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基礎研究と基礎の勉学

自由に基礎研究をさせて欲しい， と云う声は，研究所

によく聞かれることである.然し，長い体験を通して，

その声が尤である面と尤でない面を持っていると，私は

見ているのである.創意は外部から指導して生れるもの

でなく，自由な雰囲気で創意は生れるものであるから，

自由な空気が必要であるとは，心から思う.そして，始

めて生れ出る，即ち根源に触れる，云い替えれば，基礎

に関係する基礎研究を， 自由に認めて独創的な成果を期

待する，と云うことは如何にも尤もらしく聞える.

然し，現実に基礎研究と云うものに執着する多くの人

々は，既存の立派な実験装置や測定器具を先ず求めたが

り，実験を始めるに当って既刊の文献と首引きに取組ん

で，装置機械を壊さぬように使い，文献にある事を追試

し既知の資料より密度の高い観察測定結果を作り出す

のに終始している.市も，日本の学界は事大主義て極め

て事勿れなので，そのような実験結果を高く評価さえす

るので，その傾向は促進されている.これに就いて，た

だ基礎の勉学をしている， と私は云うのであって，基礎

研究とは縁の遠いもので 自由に実験の題目を択び得た

としても，それは学修時代に選択課目を勝手に択んだの

に相通ずるものでしかない.この辺の事情を先ず改めな

ければ，根源即ち基礎から積みあげた，真に独創的な科

学や科学技術の成果が， 日本ではあがらないと見通すの

である.

無手勝流に物事を進める事は戒めねばならぬので，既

刊の文献に学んで準備を充分にせねばならぬのは勿論で

あるが，研究者夫々の独自の判断によって，或る程度の

準備を終えたら，先ず独立心を振い起して独立せねばな

らぬ.その独立の動機は やむにやまれず立ちあがると

云う詮じつめれば他動的なものである事が多い. 文献

策日本原子力研究所理事長
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などで教えられたものが，実在する事実(真理〉と相容

れぬと，口をきかぬ事実から暗示され進む方向を示され

たり，使命によって進まねばならぬ途に既存の通念によ

る邪魔があるのを打開せねばならぬ時など，いずれも研

究者に働きかけるよ うに作られた乗り越えねばならぬも

のに対して，敢行心を発揮する時に独立精神の出発があ

る.この際，独立心を奮い立たせねば，既存のものに従

うこととなり，基礎研究を始めて進むか，基礎の勉学に

留るかの分れ道に立つ事になる.

他から強いられるようにしてでも，独立心を奮い立た

せる場合に，科学技術の途では，実在する事実が最も大

きな拠り所であり，而も無限に頼り得るものであり，文

献は限られた範囲の根拠にしかならぬので，実物教育の

成果が最高の拠り所である.故に，研究室で文献と首引

きの姿の者は独立精神の強さが疑われでも致し方なく，

文献を準備室に残して，実験室で手を汚し額に汗を出し

て実在する事実と相対する者でなければ，独立精神の真

の発揮を期し難い.実在する事実は既知と未知を共に含

んでおり，既知のみで成り立っている文献とは，幅と深

さが大き く異なっている.未知を含んだ実在する事実

は，限り無く新事実を生み出して，新しく既知を作り出

して行くので，事実に忠実である努力を研究者は忘れて

はならぬ.その点では，文献に拠る人々は既存に安住し

得るに較べて，事実に頼る研究者は流動に対応する精進

をせねばならず，文献教育の成果をも って批判 ・評論に

走る人よりも，謙虚に実在する真理の教えを受けて， 事

実に取残されぬように精進する心構えが大切である.

要するに，基礎の勉学は文献教育時代のものであっ

て，それは準備のものであり，使命観なり責任感に駆り

立てられて独立精神を発揮して，創意、を基に基礎研究と

云うものは行われるものである.
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〔解説J SORとはなにかーその放射線化学との関係

1 . SORの特性およびそれを利用した

原子分子の研究

~ 1 はじめに

高エネルギー電子を発生させるための円形加速器とし

ての電子シンクロトロンの中で，等速円運動をする電子

からの発光， SOR (シンクロトロン軌道放射の略称〉は

随分以前から知られていて，特に高エネルギー加速器の

放射損失や，宇宙空間での粒子の発光機構などの問題か

ら大きな関心をもたれ，理論的にも1)，実験的2)にも詳

しくしらべられている.この SORが， XUV(極端紫外

線〉領域での連続光源として，物性研究に大きな寄与を

与えるであろうということを示唆したのは Cornell大学

のTomboulianであるお. 我が国でも INS-SORグルー

プ(INSは原子核研究所の略称)が，核研に電子シン

クロトロンが建設され，運転が始まった1962年頃から，

SORを利用する物性研究の準備作業や予備実験を始め

Tこ.

XUV領域の光に対する物質の吸収係数は非常に高

く， (吸収断面積にして 10-16'" lO-15cnfの程度〉これ

が，この領域での光物性研究を困難にしていることの一

つであるが，これは逆に言えば，光と原子分子との相互

作用が，この XUV領域で最も強く，光と物質との相互

作用の研究には， とりわけ重要な領域であると言えよ

う. ところが，従来XUV領域での連続光源としては，

20ooA"，  600Aの波長範囲では，稀ガス放電による光源

が開発利用され4)，それによって原子分子の吸収実験も

非常な進展を示したが， 600A以下の波長領域では，ま

だ通常の実験室内で原子分子の吸収測定に使用出来る

ような連続光源は開発されていない. 近年フランスの

Vodarの研究室で開発された真空スパーク放電が 1∞
"'500Aの領域で連続光を発するものの，スパーク放電

であるがため光電測光には不向きであると言わざるを得

ない.このような実情に加えて，幻Rは他の光源にな

い優れた特色をいくつか持っており，その特色によって

通常光源をもってはなし得ない研究を逐行できる可能性

中 村 正 年*

を秘めていると言って過言ではない.

~ 2 SORの特色

SORについての詳しい解説や計算は，小塩その他5)

によってすでに多くなされているので，ここでは光源と

しての特徴だけを簡単に列挙するにとどめる . 

(1) SORスペク卜ルの連続性

電子の円運動が低速の場合は.軌道運動の周波数Po=

lJ/R (lJ:電子の速度， R 軌道半径〉に等しい振動数

の双極子放射が四方に出てゆくが，電子のエネルギーが

高くなりその速度が光速度に近ずくと，電子は自分の放

出した電磁波と相互作用をするようになり，p=n  Poの

高調波があらわれ，電子のエネルギーの増加と共に放射

エネルギーは次第に次数の高い高調波部分に集中するよ

うになってくる.通常 Poは数 MHzであるが，高次の

高調波部分に相当する可視部やXUV領域では殆んど完

全な連続スベクトルになる.

E=γmo c2， (γ=lN1ーが，moは電子の静止質量

のエネルギーをもって半径Rの軌道上を 1秒あたり n個

の電子が回転しているとすれば，単位波長あたり放射さ

れるエネルギーは，

一云云=2"'; 3 rt (n e 2/入~)γG(y) ・・ ・… (1) 

であらわされる ここに ĉ=(4rt/3) Rγ3であり，G.
(y)はスベクトル分布をあらわす関数で

G(y)=y3 (OOK5L(η)dηy=入門九 ……(2) 
J Y 7'3 - 1.;./凡

であり ，K%(η〉は第2種ベッセル関数で、ある. G(y) 

の値が最大になる波長，すなわちスベクトルのピーク波

長 入m は，適当な単位の数値を代入すれば，

入m(A)=0.42λ巴キ 2.35R(meter)/E3(GeV)……(3) 

たとえば核研の場合，R = 4 meter， E =1.3 GeVとす

れば， 入m与 4.3Aという短い波長にピークをもつことに

なる. Fig.1は，電子1個がドーナツ内を回転している

として核研のシンクロトロ ンについて，放射エネルギー

Synchrotron Radiation--Its Applications in Radiation Chemistry 
1 Feature and Usefulness of Synchrotron Radiation to Atomic and Molecular Processes 
*Masatoshi NAKAMURA 東京教育大学教授(理学部)，理学博士

(経歴〉昭和24年東京文理科大学物理学科卒，昭和45年より現職， (専門)分子分光学， (趣味)釣り ，(連絡先〉 干112東京
都文京区大塚3-29-1，東京教育大学理学部，電話03-946-2151(内線)456. 
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強度分布を示すようになる.そしてスベクトルのピーク

の波長の放射では，その円錐の半角 ψは

ψキ _1(rad)，γ= E/mo C 2….....・H ・...(5) 
γ 

で与えられる. mo C 2= 0.51 MeVであるので，角度を

度であらわせば，

ψ(deg)ー30/E(MeV)…...・H ・..…...・H ・..(6) 

となり，たとえば核研シンク ロトロンでは ψ与 1'20"で

あって非常に指向性のよい光であると言える.実際に分

ロ。
H ..... 
υ 
ω 

Q) 10' 

υ 
ω 
tfJ 

・<: 10' 
、¥
tfJ 

ロ。
ぢ 10・
4 
β司 光器を使って SORを観測するときは，電子軌道のどれ

だけの部分からの 鉛 Rを利用できるかが問題になる.

軌道の接線方向2の距離に分光器の入射スリットがあ

るとすれば， 軌道上の 1点からでた的Rは 2/γ の角

度に拡がるので，分光器測から見て軌道上の 2R/γ の部

10' (え)

10' 
0.1 10 10' 10' 

Wave Length (入〉

Fig. 1.核研 SORのスベクトル分布5) 電子エネル

ギーをパラメーターにとってある。 分からの SORを観測できる. また各点から出た光の

中，幅 sの入射スリットの中に入るのは s/.eの角度内

に出た光だけで、ある.したがって前項で、述べた電子が軌

道上で放射するエネルギーの中， s /27t.e倍が分光器の

入射スリットに入射することになる.

(4) SORの偏光

SORは軌道面上で観測すると 軌道面に平行な電気

ベクトルをもっ直線偏光になっている.また軌道面に垂

直な電気ベクトルをもっ成分は，その面の上下で小さい

ピークを示す. この偏光特性を図示すると Fig.3のよ

うになっている. 後に述べる光電子の角度分布の測定

や，固体表面の反射測定などにはこの偏光特性が大いに

利用できるものと期待される.

。三0.6二O.4 -O. 2 0 O. 2 O. 4・0.6

Angle Relative To Orbital Plane 
(Degrees) 

Fgi. 3. SORの偏光性， Maddenら7)による測

定値が点で，理論値が実線で示しである。
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分布を示したもので， これによっても SORがxuv領

域での如何に良い連続光源であるかが判る.

(2) SORの強度

前項に述べたスベクトル分布から，電子が円軌道を 1

回転する毎に放射する全エネルギーが求まるが，見易い

形に書くと次のようになる.

p (KeV) =88.5E4(GeV)/R (meter)…...・H ・..(4)

つまり周毎のエネルギー損失は電子エネルギーの 4

乗に比例している.たとえば R=4m， E=1.3GeVと

すれば， p= 60KeVにもなる. このことから 日)Rは

円形加速器のエネルギーの上限をきめる要因となってい

るが，この放射エネルギーを利用する側にとっては大変

有利な特色であるということができる.

(3) SOR強度の角度分布

電子のエネルギーが高くなるにつれて SORの放射さ

れる方向は電子の運動方向(軌道接線方向〉に集中し，

瞬間的にみれば.Fig.2に示されるように鋭い円錐状の

(a) 

(5) SORの標準性

発光機構が理論的に解明され，その絶対強度やスベク

トル分布が計算可能で、あり xuv領域での標準光源と

して使える可能性をもっており，その方面の研究も盛ん

- 3ー

円軌道中の電子から放射される SORの角

度分布

(司 β~ 1 の場合

(b) βキ 1の場合 (ψ=1/γ〉

Fig.2. 



になされている6>

(6) SORの清浄性

高真空中での光であるから，測定試料中に光源からの

不純物が混入する恐れがないので.特に団体表面の研究

などには非常に有利な特色である.

(7) SORの変調性

SORは，通常のシンクロトロンでは，電子が最高エ

ネルギーになるとターゲットにあてられて電子ピームは

消滅し.あらためてまた新しい電子ビームが加速される

ということを繰返すが， この低周波のパノレスの他に，電

子ビームの加速のための高周波電界(通常数 10乱征Iz"-'

1∞b征Iz) によって軌道内の電子ピームは群をつく っ

て回転している. したがって SORもその高周波の振動

数のパルス光として観測されることになる.このパルス

の幅はnsec程度であるので.このパルス光を用いれば，

種々の現象の時間分解測定が可能である.

SORは以上のように画期的にすぐれた特徴を具えて

いるので，それらの特色を生かした種々の研究を行うこ

とができる.次にその一例として原子分子を対象として

どのような研究がなされるかを展望してみることにす

る.

~ 3 SOR(こよる原子分子の研究

上に述べた SORの特色を生かして， 原子分子の研究

をする上で，先ず，測定の方法から大きく二つに分けて

考えてみたい.一つは静的測定法で¥つまり通常の吸収

測定や光電離測定などのように，時間的に平衡な状態で

の測定を意味し，他の一つは動的測定法とでも言うべき

時間分解的な過渡的現象の観測である.

(A) 静的測定

(A-1 ) 吸収スペクトル測定

この研究テーマは SORを使つての研究では， 最も先

駆的になされているもので，米国の NBS，日本の IN8-

SORグループなどによって数多くの測定例が報告され

ているわ.これは写真分光器を使って吸収構造を精度良

く測定できるという特徴を生かして，原子分子の励起準

位のエネルギー値，分子常数などの精密測定がなされ

る.試料としては，稀ガスを始め N2， O2， CO， NOな

どの 2原子分子，その他の種々の試料ガスが考えられる

が，例えば Neの2s電子の励起に伴なう 2電子励起，

Krの3P， 3d， Xeの4p， 4d電子などの励起に伴な

う2電子励起準位などが， 50"-' 2uuA附近に数多く存

在しているが，まだ充分な解析がなされていない.また

2原子分子についても N2や O2分子の O"g2 s電子の

励起，CO分子の3σ 電子の励起に関連した準位が，極

く近年光電子分光で観測されたという報告はあるが8>，

吸収スベクトルとしてはまだ観測されていない.

(A- 2) 吸収断面積，光電離断面積の測定

上記のスベク トル測定によって決定された励起準位や

イオンの準位への吸収断面積，光電離効率などの絶対測

定は.基礎物理的資料を得るとし、う意味だけでなく ，上

層大気物理への応用，光化学反応への応用などの面でも

大きな意義をもっている. この測定にはイオンチエンバ

ーを使ったイオン電流の測定 光電子増倍管による光電

測定などが行われるが，波長分解能を良くするためには

大型の分光計と共に，光源の大強度が望まれる.また迷

光や高次光の除去とし、う技術的問題をうまく解決しなけ

れば精度の良い断面積の測定は行えない.その意味でも

SORに対して安定した大強度が要求される.

(A- 3) 光電子スペクトル測定

よく知られているように，光電離の際に分子から放出

される光電子のもつ運動エネルギーは，照射光のエネル

ギーを hpとすれば，次式で与えられる.

Ekin=hpー(Ij+ .dEvib+ .dErot)・H ・H ・..… (7)

ここに Ijは電離化エネルギー .dEvib，.dErotはそれぞ

れ分子の振動，回転準位の遷移に伴なうエネルギー差で・

ある.この光電子のエネルギースベクトルを測定するこ

とで得られる情報としては，次のようなものが挙げられ

る

i ) 光電離部分断面積の測定

ii) 電離化エネルギーの測定

iii) Frank-Condon係数に関する情報

iv) イオンの励起準位の観測

v) 電子構造に関する情報

vi) 光電子スベクトルの角度分布に関する情報

以上の一つ一つに就て説明するには倒底紙面が足りな

いので省略するが，何れも SORの大強度，安定性が必

要である上に，照射光のエネルギー，つま り波長を連続

的に変えながら測定することによって，得られる情報は

格段に増加するということ SORの偏光性を生かす測

定ができるという点を強調するにとどめておく.

(A-4) 光分解現象の測定

これもやはり照射光の大強度が要求される測定の一つ

である.ωRと分光器，それに質量分析計を組合せて，

XUV光の照射による生成イオン，光分解生成体を検出

することによって， XUV光のエネルギーがどのように

輸送され，緩和されるかとし、う問題，これは地球上層大

気中における太陽 XUV光からのエネルギー輸送の問題

と直接関連するものであるが，このような問題に重要な

知見を与えることができる.またこの光分解は後述の動

的測定に対しても興味ある研究項目である.
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(A- 5) 蛍光スペクトルの測定

xuv光が原子分子に吸収された後， そのエネルギー

がどのよ うに輸送されてゆくかの問題を把握するには，

蛍光スベクトルの測定は欠かせない項目の一つである.

これの寿命測定もまた後述する時間分解測定の重要なテ

ーマとなる.

(A-6) 禁制遷移の観測

双極子遷移で怯禁止された準位聞の遷移による吸収構

造を知ることは， 電子衝突実験などで得られた資料を解

析する上にも重要な手がかりを与えることになる.これ

には吸収試料中の実効光路を長くし光源の強度を大き

くすることで測定が可能になる.

(B) 動的測定

これまでに述べた測定は，時間に関係しない平衡状態

での測定であるが，ここで重要な課題として採り上げた

いのは，光イオ ン化や光分解現象，盛光，および励起状

態の極く短時間内での動的挙動の測定である.これを測

定するためには先に述べたSORの高周波 ("'1∞ 阻{z)

による変調，またはパノレス性を積極的に利用する.

いま励起光が

1 (t) =10+ F (t) ・H ・H ・.....・H ・-・…...・H ・..(8) 

の形で変調されているとする.この励起光による反応が

I噌 k。
A+hp こ~ A大 A*+B=-+A+B*'" ・ H・..…… (9)

の形のものであるとき [A勺を何等かの方法で検出測定

する とすれば，その量は次式で表わせる

[A勺=ム込~-Io ( 1 -e -k 2 [B] t) 
k 2[B] 

+ J l[A] e -k2[B] t (tF(t) e k2[B] tdt 
J 0 

...・H ・目。

ただし，ここで CAJ， CBJは共に時間的には変化し

ないと考えている.上式で第 1項は過渡的現象で適当な

時刻 t後には無視できる. (1印式により [A勺 の時間変

化を統計的に処理することでk2[B](=T-1)即ち[A寧〕

の寿命を知ることができる SORの場合は 1( t )の形

が Gaussianに近いことが知られているが，そのときは

側式は第1項を無視して，

[A勺=a + b { 1 + erf [h t' - 1 / ( 2 hT)] } 

exp {(%hT)2 -t'/T} ....・H ・.....・H ・.....・ H ・.M

の形に書き表わせる.ここに aは直流雑音部分， bはピ

ーク値， h = [2 (ln 2)を]/c， cは励起光の半値幅 erf

は誤差関数として知られるもの， t'はピー クの時刻を基

準に測った時間である.フラ ンスのオルセーにある AC

Oを利用しての測定では T として 0.3n sec程度の寿命

まで測られた結果がすでに報告されている9)

s4 むす び

以上は極くかし、つまんで，核研鉛Rを例にとっての

SORの特色と，現時点で鉛 Rを利用して原子分子の研

究を行うにはどのようなテーマが考えられるかを挙げて

みたが， これだけをとってみても ωRの有効性は測り

知れないものがある.ここでは別にふれなかったが.現

在計画中のフォトンファクトリー計画の実現をみれば，

その有効性は飛躍的に増大することは確実であり，一日

も早い実現を希ってこの稿をとじる次第である.
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SORとはなにかーその放射線化学との関係

][.放射線化学との関係

1. はじめに

light fantastic， a new research tool， これらはし、ずれ

も最近の PhysicsTodayl)および Endeavour2)にそれぞ

れ特集された叩Rに関する解説の副題である.それぞ

れに科学全体に占める SORの現在の位置がよく表現さ

れている. ほぽ時を同じくして， SOR とその応用につ

いての解説が「科学J3)に特集されているが， こちらの

副題は「フォトンファクトリー計画を中心に」と園内の現

状をよく示すとともに，その強調する点は上の副題にほ

ぼ集約される SORに関する一般的な説明はこれらの

文献に詳しく述べられているが， より具体的には将来へ

の展望も含めて， rフォトンファクトリー計画資料J4)に

まとめられている. これらによって科学の広い分野にわ

たって鉛Rが有用であることを知ることができるが，

もっと具体的には，真空紫外物理国際会議における SOR

関係の論文，およびその数が回を追って急激に増加して

いることなどから明らかであろう.また，内外で特にここ

2， 3年かなり頻繁に聞かれている SOR関係シンポジ

ウム5)，日本物理学会誌.Physics Today等に しばしば

見られる関連記事からも一般的な情勢を知ることができ

る.筆者の知る限りでは，物理化学関係特に放射線化学

関連分野のジャーナルにはまだそれほど多くの論文は発

表されていないが，いわゆる紀要的なものあるいは未公

表のものを含めると潜在的な数は膨大なものと予想さ

れ.事実公表論文も増加しつつある.その中に放射線化

学分野から見て大変興味ある内容が含まれているものも

少くない SOR利用施設の内外における情勢について

は上記資料4)中に佐々木によって専門的立場から詳しく

述べられているが， もっ・と一般的立場からのものとし

て，本年2月に米国物理学会会長 Chien-ShiungWuが

f1976年の米国の物理学」と題してレビューしたものの

中に SOR利用施設について簡単で便利な表がある. し

かし，やや不足の部分もあるので，前者から補ったもの

旗 嘉 彦感野

が表 lである.表 lにおいて 電子の加速エネルギーお

表 1 SORの利用状況

電子エネルIS OR  br.D::r:1I1利用I ;H= m h I ~J_ ~ --P /V I ~V~~ ISOR利|

国 |装置名 !お (mA)I (援)I用方式lfzf 
西英独

NINA 2 1979 
DESY-OORIS 4.3 1974 
Bonn 1 0.5 1974 

仏 ACO 1974 
DCI 1.8 1976 

ソ PACHRA 1.3 lI!設中

日 INSーES 1.3 1963 
ヨコR-RING 0.3 

計119977画4 5 Photon Factory 2.5 
米 SPEAR 4 

Tantalus 1 0.24 
計11996画78 5 Tantalus II 1. 76 

Surf n 0.24 

よび電流の値はそれぞれそこから得られる SORの最短

波長と強度を知るために重要であるが，具体的な関係式

は上述の文献1-4)を参照されたい SOR利用方式は，

その加速器の粒子そのものを利用する素粒子実験等との

関連から， parasitic(寄生)， symbiotic(共用)， dedicated 

(専用〉に分けられる.表 1に挙げたもの以外に par-

asiticな SOR利用施設が各国ともに 1""数台あり，そ

の中には1960年頃からのものも多い.表 1は SOR利用

のみに使用できる dedicatedのものが中心になっている

が， parasiticなものでも SOR利用で顕著な実績があげ

られているものは含められている.表 1から，ここ 1"-'

2年そして近い将来， なるべく短波長すなわち電子エネ

ルギーの大きなものと， uv領域で大電流のものとが，

いずれも dedicatedmachineとして続々登場することが

わかる dedicatedなものの大きな特徴の一つは， この

ような高価かっ大型の装置が狭いほんの一部の研究領域

に用いられるのではなく"光u に関連する多くの分野

に広く用いられることにある.

SOR光をだれが最初に引見たいかについては大変興

味あるところであるが， それはさておき，1950年代に

SOR光の特徴が明らかにされた後， その利用を最初に

Synchrotron Radiation--Its Applications in Radiation Chemistry II Its Applications in Radiation Chemistry ・Yoshihiko HA T ANO 東京工業大学助教授 〈理学部).理博

(経歴)昭和43年東工大大学院修了.同45年から現職(化学科物理化学教室). 専 門〉放射線化学， (連絡先)干152東京
都目黒区大岡山2-12ー 1，勤務先)電話03-726ー 1111(内)2235 
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熱心に説いたのが，放射線化学研究者にとってもなじみ

の深い， F ano， Platzmanらであることはよく知られて

いるだろうか.彼らの放射線作用解明へのアプローチの

仕方，また光と物質との相互作用そのものについての顕

著な研究活動から見れば容易に納得できる事実である.

より放射線化学に近い具体的な例として， 1960年代はじ

めの Platzmanによる超励起状態に関する理論的主張が

ある6). その実証と，それに続く放射線作用への光学近

似の適用を行なうためには， 基礎となる f分布が広い

波長範囲にわたって， 精度よくしかも正確に知られて

いることが不可欠である7刈. しかし，諸般の事情特に

parasiticな立場のため内外ともに SORの利用は制約

され，従来の f分布データの大部分はむしろ SOR以外

の光源に頼らざるを得ない有様であった幻Rの利用

は，放射線化学に限らず広い分野にわたって，このよう

に，いわば古くて新しい問題といえよう.官頭の副題が

よくその立場を表わしている.

2. 放射線作用と光作用

2.1 放射線と光

放射線は一般に高エネルギー電磁波，電子，重荷電粒

子，およびその他の高エネルギー粒子に分類されるが，

ここでは放射線をX線，r線のような高エネルギー電磁

波に限って話を進めよう.放射線化学と密接な関係にあ

る分野の一つに光化学がある.光化学においては通常可

視部および近紫外部の光が対象とされ，特に工夫された

系を用いた場合には対象が遠紫外部にまでおよぶことが

ある.X線，r線もその物質との相互作用の物理的初期過

程はやはり光子の作用にほかならないが，後続過程が次

に並べるように通常の光化学の場合とはまったく異なる

ために，両者はたがし、に密接な分野である一方はっきり

と区別されることが多い.すなわち，光の場合は通常原

'fZ坊ふ12

E (eV) 

40 120 

30 

、ミ乞27 10 

λ(11m) 

先， 1.111 J1L 
Xe. Kr. H. Ar 

軟X線

極端紫外

真空紫外

1200 

l 

子分子のイオン化を伴なわないのに対し，放射線の場合

はイオン化を伴ない，後続諸過程は大部分低エネルギー

電子と原子分子の相互作用によって決まる.その結果と

して，反応初期過程，中間体の種類，空間分布などが光の

場合と大きく異なる場合も多い.両者をその波長のちが

いによって図示すると図 iのようになる.図の中に矢印

で示したように，適当な原子の共鳴線を利用すると，ある

特定の波長についてはかなり強い光源(1010.....，1018 pho-

tonsos-1 ・cm-2) が得られ， 両者の大きな間隙を一部で

はあるが埋めようとすることも不可能ではないが，まっ

たく不十分であることは図より明らかである.共鳴線以

外の波長領域をしらべようとしても，共鳴線にくらべて

極端に弱い光源があるのみで， この領域の研究は SOR

なくしてはほとんど不可能に近い.一方都合の悪いこと

に現在このように研究がきわめて困難なこの大きな間隙

部にほとんど例外なくすべての原子分子について f分布

の主要部分があると予想されている.

2.2 光と原子，分子

原子，分子による光の吸収とそれに伴なう電子状態遷

移の様子は光学的振動子強度を用いて表わすことができ

るり原子，分子が光を吸収して基底状態から励起エネ

ルギーEjの状態 jに励起されたときの振動子強度 fjは

次式で表わされる.

fj = CEj/R)Mj2 (1) 

ここで， Rは Rydbergエネルギー， Mj2は原子単位で

表わしたこの遷移に関する双極子行列要素の平方であ

る. fjの値は光吸収スベクトノレの吸収断面積的の値か

ら求めることができるが信頼度の高い確実な値が得ら

れるのは近紫外部より長波長側についてである.真空紫

外部についても種々の原子分子についてスベクトルデー

タが蓄積されつつあるが，質，量ともに長波長側にくら

べればまだまだ乏しい10). 波長が 100nmより短い領域

印0012000 

0.2 0.1 

図 I 放射線 と光
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については，一部の例外を除いて，ほとんどデータが得

られていないといってもよいほどである.その主な原因

としては，窓材質，的絶対測定の問題などもあるが，

やはり光源の問題が決定的である. fjの値を知ること

が光作用を研究する上の基礎として不可欠ということを

考えれば， SORの役割が大変重要であることは十分う

なづける.現在までに m が確実に知られている長波長

領域のデータを用いて，これに短波長側すなわち高励起

状態についてわずかではあるが知られているデータを加

味して総和則に基づいてスベクトノレの解析を行なう

と，現在的の測定値がきわめて乏しい真空紫外部に逆

に f分布の主要部分があることが明らかにされる.

2.3 放射線と原子，分子

X線.r線のような放射線とこの分野で対象とされる

ような物質との相互作用は，多くの場合，光電効果ある

いはコンプトン効果にはじまる.その結果生じた高エネ

ノレギー電子は原子，分子との聞に弾性および非弾性衝突

をくり返し，広いエネルギ一範囲に分布した電子となり

，それぞれがさらに種々のエネルギー損失過程を経てよ

り低エネルギーの電子となる.一方，原子，分子の方は

電子から得たエネルギーによってイオン化，励起を行な

い，ついで励起分子およびイオンの解離や，電子・正イ

オンの中和，励起分子からの発光その他の物理化学的な

諸過程が続き，熱平衡化した中間体の反応などからなる

化学的過程を経て最終生成物に至る.このように，放射

線作用の本質は，一言でいえば，非常に広いエネルギ一

範囲にある電子と原子，分子との相互作用であるという

ことができょう. したがって，放射線作用をより深く理

解するために，種々のエネルギーについて， しかもエネ

ルギーのよくそろえられた電子と原子，分子との相互作

用を詳しくしらべることが必要であるといわれている.

しかし特にその重要な部分を占める低エネルギー領域

くほぼ l00eV以下熱エネルギーまで〉の電子について，

いろいろな原子，分子との相互作用に関するデータを得

ることは実験的に容易でなく，理論的にも未開拓である.

2.4 両作用の関連

すでによく知られているように，放射線作用はわれわ

れに物理的，化学的に興味ある現象をいろいろと提供し

てくれる. しかし，一方ではその本質をなすと考えられ

ている低エネルギー電子と原子，分子との相互作用を明

らかにすることはほとんど今後に待たねばならない.そ

こで，放射線作用を解明する一つの試みとして，少くと

も原子，分子に与えられる初期エネルギーがはっきりし

ている単色光の作用を光の波長を変えてしらベ，放射線

作用と比較するという試みがある11). しかし，そのアプ

ローチできる領域は，すでに述べたように，図 1に示し

た矢印の程度であって， 残された広い領域はほとんど

SOR に待つほかない.

それでは両作用の関連づけは理論的にどのように行な

われるだろうかト8) それは単に放射線作用解明のため

のみならず，それ自身光の作用と電子の作用の比較とい

う科学的に大変興味ある事柄であると思われる.エネル

ギー Toの電子が物質 (n 単位体積中の分子数〉に入

射したとき，励起状態(イオン化ポテンシャノレ以上のも

のも含む〉が Nj個生成したとすれば

".To 
Nj= n ， Qj(T)y(T)dT (2) 

J Ej 

と表わされる. QJCT)はエネルギーTの電子によって

状態 jが生成する全断面積， y(T)は二次電子のエネル

ギ一分布を表わす関数である. ここで Qj(T)に対して

Bethe式を適用すると

Nj =const.(fj/Ej) (3) 

となる.この式が成り立つのは本来はTの十分大きな値

に対してであるけれども，より低いエネルギー領域の電

子が重要な役割を占める放射線作用に適用することに

し.これを光学近似と呼ぶ. (3)式において本来光学的な

量である fj と荷電粒子の作用とが関連づけられている

点に注意したい. (3)式の比例定数としてイオン化を尺度

にとれば，次式より任意の変化についてそれに対応する

G値を理論的に予想することができる.

Gj=C1∞ハめ(Mj2/Mi2) (4) 

ここで， Mi2はイオン化に関する双極子行列要素の平方

(原子単位〉である.

3. 放射線化学と SOR

3.1 SOR光の特徴

上で述べた内容からその特徴のおよそは知ることがで

きるが，より具体的に放射線化学への応用を検討するた

めに，フォトンファクトリー計画における SORを例に

とって，その特徴をまとめると次の ようになるわ.

1) スベクトルは赤外，可視部から紫外，遠紫外， 軟

X線， X線，硬X線にわたり，図Hに示すような

連続光である. これが， 30nm以上 1---30nm， 

lnm以下の波長領域に分割されて使用される.

2) 強度が非常に大きい.図 Eのたて軸の単位に注意

するとともに，分光系での強度減衰も考慮する必

要がある.

3) 強度が安定である.

4) 電子軌道の接線方向に鋭い指向性をも っている.

放射線化学への応用を考えるとき，長所にもまた

短所にもなりうる注意すべき点である.

5) 電子軌道面内で高度の偏光性がある.十分活用し
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スベクトノレ，電気伝導度，最終生成物分析，その

他，のいずれにするか.

静的測定にするか，動的測定にするか，それとも

両者の組合せにするか.

もっと具体的に応用の可能性を検討するためには

放射線化学における代表的な実験法である生成物

分析による方法，剛性溶媒法，パルスラジオリシ

ス法等について， SORを利用したときに得られ

る知見の質的相異，測定感度，実験の難易等を比

較するとよいであろう.

この中で，発光および吸収スベクトル，質量ス

ベクトル，光電子スベク トルについては，物理学

の立場から気相，固相の試料についてすでに興味

ある論文が公表されている.また.もっと放射線

化学に近い内容の論文が DESYの Kochらによ

って公表される予定である12).

以上の事柄を考慮した上で予想されるおもなテーマは

つぎのようになるだろう.

1) 放射線化学の立場から興味ある原子 ・分子につい

ての f，σt.<11 (イオン化断面積)，勾(イオン化

効率〉のE依存性測定.

最終生成物収量の波長依存性.

超励起状態の確認とそのイオン化および分解機

構.生成イオン，分解フラグメントの電子状態.

エネノレギー，質量，その他の性質の波長依存性.

生成イオン，分解フラグメントの反応.

低温固体中の捕捉電子，イオン，遊離基の生成お

よび反応の波長依存性.国体の帯構造.

6) 帆パルスフォトリシスu

より具体的なテーマの例として，私が現在考えている

ものは i)Excitation from Superexcitationに関する

Mj2を求めること8>.そのためには，種々の炭化水素.

アルコール，エーテル，アミン類，水などについてE=
5 ""'50eVにおける<11，<1tの測定を行なう. ii) H2お

よび炭化水素の超励起状態と分解フラグメント Hペn

= 3)の速度および角分布を現在電子線衝撃でしらべて

いるが13>，SOR利用によってポテンシャルエネルギー

曲線についてより詳しい知見が得られるだろう. iii)原

子，分子による電子捕捉，電子 ・正イオン再結合，超励

起分子および負イオンの自己イオン化，ベニングイオン

化等の速度定数あるいは断面積の波長依存性(マイクロ

波空洞法14>適用).iv)フェベトロンを用いたノ勺レスラジ

オリシス法によって，ベンゼン最低励起三重項状態の寿

命，希ガス励起原子の各種衝突過程をしらべることがで

きるが15>，そのほとんどが準安定励起状態に限られるの

で，同様の測定を SORを利用して行ない，光学的許容

2) 

3) 

10' 

10' 
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~ 10' 
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e 10・
+" 
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...c 
p.. 
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10' 

λ(A) 

SORスペクトル (菊田，寺田4)による〉

10' け
Ul
 

10' 

2) 

3) 

4) 

5) 

図E

たい特色である.

発光源が超高真空中の電子自身である.光源を自

作した経験者ならばよくわかるように発光源の素

性が明らかであることはありがたい.また，発光

源が超高真空中にあるということは，むしろ逆に

試料によるリングの汚染に十分注意しなければな

らない.

7) パルス光である.上の1)および2)とともに放射線

化学研究者がもっとも興味を感じる点であろう.

ストレージリング中の電子を 254bunchで加速し

た場合，半値幅 0.2nsのパノレス光が 2nsの間隔で、

得られると計算されている. パルス間隔は可変

で， 1 bunch加速のとき 530nsとなる.パルス

毎の強度再現性がよいこともあって，パルス幅ぎ

りぎりの短時間の現象をS/N良好な状態で観測可

能であろう. しかし，現在放射線化学分野で行な

われている通常のパルスラジオリシス法との単純

な比較を行なうと強度は不足している.

3.2 予想されるテーマ

SOR光を具体的に放射線化学へ応用しようとすると

きに，実験方法についてなにを考慮したらよいだろう

か.この問題は当然のことながら本来各研究者の興味あ

るいは個性，能力， 背景等と上の 7つの特色とが照し合

わされることによって個々別々に検討されるべきであろ

うが，もっとも一般的と思われるファクターを挙げると

およそ次のようになるだろう.

1) シグナノレの検出手段を，発光および吸収スベクト

ル， 質量 スベクトノレ， 光電子スベクトル， ESR 

6) 
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準位にある希ガス励起原子等について衝突過程をしらべ

たい. v)液相炭化水素への真空紫外光照射によって特

異なエネノレギー移動過程をしらべることができるが16>，

定常光照射ではその速度定数と励起炭化水素の寿命の積

しか求まらず，別々にこれらを求めることがし、ろいろ工

夫されているが十分でない. しかし， SORのくり返し

パルスを用いた発光の動的測定で、求める ことが可能であ

ろう.液相の実験ではあるが窓が使用できる波長領域で

あることは幸いである.以上i)，，-，v)の各テーマは現在身

近にある放射線化学としてのテーマを SORに適用した

際に測定が比較的容易であると思われるものを選び出し

Tこ.

4. おわりに

SORは放射線化学との 関連から見ても大変有用であ

ることは確かのようである.放射線化学に近い周辺分野

に，我々から見て大変興味深い報告をすでに見出すこと

ができる.周辺ではなく放射線化学との接点に，そして

さらに大きく重なった共通部分に興味ある知見が SOR

利用によって得られるのもそう遠くはないだろう. しか

し SOR利用にも難点があることは当然である.大型

の装置であるために測定系を十分用意して装置の近くま

で運ばねばならない.いわゆるマシンタイムの問題もあ

るが，我々化学屋がもっとも注意すべきは真空技術につ

いてであろう.これらの難点くあるいは不便さ〉を補っ

て余りがあり，かつ上に述べた SOR光の特色を十分生

かしたテーマを選びたし、ものである.

現在国内ではすでに述べたフォトンファクトリー

(PF)計画が進められている.放射線化学は放射線生物

学などとともに. PF懇談会の中の放射線効果グループ

を構成し，計画の推進に加わっている.すでに行なわれ

たアンケートの調査結果から，放射線化学分野で PF計

画に参加を希望した者約80名， うち PF懇談会入会者約

30名で放射線効果グループ全体の約1fa，懇談会全員の10

%程である.また， 放射緯化学関係のワーキンググルー

プ(有志，参加自由〉はすでに一部本誌17>に紹介されて

いるが，現在(五十音11国〉荒井 (理研)，石樽〈東大工)，

西川(東大教養)，旗野 (東工大理)，山岡(京大原子

炉〉らが参画している.
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〔展望〕

トリチウム標識化合物の放射壊変によるイオン化

分解機構の実験的および理論的考察

塩川孝信*1 吉原賢二*2 生田茂*3 奥野健二*4

1. はしがき

1950年代にオークリッジ国立研究所の Snellら1)によ

ってはじめられた放射壊変原子の電荷分布の測定は目覚

ましい成果をもたらしたかれらは放射壊変によって生

成する原子の電荷分布は大きくいって 2つの型のものに

なることを見出した.1つはF壊変の場合のように電子

ゆり落 し型の分布を生じ電荷は+1がもっ とも存在比

が多く ，+ 2， + 3…と多くの電荷を帯びるものほど存

在比が少なくなってゆくものである.他の型のものは電

子捕獲や核異性体転移の場合のようにオージェ過程型の

分布を生じ， ある電荷に最高値を示す. たとえば 37Ar

の電子捕獲の場合は+3に最高値があり 131mXeの核

異性体転移の場合には+8に最高値がある.

Snellらの電荷分布の測定は主として単原子分子系に

おいておこなわれたが，アルゴンヌ国立研究所の Wexler

らは Snellらの用いた装置とほとんど同じものを用い，

分子内にある原子の放射壊変によるその分子の分解過程

について実験と物理化学的な考察をおこなった.かれの

取扱ったものは トリチウム標識化合物と 80mBr標識化

合物が主なものである.放射性原子の壊変による分子の

イオ ン化，励起，分解についての先駆的な業績というこ

とができる.

表 1. T壊変による C2H5Tの断片イオン化

フラグメント ・イ オン 存在比%

C2Hピ 78土 1

C2H4+ < 0.5 
C2Ha+ 6.5土 0.7

C2H2+ 6.9土 0.7

C2H+ 4.1土 0.4

C2+ 1.7土 0.2

Wexlerら2)はトリチウム標識エタン C2H5Tについ

て， トリチウムの壊変 T→ 3He+s-+JIの過程によって

生じる断片イオンの測定をおこない，表 1に示すような

種々のイオンが生成することを見出した.その断片化過

程を整理するとつぎのような径路になる.

l→C2Hど →C2H2+→ C2+

C2H5T→C2H5Hザ→C2H5+ー |→C2Ha+→C2H+

|→CHa+→CHn+ 
(n = 0---2) 

以上のような過程は放射壊変によってはじめられたイ

オンの断片化機構の研究対象として興味があるが，

Wexler自身が解明し得たところは当時の学問的水準の

ためもあって，十分なものではなしそれが最近に至る

までそのままになっていた.

またこのような壊変による分解は C2H5Tの場合だけ

でなく， HT3)， CHa T4)， C6H5CH2 T5)など種々の化合

物についても研究されているが，その反応機構の理解に

ついては今日の知識をもってすれば不満足な点が多い.

われわれはここ約10年来 TOHOKUCharge Spectro-

meterを建設し放射壊変による電荷分布の測定の機能

と同時に電荷交換反応によるイオンの励起分解の測定の

機能をかねそなえた装置と して用いている.これによっ

て Wexlerらが取扱えなかったような壊変イオンに関

する詳細な知識が得られ，また各方面の研究者の協力を

得て純理論的にその機構を解明 しようということが試み

られ，すでにかなりの成果をおさめていると考える.こ

れらの研究の一部はベルギーの Spaで、開かれた第8回

ホットアトム化学シンポジウム(1975)に発表され，注

目をひいたものである.以下にわれわれがおこなってい

る研究の概要をまとめてみたい.関心のある方の積極的

なご批判をお願いする次第である.

2. 励起分子イオンの分解機構

放射線と物質との相互作用のほとんどが.低速電子に

よる分子・原子の励起・イオン化過程であることから，

電子衝撃による質量スベク トル生成の理論の解明は，き

Experimental and Theoretical Studies on Radioactive-Decay-Induced lonization and Decomposition Mechanisms in 
Tritium-Labelled Compounds 
* 1 Takanobu SHIOKAWA 
* 2 Kenji YOSHIHARA 
‘3 Shigeru IKUT A 

* 4 Kenji OKUNO 

東北大学理学部教俊 昭和17年東北帝国大学理学部化学教室卒，昭和34年より現職

東北大学理学部助教授 昭和28年東北大学理学部化学教室卒，昭和43年より現職

理化学研究所奨励研究員 昭和51年東北大学大学院理学研究科(化学専攻)博士課程修了，同

年より理研の奨励研究生

東北大学理学部大学院生 昭和46年静岡大学理学部化学科卒，昭和48年東北大学大学院理学研

究科(化学専攻)入学
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図 1に筆者ら11)が求めたヨウ化メチルの分解曲線と.

Turnerら13)による光電子スベクトル， そして表2に

表 2. ヨウ化メチルのイオン化電圧，Eigenvector 

および MOassignrnent 

Ionization potential (e V) 

14.95 12.64 

15.11 12.50 

10.47 

9.81 

Calc. 

Obs. 

一.0000
.0000 

-.0000 
.1375 

-.0147 

.0073 

.0073 

.0000 
-.0000 

.00∞ 
-.99.u3 

Eigenvectors 

.0000 -.0147 

.0000 .0000 
-.0000 -.5025 

一.5912 ∞00
-.4861 一.0341

.2430 一.0341

.2430 一.0341
一.0000 .2249 
一.0000 .0000 
-.0000 .6764 

一.0649 .0000 
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Extended Huckel MO法で求めた軌道エネルギーとそ

の結合の性格について示す.光電子スベクトルの第一の

パンドはヨウ素原子の非結合性電子のイオン化に対応

しこの領域では分子イオンが生成する.第二パンドは

C-I結合性電子のイオン化に対応し. この領域では

C-I結合の切れた CHピと1+イオンが生成する.第

三バンドは C-H結合性電子のイオン化に対応し， C-

H 結合の切れた CH2I+イオンが生成し始める.

図2に筆者ら12)が求めた (CHs-X)+イオンの C-X

σ(CI) 

わめて重要なものと考えられる.これらは，言い換えれ

ば¥1分子がし、くらエネルギーをもらったら，どのような

イオンや励起種がどのくらいの割合で生成するのか

mそれぞれのエネルギーをもらう確率はいくらであるの

か"を明らかにすることであると思われる.

筆者らは，これまで第一の点〈特にイオン種〉につい

て，直交二段型質量分析計を用いて分子と正荷電イオン

との電荷交換反応を行なわせ，分子に単一なエネルギー

を付与することによって生成イオンの分布を測定し，分

子イオンの解離過程の検討を行なってきた.

そこでこれらの仕事を通して見出される話題を中心に

述べさせていただきたし、と思う.

分子イオンの解離過程の詳細は，そのポテンシャル曲

面によって判断するのが理想的であり，これらの試みは

始まってはいる6)がまだまだである.従って，ある簡単

な考え方によって，その大部分を明らかにする理論が大

切となる.

Lindholmら7)は70年代の初めに，分子イオンの解離

過程は，出発分子自身の電子の結合の性格によって大部

分説明きれることを指摘しこれらは従来広く用いられ

ている擬平衡理論的とは矛盾するものであるとした.こ

うした考えは Simmのや Eland10)，筆者ら11)12)によって

も指摘された.
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結合切断確率を付与エネルギーの関数として示した.表

3にこれら CH3X分子の最高被占軌道，第二被占軌道，

第三被占軌道電子の結合の性格について示す.X=NH2)

OH， SH (Group B)と X=Cl，Br， 1 (Group A)で

は大きな違いのあることが解る.それぞれ，第二被占軌

道電子の結合性によって低エネルギー領域の挙動が第

図 2.

Cl-b 1" 

O 
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表 3. CH3Xの各被占軌道の結合の性格

Group A 

Cl Br 

Highest n(Cl)a) n(Br)a) n(l)ω 

S民 ond σ(C-Cl) σ(C-Br) σ(じ 1)

Third 1t'(CH3)a) 1t'(CH3)a) 1t'(CH3)a) 

Group B 

NH2 OH SH 

Highest n(N)，州CH3) n(O) n(S) 

Second 1t'(CH2) 1t'(CH3)σ(S-H) 

Third σ(じ N)バ(CH3) σ(C心)，σ(C一向 σ(ι-5)，σ(与問

a) Orbital is degenerate 

三被占軌道電子の結合性によって高エネルギー領域の挙

動が理解できるものと考えられる.

アルキルアミンやアルコールの C-NまたはC-o結

合の隣の C-C結合の切れやすさ， 臭化アルキル，ヨ

ウ化アルキルの C-Br，C-I結合の切れやすさ，アノレ

キルメルカブタン，塩化アノレキルのこれらの中間的な性

質も，これまで述べてきた方法で、ほぽ説明可能で、ある.

このように，イオン自身のポテンシャル曲面の挙動に

分子自身の電子の結合の性格が直接反映するということ

は，きわめて興味深いことであり，定性的には，強い結合

性電子のイオン化の場合に起りやすいものと思われる.

このような解離過程は，擬平衡理論の遅い分解過程に

対し，きわめて速い分解過程の可能性を指摘したという

点でも興味深いものである.

3. ラジカル・イオンの分解過程

ラジカル ・イ オンの分解過程の内部エネルギー依存曲

線(ラジカルの分解曲線〉は， ラジカルと正荷電イオン

との電荷交換反応(1)によって求めるのが理想的である.

• R + p+→ R+ + P (1) 

しかしながら， よく知られているようにラジカルを大量

に安定に作り出すことは容易ではない.

筆者ら14)は，対応するヨウ化物の分解曲線から間接的

に求められる場合があることを見いだ した.ヨウ化アル

キノレの電荷交換反応によって生成した RI+イオンは，

分解するに十分なエネルギーを持つ場合には， C-I結

合の解裂を起し， R+イオンとなる15). この R+イオン

は単分子分解によって小さな断片を生ずるものと考えら

れる(もちろん，それぞれの過程における内部エネルギ

ーを問題にしなくてはいけない).

図3(a)にヨウ化エチノレ C2HsIの分解曲線を示す. こ

の分解曲線におけるヨウ素原子に関係するイオン (1+，

C2HsI¥CH21つを除き， C2Hs+イオンの立ち上りが

C2Hsラジカルのイオン化ポテンシャノレと一致するよう

に曲線をシフトさせてやると，図 3(b)に示すようにエチ

Cdも1+
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図 3. (a)ヨウ化エチルと(b)エチル ・ラジカルの分解

曲線

ルラジカルの分解曲線が求まる. このようにして得られ

た分解曲線に適切なラジカノレ ・イ オンの内部エネルギ一

分布曲線をかけて積分してやれば，ラジカルの電子衝撃

スベクトルを計算することができる.表4に以上の方法

表 4. ラジカルの電子衝撃によるイオン化

生むごン|生田四cl川山下 obs.16) 

C2Hs+ 100 100 
C2Hs radical C2H4+ 21.6 44土 10

C2H3+ 80.3 82土 12
C2H2+ 15.3 13土 3

生むごン|生回目cl叶山下 obs.16) 

CH3 radical CHピ 100 100 
CHど 25.8 25土 8
CH+ 4.2 11土 6

で求めたメチノレ，エチル ・ラジカルの計算値と山下の実

測値16)との比較を示す.両者の一致は比較的よい.

従って， ラジカルの分解曲線は対応するヨウ化物の分

解曲線から比較的簡単に求めることができるものと考え

られる.

4. 卜リチウム標識化合物における放射壊変

による分解

トリチウムを含む分子の T→Hぜの F 壊変によっ

て生成するイオンの分布は. 1950年代の後半から1960年

- 13 -



大きい場合，第二はaの値より娘イオンの結合エネルギ

ーが小さい場合，第三は娘イオンのポテンシャル曲面が

完全に反援型の場合である.これらのうちで第二と第三

の場合は娘イオンは分解を起し， R+イオンと He原子

になるものと予想される. このようにして生じた R+イ

オンがさらに分解を起すか否かは，前節で、述べたラジカ

ルの分解曲線から判断することができる.

紙面の都合上，この解説では HTとCHaTにおける

相異点18)について述べたいと思う.

HTと CHaTにおける生成イオンを予想するために

は， HHe+イオンと CHaHe+イオンの H-He，C-He 

結合軸に関する詳細なポテンシャル曲線を求めることが

必要である.このポテンシャル曲線は非経験的方法で、あ

る Whittenの基底関数を用いる方法19)と Popleらの

STO-3G法20)を用いて計算した. これらの計算方法は

分子軌道の 基底関数として Slater型軌道に代って，一

次結合した Gauss型軌道を用いるもので， 電子反援積

分等を比較的簡単に計算でき，経験的パラメーターを用

いることなく初めから波動方程式を解いてし、く方法で，

最近の大型計算機の発達とともに可能になったものであ

る.

図5に， Whittenの基底関数を用いて計算した団長+

代の前半にかけて，特殊なソース・ボリウムを持つCharge

Spectrometerによ って測定され た. 表5に HT3)，

CHaT4)分子における F 壊変 T→He+の測定結果を

HTおよび CHaTの F壊変によるイオン化

示す HT分子からは圧倒的に印-Ie+イオンが生成す

るのに対し， CHaT分子からは CHa+イオンが生成す

る.他のアルカン (C2HsT， CaH7 T)は CHaTと同様

な挙動を示す. このように水素分子と他のアルカンとで

は，きわめて違いのあることが指摘されたが定量的な解

釈はほとんどなされていない.

一般に， トリチウムを含む分子の F 壊変によって生

成する娘イオンの挙動は図4のように考えられる17) 今，

存在比
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HT→E丑fe+および CHaT→CHaHザの遷移

イオンと STO-3Gを用いて計算した CHaHe+イオン

の基底状態のポテンシャル曲線を示す Sτ'O-3G法で

求めた班長+イオンのポテンシャル曲線もほとんど同

じである.

これらの図から， f丑fe+イオンと CHaHe+イオンと

は全く異なった挙動を示すことが解る f丑fe+イオンは

- 14-

図 5.

Internuclear distance 

親分子から娘イオンの基底状態への遷移を問題にする

と，図に示したような 3つの場合が考えられる.その第

一は図に示したaの値より娘イオンの結合エネルギーが

RT→RHe+壊変模式図図 4.



結合型で前述した第一の場合に相当するのに対し CHa

He+イオンは反援型で第三の場合に相当する.従って，

親分子から娘の基底状態へ遷移した場合には班長+イ

オンはそのまま安定であるのに対し， CHaHe+イオンは

CHピイオンと He原子に分解するものと考えられる.

親から娘の基底状態への遷移確率 (Pnm)は sudden

approxirnationの成り立つ過程と考えられ，親の全波動

関数 φnと娘の全波動関数 φm とから求めることがで

きる.

Pnm=<<Tnlφm>2 

この式は最終的にー電子波動関数の重なりへと近似でき

比較的容易に求めることができる.

Migda120の求めた T (lS)→He+ (1S)の確率70%を

満足する He+の基底関数(Huzinaga5G22)の double，) 
を用いて計算した結果は表 6に示すとおりである.

表 6. RT→RHe+遷移確率の計算

親 分 子 | 娘 イオン |遷移確率%

HT (ιround) IHHe+ (ground) 

CHa T (ground)iCHaHザ (ground)I 
62.8 

59.87 

従って HT→団長+においては少なくとも63%は班長+

イオンのままで存在することが解る. CHaT→CHaHe+ 

においては CHピ+Heになり，この CHa+イオンはポ

テンシャル曲線の考察から，最大限内部エネルギーとし

て 2.34eVを受けとることになる(実際には，各断片

の運動エネルギーにもなるのでこれより小さい〉が，前

節で、述べた方法で‘求めたメチル ・ラジカルの分解曲線か

ら判断すると，ひき続く分解は起さないことがわかる.

従って少なくとも60%は CHa+イオンの形で存在する

ものと予想される.

これらの値は娘の基底状態への選移(主に Migdalの

T (lS)→Hザ(lS)に相当〉によるもので，表5に示

した実測値との対応は完全で、はないが，励起状態への遷

移の挙動等の解明によって， より詳細な議論が可能にな

るものと期待される.

5. おわりに

以上に述べてきた研究は現在更に大きな分子，エタン

プロパン，水およびアンモニアなどの系へ実験的にも理

論的にも発展させつつあり，壊変原子化学の基本的な問

題であるが，同時に放射線化学にも密接な関連があり，

次の機会に発表できることの一日も早いことを望んでい

る.
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放射線化学と放射線物理の新しい動向

1 はじめに

従来放射線と物質の相互作用に関する研究は，主に核

エネルギーの利用 という観点から推し進められてきた

原子炉の放射線を用いる工業的に有益な化学過程が見付

けられないだろうか，あるいは原子炉発電に伴う放射能

の放出によって人間やその環境がどのような影響を受け

るだろうか，どうしたら悪い影響をすばやく見つけ，適

切な手をうち， できればそれを最も少くおさえられる

か，などが重要な放射線研究の目的で、あった。

1975年 1月にアメリカの原子力委員会 (AEC)はその

使命を終え，エネルギー研究開発庁 (ERDA) として生

れ変った.この改組の意味を一口でいえば，今後 ERDA

は核エネルギーだけで、なく，すべてのエネルギ一生産技

術を開発することを任務とすることになった.核エネル

ギー以外のエネルギー源は無数にある.たとえば石炭，

地熱，太陽，またエネルギー消費の効率をよくして保全

を計るこというまでもなく，この政策転向はいわゆる

石油ショックによる.アメリカでは大統領の命令によ り

1980年までに，エネルギー自立自存の態勢をたてなくて

はならない.そして ERDA はその中心機関のひとつで

ある.

同時に，環境の保全という問題がやかましく論じられ

るようになった. と.のエネノレギー源をみても，人間の生

活環境に何らかの影響を与えないものはなかなか考えら

れない.したがってどのエネルギー源をどのように用い

れば，環境保全と L、う観点、から最ものぞましいか，或い

は少くとも許容できるものであるかを考えなくてはなら

ない.

2. 新らしい時代の要請

以上の理由から，広い意味での放射線化学の研究目的

に新らしい重点が見られるようになった.そのうちのい

井 生口 道

くつかを例として挙げてみよう.

まず大気汚染の化学が筆頭であろう.石炭や石油を燃

したり，石炭の油化を行ったりするときに，多数の種類

の分子種が大気中に放出される.いろいろなNOx，SOx， 

化合物は有害である.炭化水素のうちでも縮合環をふく

む多くのものは発がん性であることが分っている.

また石炭には無数の種類の重金属元素が入っていて，そ

の化合物の多くは有害であるう.こうした分子種は大気

中で複雑な化学反応をおこす.そしてその挙動は夜とひ

るでは大いに異るから，太陽光による光化学過程とその

生成物が関与しているはずである.今までにすこしは分

っているのは光化学による 03や OHの役割である.

ここで問題の複雑さは二つの事情による.第一に関与す

る分子種の種類が多いこと，第二に対象が一気圧の大気

だから分子間衝突が極めてひんぱんに起ることである.

その結果多くの反応は分子一個一個の衝突でなく ，いわ

ゆる分子クラスターまたはエアロソルの状態でおこる.

つまり単純な気相反応でなく，かといって液相反応でも

なく，その中間のようなことになる.もちろん空気中の

国体徴粒子の表面なども関与することもあろう.いわゆ

る光化学スモッグの生成機構にしても，有名な問題のわ

りには少し深く立ち入ると不明のことが余りに多い.放

射線化学者の長年にわたって蓄積した知識と体験は，大

気汚染の化学の解明にきっと有力な貢献をするであろ

う. とくに放射線パルス照射によりある種のラジカルな

どは，充分に量を調節して生成させることができるよう

になっているから，反応機構の追求に好都合な手段と見

られる.

いわゆる上層大気汚染の問題の有名なものに，フレオ

ンによるオゾン層(成層圏内の〉の減少の可能性が盛ん

l -!?リカ合衆国…-研究開発
庁の援

Vistas to the Future of Radiation Chemistry and Physics 

*Mitio INOKUTI Ph. D. (東大工学博士〉アルゴンヌ国立研究所放射線及び環境研究部 主任研究員. (経歴)昭和31年東大

教養学科卒，昭和37年東大工学博士，以後 NorthwesternlTniversityに 1年滞在ののち. Argonne National Loboratoryに勤

務，故 Platzman教授及び Fano教授の協力者. (専門)放射線物理および放射線化学の初期過程，原子分子散乱の理論.
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に論じられている. この問題を提起したのは Rowland

と Molinaという放射線化学者であることは，われわれ

の意を強くするところである.同じくオゾン層に関係の

あるのは成層圏飛行機のエンジンから出る NOなどの

問題もある.

重い元素の大気中の振舞いはこれからますます注目さ

れるだろうし，学問的にも面白い.たとえば，核エネル

ギーの利用にもどり，ウランを考えてみよう. ウランが

大気中でどんな分子種になるかはよく分っていない.極

端な場合として，ウランの中性原子Uは基底状態におい

て酸素分子と衝突してイオンをつくる. つまり U+02

→UOピ+eという過程があって，おそらくついにはイ

オンクラスターをこしらえるであろう

ウランが大気中でどんな挙動をするかは， とくにウラ

ン鉱石を採取する鉱夫の保健問題などからみて大切であ

る. (簡単にマスクのようなものを用いればよかろうと

考えるとうまくいかない.マスクを通ってきた空気の中

のエアロソルは，肺に吸着するのに最も適当な大きさに

そろってしまうという説が出ている.)ウランのような

元素の徴量定量分析も大切である.ある種の石炭を燃す

と，大気中に放射能が出て，これが石炭にふくまれるウ

ランやトリウムによることが分ってきた. これはすぐれ

た定量分析の力による.興味のあることには，普通の石

炭発電所からこうして放出される放射能は，同じ発電量

をもっ核発電所から定常的に放出させる放射能より多い

という.プルトニウムの大気中の挙動も新しい問題であ

る.

生物現象をふくむ光化学にも新らしい分野がある.光

合成は古くからの問題だが，大気中の汚染物の一部は，

生物(植物〉によるといわれる. (もちろん植物は汚染

の除去にも効いていることは一酸化炭素などで明らかで

ある. )さらにエネルギー源としていろいろな有機廃棄

物に徴生物を作用させてメタンや水素分子をつくり，燃

量にしようという話 (biomassenergy)がある. これを

行うときどんな汚染物が出るかが問題になる.また，海

水中の元素，たとえば塩素がどれだけ大気に入るかとい

った地球化学的問題もある.それが太陽光の光化学を含

むことは大いにありうる.

将来のエネルギー技術にふれよう. ま ず 悶E 発電

は石炭を用いるにせよ核エネルギーを用いるにせよ，原

理的に高い効率が得られるので魅力的である. (高効率

の理由は，簡単にいえば熱機関としてみたときの作動温

度が高いことによる.)たとえば石炭を燃やしたときの

高温ガスに，カリウムなどイオン化ポテンシャルの低い

原子を入れて，熱イオン化を起させる.これを作動流体

として磁場と垂直に押し流すと，磁場と流れと両方に垂

直な方向に起電力が出るから，それをとり出して利用し

ようということになる.ここで大切なのは，イオン密度

をできるだけ高く保つこと，流体の電導率を高くするこ

とである. どんな条件がこれに必要かを分析するには，

この流体，つまり弱く電離したプラズマの徴視的性質を

考えなくてはならない. ところがこの流体は，イオンと

電子といろいろなラジカル，励起種をふくむガスで，放

射線化学の対象とよく似ている.おなじみの電子捕獲と

か subexcitationel配 tronsという様な概念が中心的役

割を演ずる.

さらに将来の問題は核融合である.核融合用高温プラ

ズマの挙動は化学というよりも物理の問題であるが，こ

こでは高く電離した原子イオンと電子の相互作用がひと

つの中心問題になる. もともと核融合プラズマは重水素

からつくるのだが，反応炉の壁に中性子があたると，壁

の原子がでてくる (sputtering). この現象そのものの

解明は固体放射線化学といってもよい.こうしてできた

原子はプラズマの不純物となる.この不純物はおそらく

電子のエネルギーを非弾性衝突でうけとり，X線光子の

形で放出するので，プラズマを冷却させるのに効くと思

われる.この冷却効果を定量的に評価するには無数の原

子過程を分析しなければならない.一方，核融合がうま

く始ったとして，どうやって出てくるエネルギーをとり

出すかという技術が大へんである.このエネルギーは中

性子，α粒子， トリトンの運動エネルギーで，これを電

力などにかえる過程の始まりは，放射線化学をふくむこ

とは確実である.環境への影響などを論じるには， トリ

シュウムを含む分子の化学をくわしく知らなければなら

ない.いわゆる hot-atomchemistryも脚光をあびるで

あろう.

3. 関連した基礎科学の発展

以上，エネルギー技術への応用という面から放射線化

学の新らしい側面を指摘してみたが，今度は方向をかえ

て基礎科学の面から考えてみよう.

まずレイザーの発達は放射線化学にいろいろな影響を

与えている.パルス照射法による中間生成物の探出にレ

イザ一光源が有力なことはもはや周知であろう.別の応

用として多光子過程により高い励起状態くたとえば， リ

ドベルグ状態〉を多量につくることができ，その挙動を

追跡できるようになってきた. レイザーの光が高い分解

能をもつことを利用していろいろなアイソトープの分離

を行う可能性も出てきた. くつまりアイソトープによる

原子分子のわずかなエネルギー準位のちがいを利用 し，

たとえば一定のアイソトープの原子だけをイオン化する

わけで、ある.そうすればそのアイソトープを電場で集め
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ることができる. ) 

原子のエネルギー準位といえば， いわゆる beam-foil

sp配 troscopyが新しい分光学として登場している.重粒

子イオンを薄膜を通過させると，いろいろな励起状態の

まじったビームができる. このビームから出る発光スベ

クトルは極めて豊かなもので，無数の新らしい線スベク

トルが検出されている. この方法のひとつの特長は，発

光強度を膜からの距離の関数として測ると，イオンの速

さが分っていれば，直ちに発光の寿命に換算できるこ と

である.一部のイオンは膜の物質から由来し，したがっ

て膜の中で、どんな過程が起ったか(つまり放射線化学〉

の情報をふくんでいるはずである.

荷電粒子の物質中の通過については，この10年間に，

channelling現象がくわしくわかってきた. つまり結晶

中にある方向で、入った粒子はエネルギー損失が，極めて

少いことである.これは通常の阻止能または LETで処

理できない事情で，結晶の放射線化学に新らしい要素を

加える.面白いことに電子もまた類似の現象を示すこと

が知れている.放射線生物学の中心対象である DNAな

どの生体分子が，ある程度の結晶性をもっていることを

考えると，あるいは電子の channelling的な振舞いが生

体への放射線効果に何らかの役割をもつのではないかと

思われるーこの考えは故 Platzman教授が晩年にしば

しば提起されたものである.

同じく荷電粒子の物質通過の新問題として，分子イオ

ンの場合がある.たとえば HeH+を炭素の膜を通すと

出てきたビームには Heが先頭で Hが尾になっている

ことが圧倒的に多いことが最近発見された.つまり二個

以上の重粒子が物質中を走るときには，その運動に相闘

がある.この現象は放射線化学の機構を考えるとき従来

は全くかえりみられなかった側面である.

重イオン加速機がたくさんで、きたので LETの大き

いときの放射線化学をくわしくしらべる可能性がでてき

た.現にアルゴンヌ国立研究所では重陽子によるパルス

照射を始めており，たとえば，水の中の水和電子の生成

G値が電子照射とはちがうことを見出している.もっと

重いイオン(たとえばアルゴンイオンなど)の場合はど

うなるであろうか?

より基礎的な方面としてシンクロトロン放射による物

質の研究を挙げないわけにはいかない. 従来 20eV-

1000eVの光子(軟X線〉はよい光源がなくて， この領

域の分光学の妨げとなっていた. そしてこの領域こそ

は，すべての物質が強いエネルギ一吸収率(振動子強度〉

をもつので，荷電粒子からのエネルギー付与の主要部分

をなすものである.シングロトロン放射による分光学的

研究は，放射線初期過程一般の解明に欠くことのできな

い基礎を与える. この意味で，アメリカ， ドイツ，イギ

リス， ソ連，フランス， 日本など各国で利用されかつ次

々に拡充されつつあるシンクロトロン光源は，放射線研

究に明るい将来を約束するものである.またこの光源の

強い強度と，パルスの性質を利用して，新らしいタイプ

の放射線化学の実験を考えることもできるであろう.

基礎データという面で大切なものは，光電子分光学の

進歩である.光イオン化で、で、きた分子イオンは一般にい

ろいろな内部励起状態に分布する.この分布を与えるた

めには光電子のエネルギーを分析すればよいというのが

この分光学の原理である.分子イオンの個々の内部状態

が，それぞれ相異なる化学をひきおこすことは容易に想

像される.したがってどの内部状態がどれだけの割合で

できるかは，放射線初期過程の理解にとってまことに重

要である.この分野の進歩は放射線化学に大きな影響を

与えつつある.

医学関係では，速い中性子や7t中間子の物質へのエネ

ノレギー付与が空間的に局所化されていることを利用し

て，場所のわかっているがんの治療に応用しようという

考えがあり，すでに試みられている.こうすれば，がん

細胞をある程度選択的にたたくことができるだろうとい

うわけである.この線量分布の局所化ということはただ

ちに放射線化学的考察に関与してくる.このような条件

の下で，例えば水の分解はどう起るであろうかを考えな

くてはならない.

最後に，電子顕微鏡の進歩をあげなくてはならない.

いわゆる fieldemission法により 2A位のふとさの電

子ビームをつくることができるようになった. このビー

ムのエネルギーをそろえて，対象物をこまかく走査し，

ビームの通過とエネルギー損失をうまく測ることにより

きわめて高い分解能の顕微鏡写真がとれる.こうして生

体分子の構造などを今まで考えられないほどくわしく求

めることが始っている. ウランやトリウムのような重い

原子になると.今や個々の原子の写真もとれるしその

熱運動の映画さえ作られている.この方面の進歩は少く

とも二重の意味で放射線化学にかかわっている.第一に

走査電子顕徴鏡を放射線効果の新らしい分析手段とみる

ことである.照射した試料をこの方法で調べれば，放射

線効果の徴細な空間分布が明らかにできるであろう.次

には，走査する電子ビームそのものによる対象物の放射

線分解はひとつの制約である.この分解をできるだけ少

くするにはどうしたらよいか，これはやはり放射線化学

者の知見にまつべき問題である.

長々ととりとめのない話をくりひろけ.たが，私の意図

は放射線研究の将来がまことにひろびろと開けているこ

(24ページ下段へ〉
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第 19回 放射線化学討 論会

共催 日本放射線化学会 ・日本化学会

日 時 10月10日(日)"'12日(火〉

会 場京都大学理学部共同大講義室(京都市左京区

北白川追分町，電話 (075) 751ー2111，内

線3621)

〔交通〕市パス :系統(200)、(220)ほかで農

学部前下車または系統 (65)、(201)ほかで百

万遍下車，市電(東山線)系統(6)ほかで

百万遍下車など，いずれも下車後徒歩数分

(京都駅より約40分). 

第 1日(10月10日〉 一 (9時から〉一

101. 全イオン化断面積と電子分極との関係(原研高崎)

。新井英彦 ・堀田寛

102. Fowler方程式を用いた He気体に関するG値の

計算(東工大理〉岡崎清 ・山部正樹 ・0佐藤伸

103. 炭化水素液体中の熱平衡化電子の分布.自由イオ

ン収率に対する電場効果への修正指数型分布関数の適

用(名大工)0木村豊明 ・笛木賢二

104. ランダムウオークの放射線化学初期過程への応用

(東大工) 0渡辺宏 ・石樽顕吉

105. パノレマ一発光ドップラー効果を利用した炭化水素

超励起状態およびホット水素原子の研究(東工大理 ・

東工大原子炉)0伊藤健二 ・織田暢夫 ・鎮野嘉彦 ・坪

井利夫

106. パルスラジオリシス法による気相反応素過程の研

究(1)0. O2-事 (ν'=4)の寿命(東工大理〉嶋森

洋 .0旗野嘉彦

107. パルスラジオリシス法による気相反応素過程の研

究 (X).ベニングイオン化によるマイクロ波空洞共

鳴周波数シフト(東工大理)旗野嘉彦 ・0君塚雄一 ・

嶋 森 洋

108. HeとAr中で、のパノレス電子線の自己集束に対す

る第二成分の効果(原研高崎)0堀田 寛 ・新井英彦

109. 水，その他の気相電子衝撃による振動励起した

OHラジカノレの生成ー赤外発光の測定(阪大理 ・大阪

電通大)0.藤田岩男 ・玉置純 ・笠井俊夫 ・福井清

.桑田敬治

110. ベンゼンの電子衝撃発光スベクトルと同位体効果

(九大生研・九大工)0辻正治・小川禎一郎・西村

幸雄 ・石橋信彦

111. パルス ラジオリシス法による気相反応素過程の研

究 (Xl).ベンゼン最低励起三重項状態、の寿命とその

同位体効果(東工大理)0河内宣之・上野巧・旗野

嘉彦

一(13時30分から〉ー

112. DT法によるイオンクラスター反応の研究 (4)

ARRIVAL SPECTRUMの解析法(東北大工) 0天

野 繁 ・飯沼恒一 ・佐藤義之 ・古河清史 ・小池武久 ・

武部雅汎 ・瀬戸邦夫

113. DT法による イオンクラスター反応の研究 (5)

アノレカリイオン-H20系(東北大工) 0武部雅汎・

佐藤義之 ・小池武久 ・飯沼恒一 ・古河清史 ・瀬戸邦夫

114. DT法によるイオンクラスター反応の研究 (6)

アルカリイオン-H20系(東北大工) 0佐藤義之 ・

小池武久・飯沼恒一・古河清史 ・武部雅汎 ・瀬戸邦夫

115. ラジカノレイオンの分解ーエネルギー依存性(理研

・東北大理)0生田茂 ・岩田末魔 ・今村 昌 ・吉原

賢二 ・塩川孝信

116. 希ガスイオン衝撃により生成するエチルベンゼン

の二次イオンのマススベクトル(東大教養)0高橋

詞 ・奥田祥子 ・高窪正明 ・市瀬瞭

117. シクロブタンのイオン衝撃反応〈東大教養)0新
井栄一 ・高橋 詞

118. 種々の溶媒中での陽電子消滅γ線エネルギースベ

クトル測定一データ処理による高分解能化(東大工 ・

東大原子力)0岡田激平 ・伊藤泰男 ・田畑米穂

119. ポジトロニウム化学における放射線化学的過程

く第2報〉電子捕捉剤添加効果(東大原子力・ 東大工〉

O伊藤泰男 ・田畑米穂

120. 超臨界状態ブテンの放射線分解における電子捕捉

(東大教養〉西川勝 ・O山口洋一

121. シクロヘキセンの CO2 溶液および N20溶液中

における放射線酸化反応(東工大理 ・富山医薬大)0 
広上俊一 ・L.Wojnarovits・ 佐藤伸

122. シクロヘキサンーN20系の放射線分解(東工大

理)0唐沢英年 ・弓削田レイ ・佐 藤伸

123. 液体二酸化炭素の放射線分解による酸化活性種の

生成一飽和炭化水素およびフェニルアセチ レン類との

反応(阪大産研)0堀 明 ・高椋節夫 ・桜井洗
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124. 炭酸ガスープロパン系の放射線分解(含酸素化合

物の生成) (原研高崎)0池添康正 ・佐藤章一・小林

敏明 ・清水三郎 ・中島隼人

125. COと H2気相混合系の電子線照射による 反応

(N)アンモニア添加効果および反応機構(原研大阪〉

杉本俊一 ・西井正信 ・0杉浦俊男

126. 液相 7.6eV励起シクロヘキサンから芳香族化合

物へのエネルギー移動(東工大理)L. Wojnarovits・

和田敏規 ・0新坂恭士 ・旗野嘉彦

第 2日(10月11日〉 一 (9時から〉ー

201. スピントラップ法 ・ラジカルクロマトグラフィー

による UMP，TMP，CMPの放射線分解ラジカルの研

究(広大総合科研 ・京大理)0小南思郎 ・六鹿宗治 ・

波多野博行

202. 解離型電子捕獲反応によって生じるラジカルのス

ピントラッピング(北大工)0市川恒樹・吉田 宏

203. スピントラッピング法の放射線化学への応用(V)

国相，グラス相でのラジカルと Spinadduct(北大工〉

O村林俊 ・塩谷優 ・相馬純吉

204. 液相ベンゼン中の SF6 の解離的電子捕捉ースピ

γ トラ ッピングによる研究〈東工大理)0石川洋一 ・

伊藤富士夫 ・佐藤伸

205. ESR法による極低温照射効果の研究 (1)固相炭

化水素混合系に於けるゲストラ ジカル生成(名工試〉

O岩崎万千雄・鳥山和美・武藤八三・布目華一・深谷光春

206. ESR法による極低温照射効果の研究 (2)ラジカ

ノレ対生成(名工試)0鳥山和美 ・武藤八三 ・布目華一

.岩崎万千雄

207. 77K固相アルカン混合系の放射線分解および光分

解におけるH原子による選択的水素引抜き反応(名大

工 ・サンパウロ大原研〉衣川一尚 ・江口雅夫 ・0宮崎

哲郎 ・SelmaGuedes・LizeteFernandes・Leonardo

G. A. Silva 

208. アルカン結晶中におけるホット H原子のチ ャンネ

リングの可能性(名大工〉宮崎哲郎

209. ネオベンタン柔粘性結品相の電子線照射下 ESR

測定 (II)結品相と柔粘性結晶相の比較(東大工)0 

勝村庸介 ・藤田明博 ・石樽顕吉 ・田畑米穂

210. γ線照射した種々の芳香族化合物中に生成するラ

ジカル対〈京大原子炉)0松山奉史 ・山岡仁史

211. γ線照射したアントラセン単結晶の光吸収と ESR

(京大原子炉)0松山奉史・山岡仁史

一(13時30分から〉ー

特別講演Laser Flash Photolysis of Polymeric 

Systems (Hahn.Meitner Institut fur Kernforschung 

Berlin GmbH) Dr. W. Schnabel 

一(14時30分から〉一

212. チトクロムCの光化学的還元(都立大理)0増田

高度 ・村田祐子 ・近藤正春

213. 還元型チ トグロム Cの Br2による酸化反応(理

研)0関博之 ・今村昌

214. へム蛋白質のパルスラジオリシス(阪大産研〉林

晃一郎 ・O田村守 ・谷口節男 ・藤田慎一

215. ポリ-0:ーメチルスチレンの高温放射線分解(II)

イオン連鎖反応による崩壊〈阪大産研)0山本幸男 ・

姫井美弥子 ・林晃一郎

216. 高速中性子照射による PMMAの分解(東大工〉

0江草茂則 ・石樽顕吉 ・田川精一 ・田畑米穂 ・大島恵

217. 高密度ポリエチレンの放射線架橋反応を利用した

構造研究(京大化研)0北丸竜三・玄丞然 ・堀井文敬

218. 放射線照射によりポリエチレンに生じたラジカル

のスチレンとの反応性について(都ア研〉今井正彦

219. 橋かけポリエチレンの機械的強度と構造(原研高

崎)0佐々木隆 ・金吉正 ・細井文雄 ・萩原宰 ・荒

木邦夫

220. イソフ.チル ・ピニノレ ・エーテルの電子線重合(原

研大阪〉林香苗

221. 電子線パノレス法によるスチレンのカチオン重合の

研究 第 2報(東大工 ・理研)0江草茂則 ・田畑米穂

・荒井重義 ・吉良爽 ・今村昌

222. 放射線による低温注形重合一低温注形重合におけ

る歪の生成について〈原研高崎・日本光学)0吉田健

三 ・大久保浩・森田洋右 ・吉井文男 ・西山茂 ・嘉悦

勲

223. 四塩化炭素存在下における酢酸ピニルの放射線重

合(京大工)0長岡聡 ・岩田博夫 ・筏義人

第 3日 (10月12日〉 一 (9時から〉 一

301. 水中での水和電子の初期分布，拡散，減衰(東工

大理)0山崎秀郎 ・新坂恭士 ・佐藤伸

302. 炭化水素液体中の電子の半連続媒体モデル(名大

工 ・ウェイン州立大〉木村豊明 ・O笛木賢二 ・P.A. 

Narayana・L.Kevan 

303. ナノ秒X線パルスによる 253K固相ネオベンタン

中での電気伝導度の測定 (東工大理)0南波秀樹・和

田敏規 ・新坂恭土 ・鎮野嘉彦
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304. 極性液体中の電子の自己溶媒和時間に対する簡単

な取扱い(東北大理)安藤隆光

305. 有機ガラス中の pre・existingtrapの性質(京大原

子炉)0長谷博友・桑島 聖 ・東村武信

306. 有機ガラス中の電子捕獲機構 (V) 40K"-'770K 

〈京大原子炉)0野田真人 ・長谷博友 ・東村武信

307. 光子吸収励起によるエタノールガラス中捕捉電子

の再結合および遊離基生成反応(東工大理)0山崎秀

郎 ・佐藤春芳 ・旗野嘉彦

308. γ線被照射酸性水溶液ガラス中に捕捉された水素

原子の滅表のアイソトープ効果(北大工〉大野桂一 ・

0伊藤孝雄 ・相馬純吉

309. アルカリハライド色中心生成に対する重イオン照

射 効 果 第E報 4oKでの発光，吸収スベクトル〈理

研)0木村一宇・遠藤英明・今村 昌

310. 低速アルゴンイオンによる鉄錯体の放射線分解

(原研東海)0大野新一 ・古川勝敏

311. 被照射高分子の熱ルミネッセンス (n) (早大理

工研〉高橋敏 ・O津村 実 ・尾見直人 ・篠原健一 ・

浜義昌

一(13時30分から〉ー

特別講演2 Geometrical Structure of Solvated Elect-

ron (Wayne State University) Prof. L. Kevan 

一(14時30分から〉一

312. オレフィン系化合物の正イオンおよび負イオンの

二量化反応(理研)0荒井重義 ・吉良爽 ・今村昌

313. HgI2水溶液のパノレスラジオリシス における初期

中間体〈阪府放中研)0藤田慎一・堀井英雄・ 森利

明・谷口節男

314. パルスラジオリシス法によるベンゾイルギ酸アニ

オンラジカルとプロトンの反応の研究(阪府放中研〉

O森利明・藤田慎一 ・堀井英雄 ・谷口節男

315. トリフェニノレメチノレカルパニオン， カルボカチオ

ンの放射線化学的手法による生成(北大工〉太田康成

・0市川恒樹 ・吉田宏

316. 低温ガラスマトリックス中でのスチレンアニオン

へのプロトン移行反応〈北大工)0野田正治・藤井康

身 ・吉 田 宏

317. γ線照射されたナフタリンのフレオン ・ガラス溶

液の昇温の際に生成するカチオン種(理研) 0吉良

爽 ・中村尊 ・今村 昌

318. 低温ガラス中の有機硫黄化合物による電子捕獲反

応〈都立大理)0山中英幸・山内康太郎 ・近藤正春

319. フルオレンおよびその類似化合物のアニオンラジ

ス 111/11/1

カル(京大原子炉〉松山奉史・ O山岡仁史

320. シクロヘキサジエンカチオンラジカルから 1， 3， 

5ーヘキサトリエンカチオンラ ジカノレへの光異性化

(京大理〉加藤立久 ・野坂芳雄 ・O志田忠正

参加登録費 1，2∞円

講演要旨集 1，5∞円

懇親会 10月11日〈月)18時から京都大学楽友会館で行

ないます.会費正会員 2，5∞円，学生会員1，5∞円.

連絡先 606京都市左京区吉田本町京都大学工学部高

分子化学教室 筏義人(電話 (075) 751-2111， 

内線5611)

第25回高分子学会に出席して

プエルトリコでの放射線プロセスに関する国際会議か

ら帰ってすぐに，第25回高分子学会年会に出席した.今

度の年会は東京農工大の緑豊かな府中キャンパスで5月

30日から 2日間行われた. 14会場で一般講演 508件，特

別講演13件という多くの論文が発表された.

高分子に関する放射線および光化学の報告は主として

2日目のD会場で行われたが，参加者の数はまずまずと

いったところであった.この会場以外に高分子反応や固

体物性などの部門でも発表された. これらを分類する

と，やはり放射線重合が10件で最も多く，固体表面上で

の重合，低温注型重合乳化重合などである.つぎが放

射線グラフト重合で6件，ポリエチレン， PVC繊維，

セノレローズに対するグラフトのほかゾノ トライト などの

無機物に対するグラフトが目立つた.光重合は 6件.放

射線架橋および分解は PVAの架橋によるハイドロゲノレ

膜，ポリマーエマルジョンの架橋などの 5件，照射ポリ

マーの物性と構造に関する報告が5件，そのほか照射効

果，ポリマーへの放射線付加反応など4件である.合計

36件で全体の約 6.5%であり相当大きい部分を占めてい

る.このうち論文の提出数は原研高崎研が最も多く 14件

である.

学会の参加者総数は約1，5∞人，高分子化学の重要性

の大きいことが示されている.

5月30日のタ，霞ヶ関ピルの東海大校友会館で聞かれ

た懇親会は桜田先生の乾杯ではじまり.新しく高分子学

会長となられた古川淳二先生から，時代の要請にこたえ

た高分子科学の果たす役割や学会の将来について抱負が

のべられ，なごやかな雰囲気の中で研究者間の交歓がつ

づいていた(原研高崎研町末男 〉
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第25回高分子学会年次大会が5月末に東京農工大学府

中キャンパスで 2日間にわたり開催された.一方， 5月

初めに第 l回RadiationProcessing国際会議がフ。エルト

リコで開かれ，主として線源関係者と放射線高分子化学

研究者が集まった.少なくとも小生には，欧米と日本と

の放射線高分子の最近の動向を比較できるかも知れない

とし、う点で両者に興味をもっていた.

予想通り， Radiation Processingの方は工業化に近い

発表が多いのに対し，年次大会の方は，むしろ基礎的な

研究が優勢であったこの原因は，もちろん二つの学会

の性格の差に基づくところが大きいが，ある程度は，欧

米と日本の放射線高分子の研究姿勢の差を示しているよ

うにも思われる.

ここでは，両者の比較ではなく，高分子年次大会につ

いて書かねばならない.そこで，何らかの参考になれば

と考え，次のような統計的整理を試みた.

今年度の年次大会の全発表件数は 506であり，そのう

ち題目に放射線， γ一線， 照射などの文字が現われる発

表は29件である.少しでも放射線を照射した.あるいは

放射線照射を利用したと思われる報告を総計すると36で

ある(光化学，光照射は除去した).従って，年次大会

で講演された報告の約 6---7%が放射線高分子化学に関

する研究ということになる.これらはさらに次のように

分類される.放射線重合およびその重合物に関する研究

11件，放射線グラフト重合およびグラフト物に関する研

究9件，放射線分解，架橋照射高分子の分子運動性な

どの放射線効果に関する研究15件，および放射線付加反

応に関する研究 1件である.蛇足ながら原研の名がでて

くる研究報告を数えると16件であった.

(京都大学工学部筏義人〉

第 1回放射線プロセスに関する 国際会議

1st International Meeting on 

Radiation Processing に出席して

プエルトリコの主都サンファンは最近先進7カ国の主

脳会議が行われたところで，記憶に新しいことと思いま

す.

この近くの海岸にあるリゾートホテルである Cerro-

mar Beach Hotelで第 1回放射線プロセスに関する国

際会議が， 5月10日より13日迄4日間開催されました.

これは，アメリカ原子力学会，アメリカ化学会・高分子

部門並びにプラスチッ ク協会の共催で，“Radiation's

Time Has Arrived"の標語のもとに企画されたもので

あります.

会議の意図したことは，放射線工業利用に関する研究

が始って以来約20年を経過し工業利用もまさに本格化

し始めた現時点で，従来の積重ねられた実績と成功例に

ついて紹介し，放射線工業利用の現状を分析し将来に

対する展望について意見を交換しその方向を探ろうとい

うのが狙いであったように思われます.

また，広く産業界に呼び掛けて，従来放射線のプロセ

スにあまり興味を示さず，理解の少なかった業種に対し

て，関心を呼びおこし，新しい放射線利用の可能性につ

いて注意を喚起しようとの意図があったようです.

会議の参加者は約 280名で内訳としては.民間企業よ

り210，国，公立研究所官庁関係より45，大学関係者

が25でした.米国より の参加者約 200，海外よりの参加

者約80で，日本よりの参加者は16で，参加者全体に対し

ては6%でした.日本参加者の内訳は民間企業より10，

原研より 3，大学より 3で合計16名でした.

論文は招待講演26，投稿論文58で合計84編であり，最

後の日に Panel討論会が行われました. 日本よりの発

表論文は10編にのぼり.論文の数としては，全体の12%

に達しました.論文は，民間企業より 3，原子力研究所

より 3，大学より 4でした.

10日最初の日の午前中は放射線の応用， 工業利用のた

めの基礎になる Basic Concepts， Crosslinking and 

Degradation of Polymers， Radiation Initiated Polymer-

izationおよび RadiationGrafting の4つの講演があ

り，夜は 3つの parallelsession によって論文の発表

がなされました.11日の第2日目は放射線プロ セスの

Engineering Aspectsについて招待発表が 5件あり，

主たる内容は，電子線照射装置，γ線照射施設，放射線

プロセスの制御と付属機器， しやへいと安全性.放射線

計測と品質管理，であり，本会議ならではの貴重な経験

に基づいた発表でした工学の基礎になる放射線プロセ

スに関心のあるすべての人々にとって，興味ある内容と

云えます.

3日目の12日は本会議のハイライトととも云える

Successful and Promising Applications で， その内容

を類別すると BiologicalApplications， Bulk Polymer 

Applications並びに SurfaceApplicationsと3つに分れ

て，発表，報告がなされました.

プラスチック ・フィルム，チュープなどの架橋，ゴム工

業における放射線利用，ワイヤーやケープルへの応用.

ウードプラスチックの工業規模での製造など多く の実用

化されているプロセスについて，それぞれを代表してい
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る産業界からの発表が行われました.

午後は NewHorizon Applications of Radiation な

る今会議の最後の Sessionがあり，将来の放射線利用

の大規模のプロセスの可能性について発表討論が行われ

ました.その内容は，汚水，廃水，汚泥の処理，廃煙の

処理などが主体でしたがLaserFusion を放射線源と

した放射線プロセスについての可能性が議論されまし

Tこ.

4日目の13日は，午前中に放射線プロセスのStatusと

Prospectsについての Panel討論会が行われて.全体の

会議が終了しました.

以上が会議の経過とその内容の概要ですが， 気の付い

たところ，特に興味を引かれた点，放射線プロセスの問

題点，将来の発展の方向，などについて，少々述べてみ

たいと思います.

放射線プロセスの成立しうる条件としては，いろいろ

の要因が挙げられますが，例えば次の項目が重要で、ある

との見解も出されました.

1. Energy-Quality 2. Energy Consumption 3. Anti-

Pol1ution Regulation → Clean Process 4. Economics 

5. Unique Product. 

線源のコストについては， Co60は， 10年前は80セント

/Curie ( 5 '" 1 0 Curie/ gr) . 現在では 50セント/Curie

(50"'1∞ Curie/gr)で，最近の 3年間に一般平均物価

の値上り40%に対して， Co60は15%の上昇幅にとどまり

ました.一方，電子線照射コストは加速器の大型化と信

頼性の向上によって，十分工業プロセスの使用に耐える

ようになってきました.

出力10'"1∞K W，運転コスト $0.25"'$1.00/K羽羽，

プロセスコストセント0.05'"0.2~adlb となっていま

す.

C060を使った医料品の殺菌， 滅菌のプロセスは，現

在世界的には54のプラントが稼働しており，総線源量は

4，8∞万キューリーに達しています.現在，さらに 7つ

のプラントが建設中です. 医料品などの照射は， 0.15 

g/ccのノξ ッケージで，照射処理量が20，000m3/年以上

になれば 6'"7 $/m3・2.5Mradとな ります. Co60を

使った他のプロセスには， Wood-Acrylic製造があり，

米国では 3社が工業化に成功しています.最も規模の大

きいのが， ARCO Chemical Co.で，他の 2つはApplied

Radiation Energy Co.および RadiationTechnology. 

Inc.です.

電子線加速器は， Ray Chem， W. R. Grace， Ford， 

Western Electricなど，多くの企業が生産プラントをも

っており，米国で約 200台が稼働しているようです.フ

ランスの JacquesParisotとし、う家具メーカーが Wood

Panelの塗料の硬化に，加速器を採用し，生産を始めて

丁度一年になり ますが，この報告は新しい分野への放射

線工業プロセスの応用として注目きれました 20mA，

300KVの加速器で， 7，5oom2/dayの処理を行ってい

るとのことです.

ここで， 日本からの発表について触れておきます.高

崎研町氏によって， 弗素系エラストマープロセスおよ

び，廃煙処理に関する報告，大阪研後藤田氏による放射

線キユアリング， Radia工業の富田氏による照射プラン

トに関する報告， 住友電工の植原氏によるワイヤー ・ケ

ーフソレ照射における照射技術改良に関する報告，古河電

工の斉藤氏による細線の放射線キユアープロセスに関す

る報告，京都大学筏氏による放射線による Hydrogelの

合成，筆者の研究室江草および筆者による重合に関する

報告がありま した.いづれも注目を集めた興味ある発表

で反響を呼びました.

最後の日の PanelDiscussionには，原研理事長の宗像

英二氏と筆者が出席し，理事長は日本における食品照射

その他について説明され， 2， 3の質問に対して答えら

れました. また，ノミンケットには， Honorary Chairman 

として，司会を努められました.

京都大学岡村先生には御出席を期待するむきが多かっ

たのですが，今回は出席されず残念でした.

放射線プロセスはその規模と範囲がますます拡大する

方向にあり，特に新しい分野への発展が期待されます.

最近ではドイツ，フランスなどを中心とするヨーロッパ

諸国で，急速な発展が予想され，米国につぐ日本の第 2

の地位はおびやかされるのではなし、かと心配される情勢

になって来ました.

(東京大学工学部田畑米穂)

第 6回 lCRR開催準備状況について

本誌20号の報告以後の活動について簡単に述べます.

l. 準備小委員会が発足し，日本放射線化学会からも

数人が参加し，その活動を開始した.

2. ICRR顧問会，財務委員会.プログラム委員会が

発足した.

3. ICRRの母体である IARRの日本構成グループ

として JARR結成に日本放射線化学会として正式に賛

成した.いづれ入会手続など具体的にお知らせします.

(大阪大学産業科学研究所林晃一郎〉
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放射線化学は面白いか

一年会講演のあり方について

GNP生長速度と関係があるのだろうか， 本年の春季

年会は全体として発表数も参加者も少なかった.理研か

ら2時間以上もかかる辺境だったが，おかげで10-4時

頃という時間帯に収まり，折からの冷雨以外，大した苦

労でもなかった.そのうえ，放射線化学のセ ッショ ンは

最良の時間帯であった.

このところ放射線化学の発表は，数の上では秋の討論

会に重点が移り，春の年会では比較的少い.発表される

方は発表の場所，内容についてそれぞれ基準をおもちの

こととは思うが，こういう趨勢になったからには， 一つ

共通の基準を考えてみたらいかがであろうか.

たとえば.討論会ではユニークな方法，事実，解釈に

白熱的討論を起すようにする.これに対して年会では，

ある程度まとまり，他分野とのかかわり合いのあると思

われるものを※付で(十分時間をかけて〉発表する.会

場には会員以外の方も多く見かけたし，このような人達

との交流も生れよう.各研究室の主要テーマについて，

フィ ロソフィーのもり込まれた講演を聞くのは楽しいこ

とである.

もう一つ注文させていただければ(流行にのるという

ソシリの恐れもあるが)，公害，エネルギー問題，さら

に生物科学などに対するもっと勇敢な挑戦が年会であっ

てもよいのではないだろ うか.お断り しておくが，以上

の希望，注文に沿った講演はいくつかあり，これらの方

々のご努力には敬意を表する次第である.

6年前，岡村先生は巻頭言に「放射線化学は面白し、」

と書かれたが，現在もこれからも面白いのであり，まだ

その面白さが十分示されていない，いや，示すような発

表の仕方に努力が足りないのではなかろうか. 本年度

は. r討論会のあり方」が学会で検討されるようであ

る.ついでに年会も含めてご検討願いたい.折角遠方へ

出かけ，登録料を支払うのだから，もっともっと面白く

したいものである.

(理化学研究所今村目)

(18ベージより〉

とを強調することにあった. この雑談から，いくらかで

も多くの方々が放射線研究の面白さを充分感じとってい

ただければ幸いである.最後に私がいつも新来の放射線

研究者に告げる言葉をつけ加えたい rこの地球という

厚い大気に固まれた， いわば海の底に住む我々の環境

第 4回放射線化学シンポジュウム

0976年 6月1日'"'-'5日〉

(ハンガリー ・ケステレー〉

このシンポジュウムはこれ迄， ハンガリー 化学会と

lAEAの共催でハンガリー，パラトン湖畔のティ ハニー

(Tihany)で開催されるのが例であった.そのため，テ

ィハニー ・シンポジュウム といわれている. (本年は同

じパラトン湖畔であるケステレー (Keszthely)で聞か

れたが，参加者の多くは，依然，ティハニー ・シンポジ

ュウムとよんでいた. )その特徴とするところは， ソ連

をはじめとして東欧各国からの出席者が多いことであ

る.勿論，米国，西欧， 日本からの参加者も少くない.

こうした参加者の構成から東西の情報の交換に極めて有

効であった.事実この会議でも印象的なことは，ソ連に

おける放射線化学研究の層の厚さであった.

第二の特徴は，高分子にかなりの重点がおかれている

ことである.高分子のセッションがパラレルにあり，講

演数においても低分子関係とほぼ同数であった.特に，

放射線高分子化学の草分け，Magat， Charlesby両元老

も参加し，活発に発言し，その健在を示した. また，

第三の特色は予稿の締切が学会当日であり，参加者自身

が印刷した予稿を持参するシステムであろう. このた

め，学会直前に得られた成果の印刷を手にすることがで

きた.予稿の締切が数カ月前ということも珍らしくない

昨今の学会では，このシステムは珍重すべきであろう .

発表された内容で‘特に epochmakingなものはなかった

が，その多くは放射線化学の著実な発展を示すものであ

った.尚，参加国は21，参加者は約 180名， 日本からの

参加者は東大 ・工田畑，江草，名工大柏原の各氏と

相馬であった(北海道大学工学部 相馬純吉〉

は，放射線強度の異常に低いところで，いわば宇宙の特

異点に他ならない.この大気のそとに出てみれば，放射

線は空間に充満しており，いってみれば物質のごく普通

の存在形態にすぎない. だから放射線を解明しない限

り，われわれの物理空間は完全には理解できない. J 
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昭和51年 3月31日午後 6時より 東京都立大学理学部

A-203教室にて，役員18名出席のもとに開催された.

事業経過報告後，昭和50年度決算報告および昭和51年

度事業案，予算案の説明があり ，それとともに会費増額

(年会費，正会員 1，500円， 学生会員，賛助会員据置き〉

の提案がなされ，会費増額を含む新年度計画案が承認さ

れた.続いて本年度放射線化学討論会の件，第 6回ICRR

大会準備状況に関する件，本年度役員候補推薦の件につ

いて討議された.

また，2つの小委員会(討論会検討委員会，財務委員

会〉 の発足と，本年度編集委員会役員(後藤田， 西川，

志田，笛木，荒木， 袴田〉が承認された.なお本理事会

で‘次の新入退会者が承認された.

入会者

〔正会員 5名〕

太田顕成，武田孝之，田中秀明， )藤田英夫，太田晋ー

〔学生会員 2名〕

栗山恵二，鷲尾万一，

退会者

〔賛助会員 4件〕

。昭和50年度会計報告

<収入の部>

賛助会費

個人会費

雑収入

銀行利息

繰越金

<支出の部>

事務費

通信費

印刷費

会議費

会誌発行費

連絡費

討論会補助

雑費

繰越金

<学会基金>

580，∞0 

274，∞0 

438，450 
16，115 

204，853 
1，513，418 

148，700 
36，945 

1，140，600 

82，650 
95，370 
11，650 
54，0∞ 
13，1∞ 

ム69，597

1，513，418 

1，060，∞o 

シンロ 化株式会 社 (1口)，大日日本電線株式会社

(2口〉三井石油化学工業株式会社 (1口)，中国電

力株式会社 (3口〉

〔正会員 11名〕

徳永興公，大前忠行，勝浦寛治，中西淳，木本茂，堤

弘守，並木宏，高橋求，柳享平，影山孝夫，佐川博敏

。第12回通常総会

昭和51年 4月1日， 日本化学会第 34春季年会N会場

(東海大学〉にて午後零時より開催され，近藤会長司会

のもとに昭和50年度事業経過および会計報告，会費増額

〈年会費，正会員 1，500円〉を含む新年度予算案，昭和

51年度役員選出，小委員会発足 (討論会検討委員会，財

務委員会〉について討議 し，それぞれ承認可決された.

0昭和51年度役員

会長桜井洗

副会長篠崎善治

理事石樽顕吉

盛と
A且L 事

松山奉史

小椋

嶋田繁隆

松井正夫

相根典男

浜田昌之

小田英輔

今村昌

。昭和51年度予算

<収入の部>

後藤田正夫

西川勝北丸竜三

林晃一郎 高椋節夫

山崎秀郎市川隆久

大野桂一吉原賢二

荒木邦夫林 香苗

早川 浄 山内愛造

沢井照子太田晋ー

近藤正春

会員正会費 (356名)534，∞o 
学生か (12名) 6，000 

賛助グ(60名)6∞，∞o 
雑

繰

収 入 322，∞o 
越 金 ム69，597

<支出の部>

事務費

通信費

印 刷費

会議費

会誌発行費

連絡 費

討論会補助

予備 金

1，392，403 

146，000 
100，000 
810.000 

80，000 
85，000 
20，000 
54，000 

97，403 

1，392，403 

志田忠正

桑田敬治

笛木賢二

小川禎一郎

大野新一

仲川勤

岩井 正

- 25ー



本

D賛助会員

名

A 
A 

称

旭化成工業株式会社

旭化成工業株式会 社 技 術 研 究 所

オーツタイヤ株式会社

鐘測化学工業株式会社 阪本工場研究室

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

株式会社ク ラ レ

株式会社島津製作所

株式会社柴山科学器械製作所

士幌町農業協 同 組 合

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社熊取照射工場

積水化学工業株式会社中央研究所

段谷産業株式 会社

中国塗料株式会社滋賀工場

中部 電力 株 式会社

株式会社千代 田研究開発

東海電線株式会社大阪製作所

東京電力株 式会 社

東レ株式会社

動力炉 ・核燃料開発事業団

電気化学工業株式会社中央研究所

ぷ』
ヱ:>:

日本エレクトロキュア株式会社平塚技術センタ一

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

日新ハイボルテージ株式会社

日本電信電話公社茨域電気通信研究所

日本ペイント株式会社

古河電工株式会社平塚電線製造所

放射線照射振興協会

北海 道電 力株 式会社

三菱電 機株式会社中央研究所

日立 化 成 工 業 株式会社下館工場

レンゴー株式会社

員 名 簿

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町ト12-1

417 静岡県富士市鮫島211

595 大阪府泉大津市河原町9-1

520-D1滋賀県大津市下阪本比叡辻町210

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1

530 大阪市北区梅田 8 新阪急ビ‘ル

530 大阪市北区小深町3-1阪急ターミ ナル ビ、ル

170 東京都豊島区南大塚3-11-8

080-12北海道、河東郡士幌町字士幌西2線159

540 大阪市東区北浜5-15

590-04大阪府泉南郡熊取町大宇野田950

618 大阪府三島郡島本町百山 2番1号

803 福岡県北九州市小倉区東港町4-3

520-23滋賀県野洲郡野洲町三上

461 名古屋市東区東新町10-1

150 東京都渋谷区新宮前5-30ー3

590 大阪府和泉市万町1076番地

100 東京都千代田区内幸町ト1-3

520 滋賀県大津市園山 1丁目 1号

107 東京都港区赤坂ト9-13

194 東京都町田市旭町3-5-1

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1関西ペイ ント脚内

113 東京都文京区本駒込2-28-49

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

100 茨城県那珂郡東海村

531 大阪市大淀区大淀町北2-1-1

254 神奈川県平塚市八幡2700

370-12高崎市綿貫町1233

060 札幌市中央区大通東 1丁目

661 尼崎市南清水字中野80

208 茨城県下館市大字小川1500

553 大阪市福島区大開町4-43
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放射線化学研修生募集

日本原子力研究所ラジオアイソト ープ・原子炉研修所第 100回ラジオアイソト

ープ研修専門課程放射線化学コースの研修生を次により募集します。

1.研修期間 昭和51年10月20日〈水)'"'-'11月5日(金〉

2. 研修場所 日本原子力研究所大阪研究所

大阪府寝屋川市三井南町25-1

3. 募集人員 1 6名

4. 受 講 料 30，000円

5. 申込先 日本原子力研究所ラジオアイソトープ ・原子炉研修所

東京都文京区本駒込 2-28-49

T E L (944) 43 11 '"'-' 3 

6. 目 的 放射線化学の応用に関連して、その基礎から高分子化学への

具体的応用までの知識を講義と実習の両面から研修すること

を目的とします。
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放射線化学第11巻22号

昭和51年 9月25日印刷

昭和51年9月30日発行

発行所日本放射線 化 学会

大阪府吹田市大字山田上

大阪大学産業科学研究所林研究室内

電話 06(877) 5 1 1 1 (内線 3481)
振替口座大阪 31 6 558 

編集発行人 林 晃 一郎
印刷所シンコー(神戸印刷センター内〉

電話 (078)431-2 8 2 1 (内線67)
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