を NH3 を用いて研究し，顕

著な密度効果のみられることから， 励起イオンも脱活性

をうける程度に長い寿命をもつこと を明らかにした。 中

川らく阪大産研〉も1.4ーシクロヘキサジエンの気相放射

線分解において，NH3や N20の効果より非常に大きな

G値を示すベンゼンやシクロヘキセンはイオン連鎖機構

によると推定した。また電子捕捉剤である N20 の効果

と照射中電場をかけて電子を極に集めた効果との類似性

も見出された。電場の影響についてはこの他， 大前 ら

〈阪大産研〉によりメタノールについて， 松井〈理研〉

により nーヘキサンについて発表があった。この方法で

は，比較的低電圧を用いて放射線分解のイオン中間体に

ついての知見を得ることを目的とする場合と，電圧をあ

げて加速された電子による二次的な反応の研究手段とし

ても利用出来る。高橋ら く東大教養〉は電子のかわりに

種々のイオンによる照射装置を試作し，アルゴンイオン

とメ タノールのイ オン一分子反応では，r線や光(1849A)

の場合と異なる結果を見出 しているo 鎌野ら〈東工大〉

は trans-2ープ テン CC4Hs) ーC4DS の系で生成する

HDおよど D2の割合から，非遊離基機構で生成する水

素の大部分 (.......90，%)はホット水素原子によることを明

らかにした。固体ジ カルポン酸のT線脱炭酸反応で、も 13C

による同位体効果のあることが保坂ら(原研〉により述

べられた。

マススペク トルによ る研究として広田らは nーパラ フ

インや脂肪族ケトンについて，すでに分子軌道法から予

測される c-c結合の切断確率とマススペクトルによる

実測値との聞によい一致を発表しているが，今回伊藤ら

(阪大蛋白研，理〉は直鎖アミンについても，二次切断

を考慮 してよい結果を得ているo このように複雑な化合

物のマススペク トルも定量的な理論によって裏づけされ

るようになると ，種々の有機化合物の構造決定に も一段

と威力が発揮されるであろう。 また津田 (広大工〉はマ

ススペクトル CRPD法〉により イオン対生成， イオン

の励起エネルギー，ラジカルの電子親和力などについて

の知見が得られることを Nーニトロソージメチルアミン

について示した。

ESR による研究も盛んに行なわれているが，吉田ら

く京大原子炉〉により強アリカリ性の水を-1960で照射

し trap された電子の飽和現象よりその局所的分布が

測定され，試料全体に trap された電子の濃度と局所的

濃度の対応より電子が spur内に trap されているこ と

が実験的に示された。また辻河ら(名大工〉によりトリ

エテルアミンの低温照射で trap された電子の局所分布

の平均距離は，約30A であるこ とがやは り ESR の飽

和現象より求められ spurの構造も一段と明らかにな

ってきた。 その他赤坂らく京大理〉により種々の有機イ

オウ化合物の単結晶について，峰岸ら(都立アイソト ー

プ研〉により 1-αーアラニンの単結晶について，照射に

より生成する中間体の測定結果が報告された。

パルス照射の研究も年々盛んになってきたが，川端ら

〈大放研〉により fusedq uartzの瞬間着色について述

べられた。その他メスパウアー効果を刺用して固体の放

射線分解や，光分解などの化学変化を直接追跡しようと

する斎藤ら 〈東大理ほか〉の研究，ポジ トロニ ウムの寿

命やスペクトルを解析するこ とよ り，アク リロニ トリル

の低温固相重合の活性種をとらえようと試みた 田畑 ら

(東大工〉の研究，示差熱解析を用いた館野 (原研〉の

研究など，新らしい technique の開発も活濯に試みら

れ，放射線化学の今後の進展に心強いものを感じたc

(桜井 洗 ，創 実夫，高椋節夫〉
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Third International Congress of 

Radiation Research 

第 2回の Harrogate における会議(1962)につづい

て， Radiation Research の第3回会議が昨年6月26日

から 7月2日にかけて，冬季オリンピックと観光で有名

なイタリアの Cortinad'Ampezzoで開催さそたのはご

存知の通りであるo この会議には放射線生物および医学

に関する多くの報告が提出されるとともに，当然のこと

ながらその基礎になる放射線化学ないしは物理の報告も

かなり見うけられるo 日本からはしかしながら，少くと

も List of Participants をみる限り 会日本放射線化学

会守会員の姿が一人も見当らない。これは費用の点だけ

なのか，わが国における "RadiationResearch"の姿を

も反映しているのか，にわかにわからないが，編集委員

からのおしつけで，出席者の一人である日大医学部熊谷

祐二氏から資料をお借りして，ここに見聞しない会議の

会報告令をでっち上げようとしているので，恐らく目を

つむ って象をなでる結果になるであろうこ とをあらかじ

めお断りしておく。

さて絵ハガキで見る限り Cortina とはまことに美し

い山々にかこまれた，いかにもイタリアらしい観光の地

であるD 恐らく梅雨の日本とは異なって涼しく気分の良

いところなのであろう。ここに33ヶ国，1200以上の人が集

まり，1000に近い報告がされたのである。26日は opening

ceremo，ny だけであるが， この際イギリスの A.How-

ard によって "Radiobiologyin the Service of Medi-

cine"と題するL.H. Gray memorial lecture がさ

れているのも，故 Gray を知る人にとっては感慨深い

ものがあったであろう。本格的プログラムは翌27日から

始るo シンポジウムは12，セ ッシヨンは71に分かれ， A

"'"'Nの14会場で前者は主に午前中，後者は主に午後聞か

れているo真赤な表紙の大判の Bookof Abstractsには

これらの報告の要旨がー頁に 4つづっ，タイプした原稿

を写真で印刷しであるので，字は小さく大変読みづらし、。

おまけに全講演の要旨は，一律に報告者の頭文字のアル

ファベ ット順になっているため，各セッシヨンの要旨を

拾い出すのがー苦労である。(アメリカのタイプは印刷

のようにきれいなのがとくに目につくのも研究費のせい

であろうか?)とにかく，筆者の興味のありそうなもの

をいくつか拾い上げてみたが， 会要旨、なので詳しいこ

とのわからないものが多いのは止むを得ない。以下，シ

ンポジウム， セッシヨン， participantsのうちのいくつ

かについて会象の耳、あたりの感触をお伝えすることに

する。

シンポジウムは前述の通り 120 一つ一つ主題を挙げて

みると，

1. Energy Dψosition at the Atomic Level. 

Fanoが chairmanになり Platzman，Boag， Ore 

(ノルウエー)， Kistemaker (オランダ〉がそれぞれ

primary activation についての理論的および実験的な

総説を述べているo なおシンポジウムのー講演は30分，

討論は10分である。

11. Radiation lnduced Radicals. 

chairmanはソ連の BachoSchuler， Fessenden の

液体炭化水素についての ESRおよび 12，TI， 14Cを

用いた実験 Freemanの一般的な総論， Symonsの固

体無機物の ESRの研究などが紹介されている。

m. Biological Effects of UV-Irradiation， 

IV. Radiation and the Origin of Life. 

生命の起源と放射線の関係について Oparinなどの見

解が述べられている。 すIJ生守の頃の太陽の放射線強度

は今の 100倍も大きかったとか・…一話としては非常に面

白い。

v. Radiation Chemistry of Water. 

chairmanの Daintonを始め Anderson--水蒸気

の放射線化学 Thomas-nanosec.パルスを用いた e-aq

の反応， AdamsーOHラジカルの反応 Kuppermanー

拡散モデル， Schult弓-Frohlinde--照射凍結水溶液の

温度上昇による変化，となじみ深い人達の名がみえる。

VI Radiation Effects on Cell Po.ρulation. 
VII Photodynm仰cEffecお.

四 Radiation旦庁ectson Macromolecules of Biol(r  

gical Significance. 

区 RadiationSensitivity 01 Genetic Structures. 
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X Radiation Mutagenesis. が彼の研究室で行なった氷についての結果から exciton_

沼 Radiation Effects on Artificial Polymers. like-structureをもっ "quasi-particle"の重要性を指摘

Magatをchairmanとして Charlesbyの固体ポリマ したり， Teply (チエコ〉が固体メタノールにおける

ーに対する照射効果 Doleの照射ポリエチレンの紫外 trapped electronと opticallyfreed electronの反応を

吸収スペクトル Hengleinのポリマー溶液に対する照 比較しているのが面白し、ロこのほか低温固体の研究には

射効果などをはじめ10人の総論があり，午前一午後にま Chachaty (フランス〉のアルコール， MTHFなど，

たがる唯一のシンポジウムである。 Roncin (フランス〉のク ロロメ タンなどがあるロまた

班 Mechanismof Cell Recovery. このセクシヨンでは Schnidtが電導度測定によって

これらシンポジウムの主題がそのままこの会議の焦点

である と速断はできないにしても， 現在の Radiation

Research の分野における興味がうかがえるであろ う。

これに対して， 一般に公募した論文は 953件で，セッシ

ヨン総数71のうち，"Primary Processesヘ "lnorganic 

A queous Soutions"， "Organic System"， "Pulse Radio-

lysis and Flash Photolysis"など chemist の興味の

あるのは10セッシヨン程度である。 これらの chemical

な報告の中には純粋に化学的なものも多いが，また同時

に生物学的に重要な有機化合物を対象にしたものも多い

のは当然であろう。

たとえば PulseRadiolysisのセ ッシヨンで Adams，

McNaughton， Michaelは RSH化合物による "free

G(free ion)を測定し，たとえば n-pentane0.09， 

cyclohexane 0.06， benzene 0.07， n-hexane 0.09， 

CC14 0.01などと報告したり lnokuti，Takayanagi 

が Platzmanとともに dissociativeelectron attachment 

の役割について報告したりしている。

Radiation Chemistry of Orgauic Systems，よ II

というセッシヨンも全く放射線化学的である。目ぼしい

ところを二，三拾ってみると， Baxendaleらの dioxane-

H20 系， Shermanなどの mercaptan による scaven-

ging作用の研究などが筆者の興味をひいた。 また有機

物の構造と放射線化学的反応性(たとえばトルエン誘導

体や環状炭化水素〉などが目につくが，これらには生物

学的な興味が多分に入っているものと予想される。

radical repair" (たとえばメタノールよりの CH20H 以上は全セッシヨンの正に氷山の一角に過ぎなし、。仮

ラジカルと RCH2SH との反応で CH30Hが再生する に筆者が出席していたとしても，これ以上の範囲の報告

反応:・CH20H+RCH2SH一一・CH30H+RCH2S・〉の は出来ないであろうと自らを慰めるとともに，読者のお

パルスによる研究， Ebertらのピリジン水溶液での H， ゆるしを乞いたいと思う。最後に Listof Participants 

OH， e-aq とピリジンの反応， Doleや Scholesなどに を眺めてみたし、。前に書いたように参加国33，総員約

よる DNAと e-aq の反応， Swallow などのアミノ酸 1200名で，圧倒的に多いのはアメリカの 383名，以上の

や蛋白質と e-aq， OH との反応， Grossweinerのエオ 紹介に出た 人々以外 list には Allen，Carlson， 

シン溶液などが目につく。 pulseradiolysis に関する報 H. Kallman， Kevan， Oster， J. Weissなどの名がみえ

告は多く，このほか Hartらのアルカリ水溶液のラジカ る。次に多いのはイギリスの 152名でかなり多くの化学

ル初期収率や e-aq の吸収の温度係数の測定などと とも 者の名が見える。ドイツの 108，おひざもとイタリーの

に， Field Emissionの幅のせまい c-数ー数十 nsec) 100名がこれにつづき，ソ連73， オランダ48， フランス

peak curr.の大きい〈数千 amp.) パルス照射装置の紹 36，ベルギ-43，ハンガリ -28，スエーデン，ユーゴと

介や，それを用いた NH3，CO2， CH4， H20 などの気 もに26名，あとは日本(13名〉を含めてこれ以下であ

体のパルス実験 CMeaburn，Gordon)が興味のある数 る 1-2名の国はオース トラリア，ブルガリア，南ア

例であるo フリカ，ルーマニア，ポルトガル，ギリシヤ，フィンラ

Primary Processes in Radiation Chemistry 1， IIの ンドで，少数精鋭 C?)というところであろうか。

セッシヨンでは20余りの報告があるが，とくに低温凍結

有機物およひツk溶液の研究が盛んである口 J.J. Weiss 
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Dear Professor Shinohara 

関東地区研究会 The little gift w叫hi凶ch 1 asked D肋r. Me白sぬhi札凶i

pass on tωo youおssmall indeed in terms of what比t 

本年度関東地区では次の 2つの研究会を開催しま した will ultimately become.・・・・・TheJapanese Society of 

1. M. Burton教授をかこむ談話会 Radiation Chemistry Award Fund. All societies have 

国際高分子化学シンポジウムに参加のため来日中の such funds.…ーmainlyto reward and encourage our 

Burton 教授を 9月30日都立アイソ トープ総合研究所に younger scientists. This new and very young society 

招き， 午後3時より「放射線化学の基礎的問題についてJ must look to the future.…..when recognition by you 

お話をうかがし、ました。 I放射線化学」の生い立ちに始 will be an honor highly sought by your present and 

まり，現在同教授の関心のま とである異性化反応まで futurecolleagues. A great tree grows from a small 

元気な同教授の味のある話に約40名の参会者はし、ろいろ seed. May this fund have such a future. 

な点で感銘をうけたことと思いますo ただし同教授の英 Sincerely 

語ははじめての人にはやや難解であったことはかえすが Miltnn Burton 

えすも残念でした。

2. T. A. Carlson博士講演会

欧州から帰米の途中で日本に立ち寄られた OakRid-

ge研究所の Carlson博士の IChemical Effects of 

Nuclear TransformationJと題する講演会を日本放射性

同位元素協会との共催で同協会で開催しました。同博士

は， Charge pectrometer の権威であり ，お話は核化

学に関するものでしたが，放射線化学との関連もあって

放射線化学者にも良い勉強が出来たものと思います。

.Burton教授よりの寄付

前頃の Burton教授と の研究会で，本学会より謝礼と

して 5，000円を差上げましたが，数日後次に掲げる手紙

と共に本学会の "AwardFund"の一助にと寄付されま

した。手紙にもあるように，これら "great tree"が育

つようにしたいも ので、す。

第10回放射線化学討論会

従来関東一関西に localize していた放射線化学討論

会も昭和42年には， 新ら しく生れ変った中園地方の美し

い都市広島で開くことにいたしました。現在予定されて

いる計画は次の通りです。

日時昭和42年10月26日〈木)-27日(金〉

場所広島大学 ・大学会館

討論主題 (1) 放射線化学の基礎過程〈低分子〉

(2) 高分子化合物の放射線化学(架橋 ・

グラフ ト等〉

詳細が決定次第ご案内をお送りいたしますo

一一一 28一一ー
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賛助会費正会員学生会員各位

昭和42年度会費払込みのお願い

正 会員 500門

学生会員 300円

会則第8条によりまして新年度(昭和42年度〉の会費を

お払込み願う時期と相成り ，先般お願い申し上げま した

が，未納の方は手数ながら至急払込まれるよう重ねてお

願いし、たします。

尚，会費は毎年 1月--12月分として処理させていただ

くことになりましたのでお知らせいたしますo

. ・ .~. .・.・. ・・・・.・.・..

本誌に記してあるように今秋の放 従業者数〈輸送用機， 機械，食料 トン型の T(D.n)He反応による高

. 射線線化学討論会は広肘引きうけ 品，繊維 金属〉 速中性子(14.6MeV)発生装置利
. 

ることになりました。目下のところ 出荷額 ((輸送用機，機械，食料 用の可能性が考えられる訳ですが中

討論テーマ ー，開催月日を決定して 品，鉄鋼，化学〉 性子東の小さ いこと，三重水素の高

支部を経附して日化本部え申請書を の順位といわれ，また工業出荷額を 価なことより，そう易しくはないの 2 
提出中です。来広の機会にめ ぐまれ 重化学工業と軽工業に大別すると65 です。理学部にはNMR，ESR工学部

ていない人も多いようですし，また : 35のように前者の占める比率が可 には同じ コッククロフ ト・ ワル トン

学会事務当局の要請か、れて討論会 成 り大きいのです。これは工業の先 の加速務 60COr線照射装置の外

御案内傍々簡単に広島の点描を試み 進的性格を示すものと解してよいで に，この 2月に小生の研究室に質量

ることにします。 しよう .企業別には東洋工業，大竹 分析器が入 りました。スロ ーテ ンポ

周知のように広島県内の主要 ながら放射線化学の研究の素地

都市広島，，%;，刷は戦災によ l 広 島 の 点 描 | はやつつある訳ですが，研究

り灰燈に帰し，幸いにもこの不 ~ rn ~ 者の少子いことは覆うべくもあ| 津田覚 --a V."jY-'d.. 

幸をまぬがれた都市でも産業の りません。厳島地区えの清遊，

主体があまりにも軍需生産に依存し 地区石油化学コンビナート (三井石 広島市内の遊覧案内は専門業者に任

ていたため，何時の日に平和産業と 油化学，三井ポリ ケミカ ル，大日本 すことにして下に広島市内の略図を

して生産が再開されるかの見透しが 化成，三井化学工業)， 日本鋼管福 掲げておきます(参考にまで〉

立たず，当時は全固有数の失業県に 山製鉄所，三菱重工業広島造船所 300名 を収容できる会場を予定し

ランクされていた訳です。あれから 白木製鋼所，呉造船所などが有名で ておりますので奮って多数ご参加下

20年，日本経済が復興から発展へ， す。特に瀬戸内海地域の今後の発展 さいますよう，また色々のお問い合

更に高度成長の段階に突入する聞に に備え，予め公害対策に万全を期す せは下記宛えお願いします。

次第に消費県から生産県への脱皮を ょう配慮されていることは頼もしい 広島府千田町 3丁目広島大学工学部

はかり ，現在(岡和39年の統計〉で 限りです。次に話題を大学に変えま 津田 党 ・横畑明

は， 事業所数 14783個所，従業者数 す。

273323人，出荷額7572億円というの 原子力または放射線に問係ある学

が工業の現況です。これを全国別に 部としては当然，理学部，医学部お

みると 事業所数では第 7位.従業者 よび工学部があげられる訳ですが，

数およ び出荷額では第9位なのです この中で有名

が， 上位 8都府県は何れも既設大工 なのは医学部

業地帯ないしその周辺部の県ばかり 構内にある原

で，ひとり広島県のみが新しい瀬戸 子放射能研究

内海時代の代表県として 9位にラン 所でしょう。

クされている形です。このうち上位 放射線化学的 J i i iE 市臨 す1
5業種は にはコ ックク f+ ~ 底堅学本部 メ笠盟」

' 広島空港 、』 じ二コ 回 大学会館

事業所数(食料品，繊維，木材，金属) ロフ ト・ ワJレ 、 市電元学前 一 至字品

』・...............句・.....句~持制句・.....句....~~... ・・.........・・・・・......'..".... 
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玄 貝 名 簿

-賛助会員

名 称 所在地

財団法人日本放射線高分子研究協会

三菱 原 子 力 工業株式会社研究所

日 本 原 子 力研究所

日本原子力事業株式会社 NAIG総 合研 究所

積水化学工業株式会社中央研究所

三 井石油化学工業株式会社

東芝放射線株式会社

日本電信電話公社電気通信研究所茨城支所

住友原子力工業株式会社宝塚放射線研究所

東洋レーヨ ン株式会社

住友化学工 業株式会社

ダイセル株式 会社中央研究所

倉敷レイヨ ン株式会社

東洋 紡績 株式会社繊維研究所

昭和電 工株式会社

一菱化成工業株式会社

旭化成工業株式会社

東京都文京区本駒込 2ー 28-60

埼玉県大宮市北袋町 1-297

東京都港区新橋 1-1-13

川崎市元広町 250

大阪府三島郡島本町大字広瀬

東京都千代田区有楽町 1-12-1

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 江 戸 橋 3-7

茨城県那珂郡東海村

宝塚市蔵人字末成

滋賀県大津市園山町 3-2-1

大阪市東区北浜 5-15

埼玉県入間郡大井村大字鶴ケ岡 171

大阪市北区梅田 8 新阪急ピル内

滋賀県滋賀郡堅田町大字本堅田 13∞
東 京 都 港 区 芝 宮 本 町 34

東京都千代田区丸の内 2-4

東京都千代田区有楽町 1-12-1
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第 5回理事会

昭和41年11月9日 大阪科学技術センター会議室で午

後 3時より 11名の役員が出席して開催経過報告の承認，

新入会員(賛助会員 5件，正会員13名〉を承認， 会放射

線化学。 Vol.2， No. 3の編集方針の検討， 次回の討

論会の件，及び今後の活動方針の検討を行った。第5回

理事会で入会を承認された方は次の通りですo

〔賛助会員〕

日本電信電話公社電気通信研究所茨城支所住友化学

工業(株〉 住友原子力工業(株〉 東洋レーヨ ン〈株〉

中央研究所 ダイ セル(株〉中央研究所

〔正会員)

久末道雄，広瀬一豊， 祖 父 江 寛 ， 寺川 彰，

長谷川園彦，高柳素夫，小松剛，荒川 鉄太郎，

浅田常三郎，吉良爽，志田忠正，小池満，市川済

賛助会員

賛助会員の入会勧誘は会長，副会長が分担しておりま

すが，原子力産業会議の末綱一郎氏の御厚意により ，昨

年 7月25日の放射線化学常任委員会の折，多くの会社代

表者の方々にこの旨を説明していただき，之をもとに し

て賛助会員をふやす動きをつづけてきました。この種の

話は時間と労力をかけなければうまくすすむものではあ

りませんが，主と して篠原会長の御尽力により現在迄の

とこ ろ下記の会社が賛助会員として新たに入会していた

だけることになりました。旭化成工業(株〉 住友電気工

業(株〉倉敷レー ヨン(株〉ダイ セル(株〉昭和電工(株〉

東洋レ ーヨン(株〉 住友化学工業(株〉 東洋紡績(株〉

古河電気工業〈株〉 三菱化成工業(株〉

一一ー32一一』
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他にあまりない本会の編集輪番制によっ て担当する こ

とにな った。とはいっても原稿集めまでであるが，非常

に感銘深いものを味わった。昨秋我が国放射線化学の先

駆者の一人である仁田先生が文化勲章をもらわれ，本会

員一同 も心より お喜び申 し上げたこ とであるo その大阪

での祝会 (11月中旬〉に出席して，お祝いを申し上げる

と共にこの御執筆方を簡単にお願いし，あらためて参上

しようと思っていた。その数日後に書留便をもって届け

られ，原稿集め役には只々頭のさがる思いがした。いつ

までも御健康で益々本会のため御支援賜わらんことをお

願いしますD その他岡村先生をはじめ御執筆者各位も，

年末年始の御多忙中にもかかわらず早々御草稿下さいま

して， 第 2年目を踏み出 した 「放射線化学」にふさわし

い充実した内容にしていただし、たことを深く感謝致しま

す。(桜井洗〉

放 射線 化学 第2巻 ・第 3号

昭和42年 3月10日印刷

昭和42年 3月20日発行

発行所 日本放射ー線化学会
東京都文京区本駒込2-28-8
理化学研究所
放射線化学研究室内
電話(941)1141(代表〉一(10)
振替口座東京46664番

編集発行人篠 崎 善 治
制 作 株式会社大同アドセンタ ー

東京都渋谷区千駄ヶ谷4ー20
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