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放射線化学から学ぶこと

数年程前に理化学研究所ではレーザーを利用した科学

の研究を目的とするレーザー科学研究グループが誕生し

た。私もレーザー光化学グループの一員としてこれに参

加することになったが，始めてみると興味深い問題が多

数ある.われわれのグループではレーザーを計測の手段

に利用するよりも，反応を誘起する手段に利用する立場

に立っており，例えば同位体の分離を一つの大きな目標

に掲げている.

レーザー科学クツレープが研究している分野を見渡す

と，放射線化学と直接関係している事柄が多い.例えば

高出力の気体レーザーのポンピングには電子線パノレスに

よる励起が使われているが，気体中で起こる諸現象は放

射線化学そのものである.またプラズマダイナミックレ

ーザーではイオンの再結合とそれによって生成する励起

原子に関する情報を必要としている.しかし私が特に注

目しているのは放射線化学とレーザー科学との直接的な

関連ではない.放射線化学における考え方に学ぶべき点

が多いことである.

レーザーによる同位体分離は赤外多光子解離法を中心

に進められている.少し長くなるがこの方法を解説する

と，赤外領域での分子の振動スベクトルには比離的大き

な同位体シフトがみられる.一方，赤外領域では炭酸ガ

スレーザーという非常に高性能レーザーが発明されてい

る.例えば，われわれがこの種の研究に使用している炭

酸ガスレーザーは10.6μm付近の光を， 100ナノ秒の時間

内に， 1 Jの出力で、パルス発振する.1 Jの出力は 5.3

X 1019個の光子数に相当する.このレーザービームをレ

ンズで、0.02crdの面積に集光すると，焦点でのフルエンス

は2.7x1021光子cm-2にも達し，焦点に20A2程度の断面

積の分子があると，この分子には5.3x106個もの光子が

衝突する勘定になる. ここで 1Torr程度の低圧の気体

に上述のレーザーパルスを照射すると，個々の分子の衝

突の頻度は 100ナノ秒に 1回程度と推定されるので，分

子はレーザーパルスの期間中は衝突を経験しない Colli-

sionlessの状態にあり，光子を吸収するごとに内部エネ

ルギーを増し，ついには分解を起こす. トリプルオロメ

CHF3は炭酸ガスレーザーの発振領域では透明である

事理化学研究所・レーザー光化学

荒 井 重 義*

が， トリチウム置換したトリプルオロメタン CTF3 は

その光を効率よく吸収して分解する.したがってトリチ

ウムの分離 ・除去が可能になる.赤外多光子解離は 7，

8年程前に見い出された現象で、ある.分子が何十個もの

光子を吸収し，高い振動励起状態を径て解離するが，こ

のように多数の光子を吸収するとは仲々信じられなかっ

Tこ.

赤外多光子解離ではレーザービームをレンズで焦光

し，焦点あるいはその近傍で解離を起こさせるので，空

間的に極めて不均一な状態での反応になる.このような

状態での反応に対して，放射線化学におけるスパーの考

え方，取り扱い方が非常に参考になる.

一般に熱分解反応は振動が励起された分子の解離から

開始されるが，高い振動励起分子の物理化学的挙動に関

しては具体的にはほとんど分かっていない.このような

分子を作るにはラジカルの再結合を利用する方法もある

が，赤外レーザーによる多光子励起が最も簡単な方法で

ある.丁度，イオン種を作るには放射線化学的な方法が

最も優れていることと似ている.

赤外多光子解離では，どのようなエネルギーを持った

分子が何個できるか，云い換えると振動励起分子のエネ

ルギ一分布と，各エネルギー準位にある分子の解離反応

および速度を明らかにするとその大筋を把握し得る，放

射線化学の分野では波動関数よりも分布関数を論ずる場

合が多かったように思う.その点を見習いつつよい分布

関数を見い出すことが大切である.

放射線化学で、はノ勺レスラジオリシス法や低温マトリッ

クス法による中間体の観測がその解明に大きく貢献し

た.赤外多光子解離に関しても高い振動励起状態にある

分子あるいはそれから生成するラジカルを直接観測した

いと願っている.そしてパノレスラジオリシス法の進歩の

後をたど、って，より短いレーザーパルスで，より速い現

象を明らかにする方向に進みたい.将来は放射線分解の

過程をレーザー誘起けい光法などを利用して細く調べて

みたいと思っている.しかし，当分の聞は赤外多光子解

離の過程を放射線化学の真似をしながら研究する積りで

ある.
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〔解説〕

内部状態を選別したイオン一分子反応

1.はじめに

イオン一分子反応が種々な分野，例えば地球の電離層，

放電，火炎内での諸現象，放射線化学の初期過程などに

おいて重要な役割を演じている乙とは周知のことであ

る.また近年，恒星と恒星の聞の宇宙空間でその存在が

認められている数多くの星間分子の生成機構に関しても

イオン一分子反応を中心とする気相反応説が重要視され

ている.これらの重要性は，イオン一分子反応の他の反

応には見られない特徴に起因している.最も大きい特徴

は，イオンの電荷に基づくもので，この電荷と中性分子

の誘起双極子モーメントとの相互作用(中性分子が永久

双極子モーメントなどをもっ場合にはそれとの相互作用

が加わる)のために衝突断面積が中性分子同志の場合に

比べてはるかに大きい乙とと，やはりその強い相互作用

のためにほとんどの反応の場合活性化エネルギーをもた

ないことである.

田 中 健一郎*

きれなかった化学反応を，特定の単一量子状態の反応分

子から出発し特定の単一量子状態の生成分子に至る反応

経路をそれぞれ区別して調べようとするものである.乙

の分野では，化学反応を例えば次のように記述する.

A(i) + B(j)ー→ C(i')+ D(j') 

(t， b， tt) (t'， 0) 

乙乙で， i，j，i'，j'はそれぞれ反応分子あるいは生成

分子の内部状態(回転・振動・電子的状態)の単一量子

状態を表わしている.また反応式の下に括弧内で示した

記号は外部状態を表わすもので，相対速度 t，t'，衝突

径数b，衝突角。 (AやBが分子の場合その分子軸の方

向に対する角度)， そして反跳していく散乱角 θなどが

それぞれ対応する.そこでこの研究の究極目標は，乙れ

らの状態を表わすパラメーターのすべてを指定した反応

を調べる乙とであり，すべてのパラメーターの関数とし

ての反応断面積 σ(i， j， t， b，ゆ Ii'， j'， t'， 0)を求め

ることである.残念ながら，乙の究極目標はいかなる反

応系においても達せられておらず，現状はまだ程遠い段

階である.しかしながら，レーザーや分子線などの新し

い実験技術の導入による近年の研究は明らかにこの究極

目標に向って着実に進みつつある.このあたりの様子は

• 

このようにイオン一分子反応は色々な分野で重要であ

るばかりでなく，化学反応の一つの代表としても重要な

位置を占め，その観点からも数多くの研究が行なわれて

いる.とく に反応分子あるいは生成分子の一方がイオン

であるため電場により容易に加速・減速ができる.乙れ

は衝突エネルギーを自由に変え得ることを意味してい

る.また同じ理由から，検出が容易でありその感度が高

いという利点もあり ，反応動力学的な研究の対象と して

は中性分子反応以上に適した面がある.

アメリカ化学会の出版した“State-to-StateChemistry" ー

という書物1 から窺うことができる.乙の書物は， 1977 • 

年に関かれたアメリカ化学会のl十lでの同名のシンポツウ

近年の化学反応研究の動向を見ると，化学反応を完全

に解明しようとする立場からの，いわゆる、状態から状

態への化学 (state-to-statechemistry) 11 という新しい

研究分野が開けつつある.これはその言葉の意味する通

り，これまでは色々な量子状態の混合物としてしか観測

State selected ion-molecule reactions 

申KenichiroTANAKA 

分子科学研究所分子集団研究系助手理博

ムを特集したものである.

イオン一分子反応の分野においても state-to-state

の観点からの研究が進められている.その多くは次の二

つに大別できる.第一は反応生成物の発光解析や運動z

ネJレギ一分布の解析から，反応生成物の内部状態や外部

状態(終状態)に関する情報を追求するものである.も

う一方は，何らかの方法で反応するイオンあるいは分子

(経歴)昭和49年東京工業大学化学系大学院修了 昭和49""""51年カナダ ヨーク大学にてフローイングアフター

グロ一法によるイオン分子反応の研究 昭和51年より現職 (趣 味)野球 (連絡先)〒444岡崎市明大寺町字

西郷中38 分子科学研究所
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の内部状態(始状態)を選別して，そのイオン一分子反

応を調べるもので，その反応性(反応断面積，反応径路な

ど〉における内部状態依存や役割についての研究である .

本稿では，主に最近我々の行っている後者に属する研究

について述べる.近年出版された Tiernanと Lifshitz

による“Role of Excited States in Ion-Neutral 

Co11isions"と題する総説2rc.は 1976年までのこの分野

の研究が網羅されているので，詳しくはそれを参照され

たL、.

2. 内部状態の選別

先に述べたように，内部状態を選別したイオン一分子

反応の研究を進める場合，反応前のイオンおよび分子の

内部状態がその対象となる場合と，反応後の生成物イオ

ンあるいは分子の内部状態がその対象となる場合とで，

実験の種類や方法が異る.乙乙では前者の研究について

簡単に述べる.

2.1 イオンの内部状態の選別

従来よりイオン一分子反応の研究において一次イオン

の生成は主に電子衝撃，光イオン化，放電，あるいは電

荷移動などの反応を利用する方法により行われている.

乙れらの方法で一次イオンを作った場合，イオン化の条

件にもよるが一般的には，内部状態として回転・振動・

電子的励起が混ったものが出来る可能性が高い.乙の乙

とはイオン一分子反応の速度定数測定などにおいては注

意を要する点である.とくに速度定数が内部状態によっ

て大きく変化する反応では，反応させる前に何らかの方

法によって単一の状態(多くは基底状態)にしておかな

いと，測定値そのものがあまり意味のないものになって

しまう恐れがある.

一次イオンの内部状態に注目 したイオン一分子反応の

研究においても，イオンの生成は従来通りの方法で行わ

れている.多くの場合，単一の内部状態(基底状態は除

く)にあるイオンのみを選択的に生成あるいは選別する

ことは不可能である.そこで電子衝撃や光イオン化法を

用いる場合には，電子エネルギーあるいは波長を順次変

化することにより，基底状態だけのイオン，基底状態と

1番目の励起状態の混ったイオン，さらに2番目の混っ

たイオン， ……と一連の内部状態の混ったイオンを作

り，それぞれの時の反応を調べる.乙の場合，それぞれ

のイオンの内部状態の分布がわかっている(あるいは仮

定した)場合には，このような一連の研究から，個々の

内部状態にあるイオンの反応を引出すことができる.乙

の方法を用いる場合には，エネ Jレギー設定の精度や分解

能の良さ，さらにイオン化の立上りでの法則 (threshold

law) の違いなどから光イオン化法の方が優れている.

乙の点については，乙の研究分野の先駆者の一人である

Chupka による総説3fr.詳しく述べられている.また光

イオン化法の場合には同じ条件下で光電子スペクトノレを

測定すると，その時のイオンの内部状態分布が直接得ら

れるので，より正確な研究が可能になる

一方，電子的励起状態のイオン，とくに B+(3P)，C+ 

(4P)， N+(lD， lS)や 0+(2D)のよう な原子イオンの

反応を調べる場合には，容易に広いエネルギー領域 (10

........100 eV) でイオン化が可能な電子衝撃法が有利であ

る.例えば 60eVの電子衝撃により CO2，N02， N 20 

および H20から 0+を作った場合， それぞれ4，34， 

43，および90%が励起状態 (2D)に生成することが確

められ，その反応が調べられている

その他，特定の内部状態のイオンを作る方法として，

電荷移動反応を利用する方法や，イオンを更に光励起す

る方法があげられる.前者の方法は， Lindholmらによ

って始められた方法で，イオンの単分子分解の内部エネ

ルギー依存の研究に用いられたものである 共鳴的電

荷移動反応ではイオンの再結合エネノレギーが標的分子の

イオン化電圧と内部エネノレギーの和に釣り合うので，こ

れを利用してそれぞれ異った再結合エネルギーをもっイ

オンとの電荷移動反応によってイオンを生成すると，そ

れに対応した特定の内部エネルギーをもったイオンが生

成する.乙れは非常に魅力的な方法であるが，内部エネ

ルギーを自由に連続的に変えることが困難であることと

電荷移動反応が必ずしも共鳴的に起らないで再結合エネ

ルギーの一部が相対運動エネ Jレギーに移り，その結果内

部エネルギーの見積りに暖昧さを伴うことなどから，一

般的な方法になっていない. また後者の方法は， イオ

ン・サイクロトロン共鳴セノレ内でキセノンアーク光を照

射するととにより C3H5+イオンを光励起し， C2H4と

の後続反応を調べる ζ とで始められた方法である イ

オンビーム技術や各種レーザー技術の発達により，乙の

方法は，今後この分野で最も将来性のある方法のように

思われる.

最後に，光イオン化法をさらに発展させたものとして

光イオン・光電子コインシデンス法 (PIPECO法)があ

る. 光イオン化lとより生成したイオンの内部状態分布

は，同時に放出される光電子の運動エネ Jレギ一分布と完

全に対応する.乙れは云v，かえるとある運動エネノレギー

の光電子が生成した時には必ずそれに対応する内部状態

のイオンが生成していることを意味する.光電子のエネ

ノレギーは比較的容易に選別することができるので，注目

する内部状態に対応するエネ Jレギーの光電子のみを選沢

的に測定し，その信号とイオンの信号との間でコインシ

デンスを観測すると，種々な内部状態の混ったイオンの
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ため観測できなかった v=2，3， 4の状態も観測され

ている.乙れは，乙れら振動状態の位置に一致した自動

イオン化状態からの自動イオン化によるものと解釈され

ている.乙のように波長可変のしきい電子法は，装置そ

のものは大掛かりになるけれど，通常の光電子スペクト

ル法てeは見れなかった内部状態のイオンを調べることが

できる.またこの方法では運動エネ Jレギー零の電子のみ

を観測しているので，エネ Jレギ一分析器のエネルギーの

違いによる捕収効率の補正を必要としない.乙れらの理

由からイオンの内部状態を選別する研究には，しきい電

子法の方が適している.

このコインシデンス法を用いて，内部状態を選別した

イオン一分子反応の研究を行っている研究ク・ループとし

ては， まず前者の HeI光電子法によるものとして，

Latimerら10および Niehausら11のグループがある.

またしきい電子法によるものとしては，我々のグループ

の他に Baerら12のク勺レープがある.

中から，注目する内部状態のイオンの信号だけを選摂的

に取り出すことができる.乙の方法は，イオンの単分子

分解における内部エネノレギー依存の研究に最初に適用さ

れて以来8， その有用性により着実に適用範囲を拡げて

いる 乙の方法には大別して次の二通りがある.まず

光の波長を固定(主に HeI584 A)して，注目する内部

状態に対応する運動エネルギーをもっ光電子を観測する

方法である.もう一方の方法は，波長連続の光源と分光

器を用いるもので，光の波長を変えて，通常運動エネノレ

ギー零の電子(しきい電子，threshold electron)のみ

を観測する.光の波長が，丁度ある注目する内部状態へ

のイオン化エネルギーに一致し，しかもその状態へのイ

オン化が起った時にのみしきい電子が生成する.従っ

て，光の波長をそれぞれ変化させて，しきい電子とイオ

ンの信号の聞でコインシデンスを観測すると，それぞれ

ある特定の内部状態のイオンのみを選摂的に観測するこ

とができる.

第 1図に，N2分子の HeI光電子スペクトル (PES)

イオン一分子反応において反応する中性分子の方の内

部状態を選別してその反応性を調べた例は極めて少い.

その中でも比較的多 く行われている方法に，中性分子そ

のものあるいは希ガスとの混合をマイクロ波放電により

加熱する方法がある.マイクロ波の強度あるいは放電場

所と反応領域との距離を変化することにより ，中性分子

の振動温度を変化することができる.振動温度は，分光

学的に求めた振動分布から Boltzmann分布を仮定して

求められるものである. Schmeltekopfら13は乙の方法

により N2分子を 3000K"""-'8000oK Ir..加熱し He+や 0+

との反応を調べている.例えば 80000Kでは振動励起分

布は v=O，1， 2， 3， 4，5でそれぞれ0.32，0.22， 

0.14， 0.10， 0.07， 0.05となり高い振動励起分子の反

応を調べることができる.同じ方法で H2の振動励起14，

や O2の電子的励起状態 (alJg) 15の反応も調べられて

L"'る.

中性分子の内部状態の選別2.2 

PES of N2 

QI .... 

15 21 

A句，
7 65 '32'0  
II I I I I I I 

5 ， 
「寸

TES of N; 

S
志向、
l

N

¥

，d

水素の回転状態は，パラ水素が J=O，2， 4・…・・，

オノレト水素が J=l，3， 5，……をとるので，これを

利用して回転状態の影響を調べることができる.Sbar 

と Dublin16は， 液体窒素温度で通常の水素 (n-H2) 

およびパラを濃縮した水素 (p-H2) とAr+との反応を

比較することにより J=OとJ=lの反応断面積比 σ(J

= 0)/σ(J = 1) =1. 05土0.25を得た.

700 750 

WAVELENGTH / A 

N2分子の HeI光電子スベクトル(上図〉とし

きい電子スベクトル(下図). 

800 650 

第 1図

中性分子同志の反応では，すでに使用されている方法

にレーザ一光(主に赤外レーザー)による内部状態(振

動 ・回転)の選択的励起法がある.この方法などは近い

将来イオン一分子反応にも応用されるものと思われる.
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としきい電子スペクトル (TES)を示す.いずれも 3つ

の電子状態における振動状態がきれいに分離されている

が，その強度分布に両者で違いを生じている.特に基底

状態 (X2Ig+)でその差が著しい.即ち PESでは，主

i乙Franck-Condon因子の大きさで決まる分布をしてい

るのに対して TESでは，Franck-Condon因子が小さい



3. TESICO法による内部状態を選別したイオ

ン一分子反応の研究

2.1節の後半で，光イオン・光電子コインシデンス法

により ，種々の内部状態のイオンの信号の中から，注目

する特定の内部状態のイオンの信号のみを選択的に観測

することができる乙とを述べた.我々は以前より，光イ

オン化法を使用してイオンの内部状態がその反応に及ぼ

す影響についての研究をしており，乙の研究を更に進め

る目的で，この有力な方法を取入れたイオン一分子反応

だけを研究対象とする専用の実験方法および実験装置を

開発した. 乙れが TES1CO法 (threshold electron-

secondary ion coincidenceの略〉であり愛称 TEPS1CO

と呼んでいる装置である.以下，実験装置，実験方法な

らびに幾つかのイオン一分子反応におけるこの方法の適

用例を述べる.

3. 1 実験装置:TEPSICO装置

TEPS1COのPは photonを意味しており，反応で一

次イオンが励起状態に 生成する場合， そ乙かうの発光

(P) を捕えて，し きい電子 (TE)，二次イオン (S1)

の信号と伴にトリプノレコインシデンスを観測することに

より反応の終状態に関する情報が得られるという目論み

であえて取り入れたものであるが， あくまで愛称であ

る.

第 2図に乙の装置の概略を示す.装置は，図に示すよ

第2図 TEPS1CO装置の概略図.

うにヘリウム連続光源 (LS) を備えた 1m瀬谷 ・波岡

型分光器 (M)，四重極マスフィ Jレター (Q)， 反応室

(R)，光イオン化室 (1)，及び光電子エネノレギ一分析器

(EA)で構成され 6段の差動排気装置 (P1 "，P 6)で

排気している.乙の装置については既に詳しい報告17が

あるので，こ乙では各構成部について簡単に説明する.

A.光源

Hinteregger型の放電管を使用し，600-950Aの領域

では Heの連続光 (Hopfieldcontinuum) を，900-

1300Aの領域は H2の多線スペクトノレを使用している.

Heの連続光は放電管に約 50Torrの純 Heを定常的に

流し，パルス高約4000V，パルス巾0.5μs，くり返し周波

数約20KHzのパルスで強制放電して得られる.分光器

の出射スリット通過後の光量は 800A付近で約 3x108 

photon/A・秒である. H2の多線スペクトノレは，同じ放

電管を使用し，約 2Torrの純 H2を直流放電 (800V，

300mA)して得られる.

B.分光器

焦点距離 1mの瀬谷波岡型真空紫外分光器(日本光学

社製 ・N11000 HB) を使用している.光源部とは入射

スリットの内側で 2段の差圧排気を行っており，初段

(P 1 )は排気速度600m3/hrのメカニカルブースター

ポンプ 2段目 (P2) は4Wの油エゼクターポンプを使

用している.分光器本体はゲの油拡散ポンプ (P3) で

排気しており，放電管に Heを約50Torr流した場合に

も分光器本体は 10-6Torr台(8 X 10-6 Torr) を保つ

乙とができる.通常，出・入射スリ ットはし 1ずれも 100

μm巾のものを 使用し， 凹前回折格子は 2400本/mm

(Bausch & Lomb社製) を使用している. 乙の場合の

波長分解能は 0.5A(800A付近でエネノレギ一分解能と

して約10meV)である.

C.光イオン化室

第 3図に光イオン化室付近の拡大図を示す.電子レ ン

L-J 
10，.. TYPICAL POTENTIAL 

tuoo 

第3図光イオン化室部の拡大図.

ズ(図中左側)，イオン化室(中央)，イオンレンズ(右

側)はすべて無酸素銅で製作し金メッキを施した.乙れ

は電子エネ Jレギ一分析が磁気を嫌うためで，乙のイオン

化領域と次の光電子エネ Jレギ一分析器部は真空槽内で

μーメタ Jレによる磁気シー Jレドを行っている. 乙の結果

残留磁場は 5mG以下に抑えられている.

光イオン化室は第 3図で示すように，電子出射スリッ

ト部，中央部，イオン出射スリット部の 3部品で構成さ
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れており，それぞれ個別に電位を印加できる.図の下部

にその結果生じるイオン化室内の代表的な電位勾配を示

す.イオン化は光路に沿って起り，生成した電子および

イオンは ζの電位勾配に沿って，それぞれ左右反対方向

に加速されスリット(径 1O)を出る. 運動エネ Jレギー

をもって飛び出す光電子は通常角度分布をもっており，

必ずしも効率よく出射スリッ卜を通過しないが，運動エ

ネルギー零のしきい電子は，電位勾配Iζ沿って効率よく

出射スリットを出るので捕収効果が極めて高い.乙れ

は，しきい電子をコインシデンス法に使う場合の大きな

利点である.

D.反応室

光イオン化室を出たイオンはレンズ系で加速・減速さ

れて，反応室にエネノレギーをそろえて打込まれる.反応

室の直前には低エネノレギー(-----1 eV) に減速した場合

にも強度が下らないように， 13枚からなる改造型Gusta-

fsson -Lindho 1mレンズ群18 を使用している. これによ

り， O. 3-----30 e Vのイオンエネルギー (E1ab，実験室系)

領域での実験が可能になった.

反応室の厚さは 4mmで，入口，出口スリットはそれ

ぞれ径 1o， 1. 5併の穴を使用している.入口スリット部

と出口スリット部は，電気的に絶縁されており，独立に

任意の電位が印加できる.電荷移動反応やイオンより重

い標的分子との反応などで，二次イオンが前方に運動エ

ネJレギーを持ちにくい反応を調べる時には，一方にパJレ

ス電位を印加したり，定常的に電位差をつけ反応室内に

電位勾配を作る乙とにより， 二次イオンの捕収効率を上

る乙とができる.反応室からは 2本の パイプが出てお

り，一方は試料気体の導入に用い， もう一方は精密圧力

計 (MKSパラトロン)に直接接続している.また二次

イオンの発光を真空槽外に導ぴくための光学繊維東を取

付けた反応室の用意もある.

E.四重極マスフィノレター

反応室を出たイオンは，イオンレンズにより収束され

四重極マスフィノレターに入り質量分析される.電子 ・イ

オンコインシデンス法では，イオンの飛行時間 (TOF)

スペク トJレが測定で・き， TOFの違いから質量分析が行

えるのであるが，十分な分解能を得る乙とは難しい.そ

乙てe四重極マスフィ Jレター(分解能 M/AM::芯300) を積

極的に採用している.当初マスフィルターを通すことに

より，イオンの TOFが乱れるのではないかとの懸念が

あったが，後の測定によりこの影響はほとんどなく，む

しろ質量分析したイオンの透過率が上り，それ以外のイ

オンは取除かれるため，いわゆる嘘のコインシデンスが

極端に減少するという良い結果が得られた.

F.光電子エネノレギ一分析器

光イオン化室を出た電子は長さ 12cmの4枚組の電子

レンズを通過後，軌道半径 6cmの同心半球静電型電子

エネ Jレギーアナライザーに入りエネノレギ一分析を受け

る.アナライザーの入口・出口スリットはともに 1Oの

穴を使用している.アナライザーの外側と内側には一定

の電位を印加し(すなわち一定のエネノレギーの電子だけ

が通過する)，入口スリットに印加する電位を掃印する

ととによりスペクトノレを測定する.通常の光電子スペク

トJレ測定の場合には，アナライザーの分解能は，軌道通

過エネルギーと軌道半径および入口・出口スリットの大

きさで決まる.一方しきい電子の場合には，前述したよ

うに効率よくイオン化室の出口スリットを出て 12cm

離れたアナライザーの入口スリットに入る.運動エネ Jレ

ギーをもってあらゆる方向に飛び出す電子にとっては，

乙の軌道は非常に小さな立体角になり，偶然に乙の方向

に飛び出した電子以外は両スリット閣を通過できない.

この効果は angu1ardiscrimination と呼ばれ，これだ

けを利用したしきい電子アナライザーもある19. しきい

電子スペクト Jレの分解能は，後段のアナライザーの分解

能よりも，分光器の波長分解能とイオン化室内の電位勾

配の大きさに大きく支配される.後者は光イオン化が電

位勾配の中で有限の巾をもって起るために生じるもの

で，電位勾配を小さくするほど高分解能スペクトノレが得

られる.

G.計測器関係

電子およびイオンはチャンネ Jレトロン増倍管で検出

後 2系列の増巾器，弁別器を通りカウンターに入る.

乙れらはいずれも NIM規格のもので，光子計数用の

ORTEC社製9000シリーズを使用している. 光量測定

も現在ではサルチJレ酸、ノーダーを使用した光電子増倍管

で、行っており ，同様の計測器を使用している.

コインシデンス測定は，時間波高変換器 (TAC，

ORTEC 467型)のスタート入力にしきい電子信号を，

スト ップ入力にイオン信号を入れ，その聞の時間差に比

例した波高をもっ TACの出力パルスをマルチチャ ンネ

Jレアナライザー(キャンベラ社8100型)で分析する.

これらの計測器は，それぞれ単独に操作する乙とがで

きるが，ステ ップモーターによる分光器の波長送りや四

重極マスフィルターの質量設定を含むデータ収集はコン

ピューター・システム(理経コンピュータ， Ramda 16) 

により自動化されている.

3.2 実験方法:TESICO法

イオン一分子反応を調べる場合には，一次イオンの生

成と反応を伴にイオン化室内で起させて調べる方法(単
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ーイオン化室法)と，反応室を別個に使用 して調べる方

法(イオンピーム ・反応室法)の 2通りを用いる乙とが

できる.乙乙ではより一般的な方法である後者の方法に

ついて述べる.第4図に，具体例として Ar++N2の反

第4図 TESICO法の模式図.

応を用いたこの方法の模式図を示す.光イオン化室には

Ar，反応室には N2をそれぞれ導入する.入射光の波長

は，乙乙で調べようとする内部状態のイオン生成のしき

いエネルギーに対応するものを選ぶ. 乙の図の場合lこ

は，786.5 Aは Ar+の2つのスピンー軌道状態のうち

2Pa/2 K， 777.5Aは 2Pl/21乙対応する.波長を777.5A

に選んだ場合， Ar+は2つの状態が混って住成し，レン

ズ系により，適当な衝突エネノレギーをもったイオンピー

ムとなって，反応室に打込まれる.反応(乙こでは電荷

移動反応)により生成したイオン (N2+) および未反応

の一次イオン (Ar+) は，反応室を出て四重極マスフィ

Jレターで質量分析を受ける.乙れらのイオンには 2つ

の内部状態のイオン，あるいはこれらのイオンから坐成

した二次イオンがすべて混っている.一方しきい電子

(eo-) は Ar+が 2P1/2状態に生成した時にのみ同時に

生成するので，TAC， MCA によりしきい電子の信号と

一定の時間相関をもっ Ar+および N2+の信号のみを検

A，.(2，与 l ・ Nz • ε己m=O.21 eV 

77ヌ5A (1=1/2) 

切..... 
之

さ500

u 

n

u

n

u
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u
uミ
U
Q
H
h
u
ミ
H
0
.J

20 ω 60 栂 ftX) '20 

TIME OF FLIGHT ノμs

第5図 777.5A で測定した Ar++ N2の反応における

一次イオン (Ar+) および二次イオン (N2+)

の TOFコインシデンススベクトル.

出する(コインシデンス測定) と 2Pl/2状態のみの

Ar+およびその状態の Ar+の反応からのみ生じた N2+

の信号をそれぞれ検出できる.第 5図に，このようにし

て測定したコインシデンススペクトルの一例を示す.衝

突エネノレギー(童心系)0.21 eV，波長777.5A (2P1/2 

状態に対応)で測定したもので，Ar+・しきい電子， N2+ 

-しきい電子のそれぞれコインシデンススペクトノレが示

されている. 乙の測定条件下でのしきい電子 Ar+，

N2+の各信号室は図中に示したように，それぞれ平均に

おいて83，317， 20 Cp5であり，ここで示したようなス

ペクト Jレを得るためには Ar+の場合24分，N2+の場合

144分要する.

コインシデンス信号には真の (true) コインシデンス

と嘘の (fa15e)コインシデンスが混っている.真のコイ

ンシデンスは特定の飛行時間の位置(この図では約50

μ5)にのみ観測されるが，嘘のコインシデンスは通常そ

のような時間相関をもたない.しかし，前述したように

光源が約 20KHzのパルスで作動しているため，嘘のコ

インシデンスも ，真のコインシデンスピークを中心に

して約50p5(20 KHzの逆数)毎にピークをもっ.図中

約100仰 の位置に嘘のコインシデンスによる低いピーク

が観測されている.50 p5の位置にも乙れと同じピーク

が含まれているはずであるので，乙れを利用して真のコ

インシデンス信号量は，50p5のピークから 100p5のピ

ークを差引いて得られるピークの面積として得られる.

乙のようにして求めた Ar+および N2+のコインシデン

ス信号量の比較から Ar+(2P1/2)の反応断面積 σ(J=

1/2)が得られる.786.5Aでも同様のスペクトノレが得ら

れ，Ar+(2Pa/2) の反応面積 σ(J=3/2)が得られる.

ここで述べた例は，しきい電子やイオンの信号量が多

いので，比較的短い積算時間でスペクトノレを得ることが

できるが，信号量が少い場合には，一つのスペクトルを

得るのに十数時間要する場合がある.

乙乙で求めた反応断面積はあくまでその相対値であ

る.絶対値を得るためには，一次イオンの散乱による損

失や二次イオンの散乱角などにもとづく ，それぞれのイ

オンの捕収効率を予め測定あるいは見積らなければなら

ない.

3.3 TESICO法によりこれまで調べられた反応

上記の方法により，乙れまでにイオンの種々な内部状

態を選別した反応を調べてきた.内部状態の種類別に反

応を分類すると下記の通りになる.

1 .振動状態の選別 文献

(1) H2+(V) + H2→Ha++ H(v=O-5) (17，20，21] 

(2) CO+(V)+D2→COD++ D (v=O， 1) (21] 
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ωH2+伸Ar→A叫~}
→Ar++H2 

(v=0-4) (22) 

(4) N 2 + (v) + Ar→Ar++N2 (v=0-3) (23) 

(5) 02+(V) +CH4→CH302++ H (V=Oー2) (24a) 

1.スピンー軌道状態の選別 :Ar+ (2P3/2と2Pl/2)

(6) Ar++H2→ArH++H1 
(25) 

→H2++Ar J 

(7) Ar++ N 2→N2++Ar (26) 

(8) Ar++CO→CO++Ar (26) 

(9) Ar++NO→NO++Ar (24b) 

11.振電状態の選別

ω02+(a 4 IIu， v) + H2→02H++ H) 
~ (v=0-9) 

→H2++02 J 
(27) 

ω N2+(A2IIu， v) +Ar→Ar++N2 (V=O， 1， 2) 

(24b) 

(t~ NO+(a31，'七 v)+Ar→Ar++NO (v=0-5) 

(24a) 

回転状態の選別も原理的には可能であるが，そのため

に分光器の分解能を上げると，信号強度の点で現在の光

源では不可能である.以下，上に掲げた反応のいくつか

について得られた結果を述べる.

A.反応(1):H2+(V)+H2 

乙の反応はTESICO法を最初に適用した反応である.

平均衝突エネルギー 0.11eV (重心系)で求められた結

果を第 6図に示す.衝突エネ Jレギーが平均値で、与えられ

H/'(v)φ伶221HJ+H

1.2 

3;::lifιL~--2 
0.1， 

a 

Ecm=O.l1 eV 

」ーー.l---Lo 23 1， 5 

v 

第6図平均衝突エネルギーO.l1eVでの反応

(1)の各振動状態別反応断面積.

ているのは，乙の測定を単一イオン化室法てe行ったため

である.との図から，反応断面積は H2+の振動量子数

vの増加に伴い減少する乙とがわかる.平均衝突エネノレ

ギーを 0.46eVK増加した場合，この減少の傾向は小く

なり， 0.93 eVでは vK依存しないでほぼ一定になる.

乙の結果は， Chupkaらの報告28と良い一致を示す.彼

らは H2**(V)の振動緩和に伴う 自動イオン化29により

H2+ (vー1)を選択的に作りその反応を調べたもので，

信頼性の高い結果とされている.両者の一致から TESI

CO法はそれと同等あるいはそれ以上に信頼性の高い方

法といえる.さらに， TESICO法は H2+の反応だけに

限定されず，後に述べるように他のイオンの反応にも同

じ様に適用できる点ではるかt乙有力である.

反応断面積の振動状態依存性が衝突エネルギーによっ

て変ることは，反応機構が衝突エネノレギーに伴って変る

乙とにより解釈されてきた. 即ち低エネ Jレギー衝突で

は，反応路の途中に有限の寿命をもっ複合体 (H4+)が

存在し、複合体から反応が進まず元に戻る確率がvの

増加に伴い増すことにより ，反応断面積が減少する.

一方高い衝突エネルギーでは，複合体機構 (complex

mechanism) から直接機構 (directmechanism) に変

るため，そのような v依存性が見られなくなる.と乙ろ

が近年の正確なポテンシヤノレ曲面の計算ωでは反応路中

l乙乙のような複合体の存在できる谷は見いだされておら

ず，複合体説は望み薄である.ポテンシャ Jレ曲面の計算

から H2+とH2が無限遠から接近すると，H3++Hの

方向へどんどん安定化する基底状態のほかに，反発型の

励起状態の寄在が知られている.そ乙で H2+とH2が接

近する時，乙の励起状態への遷移が起ると，反応はもは

や進まなくなる.H2+の振動量子数の増加に伴い，乙の

遷移確率が増加するのであれば，今回の実験結果を説明

する乙とができる(仮説). 

乙の反応のように最 も基本的なイオン一分子反応でも

その反応機構がまだほとんど理解されていないのが現状

である.

B.反応 (6): Ar+ (2PJ) + H2 

反応 (3): H2+(V) +Ar 

反応 (6)は古くから最も多く研究がなされてきたイオ

ン一分子反応である.近年，理論面からの研究が進み非

断熱遷移を伴う化学反応のモデノレとして注目されてい

る31. これらの研究によると (Ar+H+H)+系にはその

漸近状態として三つの安定な谷 (Ar++H2'H2++Ar， 

ArH++Hの各基底状態)があり ，乙のう ちH2++Arと

ArH++H は漸近的に Ar+H+H+となる基底状態の断

熱ポテンシャノレ曲面に相関する. 一方 Ar++H2は漸

近的に Ar++H+Hとなる励起状態のポテンシャ Jレ面に

相関している. 乙の様子を第7図に示す. 乙のことか

ら ArH+を生成する反応に関しては， Ar++H2系は

diabatic (透熱的) には反応の進まない系であり，反応

が進むためには必ずポテンシャノレ表面間の非断熱遷移を

要する.そしてその非断熱遷移は，Ar+の入射方向の運

動(図中 R(R-H)の方向)よ りも ，H2分子の振動運動
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4 

第7図 (Ar+H+H)+系での各ポテンシャル曲面の概

念図.

(図中 R(H-H)の方向)により ，二つのポテンシャ Jレ

面の交差点を系が横切る乙とで引き起きれる.また，乙

の非断熱遷移は R(Ar-H)が比較的大きい所 (3----5 A) 

より外で起るととが調べられている.また当然のことな

がら，Ar++H2' H2++Arのいずれから出発しでも ，

それぞれの電荷移動反応は，乙の非断熱遷移の結果と し

て考える乙とができる.

きて乙のような理論研究を背景にして，反応 (6)では

Ar++H2から出発して Ar+の二つのスピンー軌道状態

2PS/2と 2Pl/2を選別した場合を， また 反応 (3)では

H2++Arから出発して H2+の振動状態v=0-4を選別

した場合のいずれも ArH+を生成する化学反応と電荷移

動反応について調べられた.その結果，衝突エネJレギー

(以下すべて重心系)が 0.05-0.5eVの範囲で，反応

(6)の化学反応断面積は Ar+の 2Pl/2状態の方が 2PS/2

の場合より大きく ，その比は衝突エネルギーによらず一

定 (H2との反応では1.5土0.1，D2との反応では1.3土

ゆvl+ Ar→ ArH+. H : d， 
→ Afφ ゆめ : d2 

ミ LEc.m. = 0.77 eV 

宅601

¥ 

=と

840 
仁』
凶
v) 

2
 

崎
町
O
史
U

o o 1 2 3 '  

.， of H; 
第8図 衝突エネルギー0.8eVで‘の反応(3)の各

振動状態別の化学反応断面積 (σ1)お

よび電荷移動反応断面積 (σ2). 

0.1) であるという結果が得られた.一方電荷移動反応

では，乙の傾向はより顕著に見られ，とくに H2との反

応では 2Pl/2の方が 6----10倍大きな値が得られた.とこ

ろが D2 との反応では両者に差が見られなかった.

反応(3)については 3つの衝突エネ Jレギー (0.5，0.8， 

1. 2 eV)で H2+の振動状態 v=0-4のそれぞれで化学

反応と電荷移動反応の断面積が求められた.第 8図に，

0.8eVでの結果を示す.化学反応の断面積 σ1はvの増

加と伴にゆるやかな増加を示しているが，電荷移動の断

面積 σ2は v=0， 1で・小さく v=2でとぴぬけて大きな

値をもっ.乙の傾向は 1.2eVでもほぼ同じであるが，低

エネ Jレギー (0.5eV)で変化が現れる.すなわち，電荷

移動の断面積は依然として v=2でピークをもつが， こ

れに対応して 引 がこの位置に谷をもつようになる.上

で述べた理論研究に基いて，乙の興味ある結果の考察を

試みると次のようになる.すなわち第9図に示すよう

Reoction Probobility of的.+(vJ+ Ar os 0 function of Impoct 

Porometer (bJ: PT; Proton-Tronsfer 

C T ; Chorge -Tronsfer 

Low Energy High Energy 

v#2 P匝ぷPH4 
ν=2 P圃 P包既|

第g図反応(3)における化学反応(陽子移動，PT)お

よび電荷移動 (CT) の反応確率の衝突径数依

存.

l乙，電荷移動反応 (CT) は，どの衝突エネJレギーにお

いても比較的大きい衝突経数 (b) の衝突で起るのに対

し，化学反応 (PT) は衝突エネ Jレギーに依存して，そ

の起り得る衝突経数の範囲が変化する.そこでこの 2つ

の反応経路での競争関係が最も顕著に見られるのは，化

学反応の衝突経数が電荷移動の衝突経数に重なるまで延

る低エネルギー衝突の時であ り， その中でもと くに電荷

移動の確率の高い v=2の位置となる.v=2で電荷移動

の確率が大きいのは H2+(v=2)+ArとAr+(2Pl/2) + H2 

(v=O)がエネルギー的に近共鳴 (16meV) にあるこ と

l乙よる.

反応(6)で得られた Ar+のスピンー軌道状態 2PS/2と

2Pl/2の反応性の違いについても ，前述した理論研究に

基いたモデル計算を行い， 実験と非常によい一致をみ

た.このよ うに反応 (6)と(3)は出発する系は反対である
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が，その実験結果は (Ar+H+H)+系のポテンシャル曲

面と，その曲面上での軌道計算の研究により統一的に説

明できそうである.

C.反応 (7，8，9): Ar+(2PJ+N2， CO， NO， H2 

Ar+のスピンー軌道状態 2Pa/2と2P1/2の反応性の相

違点に注目して，反応(6)の他に N2，CO， NOとの電荷

移動反応が調べられた.第10図にそれぞれのイオンのエ

--l:必

ーよ主主

~ーぷ!1
V=l1 

-J:!l v=7 
v=1 

占訟 一一
v=1 

」
阿
川
一

川
一
ば
・
向」

川
匂
仰 ず問一

第10図 各イオン種のエネルギー準位図.

ネノレギー準位を示す.H2+(v=2)とAr+(J=1/2)，NO+ 

(v=2)とやはり Ar+(J=1/2)が近共鳴にある乙とがわか

る. またこのエネルギー領域に存在する NO+は第一励

起状態 (a3 }j+)である.

Ar+(2PJ)のJ=1/2状態および J=3/2状態での CO，

N2， NO， H2との電荷移動反応で求められた断面積の

比を第一表に示す.測定は表に示す 3つの衝突エネルギ

A1f勾)+ AB →A8+ + Ar. O山 '/2)/O(J=3/2) 

AB 
Ecm 

0.2eV 1.4 eV 5.8 eV 

co 1.2z 0.2 1.6z 0.3 1.3 :t0.2 

N2 0.8:t 0.1 0.6:t 0.1 0.7:t0.1 

NO 0.9:t0.1 1.4~O.2 1.1:t0.2 

H2 10.1 ~2.3 5.9全1.3

第一表 Ar+ (2PJ)の電荷移動反応における 1=1/2状

態と 1=3/2状態の反応断面積の比.

ーで行われた.乙の表から，いずれのエネノレギーにおい

ても， COとの反応では σ(J=1/2) >σ(J=3/2)， N2と

の反応では逆に σ(J=1/2)くσ(J=3/2)， そして NOと

の反応では σ(J=1/2)勾 σ(J=3/2)が得られた.また H2

との反応では前述したように σ(J=1/2)}>σ(J =3/2)が

得られている.

RappとFrancisによれば原子同志の電荷移動反応の

断面積は 2つの漸近的準位聞のエネノレギー差 LlEと平

均イオン化ポテンシャル 1(r=v 1 /13. 6)に支配され，

次のように与えられる32.

1 r rb1 __ _L.， r LlE I ao7rb ¥1/21 
σc(V.LlE) =+ f ， ':1 sech2 ¥一一((1 ~/W r-¥ 2 ~ J 0 ~-_.. L n V ¥ 2r I J 

2πb・db

乙乙で， Vは相対速度である.イオン一分子聞の電荷移

動反応に対しては，可能な状態間でのこの値 引 にその

状態聞の Franck-Condon因子qvv'を乗じたものの和と

して反応断面積を次のように見積る乙とができる.

σ(←三:(円(v; v') • qyy' } 

ただしvは始状態の振動状態， v'は終状態の振動状態を

表わす.従って，例えば N2 との反応では v=0， 

V'mln= 0， vmax= 5を入れて計算する.乙のモデル計

算を今回の反応系に適用し，反応断面断の比 σ(J=1/2) 

/σ(J =3/2)を計算すると，COとの反応ではエネルギー

と伴に増加しO.1からO.5の値が得られ実験値を再現しな

い.同様に， NOとの反応においても実験値を再現しな

い結果が得られたが， N2， H2との場合には実験値を再

現する結果が得られた.乙のモデノレ計算は反応(3)の電荷

移動にも適用されており，断面積がH2+のv=0， 1で

小さく ，v=2で大きな極大をもち v=3， 4で再び減少

するという実験結果を再現する結果が得られている.乙

のモデノレ計算はもともと遠距離で起る電荷移動にのみ有

効であって， Ar++H2~Hピ+ Ar の両方向で実験との

良い一致が見られたのは，前の節で述べたように，乙の

系では電荷移動が比較的遠距離で起っているという事実

から予想できる乙とであった.それでは，もう一つ計算

と実験が一致した N2との反応も遠距離で起っていると

いえるだろうか.乙れを確めるために調べた逆反応にお

ける結果は次の節で述べる.第10図に見られるように，

NO+(a3}jヘ v=2)とAr+(2Pl/2)はエネノレギー的に近共

J!患にある.このことから Ar+(2PJ)+NOでは J=1/2状

態の方が J=3/2よりも大きな反応断面積をもっ乙とが

予想できる.ところが乙の予想はどの衝突エネJレギーに

おいてもみごとに外れた (近共鳴の効果がない). と乙

ろが最近測定したその逆反応 NO++Arの結果は第11図

に見られるように v=2で断面積の極大が見られ，近

共鳴によるものと解釈できる.モデノレ計算の結果からも

v=2で極大をもっ乙とが確められている.Ar++NOか

ら出発した場合に近共鳴の効果が見られなかった事実は

非常に理解し難いことであるが，近共I~唱にある状態が電

子的励起状態 (a3}j+)である ζ とから反応(9)と反応ω
は必ずしも正逆反応の関係にあるのではなく，例えば

Ar+ + NOから 出発した系は比較的近距離まで接近し
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第11図 衝突エネルギー1.4eVでの反応Mの各振電状態

別電荷移動反応の断面積.

ー

2 -

4 

NO+の電子的基底状態を経由してNO+ (a3~+) を生成す

るという考え方もできるかもしれない.

D.反応(4): N2+(v) +Ar 

第10図に見られるようにとの反応は v=oでは吸熱反

応であり ，v=1でAr+(2PJ)のJ=3/2状態を生成する径

路のみ発熱となる.そして v=2でJ=3/2， J =1/2への

両径路とも発熱となる.そ乙でこの反応の断面積をN2+

のv=O， 1， 2，……と変えて個別に求めることは，

前項での問題点を除外しても興味深い乙とである.第12

図に 2つの衝突エネルギーで測定した結果，および前項

N;lvJ • Ar →Arφ + N2 

きと
U
切
句
切
切
O
K
U
M宝

hkS凶作礼 o 2 3 o 2 3 

V of N; 
第12図 反応(4)の各振動状態別反応断面積(口〉およびそ

れに対応する計算値 ce).

で述べたモデノレ計算の結果を示す.実験値と計算値は

v=3の値で合せている.実験値の v=Oで反応断面積が

非常に小いのは，乙の反応が吸熱反応である乙とから容

易に理解できる.しかし一部発熱となる v=し さらに

v = 2， 3と増加するのに伴う断面積の変化の解釈は極

めて困難である.前節で Ar++N2の反応では実験と計

算とに一致が見られた.ところがその逆反応では，第12

図に示すように一致が見られない.前者では，断面積そ

のものの比較ではなく σ(J=1/2)/σ(J =3/2)で与えられ

る比での比較であつった.そ乙で，その比に計算と実験

とで一致が見られたのは何らかの他の理由によるもので

あり，その逆反応で一致が見られない以上，乙の系での

電荷移動反応は遠距離で起るのではなく，むしろ近距離

まで接近し複合体的なものを形成した所で、起ると考えた

方が良い.

電荷移動反応、は最も簡単なイオン一分子反応である.

しかしながら，低エネノレギー領域での，とくに分子の関

与する電荷移動反応については，その反応過程はほとん

どわかっていない.種々な実験手段によりその解明が急

がれているが，乙乙で述べた内部状態を選別した研究は

その最も有力な立場にあるといえる.

4.おわりに

以上我々の行ってきた研究を中心に内部状態を選別し

たイオン一分子反応の研究の概略を解説した.内部状態

の選別という新しい目でイオン一分子反応を見る時，そ

乙に展開する新しい実験事実はかえって我々に途惑いを

感じさせ，反応研究の奥深きを今もって再認識させる.

本稿で述べたいくつかの反応例，あるいは誌面の都合で

省略した反応において得られている興味ある実験事実の

中には我々の理解を超えているものが多い.近年進歩の

著しいポテンシャノレ曲面やその上で、の軌道計算などの理

論面からの研究によりそのあるものは説明できるであろ

う.あるいはまた，もっと多く の反応について系統的に

実験を重ね，そ乙から得られた実験事実に対して従来の

固定観念にとらわれず自由な思考を試みた時，何か新し

い統一的な考え方が生れてくるかもしれない.
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電 子移動る'j おl乙生 体

{命*明井皿

、F・ぷOP手‘、周
NAOぺ ?

ATケ全国

植物における光合成.電子は矢印に沿って H20

から NADPへ移動する. (文献34より〉

岨0.4

時'

ように光合成系 1(PS-I) と光合成系 n(PS-1) と

呼ばれる 2つの系が協同的に光化学反応を行ない，各々

の反応は二酸化炭素の固定，酸素の発生へと直線的につ

ながっている.PS-1と PS-Iの閣では膜を隔てたプロ

トンの移動とカップルしており ， 乙のプロトン勾配が

ATPの生成に使われる.光合成細菌では，図 21乙示す

制 i
J、

6帽聞S圃綱同Purplea.c期首包

光合成細菌における光合成.植物とちがい， ATP 
を生成するための電子の流れはサイクルをなして

いる. (文献34より 〉

放射線化学の分野で最近，溶媒和電子の緩和機構をめ

ぐって活発な議論がかわされている 1-3). 低温ガラス中

で放射線照射によって生成された捕捉電子は特異な動的

過程により溶質へ電子移動する.一方，生体系において

も光合成のように光により分子が励起きれると，電荷分

離により電子が放出される.この電子は特定の分子聞を

移動してゆき，その自由エネノレギーが生体の代謝エネ Jレ

ギーとして使われる.生体の電子移動に関してはこれま

でに非常に多くの実験的理論的研究がなされてきてい

る.しかし，その機構をめぐってまだ未解決の部分が多

くあり，さまぎまな議論がかわされてきている.本稿の

目的は，生体における電子移動のメ カニズムに関してこ

れまで行なわれてきた実験的及び理論的研究を紹介する

ことである.同時に，現在問題となっている点，これか

らの課題等についても筆者なりの考えをまとめてみた.

生体系における電子移動の問題点が少しでも放射線化学

の分野の研究にお役に立てば幸いである.

はじめに

-0.& 

' 

至
。
〉
五
奮

-EE'a

図2

光合成及び呼吸は生体にとって必要なエネルギーを供

給する反応であるが，そのどちらにおいても電子移動が

重要な役割を果している.光合成では，電子移動は膜の

中の光合成単位と仔ばれる構造の中でおきる.それは，

光を捕獲するアンテナの役目をするクロロフィ Jレ(Chl)

などの色素分子の配列と，反応中心と呼ばれるタンパク

質複合体 及びそれに付随する電子伝達系からなってい

る.ア ンテナ色素に捕獲された光のエネノレギーは，励起

移動により反応中心に伝達され，その中の分子を励起し

最初の電荷分離をひきお乙す.以後，電子伝達系の上を

電子が移動してゆ くこ とになる.植物では，図 11<:示す

光合成及び呼吸における電子移動2. 

Electron Transfer in Biological Systems 
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イリノイ大学生物物理学科 客員研究員
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部助手専問)生物物理学 (連絡先)Departement of Biophysics. University of Illinois. Urbana. IL， USA. 
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ように電子移動はサイクリックにお乙り ，その途中でプ

ロトン移動とカップノレしている.

光合成細菌では，反応中心は通常4つのパクテリオク

ロロフィル (BChl)と2つのパクテリオフェオフィチン

(BPh)を含んでおり，このうち 2つのBChlがダイマー

を作っている.まず，BChlダイマー ((BChl)2)が励起

きれると電子が 10ピコ秒以内に BPhK移動する.BPh 

上の電子はFeと結合したキノン (QFe)に150"-200ピコ

秒で渡され，それはさらに別のキノンに 10"-100マイク

ロ秒の時間で渡される.一方，(BChl)2 K残された電子

孔は Cタイプのチトクローム (Cyt)によりミリ秒から

マイクロ秒のオーダーで還元される.これらは通常の状

態での反応であるが，たとえば QFeがあらかじめ還元

されているような条件で反応中心を励起すると，BPh上

の電子は QFeK移動できないので (BChl)2K電子が逆

移動し，基底状態に直接もどるか三重項を生成する.後

者の反応は低温で効率が良くなる.いずれの反応も 10"-

20ナノ秒程度でおこる.同様に，QFeから先の電子移動

をプロックすると QFeから BPhへ電子の逆移動が10""'"

100ミリ秒でおこる.いずれの場合も， 逆反応は正反応

にくらべて非常に遅い乙とが特徴である.

植物の場合，構造の複雑さや実験上の困難もあって，

反応中心での初期反応は光合成細菌ほどよ くわかってい

ない。ps-1の方は長波長の光を吸収し，二酸化炭素を

還元すると乙ろから，その構造や反応は光合成細菌と非

常によく似ていると考えられている.PS-1の反応、中心

はP700と呼ばれる Chlaのダイマーを含んでいるが，こ

の電荷分離は光合成細菌と同様にピコ秒のオーダーでお

陶副知.

-0.4 

o 

+0.4 

+G.8 

図3 呼吸における電子伝達.植物と逆に電子は NAD
から O2へ向かつて流れる. (文献34より〉

乙っている.アクセプタ ーはまだ同定されていないがフ

エレドキシン との聞に 2個のアクセプターがあるようで

ある.PS-Iはより短波長の光を吸収し水の分解を行な

っているが，構造が複雑なため PS-1よりわかっていな

い乙とが多い.しかし，反応中心での電子移動は PS-1 

と同様であろうと思われる.

呼吸は植物光合成を逆にまわしたようなもので，図 3

1乙示されるように電子は二酸化炭素の側から酸素に向か

つて流れる.電子伝達のキャリアーも光合成と非常によ

く似ており ，途中でプロトンの輸送とカップノレしてい

る.呼吸では，光反応とちがって電子移動の速度はミリ

秒以下で，ほとんどは平衡に近い状態で反応していると

思われる.

3. 電子移動の理論的展開

3-1.電子移動における tunneling

1966年に，DeVaultとChance4) は光合成細菌の Cyt

から反応中心への電子移動をいろいろな温度で調べたと

ころ，室温から 120Kあたりまでは通常の Arrhenius型

の温度依存性で特徴づけられたが， 100Kから 4Kまで

はほとんど温度によらず一定になる乙とを見出した(図

4 ). 彼らは， Cytから反応中心への電子移動が量子力

...・0・Sw鈎ehωU附

..闘・"官同制御IodIL・・・e

図4 光合成細菌クロマチウムにおける Cytから反応中

心への電子移動の温度依存性. (文献4より〉

学的な tunnelingKよってお乙っていると考えた.乙の

実験のあと，乙のような現象はCytと反応中心の電子移

動に限らず，光合成の初期電子移動に一般的なものであ

ることがわかってきた (くわしくは参考文献に示した

Tunneling in Biological Systemsとし、う本及びDeVault
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の Quantam Mechanical Tunneling in Biological 

Systemsを参照されたい). 

電子移動の理論はもともと溶液中での酸化還元反応

や，電極反応に対して発展させられたが Devaultと

Chanceの実験は，生体における電子移動に対し実験だ

けでなく理論的な関心を集めるきっかけとなった.彼ら

の実験結果の特徴は，低温にしても移動速度がOになら

ず，事実上温度比よらず一定になる乙とである.量子力

学では，電子はそのエネルギーが障壁よりも低くても，

トンネル効果lとよりそれを通過する乙とができる.従っ

て，実験でみられるように，低温でもある有限の速度で

包子移動がおこりうる.ただ， もともと障壁に相当する

ものがなければ温度依存性もないのであるが， 電子が

Cytから反応中心の活性部位へ移動する聞にはタンパク

質の側鎖などによる障壁が考えられるし，たと えそのよ

うな障害がないとしても，分子から電子を引き抜くだけ

でもエネノレギーを必要とする.また，低温での移動速度

はミリ秒と非常に遅く障壁のトンネノレ効果による移動で

あることはまちがいないであろう .一方， 120K以上で

みられた通常のArrhenius型の温度依存性を説明するた

め，DeVaultとChanceは，温度を上げると各々の分子

の回転などの運動がはげしくなり 2つの分子の活性部

位間の距離が変動すると考えた.つまり，距離が短いと

きは障壁の貫通距離が減少するため tunnelingの確率は

大きくなる.しかし，彼らの計算では電子移動の確率を

異なる分子配置ごとに計算している点で物理的に正しく

ない.分子振動は一般に 1012---1014/秒の速さでおこ っ

ており，電子が障壁を 、感じる H うえで分子の核配置の

ゆらぎの影響は平均としてしかきいてこない.しかも，

分子に局在化した電子のエネルギーは不連続であり，そ

のようなレベル聞の遷移を考えるときはエネルギーの保

存を考慮しなければな らない.そのためには分子振動を

量力化し，電子エネノレギーレベノレの聞に差が生じるとき

は振動量子の増減により収支を合わせる必要がある.後

で述べるように，分子振動を正しく取り入れるには，

Franck-Condon因子というものを導入することになる.

3 -2. Hopfieldの理論5)

電子移動を異なった電子状態聞の遷移と見れば，光の

吸収あるいは励起移動と類似点のある乙とがわかる.た

とえば， Forster型の励起移動では，励起状態の分子間

選移はドナー分子の発光とアクセプタ一分子の吸収の

共鳴過程として記述され，移動速度は発光スペクトノレと

吸収スペクトノレの重なりに比例する形で表現される.

Hopfieldは， 電子移動もドナー分子からの電子の放出

とアクセプタ一分子への吸収という 2つの過程の共鳴と

考えて，移動速度を次のように表現した.

Wab=与ITabl2J二Da{日D;ωdE (1) 

乙乙で， Da低)， Db(日は a分子からの電子の引き抜きと

b分子への挿入のスペクト Jレ関数て守ある.Tabはtunne-

ling matrixと呼ばれ，電子移動をひきお乙す共鳴相互作

用を表わしている.DeVaultとChanceのモデルでは，与

えられた障壁を電子が貫通する transmissioncoefficient 

に相当する.乙の因子そのものは温度によらず一定であ

り，温度により変化するのはスペクトノレ関数の重なりの

部分である.乙の場合，分子振動の効果は光の吸収のと

きと同様，スペクトノレ関数の形の中に含まれており温度

依存性をもっ.(1)式は共鳴過程を表わしているのでエネ

ルギ一保存は自動的に満たされている.Hopfieldは分

子振動に対して対称的なポテンシャノレを仮定し，電子の

引き抜き，挿入のスペクトノレ関数を半古典的な考えて'ガ

ウス関数で表わした.すると，移動速度は次のように表

わされる.

J (Ea-Eb-EM)2l 
=~ITabI2 ，" ....，exp i一 月空 t (2) I1 I -II.U I -/2πσ2-"l"" l 2σ 

σ2=EMllhω11. coth!l.W~ + EMh nWh coth~竺b皿..---..-----2kT ' -au ---u -----2kT 

EM=EMa+EMb 

乙乙で Ea，Ebは a，b分子の電子エネ Jレギー・レベル

を表わす.ωa，ωbは各々の振動の角周波数を表わす.

EMは電子移動により分子がどれだけ変形するかをエネ

Jレギーで表わしたもので光の吸収，発光におけるストー

クス ・シフトに相当する. (2)式によれば，σ2は高温で

は kTK比例し，活性化エネルギーが

E
Aー

(dE-EM)2

4EM 
(3) 

で与えられる混度依存性をもつことがわかる.ただし，

dE=Ea-Ebはエネノレギー ・ギャップである.低温では

σ2は有限の値に近づく. これは， 振動の量子効果をと

り入れたもので，たとえ温度がOKK近づいても分子の

ゼロ点振動のため，スペクト Jレは有限の幅をもちそれら

の重なりはゼロにならないととによる.

Hopfieldは，以上のような定式化により， DeVaultと

Chanceの実験をうまく説明することができた.彼の理

論は直感的でわかりやすいが，使われている種々の近似

の正当性に関していくつかの間題が残る.特に，分子振

動の効果を単純にスペクト Jレ関数の重なりとして表わし

たが，複雑なタンパク質分子の振動がそのように簡単に

表現できるかどうか疑問である.また，スペクト Jレ関数

がガウス関数で表わせるかどうかもわからない.

3 -3. Jortnerの理論的

先に，電子移動が光の吸収や励起移動と類似している
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(8) 

ここで vは分子振動の平均量子数，Ipは変形ベッセ

Jレ関数てeある.JE， EMなどは式(2)，(3)で定義されたも

のと同じである.図 51乙，初期及び終状態の断熱ポテン

w=Jπ.vffe-S (2Y+1〉iY+1停
-n2 --W~ ，--，v ) 

x Ip(2討す〈マ+1)

す 1
enω/kT-1 

S = EM/nω 

p= JEjhω 

乙と を述べたが， 光の 吸収 ではよ く知られているよう

に， 吸収強度やスペク トル幅をきめる重要な因子に，

Franck-Condon因子がある. 乙れは分子振動の波動関

数の重なりの2乗に相当する量である.電子の運動は分

子の核のそれにくらべてはるかに速く， 近似的にそれぞ

れの波動関数を分離できるので，異った状態聞の遷移を

考えると きには必ず現われる量である.同様に，無稿射

遷移の理論にも同じ量が現われる.電子移動も分子聞の

無轄射遷移の一種である.

今， 初期状態として電子がドナー分子にある場合を，

終状態と して電子がアク セプタ一分子に移った状態をと

り， 各々の波動関数を断熱近似lとより電子と核の波動関

数に分離して

Q 

とおく. 乙ζで，q， Qは各々電子，核の座標を表わ

す.れ χIvは各々初期状態の電子波動関数，v番目の

レベノレの核波動関数を示す.乙の初期状態に何らかの摂

動がかかって終状態に遷移したとすると，その遷移確率

は一般に一次の時間依存摂動の公式により次のように表

わされる.

(4) 
1/f1 (q， Q) =仇(q，Q)χIv(Q) 

1/ff(q， Q) =如(q，Q)χfw(Q) 

シャノレとJE，EMとの関係が示されている.最初，分子

は初期状態に対応するポテンシャノレの中で、ポJレツマン分

布に従って振動しているが，電子移動により各振動状態

はエネルギ一保存のため水平方向に選移する (振動モー

ドが複数個ある場合は，全エネルギーが保存すればよい

ので各モードごとには垂直方向などいろいろな遷移があ

りうる). 古典的に考えれば， もし初期状態での振動の

エネJレギーが図のEAよりも小さければ遷移はおきない.

しかし， 量子力学では，選移の確率は(5)式により存在す

るこ とを示す.(7)式によればV1fはある有限の一定値を

もつが，Slvfwの方は各振動状態ごとに異なる値をとる .

これは，たとえゼロ点振動の聞の遷移でも有限の値をも

つので，温度を QKK近づけても W は有限の値をもっ.

電子移動に対するポテンシャルエネルギー・ ダイ

アグラム a:初期状態のポテンシャル. b:終

状態のポテ ンシャノレ.

図5

(5) 

V1vfw=ff何(q，Q)χtv(Q) H' Of(q， Q)χfw(Q) dq dQ 

(6) 
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 こ乙で，

ただし H'は摂動ハミ Jレトニアン，E1v， Efvは初期及び

終状態の固有エネルギー，zは分配関数を表わす.(5)式

は，光の吸収7)， 無轄射選移7剖， また，ポーラロン10)， 

エクシトン11-13)，プロトン14.15)などの移動を記述するの

に基本となる式である.

Jortnerは， H'として電子の交換相互作用が重要であ

るとして(5)式を計算した.今，ゅのQ依存性を無視して

積分を分離すると，

(9) 

乙れを図 5で半古典的に考えると，エネ Jレギー EAの障

壁を tunnelingしたと解釈できる.DeVaultとChance

の実験で低温にしたときに電子移動速度が一定になった

のは，電子というよりもむしろ核の tunnelingの直接の

証拠であるといった方がよいであろう .電子のtunneling

は，高温でも移動速度が小さい(---.，マイクロ秒)ことか

らすでに予期される乙とで，高温でもおこっている と考

えられる.理論式の申では，V1fが小さいとした乙との
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w=三::-IVIf1
2 e-S Sp-J. 

n'"ω .t'! 
VlvfW=f何(q)H'街(q)dqfχtv(q，Q)χfw(q， Q) dQ 

三 V1f・Slvfw (7) 

と近似される.乙乙でVIfは電子移動をひきおこす相互

作用に対する電子波動関数によるマト リクスでHopfield

の tunnelingmatrix に相当する.一方，Slvfwは核波動

関数の重なりを表わし， 乙の 2乗がいわゆる Franck-

Condon因子である.簡単のため，分子の振動モードが

ひとつの場合を考える と， (5)式は次のような式に帰着す

る6.7).



中に暗黙のうちに電子の tunnelingが仮定されている.

温度を上げると，高い振動状態からの寄与が多 くなり，

大きな Slvfwがきいてくるので遷移確率は大き くなる.

高温の極限をとると， (8)式は

1 r (，1E ・-EM)21
w-::::::. ~h IVa 12長 耳 目 町 t'-iEMkT ~ω 

となって Hopfieldの使った式と同じ形になる.このと

きの活性化エネルギーは図 5の EA に一致する.しか

し，温度が下がると (8)式はガウス関数からはずれてき

て，一般に活性化エネルギーは EA とは一致せず温度に

依存する.

Hopfieldは，電子移動速度の式を 2つのスペクト Jレ関

数の重ね合わせとして表わしたが，式(5)'"'-(7)によると，

Franck-Condon因子が2つのグループの積と して分離

できるときにはこのこ とは可能である.振動モードと し

てドナーとアク セプタ一分子に局在化した独立なモード

をとるときはよいが，両方の分子に相互作用している溶

媒などの振動がカップルしているときにはこのようなこ

とは正しくない. Jortnerは，定式化において(8)式より

一般的な，溶媒の低周波の振動を含んだ式を導いている

が，生体においてはこの寄与は小さいとして無視してい

る.しかし，電子移動はひとつの電子が2つの分子聞を

遷移するので，分子をとりま く溶媒あるいは生体におい

てはタンパク質や脂質などの振動がカップノレしているこ

とは十分考えられる.特に，タンパク質は常に機能と結

びついており ，電子移動においても分子の配置の変化や

構造のゆらぎが電子とカップノレして，電子移動の速度を

コントロールしていると考えられる.このこ とについて

はまたあとでふれる.

3 -4. Adiabaticか Nonadiabaticか

HopfieldあるいはJortnerの定式化はいずれも 2つの

状態の聞の nonadiabaticな選移を考えていた.乙れは，

遷移をひきおこす相互作用が摂動とみなせるほど小さい

と仮定している.この状況は図 6のaK示されている.

図 6 Nonadiabaticな電子移動(a)とAdiabaticな電子

移動(b)に対するポテンシャル.

この場合 2つの断熱ポテンシャノレが交差する近傍で

は，相互作用のため状態聞の mixingがおきているが，

相互作用が小さいため，共鳴による実質的なポテンシャ

ルの splittingがおきる乙とはない.いいかえる と 2

つのポテンシャル聞の共鳴遷移の頻度は分子振動の振動

数にくらべ小さ く， 定常的な splittingを形成するだけ

の時聞がない.従って，分子が初期ポテンシャ Jレを伺度

も振動するうちたまたまポテンシャ Jレ聞の選移がおきる

と考えればよい.しかし， もし相互作用が次第に大き く

なった場合を考えると，図6の右に示したように 2つの

断熱ポテンシャノレは交差領域で、の大きな mixingのため

avoidingをおこ し double-well型のポテンシャノレと

、励起M ポテンシャ Jレに分かれる. このような場合に

は，核配置が交差領域にきたときにはほぼ確実にポテ ン

シャノレのも う一方の minimumK移ってゆき，励起ポテ

ンシャノレの方へ移る確率は小さい.従って，電子移動は

もはや 2つの状態聞の電子遷移というよりもむしろ，電

子はひとつの断熱ポテンシャノレの上を核の運動に断熱的

に追従していくといった方がよい.adiabaticな選移で

は，分子聞の大きな電子相互作用のため，電子は多かれ

少なかれ分子聞に非局在イじするので，(5)式のような定式

化で移動速度を定義することはできない.そのようなと

きはよりダイナミカ Jレな取扱いが必要となる.

電子移動が adiabaticか nonadiabaticかという条件

は，ポテンシャ Jレの交差領域てe核の運動エネノレギーと相

互作用の大きさの比で決まるが，大まかにいうとこの境

界は相互作用の大きさが波数でいって10'"'-100cm-1のあ

たりと考えてよいであろう .これより小さい場合は電子

移動はnonadiabaticK記述てeき，大きい場合はadiabatic

になる.生体における電子移動はほとんどが nonadia-

baticの領域にはいる. ただし， 光合成細菌の反応中心

での最初の電子移動である (BChl)2から BPhへの移動

は10ピコ秒以内でおこっており ，摂動論的な記述ができ

るかどうかきわどいところである.実際，その場合は対

応する相互作用の大きさは adiabaticとnonadiabaticの

境界のあたりになる.

3 - 5. Tunneling Matrixの意味

今までは，電子移動をひきおこす tunnelingmatrixの

中身には立ち入らなかったが，実際にはどのような意味

をもっているのであろうか，初期の障壁貫通モデルでは，

電子が障壁をたたく頻度因子と障壁を貫通する trans-

mission coefficientの積で与えられた.一方，電子移動

を2つの boundstate聞の電子の遷移と してとらえる

と，tunneling matrixは Hopfieldの考えたような共鳴

相互作用と考えられる.両者は一見全く異なるように

みえるが，障壁が十分に大きい限り実は 2つの記述は同

じ実体の異なる表現であ り， 実際 transmissioncoeffi-

cientと共鳴相互作用の大きさは 一定の 関係で結ばれ

る16).
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tunneling matrixの解釈は分子振動を考慮に入れると

より複雑になる. もし電子と核の運動が完全に分離で

きれば問題はないが，小さいながらも両者の聞には非断

熱的なカップリングが存在する. 今，初期状態と終状

態として Born-Oppenheimer状態をとったとすると，

tunneling matrixの中に核の運動量の演算子がはいって

くる.Kestner， LoganとJortnerの論文17)では定式化

の段階でこの効果を取り入れているが，最後には，核演

算子の寄与は小さいとして無視している.ただし彼らの

論文ではその理由ははっきりしない.一方，右衛門佐18)

は， ドナーとアクセプタ ーの分子系を全体としてみると

電子移動の起動力になりうるものは核演算子しかないと

主張している.

今乙の問題を考えるために 2つの極端な例を考えて

みよう .まず，図 6のbのように 2つのポテンシャノレが

交差領域で avoidingをおこすような基底関数で状態を

記述すると，核演算子はこれらの状態闘を混合さ ぜる役

目を果たす.tこだこの場合，核演算子は交差領域で上下の

ポテンシャ Jレの聞の結合を与えるので，それだけでは 2

つの分子関の電子移動を十分に表現していない.また，乙

の記述では交差領域での振動波動関部の anharmonicity

などのため，数式的lとも定式化がむずかしい.一方，

Born-Oppenheimer 状態を適当に重ね合わせる (ユニタ

リ変換する)ことにより ，電子波動関数のQ依存性をな

くして，初期状態と終状態として各々の分子に完全に局

在化した波動関数をとる乙とも可能である19.20)すると ，

これらの状態の聞の選移にはもはや核の演算子ははいっ

てこない。核の運動の効果が電子波動関数に及ぶという

ことは分子振動が電子移動を直接ひきお乙す promoting

modeとして寄与している乙とを意味している. これに

反して，後の例では振動はただ電子移動に伴うエネ Jレギ

ーのバランスを合わせる acceptingmodeとしてのみ働

くことを意味する.では，実際の電子移動においてはど

のような状況になっているのであろうか.乙れに対する

一般的な解答は大変困難に思われる.上の2つの例から

もわかるように，無振動系での基底関数数のとり方によ

って選移の表現が変わってしまう .しかし，たとえば初

期状態がどのようなものであるのかは，波動関数その も

のがオブザーバブルでないので知りえない. また， 通

常，実験で電子移動の速度を測定しているときには，測

定の光などを系に照射したりして状態を常に乱している

し， 分子と相互作用するまわ りの環境の影響もある.理

論の上では理想化した簡単な系を考えるが，実際ど乙ま

でを全系と して取り入れたらよいのであろうか.状態そ

の ものから直接情報が得 られないとしても ，間接的な手

段で電子移動のメカニズムについて推測することはでき

る.たとえば，核の演算子が大きな寄与をしていれば大

きな同位体効果が期待される.ただし乙れも十分条件と

はいえず，共鳴による移動でも振動モードが複数あれば

同位体効果を説明できるし，実際問題として，観測され

た同位体効果が電子移動によるものかどうかの判断は生

体の複雑な反応の場合むずかしい乙とが多い.

4. 生体における電子移動の特色

生体における電子移動の特徴は主として特異性と調節

にあると思われる.まず，電子は膜の中に配列された特

殊な分子の上を決められた空間的時間的JI頃序に従って移

動してゆく .光合成の電子移動では， 最初の電子移動は

ピコ秒のオーダーでおこ っており ，除々に遅くなって律

速過程はミリ秒のオーダーである.つまり 109倍程度

の緩和時間の差をもったきまぎまな電子移動が系統的に

配列されている.さらに，一般に光合成の初期電子移動

では逆移動の速度は正方向の速度にくらべておさえられ

ているという特徴がある.乙の ζ とにより ，電子移動の

非可逆性あるいは方向性が保証されている.たとえば，

光合成細菌の反応中心での電子移動についていえば，

(BChl) 2から BPhへの電子移動にくらべて，電子が逆

に移動して基底状態にもどる速度は約10ナノ秒で1000分

の l程度遅い. 乙れに対し，BPhから QFeへの電子移

動は 100"'-'200ピコ秒でおこるので BPhに渡された電子

は (BChl)2にもどる乙となく ，ほとんど確実にQFeK

移動することになる.実際，乙れらの反応の量子収率は

1K近いことがわかっている21). ではなぜ正反応が速く

逆反応が遅くおこるのであろうか.

まず，なぜ最初の電子移動が速くお乙りうるかを考え

てみよう .ひとつにはドナーとアクセプターの距離が十

分に近く， 電子相互作用が大きいことが考えられる.も

うひとつは，最初の電荷分離の速度が低温から常温にわ

s<p s=p s::惨P

図7 電子移動におけるさ まざまなポテンシャルの配

置 a 電子移動前のポテンシャル.b:電子移

動後のポテ ンシャル.S=EM/n. P=JE/nω. 

S<P : Weak couplingαse (たとえば BPh→

(BChl)2の場合). S=P: activationless case (た

とえば (BChl)2→ BPhの場合).S>P: strong 

coupling case (たとえばCyt→反応中心の場合). 
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図8 電子移動速度の S，P依存性.実線:kTjhω= 
0.486 (高温上破線:kTjhω= 0.028 (低温).
1から 6の番号は順にP=o，2， 4， 6， 8， 

10. (文献24より〉

たってあまり温度によらないという事実22)と関係があ

る.図7と8K，いろいろな P(又は JE)とS(又は E..)

の関係についてポテンシャルと式(8)の値をプロットし

た.図 7によると， PとSの大きさが近いときは，半古

典的に考えた障壁がない条件になっている.実際，図 8

によると移動速度の温度依存性がなく，しかも，移動速

度が最大になる条件にもなっている乙とがわかる.乙の

ことは， p:::: Sのときに Franck-Condon因子の寄与が

大きくなることを示す.

次l乙，逆移動の遅きについても，電子的な相互作用と

振動相互作用による寄与とが考えられる.電子相互作用

は分子聞の空間的配置と電子状態の対称性などによって

決まるが，今の場合空間的配置の変化はあまり考えられ

ない.もし波動関数の軌道対称性が異なり，それらの重

なりが正反応と逆反応で大きく異なればそれにより移動

速度をコントロー jレすることができる.ただその場合，

2つの分子が十分接近しており，かつ特別の配向をとっ

ているという条件が必要である.一方，振動相互作用の

立場からみると，移動速度は Franck-Condon因子にも

左右される.乙れは，図 8からわかるように，エネノレギ

ー ・ギャップ (JE) と核配置エネJレギー (E..) の値に

よって大きく変化する.今問題となっている BPhから

(BChl) 2への逆電子移動の場合， JEが E..Kくらべて

かなり大きい.乙れは，図 7のaの場合に相当し，障壁

を伴うので移動速度は小きくなる.ただし，乙の場合も，

分子の高周波の振動モードだけを考えていたのでは，正

反応と逆反応との1000倍もの速度の差を説明することは

困難と思われる.

これまでの理論の定式化の中では，タンパク質の影響

はとり入れられていなかった.しかし，タンパク質は光

合成や呼吸の電子移動において重要な存在であるこ とは

まちがいない.まず，タンパク質の構造が，それに含ま

れる補欠分子団を固定することにより，それらの聞に一

定の電子的相互作用を保証している.同時に，補欠分子

団を外部の溶媒からある程度隔離することにより，外部

からのゆるぎによって系統的な電子移動が乱されるのを

防いでいると考えられる.こうした構造的な意義のほか

に，タンパク質の運動が電子移動とカップルして，電子

移動の速度を調節していることが考えられる.もしタン

パク質の低周波の振動が含まれていれば，電子移動速度

はより複雑なエネルギー・ギャップ依存性，温度依存性

をもつことが期待される23-25).図 9は 3つの低周波モ

10噌

唱ω 

ーー・ 3001(

..-“ 1001( 

-- 30眠

図9 3個の振動モードが含まれているときの電子移動

速度のエネルギー ・ギャップ依存性. (文献25よ
り〉

ードを考えたとき，移動速度をさまざまなエネルギーギ

ャップ，温度に対しプロットしたものである.乙れから

わかるように，速度はエネノレギー ・ギャップに対して敏

感に変化する.乙のことは，タンパク質がわずかなエネ

ノレギー・ギャップの変化を使って電子移動速度を調節し

ている可能性を示唆する.タンパク質の低周波モードが

電子移動に寄与しているという可能性は， QFeからBPh

への逆電子移動で、負の活性化エネ Jレギーがみられる26)乙

とや，バクテリアの Cytから反応中心への電子移動の速

度及びその温度依存性が，種によってかなり異なる27)な

どの実験結果と考え合わせて検討されている.最近，

BPhから QFeへの電子移動で，図10に示されたように

移動速度の温度依存性が低温で異常なふるまいをするこ

とが見出された28). このような温度依存性は明らかに低
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図10 光合成細菌における BPhから QFeへの電子移動

の温度依存性.Bは反応中心を D20置換した場

合.くわしい実験データは文献28を参照.
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図11 3個の振動モードが含まれている場合の電子移動

速度の温度依存性 d1 は同位体置換のパラメー

ター.くわしいパラメーターの値や定義について

は文献28を参照.

周波モードの活性過程が含まれていることを示してい

る.実際，理論的な解析により図10のような温度依存性

が説明できる(図11).理論と実験との比較から 50

cm-1付近の波数のモー ドが含まれているととが予想さ

れ，タンパク質の側鎖か補欠分子団の総体的な振動では

ないかと思われる.

以上，生体における電子移動についてまとめてみた

が，生体の組織化された電子移動は溶液中などの電子移

動といくつかの点で異っている.しかし，電子移動の素

過程をみ-る隈りそれほど差はないはずである.生体の構

造は複雑h 素過程をとり出して見る乙とはむずかし

い.その点，溶液中などてeは環境を変化させたりして実

験できる.実際そのような方向で，溶液中や人工膜， 金

属表面などの比較的簡単なモデル系を用いて，よ り制御

された条件のもとで生体と類似の電子移動を再現する試

みがなされている.将来は，このような相補的な研究と

共に電子移動の本質を追求してゆく乙とが望ましいと思

われる.
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<応用シンポジウム誌上再録>

第2回応用放射線化学シンポジウム「情報科学

技術への放射線利用の可能性を考えるJ

1.はじめに

去る 3月15日(月)，早稲田大学理工学部 (52号館)で

標記の主題のもとに第 2回応用放射線化学シンポジウム

が行われた.当日のプログラムは，次の通りであった.

開会の辞 京大波多野博行

講演情報材料と放射線表面加工

1.高分子薄膜の電子材料への応用

東京農工大宮田清蔵

2.放射線とレジスト材料 目立中研野々垣三郎

講演情報材料と放射線深層加工

1. エレクトロニクスと放射線のふれ合い

理研 ・阪大難波 進

2.半導体への放射線応用 早大大泊 巌

パネノレディスカッション

情報科学技術の未来と放射線

司会 京都産業大岡村誠三

1.生物物理の立場から 早大斉藤信彦

2.情報科学の立場から 理研 ・東大後藤英一

3.高分子科学の立場から 早大重原淳孝

閉会の辞 理研今村 昌

当日の参加者は 58名であり ，午前10時， 波多野教授

(学会事務局)の開会の辞に始まって，午後 5時散会す

るまで。熱心な講演，質疑応答が続けられた.講演の司会

は，放射線表面加工について嘉悦(原研)が，放射線深

層加工について浜義昌教授 (早大)がつとめた.以下シ

ンポツウ ムの内容の概略について，誌上を借りて報告，

紹介したいと思う .本来演者の方々に直接御執筆をお願

いすべ きとこ ろであったが，時間的余裕がなかったため

嘉 '悦 動、*

筆者が編集に当らせていただいたこと，当日の録音をも

とにできるだけ再現につとめたが，紙数の制約や筆者の

微力のためスライドに出された大部分の図表や数式の省

略，内容 ・表現の簡約，部分的なJI頂序の変更などを許し

ていただし，tこ乙とをお断りし，また，種々の誤りがある

やもしれない点をおわびして，御諒承を得たいと思う .

2. 宮田講師の講演要旨

従来の高分子化学では， まづポリマーを合成してか

ら，それが何に使えるかを考えた.しかし，ある高分子

の機能性とその高分子の特殊な構造，分子集合状態との

関係が最近にな ってしだし、に認識される ようになって，

ポリマーの合成加工もそうした構造や分子集合状態の構

築を狙うようになった.たとえば，ポリエチレンに強度

の延伸などによって強い分子配向性をもたせると，鉄な

みの強度になったり ，全く透明になったりする.テフロ

ンでもそうである.電導性や誘導率も向上する.ポリ弗

化ヒeニリデンやポリピニリデンシアナイドの双極子を配

列させると，圧電性が現われる.さらに，これらのポリ

マーを薄膜化すると，数ボルトの電界に置いても高電界

がかかるようになる.ショットキイ効果， トンネル効果

などの現象が現れる.そうした状態の材料は電子材料と

しての応用の可能性をもっている.

圧電性高分子膜は，マイクロフォンやヘ ッドフォンl乙

使える.双極子の 配向を利用した情報素子も考えられ

る.高電界をかけて双極子を配向さすと，屈折率が変化

する.レーザーで温度を上げると，熱振動のため配向が

崩れて屈折率が変化する.これを光の情報パターンとし

てとらえ，書き乙みをする乙とができる.温度をもっと

2nd Symposium on Applied Radiation Chemistry 

“Possibility of Radiation Uses for Information Science and Technology" 

*Isao KAETSU 日本原子力研究所高崎研究所開発部第 3開発室長 工学博士

(経 歴)昭和36年京都大学工学部繊維化学科修士課程卒，昭和36""-'42年積水化学工業研究所勤務，昭和42年原研

入所現在に至る. (専 門)放射線高分子化学 (連絡先)群馬県高崎市綿貫町1233 趣 味)読書，魚の飼育
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図 1

ろんなポリマーで乙の現象が見出されている.乙れは，

スイ ッチングに使える.高抵抗が低抵抗に下ったところ

で熱処理すると，高抵抗にもどる.ポリヒeニ・ Jレカノレパゾ

ーノレの薄膜では，光照射すれば高抵抗にもどる.乙れを

on 0妊に利用する.ポリエチレン単結晶でもエレクト ロ

ンフォーミング処理ができる.しかし，乙の現象ではポ

リマー自身に本質的な原因があるのではなく ，厚みむら

に原因があるのではないかと考えた.薄膜なので，オン

グストロームのむらも大きな相対的凹凸になる.基板を

高温l乙保って均一な薄膜を作ってやってみると，エレク

トロフォーミングは起らず，非線型的なショットキイ効

果 ・内部ショットキイ効果 ・トンネル効果などが現われ

た.

絶録体の圧電..降とその電流・電圧特性

" | 電流の 電圧依 存後

~ _ ft 作 {is)ー厄Z五五了、
J=A" T~upl -- kT 

J-E・XTr:q (制-{ii万五!...-)
--.- l k T 

・4f2r7r(q!68)唱を
J~dm〔 34:ε

オーム的.. J-ε 旬。(-.1E嗣VkT)

A*:リチヤード内定・ O8: ..の高書 ε:竃界.. J:.. 

ε1: Ie・体的・・・ m*:宥鋤貿竃 AE.回 ・・干の酒値化Z事ルIf-

表 1 絶縁体の圧電機構とその電流 ・電圧特性

(宮田氏の講演より〉

• 
シヨットキー効.

チーJ~:ルン守1~効果

トン*ル鋤皐

乙ういう効果をうまく発現するよう に薄膜形成を制御

する技術が重要である. ポリ弗化ピニリテンの蒸着膜

は，Tg K結晶分散がほとんどなく ，非常に結晶性がよ

い.こういう結品性のよいポリマーはショットキイタイ

プになる.ある金属のフェ JレミレベJレが違うように，薄

膜にもエネルギーバリアがある.バリアがあるので，電

界を+一，一ーにしたとき電気の流れ方が違って，整流

上げると，熱振動で配向は消える.高電界をかけるとま

た配向する.レーザーで書きこむ.これをくり返す.双

極子の配向利用は今後の面白い問題である.高分子薄膜

を作って，他の材料と分子複合化を行うということで

も，高分子氏新しい機能が付加される場合が種々みつか

っている.ポリフエニレンサノレファイドにアクセプタ ー

やドナーを導入すると， ドーピングができ，電導度を制

御することができる.

乙こで薄膜の合成法のことを述べておくと，①溶液法

一一高分子溶液に基材を浸して引き上げたり ，高分子溶

液を水面に滴下してひろげることにより，数百A以上の

薄膜ができる.あるいは高速回転する円盤上に溶液を落

し，遠心力でコーティングする方法もある.②重合法

一一モノマーの蒸気にグロー放電したり，電子線照射し

たりして基材表面に吸着重合させると数十Aの薄膜がで・

きる.電解重合で電極に薄膜を析出させる乙ともでき

る.③蒸着法 ④熔融押出法一一相溶性のない高分子の

聞に目的高分子をはさんで押出成形するもので，ポリプ

ロピレンにポリ弗化ピニリデンをはさむと，数千Aの膜

が得られる.蒸着法は最近高分子にも適用されるように

なった.乙の方法では高分子が切断されるが，結晶性高

分子からきれいな結晶ができる.蒸着したポリエチレン

の分子量分布は分子切断のため非常にシャープになる.

蒸着したポリ弗化ピニリデンを電子線回析でみると，単

結晶的で，しかも基板に対し垂直に結晶がついている乙

とがわかる.ポリフェニレンサJレファイドのX線図をみ

ても ，結晶の周期性が規則正しく ，またアモノレファス部

分が消えて結晶性が非常に高くなっている.融点も 280

度くらい高くなる.

乙うした薄膜の電気物性について情報検索をやった

が， 1964年にシリコンの電子線重合で得られた薄膜

(50""-100 A)てらフィ Jレムに不純物があるとそ乙がト

ラックになって電界がかかると熱電子が放出され(プー

ルフレンケJレ効果)， トラックがないと電極から熱電子

が放出される(ショットキイ効果)乙とが見出されてい

る.1967年には， ポリ エチレンの蒸着単結晶 (1，u)の I

. v (電流 ・電圧)特性がしらべられ，ショットキイ効

果が認められた.1974年比はポリスチレン薄膜につい

て，高電界かけると，高抵抗から低抵抗へストンと落ち

る急激な変化とさらに低抵抗に変る変化が二重に起る事

実が見出され，19ヴ4年にはこれを説明するエレクトロフ

ォーミングの考え方が出た.無機・金属の世界でなされて

いた説明が高分子の分野に持込まれたものだが，高電界

かけると電極で電気分解が起って細いフィラメント(導

電性ブリッヂ〉を形成して抵抗を生じる。電流が流れ，こ

れがヅュール熱てe切れると電圧が下るという説明だ.い
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効果が出てくる.光を照射してこのバリアを超えるよう

なエネルギーを与えると，バリアに沿って電荷の分離が

起って，太陽電池的な機能が現われる.ポリフェニレン

サJレファイドの薄膜をフェルミレベルの小さい金属と大

きい金属の聞にはさむと， きれいな整流効果が出てく

る.これに光照射すると，ポリフェニレンサJレファイド

にショー トサーキ ット電流が流れる.太陽電池として，

またダイオード特性が出てくるので，フォトダイオード

としての光変換素子に使える.太陽電池用素子としてア

モルファスシリコンより安くて，作りやすい.

MIS (メ タルーインシュレータ ーシリコ ン)では，金

属とシリコンの聞にポリマー薄膜をサンドイツチする.

フタロシアニンとポリエチレンの混合物を薄膜(数A)
にして蛍光灯を照射すると， 0.6'"'-'0. 7Vの電圧が約O.lV

上る.薄膜をうすくすると， トンネ Jレ効果てe絶縁体の割

に電流も電圧も減少せず，絶縁体としてのポリマーの効

果が出る.数百Aの厚きにすると，半導性になる.乙の

ようにポリマーをうまく構成すると，電導性を巾広く制

御することができ，太陽電池の機能を与える乙ともでき

る.今後の高分子の利用と機能設計の可能性には，まだ

まだ大きいものがある.

3. 野々垣講師の講演要旨

もともと，レジストとは，抵抗という意味であり，エ

ッチングに対して抵抗するという意味でエッチングに耐

える皮膜材料をレジストという. リソ グラフ ィとは向

か. リソというのは石で，石にグラフを画くというのが

リソグラフィの意味である.昔，ピッ チを塗って刃物で

削りとり，ピッチを保護膜にして大理石を酸でエッチン

グして石版を製作し，石版製作機のことをリソグラフィ

といった.これが語源で，レジストを用いた微細加工を

リソグラフィと呼んでいる.可視製版技術に発展して，

ホトリソグラフィと呼ばれ，半導体加工は専らホトリソ

グラフィで行われている.しかし，光は解像力に限界が

あって， もっと細かくしぼれる電子線を使おうというこ

とが十数年前から研究され，エレクトロンビームレジス

トーエレクトロリソグラフィというものも現在実用化さ

れている.他に軟X線を用いるX線リソグラフィも開発

段階となり，試作装置が出ている.さらにイオンビーム

によるリソグラフィが研究段階にある.電子線リソグラ

フィの原理は，放射線高分子化学の一つの応用である.

高分子への照射の影響を大別すると，分解と架橋とがあ

り，分解を利用するのがポヲ型レジストで，分解した部

分を溶媒で洗って除去して現像する.架橋を利用するの

はネガ型レジストで，架橋した部分は現像で残り，放射

線が当らなかった所が溶出する.ポジ型レジストとして
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図2 ポジ型レジストおよびネカ♂型レジストの放射線感

受性

左図;ポジ型レジスト (e)ポリメタクリル酸メチ

ル (PMMA)，分子量7.0x105，(0) メタクリル酸メ

チル (MMA)ーアクリロニトリル (AN) 共重合体

(AN11モノレ%)，分子量6.0x105，膜厚:0.33μm， 

ベーキング:170・C，30分，現像:酢酸イソアミ Jレ，

25・C，15分
右図;ネガ型レジスト，ポリグリシジノレメタクリレー

人分子量1.25X 105，膜厚:0 .4 μm，ベーキング~-

80・C，10分，現像:メチルエチルケトンーエタノ ール

(7 -1) ，23・C， 3分 (野々垣氏の講演より〉

使われる代表的なものは PMMAである.ネガ型l乙使わ

れるポリマーは沢山あるが，たとえば PGMA(ポリグ

リシ ヅJレメタクリレート)がある. PGMAでは主鎖切

断も起るが， エポキシ基の開環， 架橋がより優勢に起

る.これが連鎖反応的に起るらしい.ポヨ型レジストの

改良研究として， MMAとア クリロニトリ Jレ (AN)の

共重合をやってみた.PMMAとMMA-AN共重合体を

比較してみると，レジストとしての放射線感受性を線量

の変化に対し膜厚の変化(現像前の膜厚を 1として現像

処理後の膜厚の相対値で表わす)をとってしらべてみる

と，共重合体の方が小さい線量で膜厚の減少が起り，多

少感受性が高い.照射前後の分子量分布の変化をみる

と， PMMA， 共重合体どちらも照射によって分子量分

布が下り差ははっきりしない.MMAIζ対しANの量を

変えてゆくと， AN 11モJレ%のところで膜の 溶解速度

(膜がとけでなくなるまでの時間で表わす)にミニマム

がある.コモノマー組成l乙対し共重合体の Tg(ガラス

転移点)の変化をしらべると， ミニマムがあり，その組

成は膜の溶解速度が最大になる組成と一致する.レ ジス

トとしての分解・溶解の特性は，ポリマーの分子間結合

力，相互作用にも関係があると考えられる. 実用上重要

な操作にベーキングがあり，膜に加熱を加えないで照射

すると，線量をいかに大きくしても膜は完全に溶けない

で一定の不溶分が常に残ってしまう. ベーキングする

と，一定線量以上では完全にとげる.ベーキングしたも

のでは，膜ポリマー全体の分子量分布が均一であり， 溶

解性にムラがなくて均一にとけてゆくが，ベーキングし

ないものでは，溶けた部分の分子量分布は低く，残った

部分のそれは高い.ベーキングはより膜の構造が硬く緊
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密になるためではないか.

乙の共重合体をレジスト(電子線レジスト)にして，

エッチンク・を行って，走査型電子顕微鏡でみると， クロ

ム膜 (0.08μ) をマスクしてエッチングしたもので，ク

ロムの残ったと乙ろの巾 1μ，クロムの抜けたところの

巾1μのエッチングができる.Si02をマスクしたもの，

ポリシリコンをマスクしたものでも， それぞれ解像度

1μ のエッチングができる.

次にネガ型レジストの話をすると，ネガ型の放射線感

受性もやはり照射線量に対する相対膜厚値の変化でみる

が，現像後の残存膜厚はある線量以下で増大するが，一

定線量以上で飽和値をとる.レジストの感度は，膜厚が

飽和値の50%に達する時の線量で表わし，また線量に対

し膜厚が急増する時の立上りの直線の勾配を r特性(コ

ントラスト)という .r特性が高い方が望ましい.多分

散度(数平均分子量に対する重量平均分子量の比)は，

分子量分布が狭いほど小さくなり単分散なら 1となる

が， r特性を高くするにはこれを小さくする必要がある .

一般にネガ型レジストの方がポジ型より高感度だが，

PGMAのエポキシ基の開環架橋では後効果反応があり，

照射後空気中に放置してから現像すると，照射直後に現

像する場合よりも膜厚が大きくなる.乙れは実用上好ま

しくないので，照射後真空中に少し放置してキュアリン

グしてからとり出す.PGMAの電子線レジストの走査

形電子顕微鏡写真をみると， たとえば線の巾は 0.2μ，

線と線の聞は0.24μ程度になっている.クロムのマスク

をエッチングしたものをみると，線巾は 0.25μ，線と線

の聞は0.55μ くらいで 1μ ぐらいの解像力は容易に出

る.Si02をエ ッチングしたものでは，線巾0.8"'1.3μ， 

線間隔は 2"'3μである.ポリシリコンのエッチングで

は，線巾が0.7'"1. 2μ，線間隔は2.3"'3.9μ である.い

づれも PGMAレジストを使ったものである.PGMAを

用いて，アルゴンのイオンビームでレジストをやってみ

た.αーイオンで叩いてエッチングしたが， PGMAはあ

まり適当でないことがわかった. PGMAをネガ型レジ

ストとして用い，LSI加工のためのホトマスクとしての

クロムマスクを作ることはよく行われる.ネガ型、ポジ

型の使い方けとその優劣であるが，細いビームで照射し

つつ描画してゆく時に，照射面積が広いと時間がかか

る.レジスト全体のうちたとえば 1%のようなわづかな

面積だけ現像で残したらよいという時IL.，ポジならば99

%面積のレジストを照射により分解しなければならない

が，ネガならば，1%だけを照射して架橋すればよい.

乙ういう場合にはネガ型が有利である.反対に，レジス

トを沢山残したい時は，ポジを用いて少い面積を照射，

分解するようにする.50%の面積を塗る時はネガ型，ポ

ジ型どちらでもよい.とく大ぎっぱに比較すると，ポジ

は解像度が高くて，感度は低い.耐ドライエッチング性

もよくない.一方ネガは解像度はあまりよくないが，感

度はよい.耐ドライエッチング性はネガ型レジストには

よいものがありうる.耐ドライエッチング性とレジスト

ポリマーの化学構造の関係は，よくわかっていない.た

だ経験的にいえるのは，芳香環が沢山入っているものは

耐ドライエッチング性がよいということである.ポリス

チレンやポリヒeニノレカ Jレパゾールは強くて，アクリ Jレ系

のポリマーは弱い. ドライエッチングには，純粋なイオ

ンを加速して当てる物理的なエッチンク.から化学反応と

コミになったドライエッチングまで，いろいろある.弗

素イオンや弗素ラジカ Jレでエッチングしようというのも

ある.そういうプラズマ的処理に高分子材料がどれだけ

耐えるかというのが一つの今後の問題である.

放射線を用いるリソグラフィについてまとめてみる

と，まづ電子線リソグラフィは実用化段階であり，ホト

リソグラフィ用クロムマスクの製作について実用化され

ている.ホトリソグラフィ用マスクは，電子線使った方

が細い線が画けるし，マスク寸法が正確になる.また能

率がよい.10倍の大きさのマスクを作って10分のーに縮

小すると，原寸大のLSI用マスクになる.放射線では，

細く画けるので初めから原寸大のマスクができる.解像

1μm，感度 1マイクロ クローン/cm2のクロムマスクを

作れる.半導体素子をそのまま直接作ろうということも

研究されている.ただその場合には，クロムマスク以外

のものもエッチングしなければならないので，耐ドライ

エッチング性，アノレゴンプラズマを使ったエッチングに

対する強さなどが問題になる.電子線レジストの場合の

電子エネノレギーとしては，10keV"'30keVが実用的に用

いられる，加速電圧が高いほど電流の吸収は少くなり，感

度として落ちる.30 keVではほとんどの電子が透過し

て皮下に入ってしまう. 10 keVの方が感度として高い

が，エネ Jレギーが低すぎるとレジスト表面で電子線が吸

収されてしまい，基板に根が生えずに現像するととれて

しまう. 10 keVが実用的にギリギリであろう .次に，

X線リソグラフィは，製作そのものはまだ実用段階でな

く，半導体素子の試作段階である.しかしあと数年で実

用化されて世の中に出てくるだろう .X線源として軟X

線 (AI-K，Pa-Naなど)が用いられる.最近シンクロ

トロンオーピタルラジエーション (SOR)を使おうとす

る動向もある.X線で何を狙うかというと，やはり高解

像力と量産性である.非常に高解像度のマスクを作っ

て，一括転写してゆくということで量産が可能になる.

今後①10ミリジュー Jレ/cm2程度の入射エネルギーに感

じるレヅスト② 1μ以下の解像度を有するレジスト③耐
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ドライエッチング性の三つの条件を満足させるレジスト

材料が求め られるが，これを三っとも満足させるものは

なかなか得られない.解像度では，いま実用化されてい

るのは 2μ くらいであり ，あと10年くらいは1μ の性能

でよいだろう .しかし半導体素子はだんだん微細化され

てくる.イオンビームリソグラフィは，今研究中の段階

である.乙れは高解像度が狙いで，研究では 200Aぐら

いまで得られている.

4. 難波講師の講演要旨

放射線の定義について少し考えたが，一応電子ビー

ム，高エネルギー粒子線なども放射線として考えたい.エ

レクトロニクスと放射線とが一番ふれ合う場合は，イオ

ンビームによるイオン注入であろう .高純度の半導体の

中に望ましいイオンを注入するというのは，昭和20年代

にすでに始められて特許も出たが，その後半導体がほと

んど全部熱拡散法で作られるという時代になって，せっ

かくできたきれいな結晶にイオン注入でどうして欠陥を

作るのかという話になり ，イオン注入法はすたれた.し

かし，さらに年代が移って人工衛星にいろんな半導体が

使われ，宇宙線によりダメーツをうけるようになると，

放射線を使ってダメージを作り ，アニーリングによる回

復過程をしらべるようになった.そうすると，ダメージ

が簡単にアニールされる乙とがわかってきた.そうした

乙とから，放射線をイオン注入の手段として使えるとい

うことになり ，昭和45年頃からイオン注入の研究が再び

活発になり， 50年頃にはほとんどの半導体加工でイオン

注入が行われるようになった.その大きな理由は，LSI 

から超 LSIへと高集積化が進むにつれて，深さ，横方

向ともに高い精度が求められ，イオンビームによるイオ

ン注入のような高分解能の加工法でなければ，不純物導

入がむつかしくなったためである.熱拡散法では線巾

2μm以下のパターンになると横方向の拡がりのため使

用できないし， 浅い接合も作りにくい.イオン注入の精

度は，200--300 A くらいまでは 十分コン トロールでき

る.イオンビームは電子ピームに比べて固体中での散乱

が少ない. そとでζれを半導体素子や回折格子などの表

面微細加工法と して使おうという ことで，イオンビーム

エッチングやイオンビーム リソグラフィなどへの利用が

盛んになった.乙れで 100A以下の加工も将来可能と考

えられて いる. イオンビーム エッチングは，加速され

たビーム を固体表面に衝突させてスバッタ加工するもの

である.最初は Ar+， Xe+などの不活性ガスによる物

理的スバッタ加工がなされていたが，最近では F+や

Cl+などの反応性ガスを用いた物理的スパッタと化学反

応の併用法や，イオンと反応性ガスを同時に照射して行
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図3 ホログラフィ ッ ク露光およひ~ CHF3反応性イオン

ビームエッチングを用いた Si02ラメラ 一回折格

子の製作工程(a)および得られた回折格子の断面形

状(b). (難波氏の講演より〉

うイオンビーム励起ガスエッチング法も行われるように

なった.イオンピームエッチングでは，パターンの深さ

と横巾を決めておいて，基材(ウエハ)の上にレジスト

やマスクを重ね，エッチングを10回，20回くり返して深

く掘ってゆく .1μ くらい深く掘っても ，横巾方向はせ

いぜい 20--30Aである.Arのスパッタでやると，マス

クが遊離してへってゆき，だんだん横巾がひろがってく

るので精度が出ない.反応性ガスのスパッタは精度が高

い.グレーティング，金属膜蒸着を用いた微細加工や，

すかしのグレーティング〈宙ずりグレーティング〉を用い

た加工例もあり ，マスクの製作技術の進歩によって，ま

だまだ微細化が進むと考えられる.イオンビームリソグ

ラフィでは，0.1μmゆ以下の微小径イオンピームを用い

て，サプミクロンの描画や転写が可能である.たとえば

マスクを用いた転写では，プロトンやFエミッションか

らの種々のイオンを使って， 200--300Aの分解能でマス

クをレジストに転写する乙とができる.イオン顕微鏡と

しての応用も期待される.このような趨LSI!r..使うため

いろんな技術が出来て，微細加工は非常に進んできた.

その技術をさらに光アナリシスに使う，写真に使う，マ

イクロコープとして使う等いろんな応用が生れてきてい

る.いろんなものを作れるという予想は簡単である.本

当に作れたかどうかという証明は仲々むつかしい.最初

文部省の特別研究で数十Aの趨微細パターン作ろうとい

うことになって， いろんなイオンビーム使ってやった

が，微細構造ができたという写真をとってみせるのは簡

単ではない. うまく とれたもののいくつかを紹介する.

放射線の作用による効果にはよい方と悪い方がある.

イオン注入は結晶をこわしてゆく方だが，あとはアニー

リングする.マスク加工はイオンが散乱せず直進するよ

い点を積極的に利用したものである.その他，放射線の
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利用として，重イオンのトラックで孔をあげるというの

がある.数十メガラド照射すると 1μ くらいになる.

レジストを使わぬリソグラフィとして面白い.

5. 大泊講師の講演要旨

放射線の定義については，すべての電磁波および粒子

線を指すと解釈して話を進める.放射線と半導体との関

わりには三つの面が考えられる.第一は，放射線による

半導体の改変(modification )の分野で，シリコンへの

NTD (Neutron Transmutation Doping)や半導体へ

のイオン注入が乙れである.第二は，計測への応用で，

粒子線を利用した種々の計測法，放射化分析，ラザフォ

ード後方散乱法による計測技術などがこれに当る.第三

は，半導体材料およびデバイスへの放射線の照射効果の

問題てう初めの二つが放射線を積極的に利用しようとい

うポジティブな面であるのに対し，第三の面はどちらか

というと放射線とあまりっき合いたくないというネガテ

イブな面の話である.NTDは. 30Si Ie中性子を照射し

て (n.r)反応により放射性のねSii乙変換し 31Siが

s-壊変により安定同位元素である 81pIe変る現象を利

用したものである.熱中性子照射によって，真性の Si結

晶が燐をドープした n形Si~L.変換される. 得られた N
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図4 中性子変換ドーピング (NTD)の原理図

(大泊氏の講演より〉

TD Siは. Floating Zone法で得られる Siに比べ，伝

導形が n形に限られること， ライフタイムがや、小さ

いことを除いて，ウエハ面内での比抵抗のゆらぎ，制御

可能な比抵抗の範囲，比抵抗の精度などの諸点でまきっ

ており，特にウエハ面内での比抵抗の均一性にすぐれて

いるので，電力用トランラスタ，ダイオード，サイリス

タなどの用途に賞用されている.中性子照射に伴って，

Si結晶中に格子欠陥が発生し， キャリア密度や移動度

の低下が起っている.熱中性子による欠陥は，小規模の

点欠陥であり. 400"C程度での熱処理によってアニー Jレ

きれる.原子炉で照射された場合，放射線の大部分を占

める熱中性子のほかに， 高エネ Jレギーの速中性子が存在

するので，これにより点欠陥が複合された比較的規模の

大きい欠陥が生じる. 乙の欠陥に対してはふつう 700"C

以上での熱処理で焼鈍可能であり，高キャリア密度と高

移動度が得られるようになる.また. upの (n，r)反

応によって半減期が 14.2日の放射性の 32pを生じるの

で，残留放射能の減衰期闘がNTDによる Siウエハの処

理量の律速になる問題がある.冷却期聞を短縮するため

速中性子の含有率の低い良質炉が求められている.その

他の技術的問題点は特にないと考えられる.学問的には

格子欠陥の熱処理時の挙動がまだ完全に解明されていな

いので，国際会議などにおいて関心が集まっている.

次に， 計測技術への応用であり，これには放射線の散

乱を利用する場合が多い.結晶中に不純物原子が存在し

たり，結晶の乱れがあって一部の原子が結晶格子からと

び出して別の所にある時に，入射イオンを入れると本

来まっすぐ抜けてチャネリングしつづける入射イオンが

そこで散乱を起す.最近研究されているラザフォード

後方散乱法 (RBS法) というのは， 粒子加速器からの

粒子線を結品に入れ，結晶内の原子によって散乱されて

出てくる粒子の散乱イオンエネルギーをはかつて，結

品の原子に関する情報を得るものである.入射粒子が

random beamの場合には，結晶表面の原子の質量判別，

原子の深さ方向の分布，不純物原子の濃度などがわか

り.a1igned beamの場合は，結品内の不純物原子の位

置，試料の結晶性などがわかる.

次に，放射線が有害な作用を及ぼしている放射線とつ

き合いたくない面の話をする.御承知のように微細パタ

ーンをレジストに転写する際に，従来紫外線であったの

が電子線.X線に変ってきている.蒸着にしても，イオ

ンスパッ タリングやプラズマ(イオン，電子，高速エネ

ノレギー中性粒子)スパッタリングになってきている.エ

ッチングでも，マスクをかけて化学的にやったのを段々

人間の手をふれないで，イオンエッチング，プラズマエ

ッチングでやるように変っている. ドーピングもイオン

や中性子でやるようになる.乙のようにどんどん放射線

を使うようになると， ポジティブな作用と同時にネガ

ティブな影響も現われてくる. たとえば. Arの陽イオ

ンを Si02K照射すると.Si02表面がプラスに帯電し，

固定電荷の発生など，いろいろ不都合なことを起す.半

導体加工の際の放射線の影響に注意せねばならぬ.デバ

イスを人工衛星や原子炉周辺などで用いる時，デバイス

に発生する照射効果も問題である.これには結晶破壊に

よる永久的構造破壊と， α線による回復可能なもの (α

線ソフトエラー)とがある.後者についていうと，記憶

セノレの半導体のキャップのコーティング部分に V.Th 

があって α粒子が含まれている. セルに電荷がたまる
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と，内部から α線が出てきてそのトラックに沿うて電子

がたまる. もとの電荷量と α粒子による電荷量が似たよ

うなオーダーだと，信号，情報の精度が低下する.α粒

子を高分子膜(.ポリイミド)でシャットアウトする方法

やデバイスの設計で記憶セルの蓄積電荷量をふやして

α線の影響をうすめるなどの対策がとられている.

半導体分野での放射線利用の現実と将来性について私

見を述べると，現状では放射線のネガティブな効果の面

が目立つているように思われる.放射線と半導体の相互

作用によって，ネガティブな面 (NTDにおける欠陥生

成の問題なども含めて)がどういう機構で起り，どうい

う対策を立てるべきかという乙とを頭に置いて取組むの

がよい.半導体屋の立場からは，半導体デバイス構造が

放射線にさらされた時(加工プロセスで必ず粒子線が入

ってくるが)の材料の照射効果をしらべていただくと有

難い.現実にはまづ，ダメージをどう回復させ，初期電

気特性をもったものにするか、現在の装置上の問題をど

う解決するかという問題意識が強い.それには放射線ダ

メージの正体を知らねばならないが，かつてワトキンス

が ESRを使ってくわしいデーターを提出したものなど

非常に役に立った.ポヲティブな面では，イオンスキャ

ッタリングは計測面で利用されると思うし，モデイフイ

ケーションの面では相互作用をうまくコントロー Jレして

ゆけば，半導体の物性を変えられる可能性はある.半導

体にどういうイオン注入をすれば有利な結果が得られる

かという理論はないが，イオンビームによる新物質の合

成も可能性はある.メタ Jレとシリコンの境自にイオンを

当てるとミ キシング効果により，熱処理による平衡状態

では発生しない系統が発生する.α 線の応用はあまりみ

つかっていない.

6. パネルデイスカツシヨンの概要

(出席者の発言内容を順を逐うて記した)

岡村誠三教授……本日は，材料に関し表面・深層加工

でどういう放射線の利用法があるか，また情報科学と放

射線科学のふれ合いという問題に関して，具体的に大変

面白いいろんな話を教えていただいた.乙乙で， 現状を

離れ，未来にはどういう期待がもてるか，またどういう

不安があるか， もう少し大きい全体的な観点からそれぞ

れの御立場での御話をうかがいたい.

斉藤信彦教授……放射線に直接関係のない話でもよ

い，また未来のことについてあまり責任のない話でもよ

いという乙となので，少し申上げたい.生物はし 1ろんな

情報をもっている.核酸 (DNA)に情報が沢山つまっ

ている.乙の情報の発現Ir.，環境，光，ホノレモンいろん

な因子が関与している.情報にもとづいて，生体内で蛋

白質が作られ，個々の蛋白質が集合体になり，器管にな

り，そして脳にもなる. DNAをもとにして，切ったり

つないだり，他から入れたりして蛋白質を作る技術とし

て，御承知のように遺伝子工学がある.乙れは今後発展

してゆく可能性がある.蛋白質，たとえばミオグロビン

やリゾチーム等々はそれぞれ複雑な構造をもっ.一次

構造の特殊なアミノ酸配列が異なれば 3次元立体構造

が変って，違った機能を発揮する. そうした蛋白質を

DNAの情報を利用して作払 直接分子設計 ・化学合成

によって作らないのが遺伝子工学である.しかしいろん

な蛋白質の構造がだんだんわかってくると， DNAを経

由しないてコ直接蛋白質の設計，合成ができるかもしれ

ぬ. DNAはアミノ酸配列の順序を決める.しかし蛋白

質に関する情報が豊富になれば， DNAの情報によらず

に蛋白質の構造を予測できないか.これを予測したら機

能をしらべることができる.今そういう乙とがどれくら

いできているかというと，たとえばミオグロビンについ

てその立体構造をある方向からみた場合どうなるかを示

すことができる. 3次元方向に距離をと って，全部のア

ミノ酸の位置を地図のようにプロットして図示すること

ができる.乙の情報にもとづいて，蛋白質を合成するこ

とができる.いま近似精度の非常に高い合成蛋白質分子

が得られている.わづかに位置のずれがある部分もある

がその原因もわかっている.このような方法をのばして

ゆけば，生体のもっていないような新しい蛋白質の合成

も可能なのではないか.たとえば，天然の高分子につい

ては分解酵素をもった細菌がいるが，合成高分子にはそ

れがない.合成高分子に対する分解酵素のようなものも

設計できるかもしれぬ.そして遺伝子工学とは違った方

向へ発展するかもしれぬ.

最後に脳の問題について述べると，最近は脳につい

て，たとえば小脳の乙となどいろんなことがわかってき

た.創造性のメカニズムを明らかにすることは，乙れか

らの重要なテーマである.また， ものを予見するという

ことが脳の重要な機能の一つである.公害についても，

新しいものを作る時にも将来の人類，地球への影響をア

セスメントする必要がある.予見の場合，初期条件のわ

づかな差が結果に大きな影響を与える. しかし我々の

予見能力を向上させないと，乙れからの時代はむつかし

~ "'. 
後藤英夫教授……情報科学は一口にいえば，コンピュ

ーターをどう使うかということが中心テーマである.そ

こでで，将来の科学技術計算はどうなるかt乙ついて考えて

みたい.次の三点の予想ができる.①大量生産へのアジ

ャストメントができるだろう.②カッティングのスピー

ドが上るだろう.③信号がもっと高度化するだろう.と



いうことである.私が研究し始めた昭和国年頃には，電

算機などは日本で 1台作るのがやっとだろうといわれて

いた.何ヶ国が集って 1台作ろうというような時代であ

った.それに比べると現在は雲泥の差で，量産による低

廉化は益々盛んであり，高校生の小遣いで買える時代に

なってゆくだろう. ICの技術が進むことによって，ハ

ードウエアは印刷で作るから， 乙れはどんどん安くな

る.そしてソフトウエアの方が重要になる. IC作るの

にも開発費がかかるが，それをどうやって使うか，既成

のプログラムを組合せようとするとどうするか.開発コ

ストの60%くらいがプログラムの開発コストになる.そ

の次に資料の高度化ということがある.電算機をだんだ

ん人工頭脳的に使ってゆく.今は基礎計算の段階で，人

間の頭脳活動を補う役目をしている.例えば数式処理で

ある.単に数値計算させるのでなく，微積分解きを機動

的にやらせて，公式集を作る.余談だが公式集というの

には誤植が多く，たとえば公式集の楕円函数には大体間

違いがあると思ってよい.出版社の出している公式集の

間違った数式使って，サイエンスライブラリ イが計算機

用プログラムを書いていることがあるから注意がいる.

新しい問題に当る時に，新しい基礎公式作らねばならな

いことが多い.エレクトロンビーム使ってリソグラフィ

やりたい時，たとえば必要精度 O.1μ で電子ビームを動

かしてデジタノレ系を設計しようとすると，どこにも公式

がない.電子幾何工学の設計をしないと，とてもこの精

度で電子ビームを振るわけにゆかぬ.偏光系を含む電子

幾何工学の公式を作らねばならぬというので，基礎公式

を作った. 0.1 flという精度でやるには，相対論の影響

が入った公式が80ページも要る.人間なら半年かかる

が，計算機は一日でやる.人間の頭脳を計算機でおきか

えてゆくことの一例として，数式処理が計算機で扱える

ようになった乙とカZある.しカ〉し，スーパーコンピュー

ターを作って，計算をもっと早くやりたい.たとえば，

建物の耐震性構造をどう設計したらよいかというような

問題について，実験する代りに，計算機で真似をさせて

シミュレーションで答を出したい.どんな早い計算機を

使うか.LSIの進歩でスーパーコンピューターといわれ

る1秒に 1億四の計算ができる計算機の時代になるだろ

う.その先はそれで事足りるかというと， もっと早さが

必要になる.しかし 1台の計算機のスピードアップには

限度がある.それなら何台も沢山並べたらよいと考えら

れる.安くなるなら， 100台並べてス ピードを 100倍に

したいと思う. 6人の大工で60日で家が建つなら、 12人

で30日で家が建っかというと，それは仕事算の論理で，

そうはゆかない.アメリカでも ，金をとってきてパラレ

ルコンピューターの研究をやった人が沢山いるが，皆失

敗した.それは，土台を建てぬ上に屋根をのせられない

からである.工程の順序にクリテイカルパスが出来て，

早くならない.だから，計算を沢山できるということの

本質をもっと研究せねばならぬ.今後高度化ということ

と同時に，乙の計算の並列性の本質についての研究が必

要だろう.今のところ，どうしても並列でうまくゆかぬ

所が残り，誰も成功していない.

重原淳好博士・…・・ここでは，今すぐ使われるという技

術ではなく，今はそれほど知られていないが，将来有望

な新しい研究分野である PHB(photochemical hole 

burning) という分野について御紹介する.約10年前，

ザレツスキイらが液体ヘリウムを用いてフェノーノレの互

変異性をフリーズし，そのスペクトノレをしらべていた時

に次のような乙とを見出した.常温だと分子は一つの害

在レベJレから他のレベルへ速く転移するが，低温では二

つの存在状態を保ち，スペクト Jレも二つに分れる.これ

に光を照射して一方(低レベル)を励起すると，高レベ

ルのスペクト Jレの方へ移る.極低温なのでとたんに凍結

されてしまう.乙の現象をメモリイに使えないかと考え

た.nーアJレカンをホストにヒドラジJレをゲストにして溶

かし，液体ヘリウムにつけると，マトリックス中のゲス

ト分子の種々のエネルギー状態に対応したスペクトノレが

得られる.これにレーザ一光を当てて非常に狭いスペク

トル巾の励起エネノレギーを与えると，それに共鳴した分

子のみが励起し，そのスペクト Jレは消失して (burntす

る)， 吸収スペクト Jレに虫喰い (hole)を生じる.この

φ 
A 

612 

hν 

ぃ一300MHz 

ゆ
図5 PHB現象の一例

(a) ヒドラジル (nーヘキサン中〉の SI←S。転移の

0-0ラインの励起スベクトル.二つの互変異性

の聞の周波数の差(=10Ocm-りが示されている.

ラインAlに対し光照射すると ，A lはA2~こ変る.
白) レーザー (Width=2MHz)照射により， 4.2K 

で、Alに生じたホール.

(IBM J. Res. Develop. 23， 547 (1980)，重原

氏の講演より〉
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孔を 0，1，とと ってゆくとデツタノレ記録ができる. 極低

温では，励起状態は安定に持続される.1971年には IBM

のパテントが出ている.波長域として分離でき，使える

ものを選んでゆくと， 一つの分子で4つぐらいのメモリ

イができる.情報密度として 108.......1012ピット/cm2 く

らいになる.非対称性の分子を巾広くゲストとして利用

してゆくにはどうしたらよいか.一つはハロゲン，ニト

ロ基などの官能基をつけてゆき， 一つ一つ吸収させる乙

とである. もう一つは，光の方の波長の使い方を考える

乙とである.ふつうの方法なら一つのメモリイにすぎぬ

面積部分が PHBではすでに何十，何百ピットのメモリ

イになっている.違う波長を使えるからである.だから

書き乙みの速度はおそいが，きわめて高密度になる.そ

れから貯蔵面をどうするか.液体ヘリウムにしているか

ら，一つのスペクトルの認識は低温に保っている限り数

年間全く変化しない.しかし，アモルフアスな高分子を

ホストにして用いると，ゲスト分子の存在要件をずらせ

るととができる.結品性にもできる.分子運動の凍結の

面で有利になり，液体窒素を用いても PHBが可能にな

るかもしれぬ.実際高分子使うとアJレカン中よりゲスト

分子の動きが 10.......100倍とまるので可能性がある.その

ほかゲストを含むモノマー溶液から架橋を伴いつつ放射

線重合させたり，プラズマ重合によって PHB系を作れ

ないだろうか.

岡村教授…・・・只今の御話で，皆さん放射線との関係を

気にしておられる.しかし乙れに乙だわらないで話して

いたTごし1たので面白かった. A and B という関係があ

るとすると，乙の関係がうすい方が効果がある.本日は

放射線と情報といううすいのが並んだので効果があっ

た.科学がどんどん発達して， もとのオリジンからどの

辺で分れたのかということが段々にわからなくなるとい

う問題がある.ケミストリイでは， ミクロとマクロをし

ばしば混同して議論をする.水 1分子と，水分子 1モJレ

を考えると 1分子の水を考えて細分化してゆくのが今

の科学であり 1モJレの方を考えるのが，技術，応用で

ある. ミクロなものをマクロなものにするのにいろんな

やり方があるが，情報というのは，ミクロなものをマク

ロにする順序に関わるものである.エントロピイがクロ

ーズドシステムの中で増大の方向をたどるのに対し，情

報科学は時間の流れ，秩序を考え，エントロピイを減少

させることを主題にしている.今迄の物理とか化学とか

生物というように分れて細分化しているものをどのよう

に考えたらよいか，それを一つにするにはどうしたらよ

いかという点に関係するのが情報科学である.そのため

に情報科学をどうとりこむかというのが我々の課題であ

る.情報科学ー放射線科学と並べると，オリジンに立帰

ってそれぞれのサイエンスがそれでよし1かという乙とを

考えさせてくれる.放射線科学も今日細分化している.

それを技術にするとき，綜合化する乙とが必要になる.

その時，情報科学の考え方を入れるとよい.それが放射

線の科学と技術が結ぴつく契機になる.御3方の御話を

聞いてつくづくそう，思った.そ乙で，斉藤，後藤両先生

は予見や予測の必要性について御指摘になったが， 一般

に自然現象を扱う時，確率論的な考え方が入ってくる.

フラクチュエーション，ゆらぎというものカfどうしでも

ある.初期条件が少しふらつくと，結果が大きく変る.

自然現象におけるフラクチュエーションを明らかにして

ゆくのは，重要な科学の問題であるが，一方で人聞が実

際行動においていろいろ努力をして試行錯誤をして，フ

ィードパックもとり入れて方向を見出してゆくというの

は，価値観の問題であって， ゆらぎという科学の問題

と，フィードパック，試行錯誤という価値観の問題はな

じみにくいもの，違ったもののように考えられる.した

がって，科学的な予見が，そのまま人間として価値ある

予見になるかどうか少し疑問があるがどうであろうか.

斉藤教授・・・・・・予見と価値観の関係は大変むつかしい問

題である.小脳は一種のパターン認識機械であり，そう

いう回路にすぎぬ乙とがわかってきている.創造性につ

いても多分あれ乙れ考えて思考を進めるフラクチュエー

ションが重要な関わりをもっていると思う.一般に電気

回路ではノイズは余計なものと考えられているが，生物

はノイズを利用して，探索行動をや り，いいものをつか

まえる試みをやっている.ゆらぎがあるから，生物は下

等なものから高等なものへ環境に適合して進化してきた

ともいえる.カパナーの実験で，野生のマウスにレバー

を押させて 3回押すとエサが出るようにしておくと，

2回でやめたり 4回押すマウスがし1る.しかしそれは自

然界では環境がどんどん変るので， 一つ覚えでなくいろ

いろ探索行動をやって，ゆらぎをためした上で価値判断

をする利巧なマウスだという人がある.人間だと脳で価

値判断をやっており，創造性がそれに結びっく .自然科

学が作られてゆくために価値判断が必要で，価値判断と

いうものを含めて自然科学が成立つのではないだろう

か.

後藤教授……公式に誤植がふえ，コンピューターがそ

れをチェックする.複雑になるほど，チェックの必要性

が高まる.信頼性技術という問題がある.コンピュータ

ーを自動車につないて'走らせるとなると， ICが乙われ

るとエンツンが逆様に廻って逆向きに定りかねない.逃

れる道はあるが，コンピューターに即していえば信頼性

ということが大事であろう.

岡村教授…・・・放射線にせよ，光にせよ，情報系に働き
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かけて，エネルギーをとるか波長をとるかいろいろとり

方はあるが，材料あるいは「ものJrc.吸収させてコント

ロールする.運動，冷熱，摩擦，音，光，放射線いろん

なものを与えてコントロールする.PHBの話をきくと ，

昔「もの」であった情報がミクロなレベJレで、また「ものJ

K帰ってきた気がする.一つのピットが一つの分子のコ

ンフィギュアレーションに対応し，一つの入射エネルギ

ーが一つの分子の構造変化として記憶されるという非常

にミクロなレベノレで.

重原博士……おっしゃる通りと思う. ポリマーの側鎖

一つ一つが記憶化，情報化されたものが DNAである.

それにもう一つ光の波長のピットが入る.技術的なこと

を一つ申上げると，リギッドなポリマー側鎖にパターン

化合物を入れると，スタッキングが起るので，一つ一つ

の分子が分散している乙とが望ましい.簡単な方法とし

て，放射線重合可能なモノマーの中に情報化合物を溶か

し，架橋，重合させる乙とにより ，分散状態のよいシス

テムが得られなないだろうか.

岡村教授……会場から，質問あるいはコメントをいた

だきたい.

波多野博行(京大)教授……放射線照射によってイオ

ンやラジカノレができる.脳の機能のーっとしての記憶と

いう働きのメカニズムの中で，イオン分子反応，エレク

トロンキャッチャーの反応，拡散分子の相互作用におけ

るエネルギー授受などの過程が脳の中で起るのではない

か.化学の面からは放射線化学に関係ある上記のような

反応が脳の働きに関与しているように思えるが，物理の

面からみてどうか.

斉藤教授……生体内には沢山のイオンがあり ，それら

のあるものが脳のメカニズムにも関与している乙とは確

実である.しかし，くわしい乙とはまだよくわかってい

ない.

今村昌(理研)主任研究員…・・・宇宙線はどの程度の生

物効果をもち，生物発生にどのいう役割果したか.将来

放射線を媒介にして生物進化の方向が変ってくるだろう

か.

斉藤教授……大気の初期の状態において，紫外線，放

射線が作用してアミノ酸ができた乙とはほぼ確実とされ

ている.最近三菱化成で，その過程を促進する乙とが実

験的に行われた.生命の基本となる蛋白質がそうして出

来たことは疑いない.長い間かかって DNAあるいは

RNAができ，生命ができた.放射線は，大部分におい

て有害な結果を与え，ごく一部分で少数のよいものを作

ったと考えられる.害をうけた大部分のものが死滅し

て，少数のいいものが残って進化した.放射線をセーブ

された方法で用いて，都合のよいものを生産したり，新

物質を作ることは，今後もあり得ょう .

岡村教授……我々は先進技術についていろいろ研究討

論しているが，底辺の水準を上げてゆく乙 とが本当のあ

るべき姿であろう.エジプト以来すべての人聞が最新の

技術を享受したわけでなく ，現代で、は底辺の水準は上っ

ているが，南北のギャップなどは大きい.情報科学，放

射線技術をボトムの向上にどのように利用してゆくか.

たとえば，身体障害者用のより安い材料を開発すること

も必要であろう .簡単なものの例として，低弗点のパラ

フィンをとかして 1.........2mmの凹凸をもった手できわれる

地図を作る乙となども考えられる.こうした問題をも今

後とも考えていただけたらと思う .

7. あ とがき

講師，司会，聴衆一体となった熱心な雰囲気のうちに

パネノレディスカッションを終り ，最後に今村晶当学会会

長から閉会の辞が述べられ，放射線化学は化学として細

分化の道は歩んでいるが，これから新しいものも作り，

他分野との交流もはかつて，大いに発展を則したい，乙

れを機会に情報科学に放射線が協力寄与できる面が形成

されるならば大変幸いであると結ぼれて，暮色の中，シ

ンポツウムを閉じた.会場の準備，当日の進行等につい

て御世話いただいた浜教授および関係者の方々に厚くお

礼申し上げたい.

ここでまとめとして，今回のシンポジウムをふり返り ，

昨年の第 1回シンポジウムと比較しながら，その意味を

若干考察してみたいと思う .日本民放射線化学が導入さ

れてから，約30年が経過している.昨年のク勺レノープノレ

でのアイ ソ卜ープ ・放射線工業利用国際会議 (IAEA主

催)の closingremarksでは，放射線の工業利用K関し

て，着実に実用化されているものが表面キュアリング，

橋かけ，滅菌の三分野であり ，他法より有利と考えられ

ているものが食品照射で，近い将来有望視されているも

のがウエスト処理であり，さらに非常に新しいアイデア

に属する分野が生物医学材料と半導体加工の分野である

という整理がなされた.すでに定着した分野や明確な形

をとりつつある分野から我々は放射線利用の真のメリッ

トを確認し汲みとらねばならないが，そうした分野につ

いての実態，問題点，展望などについては適当な他の機

会民論ぜられるであろうから，昨年と本年にもたれたこ

つの応用に関するシンポジウムでは，未だ混沌の状態に

あって明確な形を示すに至っていない新興分野につい

て，その基盤を考え可能性を模索する乙とに主眼が置か

れた.たと えばクツレノーブノレで新アイデアにもとづく分

野と要約された分野が乙れに相当する.昨年のシンポジ

ウムは「機能性高分子の立場から放射線利用の可能性を
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考える」というテーマであったが，機能性という事柄が

必ずしも明確な形をとるに至っていないものの一つであ

った.岡村教授は，本誌の乙のシンポツウムに関するレ

ビューの中で，機能学をその対立概念としての物性論と

比較する乙とによって，機能性の本質とひろがりを示そ

うとされた.物性論が閉鎖的で Intraなテーマを扱い，

還元主義的態度をとり ，情報 ・言語 ・身体などの領分に

おいてそれぞれ符号的 ・名調的 ・頭脳的に対応する特性

を示すのに対し，機能学は開放系で Interなテーマを扱

い，綜合主義的方法論のもとに部分よりも全体に向い，

情報に関し伝達的，言語に関し動詞的，身体に関しては

体覚的対応を示すという .こうした考察から浮ぴ上って

くる機能性というもののイメー ジは，全体から部分へと

細分化され，限定され， 固定されてゆくものとは反対

応，個々の要素や部分的構造から，有機的な全体へとも

のが構成されてゆく時の自由で多様な仕方 ・仕組，ある

いはそうした発刺とした部分と全体の関係そのものを含

んだもののように思われる.そして乙のような機能性の

特質に最もマッチしたものが情報であると考えられる.

湯川秀樹博士は，物質を素粒子の単位にまで分解する

と， もはや実質的な粒子という性格を失って，シンボリ

ックな記号や符号に近い性格のものになるという意味の

ことを書かれたことがある.綜合という点で個性的な完

成度の高い高等生物も， DNAK分解し，四種のアミノ

酸塩基の解説に及べば，全体としての個性は消えて符号

的存在と化してしまう .情報の最小単位は，こうしたシ

ンボリックな符号である.岡村教授はパネル討論で;Aア

ンドBの関係がうすいほど効果があると述べられたが，

マクロには異質とみえる A，Bをよりミクロな情報l乙分

解してゆけば，多くの共通要素が発見されるであろう .

逆に， ミク ロな情報はあらゆる自由度をもって，よりマ

クロな情報に綜合され得る.こうした部分と全体の関係

はきわめて機能的ということができる.岡村教授は，情

報科学は細分化された部分が全体に綜合される時の綜合

の仕方に関わるものであると要約されたが，情報科学は

典型的な機能学の一つであろう .岡村教授は昨年のレビ

ューでさらに機能性に対する素材，手段としての高分子

および放射線の役割についても具体的に考察きれている

が，その趣旨は，機能性が含む前述のような広い自由度

応対して，高分子や放射線が本来もっている広い自由度

がよく適応しうるので、はないかという可能性の指摘であ

るように思われる.情報と放射線という細分化によって

一見遠くへだてられたAとBを，どのように結びつけ，

新しい関係に綜合してゆくかという乙とは，機能学，情

報科学の問題であるとともに放射線化学の応用を新しく

してゆく問題である.同時にそれは，パネル討論てe提起

された脳や創造性の問題にも関わっている.

機能性のもつ特質は，機能性高分子材料自体の研究の

中からもしだいに解明されつつある.最近では材料の構

造と発現される機能の聞の関係についてしだいに精密な

研究が進み，材料を構成している分子が特殊な配列や集

合状態をとった時の分子集合体としての構造や形態が材

料の機能と深い関わりをもっていることが明らかになっ

てきた.機能性材料における部分と全体の関係が解明さ

れつつあるといえよう .乙うして，材料に関して，一次

構造の設計から直接に最終機能を狙うのではなく ，必ず

しも目的機能を限定せずに，まづ分子集合体の構築まで

を重点的に追求してみようという考え万がとみに高まっ

ている.こうした材料機能化の方法論に関する最近の動

向を代表する考察として，昨年のシンポジウムでも ，山

田瑛氏による高分子のスペシャリティ化に関する講演が てJ

なされた.スぺシャリティ化とは，高分子の分子集合状

態化，特殊形態化を指すかなり広義の用語と考えられる

が，具体的には高分子の超微粒子化，高配向化，高度異

方化，完全結晶化，完全非晶化，超薄膜化，超微細表面

構造化，超微孔化，特殊積層化等々の技術がこれに含ま

れる.山田氏は，こうしたスペシャリティ化のための具

体的手段として，従来の化学的加工手段(溶解，混合，

析出，含浸，発泡等〉では不十分であり，スパッタリン

グ，プラズマ処理，イオン注入，レーザー加工などの物

理的手段が必要とされた.こうした物理的手段は現在情

報材料の加工手段に多用きれているものであり ，またス

ペシャリティ化材料の目標としても ，生物医学的機能と

並んで，情報機能や電子的電気的機能への応用が期待さ

れている.材料のスペシャリティイじに対し物理的 ・化学

的手段のーっとしての放射線がどのように活用できるか

という問題は放射線高分子化学の新しい課題である.

宮田講師の講演は乙の点に関わるものであった.高分

子を 1μ 以下の超薄膜にすると，あるいはこれを金属な

どにはさんでサンドイツチ構造にすると特異な電気的特

性が発現し，種々の応用の可能性が聞かれてくる.そこ

で超薄膜の合成法としての放射線が問題になるが，放射

線を用いた液相での合成法としては，水面上での単分子

膜や累積膜の重合が知られているし，気相あるいは気一

固相での合成法としては，電子線によるモノマー蒸気の

基板上への吸着重合あるいは蒸着重合に闘する多くの報

告がある.宮田氏も指摘されたように，得られる薄膜の

高分子としての構造や性質(たとえば結晶性，分子量分

布など)は薄膜形成法によって大いに異っている.光，プ

ラズマ，放射線，冠解あるいは単なる蒸着などによって

得られる薄膜の特徴を比較し，その特徴を活かした機能

的用途に適応させてゆく乙とは，今後の興味深い課題で
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あろう.薄膜に関連して趨微粒子化も重要なスペシャリ

ティ化技術の一つである.電子線を用いて高線量率下で

乳化重合を行って数十 nmの超微粒子を得る研究も報告

されている.プラズマ蒸着重合てeは，モノマー濃度や蒸

着条件によって基板上に析出するポリマーが薄膜になっ

たり ，超微粒子になったりする.微孔化や微細凹凸構造

化への放射線の利用も重要な技術と考えられるが，レ ジ

ストに関連して後に触れたい.

野々垣講師が講演されたリソグラフィの分野は，情報

材料 ・加工と放射線とのつながりに関して，現在最もよ

く知られたポピュラーな分野である.半導体素子の微細

表面加工に高解像度が要求されるにつれ，ビームを細く

しぼって解像力を高めることのできる電子線，軟X線，

イオンビームなどが着目され，利用されつつある.一

方，材料としてのレジストの研究開発も盛んであり ，1975

年の ACS年会の preprintに報告されている電子線レジ

スト用ポリマーをみても，きわめて多種類の素材にわた

っている.電子線レジストの問題は，野々垣氏も指摘さ

れた通り ，まさに放射線高分子化学におけるポリマーの

照射効果の応用問題である.ただこの応用の焦点は，照

射効果としての分解や橋かけとポリマーの溶媒に対する

溶解挙動との関係の中にある.分子量，分子量分布，共

重合体組成などが密接に照射効果や溶解特性とからんで

おり，この問題はみかけ以上に深く複雑と考えられる.

野々垣氏の話にあるように，レジストとして望まれる条

件をすべて満したものは得られていないし，耐ドライエ

ッチング性のように高分子の弱点に関わると考えられる

課題も残されている.野々垣氏の講演はすべてポリマー

照射に関するものであったが，乙の分野での重合反応や

キュアリングの利用の研究は少いように思われる.重合

法によれば感度は高く，現像は溶媒を必要としないと考

えられるし，国相重合反応であれば，精度もある程度期

待できるかもしれない.

リソグラフィは，広い意味での微細表面加工技術とし

ても興味深いものである.あるいは多孔質材料のための

微細な穿孔技術としても興味深い.微細な凹凸構造(た

とえば海一島構造やモザイク構造など) をもった表面

は，生体との相互作用の観点から関心をもたれており ，

たとえば抗凝血性，組織親和性，細胞粘着性，細胞の融

合や増殖などの機能と関連が深いと考えられる.また微

細凹凸材料や微孔質材料は，吸着材料や選択透過材料な

どの分離材料としても有用と考えられる. もちろん，目

的とする機能によって，要求される微細構造のユニ ット

ドメインの大きさには種々のオーダー的な違いがあろう

が，放射線によるリソグラフィやエッチングの原理を利

用して微細な凹凸加工や微細穿孔加工が可能であろう.

放射線による蒸着重合やグラフト重合などを適当なマス

クを利用して行うことにより ，やはり微細な不均質表面

加工ができるであろうし，蒸着照射などの操作や反応条

件の制御によってマスクなしの加工も可能であろう.さ

らに単なる空間的な不均質構造のみでなく ，親水性一疎

水性ドメイン，陽荷電性ー陰荷電性ドメイン，ハードー

ソフトドメインなど異質の物理的化学的性質をもったド

メインで構成されるモザイク構造の形成技術としても発

展が期待される.これまで放射線の利用といえば，透過

力がすぐれていること，温和な条件下で敏速な表面処理

ができること，高線量率下で高濃度の活性種を生成でき

ること，などのメリット lζ着目した利用が多く，放射線

がビームを細くしぼれて微細加工に適しているという特

長は割合放射線化学の研究者の視角の盲点になってい

た.しかし，応用物理や分析の専門家は早くから乙の特

長をスパッタリングに用いたり ，マイクロビーム回析に

応用したり，さらにはリソグラフィに発展させたりして

いたのである.情報科学技術という分野が，物理，化

学，生物といった既成の学術分野の枠組を超えて，非個

性的な符号から個性的な有機体を構成してゆくところに

特質を発揮するように，放射線化学の応用も，重合，グ

ラフフト，橋かけといった既成のカテゴリイを超えて広

い視野と自由度を利用して新しい材料，システムのため

の反応加工を考えるべき時ではなかろうか.

続く難波氏の講演も ，イオンビーム加工や重粒子線加

工を放射線加工の中に入れて考えることにするという前

提のもとに，イオンビームの利用を中心として，有益な

話をされた.イオン注入の話から始まって，エッチング

やリソグラフィの分野で，ビームを極徴小径にすること

ができ，散乱が少いという特長を活かしてイオンビーム

がいかに超微細加工に有効に使われているかという話を

された.その応用はマイクロアナリシスやマイクロスコ

ピイにも及ぶ.さらに今後は，高輝度液体金属イオン源

からの微小径イオンビームを用いて，ビー ム走査によっ

て材料に直接パターンを書きこむマスクレスイオンビー

ムプロセスや，パターン描画，不純物導入，パターン加

工などのほとんどの半導体プロセスをイオンビームで一

貫して行うレジストレス全自動ドライプロセスなどの開

発が始まっているという .エ ッチングのような微細加工

は，しだいに化学的加工から物理的なドライプロセスに

移ってゆく傾向にあるようにうかがわれるが，イオンピ

ームと反応性ガスの励起を組み合わせた物理的，化学的

プロセスも検討されている.従来の我々の脳裡にある放

射線加工は化学加工 ・反応加工一点張りであるが，物理

的加工をも加味して大きくとり入れた放射線加工を考え

なければ新しい材料への要求に応じた発展はあり得ない



ように思う.

大泊講師の講演は， 今度は粒子線の利用の話を中心

に，半導体と放射線の相互作用とその利用についてまと

められたものであった.

筆者のイメーツの中に，放射線による表面加工とし

て，表面キュアリング，蒸(吸)着重合，エッチング，

リソグラフィなどがあり，深層加工あるいは深層処理と

して，コンポジット重合 (WPCゃ CPC)橋かけ分解，

ポリマーの滅菌，生物変異， などとともに， イオン注

入，中性子変換ドーピング，電荷打込みによる高分子の

エレクトレット化(昨年シンポジウムでの高松氏の講演

参照)無機・ 金属国体触媒の照射効果(活性増進)など

のテーマがあった.後者は，材料の厚みによって表面加

工ともいえそうであるが，処理効果が内部にも一様に及

ぶ点で前者とは異っている.いわば透過力という放射線

の利点の活用のウエイトが違う.しかし，それらの中味

はすべて放射線と被照射物の相互作用であり，相互作用

を知り，できるだけコントローJレし，有用な相互作用lζ

着目する ζ とが常に原点であろう.生物へのネガティブ

な照射効果は，殺菌・癌治療 ・不妊化・弱毒化などのよ

うにポジティブに逆用されている.ポリマーの橋かけは

橋かけてe分解は分解でそれぞれに利用される.ネガとポ

ツはものの両面であり，生物やエレクトロニクスの分野

での放射線との相互作用の中K. まだまだネガをポツに

転化できるような原理的な豊富きが内蔵されているとと

を願ってやまない. I高分子J (vo1. 20. 816. 1981) 

の特集、高分子エレクトロニクス H の中で，斉藤省吾教

授(九大)は，レジストに関連して次のように述べてお

られる. I高分子化学側はレラストの研究開発に非常に

熱心であり，……本学会においても研究発表が多い.し

かし乙乙でも問題になるのはレジストの評価における共

同研究の必要性である.高分子化学側はとかく高感度化

のための分子設計に関心を集中しがちであるが，エレク

トロニクス側は感度は多少犠牲にしても乾式プロセスの

採用を重視している.例えばレツストの耐ドライエッチ

ング性の向上という問題点の指摘である.さらに， もっ

とも重要な解像度およびT値を向上させるための分子設

計についても不十分であるのが現状である.レジストは

その技術的波及効果はきわめて大きい材料であるが，レ

ラスト自身の使用量は少ないという研究開発体制上の問

題点が指摘されてきた.そこで，高分子化学側はある特

定用途のレツストの開発に目標をしぼることよりも，有

機材料に関する radiationchemistryを巾広く研究展開

するということを提案したい ・H ・..第 1図(次図)の

ような研究を展開する乙とはいかがであろうか.

図中の黒箱で示した有機材料に radiationを当てた場合

Photoconduct 
一一ノθEBgenera tion → photovoltoic deLice 

b¥_ chemical reaction Resist 
、画面→ (irreversible) → Laser recording 

e ノ型空→che~ical reaction -+ Data storage .-r (reversible) ~ Filters 

¥L a s e r  
、自uorescenceUUJ. ~~~~u.ωLight ampli五er

に起る現象とそれを応用した材料の例示を眺めれば，有

機材料の radiationchemistryの研究が今後のエレクト

ロニクスの多くの分野に寄与する可能性があるととがわ

かるであろう.さらに，radiationf<:対してnointeraction 

という材料系の研究は，光伝送路用材料や太陽電池のパ

ッケージング材料の開発につながる乙とを付言してお

くJ斉藤氏の放射線とは，光を含んだものであると考え

られるが，乙乙でも，相互作用の研究が応用につながる

乙との指摘がある. PHB K関する重原氏の講演は，一

つの点できわめて示唆的である.一つは holeburning 

というシステムに信号を入れる入力手段としての放射線

の利用の可能性についてである.低温領域での放射線と

有機物質との相互作用については，初期過程にさかのぼ

ってぼう大な量の放射線化学的な研究知見の蓄積があろ

う.それらの知識は IRadiation chemical hole burning 

のような形で情報システムに転化し得る材料のストック

なのではあるまいか. ζのシステムはもとの形は CHB

法 (chemicalhole burning)であり，入力手段につい

ては様々に考えられるはずである.もう一つは，材料と

しての高分子の活用の問題であり. CHB法に至って，

情報を分子の中心にとじ乙める分子レベJレの記憶装置の

研究開発が始まったと考えられる. その理想形は DNA

であろう.高分子が多くの官能基，モノマーユニット，

シーケンスから成り，多様なコンフォメーション高次構

造の自由度をもっ乙とから，分子記憶装置としての分子

設計の可能性に富む乙とは指摘するまでもないであろ

う.しかし. CHB系は低温で凍結されたゲストーホス

トから成るマトリックス系であり ，一種の分子集合体系

である.設計されたゲストやホストを用いて乙れを情報

システムとしての分子集合状態に加工する手段としても

放射線の利用が期待きれる.天然蛋白質の構造と機能の

関係に関する分子レベノレの情報を利用して，人工蛋白質

を設計 ・合成しようという斉藤教授の構想は壮大で魅力

的である.最小単位に分割されたミクロな情報にもとづ

いてそれを自由に組合せ，高分子という新しいよりマク

ロな情報に綜合するという情報本来のメカニズムに即し

た手法で，種々の反応触媒機能を担う高分子はもとよ

り，核酸のように情報の貯蔵，指-示，伝達，変換などの

機能を盛りとんだ高分子の合成は可能とならないものだ

ろうか.
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高度の微細加工にせよ，高度の分子設計にせよ，これ

を支えているのはコンピューターの活動であるが，後藤

教授はコンピューターの未来像について要約された.微

細加工の高度化には電子幾何工学の確立が急務であり ，

ぼう大な数式処理や計算を高速で行う能力が益々求めら

れ，そのためにはコンピューターの並列化のような困難

だが魅力的な課題があることを語られた.人間の不可能

な複雑な高速計算を行って人間の頭脳の活動を補うこと

がコンピューターの本領であろうが，その先には，やは

り斉藤教授が目標として指摘された人間の脳や創造性の

問題が横たわっているように思われる.情報科学のメカ

ニズムが，分割された符号から意味を担った全体への構

築，綜合に関わるものとすれば，これは創造のプロセス

に外ならず，創造性を長大の特色として機能しているも

のが脳であれば，情報科学の行きつく課題が最終的にこ

ζに収敏するのも当然かもしれない.両教授が提言され

た予言，予測の問題は，ど乙までコンピューターの計算

や演鐸が関与し，ど乙まで人間の想像力や直観が関与す

るにせよ，創造性の領域にふみ乙んだ課題である乙とに

間違いない.それは， 、未来H の発明発見であり ，その

証明を将来に待たねばならない点で一つの仮説の創造，

活動である.乙の問題の困難きの一つは，パネル討論てe

指摘されたように，ゆらぎの問題のむつかしさにある.

純粋に科学的要因や自然条件だけを考慮した確率論的な

ゆらぎもあろうし，斉藤教授が指摘された動物 (人間も

含めて)の探索行動にもとづくゆらぎや，岡村教授が指

摘された人聞の価値観や倫理にもとづく試行錯誤によっ

て生じるゆらぎもあろう .

筆者には，創造活動そのもののメカニズムのl-tにも大

きなゆらぎの過程がひそんでいるように思われる.創造

は情報や心象の自由な組み合わせによって行われ，そ乙

ではあらゆる情報のあらゆる結合の可能性をはらんだ探

索と品行錯誤が行われる.乙の部分は，創造のプロセス

の中で想像や直観ゃあるいは無意識の探索に属する部分

であり，等価変換や同定の過程とも呼ばれることもあ

る.創造性の解明がこうしたゆらぎへのアプローチによ

って，近い将来進展することが期待される.
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<報告>

日本化学会第 45春季年会報告

V会場， 4月1日の午前には欣射線化学関係の発表が

5件あった.西川ら(東工大理)は，パルスラジオリシ

ス一マイクロ波空洞法を用いて亜励起電子のエネルギー

損失過程を研究した.Xeガスおよび Xe+N2ガスにお

いて， 共振角周波数はパノレス後のある時間で極大とな

り，その後次第に減少し一定値に近づく.電子と気体原

子・分子との運動量移行衝突頻度は平均電子エネルギー

のある値で極小になる. N2を添加した系で、は，N2の

添加量とともに電子エネルギーの減表が速くなることが

見出された.亜励起電子が熱平衝化電子になる過程は未

だ不明の点が多いので，本法はこれを実験的に調べる一

つの有力な方法であろう.田中ら(北大工〉は直線型加

速器からの電子線ノ勺レスを照射した Xeガスの近赤外発

光スベクトルを研究し，従来報告されている 800.-...-1000

nm および~1000.-...-11 OOnmのパンドの他に， 1100.-...-1400 

nmに新たに発光パンドを観測した。このパンドの起源

としては原子選移あるいは励起二原子分子の関与する遷

移が考えられた.また，電子線エネルギーに依存し，酸

素との反応性が大きいことが見出されている.池添ら

く原研高崎，東大工〉は，炭酸ガスの放射線分解におい

て生成する一酸化炭素の逆反応について知見を得るため

に， CO2-CO-02系中のイオン種の挙動を時間分解型

大気圧イオン化質量分析計を用いて研究した.パルスX

線照射後 0.25msの聞のイオンのマススベクトルでは

m/e=nx 44とm/e=32+nx 44の二種類のイオンが主

なピークであった.これらの結果から， O2+， CO2+(0+ 

CO)， (C02) 2+， (02(C02))+などが検出されている.

このような装置を用いたイオン反応の素過程の研究は気

体の放射線分解機構を明らかにする上で有効であろう .

松永ら(山梨大工〉は77Kで凍結した炭化水素と活性窒

素との反応の生成物を分析し，グロー放電プラズマによ

り生成した活性化学種と凍結炭化水素との反応と比較検

討した.揮発性生成物は GC，GC-MSで，不揮発性

生成物は FT-IRで分析した. ベンゼンの場合 N2

(A 8LjDは芳香環の開裂をもたらし，開裂後N (.S) 

との反応でNを含む化合物が生成することを示した.活

性窒素の関与する反応機構については未だ不明の点が多

いが，生成物分析による研究も反応機構の解明に不可欠

なものである.住吉ら(北大工〉はストロボスコープ法

ピコ秒パノレスラジオリシス装置を完成し，これを用いて

四塩化炭素中に生成する短寿命化学種を研究した.パル

ス照射した CCl.において 320と480nmに吸収極大を

もっスベクトルが観測され， 320nmの吸収は CCl!に，

480nmの吸収は [CCl!Clつに帰属された. 480nm吸

収については [CCl!Clっとする研究者もあり， また

320nm吸収の減衰速度と 480nm吸収の生成速度との関

連についても議論があり，その解決は今後に残された問

題で、あろう .わが国では 3台目のピコ秒パルスラジオリ

シス装置ができたので，この分野の一層の発展が期待さ

れる.

(名大工笛木賢二〉

午後の部の最初のセッションでは東大ピコ秒パノレスラ

ジオリシスによる geminaterecombinationの研究〈東

大工 ・吉田ら)，物性研 SOR・RINGを用いた液体ア

ルカンの時間分解発光スベクトルの解析〈東工大・河内

ら〉およびポジトロン消滅による化学平衡の研究(東大

工 ・新田ら〉の 3件が報告された.いずれもいわゆる

conventionalな放射線化学的研究方法を越えた方法を

用いる研究で今日の放射線化学のフロンティアの一つを

示すものと受けとれた.特に geminateion recombin-

ationの問題は本誌「報告」欄の勝村氏による記事にも

あるように国際シンポジウムでホットな議論がたたかわ

された問題で、あり，このことは本年7月に聞かれた放射

線化学に関するゴードン会議についてもあてはまる.わ

が国がこの分野で世界をリードする一員である事実は大

変よろこばしい. また， SOR光のパノレス特性を積極的

に励起分子の動的挙動の研究に応用することは意外に進

んでいない現実に着目した、河内らの研究はその先駆性が

高く評価されるべきものと思われる.

(京大理志田忠正〉

午後の 2番目のセッション 1V28.-...-33の講演はし、ずれ

も低温の固相または剛性溶媒中の反応あるいはこれを利

用した反応種の研究についてで、あって，活発な質疑応答

があり，やはり討論時間の不足をかなり感じさせる結果

になった.最初の 3つの講演 1V28.-...-30は名大工・笛木

研究室によるもので，まず加藤らは炭化水素， MTHF， 

アルコールなどの低温有機ガラス中の C6F6-の光ブリ

ーチを光の波長を変えて行ない，その際の光電気伝導度
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の測定から波長しきい値すなわちそれに対応する光子エ

ネルギーの値を求めて， いわゆる Vo値と比較してい

る.求められた値はガラスに依らずほぼ等しい値を示し

ている. (σ/E) 2/3yS E のプロット(以下，文字の説

明は省略する.要旨集を参照〉の誤差ならびにPーと Ae

の評価(仮定〉が気になるところである.次に，阿部ら

は， 3ーメチルベンタンまたは 3ーメチルへプタンの低瓶

有機ガラスの r線照射で生成された捕提電子について光

誘起電流を測定して，捕捉電子の電子状態遷移および励

起電子状態について考察した.μkt，併の絶対値がわ

かるとより一層興味深いだろう.次に，木村らは77Kア

ルコール・炭化水素混合カ。ラスの r線照射を行なって，

その組成を幅広く変えながらアルコール・クラスター内

に捕捉された電子の光吸収スベクトルを測定して，その

結果からクラスターのサイズつまり電子を囲むアルコー

ル分子の個数を求めている.続く 2つの講演 1V31， 32 

は，名工試・岩崎研究室によるもので，どちらも極低温

照射効果の研究の一環として行なわれたものである.ま

た，どちらも研究の発端は，従来メタン以外のアルカン

の固相投射線分解において水素原子の生成を直接観測し

た例がきわめて少ないとL、う事実にあるとして，前者の

講演ではネオベンタン-d 12を対象にD原子生成をしら

ベ，後者の講演ではメ夕、ノ，エタン，プロパン nーブ

タンを対象として，ラジカル生成をしらべている.すな

わち武藤らは前者において， 4K照射したネオベンタン

-d 12のESR測定から捕捉D原子を検出し，その半減

期の値に基づいて本来生成されているはずのD原子の収

率を推算するとともに，ホット反応を行なう D原子の割

合を求めている.重水素置換体の同位体純度を聞きもら

したけれど、も，実験結果に対して重要なファクターにな

らないだろうか.武藤らは次の講演で，各対象アルカソ

について 4K照射を行なってESR測定によって全ラジ

カノレ収率G(R)を求め，従来のデータと合せて，アルカ

ンのCl---C 12についてG(R)と炭素数の関係をまとめ

て示し， C3， C.c付近で G(R)が最小値を示すことを

見出しており，これらに基づいて固相アルカン放射線分

解の基礎過程を考察している.懸案の課題がこのように

かなり解明されてきたように思えるけれども，その結果

は少くともかつて考えられたものにくらべてかなり液相

アルカン放射線分解の機構に近い部分が含まれているよ

うに考えられるかどうであろうか. 次の講演は(京大

理〉丑田・志田によるもので，凝縮相での多原子分子カ

チオンラジカルの開裂反応と題して，脂肪族エーテル類

のカチオンラジカルを低温剛性溶媒の r線照射によって

生成し，そのESRおよび光吸収スベクトルの測定から

親分子カチオンの安定化または断片化についてしらベ，

すでに気相において質量分析計を用いた方法で広くしら

べられている結果と比較して，凝縮相におけるこれら分

子種の特徴ある振舞いを指摘している.得られた結果の

考察が熱化学データを用いて行われているけれども，凝

縮相にそのまま適用して問題はないだろうか.

(東工大理旗野嘉彦〉

午後の部の最終セッションは， 6件中4件が政射線生

物学的な見地からの研究であり，そのうち 3件はパノレス

放射線分解による研究であった.ピコ秒パルス放射線分

解のパイオニアであるハント氏が来日の折，欧米の放射

線化学の源泉は放射線生物学であるのに対し， 日本で

は， Jix.射線の高分子化学的利用を指向した研究からスタ

ートしていると評したのを思い起しながら，興味深く拝

聴した.放射線化学プロパーの人々がこれまでの蓄積を

生かすーっの方向として，生体系の放射線化学は息の長

い研究分野であり，パイオニックス，パイオテクノロジ

ーなどへの発展の芽も潜んでいるかもしれない.

1 V34， DNAの放射線損傷と生体死の関係は，放射

線生物学最大の命題であるが，東工大，山崎氏は， DN 

A鎖の 1重， 2重及び多重切断と， スパー中のイオン対

数とを結びつけて，それぞれ1イオン対. 2イオン対及

び多イオン対スパーに対応させて，スパーと DNA鎖の

重なりから統計的に期待される DNA損傷の電算機シミ

ュレーションを行った.放射線生物学に新しい Concept

を提供する可能性をはらんだ研究として大変興味深い.

ラジカル対生成や極低温照射効果の解釈にも類似した

Conceptが必要なことをかねがね感じていた筆者には特

に印象深い発表であった.

1 V35は酵素蛋白の放射線失活作用機構を明らかにす

るため， 理研の関氏がベルリンの Hahn-Meitner研究

所で、行った研究で、ある. リボヌクレアーゼAの二量化過

程におけるO H及び Br2ーの反応を，光散乱検出パノレス

放射線分解法により追跡し Br2ーとの反応では蛋白中

のチロシン残基のフエノキシ型ラジカルが二量化反応、に

直接関係していると結論されたが， OHの反応の場合に

はこれとは異なるとの事であった.

1 V36 生体に対する放射線効果を著しく増感する5-

ハロウラシル (XU)の水溶液系や結晶については，こ

れまで多くの研究があるが，阪大産研の高椋氏らは，有

機溶媒(ヘキサメチルホスホリックトリアミド)を用い

て，パルスラジオリシスの研究を行った. XUの電子捕

獲によるアニオン生成及び後続する X-の脱離過程を追

跡した結果， X=Clの場合に比してX=Br， 1の場合に

は.Xーの脱離過程が著しく速く， 前駆体アニオンが観

測できないと云う.
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1 V37，駒沢短大放の山本氏らは，市販のTLD素子

に生成するカラーセンターの線量依存性及び150-250・c
での熱地理による変化を吸収スベク トルにより調べ，純

粋な LiFの結果と比較した.

1 V39，原子炉材料の放射線劣化も放射線化学的見地

からの解明が必要な問題であるが，原研高崎研の渡辺氏

らはポリエチレンの放射線酸化生成物を 13CNMRに

より定量し， -C OOH， >C  = 0， -CHa， sec-OH 

などが生成していること及びそれらの生成量の Dose依

存性などについて報告した.

(名工試岩崎万千雄〉

国際シンポジウム

、FastProcesses in Radiation Chemistry"報告

去る 2月8日'"'-'10日の 3日間，文部省の後援により表

記短期国際集会が茨城県東海村の東京大学工学部附属原

子力工学研究施設で-開催された。外国からの参加者は，

11ヶ国16名，日本国内からは約40名が参加し，総勢約60

名で、あった.詳細はプロ グラムを参考にしていただくと

して，簡単に会議について紹介したし、と思う.

会議は東大久保工学部長の挨拶で始まり，最初に G.

Beckがピコ秒時間スケールで、の電気伝導度測定につい

て紹介した. 3年前の ICRRで発表した装置はさらに

改良され，立ち上りは60ピコ秒となった.この装置を用

いイソオクタン， TMSとその混合溶媒中での電子の

CCl.， CHCla， Et Brによる捕提速度の測定結果を報

告した.H. Kobayashiはピコ秒ライナックと高時間分

解能をもっ測定手段を東大方式を中心にまとめた。東大

では'"'-'1∞ピコ秒， 0D-1O-3移度の吸収測定が可能であ

ることを示した.

第 1日目の午後は，飽和炭化水素中の geminatere-

combinationと磁場効果についての講演が中心で、あっ

た.A. Hummelはシスーデカリン中での励起状態の生

成について，捕捉剤添加効果からこの系では geminate

ionのうち85%が再結合により励起状態を生成している

ことを示した.さらにトランス ・デカリンでは励起状態

の発光の立ち上り挙動から 0-500psの間での再結合の

検討を行った.P. Ausloosは気相と液相シクロヘキサ

ンの放射線分解機構について検討し，気相ではイオン化

に続いてイオン種分解， イオン一分子反応， イオン再

結合反応等で考えられるが， 液相では geminateion 

recombination の寄与の割合が大きいと結論した. さ

らに液相では真空紫外光による光分解と放射線分解では

大きく異っていることを強調した. S. Tagawaは飽和

炭化水素純液体の吸収実験で可視域に弱し、 broadな吸

収を観測し，添加物効果や発光測定で、求めた励起状態の

寿命との比較で，初期の割合強い吸収が励起状態に対応

し，長い寿命をもつものは freeなholeによるものでは

ないかとしづ推定を行った.同様な実験を C.Jonahも

報告した.アルゴンヌの Lーパンドライナックは改良を

加え 1pulse当り 12nC，吸収線量にして 2.5-3.5Krad 

の照射が可能になったようだ nーヘキサン中の吸収挙

動は geminaterecombination的，即ち1/ゾ tによく

fitすることからこの吸収は holeによるものと考え

た c一へキサン中でで、も吸収は見えるが 1/μ..jtに完全に

記述でで、きず励起状態の寄与を考えているようで、あつた.

これら 2つの報告で

の，飽和炭化水素 neat中で直接，励起状態あるいはホ

ールの吸収が測定で、きるこ とは興味深い.次に B.Broc-

klehurstは，磁場効果の理論から始めて，放射線化学

におけるイオン再結合過程への磁場効果について述べ，

実験結果と理論との対応はよいが，固相中への適用につ

いては実験的に困難さが伴うことが示された.さらに中

性ラジカルの再結合における磁場効果は，イオンの場合

と違った様相を示すはずで，特に水素原子を含む系では

その結合定数が大きいことから，水素原子を含む系での

実験は興味があると予測した.続いて有機結晶の各種放

射線照射によるラジオルミネッセンスの磁場効果につい

てR.Voltzの講演があった promptfluorescence， 

delayed fluorescence及び recombinationfluorescence 

の磁場効果を通じてアントラセン結晶中の，各種放射線

照射により形成される spurや trackの構造について知

見が得られるというものであった.Yu. N. Molinは，

最近注目されている光検出 ESR法を用いて， geminate 

ion recombination Iの過程を検討した.溶質イオンラジ

カルの対が，相互作用して，磁場依存のけい光を放つこ

とから，再結合時のイオンラジカルのESRスベクトル

が得られる.C6F6 を含むような系では C6Fiiのスペ

クトノレの線巾の変イじから，溶質問での電子交換速度が評

価できることを示し，パルスラジオリシスの結果との対
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応もよいことが指摘された.こうして第 1日の講演は終

了し，会場を移し，歓迎パーティが開催された，外の寒

さも忘れ，なごやかな中にも議論が続いていた.

第 2日目は放射線化学の関連分野ということで¥最初

に光化学の分野からの講演がなされた.ピコ秒レーザー

を用いての高時間分解能の測定により. Exciplex系の

光イオン化，電荷分離，速い系間交差について N.Ma-

tagaの講演があった.引き続き.S. N agakuraにより

光化学の分野での磁場効果ということで，ラジカル対を

経る反応では磁場の依存性を 4つのタイプに分類できる

ことが紹介された.

最近，液相飽和炭化水素のイオン化ポテンシャルが測

定されはじめてきているが，イオン化ポテンシャルより

も高いエネルギーをもっ光(124. 137nm) を使って励

起し，けい光収率に対する電子捕捉剤 (perfluoro・n-

hexane) の効き方を測定した報告が Lipskyによりな

された.従来確立されているような Schuler型の捕捉

を示きず，単純な Stern-Volmer型の消光特性を示す

ことが，メチルシクロヘキサン，シクロヘキサン，デカ

リン中で担Ij定された.Krのpーを線源として使用しでも

同様である.現在のところ，この違いについては説明で

きないとのことであった.続いて飽和炭化水素の励起状

態に関連した講演が続いた.Y. Katsumuraはパルスラ

ジオリス法による各種飽和炭化水素の蛍光寿命の測定

と，シスーデカリン中での溶質へのエネルギー移動につ

いて報告した.溶質がベンゼンの場合と，四塩化炭素の

場合では反応半径が大きく異なり，エネルギー移動の機

構は系により異っていると推測し，拡散方程式の過渡項

の考慮が強調された.G. OrlandiはN2レーザの 2光

子励起を用いてやはり各種飽和炭化水素の励起状態の寿

命測定の結果を報告した.前講演での報告の寿命との対

応はよい. 寿命の温度変化から.励起状態の decayrate 

が温度依存項と依存しない項の和で表わされることを示

し decayの機構を検討した.さらにシクロヘキサン，

デカリン中でのベンゼン分子へのエネルギー移動にも検

討を加え，反応径は小さくエネノレギー移動過程が拡散律

速であると結論した.

昼食を経て，午後のセッションが始まり ，最初は Y.

Tabata により，溶質励起状態の発光測定に基づき，各

種溶媒中での励起状態生成へのチェレンコフ光の寄与が

検討された.温度変化，溶質濃度変化，計算値等が示さ

れ，収量的には余り大きくないが，時間の短い領域，希

薄溶液で特に重要であることが強調された A.Singh 

はピコ秒ナノ秒のパルスラジオリシス法で pージオキサ

ン中でのナフタレン等溶質励起状態の生成を測定するこ

とから， 高励起状態一重項三重項励起状態間の関係を

H20の添加効果等から検討していた.

吸収測定に於て， 吸収スベクトルの重なりがあった

り， ε〈吸光係数〉が十分決っていなかったりすると解

析が困難になるが，これをコンビューターの最適化法を

用いて εや反応速度定数等を決める動力学の検討手法に

ついて N.Getoffが報告し，色素を含む系のレーザー

フォトリ‘ンス，パルスラジオリシスへの実際の応用結果

を示した. R. E. Buhlerは今まで多くの研究がありな

がら末だ十分間定の確立していない液相 CC14系での吸

収スベクトルの推定を行った.500nmの吸収パンドを

CC11あるいは CC1a・Cl-コンプレックスと見なす

根拠や CCltの寿命 geminateion の分布等を Delft

のデータとの比較で議論した.続いて M. Iwasakiは

アルカンカチオンラジカルの構造と反応についてESR

法の測定結果を示した.用いるマトリックスにより，ラ

ジカルカチオンの構造が異なったり引き続く反応(イオ

ン一分子反応，分解反応〉が異なったりするそうであ

る.T. Shidaは. ESRスベクトルと吸収測定を併用

し，種々アルカンカチオンラジカルの同定と CClsF，

CC14 中でのカチオン種の photobleachi ngや thermal

activationによりマトリックス中の holeの移動を検討

した.主にESRを手段としたカチオンラジカルの研究

は世界的に見ても今や，上記二者の独壇場の観がある.

M. Tachiyaは理論に基づき. Smolukowski式の解析

に対し. Sano-Tachiya式で取り扱い，捕促剤効果謂ゆ

る平方根則や電場効果，その両者の複合系での式の導出

と実験結果への適用について講演がなされた.この辺か

ら対象が電子の挙動に焦点が移ってきた.J. Belloniは

種々極性溶媒中の溶媒和電子の挙動に対し，電子の挙動

を支配する種々の因子〈空間分布，誘電率，拡散速度，

共存するカチオンやラジカル，反応性等)にっし、て総括

的な検討を与えた. A. Kiraは77K. ガラス中での電

子の長距離移動，特に Franck-Condonファクターに注

目し，重水素化効果の実験を行い eiの溶質への移動，

溶質から holeへの e-移動においても重水素化の効果

は見られず. C-HあるいはC-Dの振動の差が電子移

動にほとんど効いていないことが報告された.第2日目

最後は.Y. Hamaの isothermalluminescenceの実験

の報告があった.ポリエチレンテレフタレートあるいは

ボリエチレンアジベート系について電子のトンネリング

機構で解析し，カチオンー電子対の分布を異った照射条

件で検討した，

最終日は G.A. Salmonの講演から始まった.彼は

メタノールガラス中 (5mole%の H20含む〉の捕捉

電子の収量と減表を，酸の添加効果，添加物の重水素化

効果等を 6-120Kの温度範囲で検討し eーの長距離ト



ンネリングで解釈してもおかしくないと結論した.次い

で Y.Hatanoは気相と凝縮相での電子の挙動について

簡単に比較した後， シクロヘキサン， ネオベンタン，

TMS，イソオク タンの液固相両相中での Gtiや電子の

易動度を比較し溶媒の種類による違いを明確に示し

た. 引き続き， 水溶液系のピコ秒領域での反応中間体

(e -;q， OH)の収量についての計算が C.Gopinathan 

により紹介された.イオン数が 1---30の各サイ ズのスパ

ーを平均して計算する手法で，計算結果は，今まで得ら

れたナノピコ秒領域での実験結果とよく一致しているこ

とを強調し， サブピコ秒領域での e-;qと添加物との反応

についても言及した.続いて Y.ltoは，ポジトロニウ

ム形成の問題について，放射線化学との対応から，電子

捕捉剤と芳香族の組み合せによるアンチ・インヒピショ

ン効果や，ポジトロン形成収率への捕捉剤効果実験への

Schuler式の適用等について紹介し，ポジトロニウム形

成はスパーモデ‘ルで、説明で・きる部分が多いが，完全では

ないことも強調された. W.  Schnabelは光散乱法を用

いて水溶液中の高分子の主鎖切断に関して，椴素効果分

子内あるいは分子間反応の観点から所々日本語をまじ

え，ユーモラスな講演を行った.

S. Takamukuはピフェニルー 4ークロロアルカン置換体

の溶媒和電子による還元過程をアルカンの長さ 0-4と変

えて比較し， 0---2では分子内電子移動を観測し，3. 4 

では求核反応による dimer化が起ることをパルスラジ
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オリシス法，低温マトリックス法で確認し，プロム，ヨ

ード置換体についても言及した. M. Washioは最後の

講演で，ベンゼンやポリスチレンのシクロヘキサン，ク

ロロホルム，四塩化炭素，クロロホノレム純液体中で、の吸

収ピークのサブナノ秒領域での挙動を示し，溶媒自身の

検討ののち，ポリスチレンを溶質とした場合，シクロヘ

キサン中では Excimerを形成するが， クロロホルムあ

るいは四塩化 炭素中では Clーと ポリスチレン @ とが

Complex を作っていると推定した. こうして 3日間31

件に及ぶ講演が終了し，主催の田畑教授が閉会の辞を述

べられ，戸外での記念撮影をもって会議が終了した.

寒い時期ではあったが，3日間とも好天にめ ぐまれた

ことは幸いであった.ふりかえってみると期間が短かか

ったため相当ノ、ードなスケジュールになったり，会場，

宿舎とも手狭なため出席者の数が制約されてしまったこ

とは残念であった.主催者側の不備もあって，出席者に

は色々と不便をかけたとも思いますが，一応，つつがな

くシンポジウムを終了できたことは，多忙中にもかかわ

らず出席をいただき，その上講演や座長の依頼にも快く

引き受けて下さった日本人，外国人参加者の皆様のお陰

だと思います.紙上をかりて御礼申し上げます.

尚，このシンポジウムで、発表された論文の大部分は近

，々 Rad. Phys. Chem.の特集号に掲載の予定になって

おります.刊行の折には是非御参照下さい.

〈東大工勝村庸介〉

Y. Hisamatsu (Dean of Faculty of Engineering， 
Univ. of Tokyol 

Opening Address 

Session 1: Fast Response Techniques for Picosecc~è Pulse Radiolysis 

Y. Tabata Presiding 

G. Beck (Hahn Meitner工nstitutl

Pas古 RoactionStudied by Picosecond Conductiυity Measurements 

日. Kobayahsi (Univ. of Tokyol 

Picoseaond SingLe BLea章ronPuLse for PuLse RadioLysi8 Studies 

Session 11: Ionization and Excitation in Saturated Hydrocarbon 

M. 1mamura Presiding 

A. Hummel (1nteruniversitair Reactor 1nstitut) 

Formation of Fluore8cent Ezcited State8 of Liquid cis-and 
trans・deaalin

P. Ausloos (NBSl 

Neutralization Mechanisms in the Gas and Liquid Phase 
Radiolysis of Hydrocarbons 

Session 111: Geminate 10n Recombination in Saturated Hydrocarbon 

S. Sato Presiding 
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S. Tagawa (Univ. of Tokyo) 

picosscond Putse Radiotysis Studiss on Gsminats Ion 
Rscombination in Saturatsd Hydrocarbons 

C. Jonah (Argonne National Laboratory) 

Geminαts Dscays in n-Hexαne and Cyctohexane 

Session IV: Magnetic Field Effects on Spur Reactions 

T. Higashimura Presiding 

B. Brocklehurst (Univ. of Sheffield) 

Spin Corretation Effect8 in Radiotysis 

R. Voltz (Univ. Louis Pasteur) 

Magnetic-Fietd-Modutated ~nd Time-Resotved Luminescencs in 
organic Crystats Excited by High Energy Radiation 

Yu.N. Molin (Institute of Chemical Kinetics 
and Combustion) 

Opticat Detection of ESR of Geminate Rαdicat-Ion Pairo 
under Radiotysis 

Reception 
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Session V: 工onization，Geminate Ion Recombination， and MagD・t:ic
Effects in Photochemistry 工..Tanaka Presiding 

N. Mataga (Osaka Univ.) 

Pic08econd Laser Phototysis S古udiesupon Charge Separation 
and Intersystem Crossing in Some Exciptex Systems 

S. Nagakura (Institute forぬコlecularScience) 

Effect of Magnetic Fietd on Chemicat Reaction 

Session VI: Excitation in Liquid Saturated Hydrocarbon 

F. Hirayama Presiding 

S. Lipsky (Univ. of Minnesota) 

且 Comparisonof the Quenching of the Ftuorescence of 
Satul・αtedHydrocarbon8 Excited betow and above 古heIoniaa古ion
Threshotd 

Y. Katsumura (Univ. of Tokyo) 

Study on the Excited States of Liquid Atkanes and Energy 
Tran8fer Process by Means of Picosecond Putss Radiotysio 

G. Orlandi (FRAE del C.N.R.) 

Photophysicat Properties of Liquid Atkanes Studied by 
N2-taser Two-Photon Excitation 

Session VII: Formation Processes of Solute Excited States 

日. Yoshida Presiding 

Y. Tabata (Univ. of Tokyo) 

Study on the Formation Processes of Sotute Excited Statss 
in Liquid Hydrocarbons by Means of Picosecond Putse Radiotysis 

A. Singh 

Picosecond and Nanosecond Putse Radiotysis: 
Sotute Excited State Formation 

N. Getoff 

Combined Putse Radiotysis and Computer Simutation Method 
for Resotving of Super-impossd Fast Processes 

Session VIII: Ionic Processes in Radiation Chemistry 

S. Arai Presiding 

R.E. Buhler (ETH-Zentrum) 

Ionic Processe8 in Non-Potar Systems with cct
4 
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M. Iwasaki (Government Industria1 Res. Inst.) 

The Pa企eof P~ima~y Cations in RadioLysis of ALkanes as 
Studied by ESR 

T. Sida (Kyoto Univ.) 

Studies on ELectronic States of Cation-RadicaLs of Va~iou8 
NoLeauLe8 Produced in y-Irradia企edPreon Natri~ at Loω 
2'emp.~atW'e 

Session IX: Recombination and Migration of Charged Species 

M. Nishikawa Presiding 

日. Tachiya (National Chemica1 Laboratory 
for Industry) 

NB"， Sic1.e lIe古hodfor Treαting Geminate Recombinαtion and 
it8 App1.i.oa企ion

J. Be110ni (Univ. of Paris-Sud) 

Ioniaing Radiation-Liquid Interaotion: 
必 Compa~ative Study of PoLar Nediα 

A. Kira (工nstituteof Physica1 and Chemica1 
Research) 

An E~pe l'imen古 on Deutel'ation Effects on Long-Range EZectron 
Trαnsfer in GLassνSoLution at ?? K 

Y. Hama (Waseda Univ.) 

InitiaZ Distl・ibutionand TunneLZing Recombinαtion of Cation-
ELectl・onPair8 in Irradiated Rigid Natel'iαZs as Studied 
by ITL Neasurement 

Februarv 10th CWednesdavl 

Session X: E1ectrons in Condensed Phase 

K. Fueki Presiding 

G. Sa1mon (Univ. of Leeds) 

Reactions of ELectrons in GLas8y SoLids at Low Temperatures 

Y. Hatano (Tokyo Institute of Techno1ogy) 

Pree-Ion YieLds， E 1. eat~on Nobi1.ities， and ELectron-Ion 
Recombination Rate Con8tant8 in SeveraZ Non-PoLar Organic 
Liquids and SoZid8 

Session X工 FastReaction in the Spur 

Y. Katayama Presiding 

C. Gopinathan (Bhabha Atomic Res. Center) 

The Spur in Picosecond Time ScaZes 

Y. Ito (Univ. of Tokyo) 

Posit~onium and Nuonium Pormation and Pαst Spur Reactions 

Session XII: App1ication of Pu1se Techniques to Organic Synthesis 
and Po1ymers M. lmamura Presiding 

W. Schnabe1 (Harn-Meitner Institut) 

On芯heReaction8 of NacroradiσaZ8 in SoLution A PuZse 
RadioLysis Study 

S. Takamuku (Osaka Univ.) 

IntramoLecuZar Reactions of Aromatia RadicaZ Anionωith 
HaHdes-EZec古z・on-Trαnsferand SN2 Proae8ses 

M. Washio (Univ. of Tokyo) 

PuLse RαdioZysi8 of PoLystyrene and Benaene in CycZohe~ane ， 
and Carbon Tet~achZo~ide 

Y. Tabata (Univ. of Tokyo) 

C10sing Remarks 
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第 6回陽電子消滅国際会議報告

今年4月3日から 7日にかけて，アーリントンテキサ

ス大学 (Fortworth，Texas) で表記国際会議が催され

た.26カ国から約250人の参加があった.日本からも13

人が参加したが，ほとんどが物理・金属関係で化学関係

は筆者のみであった.“Fiftyyears of positrons， thirty 

years of positronium"と題する M. Deutschによる

Keynote addressと， 1917年に始まった由緒ある屋内ロ

デオで幕をあけたこの会議は非常に多彩なもので‘あっ

た.このことは下記のセッションの配列をみてもうなづ

けるであろう.これらのセッションで招待講演 ・一般口

頭発表合わせて約130件あった他，ポスター発表が約150

件で、あった.

セッション(順序は並べ直しである〉

気体中の e+の散乱 ・消滅

気体中のポジトルニウム形成

液体中の e+の消滅

ポジトロン ・ポジトロニウム化学

生物物理 ・相転移

金属

非金属

非品質金属

アルミニウム合金

金属中の欠陥

照射金属，金属中の水素 ・窒素・酸素

固体物理

宇宙物理

表面

新しい研究手段(主として slowe つ

2次元角相関

PET (Positron Emission Tomography) 

前回の国際会議0979年 4月 ・日本)では金属の欠陥や

照射損傷の陽電子消滅による研究が一大トピックスであ

った.今回は突出した部分がめだたなし、かわりに地道な

研究が着実に進められているとの印象が深L、。特にポジ

トロン，ポジトロニウムの化学は面白くなりつつある.

先ずそれを報告しよう.

Mogensen (デンマーク〉は Ps形成のスパー反応モ

デルについて，特に電子移動度に関する放射線化学の最

近のデータ (CoFoへ炭化水素を加えると f が小さく

なるという Delftグループの仕事など)とよく一致

(定性的にだが〉することを強調した.同じグループの

Jacobsenは Freemanのところで多原子分子の高圧気

体中で肱射線スパーの存在を確めているが，その中での

geminate ion収率の圧力依存性と Ps形成確率の圧力

依存性に相闘があることを示し，スパー反応モデルの妥

当性を主張した.Ps強度が常圧での 0.4--0.5から高圧

で0.8ぐらいまでになるとのことであったが，より高密

度の液体での値 (--0.4)にどのように繋ってL、くのか，

スパーの構造に関連して大いに期待される研究である.

Ps形成と放射線化学的過程との関連については， この

他にも我々と， Wikander (スエーデン)， Strasbourg 

グループが発表した.後者は残念ながら欠席しタイトノレ

が読まれただけだったが，水溶液系で興味ある知見を多

く生産している.Galdanskiiら(ソ連〉は CoFoなど

のPs形成反抑制効果と fluorescenceの関係を論じる予

定だったが，これも欠席だった.

Ps形成について， Oreモデル の立場で論ずるものは

なく， 逆に 「これはスパ一反応モデ‘ルで、考えると…」と

云った工合に，何気なくスパ一反応モデルが持出される

ことが多く なった. スパーモデルで‘は電子のことは肢射

線化学のデータがあるものの，もう一方の e+について

は反応性の知見が少なく歯がゆいところが多い e+の

implantation profile に対する電場効果から e+の移動

度を求める試みが報告された (Heinrichand Schultz， 

スイス)が μ(eつ が nーヘキサンとベンゼンで‘それぞ

れ 100，8.4 cm2jV. secと p.-~.こ比べて桁違いに大き

い値が報告されていたのは驚きだった.追試を要するが

本当なら影響するところ大であろう.

e+やPsを含む化合物について， 主として理論面のア

プローチもあった (D.M. Schroder，他). solvated 

positronは実験面ではその存在が確信されているとみて

よいが，構造はわからない.P. E. Cadeらは， (H20)n 

e+のクラスターについて計算していた e+や Psの化

合物は寿命の短かさの故に光吸収スベクトルやESR等

の分光学的手法が使えないので直接的なデータをとるこ

とがむつかしい.

陽電子消滅法が凝集状態の不均一性を反映することは

よく指摘される.この視点からの研究としては， ミセル

系での criticalmicellar concentrationとPs形成の関
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係 (H.J. Ache，他).生体膜・生体関連物質の相変化

(S. Y. Chuang， Y. C. Jean，他〉など興味あるデータ

も多かった.何か重要なことを検出しているらしいが，

具体的に何なのかは依然、として残された問題である.

HzO・EtOH混合溶液系で. Ps強度を組成に対して

プロットすると. H20: EtOH= 1 および 4

のところに極小ができる.クラスタ ー形成が eーのmob-

ilityに影響を与えると論じられた (F.A. Smithら，

英国)が，ポジトロニウム化学がそのような知見を与え

ることが確証されれば，大いに有効な道具となろう.

新しい傾向としては e+の負の仕事関数を利用して

物質表面から slowe +をとり出して「陽電子銃」をっ

くり，これを分光学的に利用するものがある.LEEDに

対応した LEPD(Low Energy Positron Diffraction)， 

電子エネルギー損失スベクトルに対応した e+エネルギ

ー損失スベクトル.slow e +をプロープとする表面のキ

ャラクタリゼーションなど実測の報告が A.P. Mills 

(Bell Lab.). K. F. Canter (Brandeis Univ.) • 

K. G. Lynn (B. N. L.). W. Triftsh忌user(Munchen) 

らによってされた.slow e +ビーム強度の点で実用には

いま一歩というところであるが，今後期待される分野で

あろう.slow e +を金属表面に入射すると， Ps，励起状

態 Psが収率よく生成するが. Psの Lymannα 線の観

測. 13S-23S状態のエネルギー差測定など原子分光

学的な pioneeringな仕事も特筆される.slow e +は e+

と気体分子の散乱実験にも欠かせない e+とHe，Ne，

Arの散乱での Ramsauer・Townsend極小の観測や e+

散乱断面積と e-散乱断面積の類似(高エネルギー側〉

と相異(低エネルギー側〉など細かいことも明かになり

つつあるくT.S. Steinら). 

変ったところでは， 宇宙空間からの消滅r線の観測

(赤外シフトし，時間変動する)の話もあった.星の生

成消滅，宇宙空間 (H2. H. H-， e ーの極低温希薄ガ

ス系)での e+過程と関連があるらしい.陽電子消滅の

診断医学への応用である PETも消滅r線検出効率と位

置分解能の向上がはかられている.寿命測定とドップラ

ー幅測定の 2パラメーター測定 (Tanigawaら〉 も新

傾向として注目できる.その他，ポジトロニウムとミュ

オニウムの比較 (D.C. Walkerら. R. F. Kief1) . 

グラファクト層間化合物の研究 (Heinrichら). イオ

ン結晶中のB10ch状態Psのエネルギー状態 (Fujiwara

ら〉など，化学関連領域で興味深いものも多かった.

日本の陽電子消滅人口は決して少くないが，化学関係

はあまり強くない.放射線化学等との関係も明かになり

つつあり，面白くもなりそうなので，本会の皆さんにも

っと関心をもってもらう努力をしなくては…と思ったこ

とだった.

〈東大・原子力研究総合センター 伊藤泰男)
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TO PICSC I POTOPICSC I POTOPICSCIPOT 

~{ルタ4~~

クロロフィルaニ量体のカチオン種

光合成系は光合成系!と Eとし、う二つの系から成って

おり，各々反応中心 1(P700) および反応中心n(P 

680)を有している. 1956年， Kokl)が葉緑体に閃光照

射した際， 700nmの吸収が減少することを見い出して以

来，この700nmに吸収を持つものは反応中心 Iであるこ

とが次第に明らかになってきた.閉じく 1956年Commo-

ner等は葉緑体に光を照射すると可逆的な ESRシグナ

ノレが観測されることを見い出した2). その後の研究で，

このシグ、ナルは P700が光開変化されて生成した P700+・

に由来することが示された.Norrisらは ESRシグナノレ

のg値と線幅から P700+・はクロロフィル a二量体のカ

チオンラジカルに基づくものであろうと予想した3). 一
方クロロフィル aの物理化学的研究も進展し， クロロ

フィル aの低温高濃度溶液では 700nmに吸収駆大をも

っクロロフィルが生成することが判明した Brodyと

Broydeはこの吸収をクロロフィル aの二量体によるも

のと考えた4) その後，Wasielskiらはbis(chlorophy llide 

a) ethylene glycole diester (クロロフィノレ aの合成

二量体)を四塩化炭素に溶解させ，湿った窒素ガスを通

じると赤色帯の吸収極大波長が 677nmから 697nmにシ

フトすることを見い出したの. この結果は 2個の水分子

が2個のクロロフィル aを水素結合でサンドウィチ型に

変化させたとして解釈された.また Fongと Koester

はクロロフィル a自身が低温飽和炭化水素中で大部分二

量体となり，その吸収極大が 702nmであることを見い

出した. しかし， その試料作成法には再現性がなかっ

た. 1981年にはホーレン草より抽出したクロロフィル a

を真空乾燥後， 蒸留したこのメ タノ ールに溶解させ，メ

タノ ールを留去し真空乾燥後，飽和炭化水素に溶解させ

ることで，再現性よく低温で -----700nmに吸収極大を持

つ試料溶液が作製できるようになったふ7).

P700についての最近の研究結果では， クロロプラス

トの明暗差スベクトルの研究8)や閃光照射後に生成する

中間体9)の詳しい検討で， P700+・が 810nm付近に吸

収極大をもつことが示された.もしクロロフィル aの二

量体が P700のモデル化合物で、あるならば，二量体のカ

チオンラジカルも P700+・と似た吸収を持つことが予想

される。以上の見通しに基づき，四塩化炭素を電子除去

剤として添加したクロロフィル a二量体を含む 77K炭

化水素溶液にT線を照射し，カチオン種の吸収スベクト

ルを観測した所，吸収極大波長は956nmであった6) ま

たその ESRシグナルの線中は 7.5Gで単量体のカチオ

ン種の11Gに比べて狭い.単量体カチオン種の吸収極大

波長は 815nmであることからみて， P700+・の吸収ス

ベクトルは二量体よりは単量体カチオン種に近い.これ

らの結果は次のように解釈される. P700+・の吸収スベ

クトルは室温で、観測されているので，二量体カチオン種

の解離反応、が起き，クロロフィル aの単量体とそのカチ

オン種に解離している可能性がある.実際，炭化水素溶

液中の二量体カチオン種は 77K より 昇温することによ

り，その吸収極大波長が 956nmより短波長にシフトし

てゆく.この解釈を正当なものとするには P7∞を濃縮

した試料の 77Kでの閃光照射実験を行い，810nm付近

に吸収極大をもっ P700+・の前駆体を調べる必要があ

る.しかし試料が多量の水を含むため，光散乱強度が増

し測定が困難になると予想される. いづれにしても，

P700+・の吸収とクロロフィル a二量体カチオン種の吸

収スベクトルの 差異を解明することは今後の課題であ

る.
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(理研星野幹雄〉

スピントラ''}ピンゲ法の放射線化学への

応用。一蛋白質と核酸を中心として一

スピントラッピング法は多方面に渡り放射線化学研究

に応用されている.ここでは，蛋白質と核酸の放射線化

d
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学へのスピントラッピング法の応用にだけ内容を限らせ

て戴く.また，スピントラッピング法についてさらにエ

レガントな方法に発展させた京大波多野研究室でのラジ

カルクロマトグラフイによる一連の研究があるが，これ

についてはすでに本誌1)に森家により紹介されているの

で，それを参考にして戴きたい.

まず蛋白質関連物質では，より蛋白質に近いという事

でアミノ酸のジペプチド， トリペプチド，ポリペプチド

が実験に供され， eーとの反応2)，OHとの反応3)，両反

応を同時に含む場合4) S 0'4との反応5) 過酸化ベン

ゾイルとの光化学反応6>， UV分解9.10.11.12)固体状態で

のr線分解13)などがスピントラッピング法により研究さ

れ，ラジカルを介した蛋白質の放射線化学反応の解明に

威力を発揮している.e-の場合，一般に eーはペプチド

のごc=Oに付加し，さらに脱アミノ反応を導びくこと

が示された2.4) OHの反応は， ジおよびトリペプチド

の場合，カルボキ、ンル末端側の CaからのH引き抜き反

応が主で，側鎖からのH引き抜きも報告されている 3.4)

ポリペプチドになると OHはC末端に限らず，非特異的

に Ca からHを引き抜くことが明らかにされているお.

SO'4との反応と過酸化ベンゾイルとの光化学反応を用

いた実験で・は，ペプチドからの電子移動が起こり，電子

を失なったペプチドにおいて脱カルボキ、ンノレ反応が起こ

る5.6) この様な脱アミノと脱カルボキシル反応が同時

に起こる反応系として， UVによるペプチドの分解があ

り，光吸収による電子の放出，正電荷の生成と移動反応

により説明されている7). 固体の T線分解ではUVの場

合と類似の反応が起こるが，最終的に Caでのラジカル

生成となって，系全体として準安定状態に入っているの

が特徴である様に思える8)

核酸関連物質では，塩基，ヌクレオシド，ヌクレオチ

ドの固体状態の照射による生成ラジカル9)，および UV

分解反応10)のスピントラッピング法による研究が最近相

次いで報告された.国体のラジカルについては，すでに

多くの単結晶 ESRによる研究報告があり，本方法はむ

しろそれを補足する意味で用いられたといえる.ピリミ

ジン塩基については， N1， N3， C5， C6に局在し

たラジカルがトラップされているが，スベクトルの解釈

に相違が見られる9) この方法を利用する際の難かしい

一面を物語っている.プリン塩基についてはほとんど情

報は無い. ヌクレオシド，ヌクレオチドの糖ラジカルに

ついては，その同定は一層困難なものになっている10)• 

さらに糖だけについても， この方法が試みられている

が11)，糖の放射線分解反応の複雑さ12)を考えると，さら

に数多くの糖について組織的に研究する必要がある様に

思える.
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(北大桑原幹典)

電子線硬化法によるフレコート鋼板の

製造

冷蔵庫，洗濯機など色とりどりの家電製品や，自動販

売機，事務機器などに使われる鋼板は製鉄メ ーカであら

かじめ塗装してから出荷されるものが多くなってきた.

従来冷蔵庫などは冷延鋼板を箱型に組み立ててから塗装

し，焼きつけていた.組み立て後塗装という意味でポス

トコートと呼ばれている.これに対し，平板の鋼板に事

前塗装しであるのがプレコート鋼板である.プレコート

鋼板を使えば家電メーカは塗装工程が不要になり，組立
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て工程の合理化，公害防止に大きな効果がある.

この度，プレコ ート鋼板の分野で電子線硬化法を適用

したEBCエリオ鋼板が開発され，本年4月から大日本

エリオ東京工場(新日鉄，大日本印刷の関連会社〉で生産

が開始された.金属板に対する電子線硬化法の適用は世

界で初めてのことであり，多大の関心が持たれている.

電子線硬化については大部分の読者はすでによくご承

知のこ とと思う.有望な放射線プロセスのーっとして諸

所で研究開発が進められている.近年ますます期待が大

きくなっている理由として，次の二つが特に重要な要素

であると思われる.一つはやはり省エネの面である.例

えばプレコート鋼板を製造する場合を例にとれば，熱硬

化法では塗膜を硬化させるためには，通常 300・C内外の

熱風で塗腰を加熱するが，その時鋼板自身をも加熱する

必要があり，これではいかにも余分なところにエネルギ

を消費していることがわかる.一方電子線硬化法では発

生した電子線は直接塗膜に入射し，反応を開始させるの

でその利用効率は高く，出力のほぼ50%になると考えら

れる.概算的に言えば熱，紫外線，電子線の各硬化法に

要するエネルギは 100: 10: 1の比率になると言われて

いる.二番目の要素としては低エネノレギ電子線加速機の

著しい進歩があげられる.10年前までは 300KVの加速

機が下限電圧で、あったが，今や 150KVのものが入手可

能である.このような低電圧のものは 40μm程度までの

薄膜の照射には最適で，装置が小型化し，しゃへいも簡

素化できる.

このような低電圧加速機を用いた電子線硬化プロセス

がすでに数多く稼動している.基材としては紙，フィル

ム，木質板，スレート，自動車部品などで，コーティン

グ，ラミネーション，植毛接着などの加工が行なわれて

いる.ところで，金属板については有望な分野だとされ

ていたが， 未だ企業化されたプロセスは一つもなかっ

た.その理由は金属用塗料として十分な性能を有するも

のがなかったからである.この度従来の熱硬化法による

塗膜性能よりも一段とすぐれたものが開発されたので，

企業化が始まることになった.

企業化の対象となったのはエリオ鋼板とL、う高級プレ

コート鋼板で，すでに熱硬化法による製品が出されてい

た.このエリオ鋼板は家電製品，厨房器具などの外板，

ドアや間仕切りなどの建材用途などに広く使われてい

る.高級プレコート鋼板の特性として重要なことは塗膜

が美しく(光沢が高しつ，硬く(硬度が高L、)，さらに使

用用途によっては柔軟で、ある(加工性がすぐれている〉

こと，あるいは汚染されにくいことなどが要求される.

電子線硬化法を適用してこれらの塗膜性能の特徴を求め

ると共に省エネ，高速キュア，省スペース，速運転起動

停止性などのプロセスメリットを生かそうとしたことは

言う までもない.

現在二種類の製品が開発されている.硬くて(鉛筆硬

度 2H)，加工性が良好な(180。完全曲げ可〉製品，およ

び非常に硬く (8H)，ほうろうにも匹敵する耐汚染性

を有する製品である.前者は新日鉄，日本ペイント，大

日本エリオ，東レの四社が共同開発したものであり，後

者は新日鉄により開発された.これらの製品はすでに大

日本エリオで生産されている.

このように電子線硬化法により得られたプレコート鋼

板から造られた冷蔵庫，洗濯機などの家電製品，さらに

は白板，建材，事務器，車輔内装などの製品がやがて皆

様の身辺に出まわって来るであろう.放射線プロセスの

開発に従事している一人として，電子線硬化ラインが続

つぎと企業化され，世乃中になくてはならない技術とし

て定着することを祈っている.

(東レ開発研究所藤岡修二)
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日中放射線セミナーのお知らせ (H ) 

さきに，お手紙ならびに会誌「放射線化学」地33でお

知らせいたしましたが，その後4月10日に上海で中国側

と打ち合わせました結果により若干の訂正と追加をいた

します.

思い返しますと I 20年前に米国の放射線化学者がハワ

イ及び日本にまで来て，日米放射線セミナーで私達に研

究の最新結果を述べて，討論をしてくれました.その事

は， 日本における放射線化学研究の発展に非常に寄与

し，私達は心より感謝しております.閉じ事を，私達は

中国に対して行うべきであり，今回のこの日中放射線セ

ミナーに，日本放射線化学会のベストメンパーが，ベス

トの研究成果を携えて積極的に参加し，中国における放

射線化学研究のレベルアップに寄与すべきだと考えま

す.そして，その結果10年後には，日中放射線化学者が

対等に討論できるようになるものと信じております.け

っして，今回のシンポジウムが単なる国際親善のための

ものだけでなく，また観光を主体とするものでないこと

を強調したし、と思います.

お知らせ

1. 主催，共催，後援

主催 :上海科学技術大学 (chairman:馬端徳教授)

上海対外科学技術交流中，む

共催:日本放射線化学会

後援:上海市

2.期日

1983年 4月17日(日).......23日(土〉

3.分野

中国では上海及び長春にそれぞれ40.......50名の研究グ

ノレープがあり，応用研究を中心に活動していますが，

初期過程等の基礎研究の重要さも認識しており，さら

に線源，食品照射の分野も含めたいと申しております

ので，放射線化学の全分野にまたがるわけでありま

す.

4. 発表ならびに参加者

参加者は，招待講演者，一般講演者，討論のみの参

加者および同伴者の 4つに分かれ，中国側が滞在費を

負担するのは招待講演者に限られます.他の参加者

は，滞在費，国内旅費I Excursionの費用は，実費で

自己負担していただきます.費用の金額につきまして

は，現在中国側とつめておりますので，きまりしだい

お知らせ致します. 発表 paperの種類および採用は

中国側が決定致します.件数は，予算と時間の関係でか

なり制限されるものと思われますので御了承下さい.

同伴者として，奥様の参加を観迎しておりますが，そ

の他の特に小さい子供の方は御遠慮下さい.

5. 第 2回日中セミナー

第 2回のセミナーは，日本で行われる予定で，上海

と姉妹都市である大阪が候補地となっています.

6. 申し込み〆切

論文発表参加希望の方には，先日中国側の意向によ

り，非常にあわただしく〆切日を決めて申しわけあり

ませんでした.あらためて交渉した結果，〆切日を 6

月30日とし 7月10日に先方にアブストラクト(英文

200語程度〉を送ることにしました. なお現在のとこ

ろすでに20件のアブストラクトが集っており，中国側

に発送ずみです.

7. 日本側委員

林晃一郎(阪大 ・産研〉

田畑米穂(東大 ・工〉

今村 昌(日本放射線化学会会長〉

佐藤 伸(同副会長〉

東村武信(同副会長〉

波多野博行(同事務局〉

相馬純吉(次期事務局〉

理化学研究所

第 4回加速器科学研究発表会

期 日 昭 和57年11月24日(水).......26日 (金)

会場理化学研究所(埼玉県和光市〉

内容総合報告，現状，将来計画，イオン源，入射器，

高周波，軌道解析，ビームトランスポート，運

転制御，データ処理， ビーム診断，磁石，真空，

電源，冷却，放射線管理， 遮へい，応用，その他

参加費 6，∞0円

問合せ先 351和光市広沢 2-1 理化学研究所サイク

ロトロン研究室河野功.

電話 0484-62-1111 内線 4011.

P. Kebarle教授講演会

日時 10月7日(木)15: 00....... 17 : 00 

会場理化学研究所レーザー棟会議室(和光市広沢 2

演題 Kineticsand Equilibria of Ion-Molecule Rea-

ctions with a High-Pressure Mass Spectrome-

ter. Acidities and Basicities in the Absence 

of a Solvent. 
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Kebar1e教授(カナダ ・アノレパータ大〉が一貫して

行なっておられる，高圧質量分析計を用いたイオン一分

子反応，とくにプロトン移動の反応機作と平衡に関する

測定から，気相における分子の acidity と basicityを

液相におけるそれらと比較検討した結果について講演戴

く予定です.

ス 11111111

おわび

本誌前号で筆者が報告しました「第28回 IUPAC会

議放射線化学セッション報告」の文中で出席者の氏名を

羅列しましたがその記述において大阪府立放射線中央研

究所川端啓介氏のお名前が脱落しておりましたことをこ

こに申し述べさせて頂きます。筆者のこの不注意により

同氏に多大のご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詑

び致します 志田忠正 〉
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i2 事本 A 

Z玄

第36回理事会

昭和57年4月1日午後 5時30分より日本大学文理学部

本館において56・57両年度の役員32名出席のもとに聞か

れた.

報告 1

事務局より後記別表の56年度事業報告および56年度会

計報告が行なわれ，桜井 ・林両幹事による会計監査報告

とともに承認された.

報告2

武部理事より 57年度討論会は前回総会で決定の通りの

計画にしたがって準備を進めている旨，報告があった.

議事 1 58年度討論会開催地

昭和45年以降の開催地一覧表に基いて討議し大阪大学

地区を候補とすることを承認した.

議事 2 Kebar1e教授招へいの件

今村会長より Kebar1e教授招へい委員会を設ける

旨，提案があり委員として今村，瀬戸，吉原，田畑，波

多野， 5氏を選出した.

議事 3 事務局移転の件

58年4月1日以降の事務局候補地を検討し北海道大

学工学部に依頼する件が承認された.なお，賛助会員な

どに対応する窓口を何らかの形で固定化する可能性につ

いて今後検討していくことが話し合われた.

議事 4 日中放射線化学セミナーの件

林監事より交渉の経過報告がなされ， 4月上旬に中国

側と打合せをする予定であること，その結果は全会員に

通知する予定であることが説明され了承された.

議事 5 応用放射線化学シンポジウムの件

57年度のシンポジウムは関西地区で行い，山岡理事に

担当を依頼する件が承認さるた.

議事 6 編集担当理事の追認

東村編集委員長より山岡理事を編集委員に追加の要請

がありこれを承認した.

議事7 入退会者

下記の入退会者が承認された.

入会者

〔正 ・学会員 3名〕

111 

並木章，小貫蕪，志村敏男

退会者

〔正会員〕徳正茂雄，鈴木桃太郎

。昭和56年度事業報告

56年8月 若手の会夏の学校，イオン反応研究会援助

か 9月会誌 16巻 32号発行

か 10月 第35回理事会および第18回総会開催

57年3月 第 2回応用放射線化学シンポジウム「情報

科学技術への放射線利用の可能性を考え

る」開催

か 3月会誌 17巻 33号発行

か 4月 第36回理事会開催

く〉昭和56年度会計報告

昭和56年度予算および会計対照表

昭和 56年度会計 |昭和56年度予算

<収入の部>

賛助会費 1，690，000 2，000，000 

個人会費 595，000 559，500 

雑収入 536，437 500，000 

銀行利息 6，541 

繰越金 130，520 

3，869，632 3，190，020 

<支出の部>

事務費〈人件費含〉 300，000 

通信費 88，530 100，0∞ 

印刷費 1，689，210 1，700，000 

会議費 71，100 120，∞o 

会誌発行費 150，280 350，∞o 

連絡費 20，000 20，000 

討論会等補助費 278，260 300，0∞ 

夏の学校援助費 102，∞o 1∞，∞o 

予備費(募金経費等〕 。 50，∞o 

繰越金 1，186，087 150，020 

同 9，632 I 3，190，020 

ハU



本

協賛助会員

名

旭化成工業 株 式 会 社

株式会社英 光 社

オーツタイヤ株式会社

鐘淵化学工業株式会社 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 社島津製作所

株式会社レ イ ケ ム

九州電力株式会社

四国電力株式会社

土幌町農業協同組合

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式会社中央研究所

大日本印刷株式会社中央研究所

段谷産業株式 会社

中国電力株式 会社

中国塗料株式会社滋賀工場

中部電力株式会社

東海電線株式会社 大 阪 製 作 所

東京電力株 式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料 開 発 事 業 団

電気化学工業株式会社中央研究所

え』
A 

称

.，6、
A 

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城電気通信研究所

日立化成工業株式会社下館工場

藤倉電線株式会社技術開発本部材料開発部

古河電工株式会社平塚電線製造所

北海道電力 株 式 会 社

北陸電力株式会社

三菱電機株式会社中央研究所

ラジエ工業株式会社

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

531 大阪市大淀区中津5-10-6

595 大阪府泉大津市河原町9-1

520-01滋賀県大津市比叡辻2-1-1

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 大阪市北区小深町3-1 阪急ターミナノレピノレ

108 東京都港区白金台2-9-6

810-91福岡市中央区渡辺通2・1-82

760 高松市丸の内2-5

080-12北海道河東郡士幌町字土幌2線159

540 大阪市東区北浜5-15

554 大阪市此花区島屋ト1-3

618 大阪府三島郡島本町百山2-1

162 東京都新宿区市谷加賀町1-12

803 福岡県北九州市小倉区東港町4-3

730 広島市小町4-33

520-23滋賀県野洲郡野洲町三上

459 名古屋市緑区大高町字北関山20-1

590 大阪府和泉市万町1076

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

980 仙台市一番町3-7-1

107 東京都港区赤坂1-9-13

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

372-12高崎市綿貫町1233

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

319-11茨域県那珂郡東海村白方自銀

208 茨城県下館市大字小川15∞
135 東京都江東区木場1-5-1

254 神奈川県平塚市八幡2700

060 札幌市中央区大通東1

930 富山市桜橋通3-1

661 尼崎市南清水字中野80

370 群馬県高崎市大八木町168

553 大阪市福島区大関町4-43

〈アイウエオI1国〉
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