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〔巻頭言〕

初期過程

佐藤 伸$
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放射線化学の巻頭言を書乙うと用紙をひろげたと乙ろ

に，岩崎さんの言ト報が飛び込んできた.放射線化学の未

来についてのんきな夢でも描いてみょうかと思ったのだ

が，岩崎さんのあの熱ぽい語り口を思い出したら， r未
来の乙とより，今やる乙とを考えたらどうですか.Jと言

われているような気がして，あわれな夢は霧消した.

岩崎さんは ESRで精力的に仕事をして乙られたが，

私には，岩崎さんの眼はいつも放射線化学の初期過程を

見つめていたような気がする.例えば， J. Phys. Chem. 

89， 5278. 1985，の論文は r乙乙までわかった.もう

少しで全部が見える.Jと叫んでいるようだ.乙の論文の

お蔭で，炭化水素の放射線分解が，す乙ぶる具体的な形

で，我々の前に浮かび上ってきている.

放射線化学の初期過程を勉強するには， Prof. Burton 

が chairmanをした、 Symposiumon very early 

effects" CBuenos aires， 1970)を読むといい，といつ

も学生iζ薦めているが，あの当時iζ較べて，我々の初期

過程についての知識はどの位増えたのだろうか.細かい

と乙ろではずいぶん進んだと思うのだが.

初期過程についての我が国でのまとまった議論は，京

大原子炉実験所の専門研究会で1972年に相馬先生がまと

めた、凝縮相の放射線化学一正負電荷の生成と消滅'が

あるだけで，それ以後はないようである.そろそろもう

一度まとめなおす時期に来ているような気がするのだが

どうであろう.

もしまとめるとすれば，気体液体固体にわけで，電子

の減速スペクトノレ，緩和，集団励起に内殻電子の役割，

イオンの形，その反応，空間分布に拡散過程などなど，

そして最後にはターゲット理論，とにかく放射線物理か

ら放射線生物学まで脱んだ話にしなくては面白くない.

とても一人や二人でまとめられる話ではないが，我が固

には，放射線化学の各論では，もっとも人が揃っている.

アメリカより揃っているかも知れない.何とかまとめる

*東京工業大学原子炉研究所教授，本会会長

乙とができれば，四半世紀の日本の放射線化学にー くぎ

りつける乙とができるのではなかろうか.

20年ほど前，光化学の集りで，光化学もそろそろ終

りですね，という話になった.何しろその頃は，光源と

しては水銀灯と真空紫外の共鳴ランプだけだったので，

少なくとも光と孤立分子との相互作用は，微に入り細を

穿ってわかるようになってしまっており，光化学初期過

程としてやる乙とがなくなりかかっていたのである.

と乙ろが，ちょうどその頃からレーザーが光化学の世

界に登場し，多光子吸収から始まって，いまでは御存知の

ように真空紫外まで一光子でとどくようになってしまっ

た.今，光化学はレーザーなしでは何もできなくなって

しまっている.初期過程の議論が終った時点で光化学は

一大飛躍をとげた.

放射線化学の初期過程はそう簡単ではないが，いま整

理しておかないと，次のステップが十分に理解できない

のではあるまいか.SOR光による実験， X線レーザー，

重イオンによる反応，そしてポジトロンやミューオン，

乙れらの反応はすべて放射線化学の初期過程のモデノレと

の比較で初めて理解できるものだと思うのだが.

岩崎さんは確かに， ESR，低温マトリックス， x線と

研究の武器は少ないし，論文の考察でも常にひかえ自に

低温固体の中では乙う見える，としか発言されていない

が，頭の中では液相から気相まで，放射線化学反応の全

体像が大きく広がっていたのではなし、かと思う.さもな

ければ，あれだけの見通しのある議論ができるわけがな

現在，化学反応論の中で問題になっている.イオンク

ラスター，ファンデアワーノレス分子， トンネル効果など，

どれをとっても放射線化学が先鞭をつけた反応ばかりで

ある.放射線化学は乙れからも新しい反応を発堀しつづ

けるだろう.そのとき見通しのある研究をするためには，

初期過程の理解を深めておく必要があると思うのだが，

どうであろう.



〔展望〕

対イオン再結合に対するオンサガ一理論の破綻

一拡散律速反応の理論の新しい展開-

1. はじめに

拡散律速反応は放射線化学においてしばしば現われる.

特にイオンの対再結合は r線のような低 LET放射線

による照射効果を考える上で極めて重要である.物質l乙

低 LET放射線を照射した場合，イオン化は空間的に数

1000λ離れて起乙る.イオン化によってたたき出された電

子は，媒質iζエネJレギーを与えながら減速し，親陽イオ

ンから数10--数 100A離れて熱平衡化する.従って，低

LET放射線の場合には 乙のようにしてできたイオン

対は孤立していると考える乙とができる.熱平衡化した

後，イオン対は互のクーロン力場の中でランダム運動を

しながら再結合する.一般に ある距離だけ離れて出発

した化学種の対が，ランダム運動をしながら再結合する

過程を対再結合という.

オンサガーはイオンの対再結合の理論を最初に提出し

た 1)その後， Mozumder 2) ， Magee 3) ， N oolandげ及び

著者ら5-7) がそれを更に発展させた.乙れらの理論iとよ

り，時刻ゼロで生成されたイオン対が時刻 tまで反応し

ないでいる確率(生存確率)や イオン対が永久に反応

しないで自由イオンになる確率(逃散確率)等が計算で

きる.生存確率は，パルスラジオリシスで観測されるイ

オンの時間的減衰と対応付ける乙とができる.また逃散

確率は，放射線によって生成される自由イオンの収率に

関係づける乙とができる.

電子の易動度の低い液体(例えばかヘキサン)の放射

線分解における対イオン再結合は，乙れらの理論によっ

て非常に良く説明できる.乙れらの理論を用いて，自由

立矢正典*

イオン収率 8，9)及びその外部電場依存性9) イオンの時

間的減衰 10，111，スカベンジャーによるイオンの捕捉11-131

等の実験結果が解析され電子と親陽イオンの距離の初

期分布が求められている.

最近，液体メタン 1必，液体アルゴン 15)のような電子の

易動度の高い液体について，自由イオン収率が測定され

た.その結果，乙れらの液体における自由イオン収率，

特にその電場依存性は オンサガ一理論によって説明で

きない乙とが分った.電子の易動度が高いという乙とは

電子が媒質によってあまり散乱されないという乙とであ

り，電子と媒質の相互作用が弱L、という乙とである.従

って，上の実験結果は，電子と媒質の相互作用が弱くな

るとオンサガ一理論は破綻する乙とを示す.

著者らが以前の総説16)で示したように，バルクイオン

再結合に対するデパイの理論17)は 対イオン再結合に対

するオンサガーの理論と同じ基礎の上lζ立っている.従

って，電子の易動度の高い液体でオンサガ一理論が破綻

するならば，閉じ液体で電子と陽イオンのパJレク再結合

に対するデパイ理論も破綻するはずである.実際，新坂，

鏡野らは，液体メタン中で電子と陽イオンのバルク再結a

合の速度を測定し，デパイ理論が破綻する乙とを見出し ・

ている 1Bl

乙の総説では，電子と媒質の相互作用が弱くなると何

故オンサガ一理論やデパイ理論が破綻するかを考察する.

更に，その時にオンサガ一理論やデパイ理論にとって代

るべき理論について説明する.第 2節ではオンサガ一理

論の概略とその破綻の原因について述べる.第 3節では

オンサガ一理論にとって代るべき理論について説明する.

Breakdown of the Onsager Theory of Geminate Ion Recombination: New Developments of the 

Theory of Diffusion-Controlled Reactions 

* Masanori T ACHIY A 

化学技術研究所基礎部主任研究官，工博.

(略歴)昭和42年東京大学工学部原子力工学科卒業.昭和48年同大学院博士課程修了.・ノートルダム大学研究員，日

本学術振興会奨励研究員を経て昭和52年より現職. (専門)物理化学 化学反応理論. (連絡先)〒305茨城県筑波

郡谷田部町東 1-1 化学技術研究所.
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第4節ではデバイ理論の破綻とそれにとって代るべき理

論について述べる.オンサガ一理論やデパイ理論の破綻

の問題は，もっと一般化して考えると，反応のダイナミ

ックスは反応粒子と溶媒の相互作用の強さにどのように

依存するかという問題になる.クラマースは，粒子が溶

媒と相互作用しながら一次元ポテンシャ Jレの山を越える

モデ〉レを用いて，乙の問題を最初に考察した19) クラマ

ースモデJレに対応する例として スチルベン等のtrans-

ClS異性化が実験的に精力的に研究されている.また理

論的lζはクラマース理論の改良 拡張が多数の研究者に

よって試みられていて 乙の分野は化学反応論における

最もホットな分野の一つになっている.第5節ではクラ

マース理論とそれをめぐる状況について若干紹介する.

2. オンサガ一理論とその破綻

対イオン再結合のオンサガ一理論については，すでに

著者らが乙の誌上で総説16)を書いているので，乙乙では

以下の議論に必要な最小限の説明にとどめる.オンサガ

一理論は，イオン対のランダム運動を記述するのにスモ

Jレコフスキー方程式を用いている.

ヂ'=DV(Vw+.
w 
"' Vv) ( 2. 1 ) 

kBT 

乙乙で ω(r，t: ro) drは時刻ゼロで roだけ離れて出発し

た対が時刻 tで r-r+drだけ離れている確率であり .D

は対の拡散係数の和である.v (r)は対聞に働く相互作

用ポテンシャ Jレで‘あり イオン対の場合にはv(r)=

_e2/，εrで1与えられる.乙乙で εは媒質の誘電率である.ま

た外部電場Eが存在する場合には，ポテンシャノレはv(r)

=-eO/εr+ercos8で与えられる.乙乙でOは電子と陽イ

オンを結ぶ線が電場となす角度である.オンサガ一理論

では，イオン対はある臨界距離 aまで接近すると必ず反

応すると仮定している.aは反応半径と呼ばれている.

乙の条件はω(r.t:ro)を用いて次のように表される.

ω(r， t : ro )=0 for Irl=a ( 2. 2 ) 

( 2. 1 )式を初期条件及び上の境界条件の下で解くと，

ω(r， t: ro)が得られる.通常ω(r.t:ro)自体は実験的iζ

観測できない.実験的に観測できるのは， ω(r，t: r 0 )を

r について全空間で積分した生存確率W(ro.t )である.

W(ro.t)=J w(r.t:ro)む ( 2.3 ) 

また逃散確率cp(ro)は生存確率の t→∞における極限値

と考える乙とができる.

cp (ro) =lim W (ro. t) 
t-令 国3

( 2. 4) 

オンサガー 1) によれば，外部電場が存在する場合のイ

第 44号 (987)

オン対の逃散確率は 電場Eが低い場合次のようになる.

cp (ro) =exp( -rc/ ro)( 1+eErc/2 ksT) (2.5) 

乙乙で rc はオンサガー距離と呼ばれる量で• rc=e2/ E kBT 

で与えられる. (2.5)式を実験と比較する場合，初期間隔

roが未知なので直接比較する乙とはできない. しかし，

( 2. 5)式によれば，自由イオン収率を電場の強さに対し

てプロットすると，低電場では直線が得られるはずであ

る.更に重要な乙とは，乙の直線の傾きと縦軸の切片の

比は，媒質の誘電率と温度のみに依存し，初期間隔には

依存しない定数 e3/2EkB2T2 になるという乙とである.

乙の乙とは初期間隔が分布している場合にも成り立つ.

ルヘキサン等について乙の乙とは実験的に検証され20)

オンサガ一理論の妥当性の根拠となっている.

液体メタンの自由イオン収率を電場の強さに対してプ

ロットした結果を図 1Iζ示す必電場がゼロに近付くと

自由イオン収率が急激に落ちるのは，バルク再結合の影

響である.しかしそれを考慮したとしても，実験結果と

オンサガ一理論の一致は非常に悪い.乙の原因は，先に

述べたように，液体メタンでは電子と媒質の相互作用が

弱いためで・あると考えられる.オンサガ一理論は，イオ

ン対のランダム運動を記述するのにスモルコフスキー方

岬4

W~ 

U 

σ3 

ひ」

。
O 2 3 4 5 

E (kV/c:m) 

図 163K液体メタンの自由イオン収率GtjEの外部

電場依存性 ωGd'"の単位は吸収エネJレギー100eV

当り生成される自由イオンの個数.実線はオン

サガ一式.

3 



図 2 反応粒子PとQの初期配置 rは初期間隔 a

は反応半径.

程式を用いている.ところでスモJレコフスキー方程式は，

より一般的なフォッカー・プラン夕方程式の一つの極限

形である.フォッカー・プランク方程式は，ランダム運

動する粒子の位置の分布ばかりでなく速度の分布も陽に

考慮する.

θw 1...， ksT f= :n VrvVuw-uVrw+rVu[u糾一読~Vuω]( 2. 6 ) 

乙乙でwCr，u，t)dr duは粒子を位置r-r+dr，速度u-

u+du Iζ見出す確率であり mは粒子の質量， Tは摩擦

係数である.また下ツキ添子 r，Uはそれぞれ r，u に

ついての微分を表す.上式で粒子と媒質の相互作用が強

く粒子の運動は媒質と常に熱平衡にあると仮定すると，

スモノレコフスキー方程式が導出される21) 従って，液体

メタンのように電子と媒質の相互作用が弱い場合には，

スモルコフスキー方程式は適用できず，より一般的なフ

ォッカー・プランク方程式を用いなければならない.

対再結合のダイナミックスが粒子と媒質の相互作用の

強さにどのように影響されるかを非常に簡単な例で考察

してみよう22l粒子Pは原点に固定され，粒子Qは距離

rだけ離れて出発し媒質によって散乱されながらランダ

ム運動をするとする. pとQの聞には力は働かず，距離

aまで接近すれば必ず反応するとする.乙の場合粒子Q

と媒質の相互作用の強さは，媒質による散乱Iζ対するQ

の平均自由行程 Jを用いて表すと便利である.相互作用

が強ければ強い程， Qはしばしば散乱され平均自由行程

は短い.Qの平均自由行程が非常に短い場合には， Qの

運動はスモルコフスキー方程式を用いて表す乙とができ

る.乙の場合逃散確率は次のように求められる5)

ψ(r) =l-a/r ( 2. 7 ) 

一方Qの平均自由行程が無限に長い場合には，幾何学的

考察によって逃散確率を求める乙とができる.図 2で，

QがPを中心とした半径aの球を見込む立体角内に飛び

出せばPと反応するが，それ以外は反応しない.従って

乙の場合には逃散確率は次のようになる.

gJ(r)=[I+.Jiー(a/r)2 J/2 (2.8) 

4 

図3I乙逃散確率の平均自由行程に対する依存性を示す.

横軸は初期間隔を表す.1/ a→OとI/a→∞の曲線はそれぞ.

れ(2. 7 )式と(2.8)式を表す.中間の I/aの値に対する

曲線はモンテカノレロシミュレーションによって計算した.

乙の例から，粒子と媒質の相互作用の強さが，対再結合

のダイナミックスにどのような影響を及ぼすか，ある程

度理解が得られたと思う.

3. オンサガ一理論を越えた理論

対イオン再結合に対する電子と媒質の相互作用の強さ

の影響は，原理的には，スモルコフスキー方程式の代り

に，より一般的なフォッカー・プラン夕方程式を用いる

乙とによって調べる乙とができる. しかしフォッカ-・

プラン夕方程式では，分布関数 ω(r，u，t)は位置 rのみな

らず速度 Uの関数でもあるので 取り扱いが難しい.例

えばイオン対は距離aまで接近すると必ず反応するとい

う条件は， w( r， u，t )を用いて表すと次のようになる.

ω(r，u，t)=O for Irl=a and r-u>O (3.1) 

即ち，乙の境界条件は半径 Gの球面上で外向きの速度成

分を持つ分布関数はゼロであると規定するが，内向きの

速度成分を持つ分布関数については何ら規定しない.乙

のような境界条件を扱うのは容易ではない.

我々はフォッカー・プラン夕方程式を用いる代りに，

モンテカノレロ法を用いてシミュレーションを行った.23，241

電子と媒質の相互作用の強さは 媒質による散乱に対す

1.0 

0.8 

a.. 0.6 

0.4 

0.2 

O 

i/o・1

1/0+。

14 

図 3 逃散確率ψ(r)Iζ対する平均自由行程 iの影響22)

fは初期間隔 aは反応半径.
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る電子の平均自由時間 r (散乱頻度の逆数)を用いて表

す.陽イオンの拡散係数は電子の拡散係数に比べて2桁

以上小さいので，陽イオンの運動は無視し原点に固定す

る.電子は距離 rだけ離れて出発し，平均自由時間 rで

媒質によって散乱される.平均自由時間は散乱と散乱の

聞の時間間隔の平均を表し，個々の時間間隔は勿論分布

している.散乱によるエネノレギー交換に対しては BGK

モデJレ25)を採用する.即ち，散乱前の速さに関係なく散

乱後の電子の速さはマクスウェ Jレ・ボルツマン分布l乙従

うと仮定する.また散乱後の電子の速度の方向はランダ

ムであると仮定する.散乱と散乱の聞は電子は陽イオン

のクーロン力場で(外部電場が存在する場合にはクーロ

ン力場と外部電場の共存下で)力学的運動を行う.

オンサガ一理論では電子が陽イオンlζ距離 aまで接近

した時反応したと考えた.乙れを空間的条件と呼ぶ乙と

にする.電子の運動が媒質と熱平衡にない場合には，反

応の条件を空間的条件によって表す乙とは適当ではない.

図4で反応半径を例えば 0.1rcととろう.空間的条件に

よれば，電子が陽イオンに O.1 rcまで接近すれば反応し

たととになるが，もしその時電子の全エネJレギー(運動

エネルギー+ポテンシャノレエネルギー)が正ならば，電

子は再び陽イオンのクーロンポテンシャノレを逃れて行く

のは明らかである.乙の乙とを考慮して反応の条件とし

てエネルギ一条件を採用する.即ち，電子の全エネJレギ

ーがある臨界エネノレギーEcrit以下に落ちた時反応した

と考える. Ecritの値が-5ksT以下ならば結果は Ecrit

の値に殆ど依らなかった.Ec山の値としては -10ksT

を用いた.電子の運動が媒質と常に熱平衡にある場合に

は，電子は図 4でクーロンポテンシャノレから熱エネルギ

-ksT程度上のと乙ろを. クーロンポテンシャ Jレを這

うようにして陽イオンiζ近付く.従って，電子が陽イオ

ン![O. 1 rcまで接近した時には電子の全エネJレギーも大

体 -10ksT以下になり 乙の場合には空間的条件とエ

r一一ー

fe 
T 

図 4 エネノレギ一条件と空間的条件の関係.

第 44号 (987)
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図 5 生存確率W(t)に対する平均自由時間 Tの影響q
初期間隔はr/rc=O.5. rの単位はrc/(ksT/m)内

ネノレギ一条件は等価になる.

上で述べた方法により計算した結果を以下に示す.図

5は対の生存確率 W(t)Iζ対する電子の平均自由時間 T

の影響を示す.電子と陽イオンの初期間隔はr/rc=0.5で

ある rの単位は熱速度 Uth=J'石方友で、オンサガー距

離rcを走るのに要する時間 rc/Uthである.横軸 tの単位

は rc2/4Dである.平均自由時聞が短くなると我々の結果

はスモルコフスキー方程式に基いた結果に一致するはず

である.実際.r=O.Olの結果は Hong-Noolandi26)の

結果に良く一致している.乙の乙とは我々のモンテカJレ

ロシミュレーションの精度の保証になる.

0.75 

炉
)
〉
〉

0.60 
o 0.1 
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図 6 生存確率W(t)の減衰に対する平方根則勾r=O.5.
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生存確率W(t)の減衰に対する一次速度式プロ

ット 23)少は逃散確率.tの単位はrc/(kBT/m)円

。τ=0.05

0.5 

10 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

ロ

8 6 

T 

4 2 
0.01 

O 

図7

0.1 

&
1
(炉
)
〉
〉

スモJレコフスキー方程式に基いた結果で、は.tの大き

いと乙ろで生存確率は tの平方根に逆比例して減衰する2，ω

(平方根員11) .図 6によれば平方根則は平均自由時間

が長い時 (τ=0.5)にも成り立つ乙とが分る. しかし平

方根則の成り立つWの範囲は平均自由時間の増加ととも

に減少する.

スモルコフスキー方程式に基いた結果では，生存確率

の減衰は一次速度式にも二次速度式にも従わない.平均

自由時間が長い時には，電子は媒質によって散乱されて

別の軌道に移る前に 陽イオンの回りの同じ軌道を何回

か回る乙とができる.乙のような場合には，電子の運動

は媒質による散乱によって誘起されるリドペリー状態閣

の遷移として表す乙とができるだろう.従って，対再結

合のダイナミックスは大雑把に言って一次速度式に従う

と予想される. ，=0.5の時には生存確率の減衰は，図 7

の一次速度式プロットで大雑把に言って直線を示し，上

の予想が正しい乙とを立証している.

対の逃散確率については図 6のようなプロットの縦軸

の切片から求める乙とができる.実際には計算時間の節

約のため，陽イオンを中心とした半径10rcの球を考え，

乙の球の外に出た電子は対再結合を逃れたと見なして逃

散確率を計算した.上の定義と逃散確率の元々の定義と

の違いによる誤差は10%以下である.図 81C逃散確率

ψ(r)1ζ対する電子の平均自由時間 Tの影響を示す.破線
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逃散確率ψ(r)1と対する平均自由時間 Tの影響24)

Tの単位はrc/(kBT/m )四.破線はオンサガ一式.
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図9 逃散確率ψの外部電場依存性iζ対する平均自由

時間 rの影響24). Ec= kB T / er c.初期間隔は上から

r/rc=O. 2， 0.4，1. O.破線はオンサガ一式.

第 44号(1987)

はスモJレコフスキー方程式に基いて計算した結果(オン

サガ一式)を表す.逃散確率はt"=0.05以下の時にはオ

ンサガ一式から得られる値に一致するがt"の増加とと

もに次第にそれより大きくなる.従って，電子の平均自

由時間が長い液体の自由イオン収率をオンサガ一式を用

いて解析する乙とは 電子と陽イオンの初期間隔を過大

評価する結果になる.

図91ζ逃散確率の外部電場依存性に対する電子の平均

自由時間の影響を示す.電子と陽イオンの初期間隔はそ

れぞれ r/rc=0. 2. O. 4. 1. 0である.破線はオンサガ一式1)

を表す.先iζも述べたように，オンサガ一式によれば，

逃散確率が電場の強さに比例して増加する領域では，傾

きと切片の比は e3/2ekB
2T2で与えられる.図 9から Tが

大きい場合でも.低電場領域では逃散確率は電場の強さ

に比例して増加する乙とが分る. しかし傾きと切片の比

は上の値よりず.っと小さくなる.

電子の易動度μは，媒質による散乱lと対する電子の平

均自由行程 iを用いて次のように表される戸

μ=eul/3 kBT ( 3.2 ) 

乙乙で認=(8kBT /πm)112は平均速度である.また平均自

由行程 lと平均自由時間 T の聞には次の関係がある.

I=u. (3.3) 

( 3. 2 ) ， ( 3. 3 )式を用いると易動度から平均自由時聞を

求める乙とができる.液体メタンの場合にはt"=0.23と

なる.図10は乙の値を用いて計算した逃散確率の外部電

場依存性の理論曲線と実験データ必の比較を示す.実験

データは r/rc=0. 3の理論曲線とよく一致する.

上で述べた対イオン再結合の理論と関連した研究とし

てBasslerら281の研究を簡単に紹介しておく.彼らは，

電子が格子上を動く場合に，格子間隔が対再結合のダイ

ナミックスにどのような影響を及ぼすかを調べた.我々

のモデルでは電子は自由空間を動くと仮定しているので

我々の結果と彼らの結果を単純に比較する乙とはできな

い.しかし彼らの得た ダイナミックスに対する格子間

隔の影響は，我々の得た平均自由時間の影響と定性的に

は一致している.

4. デパイ理論とその破綻

デパイ理論では，パノレクイオン再結合の速度は(2.1)

式と同じ基礎の上に立つ次式を用いて計算される戸

DV[Vc+よrれ J=O
"BJ 

( 4. 1 ) 

乙乙でcCr)は一方のイオンから rだけ離れた点における

他方のイオンの濃度である.イオン対は距離 aまで接近

すると必ず反応すると仮定すると c(r)に対して(2.2)

7 
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図10 液体メタンにおける逃散確率iζ対する実験と理

論の比較24> ・は実験データ，実線は理論曲線.

式と同じ式が得られる.また一方のイオンから十分離れ

た点における他方のイオンの濃度はパノレクの値C..に等し

いはずであるから，次式を得る.

cCr)=ιfor r→∞ (4.2) 

再結合の速度は，一方のイオンを中心とした半径 Gの球

に流れ込む他方のイオンの量lζ等しし、から速度定数 hは

cc r)を用いて次のように表される.

k=4πDa2[ま+EfT34]，.a/C個 (4.3)

デパイは以上の考えに基いて速度定数に対して次式を得

Tこ.

k=4πDrc/ (1-eーが'0) ( 4. 4 ) 

(4.4)式によれば，速度定数は拡散係数に比例して増

加する.拡散係数は易動度lζ比例するので(アインシュ

タインの関係 μ=eD/kBT) 速度定数は易動度に比例し

て増加すると言ってもよい.電子と陽イオンのパノレク再

結合の場合には，電子の易動度が 10cni/Vs以下では確

かに速度定数は易動度に比例して増加する戸} しかし電

子の易動度が 100cni/Vs以上の液体メタンでは，速度定数

の測定値はデパイ式から得られる値よりずっと小さい 18)

デパイ理論の破綻の原因はオンサガ一理論の破綻の原因

と閉じである.即ち，液体メタンのように電子と媒質の

相互作用が弱い場合には，スモノレコフスキー方程式と同

8 

じ基礎の上lζ立つ(4.1)式は適用できないという乙とである.

以下に電子と媒質の相互作用が弱し、場合の電子と陽イ

オンのパJレク再結合の理論について述べる戸}陽イオン

から十分離れたと乙ろでは 陽イオンのクーロンポテン

シャルは弱く，場所によってあまり変化しない.また電

子の濃度も場所的にあまり変化しない.従って，陽イオ

ンから十分離れたと乙ろでは 電子と媒質の相互作用が

弱くとも電子の運動は媒質と熱平衡にあり， (4.1式)が

適用できると考え られる.陽イオンを中心とした半径R

の球を考え，乙の球の外側では(4.1)式が適用できると

仮定しよう.乙の球に流れ込む電子のネットの量 jは次

のように表される.

j=4πDR2|dc C dU1 Ld; + kBT TrJ，-R 
(4.5) 

電子の運動の方向が等方的ならば球面上の電子の%が

球内に流れ込む.また流れ込む速度の平均はu/2で与え

られる.従って，球内に流れ込んだ電子が再び球外lζ流

れ出さないで陽イオンと再結合する確率を zとすれば，

1は次のようにも表わされる.

2 c( R) u 
j=4πR"/.一万一万:-IC (4.6) 

(4.1 )， (4， 2)， (4. 5 )， (4. 6)式から速度定数は次のように

表わされる.

4πDr~ 
k=+ = 1 o-1'cIR， (~'~ cj D2.，~ ....o-'rIR (4.7 ) = c.. = r-eザ cIR+(4Drc/R2恥 )e-'

乙乙で再結合確率 κは前節で述べたモンテカノレロ法を用

いる方法によって計算することができる.Rの値につい

ては原報抑を参照されたい.

(4. 7)式を用いて計算した速度定数 hの，平均自由時

間 T 1[.対する依存性を図111ζ示す. 3つの異なった臨界

エネノレギー Ecritlζ対する結果が示されている.速度定数

はEcrltの減少とともに減少するが Ecritが-5kBT以下な

らば結果はEc出の値lζ殆ど依らない.図の直線はデパイ

式を表わし，添付された数字は反応半径を表わす.反応

半径と臨界エネノレギーの対応関係については図 4を参照

されたい.平均自由時間が短い時には我々の速度定数は

デパイ式に一致し，平均自由時間の増加(あるいは拡散

係数の増加)に比例して増加する. しかし平均自由時間

が更に増加すると，我々の速度定数は極大を経た後減少

する.乙の結果は定性的には次のように説明される.平

均自由時間が短い時には，媒質による散乱は電子が陽イ

オンに近付くのを妨げる(拡散律速).従って，速度定

数は平均自由時間の増加とともに増加する.一方，平均

自由時間が長い時には 律速段階は媒質との衝突による

電子のエネノレギー損失であり(脱活性化律速)，従って

速度定数は平均自由時間の増加とともに減少する.図11

放射線化学
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ランジュヴァン方程式はフォッカー・プラン夕方程式

と等価である乙とを示す乙とができる21lクラマースは

(5.1)式と等価な一次元のフォッカー・プランク方程式

を用いて，粒子が障壁を越える速度定数 hを計算した.

速度定数 hの平均自由時間 TIC対する依存性.抑

Tの単位はrc/(kBT/m)1ベ実線はデパイ式.

0.1 
て

0.01 

図11

=卑民ム exp(一一&ー)
乙πr kBT 

乙乙で ωR，ωAは図13のそれぞ、れR点， A点の曲率から計

算される角振動数，EAは障壁の高さを表す.速度定数は

Tが小さいと乙ろでは rlC比例して増加し rが大きい

と乙ろでは rl[，逆比例して減少する.従って，中間のr

の値で極大を示すはずである.rを増やしていくと途中

で速度定数が増加から減少に転ずる乙とをクラマース転

換という.上の結果はパノレクイオン再結合の場合と同様

に説明できる.衝突頻度が低いと乙ろ (r→0)では，溶

媒との衝突による粒子の活性化が律速段階となるから，

衝突頻度の増加とともに速度定数は増加する.一方，衝

突頻度が高いと乙ろ (r→∞)では，一旦活性化された

(5.2 a) 

( 5.2 b) 

for r→O 

for r→∞ 

=T-ZL exp(ー ，E!， ) 
I kBT ~~....' kBT の極大はクラマース転換(次節参照)を表す.

図121[，液体メタン中における電子と陽イオンのバルク

再結合速度の測定値1~ と計算値の比較を示す.横軸は電

子の平均自由行程とオンサガー距離の比を表し，縦軸は

真の速度定数とデパイ速度定数の比を表す.実線はEcrlt

=-10 kBTを用いて計算した理論曲線で、ある.我々の理

論で液体メタンの結果が良く説明できる乙とが分る.液

体メタン中における電子と陽イオンのパノレク再結合速度

については， Warman31lやMorgan32lの理論的研究もあ

る.

9 

クラマースモデノレで、仮定されたポテンシャ Jレ.

クラマース19lは，反応粒子と溶媒の相互作用の強さと

反応の速度との関係を調べるために，粒子が溶媒からラ

ンダムな力を受けながら図13のようなポテンシャ Jレ障壁

を越える過程を考えた.乙の場合粒子の運動はランジュ

ヴァン方程式によって表される.

クラマース理論と異性化の速度5. 

(

凶

)

〉

↑

図13

du dv(x) .._ .. 
TU+XCt ) m dt =-~-mr 

<X>=o， <X(O )xCt )>=2rmkBT d( t ) 

乙乙で'mrUは溶媒から受ける摩擦力，X(t)は溶媒から受

けるランダムな力を表す.摩擦係数 Tは溶媒の粘度ある

いは衝突頻度を用いて表す乙とができ，それらの量に比

例して増加する.

(5.1) 
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trans-スチルベンの異性化の速度定数 kisoと臨

界エタンの粘度の関係.釦

図15

性.溶媒によるポテンシャ Jレ面の変化等の考慮が必要で

あろう.分子動力学によるアプローチも研究の一つの方

向である.

溶媒として液体n-r}レカンを用いた実験でクラマース

転換が観測できなかったのは 粘度が高すぎたためであ

る.そ乙で Hochstrasserら36)は，溶媒として超臨界エ

タンを用い，圧力を変える乙とによって粘度を低い値ま

で変化させて，異性化の速度を測定した.図151C示すよ

うに，速度定数は，粘度の増加とともに最初増加し，極

大を経た後減少した. しかし理論との定量的一致は良く

ない.クラマース理論では 活性化律速から拡散律速へ

の転換は狭い粘度領域で起乙り 速度定数は粘度の変化

に対してシャープな極大を示す戸} しかし図15では中間

の広い粘度領域にわたって速度定数はほぼ一定である.

乙の不一致の原因の解明は今後の課題である.

粒子が溶媒との衝突によって生成系iζ進むのを妨げられ

るから(拡散律速) ，衝突頻度の増加とともに速度定数

は減少する.

Hochstrasserらは，クラマース理論を検証する目的

で，trans-スチルベンの光異性化の速度を種々の液体n-ア

Jレカン中で測定し，速度定数の溶媒粘度依存性を調べた戸}

測定した反応は，励起一重項状態におけるエチレン二重

結合の回りのフェニレン基の回転に対応する戸}反応座

標は 2つのフェニレン基の聞の二面角で表され，ポテン

シャノレは図13のようになる.調べた粘度領域で・は速度定

数は粘度の増加とともに減少した.乙れはクラマース式

の拡散律速領域 ((5.2b)式)に対応する.図141ζ示すよ

うに，実験結果とクラマース理論との定量的一致は良く

なかった.乙の原因の少くとも一部は， (5.1式)でrは定

数であると仮定した乙とにあると思われる.溶媒の運動

が反応粒子の v(x止の運動に比べて十分速い時には，r 

は定数であると考えてよい. しかし両者の運動の速さが

同程度の場合には，rの周波数依存性(時間依存性)を

考慮する必要がある.乙の効果を非マルコフ効果という.

GroteとHynesは非マルコフ効果を考慮し， (5. 1 )式

の代りに一般化されたランジュヴァン方程式を用いて速

度定数を計算した日

TRANS-STIし8εNE/ETHANε

T' 350 K 

m互主=ー坐包よ -mrt 
r(-r )u(t-r)dt+XCt) 

dt dt . J 0 

図14K示したように，彼らの理論はパラメターの値を調

節する乙とによって実験結果と比較的良く一致する.し

かし得られたパラメターの値の一部は物理的に見て妥当

でなく，彼らの理論で図14の結果が完全に説明されたと

は言えない.理論の改善には，ポテンシャ Jレ面の多次元

( 5. 3 ) 

C4 

11 

8 

対イオン再結合，パJレクイオン再結合 trans-cis異

性化を例にとり，反応粒子と溶媒の相互作用の強さが反

応の速度にどのような影響を及ぼすかをみてきた.反応

粒子と溶媒の相互作用が弱し、極限は，低圧気相反応、l乙対

応する.また相互作用が強い極限は液相拡散律速反応に

対応する.従って，反応粒子と溶媒の相互作用の強さの

関数として反応の速度を調べる乙とは，低圧気相反応と

液相拡散律速反応の橋渡しをする乙とになる.

反応粒子と溶媒の相互作用を表すために種々の方程式

が用いられたが，それらは階層構造をとっている.最も

一般的な式は，一般化されたランジュヴァン方程式であ

る.一般化されたランジュヴァン方程式で，溶媒の運動

おわりに6. 
6 
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trans-スチノレベンの異性化の速度とかアJレカン

の粘度の関係.却 Fは速度定数の頻度因子， η 

は粘度.破線はクラマース理論，実線は Grote-

Hynesの理論.
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が反応粒子の運動に比べて十分速いと仮定して非マルコ

フ性を無視すれば，ランジュヴァン方程式が得られる.

ランジュヴァン方程式は フォッカー ・プラン夕方程式

と等価である.フォッカー ・プラン夕方程式で，反応粒

子と溶媒の相互作用が強く 反応粒子の運動は溶媒と常

に熱平衝にあると仮定すれば スモノレコフスキー方程式

が得られる.

対イオン再結合に対するオンサガ一理論や，パノレクイ

オン再結合lζ対するデパイ理論は スモJレコフスキー方

程式に基いている.オンサカボ一理論やデパイ理論の欠陥

を補うために，我々は反応粒子と溶媒の相互作用に対し

て BGKモデJレに基いたモデJレを提出した.乙のモデル

は，フォッカー ・プランク方程式と等価ではないが，上

文
1) L. Onsager， Phys. Rev， 54， 554 (1938). 

2) A. Mozumder，]. Chem. Phys. 55， 3026(1971). 

3) J. L. Magee， A. B. Tayler，]. Chem. Phys. 56， 3061 

(1972). 

4) J. Noolandi， "Kinetics of Nonhomogeneous Proces-

ses" G. R. Freeman編， Wiley-Interscience， New 

York (1987)第 9章.

5) M. Tachiya.]. Chem. Phys. 69， 2375 (1978). 

6) M. Tachiya，]. Chem. Phys. 70， 238 (1979). 

7) H. Sano， M. Tachiya，]. Chem. Phys. 71， 1276 (1979). 

8) W. F. Schmidt， A. O. Allen， ]. Phys. Chem. 72， 3730 

(1968). 

9) G. R. Freeman， "Kinetics of Nonhomogeneous 

Processes" G. R. Freeman編， Wiley-Interscience， 

New York (1987)第 2章.

10) Y. Yoshida， S. Tagawa， Y. Tabata， Radiat. Phys. 

Chem. 23， 279 (1984). 

11) A. Hummel， "Kinetics of Nonhomogeneous Proces-

ses" G. R. Freeman編， Wiley-Interscience， New 

York (1987)第 5章.

12) J. M. Warman， K. D. Asmus， R. H. Schuler，]. Phys. 

Chem. 73， 931 (1969). 

13) G. C. Abell， K. Funabashi， ]. Chem. Phys. 58， 1079 

(1973). 

14)中村芳雄，新坂恭士，鎌野嘉彦，第26回放射線化学討

論会要旨集 p.48.

15) R. T. Scalettar， P. J. Doe， H. -J. Mahler， H. H. Chen， 

Phys. Rev. A 25， 2419 (1982). 

16)佐野尚武，立矢正典，放射線化学 15，23 (1980). 

17) P. Debye， Trans. Electrochem. 50c. 82， 265 (1942). 

18) Y.Nakamura， K. Shinsaka， Y. Hatano， ].Chem. 

Phys. 78， 5820 (1983). 

19) H. A. Kramers， Physica 7， 284 (1940). 

20) A. Hummel， A. O. Allen，]. Chem. Phys. 46， 1602 

(1967). 

第 44号(1987)

の階層構造では，フォ ・ソカー ・プラン夕方程式と同じレ

ベJレに属する.衝突に際しての反応粒子と溶媒とのエネ

ルギー交換の仕方に応じて，閉じレベルでフォッカー ・

プラン夕方程式や BGKモデルが考えられ，それ以外の

モデル381も考えられる.

紙数の都合でとりあげなかったが，中性粒子聞のバル

ク再結合に対する粒子と溶媒の相互作用の影響も理論的

に調べられている 3lr42)

乙の展望が，単iζオンサガ一理論やデパイ理論の破綻

の問題を理解するのに役立つだけでなく，反応粒子と溶

媒の相互作用の強さという観点から，気相反応 ・液相反

応を統一的に眺めるのに役立てば著者にとって望外の喜

びである.

献
21) S. Chandrasekhar， Rev. Mod. Phys. 15， 1 (1943). 

22) M. Tachiya， Radiat. Phys. Chem. Burton記念号.to

be published. 

24) M. Tachiya， in preparation. 

25) P. L. Bhatnagar， E. P. Gross， M. Krook， Phys， Rev. 

94， 511 (1954). 

26) K. M. Hong， J. Noolandi， ]. Chem. Phys. 68， 5163 

(1978). 

27) H. A. Lorentz， "The Theory of Electrons" Dover， 

New York (1952) p.267. 

28) B. Ries， G. Scho叶le汀， H. Bassler， M. Silver， Phil. 

Mag. 48， 87 (1983)， 49， 27， 259， 597 (1984). 

29) T. Wada， K. Shinsaka， H. Namba， Y. Hatano， Can. 

]. Chem. 55， 2144 (1977). 

30) M. Tachiya，]. Chem. Phys. to be published. 

31) J. M. Warman， ]. Phys. Chem. 87， 4353 (1983). 

32) W. L. Morgan，]. Chem. Phys. 84， 2298 (1986). 

33) G. Rothenberger， D. K. Negus， R. M. Hochstrasser， 

]. Chem. Phys. 79， 5360 (1983). 

34) G. Orlandi， W. Siebrand， Chem. Phys. Lett. 30， 352 

(1975). 

35) R. F. Grote， J. T. Hynes， ].Chem. Phys.73，2715 

(1980). 

36) M. Lee， G. R. Holtom， R. M. Hochstrasser， Chem. 

Phys. Lett. 118， 359 (1985). 

37) B. Carmeli， A. Nitzan， Phys. Rev. Lett. 51，233 (1983). 

38) J. L. Skinner， P. G. Wolynes，]. Chem. Phys. 72，4913 

(1980). 

39) S. Harris，]. Chem. Phys. 78， 4698 (1983). 

40) K. Razi Naqvi， S. Waldenstrφm， K. J. Mork， ]. 

Chem. Phys. 78， 2710 (1983). 

41) M. Borkovec， B. Berne， ]. Phys. Chem. 89， 3994 

(1985). 

42) M. Tachiya，]. Chem. Phys. 84， 6178 (1986). 

11 



〔展望〕

OHによる核酸の損傷生成機構

ーヌクレオシド、ヌクレオチド、ポリヌクレオチド

における共通性と相違-

1. 緒言

我々は乙乙数年来スピン捕捉法を用いて核酸関連物質

における OH由来のラジカノレ生成機構を研究している.

その中でスピン捕捉法を種々工夫し，正確なラジカノレ構

造把握のための努力をしてきた.今回，その方法につい

て概略し，更にその方法により明らかにされた核酸のヌ

クレオシド，ヌクレオチド，ポリヌクレオチド各レベノレ

を通しての損傷生成機構における共通性と相違について

述べたい.なお核酸の損傷生成とその生物学的意義につ

いてはすでに本誌に総説が掲載されているのでそれを参

考にしていただきたいμ}特に文献2)において，放射

線細胞死における DNAの塩基損傷の役割について詳

細に述べられているので 本総説では主として核酸の主

鎖部分における損傷生成機構について力点をおいて述べ

たいと思う.

。吋-'.Bu + R 

4-PyOBN 

桑原幹典本稲波 修"

2. スピン捕捉法とラジカルクロマトグラフィー

2.1 スピン捕捉

スピン捕捉法は， 1968年から1969年にかけて 5か固に

おいてそれぞれ独立に考案された? その原理は，反応

系中に存在する短寿命ラジカル中間体CR.)をニトロソお

よびニトロン化合物を用いて捕捉し，比較的長寿命のニ

トロオキシドラジカノレ(スピン付加体)に変換する方法

である.2ーメチノレー2ーニトロソプロパン (MNP)とα-

4ーピリジノレ-1ーオキシドーN-tーブチノレニトロン (4-

PyOBN)を例に取ると，

(CH3) 3C¥ 
CCH3hc-N=O+R.→ ;;Nー0・(1)

R/ 

MNP スピン付加体

…(O>-i-roeu (2) 

スピン付加体
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となる.乙のスピン付加体を ESRで観測する乙とによ

り，ラジカノレR'の構造を決定する乙とが出来る ，ESR 

スペクトルを解析するにあたって， R'側の原子の位置を

'O-N基から順に α，{3， T 位と定義し，そ乙に位置す

る磁性核 (H，N等)とスペクトルの微細構造から解析

が進められるρESRスペクトノレはニトロオキシドのN

Kよりまず3重線iζ分離し，その上にさらにR'!C由来

する微細構造花分離する.

さて，スピン捕捉法を用いてラジカノレ中間体の構造を

研究するに当たり，まず最初に強調したいととは，スピ

ン捕捉の実験lζ 乙の 2種の捕捉剤の使用が望まれるとい

う乙とである.ニトロン化合物については 5，5ージメチ

ノレーlーピロリンー1ーオキシド (DMPO)などもある.乙

のようにすると. 2種類のトラップ剤で得られた結果を

互いに比較して，スピン付加体の数が両者で一致するか

否かで，完全とは言えないが捕捉できなかった故のラジ

カルの見落としを最小限iζ抑える乙とが出来る.また，

核酸塩基のように窒素原子を含む化合物をMNPで実験

を行った場合， しばしば >C'-N< 型の炭素ラジカノレ

を捕捉したのか， うC-N'-型の窒素ラジカノレを捕捉し

たのか判断できなくなる乙とがあるが，乙の 2種類の捕

捉剤の使用で乙の問題が解決される.すなわち. MNP 

で炭素ラジカノレを捕捉した場合磁性核NはF位IC，窒素

ラジカノレを捕促した場合Nはα位に位置する乙とになり

し、ずれの場合も ESRスペクト Jレの二次構造に窒素原子

特有の微細構造を与える.一方， 4-PyOBNで炭素ラ

ジカ jレを捕捉した場合Nがr位K位置するようになり，

N による二次微細構造は観測されず，窒素ラジカ Jレを捕

捉した場合にのみNがF位に位置し，その結果微細構造

が観測される 5) 乙のようにして，我々はピリミジンヌ

クレオシド，プリンヌクレオチドにおいてどちらのラジ

カノレが形成されているか判定する乙とが出来た6-8) 但

し， MNPはもともと窒素ラジカノレを捕捉しにくいとい

う意見もある 9)

2，2 ラジカルクロマトグラフィー

OHラジカルは，水素引き抜き反応と同時に不飽和二

重結合への付加反応も引き起乙し，多様なラジカノレの生

成をもたらす.したがって 捕捉剤との付加体も種々生

じ，測定される ESRスペクトノレはそれぞれの付加体iζ

由来するスペクトノレの重ね合わせになる.乙の場合，そ

れぞれの付加体の寿命に差があるので，ある成分の減衰

を待ってスペクトノレを解析していく方法10)もあるが，そ

れには一定の限界がある.乙の問題の解決のために適用

されたのがラジカルクロマトグラフィ一法である.乙の

方法は世界iζ先駆けて京大の波多野研究室で行われた 11)

第 44号(1987)

ラジカノレクロマトグラフィーを行う際気をつけなければ

ならない乙とは，クロマ卜グラフィー中に起きるスピン

付加体の消滅を出来るだけ少なくし，しかも分離を良く

する乙とである.核酸関連物質について何回かの試行錯

誤の結果，我々は次のような結論に達したので以下それ

について述べる.

2，2，1 核酸のヌクレオシドにおけるスピン捕捉

ラジカノレクロマトグラフィーの分離系としてイオン交

換カラムや逆相カラムが用いられているが!1.12) 我々は

核酸のヌクレオシドの場合，プリン，ピリミジンを問わ

ず Bio-Gelを用いたゲノレ浸透クロマトグラフィーを適

用しているト 13) 乙の方法では損失が少なくスピン付加

体を回収する乙とが出来る.例として図 1ICウリジンに

おける結果を示す 13)

N20飽和水溶液(2ml) Iζウリジンと MNPをそれ

ぞれ50mMと10mMを溶かし， X線を 2.8kGy照射す

a 

b 

C2E 33 0A 

且4 2UaC ， T 02 

00 1 2 3 4 5 

図 a.ウリジンと MNPを含む N20飽和水溶

液をX線照射した時えられた ESRスペクトJレ.

b. Bio -Gel P-2カラムクロマトグラフィ

ーによるウリジンと MNPのスピン付加体の

溶出パターン.図中lζ示したAからEまでの 5

つの分画から ESRシクeナノレが観測された.

13 



る.次いで，生じたスピン付加体を Bio-Gel-P2カラ

ム (200-400メッシュ，内径 1cm，長さ 80cm)でlmM

燐酸緩衝液を溶出液として 流速15ml/hで溶出する.

溶出液を 1mlずつ分取し，その中iζ含まれるプロダクト

を 260nmの光吸収でモニターする.従って，この方法

は通常のゲル漉過法で・あり 高速液体クロマトグラフィ

一法ではない.乙の結果， ESRスペクトルがフラクショ

ンA-Eにおいて観測された.分離された 5つのスピン

付加体の ESRスペクトノレと uv吸収スペクトルを図 2

K示す.

ESRスペクトルについては後で触れる乙とにして， uv 
吸収スペクトノレについて注目すると，ウリジンの塩基に

由来する 260nmの吸収極大がフラクションAとD (図

2 aとのでは観測されず，従って，スピン捕捉は塩基

部分で起乙ったと考えられる.一方，フラクションBと

C (図 2bとc)は吸収極大を持ち，塩基は無傷のまま

保存されており，スピン捕捉が糖部分で行われたと解釈

される.乙乙でフラクション E (図 2e)に問題が生ず

る.乙れはまた乙のゲル櫨過法の限界でもあるが，図 1

bの溶出パターンにおいてフラクション Eは明らかに未

反応のウリジンの溶出と重なっている(溶出時間 3から

4時間の間に見られる大きなピーク).それ故フラクショ

ンEのuvスペクトノレは意味が無い.乙の問題を解決す

るため，マイクロボンダノマックC1B (ウォーターズリミ

テド)による逆相高速液体クロマトグラフィ一法(HP L C) 

を行った.我々の行った HPLC法を概略する 6，13) 

まず，ウリジンと MNPを含む水溶液 (4ml)をX線

照射後， HPLCへの添加に先立って一度ディスポーザ

ブルカラムセップノfック C1B(ウォーターズリミテド)

iζ溶質を吸着させ，その後20%エタノーノレ水でリンスす

る.乙うすると未反応のウリジンの97%以上が取り除か

れ，その後の HPLCによる分離を非常に良くする.乙

のカラムをさらにエタノール濃度を10%ずつ上げてリン

スしていくと， 40%のフラクションにいくつかのスピン

付加体が一緒になって回収され， 609彰のフラクションに

一つのスピン付加体が回収される.乙れら二つのフラク

ションを最終的にマイクロボンダパック C1BHPLCで

分離する(図 3).溶出液は水ーエタノ-)レ混合水であ

る.

図中の矢印はESRによりシグナノレが観測された位置

である.パターン中の高いピークは未反応のウリジンに

相当する.ESRスペクト Jレのほうから判断して，矢印lは

図lbのフラクションAIC矢印2はフラクション Dにそれ

ぞれ対応し.矢印3はフラ夕、ンョンEIζ対応している.矢印3

のフラクションのuv吸収スペクトル(図 3c)は明らか

に 260nmでのピークを示し，スピン捕捉がヌクレオシ

14 
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分離されたウリジンに由来するスピン付加体の

ESRスペクトノレ(左側)とuv吸収スペクトノレ

(右側). aから eのスペクトノレは，図 lblC示

した分画Aから Eそれぞれから得られたもので

ある.
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ヌクレオチドは糖のCs'1ζ燐酸基が結合しており，その

強いイオン性の解離基のため 逆相系のカラムの中に保

持出来ない.従って，今まで陰イオン交換樹脂が用いら

れていた 11)最近乙うした親水性の物質を逆相系で分離

するための対イオンクロマ卜グラフィー法14)と，その方

法による各種ヌクレオチドの分離についての報告がなさ

れた 15) 乙の方法にいくつかの改変を加えた我々のウリ

ジン -3'一一リン酸 (3'-UMP)の結果を以下に述べ

る 8)

N20飽和された水溶液(1 ml) Iζ3'ーUMPを 20

mM， MNPを10mM溶かし， X線を 2.5kGy照射す

る.照射溶液は HPLCシステムに装着した逆相カラム

マイクロボンダパック C18I乙注入する.溶出液として，

卜リエチノレアミンと酢酸を等モJレ混合した 0.2Mトリエ

チルアンモニウム酢酸 (TEAA) (pH 7. 5 )と， 50% 

メタノーノレを含む TEAA溶液 (pH7. 5)を用意する.

まずカラムを TEAA溶液で平衡化しておいて，その

後照射サンプJレを注入する. 2分間 TEAAで溶出した

後.メタノーJレー TEAA溶液でメタノーJレ濃度が 1分間当

たり2.59彰直線的に上昇するように TEAA溶液と混合し

ながら溶出を続ける.溶出速度はlml/minである.乙う

すると3'-UMPと対イオンを作る TEAAの濃度は常に

一定に保たれ.メタノーJレ濃度が直線的に上昇しスピン付

加体を分離する条件が満たされる乙とになる.分離されたス

ピン付加体については ヌクレオシドの時と同様塩基部

分に由来するuv吸収曲線を調べたが，溶出液として用

いている TEAAが 240nm付近に吸収を持っているの

で，一度真空ラインを用いて TEAAを取り除いてから

再度純水に溶かしスハミクトノレを測定した.

図4に分離前の ESRスペクトノレと逆相 HPLCによ

るスピン付加体の分離パターンを示す. ESRシグナノレ

はA-Fのフラクションに見られた.すなわち，図 4a 

のスペクトノレは 6つのスペクトルの重ね合わせで出来上

がっている乙とが判る.図 5にそれぞれのフラクション

に属するスピン付加体の ESRスペクト Jレとuv吸収曲

線を与える

図4の溶出パターンおよび図 5のスペクトノレから判断さ

れるように，スピン付加体が良く分離されており，乙の

対イオンクロマトグラフィ一法がいかに適した方法であ

るか理解出来よう.図 51[示されているuv吸収曲線か

らフラクションA，B， DIC回収されたスピン付加体は

260nmの吸収極大を示さず，スピン捕捉が塩基部分け

ラシノレ)で起乙った乙とが判る.一方，フラクションC

E， FIC回収されたスピン付加体は塩基部分は正常であ

核酸のヌクレオチドにおけるスピン捕捉2.2.2 

M 

-

F

i

-

-

-

、

-MW"Y 

M

m

a

o

"

 

-

4

0

削

「
I
L
-
-
!
l
i
l
l
i
l
i
-
-
P
I
l
l
M
1
M

au

内
u

・

凶

u
z
，‘・
a
0
4
F
.

‘

-
4

・1
・・・

担

逆相 HPLCによるウリジンに由来するスピン

付加体の分析. aとbは SEP-PAKC18カラ

ムで予め分離して得られた40%メタノーノレ分画

と， 609彰メタノーノレ分画をさらに逆相 HPLC

で分離したノfターン.溶出は al[対して20%メ

タノーノレを用い bl[対しては20-609彰メタノ

ーノレの直線勾配により行った.縦軸は OD260

である.c.3の矢印で示したピークから得られ

たuv吸収スペクトル.

28 
品

20 

20 

16 

18 

RfTENTION TIME I min) 

12 

12 

a 

8 

b 

8 

4 

4 

図3

15 

ドの糖部分で起乙っている乙とを証明している.ただし

乙の方法では先の Bio-Gel-P 2カラムに比べて失われ

るスピン付加体の数が多い.以上の結果から結論される

乙とは，ヌクレオシドの場合 Bio-Gelなどを用いたゲ

ノレ浸透クロマトグラフィーでまずスピン付加体の分離を

行い，次いで分離が不完全な付加体についてそ乙だけを

集中的1[HPLCを適用するという乙とである.HPLC

を行う場合予めセップパック C18などにより大まかにス

ピン付加体を分離しておくと，その後の分解能があがる.

チミジンの場合にはセップパックC18だけですべてが分

離された 7)

第 44号(1987)
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図4 a. 3'-UMPと MNPを含む N20飽和水

溶液IL.X線照射した際得られた ESRスペクト

ノレ b 逆相 HPLCによる 3'-UMP IC由

来するスピン付加体の分離.分離条件は本文中

に述べてある.ESRシグナノレは矢印で示したA
からFまでの 6つのピークに見られた.

り，したがって糖部分(リボース)でスピン捕捉が起乙

ったものと結論づける乙とが出来る.

ヌクレオシドにおける ESRスペクトノレとヌクレオチ

ドにおける ESRスペクトルの比較に入る前IC，ホモポ

リマーや RNA，DNAなどの高分子と OHの反応によ

るラジカ Jレについてもスピン捕捉法を応用している←ω

のでそれについてその一部を述べたい.

2.2.3 高分子核酸(ホモポリヌクレオチド)におけ

るスピン捕捉

スピン捕捉法による DNAあるいはポリ U(ポリウリ

ジノレ酸)のラジカノレ検出の乙乙ろみは，すでにJoshiら

により行われている 10) しかし，高分子物質と捕捉剤と

の付加体は，そのニトロオキシドラジカ jレの緩慢な運動

のために，ブロードな ESRスペクトノレになってしまい
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図5 逆相 HPLCで分離した 3'-UMP IC由来する

スピン付加体の ESRスペクトノレ(左側)とU
Vスペクトノレ(右側). a-fのスペクトノレは図

4 b IC示した分画A-Fのそれぞれから得られ

たものである.

ラジカル構造の解析がなされなかった.最近，我々は蛋

白質において高分子スピン付加体を加水分解酵素処理し

低分子化する乙とにより微細構造のはっきりした ESR
スペクトノレをとる乙とに成功し，それによる蛋白質ラジ

カルを報告した 16)核酸系高分子へのスピン捕捉法の適
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用に際し，基本的iζ類似の方法にしたがっているが，そ

れについて我々が工夫した点を述べたい 6-8)

我々が試みた核酸高分子は種々あるが，ポリ Uにおい

て最も詳細に研究し，なおかつ上述したウリジンや 3'-

UMPとの比較もあるため，その結果を紹介する.まず

N20飽和した水溶液 4mllL.ポリ U(分子量約 5XI05
)

を24mg，MNPを4mg溶かした後， 2.5 kGyX線照

射する.照射後溶液を一度lOmMのアセテート緩衝液(p

H 6.5) で4時間透析し続いて 300μlのリボヌクレ

アーゼ (RNase:2mg/mlの濃度で 10mMのアセ

テー卜緩衝液に溶解したもの)を加え， 370 Cで3時間イ

ンキュベートする.乙の酵素処理はポリ Uを低分子化し

孟‘ 一つはシャープな ESRスペクトルを得る目的で，他の

一つはつぎに述べる HPLCによるスピン付加体の分離

を行うために行われた.HPLCは 3'ーUMPの時と全

く同じ条件で行われた.図 6I乙リボヌクレアーゼによる

消化前後lζ記録された ESRスベクトルを示す.ブロー

ドなシグナJレからシャープなシグナjレに変わったのが判

る.酵素消化後，対イオン逆相 HPLCによりスピン付

a 

μ4→ 

b 

山ヰ歩

図6 a ポリ Uと MNPを含む N20飽和水溶液

をX線照射して得られた ESRスペクトノレ s

で示したシグナルは MNPの自己捕捉によるジ

-tーブチノレニトロオキシドラジカノレによる.

b ポリ Uのスピン付加体をリボヌクレアーゼ

で消化した後の ESRスペクトノレ.詳細は本文

中.

第 44号(1987)

A 

L

ハU
-
R
d
 

.
‘
、

E

『，，

-

n

 

-

-

-

』

o
h

-J句-

e

 

一
m

-

-
l
 

-

T

'

 

』
ハ

U一3
n

-

0

 

・

・1

.

，

.az-

-

n

 

-
)
e
 

-
p
f
h

、
a

，目、

』フ

ι
e。川

60 

図7 逆相 HPLCによる消化ポリ Uスピン付加体の

溶出ノマターン.分離条件は 3'-UMPの時と同

じである.矢印A-Fのピークから ESRシグ

ナルが得られた.

加体を分離した結果が図 7である.AからFまでの 6

つのピークから ESRスペクト Jレが観測された.乙の

分離パターンを図 4の3'-UMPのそれと比較する

と，明らかにポリ Uで得られたスピン付加体のカラム

保持時間が長くなっている.乙れは X線照射された

ポリ Uではリボヌクレアーゼ処理に対し部分的に抵抗

性になり.完全に 3'-UMPになっていない乙とを意

味している17)従って，分離された各スピン付加体のU

V吸収スペクトノレを調べても，全て 260nmで・の吸収極

大を示し，スピン捕捉部位について何ら情報は得られな

い.しかしながら，スピン付加体各々については ESR

スペクトルから判断して きれいに分離されている(図

8 )ので，すでに得られているウリジンおよび 3'-UM

PのESRスペクトルと比較が可能である.

3. ESRスペクトルの分析とラジカルの構造

ウリジン， 3'ーUMPおよびポリ Uの ESRスペクト

ノレを比較すると，まず3'-UMPとポリ Uにおいて全て

同じ ESRスペクトノレが得られているのがわかる.前節

で述べたように，ポリ Uにおける酵素的分解が完全な3'

-UMPをもたらさないので HPLC における溶出位置

および順序が異なるが 得られたスペクト Jレは極めて良

く一対ーに対応している.すなわち図 5の3'-UMPの

a， b c， d e は図 8のポリ Uの C a d 

b e にそれぞれ対応する.次にウリジン(図 2) 

と3'-UMP (図 5)を比べてみると，ウリジンで 5種

類の ESRスペクトノレ， 3'一UMPで6種類の ESRス

ベクトルが分離されたが，その中で幾つかのスペクトノレ

17 
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図8 ポリ UIC由来するスピン付加体をリボヌクレアーゼで消化後，逆相 HPLCで分離

する乙とにより得られた ESRスペクトノレ. aから fまでに示されたスペクトルは

図 7のAからFのそれぞれのフラクションから得られた.

iζ微細構造の類似がみられる.すなわち図 2の a c， 

d eは図 5のd c b， e にそれぞれ対応している.

図 2aと図 5dとは分離幅が若干異なるため見掛け上違

って見えるが，スペクトルの微細構造は全く同じである.

以上の乙とから，図 2 (ウリジン)において観測された

スペクトルa，c， d eは3'一UMPでもポリ Uでも

観測され，乙れらのスペクトノレをもたらすスピン付加体

は， 3種類のサンプルにおいていずれも皆共通のものが

出来ていると結論される.以下 それぞれのスペクトノレ

の解析と対応するラジカルの構造について述べる.

3.1 図 2a 、5d 、8bのスベクトルについて

乙のスペクトノレは 3x 2 x 3 =18重の微細構造により

構成されている.微細構造定数はウリジンで1.52x 0.31 

XO・.14mT， 3'-UMPで1.49xO.37 xO.13 mT， 

ポリ Uで1.49XO.37 xO.13 mTである.一次 3重の分

18 

離は・O-NのNの磁気モーメン卜(I= 1)によるもの

で，いかなる付加体であっても観測される微細構造であ -.~ 

る.それ故， 二次の微細構造lζ捕捉されたラジカルの情

報が含まれている.乙のスペクトノレの場合 3つに別れ

た各々のコンポーネントはまず2重に分離し，さらに 3

重に分離している.最初の 2重の分離はその分離幅も考

慮にいれてF位に存在する H (1=1/2)によるもの

であり，次の 3重の分離は矢張り分離幅を考慮してF位

iζ位置する N (1=1)によるものであると推定される.

乙のような同定に当たっては， Rieszと Rustgi(1979) 

によってまとめられたスペクトノレの微細構造と分離幅に

関する表が非常に有用である 4) 先に述べたようにUV

スペクトノレは塩基部分でのスピン捕捉を示唆しているの

で，乙のスペクトノレは以下のようなC6でのスピン付加

体に帰属される乙とが出来る (6-y 1ラジカノレ).

放 射 線 化 学
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6 -yl RADICAL 

乙れはOHがウラシノレ塩基のC5部位lζ付加し，その結

果C6部位に生じたラジカJレで・ある.乙れは照射された

ウラシJレ塩基の酸化的生成物(5.6ージヒドロキシウラシ

Jレ，パJレピツーJレ酸.アロキサン. 1ーホJレミ Jレー 5-

ヒドロキシハイダントイン)181の前駆体である.

3.2 図 2d 、5b 、8aのスベクトルについて

乙のスペクトノレは 3x・2重線の微細構造により構成さ

れている.分離幅は 3種類のサンプjレにおいて全く同じ

1.51 XO.37 mTで・ある. 二次の微細構造は 2重線であ

り，分離幅から推定してF位のHIとその原因を求める乙

とが出来る. UV吸収スペクトノレが塩基の 2重結合の♂

?/146mT 

t-Buーゲ /o.60mT

HOR:j 

OH OH 
5'一ylRADICAL 

その理由として， 1)二次の微細構造と分離幅からF位

のHが存在する乙と， 2)UV吸収スペクトノレから糖(リ

ボース)部分においてスピン付加体が形成されている乙

と， 3) ピリミジンヌクレオチドの多結晶粉末において

誘発されたラジカルのスピン捕捉の実験で必ず乙のスペ

クトノレに類似したものが観測され，一方単結晶 ESRの

研究から乙の 5'-ylラジカノレが明らかにされていると

と!9，20)などが挙げられる.乙のラジカノレはOHによる

H引き抜きによるもので，核酸における主鎖切断の前駆

体と考えられる.

3.4 図2e 、5e 、8eのスベクトルについて

乙のスペクト Jレは一次3重線のみで二次の微細構造は

無い.乙の乙とはスピン付加体のαあるいはF位ICHや

第 44号(1987)
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飽和を示唆している乙とから 乙の場合もスピン捕捉が塩

基部位で起こったものと結論され C5でのスピン付加

体に帰属された (5-ylラジカJレ).乙のラジカノレもOH
の2重結合への付加により形成され，上に述べた最終塩

基損傷の前駆体になっている.

3.3 図2c 、5c 、 8dのスベクトルについて

乙のスペクトノレも 3x 2重の微細構造で構成されてい

る.微細構造定数はウリジンの場合1.46XO.60 mT， 

3' -UMPとポリ Uの場合1.44XO.55mTである.

乙のスペクトノレを与える付加体として次の 5'-yl ラジ

カノレ構造を考えている.

HOC円2P¥U

1.52mT-Nぐ~'
o t-Bul OH OH 

(2) 

4'一ylRADICAL 

Nが存在しない乙とを意味する.しかもUV吸収スペク

卜Jレは明らかに糖部位でのスピン捕捉を示唆している.

乙のような条件を満足させる付加体として， 4'-ylラジ

カルの捕捉が考えられる.乙のラジカノレはOHのH引き

抜きによるものであり，乙れも核酸の主鎖切断の前駆体

である.以上， 3種類のサンプJレに共通のスペクト Jレに

ついて解析したが，次に互いに異なるスペクト Jレについ

て述べる.

3.5 図2bと図 5fあるいは図 8fにおいて観測さ

れた違いについて

図2bのスペクトノレは 3x 2重線であり，二次の分離

幅は0.22mTである.一方，図 5fと8fのスペクト

ノレは 3x 3重線で，二次の分離幅は 0.35mTである.
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結論から先にいうと 我々は(3)式のようなOHのH引き

抜きにより糖のC1'IL.生じたラジカノレ，およびさらに

OH OH 

1'-yl Radical 

すなわち， C4'局在ラジカノレがスピン捕捉されたときF
位IL.Hを一個有する乙とになり，ウリジンのスペクトノレ

(2 b)は乙の乙とと予盾しない.乙のラジカノレは 5'-

UMPの単結晶 ESR研究において同定されている 20)

我々も種々のピリミジンヌクレオチドの多結晶粉末を用

い，国体状態の照射で出来るラジカ Jレをスピン捕捉法で

調べたと乙ろ，乙の C4'ラジカノレに相当すると考えら

れるスペクトノレを得，乙れが図 2bのスペクトノレにきわ

.めτ類似している乙とを報告した 19)一方， 3'ー UMP

やポリ Uのスペクトノレ(図 5f，8f)を C1'ラジカノレ

に帰属させるとつじつまがあう.乙のスペクトノレの二次

3重線は明らかにN (1= 1)との相互作用による微細

構造であり， C1'でのスピン捕捉はF部位に塩基のN1 

をもたらす. UV吸収スペクトノレもスピン捕捉が糖部分

で起乙った乙とを示唆している.乙の場合一つ心配され

る乙とは，塩基と糖燐酸が解離してウラシノレ塩基のN1 

kラジカノレが生じそれが捕捉されれば，閉じようなES

Rスペクト jレが観測される乙とである.これについては

最初に述べた 2種類の捕捉剤 (MNPと4-PyOBN) 

を用いる方法にしたがって実験を行い，その結果を比較

検討したと乙ろ， N 1ラジカノレは検出されなかった.そ

れ故，Cl'ラジカJレへの帰属のほうがより妥当性がある

ように思われる.乙の結果は 3'位にリン酸基が結合す

る(ヌクレオチドなる)と 1'のラジカノレがやや安定にな

り捕捉され易くなったものと解釈され，リン酸基が無い

(ヌクレオシド)と 1'ラジカノレは不安定ですばやく 4'

K移動するため，乙乙でスピン捕捉が行われたものと解

釈される.

3.6 図5aおよび図8cのスベクトルについて

乙のスペクト Jレは 3'-UMPとポリUにおいて見られ

ウリジンでは観測されなかった.Kominamiらは 5'-

UMPをスピン捕捉ーラジカノレクロマトグラフィ一法で

20 

それが C4'IC転移したラジカノレを考え，分子によって

捕捉されるラジカノレが異なるのではないかと考えている.

HOCHg51H1，--‘A0-/J U 1 
ヲ~ ~ fI. _， T.' ( 3) 

OH OH 

4'ー CenteredRadical 

実験をした際同様のスペクトルを見つけ，それを塩基の

C5ラジカノレに同定したJ)我々はすでに別のスペクトノレ ザ

を乙のラジカノレiζ帰属させている. しかしながらUV吸

収スペクトノレは塩基部分でのスピン捕捉を示している.

従って， 乙れも 5-ylラジカノレで・あり， 2つは互いにス

テレオアイソマーの関係にあるものと推論される.

4. 結 論

以上みてきたように，我々はかなり詳細にラジカノレを

分離し，同定する乙とができた.それを基に結論できる

乙とは，ヌクレオシドとヌクレオチドとの聞に見られる

違いはわずか一つの糖ラジカノレの生成においてだけであ

り，ほとんどが共通のラジカノレで、あるという乙とである.

また，ヌクレオチドとポリヌクレオチド間でのラジカノレ

形成の相違はみられず 乙のことは高分子という構造上

の特異性が， ラジカノレ形成にあまり大きい影響を与えて

いない乙とを意味するように恩われる.ヌクレオシドと

ヌクレオチドでみられたラジカノレ形成の違いは， しかし

ながら，重大な意味を持っている.もし 3'ー UMPや

ポリ Uでみられたようにラジカルが Cl'IL.留まってい

れば，乙れは主鎖切断にまでは至らない 21)一方，もし

ラジカノレが C4'にまで転換してしまうと，乙のラジカノレ

は主鎖切断にまで進行してしまう 22) このことはOH

に対する核酸の安定性を考える上で大変重要であり，ま

た DNAにおけるアルカリ不安定性損傷が Cl'ラジカ

ノレを前駆体にしているという報告もあり 23)そういった

意味からも Cl'ラジカノレ存在の証明は意義深い.最後に

高分子に対するモデルとして ヌクレオシドよりもヌク

レオチドの方が適切である乙とはし、うまでもない.

放 射 線 化 学
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第 7回応用放射線化学シンポジウム

“放射線に関連した技術と材料"一ビームプロセスのための新線源

日時昭和62年12月14日(月)、15日(火)

場所大阪大学産業科学研究所

12月14日(月)

13:00中性子ビームの特質と各種線源

(京大原子炉)宇津日雄彦

14:00重イオンから微粒子イオンへ

(京大工)福沢文雄

15:00休憩 (20分)

15:20低速陽電子の発生技術と陽電子一固体相互作

用 (筑波大物質工系)谷川圧一郎

16:20新しいミュオン源とその利用

(東大理)永嶺謙忠

17:20終了

12月15日(火)

10:00放射光と加速器

(高エネJレギー研)北村英男

11:00自由電子レーザーの特徴と最近の話題

(阪大レーザー研)三間園興

12:00昼食 (60分)

13:00ポジトロンの化学への応用

(東大原子力センター)伊藤泰男

14:00中性子の特性を利用した高分子材料の研究

(京大原子炉)山岡仁史

15:00イオンビームによる応用研究一放射線高度利

用研究 (原研高崎研)武久正昭

16:00終 了

世話人:高椋節夫、林晃一郎、入江正浩

干567茨木市美穂ケ丘 8-1 阪大産研電話 06-877-5111 

松山奉史

干590-04 大阪府泉南郡能取町京大子炉電話07245-2ー 0901

〔訂正とお詫び〕 ニューズレター 3号K掲載いたしました本、ンンポジウムの予告に講師の先生ならびに所属等

に間違いがありました.慎んで訂正させて頂きます.
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〔展望〕

マイクロドシメトリー

一新しい線量概念の確立に向けて

(要旨)

放射線の運動エネノレギーが物質に移行する乙とから放

射線作用が始まる.物質中の個々の分子では，受けとる

エネルギーの質や大きさ(原子核もはじき飛ばされるの

か，電子だけが飛ばされるのか，どの軌道の電子が励起

されるのか)の分布，またどの分子が受けとるかによる

空間的な分布が生じる.乙れら 2つの分布は放射線の種

類とエネルギーによって大きく変化する.

今後，放射線化学，放射線医学，材料工学などの研究

分野で使用される放射線の種類とエネルギーはますます

多岐にわたり，それに伴い，照射効果を相互に比較する

乙とが重要になるであろう.移行エネノレギー量を測定す

るという従来のドシメトリーから脱し，上述の 2つの分

布を考慮した新しいドシメトリーの確立に向けて努力す

る必要がある.

1. 現状

1. 1 ドシメトリーとは

放射線照射により物質は種々な変化を起乙す.温度上

昇，化学反応，物性変化，材料損傷，細胞死，原子核変

換などである.乙れらを照射効果と呼び，放射線照射

に対して照射効果を定量的に考察する乙とを考える.

まず最初に，実験iζ用いる放射線の種類，エネルギー，

入射方向が一定であるとする.ある系における照射効果

がいくつかの照射量に対して予め測定されているとき，

違う照射量に対する照射効果の大きさを予測できる乙と

大野新 調ド

が多い.また別の類似の系における同じような種類の照

射効果(例えば希薄水溶液における種々の溶質の酸化還

元反応)を予測できる場合もある と乙ろでエネルギー e
や種類の異なる別の放射線を用いた場合でも，閉じよう

に照射効果を予測したいのである.それがドシメトリー

の目的である.換言すれば，照射効果ー照射量の定量的

関係を図示するときに，横軸にどんな値 c=dose)をプ

ロットするかである.乙の doseを求める乙とがドシメ

トリーである.

容易にわかるように， doseは，放射線場そのものの強

さ，あるいはその時間積分(=フルエンス)だけで定義

されるものでなく，放射線と物質との相互作用の結果か

ら定義される量である.研究対象とする照射効果が変わ

れば，その起因となる相互作用c=エネノレギー移行過程)

も一般的には異なるので，用いられる doseも別のもの

が選ばれる.

1. 2 Doseの具体例

Doseとして採用される量であるためには，理論的裏

づけが存在する乙と以外1[.， 実験もしくは計算はり容 .

易i乙求められる量である乙とが必要である.以下iζ各分

野で使用されている典型的な具体例を挙げる.

1 )放射線化学・放射線生物学

もっぱら“吸収エネノレギー"c単位:eV/g， radまた

Gy)がすべての放射線に対して用いられている.以前

には， x線 r線lζ対しては空気中の電離量である R

C Exposure ; 1 R土 2.58X 10-4 C/kg空気)が用いら

Microdosimetry: For a New Conceptual Foundation of Radiation Dosimetry 

本 Shin-ichiOHNO 

日本原モ力研究所化学部，主任研究員，理博.

(略歴)昭和34年新潟大学理学部化学科卒業，日本原子力研究所入所.同52年より現職.昭和37年から38年までパ リ

大学キュリー研究所留学. c専門〉放射線化学.
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(連絡先)干319-11 茨城県那珂郡東海村.電話 0292-82-5520

(趣味)科学史，音楽，絵画.
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れた乙ともあった.乙れは気体試料では電離測定が容易

である乙とと，空気のもつ普遍性によるものであろう.

しかしながら，その後，放射線効果が電離と電子励起の

両方に同程度に起因する乙とがわかり，さらに固体・液

体試料では，例えばカロリメトリー法や既知エネJレギー

粒子の全吸収の場合でわかるように，電離の測定よりは

吸収エネノレギーの測定が容易である.乙れが doseとし

て吸収エネノレギーが用いられるようになった(1950年代)

理由である.そ乙で吸収エネルギーをDとすれば，典型

的な場合では，

照射効果 g・D， g:比例定数 (1) 

と表わせそうに思われる.乙の式には 2つの問題がひそ

んでいる.その 1: Dは平均値である乙と.実際は，物

質中でエネノレギーを受けとる点ならびにエネルギー量の

2つに関する分布がある.分布の違いを無視した試料全

体にわたる平均値が(1)式のDである.乙れについては後

述する.その 2:放射線の種類によってgの値が異なる.

いわゆる線質効果である.乙の効果を表現するのに，放

射線化学者は LE T ( L~; Linear Energy Transfer) 

値をパラメータとして用い，また放射線生物学者はRBE

( Relative Biological Effectiveness)因子を各放射

線ごとに定めた 40) LETの定義は， 1948年の Lea，

Grayらの比電離なる量の定義をうけて，1952年にZirkle

によって与えられたものである.

2 )放射線防護

乙乙ではDでなく D E(線量当量)を使う.最大許容

線量を定める目的から QF(線質因子;1 -20)が導入さ

れ(1962年)， DE=DxQFX(他の補正因子)が定義

される.当初，QFは LETICよって理解されると考え

られたが，実は，後述するマイクロドシメトリー概念、の

展開を待たなければならないものである 5)

3 )間接電離放射線の効果

例えば高速中性子は，核との衝突は行うが電子とは直

接に衝突しない.しかし反跳核の電荷により電子励起が

起こる.乙のときに用いられる doseである Kerma

(カーマ)は，単位質量あたりに発生する全荷電粒子の

運動エネルギー (J/kg)である.多くの元素の Kerma

値が中性子エネルギーに対して表にされている 15)

4 )放射線損傷

スエリング(照射により材料の寸法が変化する)など

は，主として照射による原子はじき出しが原因で起乙る.

高エネルギー粒子が物質中でエネノレギーを失う原因とし

て，電子衝突と原子(核)衝突がある.粒子線，そのエ

ネノレギー，物質の構成原子が与えられると，電子衝突に

よる分を除いた原子衝突によるエネJレギー移行量が計算

できる.乙の量を損傷エネノレギーと呼ぶ.さらに結晶格

第 44号(1987)

子から原子はじき出しが起乙る際に必要なエネノレギーの

平均値が知られている場合には，はじき出し原子の個数

がわかる.全原子数のうちのはじき出し原子数をのa

(displacement per atom)と定義する.d仰を横軸

iζとる乙とによって，電子線，中性子，イオンビームな

どの照射効果を同じグラフ上にプロットして相互に比較

する乙とができる.

5 )ビーム実験

スパッタリング，イオン注入などの多くのビーム実験

では，入射粒子の個数(ゆt;フルエンス:粒子数/cm2 ) 

に対して照射効果を図示する.物質との相互作用を表わ

す量ではないが，反応機構が定かでない乙と，フルエン

スが容易に求められる量であるためによく使われている.

1.3 I CRU及び CECの活動

ドシメトリーについては 長年にわたる ICRU

CInternational Commission on Radiation Units 

and Measurements; 1925年設立)を中心とした努力の

実績と成果がみられるが 1-5)乙れまで考察の対象とな

った放射線は主ICX，α，s， r線などのいわゆる電離

性放射線，それに中性子線である.今後，各分野では，

さらに高エネノレギーの荷電粒子(重イオンビーム，中間

子ビーム)が使われようとしている.また“放射線高度

利用"16)の分野では，種々のエネルギーをもっイオン種

あるいは中性原子・分子種の使用が予定されている.種

類，エネルギーが多岐にわたって変化する場合の照射効

果を研究するために， ドシメトリーの概念及び線量測定

法の確立が極めて重要になるものと予想される.

すでに ICRUにおいても，生物・医学分野における

マイクロドシメトリー概念の確立を目指した動きがある5l

またCE C (Commission of the European Com-

munities)では，早くからマイクロドシメトリーの重要

性を認識して1967年以降隔年ζとにシンポジウムを開催し

てきた.最近では放射線化学者の参加が目立つ.乙の会

議の報文集ト14)をみて気づく乙との 1つは，日本から

の参加者がほとんど見当らない乙とである.

以下では，まず放射線と物質の相互作用の特徴をもう

一度考えなおし，なぜ新しいドシメトリー概念が必要で

あるかを理解するとともに 40)放射線化学の立場からの

模索といくつかの間題点を述べる.

2. 放射線エネルギー移行の特徴

物質lζ対する放射線作用は 放射線のもつ運動エネノレ

ギーが物質中の原子・分子に移行する乙とから始まる.

移行したエネルギーは，物質中の原子配列に関するポテ

ンシャ Jレエネノレギーもしくは熱エネノレギーとなり，多種
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多様の照射効果の原因となる.と乙ろでエネルギー移行

iζ際しては， (1)量子化および(2 )局在化されてい

るという特徴がある.乙の乙とからエネ Jレギー移行の統

計的性格と励起の種類・空聞に関する 2つの分布が現わ

れてくる.

2.1 統計的性格

エネルギー移行は本質的には粒子間の静電相互作用に

よるものであり，量子力学に基づく計算が不可能な乙と

が多いので，二体衝突，光学近似，準分子形成 (Fano-

Lichten)などの衝突モデルで理解されている.衝突の

結果，物質中の分子または結晶格子から原子がはじき出

される原子変位，原子・分子から電子がはじき出される

電子励起，原子核から核子がはじき出される核反応など

が起乙る.いま特lζ注目したいのは，量子化により束縛

状態にある系のエネノレギー準位が不連続 Cdiscrete)で

あるという事実である.そのため，例えば H20の1b1

軌道電子では約 7.4eV以下，また 1a1軌道電子では

約 540eV以下の移行エネノレギーは存在しない.またエ

ネノレギー移行をうけた電子が応答するに要する時間は短

く (<10-16 S)， そのエネノレギーが他の電子や他の励起

モードに変換する確率はまれである.いわば局在化され

ている.さらに入射粒子(放射線)通過の近傍に位置す

る標的が相互作用をうける確率が高い乙とによる局在化

がある.

放射線物理ないし化学の成書にでてくる限止能，すな

. . . .・. 
.・・.. 

• •. •• 
・

↑12ゑ/

わち単位距離を走る聞に失うエネノレギーや，ある励起が

起乙る確率を示す式などはすべて平均値である.平均値

だけによる議論が無効になる例としてよく挙げられる例

がある:104 radの放射線照射により多くの細胞は死に

至る.そのエネルギー吸収密度は 104rad = 0.1 J / g 

=0.02 cal/ g，すなわち水の温度をわずかに 0.020Cだ

け上昇させる(平均)エネルギーに過ぎない.しかし，

0.1 J / g = 6 eV /005 H20分子)と書き改めて局在

化を誇張すれば， 105個の水分子あたりの l個が 6eVの

エネルギーを吸収した場合と閉じ平均値であるととがわ

かる.

図 1は Rossiが説明K使ったものである 17)横軸lζ

試料のある部分(質量m)の大きさを変化させ，縦軸に

その部分における平均線量 (E/m)をプロットしたも

のである.図中でE/mが一定の領域が吸収線量Dが定

義される部分であり，乙れよりもmが小さくなると平均

値Dの値からぱらつく.極めて小さいmの値では，大部

分の場合のE/m (乙れを局所エネノレギーZと呼んだ)

はゼロであり，まれにゼロでないときはDの値よりも数

桁も大きいZが得られる.つまり吸収線量Dは温度や圧

力と同じようにマクロ的な概念である.

図2は， 1 MeVプロトンに対する液体の水の平均四

止能が25eV/nmのときサンプリング距離を 1，10，100

1000 nmと変化させるとエネルギー付与量がと‘う分布す

るかを MonteCarlo法で計算した Hamm(ORNL)

らの結果である 18)図3には， 100 MeV H+及び4MeV

ー"...

Log m ・ー

図 1 試料中のある部分(質量m)の大きさとその部分におけるエネルギー吸

収密度 (E/m).D:平均値. (H. H. Rossi，文献 1より転写)
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1 MeVプロトンに対する水の平均阻止能が25eV/nmのときの付与エ

ネルギ一分布(水中飛程 1，10， 100， 1000 nm). (R. N. Hammら，

文献18より転写)
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10 

図2

内の多重電子励起・電離.

つぎに各項目において量的な違いが存在する.熱なら

ばサーマノレスパイクの大きさ，温度，その時間変化(1

つの目安としては， lOA領域で数千・C，1O-11秒である)

原子変位でははじき出し原子のエネルギーと運動方向の

分布がある.荷電粒子のエネルギー損失は，媒体の電子

5 MeV He 100 MeV H 

He2+が水中を 1nm走るときに生成するイオン化の個

数を，それぞれの回止能1.0及び 100eV/nmとW値30

eVからポアッソン分布に従うものとして計算した例であ

る. (なお40MeV Ar. 750MeV Fmの場合の水の閉

止能は 3，000及び 20，000eV /nmであり 19) 仮りに

W値が変らないとすると， 1nmあたりそれぞれ 100およ

び 660個のイオン化数となる).1nm程度の分子中にお

ける 4か所以上のイオン化によって発現するような照射

効果を研究対象とするときには 100 MeV H+ 照射で

乙の効果が観測されずに， 4MeV He2+照射によって観

測される乙とが図 3から理解できる.

既iζ述べたように，放射線作用をうける分子内でどの

ようなモードが励起されるかに関する分布がある.すな

わちどの軌道電子の励起か，どの準位への励起か，どの

原子のはじき出しか? 乙のときエネノレギーはひと塊り

(package)で移行するので，同時11:，媒体中のどの地点

(衝突点)に付与されたかによる空間分布があらわれる.

1 )励起モード(移行エネノレギーの質または量に関す

る)分布

まず質的に大きく分類する:①熱，②原子変位(はじ

き出し)，③種々の軌道電子の励起・電離，④原子・分子

〉

υzω
コOω
区
比

エネルギー移行における 2つの分布2.2 

7 

100MeV H と 5MeV Heが水中を 1nm走る

ときに生成するイオン対数のポアッソン分布.
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電子に対する H20各M.O.別の阻止能.

(文献21)

100eV以下のものは飛程が小さく入射粒子飛跡近傍とみ

なせる乙とから， 100eV以上の二次電子エネルギーを，

LETから差ヲ|し、た L100 が定義された.すると通常の

LET (阻止能Sと同じ値)は L固と表わされる.

と乙ろで乙れらのLの値は いずれも粒子エネルギ-

Tの関数である.試料中でのTは初期値れから 0まで

変化し， 二次電子などを発生する.同時に通過した飛程

励起によるもの Seと，電子雲しゃへいを経た原子核変

位によるもの SnIC分けられる.Thomas-Fermi原子

模型に基づいた Lindhardらの式(LSS理論)とFirsov

の式が現在も使われている 20)低速領域におけるふと

れの値が計算できる.高速領域では周知の Bethe 式

が使われる.各軌道電子の励起ではどの準位への励起か.

電離では放出電子の運動エネノレギーの違いによるエネル

ギー付与分布がある.一例として，種々のエネルギーの

電子iζ対する水の各軌道電子の阻止能の計算結果を図 4

lζ示す.重イオンに対するこの種の報告はまだない.

2)空間分布

1本の放射線についてのエネルギー付与分布としては

①飛跡に沿う分布 (LET)，②飛跡径方向分布，③標的

(例えば分子， DNA，細胞核)におけるエネルギー吸収

などである.

LET についてはし、ろんな LETの存在を指摘したい.

単位距離の通過により粒子のエネルギーがTからT-E

K減じたとする.乙の場合 阻止能はEで表わされるが

物質の側ではEを受けとる容積，したがってエネルギー

吸収密度は一般に異なる.ICRUは 2) 飛跡から径方向

の距離 r以内に付与されたエネルギーんを定義し.飛

跡近傍のエネノレギー密度を評価しようとした.また入射

粒子によって放出される二次電子のうち，エネノレギー

図4
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水中における 60COガンマ線の場合の LET分布. J=100eVの場合の

2つの平均値，L4，TとL4，Dの位置が矢印で示されている.CICRU，文

献 2より転写)

放

図5
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はOから Xoまで増大する.Xは時間とともに増加する

連続関数であるが，Tは飛び飛びの値をとる不連続関数

である.エネノレギー Toの粒子の線質を表すものとして

Lの平均値をとる場合K エネノレギーTによる平均(LD ) 

をとるか距離xlCよる平均 (LT)をとるかが問題とな

る.水中におけ60CO ガンマ線の場合の各種のLの値の

分布，それらの平均値を図 51C示す 2)

エネノレギー付与の空間分布としては， 1本の放射線に

ついてではなく，多数の入射放射線について積算した場

合の空間分布も時に考慮される.乙のときは本の放

射線の飛跡径方向の空間分布は積算により構造を失い，

特に入射ビームの深さ方向xの位置におけるエネノレギー

付与量 (D:t ) だけが問題となる.Dsは深さ xにおけ

る平均値である.

3. 放射線生物学におけるマイクロドシメトリー

生物lζ対する照射効果は低線量であらわれ，線質効果

も古く 1930年代から注目されていた.Leaらのいわゆる

標的説などである 22)放射線治療や放射線防護の実際面

と学問的関心から，線質効果の定量的な研究が発展して

きた.今日のマイクロドシメトリー研究は，Rossi IC始

まると言われている 5) 歴史的には， Rossiらの微視的

領域の線量測定法の開発と， Kellererらを中心とする

その理論的取扱いの展開 乙れと並んで Katzらの飛跡

構造を考える 2つの研究の流れがあった.現在では，原

子衝突や二次電子発生微分断面積のデータが整備されて

M icrometer 
screw 

Proton 
beam 

12μm hole 

くるとともに， Monte Carlo計算法が発達して，乙れ

によりマイクロドシメトリーの研究の新段階になったと

言える 251我が国では，古くから東工大織田教授が乙の

分野の研究を続けられた 23，24，401また東大医科研伊藤

氏による秀れた紹介がある 25) 以下の記述は文献 25)IC 

多く負う.

3. 1 Rossi-Kellererの研究

密度 1，大きさ μm程度の組織(回細胞)を比例計数

管内の気体で等価させ，比例計数管内におけるエネJレギ

ー吸収E (eV)を等価直径d (μm)で除したものを，

even t size Y == E / dと呼ぶ.Eを気体質量mで除した

ものを微視的線量z=E/mと呼ぶ.Yまたは zの分布

をパノレス波高分布から求めた(1955-).図61C測定装

置の一例を示す 261今日では，それぞれ Linealenergy 

y=JE/t及び Specificenergy z = J E / J m， 

及びその分布f(y)，f(z)が用いられる.その後，壁

なし(wall-less)カウンターを用いるより正確な微小

体積 (0.2ー 20μm)の模擬が可能となり，ある放射線場

を特徴づける関数としてf(y)やf(z)が広く用いられ

ている.微小体積中の zがしきい値以上のときに生物

の基本障害 (DNA二重鎖の2箇所切断)が起乙るとの考

えから勧 Z2 Iζ比例して起乙るとの考えが展開されてき

ている (DualRadiation Action仮説'n，281).乙の展

開の途中で近接関数 (Proximityfunction)の導入が

提案された 291
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図6 マイクロドシメトリー装置の一例.ピンホーノレからのプロトンビームの

まわりでの電離密度をグリッド比例計数管(右下の図)で測定する.比

例計数管はマイクロスクリューで左右に移動する. (W. A. Glassら，

文献26より転写)
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近接関数回の衝突 sにさいして付与されるエネノレ

ギー量 Ei (入射粒子の運動エネノレギーから衝突後に衝

突点から出て行くすべての粒子の運動エネルギーを差引

いたもの)を定義する.つぎに衝突点 tの周囲(iから

距離がxまでの範囲)の別の衝突点 hについて

T( :x)=IIεiEk/ Iε(2)  
I R 

を求め，エネルギー付与点の近接さを定義する 5)

3.2 Katzらの研究

Katzらは，重イオンによる原子核乾板の飛跡形成が

二次電子による Ag粒子(標的)の黒化(ヒット)に

よって生じるとの考えから 30) 一般性の高いトラック

構造の二次電子理論をつくり，各種の細胞や種々の放

射線検出器に対するプロトンからウランにいたる放射線

(粒子)の線質効果を説明するのに適用して成功を収め

た 31lさらに Paretzke及び Bergerらは， 二次電子

発生の微分断面積のデータから 重イオンビーム周辺の

径方向のエネノレギー付与分布，エネ Jレギー付与点の距離

分布，飛跡構造の MonteCarlo 計算を試みている~2. 33) 

4. 放射線化学の立場から

通常，放射線化学の研究では，膨大な数の放射線照射

を行うので，積算により本の放射線のもつ空間分布

は重要でないと考えられるかも知れない.しかし時間の

関係を考慮すれば本の放射線のもつ構造が化学反応

を決定する乙とが理解できる:いま 1μA/crn2のイオ

ン電流密度で衝突断面積1O-15crn2 の分子が照射される

とする.乙の分子の平均の衝突頻度は10-6/0.6xlO-1!l) 

xlO-15=10-2 s-1である.分子の電子励起(10-16S)• 

分解 00-13 S)，発光 (10-9 S) などを経て，反応がす

っかり終了した100秒後につぎのイオンの衝撃をうける.

乙の乙とから，分子が 1回の衝突で受けとるエネノレギー

量が，反応を決めるのに重要であることもわかる.

重イオンiζ対する物質の大きな阻止能の値00-103

eV/A)は，重イオンから物質へのエネノレギー移行の頻

度が高い乙と，ないしは 1回あたりのエネルギー移行

が大きい乙との 2つに起因する.移行頻度が高いときは

飛跡に沿って近接して生成物ができるので，生成物聞の

相互作用が起乙る.他方回あたりのエネノレギー移行

の大きいときに，その分子がどのような化学反応を起

乙すかについての知見が少い 34)エネルギー移行量が大

きいときは，内殻電子の励起または多電子励起が起乙る.

内殻励起の場合でも，続いてオージェ電子放出が起乙る

ので，いずれの場合も分子の多価イオン状態ができる.

つぎにクーロン反発により分子はばらばらに解裂する.
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乙の例からもわかるように. 2.2.1)で述べた各励起モ

ードの分布は，また時間の関数でもあると言える.

っさ‘に実際的な doseの選び方の例を挙げる.最初は

イオン照射により KN03が分解して亜硝酸塩が生成す

る場合である 35)0ー 100keV領域の He，Ar， Xe イ

オン照射の際の反応断面積を実測すると図 7のようにな

る.他方，別に LSS式に基いて電子衝突回止能 Seと

核衝突限止能 Snを予め求めておき，そして反応には

(5Se+Sn)/6が有効であるとすると反応断面積は

He， Ar， Xeのいずれの場合も図7の斜線の部分におさ

まる.

つぎの例は，固体表面iζ吸着したアミノ酸の脱着に対

するイオン衝撃効果の Duckらの研究36)である.衝撃

イオンの LET値を横軸に，いろんな脱着種の収量を縦

軸iζプロットすると図8(a)のようになるが，脱着機 J 

構にイオン速度 Uが効くとの考察から修正 LETとして

L*=j(v)・LET

j ( v ) =1. 72 exp (ー2.32v / voz) 

をフ。ロットしなおすと図 8 (b)のようになった.

(3) 

(4) 

上の 2例は，放射線と物質との相互作用量として，そ

r、4
oE 20 
N 。
‘、~... 圏、
トー、.回，
o 
c 。
ぢ 10
Q1 
ω 
ω 
ω 
O 
'-

仁J

O 

xe 

。園田 ー-0 F 一一。Ar

~岱山山込】

20 40 60 80 100 

Ion energy I keV 

図7 20ー 100keV希ガスイオン衝撃による KN03

分解の反応断面積.有効エネノレギー(5Se+Sn)

/6を基準にとれば，断面積はすべて斜線部分

花落ち着く. (文献35より転写)
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れぞれの場合で適切なものが採用されるならば，目的に

適った照射効果ーDoseの関係が得られる乙とを示す.

つぎは空間分布に関する計算例である 371 ORNLグル

ープは MonteCarlo法により水中における電子飛跡周辺

に生成される H20¥e¥H20*の位置を求め，それ以降

の時間経過とともに生成しては消失する化学種の空間

分布を得ょうと試みている(図9).乙れらの化学種の

分布と溶質(例えばDNA)との空間的な位置関係38，391 

から照射効果の議論を展開しようという動きがある.

10.' 

10-2 

語

放射線生物学の分野では，線質効果を表すのにLET

概念では不充分である乙とが早くから認識され，新しい

ドシメトリー概念の確立に向けて努力がなされてきた.

いわゆるマイクロドシメトリーである.乙れは本稿で述

べた放射線エネJレギー移行における 2つの分布のうちの

空間分布を扱う.乙れと並んでもう一つの分布，移行エ

ネノレギー量(あるいは種類)に関する分布を考慮する乙
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とが是非とも必要である.乙の 2つの分布を含めた形で

マイクロドシメトリーを発展させ 放射線化学を含む広
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〔第 3回放射線化学セミナ一報告〕

イオンビームによる照射効果とその応用

放射線化学セミナ一実行委員会の企画で，上記のセミナーが去る昭和62年 5月26日(火曜日)の午前10時30分から

午後6時まで，東京工業大学岡山キャンパスにおいて行われた.当日のプログラムは以下の通りであった.

1. イオン照射における諸過程……………………………………………………金子敏明(岡山理大)

2. 重イオン照射による化学反応……………………ー………………...・ H ・……大野新一(原研東海)

3. 重イオン照射効果における電子励起状態の役割……・……………………木村一字(理 研)

4. 粒子ビームのエレクトロニクス材料への応用………………………………田川精一 (東大原セ)

5. 原研高崎研におけるイオンビーム利用研究計画……………………………萩原 幸(原研高崎)

それぞれの講師には 本誌への掲載を前提として予稿を書いていただき，それらを一冊にまとめて当日配布した.

以下に予稿集に多少手を加えたものを掲載する.なお，講演の 5は内容の関係上，本誌のニュース欄に掲載した.

(世話人:新坂恭士，田川精一)

イオン照射における諸過程

イオンビームを用いた物質への問いかけは，放射線化

学，半導体工学，放射線物理，プラズマ核融合などの分

野で盛んに行なわれ，技術的応用面では幅広く利用され

ている.また，素過程研究の立場からも興味ある問題が

提出されている.乙乙では，物理の立場からイオン照射

時lζ起乙る諸過程について述べる.

1. チャネリングとブロッキング(シャドウイング)

イオンが結晶の低指数方向にほぼ平行に入射されると

イオンは結晶の原子と近接衝突をする乙となく，うまく

結晶を通り抜ける.乙の現象をチャネリングといい，イ

オンの運動は連続ポテンシャルで記述される.乙のチャ

ネリングは 2つの型に分類されつは軸チャネリンク¥

もう 1つは面チャネリングと呼ばれる.各々の場合の連

続ポテンシャルは，

仏(b)=Ci/d)にdzVCJb2
+Z

2 
) 

Upω)=(1/吋:MrV(♂ヨ)

$岡山理科大学

第 44号(1987)

(1) 

(2) 

金 子 敏明 事

である.乙乙で bは原子列からの距離 dは原子列の

格子間隔 xは原子面からの距離， sはー原子あたりの

占有面積， V(r)はl個の原子のポテンシヤ Jレで、ある.イ

オンの運動方程式は面チャネリングの場合，イオンの質

量をMとして，

M d2X+dvμ)-0.d2Z 一一一一-dt2
' dx dt"" 

(3) 

VJ(x)=Up(土-z)+U (L+z )(4)p~ 2 

と表わせる(図 l参照)，乙のような取り扱いが妥当であ

るためには角。は臨界角れよりも小さくなければならな

い.軸チャネリングの場合，

8ra=<= j'!:.ZJZ2e21n 2 
C"-Y  Ed 

また，面チャネリングの場合は，

8l='FJ2刈 zfH2GTF

(5) 

(6) 

である.乙乙でZJ，Z2，e， E， Np，OTFは，入射粒子の原子番

号，標的原子の原子番号，電子の電荷，イオンの運動エ
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図 1 面チャネリング粒子の軌道の模式図

ネルギー，原子面上の原子の数密度，およびトーマスフ

エjレミの遮蔽長である.上の二式から，

。//8ca宇 JπNpOTF.d -J 1r:aTF/d 

(γNp-d-2) (7) 

一方，ランダムな方向から入射された粒子や格子原子

は，結晶軸方向にはほとんど散乱されて乙ない.乙れは

結晶軸方向には格子原子の影ができる乙とを意味し，ブ

ロッキングまたはシャドウイングと呼ばれる.

2. イオンのエネルギー損失

イオンは物質中を通過すると標的電子系を励起したり

標的原子に反跳エネ Jレギーを与えたりする乙とによ って

運動エネルギーを失う.単位長さあたりのイオンのエネ

Jレギー損失を閉止能という.前者の電子励起による寄与

を電子的阻止能，後者の寄与を核的阻止能という.イオ

ンの速さが十分大きくイオンの軌道があまり曲げられな

い場合には，核的問止能は小さく，電子的阻止能が主な

寄与をする.大雑把にいえば V ~Z 2~3VB (VBはボーア速

度)のとき V1<:， また， V}> Z2
713

VBのときv-21nV
2 Iζ比

例した電子的阻止能が得られる.

2.1 電子ガスの阻止能

金属の電子的性質を特徴づける場合，正イオンの一様

な分布の中を自由電子が運動するという電子ガスモデル

がよく使われる.乙の電子ガスの励起スペクトルには 2

種類の励起が存在する.すなわち，電子が 1個 1個独立

に振るまう励起(個別励起)と 電子全体が集団として

振るまう励起(集団励起)である.後者はプラズマ振動

と呼ばれ，プラズマ振動数ωp=(4πne2/m)ν2で特徴づけ

られる.乙乙で n mはそれぞれ自由電子の数密度と

電子の静止質量である.上の 2つの励起の分散関係をゆ

-ω)面上に表わすと図 2のようになる.点電荷ZteIζ 

対する電子ガスの阻止能んは，

32 

S..=~πZ12e4L 
e=一一一ーー曹一一.n.L

mv~ 
(8) 

-2 r∞ dk rkv 、
一一一一 I-:" I dωωlm{一一一一一1ト (9) 一πω;-J 0 k JoowWlm¥ε(広ω) ~ J 

と表わせる.1mはimaginarypartを意味する.ε(k，ω)

は誘電関数であり，

2“一2""j( En ) ε CR， ω)=1 + ニヰτ~L一寸アバ
'万&皮&τN

{I..2 ， n~ L" 2m/ ." ，+ ，? "..，. ~ト UO)
が+2以努(ω+ω)が-2同 +字(ω+id)J 

なる形をもっ.乙乙で，En， knはn番目の状態にある電

子のエネノレギーと波動ベクトノレであり ，oは正の無限小

の数でj(En)は分布関数である.ただし，N=:L:.!(En)を

みたす.j(En)として，フェ Jレミ分布関数を使い E((ω)の

方ω ~EF (フェ Jレミエネルギー)と方ω}>EFでの表式を

用いて，

(i)v ~VF( フェルミ速度)では，

l+fr 斗，.2
L-ー (1--~ r't. [Im一寸ニーート参与2 . ~ 3 / ~ _... l'ゐ l-+-1-1''t.

(と)3<xv3 01) 
VF 

Cii)V}>VFでは，

L-lm学ど ω 
nwp 

となり，先に述べた Seの速度依存性がえられる.ただし

l' 2 =e2/1C為的である.また，方はフ。ランク定数を2πで、割った

値である.電子ガスの阻止能公式は，広い速度領域にわ

たって適用できるという長所がある. しかし，実際の実

験データとの一致をみるためには 局所電子密度モデル

などなんらかのモデルの導入が必要となる。

10 

8 

6 

ω/ωF 

4 

2 

O 

O 1 2 3 4 K/KF 

図 2 電子ガス励起エネルギースペク卜ル.斜線部は

個別励起，ω/ωF=2付近からでている曲線は集団

励起を表わす.

放 射 線 化 学



U3) 

ただし，1/>0+ゆ1=1である.上式で，Nvoc，Nvol は単位時

間あたりに各々 p→HO，H。→pl乙荷電状態が変化する遷移確

率を表わす.また，Ocはプロトンの電子補獲断面積， σ1

は水素原子の電子損失断面積である.乙の微分方程式の

解は，

dφ。/dt=Nv[ocφ1-01伽]

ゅ。(1)=ゆO(∞)+(恥(0)-1/>0 (∞)) 

exp{ -NvtxCσe+G1 )} 

で，t→∞のとき，ゅ。(∞)=Oc/(Oc+OI)となる.乙乙でψ0(0)

は初期値を表わす.図 3には その一例が示してある.

一方，高速ヘリウムイオンの場合には， He+とHe2+-イ

オンのみを考えれば十分であり，各々の収率をゆ1，1/>2と

すればプロトンの場合と同様の式が成立し，t→∞での平

U4l 

電子的阻止能には，入射イオンや標的原子の殻構造を

反映した ZI振動やZ2振動が存在する乙とが知られてい

る.同一の標準薄膜に種々のイオンを入射させるとき得

られる ZI振動は，イオン速度がフェルミ速度よりも小さ

いときに観測され，自由電子がイオンlζ散乱される散乱

断面積の振動的ふるまいとして説明される.また，同一

のイオンを種々の標的元素に照射したとき得られるみ振動

は，内殻電子の速度分布や局所的な電子密度を考慮した

電子的阻止能公式で再現される.

ZI振動と Z2振動2. 2 

0.8MeV/amu 
H-AND HO ON C 

HO OUT 

• • 

• H 1 N 
。H01 N 

ZI3効果(パーカス効果)

電子的阻止能は 2.1でも述べたように(Zle)2K.比例す

る.しかし， 1963年IC，パーカスらはf とf の飛程が

わずかに違う乙とを見い出した.乙の乙とは電子的阻止

能が(Zle)2K.比例するとすると説明できない乙とであり

(Zle )3 IC比例する補正項が存在するならば，乙れが可能

である.後K.，理論的にも乙の乙とが裏づけられた.

2. 3 

10-1 

司

4
nv 

-

プラッグ則

化合物 AaBbという物質の阻止能Seは， (Seh，(Se)s 

をそれぞれ元素A，Bの限止能として， Se=a・(Se)A+b・
(Se)S Iζよって与えられるというものである.乙れは化合

物AB中のAとBの電子分布が，単体のときのAとBの

電子分布とそれほど大きく違わなければ成り立つ.

2. 4 

、3nu 
-

-
H

『.nu 
-

10-5 

ro nu 

z
o
一↑U
《
区
比

凶
臼
区
《

Z
U

エネルギーストラグリング

エネ Jレギー損失のばらつき ゆらぎの乙とをエネ Jレギ

ーストラグリングという.いま乙れをがとかくと，電子

ガス理論では，Q2=nox・W である.ただし，Wは， 2. 1 

のLの表式で dω・ωのかわりに dωoQ)2を代入したもので

ある.また xはイオンの進んだ軌跡の長さである.イ

オンの速度 Uが小さいときがはv2K.比例し vが非常

に大きいとが =4πZ2CZ1e2)2NxIζ近づく.乙乙で，原

子中の束縛電子もすべて自由電子と考えて n=NZ2とし

た.

2. 5 

イオンの荷電状態3. 

3 ~ 5 

DWEll TIME IN C八RBON(XIO-I5s)

仏8MeV/amu!r， HO →Cでの~とHーの比率.
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10-7 

nu 

no n
u
 

図 3

軽イオンの荷電状態

イオンのもつ束縛電子の数が少ない乙とから，軽イオ

ンビームの荷電状態は比較的取り扱いやすい.高速プロ

トンビームの荷電比率は 中性水素原子 H。の比率向と

プロトンpの比率φ1のみを考えればよい.乙れらは次の

ような方程式を満足する:

第 44号(1987)

3.1 



衡平均電荷 qは，

q=L q・Oq=2-ーごと
q-l σ12+σ21 

05) 

となる.乙乙で.G12はHe+カ糠的原子と衝突する乙とに

よる電子損失断面積であり またG21はHe2+の電子捕獲

断面積である.電子捕獲の過程には，オージェ過程，共

鳴過程，輯射を伴う過程の3つがあるが VがVsの数倍

程度の領域では共鳴過程が主に寄与する.乙の 2つの断

面積は，標的の原子番号Z2依存性に関して異なった特徴

を呈する.イオンの電子捕獲は 標的原子中の電子を 1

個毒い取る過程が主となるため どの状態にある電子を

取るかで殻の効果が現われる.乙の結果，電子捕獲断面

積はZ2K関して振動的ふるまいを示す.一方，電子損失

は主として標的原子の静電ボテンシャルによって起乙る.

乙のため，標的の電子全体の分布が問題となり，電子捕

獲に見られるような殻効果は現われない.以上の乙とか

ら図 4K示されているようなヘリウムイオンの平衡平均

電荷のZ2振動が説明される.

3.2 重イオンの荷電状態

重イオンの荷電分布を考えるときには，関与する電子

の数が多い乙とからデータ整理に統計分布が用いられる.

よく使われるものに，ガウス分布，二項分布.x/分布が

ある.ガウス分布は，平均電荷 q=手・州)Iζ関して対

称な分布であり .11がOからZIまでの中間的な値のとき

2.0 

1.8 

6
 

x
u
l
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に
V
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A
創

E

H

 

M
m
p
u
 

1.4 

に良くデータと一致する. しかし EがOやZIK近い場合

荷電分布。(q)は非対称となりx/分布がよく使われる.q

lζ対しては，種々の経験式が提出されている.

と乙ろで，物質を通過後観測された荷電分布や平均電

荷は物質中でのそれと同じであるとは限らない.事実，

固体標的では気体標的に比べてaが大きい(密度効果と

いう).乙れに対する説明として ボーァ・ 1)ントハルト

(B L)モデノレとベッツ・グロジンス (BG)モデルとがあ

る.気体標的では，イオンは衝突前にはいつも基底状態

にあるとしてよい.しかし 固体標的では衝突によって

生成された励起状態が脱励起して基底状態に戻らないう

ちに次の衝突がお乙る乙とから 電子損失の確率が気体

標的よりも大きい.一方 電子捕獲の方は両者でそれほ

ど差はない.乙のため 固体内ですでに平均電荷が大き

くなっている.乙れがBLモデルによる説明である.他

方. BGモデルは，気体と国体標的内では，平均電荷lζ

大差なく，むしろ，固体標的からイオンが出たあと検出

器に捕えられるまでに電荷がかわってしまうと説明する.

すなわち，固体薄膜中で作られた励起状態は薄膜通過後

オージェ効果によって脱励起する.乙のとき，イオンの

電子がはがされた分だけ平均電荷は増加する.定性的に

は，図 6I乙示されているような関係が成立する.乙の両

モヂJレに関しては未だに議論が尽きない.

3.3 有効電荷と平均電荷

2.1で述べたように，イオンの電子的阻止能は電荷Zle

。。

O 10 50 20 30 40 

TARGET ATOMIC NUMBER 

図4 1. 0 MeVヘリウムイオンの平衡平均電荷Qの標的原子番号依存性.

一一・一ーは理論値で他は実験値.
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種々のイオンをカーボン薄膜に照射したときの平均電荷3とイオン速度 U

の関係.ただし，ZIはイオンの原子番号， Voはボーア速度である.

図5

ウェイクポテンシャル

イオンがフェ Jレミ速度よりもはやい速度で電子ガス中

を運動すると，イオンの後方iζ空間的および時間的に振

動する分極電場が生じる.乙れをウェイクポテンシャ Jレ

といい，仮想的なプラズモンを励起する乙とにより作ら

れる.乙の電場は，運動しているイオンに対する阻止能

を与え，また，金属中で解離した分子イオンの出射角分

布などに影響を与える乙とが指摘された.

4.2 
の2乗に比例しているので，乙れをプロトンに対する阻

止能でわって平方根をとる乙とにより，物質中でのイオ

ンの有効電荷が定義される.もし イオンが点電荷であ

るとするならば，有効電荷は物質中での平均電荷と等し

くなる. しかし，標的中の電子はイオンと近接衝突を行

なうため有効電荷は平均電荷よりも大きくなる.また，

乙のために 3.1で、述べたヘリウムイオンの平均電荷のZ2

振動が大きい振幅なのに反し，有効電荷のZ2振動は非常

に弱められる.

オコロコフ効果とウェイクポテンシャル4. 

Qsolid 

Meon Chorge奇

/ ノノ ノ

Torgel . 'ノ /1 8L 

/ I .ーー-_._------/〆 ~-_... 

/ / /，-/ 

/ 
/ / 

/ / /イ/

ろ/一二f士士=士士一一旦L.8乞一一一 q抑
/ λ....~ 
øY~ / ノ

a ーゥ ノー/

/〆 _oloms/cm2

オコロコフ効果

間隔dで直線上に並んでいる格子列に沿ってイオンが

速度 Uで運動する場合 イオンは格子列から周期T=d/v

のポテンシャ jレを感じる.イオンに束縛電子があるとき

乙の電子がエネ JレギーEIの状態にあるならば，

4. 1 

Dlslonce 

日目

なる条件をみたすエネJレギー状態EnlC共鳴的に励起され

る.乙の効果はオコロコフ効果と呼ばれ，励起状態にあ

る電子は剥ぎとられる確率が高い乙とから，イオンの荷

電比率を測定する乙とによって実証された.

(mは整数)(ι-EI )/;均=m・2πv/d

BLモデルと BGモデルによる固体標的と気体

標的におけるイオンの平均電荷の説明図.
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〔第 3回放射線化学セミナ一報告〕

重イオン照射による化学反応

1. 化学反応の起こり方

化学反応は原子や分子の組み替え過程である.例えば，

A+BC一一→ AB+C (11 

原子や分子は複数個の電子と原子核から成る力学状態で

ある.化学反応が起乙るためには，反応系と生成系の力

学状態の違いに対応するエネルギーのほか，いわゆる活

性化エネJレギーが必要である.古くは反応速度を温度T

の関数として求める研究が盛んであったが，現在では反

応系及び生成系の状態の関数として求める乙とが目標と

されている:State-to-state chemistry. 

k(T) - k(A，v，]，t，b，oIA'，t/.]γ，(}) (21 

つまり温度Tを指定しても そのエネJレギーは各自由度

(電子状態A，振動 v，回転]，並進運動 t，衝突係数b，

BC分子軸に対するA原子の入射角度φ)の聞に分布し，

どのモードのエネルギーが化学反応に有効であるかを知

る手がかりがない.

また(1 )式のAをA+に置き換えたイオン.分子反応

においても同様の乙とが言える.ただし反応断面積が数

桁も大きい.そして活性化エネルギーを必要としない場

合が多い.乙の 2つの特徴は，いずれもクーロン相互作

用が遠距離まで及ぶ乙と，そしてその相互作用の強さが

熱エネルギーに比べて極めて大きい乙とから来ている.

またイオンは電場で容易に加速する乙とができる.で

は温度を低く保ったまま，イオン A+の運動エネJレギ-

tだけを大きくしたらどうか?まず広い範囲 (bの値が

大きし、)にわたってクーロン相互作用が起乙る.その結

果，イオンA+の運動エネ Jレギ- tが失われ，その失わ

れた運動エネルギーが標的BCK受け渡される.そして

*日本原子力研究所東海研究所
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Aの関与しない化学反応 (BCの分解)が起乙る:

rの運動エネJレギ-t
BC ‘B+C，BC++e，など (3)

乙れを state-to-statechemistryの立場からみてみよ

う.いま tを一定にしておいても衝突係数 bの値が広く

分布している.また tの一部が標的分子iζ移行する際に

そのエネノレギーは生成系の電子状態A'，フラグメント(B，

C，BC+，e-)の運動エネ Jレギーなどの自由度に分配される.

そのために，乙の場合，運動エネルギー tは温度Tとは

違った意味で‘のマクロ量になっている.

つぎに重イオンから標的分子へのエネ jレギー移行がと、

のようにして起乙るかを考察しよう.

2. 重イオンから物質へのエネルギー移行

衝突係数 bが大きく重イオンの速度Vが大きいときに

適用できる 2体衝突モデルと 逆に衝突係数 bが小さく

Vが小さいときに適用できる準分子形成モデノレを用いて

定性的に考察をすすめる.

2. 1 2体衝突モデル

重イオンは質量M，電荷 Ze，速度Vであるとする.標

的は質量m，電荷 e，また衝突係数が b，標的の速度が

ゼロである座標系で考える.衝突時間は 2b/V，また乙

の衝突時間のあいだ入射イオンと標的との聞にZe2/b2の

力が働くと考えられる.乙の衝突時間と相互作用の力の

大きさに影響を与えない程度Ir.bが大きく ，Vも大きい

乙とが乙のモデルの適用範囲である.

Mからmへのエネルギー移行 εは

ε i運動量変化)~=ç力×衝突時間)2
2m 2m 

M Z2e4 1 
m T b2 (4) 

またエネノレギー移行が εとε+必の間であるような断面積

放 射 線 化 学



M， Ze 

T= 1/2・MV2

刈v• 
m，e 

図 1 荷電粒子(M，Ze，T=をMV2)から標的Cm，e)への

エネルギー移行.N. Bohr による計算モデjレ.b : 

衝突係数.

。(ε )dε，すなわち衝突係数がbとb+dbの間にある断面積

は，

M 7rZ2e4 f.d¥ 
2πbdb=o(ε)dε=一一一云ート長}m ¥e“/  

乙の 2式を用いた簡単な計算例を表 11[.示す.

(5) 

電子との衝突を考えると 入射イオンの質量Mlr.比例

して，また電荷Zの2乗lζ比例して電子励起の確率が大

きくなる乙とがわかる.bの値がOから∞まで変化する乙

とは，移行エネルギー εがOからある値まで分布する乙

とに対応する.乙れは自由電子については正しいと言え

る.ととろが原子・分子中で束縛状態にある電子は一定

のエネルギー値しかとり得ない.H20の場合で言えば，

5種類の電子軌道のうち， 1 bl軌道の電子に対しては0<

eく7.4eV，また0(18)軌道の電子に対しては0<ε<540eV

の値は存在しない.いわゆる量子化されているためであ

る.また εがある値以上であるためには bがある値以下

でなければならない.すなわち物質中の多数の電子のう

ちとく限られたものだけが衝突をうける.乙れはエネル

ギー吸収の局在化にほかならない.

乙乙で標的について説明しょう.例えばH20の場合

には，あるときは HzOの中の 1個の電子が標的となり.

矧防ときにはH+が，また数個の電子をつけた0C1-7いが標的

となる.電子と原子核のどの組合わせが標的となるか，

それは確率の問題である.

イオンと原子閣の衝突に際して働く作用としては，電

子雲でしゃへいされた静電ポテンシャ Jレ，たとえばCZe2/r)

exp(-r/a)が用いられる.乙れまでに多数の原子間ポテ

ンシャルが提案され 重イオンのエネ Jレギー損失i乙関す

る計算に使われている.有名なのは阻止能を表す Bethe

式及び LSSCLindhard， Scharff.Schiott)理論である.

2.2 準分子形成モデル

例えば10keVO+1オンがlAの空間を横切る時間は~

1O-15s.数10eVの電子では10-1包よりも短い.A+とBの衝

突の際の bがA+とB原子の半径の和よりも小さいとき，

両者の電子雲は重なり準分子が形成される.A-B及びA-

B*エネノレギー曲線の交点Rcよりも両者が接近して再び

遠ざかるときは，ある確率でB事が生成される.2図は

(A+B)系の全エネルギー(核の運動の存在 しないときの

全電子エネルギーと核問斥力エネノレギー)図を示す.よ

り一般的には，核問距離RK対する各M.O.のエネルギ

ー準位図に基いて研究され， M.O.モデJレともまたFano-

Lichtenモデノレとも呼ばれ，低エネ Jレギーイオン衝突に

おける内殻軌道励起を説明するのに広く用いられている.

3. 物質の側からみたエネルギー移行

図 3K，重イオンを質量M，電荷Z，核子あたりの

エネルギー Tまたは(112)VZC単位eV/arnu)によって種

類分けする立体図を示す.三角柱内部の点が (M，Z， T) 

を表す.また 1MeV H+， 100keV Ar+， 127MeV J15+，2.4 GeV 

U66+が物質中でエネルギーを失う軌跡を示す.エネノレギ

ー損失は，単位距離を走る聞に失うエネルギー(たとえ

ば eV/A)で表わされ，その物質の阻止能と呼ばれる(図

4) .入射イオンに関する情報としては.乙の阻止能のほ

かには，入射イオン自体の励起，電子捕獲，電子損失な

どである.

表 1 移行エネルギーε=lOeVを与える衝突の際のbC衝突係数)の値.

Ion Energy/MeV Target :e- Terget:H+ 

e 0.1 0.014A 。 0.0003A 

H+ O. 1 0.58 0.014 

H+ O. 18 0.0043 

H+ 100 0.018 0.00043 

u+ 100 O. 28 0.0066 

Uω+ 100 14 0.33 
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E③ ⑧  

A+B. 

Rc 

図 2 AB準分子の全エネノレギー図.

乙れに対して物質の側では，阻止能に相当するエネ Jレ

ギーを受取ったというだけでは化学反応の理解のために

は不充分である.そのエネルギーがどれだけ多数の分子

に分配されたか，それらが空間的にどのように分布して

いるか， 1個の分子の受取るエネJレギーはどの程度か(=

どの軌道電子が励起されたか励起される電子の個数は

いくつか)などの知見が必要である.以上の乙とを次の

ように整理する乙とができる.

(i)エネノレギー移行点の空間分布

入射イオン飛跡に沿う分布と飛跡径方向の分布
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(ii)エネルギー移行の質(大きさ)1ζ関する分布

内殻あるいは外殻励起，多重電子励起，原子変位

(i)と(ii)の2つの分布は重イオンの質量，電荷，エネノレ

ギーによって大きく変化する.

従来のガンマ線・電子線ではいつも一定の分布を与え

るので，多くの場合，全吸収エネノレギーを知る乙とから

照射効果の定量的議論が可能となる.多岐にわたる重イ

オン照射効果を相互に比較しようとするとき.まずエネ

ノレギー移行量に関する(i). (ii)の分布を知る乙と.換言

すれば初期過程(=物理過程)を理解する乙とが，従来よ

りも一層重要になる.

4. エネルギー移行量の大きい励起

(高励起)か高密度励起か?

重イオンlζ対する大きい阻止能の値(10-103eV/A， 

図4)は，第 11ζは入射イオンと物質中の電子・原子と

の衝突確率が高く，エネルギー移行(通常は外殻軌道の

励起，エネノレギー移行量は1O-20eVが多しサが頻ぱんに

起乙る乙とによるが第 21<:は 1回の衝突にさいして

のエネルギー移行量が大きい(たとえば数100eV)乙とに

よる.後者は，点電荷でなく構造をもっ粒子の衝突によ

って誘起され易い内殻励起ないしは多電子励起にもとづ

く乙とは既に明らかである.乙のような高いエネルギー

移行を伴う衝突は，化学的・生物学的効果としては大き

いと予想される.

われわれは極めて安定である乙とが知られている鉄(11)

錯体K4[Fe(CN)6)・3HzOを選び 種々の粒子線衝撃後

の室温における ESR測定を試みた(Bu//. Chem. SOC. Jpn. 
58，1100(1985)). ESR測定は微量の生成物が検出できる

z 

図 3 重イオンの分類.M(質量)， Z(電荷)， T(エネJレギー)， v (速度).lMeV町

100keV Ar+， 127MeVI15+，2. 4GeVU66+の減速軌跡を示す.
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図 4 水の閉止能CS).エ L.Magee， AChatterjee， 

λPhys. Chem. 84， 3529(1980)より.

ためであり，また室温における測定は頻度の高い外殻軌

道励起がアニーJレできるためで、ある.さてK4(FeCCN)6)・
3H20結晶は反磁性体であるから ESRシグナlレはでな

い.107radまでのガンマ線照射してもやはりシグナルは

現われない.また lMeVプロトン，あるいは20-40keV 

Ar+照射によって，いずれも配位子が乙われたと思われ

る孤立状態のFe3+スピンのシグナJレがg=4.3の位置に

あらわれる(図 5).と乙ろがO.45-1. 8 MeVのArイオ

ン照射では， g=2.0の位置に幅広い吸収があらわれる.乙

の吸収はFe3+…Fe3+の交換相互作用CFe3+相互の距離は

7 -8 A)によるものである.特に述べておきたい乙と

は，イオン飛跡が重なり合う乙とのない低線量照射でも

乙の吸収がみられる乙と，さらに ESR吸収のg値に，わ

ずかではあるがイオンビームの方向に関する異方性がみ

られる乙とである.つまり 1MeV Arイオン照射によっ

て移行エネルギーの大きい衝突CFeの内殻励起ないしは

多電子イオン化)が起乙り，配位子がぱらぱらに乙われ

ると同時にビーム方向KFeの移動が起乙ったものと考

えられる.

乙の考えに対し，仮りに内殻励起または多重電離を経

て多価状態の分子が生じたとしても周囲から電子が流れ

乙み，結果としては通常の電離が高密度に分布した状態

から化学効果が生じると考える研究者もいる.

Wood， Steuerらは， 1MeVのH+，He+，O+を種々の分

第 44号(1987)

↓g=2.0 抗5

図 5 照射後のK4FeCCN)6・3H20のESR.(a)1.8MeV

Ar2+，7.5.μC/cm2 ，(b)1. 45MeVH+，900μC/cm2. 

子CH2，Qz， N2， CH4， CH3Cl， CO， NO， COzなど)に衝撃し

(例:よ Chem.Phys. 74， 2860(1981))，多価分子イオン(高

い励起状態)からの解離生成物をその運動エネノレギース

ペクト Jレの測定から調べている.なお 2価の分子イオン

CN22\ O~+， C02;-H202+)を電子や光照射によりっくり，そ

の解離過程の研究もなされている.Zn， Br， 1などの重い

原子を含む生体分子については， x線照射または同位体

を用いた電子捕獲により重い原子のK殻電離を行い，そ

れに続く分子の分解過程の研究がなされている.CStδclin 

ら，Radiat. Res.l0l， 262(1985)など). 

5. 電子励起か原子変位か?

2.から理解できるように，重イオンに対する阻止能 S=

dT/dxを2つの部分，イオンの核と標的厚子核の聞の“電

s 

s e 

V 

図 6 速度による阻止能CSnとSe)の変化.
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子でしゃへいされた"クーロン衝突にもとづくSnと入射

イオンと電子聞の衝突にもとづく SeIC分ける.ただし核

衝突の際では原子変位と電子励起は同時に起乙るから，

乙の区別は便宜的なものである.イオン速度lζ対するSn

とSeを図 6I乙模式的lζ示す.このような関係をあらかじ

め計算しておき，イオン速度を変えて反応生成物を測定

する.

Pug lisi (Radiat. Ef f. 65， 11 ( 1982) )らは， 15-100keV 

の希ガスイオンをベンゼンlζ照射し，生成物のベンゼン

2量体C12化合物とベンゼン 2量体にCH3基の入ったC13

化合物をガスクロマトグラフィーで分析した.電子励起

ではベンゼン環は乙われないのに対して，原子変位では

ベンゼン環が乙われて C1やCs基が生じる乙とがわかる.

KN03の分解などは電子励起によるのか原子変位によ

るのか，どのようにして調べられるだろうか.筆者らは

CBull.Chem. Soc. Jpn.59， 1947(986))， 20-100keVのHe+，

Ar+， Xe+衝撃による KN03の分解CNOiを生成する)の反

応断面積を各イオンのエネルギ-Tの関数として実験的

に求め，別l乙SnとSeをTの関数として計算して，両者を

比較するととからSnとSeが1対5の割合で反応に寄与し

ていると結論した.

6. 水の重イオン放射線分解

古 くから第 1鉄塩水溶液における GCFe3+) Iζ対する放

射線の LETC阻止能と同じ値)効果が研究されてきた.

我が国でも，重イオンの種類を変えたとき GCFe3+)-LET 

曲線にずれが生じるととを見出した今村 ・松井らの研究

がある(Bull.Chem. Soc. JPn. 43，2745(1970)). Magee， 

Chatterjeeは，重イオン飛跡が重イオンによる直接励起

の部分(コア)と電離により発生した二次電子による間

接励起の部分(ペナンブラ)に分けて拡散モデルを適用

し，収率の計算を発表したり.Phys.Chem. 84，3529， 3537 

(980)). Appleby， ChristmanはOH基と水和電子収量

を実測した(Radiat.Res. 104， 263(985); 106，300(1986)). 

ORNLのグループは液体の水の光学スペクトルの実測デ

ータを用いてモンテカルロ計算を試み， H¥He2+イオン

の水中における飛跡周辺の励起及び電離の分布を求め，

(例:Radiat. Res.l04， 520(1985))， DNA損傷に対する効

果などを研究している.放射線医学の立場から重要性が

増加しつつある領域である.

7. その他

乙れまでに研究された反応のいくつかを表 2，3にのせ

る(例:K. Rossler， Radi at . Eff. 99，21 (1986)). --keV領
域イオンによる固体表面の衝撃効果は，プラズマによる

核融合炉壁の損傷や半導体のイオンインプランテーショ

ンなどの関連から研究が活発である.宇宙ロケット，人

工衛星の材料損傷の研究にはより高エネルギーのイオン

を用いる.イオン照射による H20，NH3， C02， CH4凍

結体の反応の研究は宇宙化学の反応模擬である.高エネ

表 2 イオン照射による反応例

物質 温度/K 衝撃イオン エネルギー/keV 生成物 測定方法事

CO 20 He¥Ar+ 3--6 CC0zO2¥，CCJ2， 05 
8IM8 
sputt 

C02 15 希ガス 0.4--4.5 C20+， C40¥C20{ 8IM8 

H20 20-77 H¥He+，Ar+ 3-100 02，H2 sputt 

NH3 20 Hよ，Ar+ 3--6 N2，N2H4 

NH3/CO 20 Ar+ 6 N2，HCN，NzH sputt 

C6H6 77 希ガス 15-100 φCH2-O，O2Me ガスクロ

KN03 300 希ガス 20-100 NOi 吸光法

802 25 Ar+ 
45 803(820) sputt 

300 Ar+ Cu E8CA 
CUF2 

Me8 300 Ar+ MeC=Ni， Co， Fe) E8CA 

酸化物 300 希ガス <10 Me E8CA 

P04- Ar+ 2 P-O-P E8CA 

*8IM8:二次イオン質量分析， sputt:スパッタ粒子の化学分析， E8CA:光電子分光・法.
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表 3 衝撃イオンが関与する反応例

衝撃イオン エネノレギー/keV 物 質 温度/K 生成物測定方法*

H¥H2+ -5 CCグラファイト) 300-1000K {~~:， CH4 desorp 

C2H4 

。+，02+ -5 C 300-1000K CO， C02 desorp 

H+， H2+ <20 SiC. TiC CH4 desorp 

H¥H2+ -5 酸化物 H20 desorp 

H+.!Y 15 Ah03 300 Ah02COH) IR 

H+，!Y 80， 150 Si02 300 -SiO-H IR 

H+.D+ 5 ，-104 Ti02 300 TiO-OD IR，ESCA 

CぺN+ 20-200 KCl 300 CN- UV 

C+ 250 MgO，Ah03 

Si02， CaF2 

C+ 40 H20 77 C02 IR 

N+ 250 H20 7 N02 IR 

一
*desorp:昇温の化学分析， IR:赤外分光， ESCA:光電子分光法， UV:UV発光分光.

jレギーイオン衝撃により固体表面から脱着される複雑な

有機及び生体分子の質量分析は，化学構造の研究への応

用である.さらに衝撃イオン種と しては，レーザー蒸発

法によって生成が容易になったクラスターイオンを用い

る研究も始まろうと している.

乙のように重イオン化学反応の研究は広範な分野で進

展しつつあるが，反応を理解するために最も重要な乙と

は，移行エネJレギーの種類とその分布を知る乙と.すな

わち初期過程を理解する乙とであろう.それ以後の後続

反応については従来の放射線化学の延長である.
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第10回放射線利用研究成果報告会

主催 日本原子力研究所

日時昭和62年10月14日附 13: 30 -17 : 00 

会場 プレスセンターホール (東京 ・内幸町)

フ。ロクボラム

1.あいさつ 副 理 事 長 森 茂

2. 放射線利用研究開発の概要

高崎研究所長 武久正昭

3. 有機材料の耐放射線性

高崎研究所開発部第4開発室長瀬口忠男

4. アイソトープ中性子原によるラジオグラフィ

東海研究所アイソトープ部利用開発室

課長代理待遇和田延夫

5. 単分子膜・累積膜状モノマーの電子線重合

高崎研究所大阪支所長畑田元義

第 44号 (987)

6. 特別講演 「バイオテクノロジーの展望J

東京大学名誉教授 斉藤日向

参加費無料

問い合せ先 日本原子力研究所

高崎研究所管理部研究業務課00273-46-1211附

東海研究所アイソトープ部 00292-82-5785 

(ダイヤJレイン)

なお.今回は放射線高度利用研究計画について御報告

したいと思いますので 御多忙中とは存じますが，多数

おさそいあわせのうえ御参加下さい.

41 



〔第 3回放射線化学セミナ一報告〕

重イオン照射効果における電子励起状態の役割

1. はじめに

乙のような表題にすると述べなければならない範囲が

実に広過ぎるので，どうしても話を限定しなくてはなら

ない.それも，乙乙では筆者の興味を中心として， しか

し自分のオリジナルの仕事で、は狭過ぎるので，関係して

くると考えられるテーマにむしろ重みをつけて話題を提

供させていただきたい.その話題も，完結した問題では

なく，今後に残された問題というべきもので，乙れが幾

らかでも読者の興味をそそる乙とになれば幸である.

さて，イオンと物質の相互作用に関する研究を眺めて

みると，エネルギーを与える側の projectileがいかにし

てエネルギーを失ない その程度はどの位の rateで・ある

かを研究した例は昔から非常に多い一方，エネJレギーを

受け取る側，すなわち targetがどのような形でエネル

ギーを受け取り，物質変化を起乙すかという研究は，未

だ今後に委ねられていると言える.後者の問題は，物質

各個の特性iζ強く依存した問題とならざるをえず，どち

らかと言えば化学系の人々の慣れ親しんでいる世界であ

ろう.乙乙では，できるだけ後者の立場で考えてゆきた

いと思う.

木村一宇*

軽イオンの場合 :Z.<{Z2， V.二三V2

重イオンの場合 :Z. =Z2， V ¥<{V2 
(1) 

乙乙で 1はProjectile.2はtargetを表わす.乙のcriteria

は，重イオンの場合その速度が内殻の電子の速度よりは

るかに遅い場合，すなわち阻止能で言えばイオントラッ

クの末端で，その最大値を過ぎる頃上記のような激しい

効果を起乙すという点で実に重要な乙とを意味している.

乙の問題については 続く節で再度述べる乙とにする.

次lζ，物質の相の違い，すなわち気体か援縮相かによ

って生ずるイオン物質相互作用の違いを考えてみる乙と

iとする.まず，直感的iと，気体一孤立系ーではイオンと

target原子・分子は唯 1度の衝突をした後は，双互のま

た他との相互作用を無視できるのに対して，凝縮相では

イオンは意味ある時間内iζ(例えば励起イオンならその

寿命内)幾度もの target原子との衝突を経験するし，ま

た励起 target原子(分子)は寿命内に他原子と相互作用

また別の励起 target原子との相互作用する乙とが可能で

ある.いずれも， 2ケ以上の相互作用が可能である.

M本+M*(+M* +・ー) 一一→ ? (2) 

イオンと物質の相互作用の問題をイオン種を違えて 上の式の?の部分をどう書き表わすべきかは，励起状態

(軽イオンか重イオンか)考えてみると，まず第 1Iζ臨止 の種類，密度，そして物質によって違ってくるが，いず

能あるいは LETが違う一一乙の量は今回の話の主要な れにしても凝縮系に対する重イオン照射効果の特徴であ

ものの 1つである一一以外に質的な違いがあって，例え る高密度励起効果として，かならず target側に生じる重

ば内殻電離を挙げると，軽イオンでは内殻電子と直接の 要な問題である.乙れは実例を挙げ，次節以後lζ述べる.

クーロン相互作用によって週乙り，いわゆる平面波Block 上に述べた機構は，イオンによって観起が起乙ってから

近似Uや binaryencounter近似21で理論的に表わす乙と の話であるが，励起時点ですでに広がった空間を考えな

ができる.そして電離断面積は イオンの電荷の 2乗 くてはならない場合，すなわち，放射線化学者にとって

に比例する.一方重イオンにおいては，Fano・Lichten過 積年の気になる課題ー集団励起ーは凝集系の実に特徴的

程3 と言われ， targetとprojectile原子内の内殻軌道が な問題である.そして，プラズモン励起の導く Wakeポ

入り混った準分子形成があって，乙の準分子はすぐさま テンシャ Jレの効果も実に気になる機構である.放射線化

分離するが，乙の時電荷の再配分(移動)や内殻励起・ 学者の扱う物質の多くは，乙れらの機構がすぐあてはま

電離が起乙る.Auger過程や Shake-off過程などを経て る自由電子ガス系ではないが，気になる dataも報告さ

多重電離を起乙す乙とが知られている.前 2者のCriteria れているし，液体のクラスター構造の研究が進みつつあ

は電離の断面積， σ，電荷，Z.電子の速度.V2 • イオンの る現状を考えると，僅かな確率としても起乙れば特異的

速度.Vlを用いて，次のように表わされる 41 な効果を及ぼすかもしれない機構であるから，後で多少

それについてスペースを割く乙とにする.それはまた，

事理化学研究所 放射線化学者の扱う物質が従来より広がり，固体結晶K
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向う乙とが予想されるからでもある.しかし，チャネリ

ング効果は乙乙では省く乙とにする.

以上の記述から察っしていただけるかと思うが，筆者

の関心は targetは凝縮系，イオンは重い方へ傾き，照射

効果としては高密度励起効果 凝縮系による密度効果に

傾いている.励起状態にねらいをつけて，乙れについて

幾らかでも問題を投げかけたいと考えている.

2. 阻止能と賦与エネルギー密度

乙れについては， r放射線化学J42号の展望の項でも

述べたばかりなので簡単に触れる乙とIとする.イオン

が物質に入射されたとき 引き起乙される eventsの頻度

をイオンの進入深さで表わすと，いわゆる Bragg曲線に

なり，止まる直前に頻度が高くなり，その後急激に低下

する乙とは良く知られている.乙の現象を，単位距離に

対する付与エネJレギー すなわち閉止能で表わすと以下

のようになる.

イオンの速度引が速くて，光速との比が泊を越える領

域では， Bethe理論にしたがう.

止n-Zt2e4 _. 2剛"・2
Se 三 dE/d:r=N~ずー Z21nーゥム

mVl・ I
(3) 

m，N，Iはそれぞれ電子の質量，原子の密度，平均励

起エネノレギーである.

イオンの速度が遅い場合， Bragg曲線での最大値以後

が乙れに相当するが 乙の場合は 自由電子ガスモデル

から出発した Lindhardの式が良く用いられる.

L aM型

Se=kEτ E=E _ _ .， ， a=aoZーす (4)
~-~ Zl~e2( M

1
+M

2
) ~-~U 

hは電荷と質量で決まる量 Eは還元されたイオンの

エネノレギーである.

N orthcliffeは式(3)と(4)を組合せて，阻止能を多くの

種類のイオンと物質について計算し表にして発表してい

る slそれによれば，阻止能の最大は核子あたりのイオン

エネJレギーにして，重イオンの場合は0.4:-4MeV/amu

にあり，その大きさはFmはHIC比して約100倍である.

Hは電子と比較するなら それでも100倍は大きい.乙乙

で注目しておきたい乙とは 阻止能はイオンの速度が軌

道電子の速度に近いと乙ろで最大となる乙とと，その値

は物質の単位長さあたり受け取るエネ Jレギーであるから

ざっと見積っても 1Aあたり数1∞eVのエネJレギーが電

子励起に費されるという乙とである.乙のような大きな

エネルギーを与えられた targetでは，もちろん内殻励起

串離が起乙るが，そもそも断面積が大きいのは外殻電子

であり，また内殻励起は Auger過程などを経て外殻電

子の励起に姿を変えるのであるから，外殻電子の高密度

励起状態が生成する乙とになる.式(2)で表わした反応が

第 44号(1987)

高い頻度で引き起乙されるのである.

阻止能はそもそも projectile側に立った量であり，イ

オンの進入の道筋に沿った いわば線上の量である.物

質側に立った場合は その線上での二次元的広がりが不

明である.乙れを考慮して始めて単位空間あたりの付

与エネ Jレギーが求められる乙とになる.乙の乙とを見積

る上で，イオントラックの姿を描いておく必要がある.

トラックは 2つの部分に分けてみるのがより正確で

つはトラックの軸中心部の領域で“coreや“primary

column"と言われるもの，2つめは“penumbra"ある

いは“hallo"と言われるものである.core部は，低エネ

Jレギ一二次電子，イオン，励起状態の密度の高い部分で

あり.penumbra部は.coreを取り巻く部分であり，

高速の二次電子による.

coreの半径は Brandt.RitchieSl Iとより，

rc=1三 ωll'プラズマ振動数 (5) 
Q)ll 

penumbra部は Chatterjee5lにより，水の場合で，

rll =396v¥2. 7 Vl: 109cm/ sを単位とした (6) 

と表わされている.いずれも荒い見積りであるが，付与

エネルギーの空間密度を求める乙とは実に重要な課題で

あるが難しく.確立された精度の高い方法は無いので，

(5)や(6)で見積もる乙とにする.われわれが注意しておく

べき事は， トラック半径はイオンの速度で決まるという

乙とである.core半径は速度の一次で，また penumbra

半径は速度の 2.7乗で イオン速度の減速とともに縮小

する.阻止能と合わせて考えると イオンが減速して阻

止能が最大値に向う反面， トラック半径が縮小するので

あるから，乙の場合付与エネ Jレギー密度は阻止能が表わ

す量を越えた大きいものになる.また，阻止能が最大値

を過ぎ，イオン進入に対してエネ Jレギーの弘，速度の一

次で減少する領域(式(4))でも core半径は速度の一次

であるから，実際の付与エネ Jレギー密度は第?次近似的

には変化しない乙とになる.以上述べたように， target 

側にとって最も大きな放射線作用を経験するのはイオン

の止まりかけのと乙ろである.乙乙では，序論で述べたよ

うに，荷電変換が重要度を増してきて，実は(4)式のよう

な表現は一般に不満足となり， target側の放射線効果に

はエネルギーといった量で表わし切れない質的違いが生

じてくる.

3. 阻止能の式に含まれない重要な過程

3. 1 荷電変換

1，2節で述べたように 乙の過程は低エネ Jレギ一重イ

オンでは極めて重要なものである.それは knock-onや
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glancing過程によるイオン化に比してI energy 1088が

少なく，かつ空間的広がりの伴なわない過程である乙と

から高密度励起(イオン化)に対する効率が高い上に，

多重励起，多重イオン化等質的な違いがあるという乙と

である.しかしながら 現実の系で乙の過程のみを抽出

する乙とは不可能である乙とから，乙の過程が阻止能総

のうちどの程度の割合いを受け持つかは未だ不明であ

る.乙の道の専門家に聞いてみると I 10-20$彰位は占め

るだろうと考えているようであるが，公表できる程確実

ではないそうである.乙乙では 荷電変換の程度を示す

例をーっと，昔から問題になっている国体効果を紹介す

る乙とlとする.最初の例は戸沼・俵らによって報告され

たもので，6)1. 05 MeV /amu NeイオンをArガスに照射

したときの種々のArイオンの断面積の測定である. モ

デノレは節 1IC述べた準分子の荷電によるクーロン爆裂，

(Coulomb explo8ion)による分離Ar原子のイオン化

(電荷移動)である.図 11C各Arイオンの断面積を示す.

たった l回の衝突でも12価という多価電荷移動の起る乙

とが示されている.以上の例よりは一般的で，衝突パラ

メーターの大きいときは Bohrの提唱した平衡荷電率，

ij/Z¥=vJ( VoZ¥:?I3)に始まり，幾つもの改良を加えた経験式

が用いられている.次に 物質の違いによる荷電数の平

衡のずれを図 2IC示す. (Rydingらによる実測)百

targetが気体か固体かで、平衡電荷が違うという問題は

興味深い. しかし，乙れも projectile側から見た測定で

あるがI Qs >弘で‘ある乙とが知られていて，乙の効果は

重イオン程大きい.乙のずれの説明としては，固体中を

通過するイオンは stepwiseあるいは同時に多重励起状

態に励起されI Auger過程などを経てイオン化し易いと

されている.

3.2 Wake効果あるいは集団励起

乙の過程は，そもそもモデルとしては自由電子ガスモ

デルを出発として考えられたもので，プラズモンとして

024  6 8 10 12 14 
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Projectile chorge state q 

図1.05MeV/amuNeq+ (0) 及び~Ar (x)との衝突

による反跳Arイオンの部分(Oi)I全 (1:0;)及

び全正味(1:;0)断面積.(文献6より)
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図 2 12MeV 1イオンの種々の標的物質における平衡

電荷分布. (文献 7より)

プラズマ振動数ωpが重要な役目を負い，プラズモン励起

が関与したものである.放射線化学の年輩者にとって，

集団励起といえばすぐ Fanoとその criterion:U(けが

1を越すかあるいは小さし、かを思い出す.

U(ε)=( hωp)2 dj/ de2=21te2ヵ2m-1ρe-1dj/dε(71

u(ε) }>1であれば集団励起が可能で，U(e) ~ l ならば

乙れは起乙らない.金属や半導体は前者であるが，化学

物質では(放射線化学者が対象としてきた)ベンゼンや

不飽和炭化水素では前者であり 飽和炭化水素は後者で

ある.固体物理でいうエキシトンが存在できるような系

は前者に属する.という乙とになって，放射線化学者の

関心も落ち着くと乙ろに落ち着いたかに見える. しかし

最近というには少し古いが， Argonneの井口氏が著

(980) 81の中で数行指摘されている乙とが気になる. そ

れは，水のW値が31eVおよび:'20eV，気体と液体でlleV

も違う乙とにふれて イオン化ポテンシャルが気体と液

体で違う乙とだけで説明できないのではないか，集団励

起も考えて良し、かも知れぬ とされている点である.

W叫{eポテンシャ jレはBohrK.よって提案され，主と

して Ritchieらによって発展された理論で・ある 9)その描

像は，進行中のイオンの背後にプラズモン励起を伴なう

電子の粗密が波状的lζ従うといったものである.Gemmel 

の表現を用いると Wakeポテンシャ Jレは，

が州尺川)=一子 foSin凶附附(仔ω(/ω刷aω)[臼凹R2+(1l/川m仰 U仙山科削川(代ωC

と表わされるゆω乙乙でRと(ωx一vt)は，それぞぞ.れ変換され 先行イオンの作る Wakefi児eldK.ζよつて進行方向lにζ並ぶ

た座標R2=z'l+y2およひぴ4イオン進行方向K.ζ沿つた値を表わ よう力を受ける.He'ザ+が先行イオンである場合 Wakeポ

す.またa=v!c必ωpでで、ある.式(8)を400keVH+が炭素(カωp= テンシャノレを作り後続のH+Iζ影響を及ぼすが，自分自身

25eV)を通過する場合について図示すると図 3のように を進行方に並べる力は受けない.したがって，H+が後に居

なる.Wake効果を実証した実験例は未だ少いが，同じ る場合は進行方向に沿って並べられて出てくる(低ener-

Gemmelらの著名な実験例を示す乙とにする.実験は3.5 gy側ピーク)ので立体角の小さい検出器をhitすが， H+が

MeVのHeH+( 1例として)を100A程度の厚みの炭素膜 先行した場合は進行方向に対するずれは直される乙と

を透過させ，前方でH+の角度分布を正確に測定する方法 が無いので検出器からはずれ易い.乙れが説明である.

をとる.すると図 4K.示す結果を得た.図の外輪山はfoil また図 3の形はWake効果を基に計算した形と一致する

を出てすぐHe+H+が coulombexplosionするととによ ことからも立証されたといえる.さて放射線化学者の扱

る斥力の反映であるが，外輪山上の角度 0，すなわち初期 う物質でも，ものによってはWakeポテンシャノレを作る

イオン進行軸上でのピークが不均一である乙とは W叫偲 ものがあるだろうし 進行してゆく Wakeポテンシャル

ポテンシャ Jレの影響である.foil中での分子イオンは の振動を感じた飛跡内の分子 (励起分子を含めて)は共
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図 3 400KeVH+が炭素に作る分極ウェイクに伴なう

ポテンシャ Jレ分布.炭素におけるnωpは25.0eV

図における距離はA=2πa(=2πv/ωp )=14. 5Aを

単位とした. (文献10より)

鳴を受けるかも知れないので，今後気にしておいた方が

良いように思う.

4. 重イオンによる高密度励起の観測

乙の節iζ書くべき内容は先lζ 「放射線化学J42号6)に

いたものに重複するので 簡単にすませる乙とにする.

4.1 半導体中のエキシトン分子や

ヱキシトンドロップからの発光

高密度励起によって生じた新しい発光帯の観測であり，

直接観測の数少ない例の 1つである.名大・伊藤研では

レーザ一光照射で知られるエキシトン分子，エキシトン

ドロップの生成を， LETを変えたイオン照射により観測

した.LET増加とともに P型発光(エキシトン分子に

よる)はM型発光(エキシトンドロ・yプ)へと移行する

乙とを測定した 6)

4.2. アルカリハライドにおける重イオン照射下発光

筆者らはKBrの緩和エキシトンの発光o型とπ型との強

度比がLET依存性を有し， LETの高い方がo発光の強

い乙とを見出した.(J発光のdecayがLETIC依存しない

結果から，発光強度比のLET依存性は，緩和前の自由エ

キシトン聞の相互作用によるものと説明した 6)

4.3 希ガス類の重イオン高密度励起に

対する高効率発光

早大理工研の道家研は 主として液体アルゴンにAuま
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図 4 3 MeV HeH+分子イオンが195A厚の炭素膜を

貫通の後の分裂素H+の角度・エネノレギ一分布.

で及ぶ重イオンを照射し 発光や電離を定量的に測定し

ていて，発光効率 dLldE(全発光/イオンエネ Jレギー)

に関して言えば，通常のプラスチックシンチレーターや

アルカリハライドシンチレーターに比して，特lζ高LET

での発光効率の高い結果が出ている 6)筆者らは，ヘリウ

ムガスを低温にしてNイオンを打ち込み.トラック長を約

10mm程にして，トラック lζ沿って各部の発光スペクト

Jレを測定した.すなわちイオントラックに沿って dLldE

を dE/ゐ について測定した.dLldEは通常のシンチレー

ターと異なり，最大阻止能近傍で急激に上昇し.最大値

を過ぎても上昇を続けた.乙の乙とは，発光のoriginで

あるヘリウム 2原子分子が無幅射過程を分子内及び周囲

ヘリウム原子との衝突などでは取りにくいばかりでなく

dL/dEの enhancementを考える必要のある乙とを示

している.阻止能最大値を越える領域での，イオンによ

る直接励起効率の増大，荷電変換等によるエネ Jレギー付

与の効率の向上の寄与が筆者らにより提案されている.

5. スパッタリングにおける非線型性

乙のテーマについても「放射線化学J42号に書いたも

のと重複するので.極く簡単に触れたい.放射線化学者

にとって.なじみの深い基本物質である水については.

Brownらの報告がある.dEldx IC対して水のスパッタリ

ング効率は非線型で， ( dE/dx )2に比例するという.乙れ

は，弾性衝突が主となる低エネJレギーイオンによりエネ

Jレギーの高い粒子.すなわち電子lζ関する閉止能が重要

となる領域で起乙る問題である.様々なモデルが提唱され

ているが，筆者は高密度励起が大きく寄与した機構なの

ではなし、かと考えている.

放射線化学
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量子ビームの高分子材料への応用

1. 序

晶丘の科学技術の急速な進展K伴ない，電子線， X線，

イオンビーム，レーザ一光及び‘電子線の変換光であるシ

ンクロトロン放射光の工学分野での応用が急速に広がっ

ている1)乙れらに加え，強力中性子源や高性能電子線を

用いた自由電子レーザ一等の将来の線源も含めて，そ

の開発や利用を研究する工学分野として量子工学とか

子ビーム工学と呼ばれる分野が確立されはじめている.

乙乙では乙れらの電子線， x線，イオンビーム及びレー

ザーのレジス卜材料を中心として高分子材料への応用の

概要，乙れらのビームの高分子への照射効果の初期過程

及び最近我々が始めたレジスト材料を中心とした高分子

材料のパルスラジオリシスの研究について報告する.

2. 量子ビームの高分子材料への応用

放射線の高分子への利用としては，超徴細加工，電子

線や紫外光による表面硬化，ケープルの架橋，表面改質，

イオン注入，放射線グラフト重合等の放射線化学工業利

用，イオンビームを用いた薄膜の生成等多くの研究が行

われている.

高分子材料の照射効果としては，原子炉内のケーフツレ

等の高分子材料，加速器施設のケープJレ，核融合炉の超

導マグネットの絶縁・構造材としての有機複合材料，

宇宙用有機複合材料，半導体のイオン注入やエッチング

のためのレジスト膜など種々の用途に対する耐放射線性

高分子材料の研究が盛んになってきている.

光を用いた超LS 1製造もエキシマー・レーザー・リ

取東京大学原子力研究総合センター
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田川精 一事

ソグラフィ一等によるハーフ・ミクロン・ 16MDRAM

製造のメドがつき，いよいよクォーター ・ミクロンもし

くはそれ以下のナノメーター・リソグラフィーを本格的

に研究すべき時期になっている.クォーター ・ミクロン

以下では，レーザ一光の代わりにX線もしくは電子線や

イオン・ビームのような高エネルギー電離放射線が用い

られる可能性が強い.

当面の高分子に対する課題としては，線源やマスクと

共iζ レジストの高感度化と高解像度化の問題がある.

レジストの高感度化のために連鎖反応を用いる乙とが

あるが，従来は連鎖反応を用いると解像度が悪くなるた

め超微細加工K不適当とされてきた.しかし，最近の研

究では連鎖反応の条件を制御するとサブ ・ミクロンの解

像度が出ている場合もあり，連鎖反応をはじめとする高

感度反応の空間制御は今後の検討すべき課題である.

従来200keV程度のエネルギーで行われていたイオ

ン注入も，最近数MeVのイオン注入が開始され，従来

問題になるととの少なかったイオンビームのレジスト中

での飛程やレジストの放射線劣化が問題となると思われ

る. R 1 E CReactive Ion Etching)は既K半導体

製造プロセスで重要な役割を果たしているが，半導体の

高集積化，超微細加工化に伴って，多層レジスト・プロ

セスを使用するととになると R1 Eとレジストとの相互

作用の研究も増々重要になってくる.特iζ，反応の効率

化，材料に対する高選択性，高コントラスト比での高解

像度の加工性などは重要な課題になる.

超微細加工やマイクロデバイス技術の進歩により， R 1 

Eをはじめとするビーム加工技術やイオン注入技術に対

する要求は増々厳しくなり，ビームと高分子材料との相

互作用を解明する乙との必要性がでてきている.
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宇宙開発の進展に伴って スペースシャト Jレのように

宇宙と地上を往復するものや長く宇宙空聞にとどまって

いる人工衛星，惑星探査機，宇宙基地等で使用される部

品や材料の放射線損傷の問題が重要になってきている.

高分子材料も単位重量当りの強度が大きい高抗張力，

高弾性率を持った炭素繊維強化プラスチック CCFRP)

等の有機複合材料として多く用いられている.太陽直射

光の有無による高真空下，熱サイクノレ下で、の高分子の放

射線劣化，脱ガス，帯電・放電現象，原子状酸素による

エロージョン等の複合的な問題も多い.

原子炉でも事故時の安全系ケーフツレの高温高湿下での

放射線劣化の防止，難燃性の向上などの研究も精力的K

進められている.

核融合炉でも現在，最も研究が進んでいる磁場閉じ込

め型の炉では，超伝導マグネット用絶縁材料等の高分子

材料の利用が検討されておりそれらの材料の耐放射線性

の向上が重要になってきている.

また，電子線利用も照射によるケープノレの耐熱性の向

上をはじめとする放射線プロセス工業をはじめ，最近の

低エネルギー電子線によるマグネット・テープの表面硬

化等の新しい応用も始まっている.

3. 量子ビームの高分子材料への照射効果の

初期過程

上記のように電子線， x線，イオンビーム等の放射線

の高分子材料化学への応用や極端条件下で使用する耐放

射線性高分子材料の研究の重要性が急速に増大してきて

いる.しかし，放射線と高分子材料との相互作用の研究

は歴史が長いにもかかわらず，照射効果の機構等の詳細

については必ずしも良くわかっておらず，実用的な研究

が先行してきた.しかし，最近の技術の進展により放射

線と高分子材料の相互作用の基礎的な問題の解明が今後

の乙の分野の発展のために必要になってきている.

3. 1 放射線の飛程と 2次電子の空間分布

最近の超微細加工，イオン注入，低エネルギー電子線

やマイクロビームの利用等の放射線利用技術の高度化に

より，高分子材料中でのイオンや電子線の飛程や二次電

子の空間分布のような反応空間を制御する為の基礎的な

データが必要になってきている.

また，高分子中でのX線や強力なレーザーパルス光の

透過度や吸収強度は今後のサブ・ミクロン・リソグラ

フィーで重要になってくるX線リソグラフィーやエキシ

マー・リソグラフィーにとって非常に重要なデータとな

るP
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3.2 イオン化と励起

高分子材料K対する放射線利用や高分子材料の耐放射

線性の研究を行う上で，電子線，イオン.X線の高分子材料

に対するイオン化と励起の特徴及びそれらとの比較として

のエキシマー・レーザーによるイオン化や励起の特徴を

明確にしていく乙とが重要である?

電子線， x線，イオンによる一回のイオン化や励起に

よって高分子が受け取るエネノレギーは10eVから40eV

程度のものが大部分であり，高分子中での阻止能の大き

なイオンでは電子線やX線より，遥かに高密度のイオン

化や励起が起乙る.

また，エキシマー・レーザ-Kよる高分子の励起は，

レーザー強度の低い時には通常の水銀灯の光等による励

起と同様一光子励起が低密度で起乙るが，レーザー強度

が強くなると高密度励起や多光子励起が起乙る.

乙れらのイオン化や励起の違いがどの様に実際の高分

子材料の放射線損傷や利用K表オオ1るかという系統的な研

究が重要である.

3.3 エネルギー移動と電子移動

電子線やイオン等の高エネノレギー放射線は高分子の電

子密度にほぼ比例してイオン化や励起によるエネノレギー

付与を行う.従って実際K反応を起乙す分子のと乙ろま

でのエネルギー移動や電子移動の効率は放射線エネルギー

有効利用や耐放射線性の向上にとって非常に重要になる 3)

3.4 反応中間体の反応性

イオン化や励起，エネノレギ一移動や電子移動等の結果，

生成したイオン，励起状態，ラジカ Jレ等の反応中間体の

生成効率とその反応性が最終的な放射線照射効果の効率

を決める重要な要因である 3)

4. 照射効果の初期過程の

パルスラジオリシス法による研究

高分子の初期過程の研究のうち，主としてパルスラジ

オリシス法を用いた研究について報告する.

短寿命の反応中間体の反応挙動を実時間で直接測定し

たデータに基づいて，高分子に対する照射効果の研究，

特に反応機構の研究がごく最近ノマノレスラジオリシス法を

用いる乙とによって系統的に行えるようになった.

電子線ノマJレスを用いたピコ秒やナノ秒のパJレスラジオ

リシス法を用いて，高分子内や高分子聞の電子移動やエ

ネJレギー移動とか高分子鎖の局所運動と関連した励起状

態の挙動などの基礎的な研究3-9) とサプミクロン加工用

の電子線レジストやエキシマー・レーザー用レジス卜の

放射線化学
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図 1

(a) CMS (クロ Jレメチン化したポリスチレン)

の団体フィノレムおよび(b)200rnMのCMSを含

むベンゼン溶液を 2nsのパルスで照射した直

後 (0)および:'40ns(ム)後のスペク卜 Jレ.

図3

が起きたときの反応中間体の挙動を測定して，L ET効

果や高密度電子励起効果などが調べられている 15)

以下K幾つかの代表的な研究について報告する .

ピコ秒電子線ノマJレスラジオリシスやナノ秒イオンパル

スラジオリシス法については紙面の都合上文献を参照し

て頂きたい!ト19)

図 1ICポリスチレン固体1C2ナノ秒の電子線ノマJレスを

照射したときに測定された反応中間体の吸収スペクトノレ

を示す.ポリスチレンのカチオンラジカル(二量体型の

カチオンラジカノレ)，アニオン種，励起一重項状態(エ

キシマー型の励起状態) 励起三重項状態の吸収が1000

nrn付近， 400nrn， 520nrn， 400nrn以下Ici.ll.l淀される.一方，

ポリスチレンを溶液中でレーザー ・パルスで励起すると

図21C示すようIC248nrnの一光子吸収で・は520nrnと400n 

m 以下とにポリスチレンのエキシマーと励起一重項の吸

収が測定できるが.抑 1000nrn付近のカチオン種は265nrn

のニ光子吸収が必要であった.また，シクロヘキサン中

では電子線でもレーザーの二光子励起でもポリスチレン

のアニオン種は測定できていない

図 31Cサプ・ミクロン加工用の電子線レジス卜である
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1 base rnMのポリスチレンを含むシクロヘキ

サンIC248nrnのレーザ一光を照射して得られ

た過渡吸収スペクト jレ. (0) 15nsのレーザー

パルス照射直後. (e) 15nsのレーザーパルスを

照射して.'50ns後，(@)265nrnの二光子フォトリ

シスを15nsのパルスで行ってから80ns後のスペ

クトノレ.

図 2
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反応機構ト12)等や原子炉や核融合炉用高分子の耐放射線

性の向上13，14)などの応用的な研究が系統的に行われてい

る.

また，どく最近，高エネ Jレギーのイオンビームのパル

スを用いたナノ秒ノマノレスラジオリシス法によって，高分

子のイオン照射により空間的に高密度の励起やイオン化

第 44号 (987)
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図 4 CMSCクロ Jレメチン化したポリスチレン)のシ

クロヘキサン溶液を KrFエキシマーレーザー

からの248nmのレーザーパルスで照射して得ら

れたスペクトノレ. Ca)はパルス照射直後， Cb) 

は80ns後のスペクトル.参考のため， Cc)エキ

シマー， Cd)ポリスチレンの三重項状態，およ

びCe)ポリマーラジカJv，・P，の吸収スペクト

ノレも示した.

CMS (クロロメチノレ化ポリスチレン)のノマルスラジオ

リシスの結果を示す.

CMS固体中でも CMSのベンゼン溶液中でも，レジ

スト反応の重要な反応中間体であるベンジJレ・ラジカル

を側鎖iζ持つ架橋反応を起乙すポリマー・ラジカ Jレの過

渡吸収が測定できる. CMSのエキシマー・レーザー励

起でも図 4に示すように乙のポリマー・ラジカ Jレの吸収

が測定できる.将来のサブ・ミクロン加工で重要となる

多層レジスト法，特に二層レジスト法に用いられるシリ

コン含有レジスト SNRでも図 5IC示すように，レジス

ト反応で重要なポリマー・ラジカJレの過渡股収が測定で

きる.
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団主函
実験室で分子軌道を見る方法 1)

およそ，いかなる分光の実験も分子軌道をを見ょうと

する企てに他ならないが，と乙で‘見る'というのはも

う少し視覚Kとらえ易いマップが得られないだろうかと

の試みである.また標題の「実験室」というのは「計算機」

の反対語だろう.実験を行っているのはオーストラリ

ア，フリンダース大の Weigoldのグループと，カナ

ダ，プリティッシュコロンピア大の Brionのグルー

プである .BrionはオランダFOM研の vander Wiel 

とともに dipoleCe， 2e)の大御所である?との方法は

分子に高速電子衝撃を行い，前方でエネルギー損失の少

ない散乱電子を観測しながら二次電子を同時計測するも

のであり，分子への運動量移行最少の場合の個々の終状

態の電離断面積，即ち平面波ポルン近次のわく内での光

学的振動子強度が求められる .

乙れに対して乙乙で取りあげる binaryCe， 2e)では，

高速電子を分子に衝撃するのに変りはないが，運動量移

行を最大にできるように電子の入射軸K対して45。方向

IL: 2つの電子エネルギ一分析器を構えて入射エネ Jレギー

の半分のエネノレギーで出る 2つの電子を同時計測する.

衝撃エネルギーを上げていくと エネルギー損失に対応

して個々の電子の束縛エネルギースペクト Jレが得られる.

乙乙で検出器の一方を電子の入射軸を中心iζ回転させる

と，軸iζ垂直な平面上で分子に与える運動量移行を変化

させられる.とうして検出された 2つの電子の一方はそ

れに対応する運動量分布をもって分子軌道の中に束縛さ

れていた訳である.乙れをEMS Celectron momentum 

spectroscopy)と呼んでいる.また， 2つの検出器のア

ジマス角を180。とすれば運動量移行はゼロとなり，光

子衝撃に対応するスペクトルが得られる乙とになる.と

とろでむかし量子力学で習ったように，電子の波動関数

は位置空間 Cr )からフーリエ変換によって運動量空間

Ct)に置き換えられるから，実験で得られた運動量分

布のマップ乙そが電子の存在確率を rlL関して求めたも

のに他ならない.乙のP空間というのは我々化学屋には

慣染み難いものだが利点もある.例えば原子の S軌道の

電子分布は核付近で・ゼロだが外側に向かつて球状iζ広がっ

ている rが大きくなればρはゼロK近づくから ρ=0

で分布は最大になる.一方 p軌道の場合は，核の位置を

第 44号(1987)
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節として特定の rで分布最大となり r→∞で・分布はゼロ

であるから，ある Pでピークをもった運動量分布を示し，

s軌道と大変区別しやすい.一般に分子の配向はランダ

ムで平均化されているから r空間では spの違いはわ

かり難いが，その意味でρ空間ではそれ程情報は失われ

ていない.実験結果は種々のSC F-ab initio計算と

比較されており大体において一致はよいようである.し

かし乙のような分子軌道計算の常として変分原理に基く

エネルギー最小イヒという最適化を行うため，電子が大き

なPを持つ rの小さな領域では非常に敏感であるのに対

し，核から遠い (ρが小さい)と乙ろでは球対称のもの

以外必ずしも良い近似になり難い.と乙ろがEMSでは

t=Oの領域は光子衝撃に対応する最も測定の行いやす

いととろであり，化学結合や反応iζ関与する、化学的に

要な'領域での情報が得やすく相補的である.

Brionは相当数のデータを集めた総説を出しており 31

電子散乱を研究する手法としては最新のとびっくすとは

言えないが，以上に述べた量子化学計算との対応や相捕

性，今まで直観的にとらえられていた分子軌道K新しい

イメージを与える点などに新しさがあるようだ.事実彼

は別項ダルスペリーでの会議でも，アンモニア置換体で

の電子供与性 ・受容性と Sp3混成の関係をNの不対電子

の観測からクリアに説明していた.必量子化学の有力な武

器としての今後に期待したい.
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司抱ヨE
放射線照射で生成する

ラジカル種による有機反応

放射線化学はその歴史の過程で種々の新しい活性種を

産み出し，パルス放射線分解法の駆使によるピコ秒，へ

ム卜秒での事象の解明など化学反応の究極に迫りつつあ

る.乙のような物理化学の領域における華々しさに比べ，

放線化学の有機化学的側面は未開拓なと乙ろが多いよう

に思われる.

放射線はエネノレギーが高く，光や熱では反応させる乙

とのできない物質に分解を起乙させ，ラジカ Jレや溶媒和

電子などの活性種を効率よく作り出すζ とができる.乙

れらは重合など高分子化学の分野での応用では成功を収

めているが，低分子量有機化合物の反応への応用はそれ

程深く掘り下げられて調べられていないようで，地道な

研究の積み重ねが必要のように思われる(放射線の有機

合成への応用についてはいくつかの総説があり?さらに

近いうちに阪大高椋教授らによる網羅的な総説が予定さ

れている.) 

筆者らは，光化学を中心に置きながら，それと対比し

つつ放射線反応を有機化合物の反応K応用し，それぞれ

の特色を明らかにする乙とに関心を持ちつづけて来た.

合成化学的な応用にはほど遠いが 乙乙では私達が数年

間携わっている放射線による電子不足性芳香環あるいは

複素環への置換基導入について述べよう.

アルコーJレの放射線分解で・生ず‘る主な活性種はヒドロ

キシアJレキJレラジカ jレと溶媒和電子であるが，酸が存在

すると溶媒和電子は H+と反応し速かにH.IC.さらに
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乙れ均三アJレコーJレから水素を引き放いて，結局ヒドロキシアル

キJレラジカノレだけが優先して生成する乙とになる.乙のヒ

ドロキシアルキJレラジカ jレを有機反応に組み入れる乙と

を試みた.反応のパートナーには電子不足性の複素環化

合物を選んだ.一般の芳香族化合物が求電子置換反応で

容易iζ置換基が導入できるのと対照的IC，ピリジン誘導

体は電子不足性のため求電子置換が起乙らず，ラジカル

の利用が有効と考えられたからである.

キノリン，イソキノリンのアノレコー Jレ溶液(H2S04 

で酸性にしておく.溶媒和電子をヒドロキシアJレキJレラ

ジカノレに変換すると同時K基質をプロトン化してラジカ

Jレとの反応性を高める)にガンマ線照射すると，ピリジ

ン環がアノレキノレ化されるデ
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基質を4-メチJレキノリン アルコーノレを MeOHと

した時の2，4ージメチルキノリンのG値は約 2，化学収率

も90%以上で，アルコーlレ中で・の放射線照射が電子不足

性複素環の効率のよいアJレキノレ化法で・ある乙とがわかる.
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反応機構は， (i)ヒドロキシア jレキノレラジカルから電子

不足性複素環への電子移動によるラジカ JレAの生成，(ii) 

ラジカ JレAともう 1個のヒドロキシアノレキJレラ ジカ Jレの

結合， (iii)脱水，によって進むと考えられる.

硫酸でNをプロトン化する代りに NをアJレキJレ化して

ピリジニウム塩にすると，酸を添加しなくてもアノレキJレ

化を効率よく起ζす乙とができる.乙の場合は溶媒和電

子が反応iζ参加すると考えられるが， N20を飽和させ

てもアノレキJレ化のG値が変化しない乙とから，上記機構

の(i)でヒドロキシアJレキJレラジカノレが溶媒和電子と同等

の役割を果している ζ とが推定される.

電子不足性複素環をアルコーノレから発生するラジカ Jレ

によってアノレキJレ化する試みは， Minisciらによって系

統的iとなされている?ぺJレオキソ二硫酸塩をラジカル源

とする方、法 ~038-0-0・80f>ムサ・ 08038ではアルキ Jレ
化ではなくヒドロキシアJレキル化になってしまう.ペノレ

オキソ二硫酸塩は酸化性で 中間体Bが脱水ではなく酸

化されてしまうためであろう.同じように見える方法で

も，ラジカル発生の環境によって反応が影響を受けるー

¥

V
NH 

〆

¥

アルコーノレ中で・の放射線反応K戻ると，ニコチンアミ

ドなどのピリジンカルボン酸アミド類もアノレコーノレ中で

のガンマ線照射によってピリジン環がアルキノレ化される?

ピリジン環にニトリノレ基(ーCN)，カノレボン酸エステル

基(-COOR)を持つものは，環の他iζ官能基の部分が

ラジカル反応するので，反応は複雑になるが，多様性が

増して面白いものとなる.

ピリジンカルボニトリ Jレ類は硫酸存在下アルコーノレ中

の放射線照射によって，環の2，4，6-位のHがアJレキJレ置

例である.

アルコールとしてCF3CHzOHを用い含フッ素基(医薬

などの領域で関心が高い)の導入を試みた.G値，収率

(数労)は高くないものの CF3CH2一.CF3CH(OH)一
基をピリジン環，ピリミジン環花入れる乙とができる .

4-メチJレピリミジンの場合の結果を示す.
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乙れら生成物は光化学的なラジカル発生(CH3COCH3

存在下の高圧水銀灯照射:励起アセトンによる水素引き

抜き )，過酸化物 ((CH3)3COO-OCOC(CH3)3)の熱分

解によるラジカ Jレ発生によっては実現されず，放射線の

大きなエネノレギーが威力を発揮したものと言えよう .

ピリジン環はカノレボン酸の放射線分解で生成するアノレ

キルラジカノレによってもアノレキノレ化されるタ

αュα〉(+C0
2
) 

H H 

換を受ける(メタノ-)レの場合，メチル化のG値は 1を

超える).一方，酸が存在しないと， 2，4・位のーCN基

がアルコーlレK由来するヒドロキシアJレキル基によって

置き換る?

酸存在下の反応は上述のキノリンのアノレキノレ化と同じ

過程であろうが.酸の存在しない場合は電子移動で生ず

るラジカJレ種が-CNのつけ根のと乙ろでヒドロキシアル

キノレラジカJレと結合する反応経路をとる乙とが推定され

る.

。 。eRsCoEOlH v or J' パI¥JR/f-二N'ー‘、モ、v‘I、一一一一E一+ー~ sι、/、N'・k4rX7‘ノ:1 RtHOHB -ECN B・i 、、dF-品N、¥ J 
H H 

O CN RdOE O CN  どのHCNN 世脚~O証CN誼 6四H 420 O CN 3s -一一一--i・ ~ 11 ~ 

R ~ N/'CH2R 

H H H H H H OH H 

第 44号 (987) 53 



国主阻
同種の反応、は電子不足性の芳香族ニトリノレでも起乙る?
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エステル基を持つピリジン誘導体(ニコチン酸エステ

lレなど)のアルコーJレ中硫酸存在下での放射線反応で‘は，

主として環の水素のアJレキル置換が起乙るが， 2，4-位の

エステ Jレ基は還元されて-CH20HIr.変化する.電子

供与性の大きな CH3CC 0 H) CH3を生じる2-プロパノ

-Jレ中で、はアJレキJレ化は殆んと、起乙らず還元が優先する?
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エステJレ基とヒドロキシアJレキノレラジカノレの相互作用 である?

が顕著な形で現われるのはテレフタノレ酸エステJレの場合
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乙乙ではエステノレ基の単純な還元(アノレデヒド，アル

コー jレの生成)の他IL.，中聞に生成するラジカル種がヒ

ドロキシアJレキJレラジカノレと結合したケトアルコ -Jレ

CC)，1，2-ジオーノレ CD)が見られる.乙れらの生成は

非対称な Cー C結合の形成に基いており有機合成への応

用も考えられる.
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アラニン線量計を用いた

線量測定システムの開発

1. はじめに

アラニンはアミノ酸の一種であり，放射線Kより次の

ような安定なラジカ Jレを生成する.

H H 

CH3-C-COOH -J¥Nい CH3-C-COOH

NH2 

生成ラジカ Jレ濃度は吸収線量に比例するため，乙れを

電子スピン共鳴装置 (ES R)を用いて測定するととに

より吸収線量を知る乙とができる.乙の方法を利用した

アラニン線量計は，線量測定範囲が広い乙と(1-105

Gy)，精密度が高い乙と，線量応答が安定であるととな

どの優れた特性をもっており 1，2) 放射線プロセスに用

いる実用線量計，郵送による線量の校正・相互比較を目

的としたトランスファ一線量計などとして広い応用分野

が期待される.また，中性子線場の線量測定における n-

r分離の新しい測定手段としても期待されている.3，4)

アラニンは通常粉末状結晶であるので，取り扱い易く

するため.線量計特性iζ影響を与えないバインダーで素

子成形する必要がある.従来，パラフィンやセルロース

が用いられてきたが，実用線量計としての幅広い応用性

を考えると，素子の形状の自在性や均一素子の量産性な

どの点で不十分である.乙のため，ポリマーを用いた線

量計素子の開発を進めており，乙の結果 T • X線の高

精密測定を目的として，ポリスチレンを用いて成形した

アラニン線量計素子を開発し，製品化を行なった.

線量計の読み取りに用いる ESR装置は一般分析装置

であるため可変機能が多く，簡便さに欠け精密度も不十

分である.乙のためコンパクトな市販ESR装置を簡便

かっ高精密な専用調l定装置に改造し，コンピュータやオー

トサンプラ一等と一体化する ζ とにより精密化と測定時

間の短縮化を図った自動損l庭システムの開発を行なった.

2. アラこン線量計素子の開発

未照射時iとラジカJレや常磁性金属を含まず，また放射

線誘起ラジカJレが室温で・残存しないような種々のポリマー

第 44号(1987)
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について素子の加工性及び線量計特性を比較検討した結

果，ポリスチレン (pS)を選び乙れを用いた線量計素

子の開発を行なった.日立電線側により製品化された素

子の外観を図 11[示す.本素子は，アラニン70wt%，ポ

リスチレン30wt%を直径 3mm長さ30mmの棒状iζ成形し

ており，精密測定の目安となる直径のばらつきは:t1%以

内(読み取り誤差:t0.4労)である . T線照射した素子

のESRスペクトル形状は線量により変化しないため，

線量応答には中央ピークの高さを用いた.

p S-アラニン素子の照射温度250Cにおける線量応答

を高線量域と低線量域についてそれぞれ図 2及び31[示

す.102Gy以下では約 3Gyのプレドーズ(未照射素子

が示す線量換算されたESR応答)を補正している. 1-

104Gyの範囲で・は正比例の関係にあるが，厳密には 2x 

103Gy以上で・サプリニアの傾向を示す.乙れは，生成し

たラジカjレが放射線iとより壊れていくためと考えられる 7)

線量率依存性は少なくとも 103_105Gy/hの範囲では認

められない.素子間の線量応答のばらつきは，後述する

良く調整された専用測定器を用いてほぼ:t1労以内(西

独GSFでは:t1.5労以内的であり素子及び専用測定器

の精密度が極めて高い乙とが確認された.乙の精密度は

固体線量計では最高レベルであり，フリッケ線量計lζ匹

図 1 ポリスチレンを用いて成形したアラニン線量計

素子(商品名“アミノグレイ"). 
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図 2 線量校正曲線C102-105Gy)(250C.湿度6096). 

敵する.

線事E、答は照射中の温度iζ若干存在し. 1 kGyでは-

400C--+50
0

Cの範囲における温度係数は， 25
0

Cを基準と

して+0.299彰/OCである?照射後の線量応答は室温で非

常に安定である (lkGy照射素子では 1年で約 196 5) ) 

が.線量が高いほど，また保存の温度湿度が高いほど速

く減衰する傾向がある.

3. 線量測定システムの開発

アラニン線量計の読み取りを簡便にするため，永久磁

100 
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話
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図 3 線量校正曲線(10-1-102Gy)(25 oC.湿度6096.

モジュレーション 1mT). 

石を用いた小型 ESR装置 (JEOL. JES-3000) 

を改造し，アラニンラジカ Jレの測定に適した磁場掃引範

囲，変調磁場，マイクロ波出力及び増幅率等を単一化し

設定した.また，測定の精密化及び測定時間短縮のため，

オートサンプラーを付属したコンピュータ制御の自動線

測定システムの開発を行なった.図 4IC外観を示す.

ESR損IJ定の精密化については，測定試料のセッテイン

グ方法の改善，低線量域においては ESRスペクトノレの

平滑化や繰り返し測定による平均化等のノイズの低減化

を進めている.乙のシステムにより，素子の交換から線

図4 アラニン線量計の自動測定システム〔右側:専用 ESR装置(オートサン

プラー付属).左側:制御・演算用コントローラ 1.
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換算までを 1操作で短時間で行う乙とが可能となった.

しかし， E S R装置の正確度を保つには，ある定めれた

線量を照射した標準試料による ESR応答の校正が必要

と考えられる.

4. アラニン線量計の応用

アラニン線量計は，前述のような優れた線量計特性を

もっており，さらに測定システムにより，特に熟練度を

必要とせず短時間で線量を読みとる乙とが可能である.

乙のような特徴は，線量標準との校正や照射施設聞の

線量相互比較用のトランスファ一線量計として高線量域

の線量標準化に利用できる.また，精密な線量評価を必

要とする放射線滅菌等の工程管理，照射と測定の繰り返

しによる加算的な累積被曝線量測定が必要な原子炉や人

工衛星等の放射線場で使用される機器部品 ・材料の耐放

射線評価等に用いる実用線量計として応用できる.アラ

ニン線量計は安定性が良いため，素子郵送→照射→返送

などの方法による集中的な線量評価が可能である.

ポリマーを用いたアラニン線量計の利点は，電子線や

重粒子線等の線量測定が可能な薄いフィルム状素子が成

形できる ζ とであり，現在厚さ120μmの素子が得られ

ている.乙のような素子により放射線種やエネ Jレギーの

広範囲にわたり線量評価か可能となる乙とが期待される.

本素子のプレドーズは高線量用としては全く問題ない

が，低線量域への応用のためにはさらに低減する必要が

ある.プレドーズは未照射アラニンのみでは約 1Gyで

あるが，ポリマ一成形素子では成形過程での機械的摩擦

や加熱lとより増加する.乙のため 素子のプレドーズの

低減及び成形方法の改善を図っている9l

ラジカJレ生成G値等の基礎的研究や線量計の応用のた

めの基礎データはまだ不足しており，乙れらの蓄積によ

り線量測定システムの高信頼化を図りたいと考えている.
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LB多層膜による光合成

アンテナ色素系のシミュレーション

単分子膜の積層構造体であるラングミュア・プロジェッ

ト (LB)多層膜は，われわれが比較的任意にその積層

構成を設計し得るという点で特徴的な分子集合体である

が，近年乙れを電導性有機薄膜，記憶材料などの機能材

料へ応用する乙とに目が向けられ活発に研究が進められ

ている t-ω応用研究は別として物理化学の立場からみて

も興味がもたれ，励起エネJレギー移動，電子移動，光化

学反応などの光化学的諸過程が，分子の特殊な幾可学的

配列の「場Jにおいてどのようにふるまうか，さらに従

来調べられてきた均一な 3次元系ではみられなかった新

しい現象が見出されないか，など様々な期待が寄せられ

る.乙のような観点にたって最近われわれは，図 1K示

すような LB多層膜を作成し，外側から内側iζ向かつて

一方向K起乙る光エネルギー伝達の様子をピコ秒時間分

第 44号 (987)

分子研山崎 巌

解蛍光分光法で調べ，類似の生体系である植物の光合成

アンテナ色素系，とくに藻類のフィコビリンークロロフィ

ル色素系(図 2)における挙動と比較したので，乙乙で

はその概略を紹介したい.

カルパゾ-)レ環をもっドナー (D)とシアニン系色素

のアクセプター (A)を用いて 2層系 (D-At)，3層

系 (D-At-A2) および4層系 (D-At-A2-A3)

を作成した.乙れらのLB膜は常法に従って作製され1l

パルミチン酸および5mol郊の色素を含むベンゼン溶液を

水面上に展開した後無蛍光石英板の上に累積した. D-

At. At-A2. A2-A3 の層間距離はいずれも25Aで

ある.時間分解蛍光分光はシンクロナス励起モード同期

色素レーザーと時間相関光子計数装置5)を用いて行った.

時間分解蛍光スペクト Jレおよび蛍光減衰曲線の解析か
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図 LB多層膜における時間分解蛍光スペクト Jレ.

カjレパゾーノレ環(D)のパルスレーザー励起(波

長300nm)により，オキソシアニン(Al)，チアシ

アニン(A2)へ無轄射的lζエネJレギー移動

(Forster型)が起る.
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図2 らん藻(Flemyelladiplosiphon)時間分解蛍

光スペクト Jレ.フィコピリン色素蛋白の中で・コ

ンホーメーションの異なる開環型テトラピロー

Jレが含まれ，それらによって励起エネルギー移

動が起る.
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ら6)いずれの系においてもドナー・アクセプターの吸収

帯および蛍光帯の重なりから期待されるように， 0から

A31ζ至る一方向の逐次的エネルギー伝達が確認された.

カルパゾ-}レ環を含むD層を300nrnのレーザーパルス光

で照射する乙とにより， 2層系では先ずカJレパゾ-}レ(n)

の蛍光帯が350nrnIC現れ，励起後100psの間Ir.A1蛍光

が立上がる .3層系では図 1Ir.示すように，励起と同時

にカ JレパゾールおよびAl蛍光が400nrnll:.現れ， D-Al 

層間のエネノレギー移動は速やかに起乙っている乙とが

わかる.次いでlOps以後A'I.蛍光帯が470nrnIC現われ50

ps以後乙れが主たる蛍光帯となる. 4層系 (D-Al-

A2-A3)においても同様な逐次的エネルギー伝達をみる

乙とができ，カルパゾ-}レの励起によって Al.A2の蛍

光帯がみられ時間とともに強度を増し， ωps以降最終段

のアクセプター A3の蛍光帯が立上がる.

次iζ生体系フィコビリン ・アンテナにおける時間分解

蛍光スペクトルをみてみよう(図 2)で先ずフィコエリ

トリン (PE)励起によって PEの蛍光帯 (578nrn)が現

れ，次いでフィコシアニン (PC)，アロフィコシアニン

(A P C )，Chl aの順で蛍光帯が逐次的K生成し消滅し

ている.乙れによって光エネルギー伝達は外殻から内殻

反応中心に向かつてPE-P C-AP C-Chl aの経路

で，励起後約0.5nsの聞に起乙っている乙とがわかる.

ζζでとりあげた人工系および生体系アンテナ色素は，

その積層構造においてまた発色団分子の分布構造におい

てかなり異なっているのであるが，それにもかかわらず，

蛍光スペクトルの時間的挙動をみる限り両者は良く対応

しており，最外殻層の励起によって各層からの蛍光帯が

同様な時間スケーJレで次々と現れ消滅していくととが観

察され，光励起が遂次的iζ伝達していく乙とがわかる.

乙とには示さないが蛍光の生成減衰曲線をみる乙とによっ

てさらに詳細な類似点，相違点が明瞭なものとなる?先

ず共通点についてまとめると， (1)最外殻から内殻へ移

るとともに，すなわち人工系では D-Al-A2-A3，生

体系では PE -P C -A P C-Chl aと移るにつれて蛍

光の立上がりに遅延 (20-100ps)がある乙と， (2)最

外殻の PEあるいはD層の実験曲線において寿命の長い

指数関数減衰がみられ，光エネルギー伝達iζ関係しない

硯立分子が存在する乙と， (3)いずれの系においても，

一対のドナー ・アクセプターの蛍光減衰曲線において，

アクセプターの立上がりは速やかであるのに対し， ドナー

の減衰は著しく緩やかである乙と，などが特徴的である.

人工系と生体系で異なる点は光エネJレギー伝達の効率で、

ある.生体系における効率は909611:.達するのに対して人工

系では50猪程度にとどまる.乙の原因は発色団分子の分

第 44号(1987)

布が生体系では蛋白ポリペプチドネットワークの中でほ

ぼ一定の間隔をおいて均一に分布し，またある場合には

一直線上lζ配列して光エネルギー伝童のうえで特別なチャ

ンネルを形成している.それに対して人工系では発色団

分子は不均一分布をしており risland構造」と呼ばれる

ようなクラスター状の集合体から成り，単分子膜面内で

のエネノレギ一散逸過程の寄与が大きい?・ 9)

各層の蛍光の生成減衰曲線の形は，単純な指数関数・減

衰ではなく複雑であり，乙れらの逐次伝達の現象が数式

において如何に記述され，またその現象を支配するパラ

メータに基づいて現象を定量的に理解する乙とが次の問

題となる.従来乙の種の研究は，溶液，結晶など分子の

分布に関して三次元均一系Kおいて研究され，特殊な幾

何学的構造体についての研究例は極めて少ない.われわ

れは先iζ生体系フィコピリンにおける光エネノレギー伝達

に関して，三次元均→?布系の式における励起エネ Jレギー

移動効率の極限の場合に対応する exp(ー2kt112)型の適支

式で適合させる乙とができたが 7)人工系LB多層膜アン

テナの実験曲線に対しても同様な型の速度式を用いて適

合させる乙とができた. D-Al. Al-A2.A2-A3それ

ぞれのステップの光子伝達はおよそlOpsで起きている.
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日弱電
ビスビオローゲンの水和電子による還元反応と

そのマイクロドシメトリーへの応、用

高速荷電粒子を照射すると， トラックに沿って生成し

たスパーには，一つないし複数のイオン対が含まれてい

る乙とが理論的に明らかにされ，スパーは不均一な分布

をしている乙とが明らかにされているYしかし化学的に

は乙のような不均一な分布はほとんど明らかにされてい

ない.我々はスパーの分布が不均一である乙とを示唆す

る化学的証拠が，メチJレビオローゲン誘導体の還元反応

をモニターとする系で見いだした乙とを示し，その利用

面K若干の考察を加えた.

メチJレビオローゲンは酸化還元の指示薬として，また

種々の反応のメディエータとして，また除草剤として広

く利用されており，非常に還元されやすい化合物である.

乙れをメチレン鎖3個で連結したビスビオローゲン(1 ) 

の水溶液K電子線を照射すると，図 11<::示す過渡吸収ス

ベクトノレが観察された.540nrn付近の吸収バンドが減少

するとともに， 603nrn付近の吸収バンドが増大する .さ

らに数ケ所lζ等吸収点が観測された.乙れらの変化は右

上の Sherneで表わされる .

Iは水和電子と反応してー電子還元体(U)と二電子還

体 (m)が生成するが， uはAの過程で， mはBの過程

で一段階に生成する過程と A.Cの二段階過程で生成す

る.さらに U，mの聞には不均化 (kl)および均化反応

(k2 ) による平衡が成り立っているデスパーはビーム照

CH3-N(}α -(C明。-<QN-円

CH3-tO-<Qよl一(CHdgbCA-CH3 

CH円。-<QÑ-(CHぉÑ~N-CH3
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Scheme 

射後数ナノ秒iζは消滅して活性種は均一に分布するよう

になる?したがって，スパーのー均一状態を捕捉するに

は，ビーム照射直後の反応を観察しなければならない.

そ乙で次の外挿法により反応初期状態を推定した.

ビーム照射後数マイクロ秒までの時間領域では，残存

する水和電子の吸収や，いろいろな反応が重なっており

観察される吸光度の変化は複雑であり， U， mのみの変

化を反映していない.数マイクロ秒から数十マイクロ秒

の時間領域では， U， mの速度変化は kl・んで表わさ

れる平衡のみに従っている.そ乙で乙れらの変化を時間

零iζ外挿すると，そ乙から求められた U，mの濃度はそ

れぞれA，Bの過程を表わすととになる.さらに Iの濃

度を無限濃度にすると Cの過程が抑えられるため，もし

Eの生成がA，Cのみの過程で進行すると仮定すると E

は生成しない.もしEが存在すれば不均一状態で反応し

たと考えるととが出来る.表 1IC 1の濃度を変化させて

反応初期で生成する U，mの生成量，転化率，還元種の

量および還元種のうち二電子還元に使用された割合 T値

(r =2[mJ/([uJ+[m]))を示す.

乙れを rとIの濃度の逆数でプロットすると図2aが得ら

れた.かなり良い相関関係が見られ Iの濃度が少ないと

乙ろでは転化率は大きく r値も大きい。濃度を高くする

と次第ICr値は小さくなるが，濃度を無限大に外挿して

も零とならず0.14と大きな値が得られた.濃度を高くし

J 
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目指主l
表 1 電子ビーム照射直後の Iの還元反応

1 (mM) Eの生成量0o-4M) Eの生成量(10-4M) 転化率 C II J +2C ID XlO-4M) r値本
濃度 濃度 濃度 (%) 濃度

O. 25 1. 58 0.39 79 2.36 0.33 

0.50 1. 74 O. 25 40 2. 24 O. 22 

1.0 1. 70 0.21 19 2. 12 O. 20 

2.5 2. 35 0.21 10 2. 77 O. 15 

5.0 2. 11 O. 20 4.6 2.51 O. 16 

*反応した還元種のうち 二電子還元に消費された割合. r=2CIDJ/(CllJ+2C皿))

て減少する量は，遂次反応で皿が生成される過程を表わ

している.無限濃度で遂次反応のみでEが生成すれば点

線で示されるように r値は Oでなければならない.乙の

乙とはビスピオローゲンは，水和電子が不均ーに生成し

ている状態を捕捉している乙とを明確に示している.さ

らに Iの濃度を一定にして ビーム強度を変えても r値

は変化しないという興味ある結果が得られた.乙れはビー

ム強度を弱くすると，スパーの生成量は少なくなるが，

不均一種の分布状態は変化しない乙とを示している.

ピスピオローゲンは，直線状で存在すると約0.2nmx2 

nmの大きさの分子である.水和電子が乙の領域iζ存在す

ると非常に速やかに反応する.しかも二つの反応部位は

独立して反応し，互いに影響を受けない乙とから，ほぼ

乙の分子の大きさの分解能で微少領域のドシメトリーが

出来るものと考えられる.例えば生体分子iζ対する放射

線照射効果を評価する場合には，微少領域での線量が必

要である.しかし現在のと乙ろそのような適当な方法は

ない.今の反応系を生体系に適用すると， DNAの損傷

や鎖の切断などと，スパーの分布状態との関連性が明ら

かに出来るのではなし、かと考えられる.

最近レーザ一光化学など高密度励起による反応が注目

されている.放射線照射で生成するスパーは非常に高密

度iζイオン対などが分布している.したがって，メチル

ピオローゲンのように非常に反応性の高い基質を用いれ

ば，スパーの不均一の分布状態を利用した合成反応が可

能であると考えられ，現在有機合成の見地から有機溶媒

中で研究を行なっている.
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第12回国体内原子衝突国際会議

日時:10月12日開)-16日幽

場所:岡山理科大学(岡山市理大町 1-1)

内容:①固体を透過する荷電粒子の挙動:阻止能，チャ

ネリング，荷電変換など②イオン散乱による表面

薄膜構造，励起③イオン固体相互作用による幅射

:ビームフオイル分光.チャネリング放射， QE 

D相互作用④イオン照射による二次電子放出，ス

パッタリング，イオンによる脱離.ワークショッ

プとして⑤イオンビームによる表面分析⑥イオン

ビームテクノロジー.

問合せ先:〒153東京都目黒区駒場 3-8ー l

東京大学教養学部物理教室 藤本文範

電話 03-647ー 1171

放射線化学
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日本化学会第54春季年会をふりかえって

せめて一日分のセッションを

-年会の発表件数は討論会の半数にも達しない乙とと，

発表時間も半分というとともあり，放射線化学としての

数少ない発表の場としては，今ひとつ淋しい感じが否定

できない.他学会への進出も少なくない乙とで己むを得

ない面もあるが，むしろ他分野から放射線化学会へ発表

され定着されるような方策のためにも.せめて一日分ぐら

いのセッションを確保したい気がする.それでも2，3の

目新しい参加もあり，引き続き討論会等への報告を希望

しfこし¥

・ァゾベンゼンの異性化反応についての粘性の影響に圧

力効果を用いた浅野ら(大分大工)の報告は速度論的研

究の一方法として，また反応の種類や中間体の反応挙動

としても興味深く，実験結果を記述する式の検討等iとよ

り反応機構の解明などの成果iζ期待が持たれる.

・結晶中では捕捉電子が生成されにくい.液体や有機ガ

ラスと対照して興味あるアルコール結晶中で・捕捉電子が

観測され，小笠原ら(北大工)によって数年前からアJレ

カンジオール中の捕捉電子に関する光吸収やESRによ

る研究が重ねられている.今回は，同時に生成するラジ

カノレ種との光 ・熱による反応を通して捕捉電子の構造に

ついての検討がなされ，電子がマトリックス中のサイト

に捕捉される ζ とを明らかにした.更に，結晶中での捕

捉過程の問題が次の課題であり，興味深い.やや少なく

なった捕捉電子に関する研究の新しい側面からの成果が

望まれる.

・パルスラジオリシスによる芳香族ーハロゲン CT錯体

の反応性に関する鷲尾ら(東大工)の報告における高分

子と低分子間の反応差や，幸光ら(阪大産研)のアノレキ

JレベンゼンK続くアニソーノレ誘導体のラジカ Jレカチオン

についてメチレン鎖数の調節による分子内反応差に関す

る報告などで，分子鎖の違いや長さによる異なった反応

差は期待できるのだろうか.

・無機化合物に関する報告は相変らず少なかったが，東

ら(名大工)によって， 二酸化ケイ素の放射線損傷の構

造変化からのアプローチにより，その反応挙動K一定の

成果を得た.

第 44号 (987)

-放射線化学K馴染み深い3-メチJレペンタン， 3-メチノレ

ヘキサンのラジカノレカチオンのESRによる研究が太田

ら(広島大工)により引き続き詳細に追求されているの

が目を惹く，鳥山ら(名工試)の飽和炭化水素ラジカ Jレ

カチオンの報告の中でも 3MP+の構造について一致し

た結論を得ているなど，系統的K研究が続けられている

乙とは心強い印象を持った.

(名大工加藤統之)

何を発表すべ きか

-多年，皆様の学会報告を楽しませて頂いた身が，今執

筆の苦痛を，深刻IJIL味わっています.特iζ分担はなく，

全体iζ亘つての主観的印象となると，極めてユニークな

テーマか，自身の研究に直接的に関わるものに限定され

てしまうのは，私の視野の狭さと理解力の欠如のしから

しむと乙ろでお許しいただきたいと思います.

・星間物質の放射線化学反応(山崎ら， 4 m Q07)は，

いつもの乙とながら，新しい研究対象を示すものとして

印象づけられました.また，放射線化学平衡の研究(田

中ら，4mQlO)は，化学の基本概念との結び付きとし

て興味深く聴きました .脱 C02 という分子レベルの

現象と結晶形態変化というマクロな性質と結び付けた研

究(延時ら， 4 m Q30)は結晶の基本構造が保たれるの

であれば，実用的利用法もありそうに思われます.

・筆者の直接関係する研究としては，水素原子のトンネ

Jレ引き抜き反応に関する報告(李ら， 4 mQ28，高柳ら，

4 m Q29)があります.極低温における水素原子の反応

についての長年の論争を楽しまれた方が多いかと思いま

すが，量子効果によるサーマル水素原子の反応もどうや

ら認知された様です.カチオンラジカルの研究について

は， ODESRと(丑田ら， 4 m Q 36) ，或いはノ~Jレス

ラジオリシスなどとの対応が今後の課題かと思われます.

・なお，年会lと何を発表すべきかについては例年迷うと

乙ろです.討論会と異なり，広い専門分野の人々にも聴

いて頂ける反面， 10分K満たない短い講演時間という条

件を考えると，先に志田先生が主張されたように，ほぼ

完成した研究が望ましいと思う一方，現状では同分野の

研究者へのインパクトが少ない乙とと時間の制約から，
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完成度の高い，文は自信のある成果程，年会iζ廻したく

ないとの心情も否定できません.とすると，討論会で検

討して頂いた後完成年会でB講演というのも一法かも

しれません.しかし，乙れとは別IC，年会の放射線化学

部門への，より積極的な参加を呼び掛け，一層の活性化

を計る乙とにより乙のジレンマを解決するというのは無

理でしょうか.

(名工試鳥山和美)

必要なイオンビーム

の応用研究

-個人的に興味，関心を号|し、たものについて若干の印象

を記述したい.

-パルスラジオリシスにより木村ら(阪大産研)は，ジ

ァリーノレシクロプロピルラジカ jレの開環反応がジフェニ

ル基の位置に大きく依存するとと，鷲尾ら(東大工，原

セ)は芳香族炭化水素とCl原子，また住吉ら(北大工)

はDMSOとCl原子聞の錯体を観測し， Cl原子によ

る水素引き抜きやアノレコールとの反応が非常に速い乙と

を報告した.幸光ら(阪大産研)はアニソールのダイマー

カチオンとして，新しいn-π型の構造を提唱した.山本

ら(阪大産研)は共後ポリエンのラジカノレカチオンが，

イオン対の形成により短波長シフトするとともに. cfと

の反応が 1桁も低下する乙とを明らかにした.パルスラ

ジオリシスは高濃度で実験を行う ζ とが出来るので，分

子間錯体の観察ならびに分子間相互作用の解明iζ今後益々

威力を発揮しよう.

・極低温固体中ではトンネノレ効果が重要で・ある.佐藤ら

(東工大)，宮崎ら(名大工)は水素原子交換反応を計算

ならびに実験的iζ検討した.とくに計算では室温でもト

ンネノレ反応は重要であるとのととで興味をヲ I~ 、た. 一般

の反応の場合には具体的にどうなるのであろうか.また

ESRILより飽和炭化水素などのラジカ Jレカチオンが鳥

山ら(名工試)，大田，市川(広大工)により示され，ほ

ぼその構造は解明されたようだ.デカリンやシクロヘキ

サンからオクタリン，シクロヘキセンラジカ Jレカチオン

が生成するという指摘が志田ら(京大理)Iζよってなさ

れた.またブタンオキシドのラジカ Jレカチオンの光異性

化反応の中間体についても報告された.乙の反応は

Wood ward-Hoffmann則とも度漣して立体規則性の面か

らも興味深い.乙れらのラジカノレカチオンからオレフィ

ンのラジカノレカチオンへの反応，開環反応がどのように

立体的に進行していくのか知りたいものだ.その意味で

小笠原ら(北大工)のアノレカンジオー jレ単結晶中で=の電

子の挙動に対する報告は注意を引し、た.電子がど乙lζ，

どのように捕捉されているのか， H移動はどのように進

むのか，重要な問題が含まれており今後の成果が期待さ

れる.

・本学会の前後は超電導の研究成果が各所で報じられ，

社会的にも大きな関心を呼んだ時期であった.放射線化

学の部門でも多種のビーム，とくにイオンビームなどを

用いた応用研究が今後要求されるのではなし、かと感じつ

つ，桜並木の美しかった日大キャンパスを後にした.

(阪大産研土岐進)
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第30回放射線化学討論会プログラム

主催 日本放射線化学会

共催 日本化学会・同東海支部

日時昭 和62年10月21日(水) ・22日(木)

会 場 名 古屋大学工学部 7号館(名古屋市千種区不老

町〉

第 1日 (10月21日)

A会場

一 (9時から)-

A101. チェンパー型X線W値損IJ定装置の試作(電総研)

O斉藤則生 ・鈴木功

A102. 電子衝撃によるアセチレンの励起解離過程(九

64 

大総合理工)0小川禎一郎・外村秀明・中島慶治・河

済博文

A103. パルスラジオリシス法によるHeC21P) 脱励

起過程の研究(東工大理)0吉田啓晃・鵜飼正敏・新

坂恭士・鏡野嘉彦

A104. C302の熱電子付着について(福井工大・東

工大理・東大理)0嶋森 洋 ・鈴木悦人・鏡野嘉彦・

大島康裕 ・野中秀彦・近藤保・朽津耕三

A105. ヨウ素化合物の熱電引寸着速度定数(福井工大)

O中谷佳次 ・嶋森洋 ・堀田寛

AI06. 高圧下の無極性液体中の電子捕捉反応(東大教

放射線化学
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養，ブJレックへプン国立研)伊藤健吾 ・O西川 勝 ・

R . A. Holroyd 

A107. 超臨界キセノン中におけるアン卜ラセンの光電

流しきい値のキセノン密度依存性(東大教養)0中川

和道 ・江尻有郷 ・伊藤健吾 ・西川 勝

A108. 時間分解マイクロ波誘電吸収法Kよる短寿命中

間体の双極子能率決定法(福井工大)0嶋森 洋 ・法

土和志 ・中谷佳次

AI09. 時間分解マイクロ波誘電吸収法による短寿命中

間体の構造と挙動の研究(福井工大)0法土和志 ・嶋

森洋・中谷佳次

B会場(ポスター)

一 03時から)一

B101. 被照射粒子の熱化拡散過程の解析的表現(東工

大理)0山崎秀郎 ・新坂恭士

B102. 気体中での電子の熱平衡化過程(東工大理)0 

林 浩 司 ・鈴木悦人 ・鏡野嘉彦

B103. NOの熱電引サ着反脱備の再検討(福井工大)

嶋森洋 ・O中谷佳次 ・堀田寛

B104. 電子線照射による石炭燃焼排煙処理の研究一温

度ならびに成分濃度依存性(原研高崎 ・荏原製作所)

O南波秀樹 ・広沢昌二郎 ・鈴木伸武

BI05. プラズマ CVDによる炭素薄膜の生成と反応機

構(山梨大工)0森敏晴 ・平岡賢三

BI06. インドーノレのアルコール溶液のピコ秒レーザー

励起より生成した溶媒和電子の動的挙動(阪大基礎工)

平田善則・ O村由紀子 ・文賀昇

T B~~ 無極性溶媒中における溶質三重項の生成ーノマJレ

スラジオリシスとレーザーホトリシスとの比較 (ll)

(阪大基礎工 ・東大工 ・東大原セ)0宮坂博 ・鎌田

賢司・岡田 正 ・文賀舜 ・鷲尾方一 ・田川精一 ・田

畑米穂

BI08. ジフェニノレポリエンラジカルアニオンの吸収ス

ペクトルと塩効果(阪大産研)0青山高久 ・山本幸男 ・

林晃一郎

BI09. gem-ジクロリドの還元的二量化Kよるオレフィ

ンの生成(阪大産研)0田畑賢一・ 土岐 進 ・高椋節

夫

BIlO. 低温マトリックス中における Eu3+のー電子還

元とその蛍光特性(阪大産研)0石田昭人 ・高森節夫

B111. 軌道放射光照射 (150-200nm)により水K生成

するラジカ Jレのスピントラッピング(都立アイソトー

プ研 ・北大獣医 ・都臨床研 ・立教大理 ・東大教養)

第 44号 (987)

0峯岸安津子 ・桑原幹典 ・伊藤 敦 ・櫓枝光太郎 ・伊

藤隆

B112. ラジカルによる水素引き抜き反応のトンネノレ効

果(東工大原子炉)0中村一雄 ・高柳敏幸 ・岡本真骨 .

佐藤伸

B113. 固相 SFs中でのメタンの放射線分解 :ES

R による研究(名工試)0鳥山和美 ・岡崎正治 ・布目

華一 ・松浦かおる ・故岩崎万千雄

B114. 低温領域における有機物中のイオン化過程及び

再結合過程(早大理工研)0本松 誠 ・梅原隆司 ・浜

義昌

B115. ωSr-s線照射下での芳香族分子添加高分子

溶液の光検出 ES R (早大理工研)0龍田成人 ・林

直 ・南浩治 ・浜 義昌

B116. メチノレアセチレンの二量体ラジカ Jレカチオンに

関する理論的研究(北大工 ・広大工)0団地川浩人 ・

吉田宏 ・塩谷 優

B117. 分枝アJレカンカチオンラジカJレのESRスペク

卜jレと構造(広大工)塩谷優 ・矢野昭彦 ・太田信昭 ・

市川隆久

B118. 国体アノレカン中のアルキJレラジカ Jレの常磁性緩

和(北大工)0市川恒樹 ・吉田 宏

B119. メタンの放射線照射で生じる高分子量生成物

(北大工)0小泉均 ・中田俊秀 ・吉田宏

B120. PMMAのイオンビームによる高密度励起効果一

主鎖切断，アプレーション，可溶ー不溶化反転(東大

工 ・NTT通研)0林成幸 ・田川精一 ・河内宣之 ・

柴田裕実 ・田畑米穂・今村三郎

B 121. 有機溶媒中の CS2のノマノレスラジオリシス

(東大工 ・東大原セ)0東俊行 ・鷲尾方一 ・伊藤泰

男 ・田畑米穂

B122. パノレス放射線分解法によるポリビ‘ニノレビフェニ

ルの電子捕獲反応の動力学(名大工)0加藤統之 ・宮

崎哲郎 ・笛木賢二 ・斎 藤淳

B123. 4.2K T線照射した希ガス団体一アノレカン混合

系の ESRーイオン分解とホット H原子の初期エネJレ

ギー(名大工)0宮崎哲郎 ・後藤謙二 ・笛木賢二 ・李

光必

B124. ウリジンと過硫酸イオンラジカルによる短寿命

中間体の生成(阪府放中研・近大理)0藤田慎一 ・永

田良雄 ・堂丸隆祥 ・西口照男 ・平木敬三

B125. ゼオライト結晶内表面における水の放射線分解ー

金属イオン交換による効果(都立大理)0青木正義 ・

中里千代子 ・増田高広
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B 126. Li2B407 T L D素子の発光機構(早大理工

研)0原田寛 ・尾形康秀 ・浜義昌

B127. ビオロゲン線量計の特性(京大工)西本清一 ・

O葉収 ・魯依群 ・川村 尚 ・鍵 谷 勤

A会場

一 04時30分から)一

All0. 電子線照射による石炭燃焼排煙処理の研究一一

酸化炭素添加効果(原研高崎 ・中国原子能科学院)0
南波秀樹 ・干学義 ・青木康 ・徳永興公

All1. ドリフトチュープ法による Li+-CH4 のイ

オン ・分子反応(東北大工)飯沼恒一 ・O花岡健一 ・

武部雅汎

A112. 極低温におけるクラスターイオンの安定性と構

造(山梨大工)水瀬進 ・中嶋源衛 ・O平岡賢三

A113. イオン衝撃による氷表面からのクラスターイオ

ンの生成(原研東海 ・茨城大理)古川勝敏 ・O大野新

一 ・小林正明 ・平山昌市

A114. バンドJレファイパーを用いた重イオントラック

発光プロファイノレの一次元同時測光(理研)0木村一

宇 ・吉田達也 ・浜田直樹 ・今 井 聡 ・中村哲也

A115. 反跳インプランテーションによる化合物合成と

化学反応機構:放射線効果との関連(東北大理)0吉
原賢二 ・関根勉 ・竹屋浩幸

A116. 高温水の高速中性子照射効果 I一線量測定(東

大工)0勝村庸介 ・竹内由実 ・広石大介 ・石博顕吉

A117. 高温水の高速中性子照射効果Eー初期生成物G

値の評価(東大工)勝村庸介 ・竹内由実 ・広石大介 ・

石樽顕吉

A118. 3H，B線照射効果の理論的評価(東工大原子炉)

O藤沢 淳 ・佐藤伸

第2日 (10月22日)

A会場

一 (9時から)-

A201. 無極性溶媒中における溶質の光イオン化により

生成した電子ーカチオンジェミネートイオン対の動的

挙動(阪大基礎工)0平田善員IJ・文賀 鼻

A202. 非極性媒質中での電子一正イオン再結合過程の

電場依存性(東工大理)小玉光文 ・O芹沢克之 ・新坂

恭士 ・鏡野嘉彦

A203. パルスラジオリシス法による，ハロゲン化炭化

水素溶液中で生成する芳香族炭化水素-Cl聞の電荷

移動錯体について(東大工 ・東大原セ)0鷲尾方一 ・
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小林仁・林成幸 ・田川精一

A204. 競合反応法によるアノレコールとハロゲンラジカ

ルの反応速度定数の測定(北大工)0住吉 孝・ 三浦

一浩 ・鈴木琢磨 ・片山明石

A205. 1，2-ジアリールシクロプロパンの放射線分解ー

ラジカノレカチオンを経由する連鎖的異性化反応(阪大

産研 ・大府大工)0土岐進 ・幸光新太郎 ・藤乗幸子 ・

高椋節夫 ・一ノ瀬暢之 ・水野一彦 ・大辻吉男

A206. 三重項を経由するノルボノレナジエンークアドリ

シクラン誘導体の原子価異性化反応(阪大産研)0中

林健一 ・土岐進 ・高椋節夫

一 (11時から)一

特別講演放射線治療と画像診断(名大医)佐久間貞行

一 03時から)一

A207. ポリ (4-ビ、ニJレピフェニノレ)アニオンラジカル

の反応(北大工)0田中 琢 ・小笠原正明 ・吉田宏

A208. 溶媒和電子K関する理論的研究(北大工 ・Lin-

koeping大)0田地川浩人・小笠原正明・M.Lindgren 

A209. 被照射 n-アルカンジオール中の捕捉電子(早

大理工研)0平出哲也 ・金田安生 ・浜義昌

A210. layer boundary等を含む不均一系放射線化学

ll.高級 n-アノレコーノレ二成分混晶中の捕捉電子(名

工試)0武藤八三 ・布目華ー ・鳥山和美

A211. エタノールおよびエタノ-)レ/MTHF混合溶

媒中でのベンゾフェノンアニオンラジカ Jレの溶媒和

(北大工)0市川恒樹 ・石川康弘 ・吉田 宏

A212. 1 R光照射下でのガンマラジオリンス(京大原

子炉)0長谷博友 ・東村武信

A213. 不飽和エーテノレ類の解離型電子付加反応(東大

理)0山口 真・志田忠正

A214. 炭化水素のラジカノレカチオンの構造異性化反応

(京大理)0藤坂嘉信 ・志田忠正

A215. ヘキサフノレオロー1，3-プタジエンカチオンラジ

カノレのシス‘トランス異性化反応(広大工 ・旭硝子)

O塩谷優 ・市川隆久・川添仁郎

A216. 被照射エチレンーヒeニjレアルコー Jレ共重合体iζ

生成するラジカ Jレの反応機構(早大理工研)0平井

桂 ・三浦栄朗 ・中村朱実 ・浜義昌

A217. 高分子の放射線化学反応(東大工・東大原セ)

O林 成幸 ・鷲尾方ー ・田川精一 ・田畑米穂

A218. イオンビームを用いたポリスチレンレジスト膜

の高密度励起効果の研究(東大工 ・東大原セ ・NTT

通研)0・河内宣之 ・青木 康 ・林 成幸 ・田川精一 ・

柴田裕実 ・田畑米穂 ・今村三郎

放射線化学
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A219. ポリスチレンフィルムの励起状態とイオン化状

態のピコ秒夕、‘イナミックス(阪大基礎工)0宮坂 博 ・

小島誠司 ・池尻文彦 ・文賀昇

A220. ヘテロ原子を含む置換ポリアセチレ ンの照射効

果(京大原子炉 ・京大工)0山岡仁史 ・松山奉史 ・唐

本 忠 ・増田俊夫 ・東村敏延

A221. アルカリ銀ハライドにおける正孔中心(東北学

院大工 ・東北大理 ・京大原子炉)淡野照義 ・池沢幹彦 ・

0松山泰史 ・山岡仁史
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〔第 3回放射線化学セミナ一報告〕

原研・高崎研におけるイオンビーム利用研究計画

1. はじめに

日本原子力研究所(原研)・高崎研究所では，放射線照

射利用の高度化を図り.先端科学技術の発展K寄与す

る目的で，後述のようなイオンビームを用いた宇宙環境

材料，核融合炉材料，バイオ技術，及び新機能材料の研

究とその推進に必要なイオンビーム技術の研究を進める

乙ととしている(放射線高度利用研究).乙の計画は，

昭和61年度lζ着手され，本年 (62年)は施設整備の初年

度iζ当たっている.65年度には， 2基のイオン照射装置

が稼働する予定であり， 67年度までにさらに 2基が設置

され，高，中，低エネルギーの各種のイオンビームの利

用が可能になる.

2. 研究計画策定の背景

放射線利用は，我が国の原子力研究における主要テー

マのーっとして位置づけられ 照射利用と R1トレーサ

一利用の両分野で，研究開発及び実用化が進められてき

Tこ.

照射利用の分野では，主iζガンマ線及び電子線の利用

について，乙れまでに多くの実用化の実績と多くの基礎

的知見の蓄績を見るに至っており 研究の新たな展開が

求められている.

と乙ろで，科学技術会議の第11号 0984年11月)及び

第12号 (1985年12月)答申では，今後の我が国の科学技

術研究開発は，物質 ・材料，エネルギー，情報 ・電子，

ライフサイエンスといった分野での高度先端科学技術を

*原子力研究所高崎研究所

第 44号 (987)

萩原 幸事

指向して推進すべき乙とが示されている .放射線照射利

用研究の新たな展開も とのような指針に沿って図られ

る乙とが望まれるが，研究手段としての放射線を考える

とき，従来のガンマ線や電子線の利用のみでは，その対

応に限界があるといえる.

イオンビームは，従来，素粒子，核物理，原子物理な

ど主に物理学の実験手段として利用されてきたが，近年，

その発生技術が進み，材料照射への利用に大きな関心が

寄せられるようになってきた.イオンビームは，ガンマ

線や電子線と同様，エネノレギーの運搬にあずかるが.さら

に特徴的には大きな運動量とともに，原子や分子といっ

た物質を運ぶいわゆる物質流としての特性を有している .

乙のため，イオンビームの照射では， (1)局所的 ・高密度

のイオン化及び励起作用の他IL.， (2)弾性衝突による原子

の変位(弾き出し損傷)や(3)原子核との反応によるアイ

ソ卜ープの生成など特徴ある照射効果が利用できるよう

になる.また，イオンのもつ荷電粒子としての性質を利

用するとビームの方向やエネルギーのは)精密な制御が可

能であり，さらに(5)物質流としての特性を合わせて用い

ると，特定の場所に制御された量の原子を注入する乙と

ができ，新材料創出の有効な手段として利用できる .

はじめにも述べたように，原研 ・高崎研究所における

放射線高度利用研究では，宇宙環境材料や核融合炉材料

を対象とした耐放射線性極限材料の研究，バイオ技術の

研究及び新機能材料の研究などの各分野の研究が行われ

る.乙れらはし、ずれも，高度先端科学技術の重要な部分

を形成するもので，J3.つ，イオンビーム利用により研究

の一層の促進が期待される分野である.例えば，宇宙空

間では陽子，重イオン，核融合炉では高エネノレギー中性

67 
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子が存在し，材料に対して高密度の電離や励起を起乙す

とともに，核反応と弾き出しをともなう大きな損傷効

果を与える.ガンマ線や電子線では乙れらの効果を評価

する乙とはできず，宇宙環境材料や核融合炉材料の研究

開発にはイオンビームの利用がきわめて有効である.

また，イオンビームの生物効果については従来のガン

マ線やX線などに比べて突然変異率が大きく，イオン特

有の変異が多く起乙る乙とか期待されている.イオンビー

ムの制御性を利用した局所的な損傷の付与は，細胞加工

や染色体操作で新たな技術開発が期待でき，新しい遺伝

子資源の開発，分子育種技術の発展に貢献できる .

さらに，イオンビームの「エネルギービームJと「物

質ビームJとしての性質及び優れた制御性を用いる乙と

により組成，構造等が精密に制御された新しい高機能性

材料の創出が期待できる.

図 lは，以上のような放射線高度利用研究の背景とな

る事項を研究の目標と展望とともに整理したものである.

展望

目標

背景

宇宙環焼材料の
研究開発

核融合炉材料の
研究開発

3. 研究内容

3.1 宇宙環境材料の研究開発

宇宙環境材料として人工衛星，宇宙基地などには各種

の電子機器・センサ，電気部品・構造材料が使用され，

高い信頼性が必要とされている.なかで・も衛星の機能保

持には，電子機器・センサの健全性保持がきわめて重要

であるが，部品としての半導体素子は特に放射線iζ敏感

で，しばしば故障の原因となっている.宇宙空聞には，

電子，陽子，高エネルギーの重イオンが存在する .半導

体素子は電子と陽子の照射を受けて経時的iζ劣化する

(トータ Jレドーズ効果).また，高エネルギーの重イオ

ンは高密度のイオン化を起乙すため，たった一個の通過

でもメモリーの反転などの誤動作や素子そのものの損傷

につながる異常(シンクツレイベント効果)を発生させる.

本研究では， トータ Jレドーズ効果やシングノレイベン卜

効果の機構解明を進めるとともに，宇宙環境を模擬した

バイオ銭衡の研究 新機能材料の研究

研究

a射線照射利用研究の新展開

の必要性とその方向

l ガンマ線，電子織の工業利用の定着

2. イオンピーム発生後術の巡歩

3. 高度定地科学妓術研究の縫進

4 基鑓的.先導的研究の縫進 (科学後術会.11.12号答申)

図 1 放射線高度利用研究計画の背景.目標及び展望.
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条件での劣化試験を行って耐放射線性の評価技術や耐放

射線性強化素子の開発K必要な研究を進める ζ ととして

いる.

また，宇宙基地のような大型衛星では，軽量 ・高強度

の構造材料として炭素繊維強化プラスチックが使われよ

うとしているが，乙れら有機系材料の耐宇宙環境性の研

究なども行う.

3. 2 核融合炉材料の研究開発

核融合炉材料は核融合反応で生ずる高エネノレギー，高

' 密度の中性子照射を受ける 現在，我が国同高エネJレ

ギー中性子の大量照射試験施設がなく，全面的に海外に

依存している事情にある.高エネノレギー中性子による金

属，無機系材料の劣化は，弾き出し損傷と核反応によ

る水素及びヘリウムガス発生とが相互作用する乙とによっ

て起乙る.そ乙で，プラズマ容器としての構造材料やト

リチウム増殖材料については，重イオンによって弾き

出し損傷を与えながら水素とヘリウムイオンを同時に打

ち込むトリプルビーム照射によって劣化機構を模擬し，

材料組織や組成等の変化を調べ，核融合炉環境での材料

劣化評価のためのデータ蓄積を進め，材料開発の効率的

推進を図る乙ととしている.

一方，超電導磁石絶縁材料として重要な有機系材料

(ガラス繊維強化プラスチック)では .中性子照射で

弾き出される反跳水素の効果が大きい.イオンビーム照

射研究では，乙の効果を模擬するための陽子照射により，

耐放射線性の評価を行いつつ，必要な材料の研究開発を

進める.

T 3.3 バイオ技術の研究

遺伝子組み換え技術を核としたバイオ技術は，分子育

種やホノレモン等の有用物質の生産に幅広く応用されてい

る.乙の分野では基礎となる遺伝子資源の拡大及び新し

い遺伝子操作技術の開発が望まれている.イオンビーム

は，従来のX線やガンマ線に比べて突然変異率が大きく，

イオン特有の変異が多く起乙るととが期待できる .本研

究では，イオンビームによる突然変異誘発の特徴を解明

して新遺伝子資源の作出を進める.また，イオンビーム

の集束性や深度制御性を応用して，マイクロビーム照射

による細胞加工技術の開発とその応用研究を行う.また，

乙れらの研究の基盤として 生体物質とイオンビームと

の相互作用を明らかにするための放射線化学の基礎研究

を行う.さらに，イオンビーム照射によって作られる短

寿命ラジオアイソトープ (RI)を用いた新標識化合物

第 44号(1987)

の開発を進め，生命科学研究への広範な応用を図る.

以上のほかに，イオンビーム蒸着法等を応用して，生

物活性分子の固定化薄膜を作る技術や，イオン注入を応

用しての新規トランスジュサーの開発等を行い，バイオ

センサなどのバイオニクス材料の研究開発を進める.

3.4 新機能材料の研究

新材料開発の分野では，構造が原子 ・分子のレベルで

制御された物質 ・材料を倉IJ製する技術が求められている .

前述したように，イオンビームは制御性のよい物質ビー

ムの特性を持つ乙とから，研究の基本的手段として大き

な期待が寄せられており，既に各研究機関，企業等で活

発な研究が進められている.

原研における研究では金属 セラミックス，有機材

料及び半導体材料を対象とする各種の新機能材料の研究

を進める中で，現在知見が不足している材料生成の過渡

現象や生成物の微細構造と機能発現の機構との関係を中

心K研究する.過渡現象の研究ではイオンの打ち込みと

イオンビームによる分析を交互に行うデュアルビームの

手法や，イオン及びイオン以外のプロープKよるその場

観察の技術開発とその応用を進める.また，機能発現機

構の研究K必要な構造解析手段として，散乱，励起，核

反応等を用いたイオンビーム利用分析技術の高度化研究

を進める .

3.5 イオンビーム技術の研究

以上の各分野の研究を実施するためには，適切な複数

のイオン加速装置を設置するとともに，先端的な材料研

究を可能にするイオンビームの発生，照射及び計測等の

技術が必要である .材料研究，バイオ技術の研究で要請

されているとれらの技術としては ，ECRイオン源に

よる重イオン発生技術，マイクロビーム化，照射野拡大，

パルスビームなどが挙げられる.乙れらに関し，放射線

高度利用研究K欠かせない共通基盤として必要な技術の

研究を進める.

4. イオン照射装置とビーム利用の特徴

耐放射線性極限材料のうち，宇宙環境材料の研究では，

トータJレドーズ効果及びシングルイベン卜効果の研究IL，

それぞれ高エネルギーの陽子(1O--50MeV，数 μA)

及び重イオンビーム(数~数百 MeV，数 nA--数μA)

の拡大照射野での照射を行う必要がある.さらに，シ

ングノレイベント効果の機構の研究では，重イオンのマ

イクロビームが必要である.核融合炉材料の研究では複
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合材料への照射に陽子C10--50MeV，数 μA)及び中

性子(重陽子， 1O--50MeV，三五40μA)の発生が必要

である.第 l壁材料(構造材料) トリチウム増殖材料

等，金属，セラミックス材料の研究においては，比較的

低エネルギーの重イオンと水素及びヘリウムの各イオン

の同時照射(トリプルビーム照射)が求められている.

バイオ技術及び新機能材料の研究では，突然変異，放

射線耐性の研究で・の高エネルギ一重イオン(数百MeV，

数 nA)， RI標識化合物の研究で高エネノレギー軽イ

オン(陽子1O--80MeV ヘリウム1O--100MeV な

ど， 三五40μA)の発生が必要である.また，細胞加工の

研究に中エネノレギ一重イオンのマイクロビーム(数~十

表 1 イオン照射装置.主要性能及び特徴

数 MeV，壬0.1pA)が必要である.新機能材料の研

究では，低(数百 eV)--高エネルギー (--100MeV)

の広範囲の各種イオンの発生が求められている.照射方

法については，拡大照射野，マイクロビーム，パルスビー

ム，デュアルビーム等，物質創製，材料改質，過渡現象

解析など材料開発や分析用として特徴あるビームの発生

が求められている.

以上のような要求を満たすために必要なものとして，

表 llC示すような 4基のイオン加速器の設置を予定して

いる.

AVFサイクロトロンは， K値--100で最大エネル

ギー90MeVの陽子ビームが得られる.イオン源iζは，

装置名 種 }3IJ 徴
性 能

加速粒子呼 最初ギ一号想流
特

高エネノレギー AVF 

イオン照射装置 サイクロトロン

陽子

重陽子

He 

5--90 

5--55 

10--110 

30--330 

50--550 

100--700 

200--630 

310--620 

n

H

v

n

u

v

n

H

u

p

h

d

「
h

d

p

h

U

8
H官
必

川

宮

内

δ

.ECRイオン源(重

イオン発生

・拡大照射野

C 

Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

-ノマjレスビーム

0.1 

-垂直ビーム照射

・中性子ビーム発生

.他の加速器との複

合利用

中エネルギー タンデム -マイクロビーム陽子 0.8--6.0 

C 0.8--15.0 重イオン照射装置 (3MV) 

Ni 0.8--15.0 

Au 0.8--9.0 10 

民
U

F

h

u

p

h

d

-他の加速器との複

合利用

中エネ Jレギー ヴァンデグラフ型 陽子 0.4--3.0 

軽イオン照射装置 (3MV) 重陽子 0.4--3.0 

He 0.4--3.0 

電子 0.4--3.0 

200 

150 

300 

100 

-マイクロビーム

-電子加速

・他の加速器との複

合利用

低エネ Jレギー イオン注入装置

イオン照射装置 (0.4MV) 

He O. 025--O. 4 

Ni 0.025--0.4 

Au 0.025--0.4 

n

u

n

u

n

u

 

p

h

u

n
ぺ
U

円
ベ

U

-各種イオンビーム

発生

-他の加速器との複

合利用
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高エネルギーイオン照射装置

② 

」ιJ

1階モ|九
低エネルギーイオン照射装置

中エネルギ-.イオン照射装置

図 2 加速器ビームコースエンド一覧.

高エネ Jレギ一重イオンビームの発生花有利な ECR

(E1ectron Cyclotron Resonance)イオン源が用いら

れる.サイクロトロンの軽イオンビームは宇宙用素子の

トータ Jレドーズ効果，短寿命 RJの製造，核融合炉

材料の研究等K利用される.重イオンビームは，宇宙用

素子のシングJレイベント効果や細胞への重イオン照射に

よる突然変異誘発の研究，重イオンの放射線化学反応，

材料改質及び素過程の研究 励起核を利用した分析技術

' の研究等に利用される

サイクロトロンKより得られる軽イオン及び重イオン

の最低エネ Jレギーは，それぞれ 5--10MeV及び20--

30MeVである.予定されている研究の推進には，さ

らに低いエネルギーのビームも必要である.

10数MeV以下の重イオンビームの発生には，端

子電圧 3MVのタンデム・ヴァンデグラフ型加速器，

また数 MeV以下の軽イオンビーム発生には端子電

圧が同じく 3MVのシンクツレエンド・ヴァンデグラフ

型加速器を用いる.さらに低エネルギー (25--400keV) 

の各種イオンについてはコッククロフト・ワJレトン型の

イオン注入装置を用いる.タンデム型加速器は，一般的

なイオン打ち込み実験の他!L，重イオンマイクロビーム

による宇宙用素子や細胞加工の研究K用いられる.シン

クツレエンド加速器は，優れたエネJレギ一分解能を生かし

て，分折技術の研究等に利用される.また，乙れら中・

第 44号(1987)

低エネノレギー加速器は後述するビームの複合利用等にお

いて特徴的な利用が図られる.

次の図 2は，各加速器からのビームコースの概念を示

したもので‘ある.サイクロトロンの利用の特徴としては，

拡大照射野や高速反応の研究に必要なパルスビーム照射

等があげられる.拡大照射野については，最大エネルギー

50MeVの陽子を100x 100mmの大きさでビーム走査

させ，宇宙用材料や核融合炉材料の照射に利用する.重

イオンについては，最大エネ Jレギー300MeVで50x 

50mmの照射野の垂直ビームが取り出せる.乙れによりバ

イオ分野での研究に必要な水溶液や大量¢種子へのビーム

照射が容易になる.また， Beターゲットに対して20x

20mmの重陽子提射を行って，材料照射のための中性子ビー

ムの発生を行う.パルスビーム照射では，パノレス幅 1--

数ns，繰り返し周期数10ns--数Sのパルスビームを予定

している.

サイクロ卜ロン以外の 3基の加速器利用については，

マイクロビーム照射とビームの複合利用にその大きな特

徴がある.宇宙用素子のシンクツレイベント効果の研究で

は，素子の構造と照射部位の関係を知る乙とが重要とさ

れており，乙れにマイクロビームが必要である.また，

細胞加工の研究では，細胞の特定部位への照射技術を開

発しなければならない.現在 ビーム寸法2μm以下の

重イオンマイクロビームをめざした検討が進められてい
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る.

ビームの複合利用としてはデュアルビームやトリプル

ビーム利用が予定されている.デュアJレビーム利用は，

前述のように材料の創製や改質の過程をその場観察で追

跡するためのものである.打ち込み用と分析用のビーム

を同一試料に照射できるように 2本のビームコースが組

み合わされている. トリプルビームでは，弾き出し損

傷を与えるための重イオンと H及び Heの各イオンの

打ち込み量をノfラメトリックに選べるので，いろいろな

エネルギースペクト Jレの高エネルギー中性子の効果が模

擬できる.

5. おわりに

以上の研究計画については，原研内に設けられた放射

線高度利用研究委員会(委員長大島恵一東大名誉教授)

において，一年余iζ亘る審議が行われてきたものであり，

本稿はその結果の一端を紹介させていただいたものであ

る.上記研究委員会では 国内外の研究協力や研究員の

交流を活発にし，効率的な研究を推進するための方策も

検討されている.乙の計画への関係各位の幅広い参加を

お願い申し上げる次第である .

文 献

放射線高度利用研究委員会審議報告，日本原子力研究所高

崎研究所，放射線高度利用研究委員会(1987)• 
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原子力委員会・放射線利用専門部会報告

「放射線利用の推進について」の概要

原子力委員会が策定する原子力開発利用長期計画は，

5年毎に見直し作業が行われている .前回(昭和56年)

と同様に，今回も放射線利用については放射線利用専門

部会(部会長:斉藤信房 東邦大学教授)が設置され，

さらに部会内に放射線利用推進分科会(主査:田畑米穂

東京大学教授)が設けられて，昨年の 7月から新計画

の策定作業が進められてきた.乙の結果は， r放射線利

用の推進についてJと題する報告書にまとめられ，本年

3月13日の原子力委員会に報告され，了承された.

報告書のはじめには，今回審議の背景及び審議すべき

事項等が述べられている.審議事項としては，放射線利

用の新しい局面を切り開き，今後の科学技術の発展に大

きく貢献すると期待される放射線の高度利用を目指した

研究開発の推進方策を検討する乙と ，従来の研究開発で

実用化が進んでいない分野について，実用化K必要な事

項を検討する乙と，さらに，原子力先進国としての国際

的責務を果たす等の観点から，国際協力のあり方を検討

する必要があるとしている.以下，報告書には，各々の

事項iζ関する検討結果がまとめられているが，紙面の都

合から，乙乙では在来の研究開発の今後の推進における

基本的考え方と，将来に向けて積極的K推進する必要が

あるとされる放射線の高度利用に係わる事項を簡単iζ紹

介する乙とにする.
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従来から進められてきた T線や電子線の照射利用技術

は，既に基本的に確立された技術となり，民間主体の技

術分野としてかなり成熟化，定着化したものとなってい

る.乙のため，国等の公的機関が主導して進める研究開

発としては，今後は，以下の基準iζ照らして進める乙と

が適当であるとしている.

q潮jえば，環境，資源，医療，農業分野等Kおける

放射線利用研究のように，社会的要請がありなが

ら民間がその主体になろうとする強いインセンテ

ィブが働かない研究

②照射食品の基準，放射線標準等国が定める規格，

基準iζ係わる研究

③実用化のために基礎的研究が不可欠であるため，

民間から強い支援要請がある研究

④国際協力として必要な研究

一方，放射線の高度利用は，加速器技術，ビーム制御技

術，新しい放射線の発生技術に関する技術開発を進め，

新材料開発や材料損傷研究がん治療や高度な医療診断，

各種の高度な計測 ・分析技術の開発 ・利用，原子核物理

や素粒子物理の研究等，広範な分野での放射線利用を推

進しようとするものである .ζ れは，放射線利用に新しい

途を開き，新技術の創出等大きな波及効果が期待される

ものであるととろから，積極的な取り組みが必要である

放射線化学
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としている.

具体的には以下の放射線についての検討結果がとりま

とめられている.

(1)装置開発中心の課題:乙れは特定のニーズに対応し

た民聞における実用化のための装置開発が中心となるも

ので，必要に応じて国も支援する形で研究開発を進める.

小型SOR，大電流電子線・ X線 124Sb-Be中性

子源及び大電流重粒子線.

(2)ビーム利用が中心の課題:放射線の発生技術はほぼ

確立されているが，今後利用技術への本格的な取組みが

必要とされるもの.乙の分類のテーマは全体的には活発

な研究開発が進行中であり，今後とも着実に推進して行

く乙とが重要としている.

第 2世代SOR，高エネルギー電子線[原子核，素粒

子研究J，冷中性子(原子炉発生)，熱外中性子線[元

素別ラジオグラフィ，元素別CTJ，陽子線 ・重粒子線

[材料研究J，高エネ jレギ一重粒子線[原子核，素粒子

研究，がん治療J，高品質重粒子線[原子核，原子分子

研究]

(3)ビーム発生が中心の課題:放射線の発生技術の研究

開発が中心になる課題を軸IL，新領域への放射線利用の

展開が図られるもの.

第3世代SOR，自由電子レーザー，チャンネリング

放射光，レーザーコンプトン散乱 T線，大強度単色陽電

子ビーム， π中間子， μ粒子ビーム，大強度高エネノレギ一

陽電子ビーム，大強度高エネルギー中性子線，冷中性子

線(加速器発生).R 1ビーム.

以上のうち，大強度単色陽電子ビーム，自由電子レー

ザーについては，本格的研究の取組みを早急に開始する

必要があるとしている.

なお，研究開発体制の整備に関して，高度利用研究は

資金負担等の面から国の役割が重要で.施設を拠点的研

究機関に整備するとともに共同利用体制の整備等を図る

乙とが重要であるとしている.

第6回放射線プロセス国際会議参加記

昭和62年5月31日--6月5日，第 6回放射線プロセス

国際会議(IMRP)がカナダのオタワ市で開催された.

筆者は汚泥処理K関する研究発表と環境保全への放射線

利用に関する情報収集を行うため会議K参加した.

会議はAECLのフレーザー組織委員長の挨拶から始

まった.次いで，工業利用のみならず，農業，医療関係

へと幅広く利用されているコバルト60や電子線照射プロ

セスの最近の進歩ならびに今後の応用の可能性が紹介さ

れた.その後，セッション毎iζ研究発表が行われた.と

れらの研究発表と並行してポスターペーパーの掲示が行

われた.また， AECLのチョークリバー研究所やカナ

ダ照射センターへの見学会，市内ツアー，ナイトクルー

ズ，パンケット等，種々の催しも用意された.会議には

約40カ国，400名以上が参加し，ポスターペーパー40件を

含む，約150件もの研究発表が行われるという大盛況ぶ

りであった.

発表は食品照射に関するものが最も多く，約20~杉を占

め， ζの分野での利用拡大の著しさを感じさせる一方，

消費者に対する教育の必要性とその方法論も提起されて

いた.また，ポリマー，環境， ドシメトリー，ガンマ線

ならびiζ電子線照射プロセスに関しても数多くの報告が

第 44号(1987)

原研高崎橋本昭司

行われた.

乙乙で・環境関係の報告について若干触れさせていただ

くと，報告の中では排煙処理K関するものが最も多く，

他は汚泥処理，水処理iζ関するものであった.

先ず，排煙処理に関しては西ドイツで1984年から排煙

中の NOxカ5200ppmlC規制されたた.め，電子線による

処理法が注目され，現在，研究iζ力を注いでいる.既iと

パイロットスケーJレのプラントを含む3基のプラン卜が

レセプションでの一場面
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建設されている.最大のパイロットプラントはカーJレス

ルーエ大学での実験で得られた基礎データをもとに設計

され，石炭火力発電所に建設されたもので，最大処理能

力20，000uf/hで300keV， 90KWの電子加速器を 2

基備えており，実用化研究が進められている.その他に

も米国，イタリア等におけるパイロット試験や，反応解析

に関する研究発表が行われた.

汚泥処理iζ関しては日本の他に米国の発表があった.

米国の発表では，パイロット試験も含めた技術的，経済

的検討を行った結果，放射線処理は必ずしも必要ではな

いとの結論が提起されたが，日本では米国と異なり，消

化処理される汚泥は少なく，また，土地も狭いため廃業

に当たっては常に公害問題が付きまとう乙とから，汚泥

処理への放射線利用の可能性は充分有り得るものと考え

られる.水処理に関してはウィーン大学で行われている

水溶液中でのクロロフェノーJレの放射線分解に関する基

礎的研究の発表があった.

今回の会議にはポスターペーパーによる発表を申込ん

であったにも拘らず，知らないうちにプレゼンテーショ

ンにまわされていて 急きょ，オーバーヘッドプロジェ

クター用スライドを作成してもらう等のハプニングもあっ

た.オタワは散歩道，公園等，緑が多く，非常lζ落ち着

いた街で，まるで自分の街を歩いているかのようにくつ

ろいだ激歩が楽しめた乙と，また，会議への参加により，

海外における放射線利用研究の動向を知る乙とができた

乙と，多くの研究者と交流するととにより，今後の研究

における情報交換が容易になったとと等が大きな収穫で

あった.
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第 8回国際放射線研究会議(1CRR)報告

阪大産研高椋節夫

標記国際会議が 7月19日(日)--24日幽の間，スコットラ

ンドの首都エジンパラに於て開催された.物理，化学，

生物，医学，工学の諸分野を包含するマンモス会議で，

参加者総数は 1，325名で，うちアメリカ445名，連合王

国223名，日本151名，西独104名が上位を占め 4年

前の第7回(アムステJレダム)とほぼ同程度の規模となっ

た.5セッション，9会場で CongressLecture 25件，

Invited Syrnposiurn 34件，一般発表(口頭)400件，

ポスター印O件にのぼった.しかし，放射線化学に限れ

ばセッションAにまとめられ，口頭発表，ポスター併せ

て151件が5日間通して行なわれ，かなり hardではあっ

ても消化しきれない内容ではない.開会式に続く Boag

氏の基調講演は放射線科学の25年間のハイライトを明解

に歯切れよく述べられた. ドシメトリー等の計測技術

(S I系)，超高速技術の放射線科学および生物への寄

与， anoxic cell fL対する増感剤の開発，放射線療法，

新しい加速器による重粒子照射効果とその応用，化学お

よび生化学における基本的問題の解明のための手法とし

ての放射線科学の役割など，華々しい放射線科学の成果

が謡われた.そして，将来も乙れらの分野における放射

74 

線科学の重要性はますます広がるであろうと結ばれた.

しかし，放射線、化学'について考えると，その将来は

手放しに明るいものと楽観する乙とはできないであろう.

今後の指標を模索しているのが現状で，今日ほど放射線

化学K新しい研究の芽が望まれている時はないように思

われる.乙のような観点から乙の会議を眺めると，いく

つかの重要な問題提起があったととに気が付く Cong-

ress Lectureで鏡野嘉彦教授(東工大)は放射線化

学と光化学の接点としての SR光の重要性を指摘された

が，全く同感でとのような関連する新しい研究分野に積

極的に踏み込んで，乙れを吸収してし、く包容力が放射線

化学には必要と考えられる.シンポジウムではレドック

ス反応など，放射線化学からはそれるが，興味深い企画

が自についた.以下K示す放射線化学の発表内容と件数

(カッコ内は日本からの発表件数)からその趨勢が窺わ

れよう .

Fundarnental process in radiation chernistry 40(12) 

lons and excited states in prirnary process 12(3) 

Secondary processes and microheterogeneo usl2(2) 

Redox processes 

DNA 

Proteins and peptides 

Industrial application 

10(1) 

33(2) 

23(1) 

13(2) 

放射線化学



11111111 ニュース 11111111

Photodynamic therapy 8 (0) 

乙れから判るように初期過程 ・活性種および生体関連

の発表が主体で，全体の 6割以上をとれらの分野で占め

ている.我が国からの発表は初期過程が多く，生体関連

が著しく少ない傾向が認められる .生体関連化合物の放

射線化学は日本でも活発に研究されているので，乙れら

は他の学会で発表されているものと想像される .最近の

新素材K関連した放射線化学の研究にも若干乙の傾向が

見られるので，我が国の放射線化学をより活力あるもの

' にするためにも，乙れらの分野とさらに関係を密札た

いものである.

今回の会議の印象として，アメリカや欧州は経済的な

斜陽化，産業の空洞化がいわれている中でも，基礎研究

の基盤は堅固に保たれ独創的なものを生み出すための

努力が地道に続けられている乙とを見逃してはならない

乙とである.最後IL，4年後の開催地であるトロン卜の

紹介がスライドを使用して行われた乙とを付記しておく.

長 岡 技 科 大 伊 藤 義 郎

ICRRの報告を書くよう iととの乙とであるが，会議

の客観的な，また内容にふれた報告は他の方がなさると

思うので，私の分についてはエジンパラの涼しさと昼の

長いのとに驚きながら過した一週間の感想記でζ容赦い

ただきたい.

会議は 7月19日夕の歓迎レセプションで始まったが，

. 乙れは非常な混雑ぶりで参加者の多さを感じた とりわ

け頻繁に日本人と顔を合わせ，日本からの参加者の多い

乙とを覗わせた.20日の Boagの講演で閉幕となった

が，会場は古い礼拝堂でいかにも古都らしい趣きがあっ

た.スライドなしでの口演であったため，放射線化学の

歴史について溶媒和電子の発見から最近のガン治療につ

いてまで述べていた様であるが，私iζは良くは分らなかっ

たJ乙れ以降は平均7つのパラレJレセッションとなった.

感想記という乙とで 私の印象に残った事柄についての

み記させていただく .

Rodox過程のセッションでは，パルスラジオリシス

iζよる実験の報告がほとんどであるのが印象的であった.

もっとも乙れは私がかなりボケてしまっている乙との証

明で，当然の傾向だと後刻ある方K教えていただいた.

他のセッションの発表を聞いて乙の乙とは納得できた.

また発表者の多くが話の枕に生物学的に重要な分子とか

第 44号(1987)

現象であると述べるか，あるいはエネルギ一変換に関連

した乙とを述べていたが，私でも少し首を傾けたくなる

ような「重要な分子Jも見うけられたの乙の辺りを皮肉っ

てか， 一般討論の冒頭K生物学的に重要な分子とは何な

のかという質問が発せられていた.しかし生物学的な方

向への流れは強いもののようであり，また当然のもので

もあると感じた.乙れが放射線の生命に対する影響の理

解iζ継がる事を期待したい. トラックに関するセッショ

ンが 2つあった.他と比べて理論的発表が多かったが，

重イオン トラックの問題と，電子分光の手法の応用によ

る実験 (L.Sanche )の報告が興味深かった .不均一

系での放射線化学のセッションでは，系の多様さに驚い

たが，特iζ金属微粒子の生成iζ関する発表 (Belloni他)

が面白いと思った.

その他にも，ドジメト リー関係や，原子炉事故の影田，

原爆線量の見直し，放射線化学と原子力工業，生体に対

する作用など興味深そうなセッションがあったが，多く

が並行して行なわれたため聞く ζとができず残念であっ

た.ポスター発表も多く，極く一部しか見てまわる乙と

ができなかったが，そのなかではドジメトリーの研究が

各国で盛んにされているという印象を受けた.その内容

も線質の違い，あるいはミクロなドジメ トリーなどより

精織になっているようである.

発表の仕方についても学ぶ事が多かった.人目をひく

読み易いポスターがいくつかあり参考になった.スライ

ドについては字の細かすぎるのが多く閉口した.乏しい

聴取能力をスライドを見て補う乙とが，特になじみのう

すい内容の場合に必要となるが， Crossの法則事から著

しくはず.れたスライドの場合にはそれができず，一層理

解が困難であった.日本人の講演者の方々の発表は良く

準備されており，私には良い勉強Kなったが，スライド

については改良の余地があると恩った.

期間中，多くの参加者は学生宿舎に宿泊しており，食

堂 2階のホーノレは毎日夜中まで賑やかであった.放射線

化学の分野は各国の主要なク勺レープから参加者があり賑

やかであったが，特に新しいグループの台頭という乙と

はなかったように思った.

本Crossの法則「横型のスライドでは 7行以上の文字

や数式を入れてはならない」
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第 5回スウォーム国際会議

標記の国際会議が 7月29日夜から 7月31日夜まで英国

ノイーミンガム大学で開催された.乙の会議は第 1回(19

79年，東京)以来，電子・原子衝突物理国際会議(IC

PEAC)の衛星集会として 2年ごとに ICPEAC

開催地の近くで行なわれている.今回の参加者は14ヶ国

約70人(日本からは12人)であり，かなりの人が 1C P 

E AC (プライトンで開催)， ICRR(エディンパラ

で開催) ，あるいは電離気体国際会議 (ICPIG，ス

ワンシーで開催)にも出席してきた人たちであった。パー

ミンガムはロンドンの北西約200km，イングランドのほ

ぼ中央に位置する英国第 2の都市であるが，ロンドンな

どと比べると外国人観光客は極端に少いようである.市

の中心から少し離れた所にある大学の広大なキャンパス

では，夏休みの乙ともあり人がまばらで，閑散としてお

り，唯一乙の会議の参加者の往来が目立っていた.会議

は第 1日目の夜のみ特別講演で終わったが，第 2，第 3

日目では，昼は講演 (33件)夜はポスターセッション

(23件)というハードスケジューノレで、あった.講演は花

と芝生の庭園に固まれたユニパーシティーハウスの一角

にあるレクチュアールームで行なわれ，他にーケ所ポス

ター会場が設置された.乙の会議では， ICPEACで

対象外とされている電子・イオン・原子・分子の多重衝

突過程を含む現象を扱っており，文字通り粒子の群れ

(スウォーム)の挙動を眼目に置いている乙とから，乙

れまで主iζ放電現象に関連する研究発表が多いようであっ

たが，今回は会議の世話人であるパーミンガム大学の

Smith， Adams両氏の研究対象を反映してか，いつに

なく素反応関連の発表が目立った.第 1日目の夜 8時過

ぎから 1時間， E. E. Ferguson氏の特別講演、The

History of Ion Flow Tubes'"では， ドリフトチュー

ブを用いた正イオン反応，特に正イオンの振動緩和過程

に関する最近の研究についてレビューが行なわれた.次

の2日間では講演はいくつかの主要セッションに分けら

れ，それぞれの初めに45分の Invi ted Lectureが話さ

れた後， 20分ず、つの講演発表がなされた.ポスター分も

含めて以下にその概要を簡単に列挙する.

1. Electron Swarms 1 

11. Electron Swarms 2 
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福井工大嶋森 洋

スウォーム実験データから得られる電子衝突断面積の

評価，種々の輸送ノfラメーター，および電子分布関数

民関する議論.特区，Krや Xeの中の電子の弾性散乱

断面積については， Ramsauer極小付近のデータの

食違いに関して興味深いやりとりが見られた.

m. Electron Attachment (8件)

分子の熱電子付着過程.極めて低エネノレギーの電子の

付着断面積に関する実験と理論の比較.また‘負'の

温度依存性を示すいくつかの実験結果が示され，その

解釈についていろいろと議論がなされた.

IV. Electron-Ion and lon-Ion Recombination 

再結合反応速度定数(係数)測定法.再結合速度定数

の電子温度依存性(実験と理論の比較).高密度・液

体中での特異的な再結合定数 CCH4，Ar中の場合)

の実験結果とその理論的解釈の紹介.

V. lon Swarms (8件)

イオンの輸送パラメータ.イオンの易動度データから

のイオン・分子間相互作用ポテンシャJレの推算等.

VI. lon-Neutral Reactions 1 

w. lon-Neutral Reactions 2 (計14件)

振動励起イオンの消光速度iζ対する衝突分子の性格

(構造，振動モード・エネノレギー)と運動エネノレギー

の効果.イオン・分子反応の温度，運動エネノレギ一依

存性.種々のイオンー分子反応の特異的な反応機構.

唖. Other Aspects of Swarm Studies (5件)

電離気体へのレーザー光効果.気体中の電子の熱平衡

化に関する最近の実験結果と理論の比較.希ガス共鳴

励起状態の消光断面積.7}くによるプロトンの電荷移行

散乱過程.

なお第 3日目の夜，ポスターセッションと並行して，

世話人である Smith，Adams両氏の IonicPhysics 

研究室の実験装置見学会が催され，乙れまでさまざまな

イオン・分子反応の研究K用られてきたSelectedIon 

Flow Tube(SIFT)と電子付着の研究K最近用いら

れているFlowingAfterglow/Langmuir Probe (F 

LAP)の装置を実演デモを含めて見せていただいた.

放射線化学
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第15田原子衝突国際会議(ICPEAC)および

電子散乱と光電離に関するサテライト会議

原子衝突国際会議が，関連するいくつかの衛星会議を

伴って隔年で開催されているのは周知の通りである.今

回， 8thICRR出席の機会を利用して，標記の本会

議ならびにサテライト K参加する機会を得たので簡単な

報告をさせていただく . 

電子散乱と光電離

まず，電子散乱と光電離に関する会議は ICPEAC

本会議iζ先立つ 7月18，19の両日，英国 Warrington

市郊外にある Daresbury研究所において14ヶ国約100

人の研究者を集めて行なわれた.主催者は Queen's

Univ. BelfastのBurkeと当研究所のWestである.

電子散乱と光電離とでは要するに系の電子の数がーコ

違うだけで，理論家iζとってはポテンシャルと束縛条件

の違い，実験家にしてみれば励起源の違いが頭K入って

いれば何の問題もない，と極言できるかもしれない.ま

た電子散乱で初期の boundaryを変えると， JILAの

Linebergerの発表していた負イオンの光電子脱離とな

る.

理論の招待講演は 5件とも電子散乱に関するもので，

過去25年間の低エネノレギー電子散乱実験の宿題の大きさ

を感じた.つまり，核の運動を伴った共鳴散乱と，

threshold共鳴の2つで・ある CUniv.Oklahoma，Saha;

Yale Univ. ，Herzenberg ) .非共鳴過程においても

Los. AlamosのCollinsの二原子分子による散乱断

面積のめ initio計算法や， Univ.RomaのGianturco

のCH4における乙れまでの経過の総括などが語られた.

実験ではその threshold共鳴について， Univ. Kaisers-

lauternのEhrhardtによるHCl，H Fの追試に感銘を

受けた.70年代半ばI[RohrとLinderI[より発表され

て以来，形状共鳴でもFeshbach共鳴でもない第3の共

鳴として，原子物理屋を驚かせ続けてきた乙の共鳴効果

について，装置に改良を加えて種々の結果を報告し続け

て今回の追試となった訳だが，角分布は等方的と報告さ

れていた ζの系で，回転遷移の微分断面積まで分解して

遂に異方性をひき出した.U ni v . BristolのFieldは

放射光を用いた酌t電子を電子散乱iζ使って，超高分解能

実験を行う話をした乙の方法は，以前JILAのGallager

第 44号(1987)

高エ研鵜飼正敏

がアJレカリ原子を放電励起して準安定原子を作り，それ

からのレーザ一光電離による関電子を原子にぶつけて散

乱させるというすさまじい乙とをやって分解能2meVを

達成した延長と言ってよいものだが，それに比べれば分

解能は3.5meVと多少落ちるものの.装置は簡単で強度

は強い.彼らは乙の素性の良い電子を使って02-CX2πg)共

鳴の構造をきれいに提示していた(通常の熱カソードを

用いた実験は最高で 6meV.乙れも Ehrhardtのグルー

プ). Argonneの]. Dehmerは， レーザ-REMPI

の手法を用いて H2の励起状態の光電離のダイナミクス

について，特i乙二電子励起状態への励起を介した自動電

離が顧著にあらわれていた.ζ 乙では静電型の光電子エ

ネjレギ一分析器lζ加えて， magic bottleと称する磁場

型の分析器が活躍していた.光電離での放射光の利用の

成果は目ざましい OrsayのNennerは乙のサテライ

トと本会議の両方で招待講演を行い，原子の内殻電離間

値の前後での直接二重電離と二段階プロセス(即ちオー

ジェ)，それらと闇値則の関係，また分子の内殻に空孔

があいた時に解離が先かオージェ放出が先か，という問

題を話していた.更に放射光を用いた選択的光励起で可

能になった中性の内殻励起状態からの共鳴オージェ過程

についても， 一般のオージェスペクトノレとの顕著な違い

について紹介を行っていた.DESY /高エ研の柳下は

彼のグループが高エ研PFで行った，希ガスとアルカリ

土類原子の共鳴オージェ過程を伴った多重光電離の仕事

を中心K紹介して両者の類似と相違について，そしてζ

のような共鳴過程が多価イオンを生成するのに大変重要

であるという乙とについて話をした.U ni v . Manchester 

のKingは，最後1[，光と電子の励起法としての長短iと

触れつつ，種々の検出法の紹介をしながら，これらを相

補的iζ用いて行なった関電離の効果，即ち闘電子衝撃電

離，多重光電離，光電子サテライトといった電子相聞に

関するわかり易いレビューを行った.乙の他UBCの

Brionや Uni v . Flindersの Weigoldによる EMSの

研究については本誌別稿を参照されたい.総じて電子

散乱分光がイギリスだけに厚みがあり，放射光の利用と

複数の電子の関与するプロセスK大変特色が感ぜられた.

乙れはとのサテライト会議を包含する ICPEAC本会
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議全体の特色の主要なもののうちにも数えられた.

原子衝突

その15th1 C P E A C本会議は，つづく 22-28日，イ

ギリスの南海岸Brightonで行われた.はじまって以来

という900lCも及ぶ原著論文のポスター，プレナリーお

よびシンポジウムを含めた80の講演，参加登録者の正確

な数は失念した何先のサテライトに含まれる電子散乱と

光電離を主要な部分として，イオンー原子・分子衝突，

中性原子間衝突，若干のエキゾチック衝突，原子と表面，

場の中の原子，そしてクラスターとかなり広範囲にわた

る.口頭のセッションは二会場パラレノレで， Edinburgh 

での ICRRと会期が重なるため聞きおとしも若干ある

のだが，何よりもすべてをフォローしきれる能力がない.

朝9時からエキゾチックな造りの大ドームでプレナリー

講演が行なわれた後，やや離れた海岸沿いのコンファレ

ンスセンターとその隣りのメトロポールホテノレの 2会場

で口頭のセッション，昼食の後2-3時間のポスターセッ

ションのあと，再び 2会場でのセッションという一日で

ある.

前述の Daresburyの会議での印象そのままに，電子

散乱と放射光を利用した研究は大変多く，加えてKing

だけでなく位置感応型検出器を用いた高分解能電子エネ

Jレギー損失分光で知られるManchesterのCornerや，

‘poor rnan's synchrotron'"のUBCのBrionとし、っ

た人達まで電子と光との両方での仕事を発表しているの

ユース 11111111

iとは驚かされる.要するに手段iζ固執するのでなく，そ

れぞれの長所と弱点を意識した上で，目的iζ合わせた相

補的な道具として使ってゆく段階に入ったという乙とで

あろう.Bielefeldの Heinzrnannのグループでは，

円偏光した放射光を用い 光電子のスピン偏極の測定を

行っている.電子散乱でも老舗の MunsterのKessler

のクソレープをはじめとして，偏極電子を用いた研究が今

回の特長の一つに数えられるだろう.目を重粒子衝突iζ

転ずると，相変らずイオン衝突は多い.しかしそのよう

な中にあって，中性原子間衝突にも多くの原著論文が寄

せられていたのには励まされた.高リドベノレク原子と分

子との衝突における電子放出や，イオンペア生成K

Rice Univ.のDunningのグループをはじめとするか

なりの発表があり，ペニング電離も相変らず続いている.

Kaisersla uternのHotopのグループは，励起原子閣

の衝突電離の論文を出していたが，乙のような発表は先

の偏極電子と共IC，乙の学会が原子物理学会である乙と

を強く教えているように思った.その意味でクラスター

はまだ異端かもしれず，今一つポスターのにぎわいに欠

けたが，シンポジウムでは相当数の聴講者を獲得してい

た.中ではBelgradeの Starnatovicのクラスターへの

電子付着の話を興味深くきいた.

多分，多くの人が Fanoの講演の乙とを書くだろうか

ら，聞くのがつらく眠かったなどと乙乙 K記すには及ぶ

まい.
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第3回日中放射線化学シンポジウム報告

京大工鍵谷 華b

中国の東北地方に位置する吉林省の省都，長春市にお

いて， 1987年6月22日から26日までの 5日間，第 3回日

中放射線化学シンポジウムが盛大に行われた.日本から

は，日本側フ。ログラム委員長を務められた田畑米穂先生，

東村武信先生，林晃一郎先生，高椋節夫先生をはじめ，

16名の方々が参加された.中国側は，全国各省から80名

を越える参加者があり，過去 2回のシンポジウム(上海

および大阪で開催)にも参加された旧友達の他，今回は

特iζ若い研究者の姿が目立った.

シンポジウムは中国側組織委員長孫書棋先生および筆
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者の挨拶で始まり，本シンポジウムを共催した日本放射

線化学会を代表して高椋副会長が挨拶された.シンポジ

ウムの内容については，小笠原正明先生と池添康正先生

iζ報告して頂く.

シンポジウム開催中，王{弗松所長の案内により，長春

応用化学研究所を訪問する機会を得た.また，吉林省人

民政府主催の晩餐会では，日中双方の参加者全員が東北

地方の珍味を大いに楽しんだ‘.

次回のシンポジウムは1989年春，桜の花咲く頃iζ京都

で開催される予定であり， 2年後の再会を約束して長春

シンポジウムは閉会した.

大成功のうちに今回のシンポジウムを終える乙とがで

きたのは，孫書棋委員長，孫家珍秘書長はじめ中国側組

放 射 線 化 学



11111111 ニュース 11111111

写真説明 第 3回日中放射線化学シンポジウムの出席者全員の記念撮影，うしろの建物は南湖賓舘

織委員の各先生のど尽力のお蔭である.また，日本放射

線化学会，および日本側組織委員の先生方から多大など

協力を得た.乙乙 iζ関係各位K厚く御礼申し上げます.

北 大 工 小 笠 原 正 明

日本側からの14件の研究発表の内容は，イオンピーム，

. パ以ラジオリシス， E S R，ポリマー照射，酵素の固

定化，ヘモグロビンの電子移動，気相反応などバラエティ

ーに富んでおり，一応日本の放射線化学研究の現状を反

映するものであった.

一方，中国側からの55件(キャンセ Jレを含む)の研究

発表の大部分は応用に関するものであり，全体の55%IL. 

あたる30件がポリマーを扱っていた.そのうちの22件も

がポリマーのクロスリンクに関するものであった.セッ

ションはA会場と B会場K分けて行われたが， A会場で

の中国側の発表のほとんどすべてがクロスリンクになっ

てしまった.その次に多いのがドシメトリーで，乙れら

の発表iζ日本側からの‘飛び入り'を加えて， 3日目の

午後lζ ドシメトリーに関するパネル討論が行われた.そ

のほかには酸素の固定化が 2件 その他の生物関連が4

件，農産物の放射線処理が 3件あった.

私にとって特に興味があったのは，中国で=最初のパル

第 44号 (1987)

スラジオリシス装置についての発表であった .3-5MeV

の線形加速器からの幅 2マイクロ秒，電・流値200mAのパ

Jレスを用いた装置を作り その最初の応用として水溶液

中で'Br2-のスペク卜 Jレを測定していた .北京師範大学

の組君がわかりやすい英語で一生懸命発表していたのが

印象的であった.中国の放射線化学は乙のような若い人

たちの手で，今後飛躍的に発展する乙とになるだろうと

感じた.

原研高崎池添康正

今回の長春シンポジウムは，上海，大阪についで第 3

回のシンポジウムである .私にとっては初参加であり，

全てが目新しく有益であった.日中双方の組織委員会の

犠牲的な奉仕により，放射線化学に関する学術交流を中

心11:，研究者相互の啓発，親睦が友好的雰囲気のもとに

進められた.

シンポジウムは東大田畑教授の“PulseRadiolysis 

Studies in Polymer Systems"と長春応用化学研究

所孫家珍教授の“RadiationCrosslinking of Poly-

mers"と題する基調講演で始まり， 69件(配布プログラ

ムによる.内日本側講演は14件)の一般講演が行われた.

A， B 2会場にわかれて行われたが，私はB会場にのみ
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出席した.B会場では重イオン照射と放射線生物(座長 :

東村， J. L. Wu)， ドシメトリー(伊藤， Y. x. 
Feng)，放射線化学(高椋， Y. X. Feng)，基礎過程

(林， H. Y. Sheng)の各セッションで研究発表が行

われた.B会場では一般講演の他K，ドシメトリーに関

するパネル討論会も開催され，各種線量計の使用実績，

計算機による線量推定などについての討論が行われた.

一般講演，パネル討論ともに内容の濃い発表が多く

件2的?の発表時間が短く感じられた.今後，発表の仕方，

予講集原稿の作成方法，議事の進行などに，中国の大陸

的大らかさと日本の木目の乙まかさが Crosslinkすれ

ば，ますます内容の充実した良いシンポジウムになると

思われる.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111川11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111川"川1111

第2回放射線

プロセスシンポジウム

日時昭 和62年11月16日(月)--17日(火)

会場学士会館(神田一橋)

参加費 4，000円(講演要旨集を含む)

第 1日 (11月16日)

実行委員長挨拶 東大田畑米穂

特別講演 00: 00 -11 : 00 ) 

原子力と国際協力 原産副会長村田浩

電子線照射技術 (11:00-12:00) 

電子加速器技術の進歩(プロセス用高エネノレギー加速

器の現状) 住友重機小寺正俊

電子加速器技術の進歩(プロセス用低エネノレギー加速

器の現状) 日新ハイボルテージ坂本勇

低エネルギー電子線の線量評価

昼休み 02: 00 -13 : 00 ) 

滅菌 03: 00 -14 : 00 ) 

電子線による滅菌

岐阜医療技術短大森内和之

東ア研関口正之

水懸濁液中のバチルス・プミ Jレス芽胞のD値について

R 1協会甲賀研究所真室哲雄

実験動物用飼料の放射線滅菌の現状

大放研細川康

食品照射 04:00-15: 10) 

食品照射実用化の現状と今後の課題

カビ毒産生菌の照射効果

照射食品の検知法
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国立予防衛生研粟飯原景昭

原研高崎久米民和

国立衛試内山貞夫

休憩(15:10-15:30) 

環境 05: 30 -16 : 30 ) 

放射線照射による下水汚泥沈降濃縮及び脱水処理の効

率化 東ア研山崎正夫

電子線による下水汚泥処理とその経済性評価

原研高崎橋本昭司

電子線による排ガス処理技術開発の動向

原研高崎町末男

電子線キュアリング 06: 30 -1 7 : 50 ) 

EB硬化塗膜の鋼飯への接着 日新製鋼増原憲一

EB硬化Kよるフロッピーディスクの製造

TDK 久保田悠一

磁性材料用電子線硬化樹脂の開発

日本合成ゴム 字加地孝志

印刷へのEB硬化の応用

光村原色版印刷所辻明成

懇親会 08:00-20 :00) 

会費:6，000円 (11月16日18時--20時，学士会館内)

第2日 (11月17日)

r線照射技術 (9:40-11 :00) 

アラニン線量計測定システムの開発

原研高崎小島拓治

新しく設置したωCOr線照射施設の概要

甲賀ラジオアイソトープ研 高嶺泰夫

更新コバルト第 l棟照射装置 原研高崎吉田健三

放射線利用によるウリミパエの根絶

沖縄県ミバエ対策事業所棚原朗

イオンビーム加工 (11:00・12:20)

イオン注入装置の現状

日新ハイボルテージ 松田耕自

レジス卜材料のイオンビーム加工

NTT武蔵野電通研桑野博喜

重イオントラック高分子多孔膜原研東海 e 古牧睦英

イオン注入による材料の機能化 理研岩木正哉

昼休み(12: 20 -13 : 30 ) 

特別講演 03:30・14:30)

放射光 (S0 R)技術 元高エネ研所長高良和武

材料開発 04:30-16:10)

天然ゴ.ムラテックスの放射線加硫

電子線照射架橋電線

徐放性医薬

原研高崎幕内恵三

住友電工多田昭太郎

群大医 山中英寿

電子線によるレジスト材料の開発

目立中研野野垣三郎

放射線化学
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ケーフソレ絶縁材の電子線橋架け 古河電工 小田英輔

放射線利用の現状と将来 06:10-17: 10) 

放射線高度利用計画 原研高崎萩原幸

放射線利用の動向 東大田畑米穂

閉会の辞 原研武久正昭

放射線利用技術は橋かけによる高分子材料の加工 ・改

質，キュアリングによる塗装 ・印制 ・表面加工，医療用

具の滅菌，食品照射など多方面にわたって着実に進展し

ており，さらに今後先端技術を中心に一層の発展が期待

されております.乙のような放射線利用技術の研究開発，

応用に関係する研究者 技術者の相互の交流と情報交換

を目的としたシンポジウムです.多数のご参加を期待し

ております.

申込み方法:葉書に氏名，勤務先，連絡先を明記し，下

記へお申込みのうえ，当日直接会場へお越

し下さい.

申込み先:〒370-12群馬県高崎市綿貫町1233

日本原子力研究所高崎研究所石垣功

(電話0273-46ー 1211，内線500)
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岩崎万千雄博士の

ご逝去を悼む

鳥 山 和美*

岩崎博士が亡くなられたとの報をうけたのは 6月17日

の夕刻であった.突然ではあったが， 一方で来るべきも

のが来たとの感も否定できなかった.一月中旬，片肺切

除という大手術を受けられ 一時は快方K向われたかに

見えたものの，健全だった筈の残りの肺も侵され，三月

中旬からは目立って衰弱が進まれた様子IC，心痛めてい

た矢先だったからである.約35年前iζ患われた肋膜炎の

後遺症ともいわれるが，長年の無理が崇ったとも伺って

いる.実際，発病iζ気付かれたのは三年以上も前であっ

たが，一年後の定年退官の日 (61年 3月)迄，平常通り

勤務された.否，三回の海外講演を含めての学会活動や，

年末年始も無い研究生活は，むしろ平常を超えてすらい

た.更に，退官の日を待つかのように臥された病床に在っ

ても，論文執筆を始めとする研究を続けられ，手術の直

前迄，カチオンラジカノレの総説の構想を練っておられた.

乙れ程迄に研究に打ち込ませた，あるいは執着させた原

動力は何だったのだろうか.

岩崎博士の初期の御研究は名古屋大学理学部化学科在

*名古屋工業技術試験所

第 44号 (987)

学中iζ始まった気体の電子線回折に関するもので， 37年

頃迄続けられている.乙の間， 27年iζは大学院終了と同

時に名工試入所， 33年から35年にはオレゴ.ン州立大学，

Hedberg教授の元へ留学されている.次いで， E S R 

への転身と前後して38年K放射線高分子化学研究室へ移

られて以来，常磁性共鳴 (ESR)と乙れを手段とした

放射線化学の研究を続けられる乙とになった.

博士の研究論文には強烈な個性が発揮されており，そ

の研究体系には確たる哲学が在ったと思う .E S Rプロ

ノマーとしての研究は除くと ，従来フリーラ ジカ jレの構造

決定の手段とされてきた単結晶を反応場として利用した

有機酸類の初期イオン種の研究，ラジカル対生成の普遍

性および水素原子のトンネ Jレ号|き抜き反応の検証，アノレ

カンを始めとするラジカルカチオンの構造と反応性，乙

れらの集大成としての飽和炭化水素の極低温放射線分解

機構として，矛盾無く一つの流れを作っている.また，

固相放射線化学反応を，全て活性中心とその周辺分子と

の相関として捉える乙とに於いても一貫しており，マト

リックス効果のない気相では得られない情報と現象を追

求しようとされた.変哲も無いと恩われた研究が一大ド
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ラマとなって，造詣の程度の違いを思い知らされる乙と

も度々であった.

研究の在り方に対する博士の一貫した主張は， ‘民間

企業の様に利潤に直結する必要が無く， J3.，大学の様iζ

教育という責務もない国公立研究機関でζ そ，基礎的で

学問的にも先端を行く研究がなされるべきだ'というも

のであった.乙れに対し，海外は別として，乙と日本国

内iζ於いては，非大学系国公立研究機関では，実用化の

ための試験的研究を行うべきであるとの考えが，上級

官庁はもとより，当所内部，更には大学関係者にも根強

くあり，博士の研究姿勢は，内からも，外からも認めら

れるととは少なかった様に思う.身を摩り減らしての研

究への献身は，乙れ等への挑戦でもあったのではなかっ

たか.

科学技術第11号答申において，国立研究機関における

基礎研究の重要さが初めて明文化された時， ‘自分の長

年の主張，方針は間違っていなかった'と喜ばれた一方，

あまりにも遅かったと無念そうだった御様子が今も忘れ

られない.実際，基礎研究の認知，極度iζ制約されて来

た国外での学会への参加制限の緩和，学会活動の重視等，

長年博士が主張された方向K向かい始めたのは乙の前後

であった.

また，回復を信じておられた博士が病床にあって心を

悩まされた乙との一つに，今後， ~、かにして研究を続け

るか，が在った様にお見受けした.海外に於いては或レ

ベル以上の研究者には，高齢になっても公的地位は別と

して，少なくとも研究の場が与えられている例を見聞き

しているが，国内，特に公設研究機関においては，画一

的定年制度の適用は厳しい.研究のために全てを切り捨

てて乙られた博士には，事態は特に深刻であり，優れた

頭脳と研究意欲とを無為にしない制度の必要性を身を持っ

て示されたように思われた.

63才の直前という早過ぎた死は，公的には何等報いら

れる事無く，定年という形で強いられた‘挫折'を決定

的lとするものであり 博士にとって無念の極みであった

と推察される. ‘彼岸の彼方lζ去られた今は，どうぞ安

らかにお眠りくださ Lげという世間一般の弔辞が，今回

程空虚に感じられた乙とは無かった.

Symons教授による岩崎万千雄氏

への追悼文

エジンパラで・開催された第8回ICRRのニュース・レ

ーターに岩崎万千雄博士の死亡記事が掲載された.日本
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からだけでも 160名も参加するマンモス国際会議での追

悼文はとくに注意をひいた.symons博士がーカ所だけ

書き足して本学会誌への転載を快諾されたので以下に掲

載する.

OBITUARY 

We are sorry to report that Dr. Machio Iwasaki 

of the Government Research Institute. Nagoya. 

Japan. died after a prolonged illness about one 

month ago.Our special condolences go to his 

wife and to his long-term collaborators. especially 

to Dr. Toriyama. who is at this Meeting. Dr. Iwa. 

was one of the world's finest esr spectroscopistsテ
being both highly innovative experimentally and 

theoretically. Some of his recent noteworthy achieve-

ments include the mechanism of radiolysis of 

hydrocarbons. including work on pairwise trapping 

of radicals in irradiated methane; discovery of 

the CH30・radicalin irradiated methanol. detection 

of the esr spectrum of trapped iodine atoms. and 

his work on the radical cations of ethane and 

other sarurated hydrocarbons. 

Martyn Symons 
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第46回理事会

昭和62年4月3日午後 6時より東京工業大学原子炉工

学研究所会議室において役員等24名出席のもとに聞かれ

た.相馬会長が議長となり下記の通り審議が進められた.

0議案 1.昭和61年度事業報告

下記の通り報告があり承認された.

昭和61年

4月 会誌 (No.42)編集会議

5月 第 l回放射線化学セミナー-w値と放射線化学一

(19日，理研，理化学研究所と共催)

6月 NEWS LETTER N o. 1発行

7月 理工学における同位元素研究発表会共催(第22回，

1 --3日，東京)

第 6回応用放射線化学シンポジウム(イオン照射

を利用した先端科学技術) (7--8日，高崎，日

本原子力研究所高崎研究所と共催)

放射線化学
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8月 若手の会夏の学校援助 (24-27日，草津)

9月 科学技術庁長官，原子力委員会委員長ICrイオン

ビームの放射線化学利用研究K関する要望書Jを

提出.

会誌 (Nu42)発行

10月 第45回理事会，総会開催

会誌 (Nu43)編集会議

第29回放射線化学討論会 (10・11日，京都)

協賛事業CR C A (Conference on Radiation 

Curing Asia )開催 (20-22日，東京)

11月 第 2回放射線化学セミナー(誘電 ・絶縁材料の放

射線劣化評価法への放射線化学的アプローチ)

(25日，早大，早大理工学研究所と共催)

12月 NEWS LETTER NO.2発行

昭和62年

4月 第46回理事会開催

会誌 (Nu43)発行

0議案 2.昭和61年度決算報告

別記の通り報告があり 承認された.また監査から会計

監査報告書の提出があった.応用シンポジウムの報告集

印刷および会誌43号発送事務が年度内K終了できなかっ

た乙とを考慮すると 単年度会計収支はかなり困難な状

況にある乙と， ζれは，一つには学会活動が活発になる

につれて出費が増大したととによるものである乙とが指

摘された.

0議案 3.入退会の承認

別記の通り承認された.

0議案 4.教研費「重点領域研究J申請の報告

. 今村顧問より本年度も放射線化学会会員の研究活動を中

心とした「重点領域研究J申請を行う乙とに至った経過

の説明があり，ついで本年度申請の研究代表者となった

高椋副会長より申請内容の説明がなされた.

0議案 5.応用シンポジウム，放射線化学セミナーに関

する件

田川理事より本年度は関東地区において放射線化学セミ

ナーが 2回開催される予定である乙とが報告され，了承

された.また松山理事より関西地区で放射線化学セミナー

を l回開催する予定である乙とが報告された.検討の結

果，高椋副会長を中心Kして，関西地区において応用シ

ンポジウムの開催をも検討するとととなった.

0議案 6.日本学術会議に関する件

学術会議研連委員である今村顧問より学術会議活動の現

状と第14期学術会議会員選出花関する報告があり，本会

より会員候補と推薦委員とを選出する方法について議論

第 44号(1987)

された.相馬会長より 推薦委員枠を 1名しか持たない

本会が会員候補をリジッドな方法で選出しても会員とな

れる可能性は極めて低いので，推薦委員にかなり裁量の

余地を持たせる方が良いのではないかとの発言があり，

了承が得られた.会員候補と推薦委員の選出は次回の理

事会に諮る乙とにした.

0議案 7.日中放射線化学シンポジウムに関する件

西本組織委員会委員より準備状況と日本側参加者が18名

となったととが報告された.

0議案 8.会則の見直しに関する件

副会長の数を増やし事務局と会誌発行とを二人の副会長

が分担するとと，会費を値上げする乙とについておおか

たの合意が得られた.次固までに改正案を確定し，理事

会，総会iζ会則変更を諮るとととなった.

0議案 9.その他

今年度限りで事務局を移転する ζ ととなり，移転先とし

て原研高崎研を候補地とするととが了承された.

。昭和61年度決算

く収入の部>

賛助会員

個人会員

雑 収 入

銀行利息

小 計

繰越金

合計

<支出の部>

事務 費

通信連絡費

印刷 費

会 議 費

会誌発行費

討論会等補助

夏の学校援助費

予備 費

小計

(予 算)

1，610 ，000円

550，000 

500，000 

10，000 

2，670，000 

1，321，159 

3，991，159円

300，000円

180，000 

1，500，000 

100，000 

200，000 

240，000 

100，000 

50，000 

2，670，000 

(決 算)

1，410，000円

521，500 

465，117 

2，333 

2，398，950 

1，332，929 

3，731，879円

324，551円

163，720 

1.505，000 

74，500 

98，738 

204，000 

100，000 

40，000 

2，510，509 
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織越金 1，321，159 1，221，370 シ-23 城田靖彦 大阪大工

タ-33 田部井雅枝 都立アイソ卜ープ研

合計 3，991，159円 3，731，879円 ナ-23 中山敏弘 京工繊大工芸

(学生会員)

。入退会者一覧 アー17 新井 盲 東工大理(鎌野研)

<入 会> セ-6 芹沢克之 東工大理(鏡野研)

(正会員) ヨー15 吉田啓晃 東工大理(篇野研)

イ-34 池田正道 都立アイソ トープ研 <退 会>

オ-33 大谷健一 古河電工 ナー19 並木満夫

カ-2 加藤隆二 学習院大理 ワー9 藤田英夫

カ-27 加藤 寛 三菱電線工業 ワー16 船岡正男

関連討論会・研究会等開催予定

(昭和63年 3月までに開催されるもの)

開催期日 討論会 ・研究会等 場所 備 考

8月 27--29日(木~土) 光化学討論会 山
山，aτ1 

.L>.. 
口

9月 21日(月) 第 4回放射線化学セミナー 東 京 ニューズレター 3号

10月 7 --10日(水~土) 分子構造総合討論会 金 沢

12--16日(月~金) 第12回国体内原子衝突国際会議 岡山 本誌 62ページ

13--15日(火~木) 第31回放射化学討論会 福岡

14日(水) 第10回放射線利用研究成果報告会 東 京 本誌 41ページ

16--19日(金~月) 日本化学会第55秋季年会 福岡

17--20日(土~火) 第48回応用物理学会学術講演会 名古屋

21， 22日(水，木) 第30回放射線化学討論会 名古屋 本誌 64ページ

21--24日(水~土) 第36回高分子討論会 東 京

11月 11--13日(水~金) 第26回ESR討論会 名古屋

16. 17日(月，火)第 2回放射線フ。ロセスシンポジウム 東 京 本誌 80ページ

12月 14. 15日(月，火)第 7回応用放射線化学シンポジウム 大 阪 本誌 21ページ
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口賛助会員名簿

名 称

旭化成工業株式会社

株式会社英光社

株 式 会 社 荏 原 製 作 所

オーツタイヤ株式会社

関西電力株式会社

関西ペイン卜株式会社

株式会社レイケム

九 州 電 力 株 式 会 社

コ バ ル ト 照 射 セ ンタ一

四国電力株式会社

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 総合研究所

段 谷 産 業 株 式 会 社

中国電力株式会社

中 国 塗 料 株 式 会 社 滋賀工業

中 部 電 力 株 式 会 社

東 海 ゴ ム 工 業 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

日本エレク卜ロキュア株式会社 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 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

株式会社松村石油研究所

ラ ジ エ工業株式会社

レンゴ. 一 株 式 会 社

第 44号 (987)

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 大阪府泉大津河原町9-1 

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

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

080-12 北海道河東郡士幌町字士幌2線159

700 高松市丸の内2-5

540 大阪市東区北浜5-15

554 大阪市此花区島屋トト3

618 大阪府三島郡島本町百山2・1

803 福岡県北九州市小倉区東港町2-5・12

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

485 愛知県小牧市北外山寄津3600

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関西ペイン卜側内

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

208 茨城県下館市大字小J111印0

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l

930 富山市桜橋通3-1 

662 兵庫県西宮市芦原町10-33

370 群馬県高崎市大八木町168

553 大阪市福島区大関4-43

(アイウエオJI頂)
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