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〔巻頭言〕

これからの放射線化学と

放射線化学会

笛木賢二

最近，わが国の放射線工業利用研究30周年記念事業

の一環として「放射線化学の歴史と未来」という表題

で書物が刊行された.日本における放射線の化学的利

用に関する基礎および応用研究の歴史の要約と，その

将来の展望について多数の専門家によって執筆された

ものである.人聞社会において，従来，およそ30年が

一世代と言われているが，わが国の放射線化学が誕生

してから30年を一つの区切りとして，このような企画

が行われたことは時宜に適ったものと言えよう.

国際的には放射線化学の誕生はもっと早いが，以来，

今日まで基礎および応用研究は着実に発展してきた.

基礎研究について言えば，低 LET放射線を中心とする

伝統的な放射線化学は1970年代までにほぽ完成したと

考えられる.それ以後は個々の研究の精密化と境界領

域への研究の拡張が主流となっているように見える.

近年における科学技術の進歩には目覚ましいものがあ

るが，そこで開発された新しい実験装置や技術が放射

線化学にも利用されつつある.イオンビーム，シンク

ロトロン放射光，パルスレーザー等がその例である.

これからの放射線化学研究において重要なことは，こ
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のような新しい研究手法を利用するだけでなく，研究

対象として「なに」をやるかということであると思う.

放射線化学の基礎研究と応用研究は車の両輪の知く

で，両者共に発展してこそ放射線化学の真の発展があ

ると言えよう.放射線化学は化学の一分野であると共

に，原子力学や材料科学などとも密接な関係がある.

放射線化学がそれに相応しい地位を占めるためには，

これらの関連分野からもその存在価値が認められなけ

ればならないであろう.

日本放射線化学会が基礎および応用を含めた研究者・

技術者からなる組織である以上，学会の発展のために

は基礎および応用両分野の拡大・発展が要求される.

このためには，指向している方向が異なるように見え

ても，基礎研究に携わる研究者は応用研究の意義を適

正に評価し，応用研究に従事する人達は基礎研究の必

要性を認識して，それぞれの立場を相互に理解し合う

ことがまず第ーに必要であろう.

終りに，放射線化学と日本放射線化学会の一層の発

展のために，会員の皆様のご協力を切にお願いする次

第です.
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〔展望〕

高分子モルホロジーと放射線照射効果

1 .はじめに

モルホロジー 〈形態学〉というのは元来，生物学の

分野で用いられる術語である.形態学(Morphologie)

を最初に提唱した ].W.von Goetheは，形態の形成

(Bildung)および転成 (Umbildung)の学として位置

づけた(1795年).生物器官のモルホロジーと機能の関

係を研究する生理形態学は19世紀初頭にかけて活発に

なっている.

高分子科学におけるモルホロジーは，高分子の凝集

形態を顕微鏡などを用いて観察し，結晶やその他の高

次構造を研究する分野として発展した.高分子園体材

料における物性発現の本質を多様なモルホロジー形成

と関連づけて理解しようとする研究の歴史は古く，そ

の成果は望ましい物性を得るための材料設計に役立て

られてきた1) rモルホロジーは高分子材料の物性を支

配する」という命題から「モルホロジーを変化させて

高分子材料物性を制御する」という高分子材料工学の

アイデアが生まれたといえる.

西 本 清 ー-*

溶融成形などの高分子加工プロセスは 1次モルホロ

ジーを形成させ，特定の 1次物性を備えた固体材料を

与える(図 1).成形加工後にアニーリングなどの 2次

プロセスを加えれば次モルホロジーを微調整して

2次モルホロジーへ転成させることができる.この結

果 2次物性が新たに発現するので，高分子団体材料

は改質される(図 1).ポリエチレンの架橋のように，

放射線照射プロセスも高分子固体材料の改質に活用さ

れている(図 1).アニーリングはもっぱら物理的構造

を変化させるが，ポリオレブインなどの有機高分子材

料に対する放射線照射プロセスは必然的に化学的構造

変化を伴う.この化学的構造変化がトリガーとなり，

結晶構造や結晶サイズなどの物理的構造変化を誘起す

ることが最近になって明らかになりつつある.

本稿では，多様なモルホロジーを形成するポリプロ

ピレン固体切に対する放射線照射効果について，筆者

らの研究結果を紹介する.また，放射線は化学的構造

変化と物理的構造変化，さらに物性の変化を誘起し，

その様相は照射前に形成していた 1次モルホロジーの

2次物性の発現

図 1.高分子材料のモルホロ ジーと物性発現

Polymer Morphology and Radiation Effect 
.Sei-ichi NISHIMOTO 京都大学工学部，助教授，工博.

(経歴) 昭和45年京都大学工学部高分子化学科卒業，昭和50年京都大学大学院工学研究科博士課程修了，日本学術振

興会奨励研究員を経て，昭和52年京都大学工学部助手(石油化学教室)，昭和60年より現職.

(専門) 放射線高分子化 学，放射線生物学趣味) クラシック音楽.

(連絡先) 〒606京都市左京区吉田本町 京都大学工学部石油化学教室 Tel 075-753-5717 
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アイソタクチックポリプロピレンフィルムの物

性および耐放射線性に及ぼす成形加工条件の影

響

表 1
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) 

臨界線量 Dc(Mrad) 

。 。
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影響によって著しく異なることを示す.

Spherulite diameter /μm 

1 .放射線照射前のキャラクタリゼーション次モ

ルホロジーとl次物性の相関
図 2.降伏応力または破断応力の球晶径依存性

(0 )ホ毛ポリマー;(・)コポリマー

に変形破壊されるからである.降伏点を越えてフィル

ムを延長し続けると，成形加工時の 1次モルホロジー

は転成し，ポリプロピレン鎖の配向が始まる.フィル

ムの破断点に到達すると，成形加工条件とは無関係に

ポリプロピレン鎖の 1次構造だけで決まる延伸配向モ

ルホロジーを形成している.同一原料から成形したフィ

ルムω'"'-'(C)の破断伸度と破断応力がほぼ等しい(表 1) 

のはこのためである.このように，応力一ひずみ曲線

の降伏点に達するまでの比較的小さい変形領域では，

成形加工条件に固有な 1次モルホロジーが高分子固体

材料の弾性率や降伏応力などのマクロな力学的特性を

決める.他方，破断点まで達した大変形領域では 1

次モルホロジーは消失し，高分子鎖の分子構造が極限

延伸状態の破断点伸度や破断応力を決める.

ポリプロピレン固体のモルホロジーは加工条件によっ

て多様に変化し，その結果として力学的特性が顕著に

変化することをすでに報告した州.典型例として，同

一のイソタクチックポリプロピレン原料から各種条件

下で溶融成形したフィルムω'"'-'(闘のモルホロジー特性

と力学的特性値を表 1に示すへ弾性率(E)，降伏応力

(σy)，破断点伸度 (γ'8)，破断応力 (σ'8)などの特性値

は引張試験の応力一ひずみ曲線から求めたものである.

この結果から r原料は同じでも成形加工条件が異なれ

ば，ポリプロピレン材料の力学的性質は著しく変化す

る」ことが理解できる.

高分子固体の 1次モルホロジーと 1次物性の相関関

係は，それ自身重要であるばかりでなく，放射線照射

2.2 球晶サイズ

球晶は多数のラメラ結晶が集合した組織であり ，そ

の大きさはマクロな力学的特性の発現に重要な役割を

によって誘起きれる構造と物性の変化を考察するため

の基礎となる.そこで，ポリプロピレン固体について，

これまでに明らかになっている内容の要点をまとめて

おく.

果たす.

表 1の例でみると，偏光顕微鏡で観察した球晶サイ

ズはフィルム(C)が最も大きく，次いでフィルム(鴎，フィ

ルムωの順に球晶は微細化している.成形条件の異な

る各種フィルムを調べると，力学的特性値(降伏応力

または破断応力)と球晶サイズの聞に特徴的な山型の

関係が成り立つ(図 2)5). この関係は，ポリプロピレ

3 

応力一ひずみ曲線:外力による 1次モルホロ ジー

の転成と力学的特性

高分子材料の応力一ひずみ曲線の解釈は必ずしも単

純ではないが，試験片の大変形に伴って 1次モルホロ

ジーは大き く変化し，モルホロ ジーの転成に対応して

力学的応答が逐次変化すると考えてよい.

弾性率または降伏応力の小さいフィルムが小さい力

でもよく伸びるのは，フィルム内部の高次構造が容易

第 52号(1991)
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2.3 ラメラ結晶構造

ポリプロピレン固体の球晶を構成しているラメラ結

晶の構造は弾性率や降伏応力に影響を及ぽす重要なモ

ルホロジ一因子のひとつである.

表 1の結果を比較すると，フィルム(C)>フィルム(鴎>

フィルムωの順に弾性率と降伏応力がいずれも小さく

なっている.フィルムωとフィルム(C)のX線的結晶構

造はそれぞれ擬六方晶および単斜晶を形成し，フィル 3.5 

ム(闘は両結晶変態の混合物を含んでいる(図 3)5). ポ

2.4 ラメラ結晶の厚さ 1.5 

ポリプロピレン鎖のイソタクチック立体規則性およ

ぴヘリックス構造に由来する赤外の特'性吸収が973cm-1

(Regularity band) と998cm-1 (Helix band)にそれ

ぞれ観測される 6) これらの赤外吸光度比(A(998) / A 

(978))からコポリマー(少量のエチレンとのランダム

コポリマー)フィルムのヘリックス含有量を見積って

降伏応力と比較すると，添加剤の有無あるいは成形加

工条件によらず，図 4に示すような一義的関係が得ら

れる.球品サイズの増大とともに降伏応力が増大する

(図 2)ことから，赤外吸光度比A(998) / A (978)が大

きいフィルムほど厚いラメラ結晶(長いヘリックス構

造)を含む球晶を形成していることが予想される.

ンフィルムを降伏点まで延伸する過程において，球晶

内部構造の変形(球晶破壊)あるいは球晶間界面構造

の変形(球晶間剥離)のいずれかが優先して起こるこ

とを示唆している.球晶サイズが小さくなるほど球晶

間界面の凝集力は増し，逆に球晶サイズが大きくなる

ほど球晶変形に抵抗する内部応力は大きくなるであろ

う.小さい球品は延伸によって変形し易く，降伏点に

達すると不可逆的な球晶破壊が起こり，ラメラ結晶を

形成している高分子鎖が延伸配向する.大きい球晶は

変形し難いために，延伸によって球品問の剥離が起こ

り，フィルムはほとんど伸びずに破断する.図 2の結

果では，直径約10μmの場合に球晶破壊と球晶剥離に要

する力がほぼ釣り合うことが予想される.

リプロピレンの場合，単斜晶は安定な最密充填結晶で

あり，擬六方晶はガラス状態に近い低秩序結晶である

ことが知られている 2) 各フィルムの結晶構造と力学的

特性から，フィルムを延伸したときに擬六方晶は単斜

晶よりも変形破壊され易いことがわかる.また，多数

のフィルムについて調べた結果，降伏応力は単斜晶含

有量の増大(擬六方晶含有量の減少)とともに大きく

なることが確かめられた4)

4 

(C) 
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図 3.イソタクチックポリプロピレンフィルムω-----(C)
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図 4.照射前エチレンープロピレンコポリマーフィル

ムの降伏応力とヘリックス含有量の関係:(0) 
無添加;(・)抗酸化剤添加;(6)無添加+ア

ニーリング;(.~)抗酸化剤添加+アニーリング
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2.5 球品内非晶構造

球晶組織内部のラメラ結品聞には非晶相か存在する.

これもマクロな力学的特性に影響を及ぽす重要なモル

ポロジ一因子であるが，結晶構造に比べるとキャラク

タリゼーションははるかに困難である.

室温のパラキシレン中にポリプロピレンフィルムを

浸潰すると，非晶相にパラキシレン分子が浸入して膨

潤平衡に達する.筆者らは，この熱力学的現象を利用

して重量膨潤比(室温膨潤比)を求め，非晶相のモル

ホロジーに関する間接的知見を得る方法を用いている5)

この方法で求めたポリプロピレンフィルムの室温膨潤

比は球晶径の増大とともに急激に減少する.ただし，

徐冷成形したコポリマーフィルムは，球品性が小さく

ても高密度な単斜晶を形成し易いので，同じ球晶サイ

ズをもっホモポリマーフィルムほどは膨潤しない.

他方，ホモポリマーとコポリマーに関係なく，室温

膨潤比が大きいフィルムほど降伏応力は小さくなると

いう一義的な関係が成り立つ5) この結果から，力学的

な降伏点と熱力学的な膨潤平衡点では，球晶内部のラ

メラ結晶聞を連結するタイ分子鎖のうち比較的短いも

のが緊張しており，両者はほぼ同等の変形構造を呈し

ていると考えられる.

3.放射線照射によって誘起される化学的構造変化と

特性変化に及ぼすモルホロジーの影響

ポリプロピレン固体の力学的特性は，球晶を形成す

るラメラ結晶の構造や球晶のサイズ，さらに球品内部

の非晶構造によって大きく変化することが示された.

したがって，例え原料は同じであってもモルホロジー

が異なれば，個々の高分子固体は異なる材料と考える

ほうが合理的である.初期物性の評価だけでなく，材

料に対する放射線照射効果を評価する場合にも，この

ことは重大な意味をもっ.評価試験を通じて集積され

る膨大なデータを合理的に解析し，有用な結論を導く

ためには，被試験材料のモルホロジーを最初に調べて

おくことが必須である.特に実験室規模の研究では，

試料作成の処方は同じであっても油断できない.筆者

らの経験では，ポリプロピレンフィルムの結晶構造や

球晶サイズは作成処方が同じつもりでも大きく変化す

ることがむしろ普通である.個別試料の物性や放射線

照射効果に関するデータは，モルホロジーを予め解析

しておくことによって整合させ得る場合が多い.
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図 5.フィルムω，，-，(C)の破断伸度に及ぽす γ線照射(空

気中)の影響:(0) A ; (6) B ; (口)c

3.1 力学的特性の放射線劣化

ポリプロピレン固体に放射線を照射すると，一般に

力学的特性は劣化(初期値を喪失)し，遂には使用に

耐えなくなる.フィルムω"-'(C)に空気中で γ線を照射

したときの破断伸度の変化を図 5に示す5) いずれの場

合も，特定線量(臨界線量:Dc (表 l参照))以下であ

れば破断伸度の劣化は比較的軽微であるが，この線量

を起えると急激な劣化が進行するというカタストロフィー

現象が認められる.不連続な変化領域において破断伸

度が照射前の50%まで減少するときの照射線量を臨界

線量と定義すれば，この値を尺度にして力学的特性の

耐放射線性を評価することができる.図 5の場合を比

較すると，フィルム(C)<フィルム(B)<フィルムωの順

に耐放射線性が大きくなっている.このように，同一

原料から成形したポリプロピレンフィルムでも，モル

ホロジーが異なれば，フィルムの破断伸度に及ぼす放

射線の影響は大きく変化する.

3.2 固相の放射線酸化反応による化学的構造変化

空気中における放射線照射は固相酸化反応を誘起し，

カルポニル(>c=O)基やヒドロペルオキシル(ーOOH)
基を生じる.フィルムω"-'(C)の場合， >c=O基の生成

速度はフィルム成形条件によらずほぽ同程度であるが

OOH基の生成速度はフィルム(C)<フィルム(同<フィル

ムωの順に大きくなる(図 6)5). ここで注目したいの

5 
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図 6. フィルムω"-'(C)の放射線酸化によるーOOH基生

成 :(0) A ; (6.) B ; (口)C

3.3 高分子材料における劣化の評価と診断

物性変化速度と酸化速度の両面から評価すれば，図

7に示すような高分子固体材料の分類が可能である.

ふつうの高分子材料は酸化し易く，物性も変化し易い.

前述のフィルムωのような材料は，酸化し易いにも拘

らず物性はあまり劣化しないので，強靭な材料といえ

る.これとは逆に，あまり酸化しないのに物性劣化の

度合が著しいフィルム(C)は脆弱な材料である.脆弱な

材料の耐久化は困難であるが，強靭な材料の場合は，

酸化を抑制することによって耐久性材料に仕上げるこ

とが比較的容易である.

3.4 モルホロジーと力学的特性劣化の相関

ポリプロピレン国体材料の放射線劣化挙動を 1次モ

ルホロジーと関係づけて予測することが可能である.

劣化前の初期物性，特に力学的特性は l次モルホロジー

を強く反映しているから，劣化挙動と初期物性の関係

を調べてもよい.後者は簡便な研究法として有用であ

る.ここでは，降伏応力に注目して劣化挙動を調べて

みる.

ホモポリマーフィルムおよびコポリマーフィルムの

いずれも， γ線照射前(劣化前)の降伏応力が小さいも

のほど，耐放射線'性の尺度になる臨界線量は大きいと

いう一義的な関係が成り立つ(図 8)5). 1次モルホロ

ジーとの関係でいえば，単斜晶よりも擬六方晶を多く

学化線射放

は，力学的特性の放射線劣化は不連続なカタストロ

フィーを伴っている(図 5)のに対し，放射線酸化は

照射線量とともに連続的に進行する(図 6)という事

実である.このことは，放射線酸化によって一定量の

化学的構造変化が生じると，力学的特性を発現してい

る物理的構造に致命的損傷あるいは質的変化が誘起き

れることを示唆している.

そこで， γ線照射したフィルムω~に)について破断伸

度とーOOH基生成量の関係を調べると，いずれも酸化

反応が進行するほど破断伸度は減少するが，その半減

値までに進行した酸化の度合はモルホロジーの影響に

よって著しく異なる(図 5および図 6参照)ヘフィル

ムωの破断伸度は酸化がかなり進んでもよく保持され

ているが，フィルム(C)の場合は軽度の酸化によって著

しく減少する.また，フィルム(B)は両者の中間的な挙

動を示す.この例から明らかなように r力学的特性の

初期値の維持」という観点から材料の耐劣化性を評価

する場合，酸化の進行度は必ずしも正しい劣化尺度と

はなり得ない.ただし，同一原料で同一モルホロジー

をもっ一連の試料を比較する際には，酸化度は簡便で

有用な尺度であることに変わりはない.

ここで重要なのは，物理的構造の致命的損傷または

質的変化に至るまでの放射線酸化に対する感受性が 1

次モルホロジーによって著しく異なる点である.

6 
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図 9.γ線照射 (5Mrad)ポリプロピレンフィルムの

応力一ひずみ曲線の温度依存性

Strain / 0/0 

o 
o 

くとも 1次モルホロジーと放射線損傷度の問の力学

的均衡に関係している.

4.放射線照射によって誘起される物理的構造変化に

及ぼすモルホロジーの影響

前節の議論では，放射線照射によるモルホロジーの

変化，あるいはミクロ領域における特理的構造変化の

可能性を考慮、していない.放射線損傷=化学的構造変

化を経て物理的構造の変化が誘起きれるならば，新た

に生じた 2次モルホロジーと放射線損傷度の力学的均

衡という立場から力学的特性の劣化挙動を理解すべき

である.この場合，物理的構造変化が 1次モルホロジー

の影響を受けることは十分予測される.

これらの点を踏まえ，放射線照射にもよって誘起き

れるポリプロピレン材料のミクロ構造変化を調べた結

果的をつぎに示す.

7 

含有し，微細な球晶を多く形成するとともに，室温パ

ラキシレンに膨潤し易いポリプロピレンフィルムは降

伏応力が小さくなる.したがって，このような 1次モ

ルホロジーを示すポリプロピレン材料は放射線照射に

よく耐えて劣化し難いことがわかる.

あるポリプロピレンフィルムに空気中で放射線を照

射した後，各種温度で測定した応力一ひずみ曲線(図

9) 7)は図 8の関係を考察するために役立つ.このフィ

ルムの室温 (23.9
0

C)における降伏応力は照射前に3.6

kg/mm2である.これはフィルム内の球晶を変形破壊

するのに必要な力である.降伏点に達したとき，球晶

内部のラメラ結晶聞を連結するタイ分子鎖のうち緊張

状態にあるものがこの応力を支える. 5 Mradの γ線

を照射したフィルムは照射前の降伏応力を支えきれず，

降伏点直前の3.5kg/mm2の応力(破断応力)で破断す

る.この結果から，放射線はタイ分子鎖を切断してそ

の数を減少させるものと考えられる.引張試験温度を

高めると，同じ球品を変形破壊するのに必要なエネル

ギーが減少するので，放射線照射によってタイ分子鎖

数が減少したフィルムでも降伏点を越えて延伸するこ

とが可能である.図9の場合，87.60Cにおける降伏応

力は1.4kg/mm2まで減少するので，5Mrad照射後で

もよく伸びている.このように，ポリプロピレン材料

の力学的特性に注目した劣化の放射線感受性は，少な

第 52号(1991)
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図10.フィルムω'"'-'(C)の固体密度に及ぽす γ線照射(空

気中)効果 :(o)A:(ム)B : (口)c

4.1 放射線照射による高密度化=比体積の減少

単斜晶および擬六方晶ポリプロピレンの結晶密度は

それぞれo. 94， 0.88 g/ cm3である.このため，フィル

ムω<フィルム(鴎<フィルム(C)の順に単斜品含有量の

増大(擬六方晶含有量の減少:図 3参照)とともに固

体密度は大きくなる(表 1). これらのフィルムに空気

中で γ線を照射すると，いずれの場合も，照射線量と

ともに固体密度が増加する(図10). これらの高密度化

現象をーOOH基や>c=O基などの放射線酸化生成物

による固体重量の増加で説明することはできない.

照射前の室温膨潤比はフィルム(C)<フィルム(B)<フィ

ルムωの順に大きいが，いずれも放射線照射によって

漸次減少する.また，密度の変化と室温膨潤比の変化

の聞には一義的な逆相関関係が成り立つ(図11).これ

らの結果から，パラキシレン分子が浸入可能な球晶内

非晶相の含有量が放射線照射によって減少し，比体積

が減少(密度が増大)するものと考えられる.

放射線照射フィルムの破断伸度は，フィルム成分(ホ

モポリマーまたはコリマー)や 1次モルホロジーに関

係なく， 密度増加とともに単調に減少する. この挙

動は，ポリプロピレン固体の密度を増大させる非晶領

域の放射線誘起構造変化が力学的特性を劣化させる原

因であることを示唆している.
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図11.γ 線照射によって誘起きれるフィルムω'"'-'(C)の固

体密度変化と室温膨潤比変化の関係

(o)A:(ム)B : (口)c

4.2 放射線照射による結晶構造の変化

ポリプロピレン固体を加熱処理すると，擬六方晶か

ら最密充填構造の単斜晶へ変化することが知られてい

る.フィルム(B)の系列に属する試料を 6時間加熱処理

したときのX線回折ノfターンの変化を図12に示す.加

熱温度が高いほど単斜晶に帰属される回折強度が顕著

に成長している.この試料に室温で γ線を照射した場

合にも同様の結晶構造変化が観察される(図12).Zan-

nettiらの方法9)に従って (110)面による反射ピークの

回折角半値幅を比較すると，照射前には1.68・であった

のが10Mrad照射後には0.97。まで減少している.

フィルムω'"'-'(C)に空気中で γ線を照射したときの結

晶構造変化を図13に示す.照射線量が20Mrad程度以

下であれば，擬六方晶が主成分であるフィルムωの(110)

面反射ピークの回折角半値幅はあまり変化しないが，

相当量の単斜晶を含有するフィルム(鴎と(C)は照射線量

とともに半値幅が減少(半値幅の逆数(1/A)は増大)す

る(図14). この結果から，少量の擬六方晶が単斜晶と

ともに混在する場合，軽度の放射線酸化反応に伴って

擬六方品から単斜晶への結晶構造変化が誘起きれ易い

と考えられる.また，擬六方晶が主成分の場合は，酸

化が相当進行しても結晶構造は変化し難い.

イソタクチックポリプロピレンは右巻きと左巻きの

ヘリックス構造が対になって単斜晶を形成する.溶融

放射線化学
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ロピレンフィルムはほとんど劣化しない.ところが，

γ線を照射したフィルムの場合，破断伸度は暗所保存期

間中に漸次減少する.フィルムωの破断伸度は2.0Mrad 

の γ線を照射した直後には照射前とほとんど変わらな

い(図 5および図15参照)が，照射後60日経過すると

ほぼ半減する.照射線量を2.5Mradに増やすと，照射

40日後に破断伸度は半減する.γ線照射後の経時熱劣挙

動も 1次モルホロジーの影響を受け，フィルム(C)<フィ

ルム(鴎<フィルムωの順に耐劣化性が大きくなる.

暗所保存中にポリプロピレンの熱酸化反応が進行し，

フィルム中の-OOH基や>c=O基の生成量は次第に

増加する.各フィルムの破断伸度は，温度が一定であ

れば照射線量とは無関係に， -OOH基生成量によって

一義的に決まる.

暗所保存温度が600Cまで上昇すると，2.0Mrad照射

したフィルムωの破断伸度は 1日足らずで半減し，照

射線量を増すとさらに劣化し易くなる.γ 線を照射した

フィルムω"-'(C)の経時熱劣化はいずれも保存温度の上

昇とともに促進されるが，各温度における耐熱劣化性

の序列はフィルム(C)<フィルム但.)<フィルムωの順に

大きくなり，保存温度によって序列が変わることはな

い.600Cになると， -OOH基や>c=O基の生成速度は

室温下の40倍程度になる.フィルムωの場合， -OOH基

が室温の約70%量生成したときに破断伸度を半減させ

る.

2.0 Mrad照射直後， 60
0

Cで15時間加熱後，および

1000Cで2分間加熱して室温で535時間放置した後の照

射フィルムωにおけるX線回折パターンを破断伸度の

経時劣化挙動とともに図15に示してある.この結果か

ら，放射線照射とそれに続く保存期間に単斜晶構造が

成長すれば，破断伸度の劣化度が大きくなることがわ

かる.
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図14.ポリプロピレン単斜晶の (110)面における回折

角半値幅に及ぼす放射線照射効果:(0) A ; 

(ム)B ; (口)C

4.4放射線照射による結品-非結晶界面の構造変化

図4のような挙動を示すコポリマーフィルムに放射

線を照射すると，ヘリックス含有量は照射線量ととも

に増加する(図16).抗酸化剤を添加したフィルムの場

合，照射線量が10Mrad以下の領域では，ヘリックス

含有量はほぼ初期値を保つ傾向が認められる.ただし，

抗酸化剤添加フィルムは成形時にかなり大きい球晶を

形成していたため，照射前のヘリックス構造含有量は

無添加フィルムより大きくなっていた.他方，抗酸化

剤の添加によって放射線酸化と主鎖切断が抑制される.

これらのことから，結晶一非晶界面領域におけるタイ

分子鎖の放射線酸化分解が原因となってヘリックス構

状態から固体になる過程において最近接ラメラ結晶聞

を連結するタイ分子鎖が生じると，タイ分子鎖の束縛

によってポリプロピレン分子のヘリックス対がラメヲ

結晶内に最密充填されない(擬六方晶として充填され

る)場合が起こる得る.このようなミクロ結品構造の

乱れが存在するポリプロピレン固体では，放射線照射

によって最密充填を阻害しているタイ分子鎖が酸化的

に切断され，部分転位を経て最密充填の単斜品構造に

到達する機構が含まれるかも知れない.ある程度高い

温度でアニーリングする場合は，高分子鎖の熱運動性

が増すので，最密充填構造への転位は比較的容易であ

る.これに対して放射線照射プロセスでは，高分子鎖

切断などの化学的構造変化を経て物理的構造変化を室

温で誘起する点が特徴である.

フィルムω"-'(C)におけるラメラ結晶の放射線誘起構

造変化は国体密度の増加(図10)や破断伸度の劣化(図

5 )と密接に関連している.すなわち，擬六方晶から

単斜品への変化度が大きいフィルムほど固体密度が増

加し易く，破断伸度の劣化は著しい.

4.3 放射線照射後の経時構造変化

室温 (230C)の暗所に 3ヶ月間保存しても，

学化線射放

ポリプ

10 
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図15.放射線照射 (2Mrad)フィルムωにおける破断

伸度の経時劣化挙動

造の成長が誘起されるものと考えられる.切断タイ分

子は自由鎖であり ，熱運動によって安定なヘリックス

構造に到達するとともに，界面で隣接するラメラ結晶

間の体積収縮が起こるため，マクロな固体密度が増加

するのであろう .

5.おわりに

ポリプロピレン固体は多様なモルホロジーを形成し，

そのキャラクタリゼーションは比較的容易である.こ

のようなポリプロピレン国体に放射線を照射した場合，

化学的構造変化→物理的構造変化→物性変化の流れに

沿って放射線照射効果が増幅されるようにみえる.し

かも，これらの変化挙動は放射線照射前に形成してい

た 1次モルホロジーの影響を強く受ける.今後，各種

高分子国体のモルホロジーと放射線照射効果の研究が

進展し，材料料学の分野で新しい放射線プロセスを提

11 
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図16.コポリマーフィルムのヘリックス含有量に及ぽ
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案するのに役立つような一般的結論が導かれることを

期待したい.
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〔解説〕

有機非品質系における永続的

ホ-Jレバーニングのダイナミックス

筑波大学物理工学系 中塚宏樹植村禎夫

1 .はじめに

有機非晶質中に混入した色素分子は，ホスト媒質の

不均一性のために吸収スペクトルに大きな不均一拡が

りをもっている.不均一拡がりをもった媒質に単色レー

ザ一光を照射すると，レーザー光と共鳴した分子のみ

が励起され，吸光スペクトル内に吸収率が減少した部

分(ホール)が生じる(図 1). この現象をホールパー

ニングとよび，有機非品質中の色素分子などでは，極

低温においてこのホールが永続的に保存されるため，

これを永続的ホールパーニングという lベこのホール

は適当なスペクトルをもっ光による照射や， 100K程度

への昇温により容易に消去できるため，将来の波長多

重光メモリーの素材として，人々の注目を集めている.

波長多重度は，不均一幅とホール幅の比で決まり，液

体ヘリウム温度において， 1，000から10，000程度の多重

度が期待されている.

2.永続的ホールパーニング

有機非品質系における永続的ホールパーニングは，

共鳴光励起された色素分子が，光互変異性化や水素結

合の組み換えなどの光化学反応を引き起こしたり ，分

子周辺のホスト分子の配向変化を誘起したりして，元

のスペクトル位置から永続的に失われることに起因し

ており，前者を photochemicalhole burning (PHB)， 
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図 1.ホールパーニングの概念図
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後者を non-photochemicalhole burning (NPHB)と

いう 3) これらの媒質での永続的ホールパーニングは，

効率の高さやホール幅の狭さなどの点から，色素分子

のSO-SI選移の 0-0振動準位間遷移で行われることが

殆んどであり，本稿においてもこの準位間の遷移に限

定する.

同種分子の同一遷移は等しい遷移周波数をもつべき

であるが，それらが外場中に存在すると，その外場に

よって遷移周波数がシフトする.不均一拡がりは，ホ

スト媒質中の各ゲスト色素分子サイトにおける静的不

均一性に由来するものである.一方ホール幅は，色素

分子に対するホスト媒質からの動的擾乱により遷移周

波数が揺動することによってもたらされ，それがすべ

てのサイトに対してほぽ同等であるため，均一幅とも

よばれている.低温における固体や液体などの凝縮系

では，多くの場合不均一幅が均一幅よりも何桁も大き

遷移周波数に揺動を与える外場からの動的擾乱は，

遷移に関与する基底状態と励起状態の線形結合よりな

る色素分子の波動関数の位相を乱し，位相緩和を引き

起こす.この位相緩和時間は，時間軸に関する測定法

であるフォトンエコーによって測定することができる

がトヘこれから得られるエコー減衰曲線と，周波数軸

に関する情報であるホール形とは，互いにフーリエ一

変換の関係にある 9-11)

3.有機非品質系のフラクタル構進とニ準位系

ホスト媒質の動的擾乱に由来する均一幅は，温度に

大きく依存する.例えば，結晶中に混入した色素分子

の均一幅は，極低温で温度を下げていくと急速に減少

し，やがては自然幅に漸近する.これは，フォノンそ

の他の動的擾乱に寄与する媒質の運動が，温度を下げ

ていくと次第に凍結されることによって説明される.

これに対し，非品質媒質での極低温下における均一幅

の減少は結晶と較べるとはるかにゆるやかである.こ

のような非品質における極低温下での特異な温度依存

性は，均一幅のみでなく，比熱や熱伝導，音速など広

範な物理量においても良く知られている 12) このことは，

非晶質には結品にはない何等かの低エネノレギーの自由

度が存在していることを示している.

結晶は通常時間をかけてゆっくり成長させるのに対

し，非晶質は急冷等で作製されるため，各原子は必ず

しもポテンシャルの本当の最小位置を占めておらず，

大きさの異なった voidなども存在する.従って，各原

子には多くの近くのポテンシャル極小点の聞を飛ぴ移

14 

一一一 q 一一+

図 2.二準位系 (Two-Level-System)モデル

v:ポテンシャル障壁の高さ，E:エネルギー差，

q:標準座標

る自由度が存在し，その一部に極低温でもなお凍結さ

れないものが残される.これを単純化したものが，

Anderson等13)や， Phillipsl4)が提唱した二準位系

(Two-Level-System)モデルである(図 2).この TLS

モデルを用いると，非晶質の比熱が極低温下では，温

度の 1次の依存性をもっていることなどが説明できる.

非品質の無秩序性は，TLSに対して，そのポテンシャ

ル障壁の高さや二つの極小点間の距離，その間の緩和

速度などに大きな分布をもたらし，永続的ホールの時

間的振舞にもこれらが影響するものと考えられる.こ

のような広い時間領域にわたるダイナミックスの研究

には，高速現象の観測に適したフォトンエコーと，ゆっ

くりした現象の観測に適したホールパーニング分光法

の併用が有効である.

フォトンエコー減衰曲線とホーノレ形は互いにフーリ

エ一変換の関係をもっておりト11)，ホール形 IH(ω)は

Berg等によって定義された四点相関関数すなわち 3パ

ルスフォトンエコー減衰関数 C(τ，Tw，τ)を使って

IH (ω)αf-:dτ仰 (iw.r)C(τ，Tw，τ(1)  

と表わされる9) ここで τとTwは各々 3パルスフォト

ンエコーにおける第 1，第 2励起ノマルス間，および第

九第3励起ノマルス間の間隔である.このエコー減衰

関数 C (τ， Tw，τ) はτに関しては位相緩和時閉じ

で，また Twに関しては populationの緩和時間 T1で

減衰する関数である.ホールパーニング分光では，Tw 

はホールの形成とその観測との間の時間間隔に相当す

る.Fayer等は，極低温下でもホール幅が Twとともに

増大することを見出し，それを広い時間領域に分布す

るTLSの緩和によってもたらされたスペクトル拡散と

放射線化学
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して説明している 15，16)

最近，有機ガラス中のポリマー鎖の空間的構造がフ

ラクタル的であることが見出された 17-20) そごでTLS

がポリマー鎖に付随するものであるとすれば， TLSの

空間分布もフラクタル的であると考えざるを得ない.

そうだとすれば，ポリマー鎖に固まれたゲスト色素分

子からの距離を rとすると，その範囲内に存在する TLS

の数 N(r)はホスト媒質のフラクタル次元を Dとして

…一
9

図 3.HITC/PVAおよび HITC/EtOHの吸収スペク

トル (T=5.4K)

800 

(nm) 

700 

Wavelength 

600 (2) 

となる.通常よく行われているように，ゲスト色素分

子とホスト媒質の TLSとの間の相互作用を双極子一双

極子相互作用だと仮定すると，距離rの一つの TLSの

緩和によって色素分子に引き起こされる遷移周波数の

シフトムω(r)は， ηをある定数として

N(r)江 戸

ものである.ゲスト色素分子としては将来の応用上の

興味も考慮して，近赤外半導体レーザー波長域"'780nm 

において高い効率で永続的ホールが形成される

1，3，3， l' ，3' ，3'-hexamethyl-2， 2'-indotricar-

bocyanine iodide (HITC)を用いた21-25) 広い時間領

域にわたるダイナミックスの研究には，操作性や安定

性に優れた半導体レーザーが便利である.

(3) 

と表される.

以上の結果から Bai等の方法を用いて 15)，TLS系に

よるエコー減衰関数C(τ， Tw，τ) を求めると

Aω(r) =η/r3 

4.実験結果および考察

ポリマーガラスをホスト媒質とする HITC/PVAフィ

ルムは，色素 HITCとPVA(重合度2000)を水に溶か

し，ガラス板上で乾燥させて作製した.一方モノマー

ガラスをホスト媒質とする HITC/EtOHは，ガラス容

器中で HITCのエタノール溶液を急冷して作った.図

3に5.4Kにおける HITC/PVAおよびHITC/EtOHの

吸収スペクトルを示す.急冷によって作製したにもか

かわらず，モノマーガラスにおける不均一幅はポリマー

ガラスの場合に較べて小さい.これは小さなエタノー

ル分子が巨大な色素分子をとりまいており，色素分子

からみたホストの環境の不均一性が比較的小さいため

と考えられる.一方 PVAでは，重合度2000の長鎖ポリ

マーが色素分子にまつわりついており ，その状況がサ

イトごとに異っているばかかりでなく ，ホスト媒質そ

のものにも種々の大きさの voidが形成されるものと考

えられる.これが大きな不均一幅の原因である.

(4) 

となる 2幻1，22へただし， aは正の定数， Tは温度である.

ホール形 IH(ω) は(1)， (4)式より

C(τ， Tw，τ) =exp( -aTτ0/3) 

のように，フラクタル次元 Dで決定されることになる21，22)

更に(4)，(5)式は，フラクタル次元 Dが 3以外のときは，

エコー減衰関数 C(τ，Tw，τ)が τに関して単純な指

数関数的減衰関数にならず，そのフーリエー変換で与

えられるホール形もローレンツ形からずれることを意

味している.

極低温下での有機非晶質系における永続的ホーノレバー

ニングのダイナミックスが，ホスト媒質の TLSの振舞

によって決定されるものであるとすれば，フラクタル

次元が異る，重合度の高いポリマーガラスとモノマー

ガラスの場合で何等かの差異が観測されるはずである.

この考えに基づいて，我々は，ホスト媒質として，ポ

リピニルアルコールポリマーガラス (PVA)とエタノー

ルモノマーガラス (EtOH)を比較した21，22). EtOHは

PVAの基本構成要素であるが，これはホストにおける

重合度以外の違いをなるべく避ける意味から選択した

(5) 

(6) 

IH (ω) cx 1-ご閃(iωれ xp(-aTrO/3)dτ 

ホール幅rh01eは温度 Tのべき依存性が

r hOle cx T3!D 

となり ，

以上に述べた不均一幅の結果からも， HITC/PVAに

対しては，フラクタル次元として 3よりかなり小さな

値が，そして HITC/EtOHに対しては 3に近い値が期

待される.図 4に半導体レーザーの電流変調波長掃引

によって得たホールパーニング後15msecすなわち，Tw二

15 第 52号(1991)



(a) HITC/PVA 

(b) HITC/EtOH 

-0.5 。 0_5 

Wave Number (cm-1) 

図 4.ホール形成後Tw=15msecにおけるホール形

(T=1.6K) 

破線は HITC/PVAではD=，2.1，HITC/EtOH 

では D=2.7としたときの理論曲線

15 msecにおける HITC/PVAおよび HITC/EtOHの

ホール形を示す.HITC/EtOHでは比較的ローレンツ

形に近いものが得られているのに対し， HITC/PVAで

はローレンツ形から大きくずれている.(5)式との比較

から， HITC/PVAおよび HITC/EtOHのフラクタル

次元の最適値として，各々Dご 2.1およびD=2.7が得

られ，そのときの理論曲線が破線で示されている.

より小さい Twにおける測定には，フォトンエコーが

適している.我々は時間的にインコヒーレントなパル

ス幅 6nsecの色素レーザー光を励起光とする，ナノ秒

インコヒーレント光フォトンエコーにより HITC/PVA

のエコー減表曲線を得た.その実験配置図を図 5に示

す.色素レーザーの中心波長，スペクトル幅，尖頭出

力，および繰り返し周波数は各々790nm， 4 nm， 1 kW， 

および 2Hzであった.エコー強度は第 1励起ビーム EI

と第 2励起ビーム E2の聞の遅延時間 τを変化させなが

ら測定した.このとき，それ以前の遅延時間 τにおけ

る測定の際に形成された永続的ホールの影響を避ける

16 

Variable Delay 

Dye Laser 

図 5.ナノ秒インコヒーレント光フォトンエコーの実

験配置図

ため，新たな τに移る前に，広いスペクトル幅を有す

る発光ダイオードで試料を照射して，それまでに形成 劃

された永続的ホールを消去した.ナノ秒インコヒーレ

ント光フォトンエコーでは，パルス幅が6nsecと狭く，

またその尖頭出力が比較的大きいため，エコー信号は

すべて過渡的なホールから放出されるものと考えるこ

とができる.エコー信号に対する永続的ホールからの

寄与は，同一の τにおいてかなり多数回のパルス照射

を行わないかぎり極めて小さく，無視し得るものであっ

た.インコヒーレント光フォトンエコーは，励起ノりレ

スのパルス幅内に存在する多数のノイズパルス列によっ

て誘起される複合的な 3ノわレスフォトンエコーと考え

られ6ーへこの方法によって得られるエコー減衰曲線の

Twは平均としてパルス幅程度であるということができ

る.

ナノ秒インコヒーレント光フォトンエコーにより得

た温度12.9Kにおける HITC/PVAのエコー減衰曲線

を図 6(a)に示す.図 6(b)はこれを片対数グラフで表示

したもので，破線は(4)式において D=2.1としたときの

理論曲線exp(ーどが1/3)を示している.比較のためエ

コー減衰曲線が単純な指数関数(すなわち Dニ3に対応)

である場合の直線を実線で示した.

図 7はホールパーニング分光法で測定した HITC/

PVAのTw=2minにおけるホール幅rho1e と，ナノ秒

インコヒーレント光フォトンエコーのエコー減衰曲線

から求めた Tw=6nsecのホール幅rho1eの温度依存性

を示している.15k以下の低温部ではともに直線A，B

で示すように T1.3の温度依存性をもっており，これと

(6)式から得られるフラクタル次元の値D=2.3は，エコー

減表曲線やホール形から得た D=2.1と近い値となって

いる. Tw=6 nsecから， Tw=2minの聞に約 3倍の

rho1eの増大が起こっているが，これはTLSの緩和によっ

て誘起されたスペクトル拡散によるものと思われる.

放射線化学
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図 7.HITC/PVAのホール幅f'holeの温度依存性

丸印は Tw=2 minにおけるホールパーニング分

光法による測定値，四角印は Tw=6nsecにおけ

るナノ秒インコヒーレント光フォントエコーに

よる測定値.実線A，Bはともに Tは依存性を

表わす直線.
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(K) 

トンエコーの観測が不可能であったが，ホールパーニ

ング分光法によって，Tw=2minにおけるホール幅f'hole

の温度依存性を測定した(図 9). HITC/EtOHのホー

ル形から得た Dの値2.7および(6)式よりf'holeα ，T1.1が

期待されるが，実線で示した Tl・1依存性から10K以下

において既に有意のずれが認められる.これはモノマー

ガラスでは束縛が比較的ゆるく，フラクトンを励起す

る活性化エネルギーが低いためと考えることができる.

永続的ホールパーニングのダイナミックスに対する

比較的ゆっくりした TLSの緩和による効果を調べるた

め，半導体レーザーの電流変調波長掃引法により，ホー

ル形成後約15msec以降のホール幅とホールの深さの時

間変化を測定した.図10および図11にその結果を示す

(測定温度 T=1.6K).HITC/PVAは黒丸で， HITC/ 

EtOHは白丸で示されている.ここで興味深いことは，

EtOHでは，不均一幅が PVAの場合より小さかった(図

10 

Temperature 

5 

0.1 

2
0
5
L
 

40 

図 6(a). ナノ秒インコヒーレント光フォトンエコーに

よる HITC/PVAのエコー減衰曲線(T=12.9 
K) 

(b).上図(a)の片対数表示

破線は exp( -c' ，，2.1/3)の曲線を表わしている.

指数関数的減表関数を表わす直線を比較のた

めに実線で示した.
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でよく再現できる.ただしここで6.E=58cm-1とした.

このことから，高温部では 6.E::::::58cm-1のモードがホ

スト媒質で活性化され，それがホール幅の増大をもた

らしているものと思われる.この活性化エネルギー6.E竺

58 cm-1は，PVAのフラクトンモード 26)のほぽ中央に

一致しており27h我々はこれが PVAのフラクトンモー

ドであると考えている.

HITC/EtOHは冷却の際にクラックが生じて，フォ

Tw=6 nsのf'holeには， Tと15Kの高温部で T1.3依存

性からの大きなずれがみとめられる.このf'holeと直線

Aとの差6.f'holeの温度依存性は図 8のようになり，実

線で示したように

30 
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ホールパーニング分光法によって測定した HITC/

EtOHのTw=2 mmにおけるホール幅rho1eの

温度依存性

直線は HITC/EtOHのフラクタル次元D=2.7
と(6)式から期待される T312・7依存性を示している.

Temperature 

図9

T -1 (10-2K-1) 

図8.HITC/PVAにおけるd.rho1eの温度依存性

ただし d.rho1eは図 7のナノ秒インコヒーレント

光フォトンエコーによる測定値 rho1e と直線Aと

の差.
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図12 半導体レーザーの電流変調波長掃引による単一

ホールの多数回読み出し

3 )にもかかわらず，ホール幅rho1e は逆に PVAより

も大きいことである.このことは今までも述べてきた

ように，重合度の高いポリマーガラスでは，長くかっ

しっかりした長鎖ポリマーが色素分子をとりまいてい

るため，種々の大きさの voidが存在し，不均一性が大

きいためフラクタル次元は小さくなるが，動的には安

定でホール幅は狭くなり，逆にモノマーガラスは，不

均一'性は小さ く，フラクタル次元は 3に近いが，動的

には束縛が小さく，擾乱が大きくて，ホール幅が広が

るためと考えることができる 21-22).HITC/PVAおよび

HITC/EtOHの両者とも，ホール幅rho1eの時間変化は，

ホールの深さの時間変化よりもゆるやかであり，この

ことは，スペクトル拡散とホール埋め戻しの各々に寄

与する緩和過程が必ずしも同ーのものではないことを

示唆している.

5.おわりに

有機非品質系における永続的ホールパーニングのダ

イナミックスに関しては，未解決の問題が多く，この

現象を利用した光メモリーの開発のためにも，その研

究の進展が望まれる.本稿で述べた一光子遷移過程に

第 52号 (1991)

lnm 
トーーー---i

o 1 0 1 0 0 0 0: 0 1 0 0 1 0 0 0: 0 1 0 0 0 0 1 0 

P H B 

図13 広帯域波長可変半導体レーザーを用いて HITC/
PVAに記録したアスキーコードによる“PHB"

三文字の読み出し信号

よる永続的ホールパーニングは，書き込みと読み出し

が同一の物理過程であるため，読み出し行為中に書き

込みが行われて，結果的に記録を破壊するという重大

な問題が指摘されている.我々はその影響を調べるた

めに，一度書き込んだホールがどれくらいの回数の読

を出しに耐え得るかを HITC/PVAを用いて実験的に

試みた.その結果を図12に示す.読み出し時の照射強

度は，書き込み時に較べて数百分の lにしているが，

1000回以上の読み出しにも耐え得ることが示された22，25)

この耐久性はある種の応用には充分なものであると思

われる.

最後に，広帯域波長可変半導体レーザーを用いて，

HITC/PVAに記録したアスキーコードによる“PHB"

の三文字の読み出し信号を示す(図13)22). 
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4 

一宮周

高分子フィルムのレーザーアプレーション

光を使って固体表面に穴をあけるという発想はレー

ザー技術の創世期よりあったと考えられ，金属表面の

溶融，温度上昇のシュミレーション等については既に

二十年前に成書が出版されている lにこの現象がレーザー

アプレーションと名付げられ注目されるようになった

のは Srinivasanらの貢献によるものであろう.彼らは

遠紫外域で高出力のパルス発振が可能なエキシマーレー

ザーを用い，有機高分子園体の照射部のみがきれいに

消失し，その壁画が平滑で熱効果の少ないことを示し

た2) 高エネルギーの光子による高密度励起により分子

の結合が直接切断され，低分子活性種が高密度に生成

する非線形光化学反応として位置づけられている3) こ

の興味深い現象について励起波長，パルス幅，被照射

マトリックスを変える等さまざまのアプローチがなさ

れてきたが，関与する分子種の電子状態のダイナミッ

クスはまだ明らかではない.最近の Srinivasanらの総

説においてもアプレーションとよばれる現象には熱効

果も含めて多種多様の分解過程が含まれており，その

機構に関する議論は終わつていないことを認めている的

この現象の光化学初期過程のダイナミクスを調べる

ため，我々のグループは光吸収分子を高分子マトリッ

クスに分散した系について，時間分解分光法を主とし

て用い研究している.励起状態のエネルギー準位，発

光スペクトルおよび中間体吸収スペクトル，電荷移動

や反応を含む輯射 ・無幅射過程の失活速度等が既知の

π電子系有機分子を用いることにより，アプレーション

機構のダイナミクスを解明する糸口が掴めると期待さ

れるからである 5) さらに分子分散系ではマトリックス

中の光吸収分子の濃度を調節し，励起分子密度の効果

を調べることができるという利点もある.

もうひとつ我々のとっている方法論は単一パルス励

起のみを扱い，同一表面に繰り返し照射は行わないこ

とである.アプレーションはしきい値を持って起こる

現象で，ある光強度以下では表面形状は変わらない.

ところが単一パルスで穴があかない強度でも，繰り返

し照射により穴があくことがある.繰り返し照射では

第 52号 (1991)
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既に生成した数種の不安定中間体等をさらに励起する

ことになり光吸収分子を特定することができない.こ

れでは光化学初期過程を議論することは難しい.

単一ノfノレス照射に限定し，しきい値近傍の照射光強

度による表面形態変化を詳細に調べると，照射表面が

不可逆的に膨張するという現象がかなり一般的に見ら

れる.特にポルフィリン系色素をドープした高分子マ

トリックスではこの膨らみは顕著であり，更に高い強

度で照射すると穴があき，その周囲にはマトリックス

の溶融の跡が残る 6) ポルフィリン誘導体の第二励起一

重項 (S2)状態から最低励起一重項 (SI)状態への内

部転換はサプピコ秒のオーダーで起こり，およそ1.5eV

のエネルギーは分子の振動エネルギーに転換される.

SI状態のエネルギーは約 2eVとかなり低くこの状態か

らの光化学的開裂反応は期待できない.主要な失活過

程は蛍光と最低三重項 (T)状態への項間交差である.

この系でアプレーション時の時間分解発光を観測する

とレーザーパルスの前半部分で蛍光強度はピークに達

し，急速に減表したあと可視領域に特別な発光は現れ

ない.分解生成物である低分子フラグメントからの発

光は 2J/cm2以上の高強度照射の場合にのみ現れ，しか

もレーザーパルス減衰後50nsかけて立ち上がる 7) し

たがって，レーザーパルスの後半部には可視域発光か

らは何も観測できない無発光誘導期というべき状態が

存在する.

無発光状態の出現は今までのところ一般的に起こる

ようで， SI状態の高い (4.2eV)ピフェニルを分散し

たフィルムにおいても観測される8) さらにアプレーショ

ン時の時間分解吸収スペクトル測定によれば， T1状態

の生成および早い減衰が励起ノ.::}レスの時間内に起こる

ことがわかる.この場合にも分解による生成物の飛び

出しは，やはりレーザーパルス照射後50ns程度で起こ

ることが顕微鏡面のナノ秒時間分解観察より確認され

たへしたがって SI状態，およびT1状態の失活から低

分子分解物の生成に至るまでの数10nsの時間帯は可視

分光領域では何も見えない誘導期のような状態である.
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はたしてこの時間帯に存在する分子種は何であろうか.

その電子状態，分子構造はいまだ分光学的につかまえ

られていない

飛行時間型質量分析計を用いて固体表面から飛び出

す分子種の質量および運動エネルギーの測定も行われ

た10) アントラセンを光吸収分子としてポリスチレン中

に分散させたフィルムでは，しきい値付近の光強度で

検出できる分子種は未分解 ・中性のアントラセンが主

であった.その運動エネルギ一分布の高エネルギー側

はマックスウェル ・ポルツマン分布によって解析でき

るが，低エネルギ一分子の量が予想、されるほど検出で

きない.また重水素置換は運動エネルギーの低下をも

たらす.これらの結果は熱効果を想起させるものの，

光エネルギーが単純に熱に転換することによりアプレー

ションが起こるとして説明できるものではない.特に

高エネルギー照射の場合に観測されるスチレンモノマー

の運動エネルギ一分布はアントラセンのものと一致し

ない.

高密度励起により生成し，しかも分解に至らない中

間体としてどのようなものが考えられるだろうか.光

吸収分子がリドベルグ状態に励起されると電子は分子

から離れた軌道に移りその電子雲はかさ高いものとな

る.このような状態が高密度に生成すれば電子間反発

により分子は分解せずに飛散し高い運動エネルギーを

持つ可能性はある 11) この状態を発光あるいは吸収スペ

クトルにより捕らえるにはどうしたらよいか考える必

要があろう .

もうひとつの有力な中間体はホット分子 (S。“)で

ある 12) これは高振動励起状態にある電子基底状態のこ

とで，遠紫外光による光解離においても反応中間体と

して関与していることが明らかとなってきた.この状

態は分子間衝突によって緩和してしまうため固相反応

においても寄与しているかどうか疑問もあるが，イオ

ン種も生成せず発光もしない“darkprocess"である

点，光吸収分子がエネルギ一分布の広がりを持たずに

高温状態に到達するため，通常の熱反応とは異なる生

成物を生じ光化学反応の特徴が保存される点，など共

通要素は多い.この状態の溶液中における寿命はピコ

秒のオーダーで意外に長い.1.8 eV程度のエネルギー

を持つ So..状態から溶媒分子へのエネルギ一散逸の時

定数は11psであるとする報告もある 13)

通常のレーザーアプレーションにおいてはパルス幅

はナノ秒以上であるので，光吸収によって生成したホツ
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ト分子から近接するマトリックス分子へ励起エネルギー

が完全に移動しても再励起が起こると考えられる.ホッ

ト分子に隣接する分子のみならずさらに外側に位置す

る周囲の分子への振動エネルギー移動を考慮すれば，

分子集団としての振動エネルギーレベルの上昇の時定

数はナノ秒オーダーに長くなるかもしれない.このよ

うにホット分子がアプレーション前駆体として繰り返

し生成し，低分子へと分解していく過程と分子間エネ

ルギー移動による分子集団の熱励起が競争的に起こっ

ているとすれば，得られた結果を統一的に説明できる

かもしれない.問題はどのようにしてこのホット分子

の生成と減衰を目に見えるように実験によりとらえる

かである.アプレーション過程に介在する，分光学的

に“dark"な状態を明らかにする方向で研究が進行し

ている.
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一官買主主E

放射線架橋による自己制御形発熱体の製造

1 .はじめに

放射線架橋が電線，熱収縮チュープ，発泡シート，

塗料，あるいは粘着材などに広く利用されていること

は良く知られている.

ここではこれらの応用とは異なる目的で放射線架橋

が利用されている例としてプラスチックス発熱体を紹

介する.特に自己制御形プラスチックス発熱体の製造

のポイントと放射線架橋が必要な理由などについて述

べる.

2.プラスチックス発熱体の利用

カーボンなどの導電性付与剤をゴムやプラスチック

スに混和してヒーターとして利用する考えは古く 1950

年代からあった1，2) またグラフトカーボンをもちいた

面発熱体3)，あるいは電子線架橋による発熱体も比較的

早く ，1970年代には製品化されており ，Josephらの要

を得た見解が報告されているべ

圏内では電子線架橋による発熱体は日立電線円藤倉

電線などが製品化している.用途としては融雪，床暖

房，配管の保温，凍結防止である.特殊な利用として

は冷蔵庫の霜取りがある 6)

3.自己制御形プラスチックス発熱体の製造

導電性付与剤(カーボン)とプラスチックスを適当

な組成とすることにより ，図 1に示す様な正の抵抗-

温度係数 (PTC)を有する抵抗体が得られる.これを

例えば図 1に示す構造の素子にすることによって自己

制御プラスチックス発熱体を得ることができる.この

自己制御機能に関する電気的な説明は津端らが行なっ

てい石 7，8)

実際は組成的に抵抗変動の大きな領域を利用した製

品であるため製造に当っては多くの技術的課題を克服

する必要がある.目的に適した組成の選択と精度の高

い製造技術がポイントである.製品化において重要な

ことはまず火災の危険がなく安全性の高いこと，次い

でロット間の特性ノてラツキが少なく長期使用に耐える
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目立電線(株) 柏 崎 茂
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図 1.自己制御形発熱体

千ミ

ヨヨ

l..11付与剣 h
ト{~l flPtIl lilfl~f官二匝E

|プラスチックス ド

図 2. 自己制御形プラスチックス発熱体の製造工程

こと，そして製造安定性が高く製造工程内における抵

抗変動が小さいことである.図 2に製造工程を示す.

これらに対して電子線架橋は有利であり ，その利用

によってより幅広い製品の開発と性能の向上が期待で

きる.

4.プラスチック発熱体の電子線架橋

架橋体を得るには反応性樹脂の採用，パーオキサイ

ドの添加などによる方法もあるが， プラスチックス発

熱体を放射線架橋する場合の効果を述べる.
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4.1 非架橋系と架橋系の抵抗ー温度特性

図3はポリふっ化ピニリデン抵抗体の抵抗温度特性

である.融点の160
0

C付近まで抵抗は増加するがこれを

越えると急激な抵抗の減少が現われる.ポリエチレン

においても同様の現象が生ずることは Narkisか詳しく

報告している9)

発熱体における抵抗の激減は過大電流を招き，プラ

スチックスの発火原因となる.一連のメカニズムはま

だ十分に解明されていないが，結果的には結晶による

束縛が消えて新たなカーボンパスが生成するためと考
150 

図 5.架橋度の異なるパーオキサイド架橋ポリエチレ

ンの PTC特性

100 

度 (OC)

50 

Z臼
IJIII. 

10 

えられる.

したがって架橋による束縛ならば融点を越えても抵

抗の減少を防止できることになる.図 4は電子線架橋

した抵抗体の抵抗ー温度特性である.融点を越えても

抵抗の低下は無く，架橋によって完全に過大電流を防

止できることがわかる.

表 1.電子線架橋ポリエチレン抵抗体の抵抗変化

線量 (kGy) ゲル分率(%) 抵抗 (O/m)

。 。 1.5 X 103 

10 5> 0.9 X 103 

100 72 1.0 X 103 

300 90 1. 5 X 103 

放 学化線射

4.2 電子線架橋とパーオキサイド架橋

架橋の方法によって発熱体特性が変動するなどの問

題が生じ得る.図5はジクミルパーオキサイド量を加

減してポリエチレン抵抗体の架橋度を変えた場合の PTC

特性である.架橋度により抵抗値は 2桁以上異なって

しまう.また架橋温度が融点以上であるために，図 1

の構造の発熱体においては電極間ピッチが変わるなど

の問題が起こり易い.

表 lはポリエチレン抵抗体を電子線架橋した場合の
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室温抵抗である.架橋度の違いによる抵抗変化が非常

に少ない.

示差熱分析により架橋前後の結晶量を比較すると，

電子線架橋では変化がわずかであるのに対してパーオ

キサイド架橋では結晶量が初期の90------70%に架橋度と

共に減少している.この様な架橋前後のポリマ組織の

変化はより大きく抵抗に影響する.

4.3 高融点プラスチックスの架橋

高融点プラスチックスは発熱体制御温度を高温側に

シフトできる.しかし分解温度の制限からパーオキサ

1000 

( 

〉
} 

凶 300 

200 .. 
100 

¥X¥、¥

“・.‘・.
-‘ ... 

10 10' 10' 10. 10' 10' 

時 間 (h ) 

図 6.発熱体の V-tプロット

イドでは融点の高いプラスチックスの架橋は困難であ ズムについては全く触れなかったが最近の合成有機導

る.電子線はプラスチックスの融点に制限されること 電体に劣らず大変興味深いものである.放射線架橋技

なく架橋が行なえるので広範囲のプラスチックス発熱 術とこの分野の研究進展により新たな製品が生れるも

体の製造が可能となる. のと考えている.

例えば融点160------170
0

Cのポリふっ化ピニリデンの架

橋に関しては幕内の詳しい研究がある 10) ポリふっ化ピ

ニリデン発熱体を開発する際には参考になる.

5.自己制御形発熱体の寿命

発熱体の寿命は出力が徐々に低下することで決まる.

したがって使用電圧を異常に高めない限り劣化は火災

の危険のない安全サイドに向う.また寿命は V-tプロッ

トでおおまかに予測できる.図 6は出力が80%に低下

する時間を寿命としてプロットした例である.200V以

下では10年以上の寿命を有することがわかる.

6.むすび

放射線架橋は自己制御形プラスチックス発熱体を製

造する上で，発熱体抵抗の安定性，高温制御発熱体な

どの製品拡大，安全性向上な ど多くの点で有利である

ことを述べた.

一方，高分子混和系抵抗体の抵抗変化，導電メカニ

第 52号 (1991)
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GSIにおける核飛跡利用に関する研究協力

主

91年 1月末から 1年間の予定でドイツ GS1において

研究生活を送っています. GS1の正式名称は Gesell-

schaft fur Schwerionen forschung mbH. (重イオン

研究所)というもので，ダルムシュタット郊外の森の

中にあります.ダルムシュタットはフランクアルトの

南方約30kmの位置にある人口20万人程度の町です.

雪はあまり降らないそうなのですが 2月中句には 5

年ぶりに雪が一週間降り続き，気温が日中でも -5度

ぐらいの日が続きました.しかしながら 5月になる

と天気の良い日は気温が25度まで上昇し， とても快適

です.住宅から GS1までは自転車で20分くらいですが，

冬にはガチガチに氷った小川の横を通っていましたが，

今ではサラサラと音を立てて流れ 5月には菜の花が

咲き，末には麦の穂が出はじめました.この辺は白ア

スパラガスの産地のようで，朝夕には収穫している人々

を見かけます.
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GS1には図 1に示す加速器があります.イオン注入

器部では30-----300kVのエネルギーのイオン照射が1013

-----1016 ions/sで可能です.イオンはさらに120mの長さ

のユニバーサルリニアアクセレレータ (UN1LAC)に

より加速され，最大20MeV/uのエネルギーのイオンが

1011
-----1013 ions/sで利用できます.また UN1LACで加

速されたイオンは周長216mの重イオンシンクロトロン

(S1S)で加速され， 2 GeV/uまでのエネルギーのイオ

ンが101-----1011 ions/sで利用できます.これらの施設を

使用して，核物理，原子物理を中心とした研究が行な

われており，世界各国からのゲス長研究員も数多く ，

総勢600人が従事しています.照射のビームタイムはGS1

と大学関係の人々で構成される科学委員会で審査され

承認されたテーマに分配されるシステムになっていま

す.

放射線化学



••• 
，.、

higtt1 charge 
!.ojector 

300 keV/u 
14 

1fragment 
lseparator 

:ESR 
: exper卜
1 mental 
storage 

UNIしAC <:::::":;:;:"¥! : :::::...~.:.~~ 

linear accelerator 

t.~"]20[M州 I [' 

implcnter 
45 keV/~ … j 

30-300 kV 

図 1. GSIのイオン加速器系

私の滞在している研究室はDr.N. Angentを中心とす

る材料科学グループの中の 1つで，核飛跡の応用に関

する研究を行なっています.その他の材料科学関係の

研究室ではイオ ン注入，イオンビーム改質， トンネル

顕微鏡を用いた核飛跡の観察等の研究を行なっていま

す.私たちの研究室では主にポリマ一一フィルムに

UNILACを使用して，重イオンを照射し，その核飛跡

をアルカリや酸化剤溶液でエッチング処理することに

より，飛跡に沿った細孔を作成することを旨としてい

ます.具体的にはこの細孔の生成過程を電気伝導溶媒

エッチャントに加えることによる増感現象の研究，耐

熱性耐薬品性のある核飛跡フィルターの開発，核飛跡

フィルターを用いた金属一半導体結合の作成，フィル

ム連続イオン照射装置の開発などが行なわれています.

また，フィルム中の核飛跡密度及びドライエッチング

処理の気体拡散への影響を調べる研究が始まりつつあ

ります.

私の滞在目的は GSIと原研との研究協力合意に基づ

いた研究の 1テーマである核飛跡に関する研究協力の

ためで，原研で見い出したメタクロイルアミノ酸を含

む温度応答性を有するコポリマーフィルムに核飛距跡

を利用した多孔化技術を応用し，温度応答性のある細
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孔をもったフィルターを作成し，物質分離に利用する

というものです.この研究協力ではコポリマーフィル

ムの作成は原研が行ない，照射は GSIで行なうことに

なっています.100μmの厚みのコポリマーフィルムを

約11MeV/uのXe，Au，Kr等のイオンで照射を行なっ

ています.このエネルギーでは150μmの厚みまで加速

されたイオンは貫通するそうです.また最大 4X4cmの

ブィフムまで均一に照射することが可能です.ビーム

タイムは約 1ヵ月に一回程度あり，照射の際にはフィ

ルム10枚を 1つのカートリッジに入れ，ビームライン

にある照射装置に取り付けます.この照射装置は大気

中から真空を破らずに試料を照射用チェシパーに入れ

ることができるため，試科出し入れの 1サイクルの時

間は10秒程度で，非常に効率よくフィルムの照射が可

能になっています.前回のどームタイムでは研究室員

のサンプル及び外部からの依頼サンプルを含めて 3

日間で500枚のフィルムを照射することができました.

すでに 4ヵ月が過ぎ，月日の経つのは早いものだと

改めて感じています.最後になりましたが，この海外

レポートを書く機会を与えて頂きましたことに感謝致

します.
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住友重機械工業電子照射応用開発センター

最初からプライペートなことで恐縮だが， 1988年 4

月に東海村の東大原子力工学研究施設から，つくば市

の文部省高エネルギー物理学研究所に転勤になった.

転勤以後，放射線化学討論会にも出席していないし，

仕事の内容も大きく変わったが，何となく今も学会の

メンバーには据え置いてもらい，学会誌は時々懐かし

さ半分で目を通している.今回は企業の訪問記という

ことで，正直なところあまり適任とも思えないが，元

の同僚の鷲尾方一氏の勤務先という気安さで引受けて

しまった.直流加速器については，以前に本紙に， 1984 

年の応用放射線化学シンポジウムの報告記事(Vo1.38，

p.31)一低エネルギー電子線による表面処理加工;低エ

ネルギー加速器の現状ーを書いたことがあり，それ以

来何となく気になる存在となっている.

訪問先は，つくば市にある住友重機械工業の電子照

射応用開発センターで，1989年の 6月に関所したそう

である.訪問日は， 1991年の 6月4日であり，鷲尾氏

には，かなり以前から一度見学をお願いしておきなが

ら，極く近くで何時でも行けるという安心感も手伝っ

て，長い間，同じっくばの地で，その詳細な場所，内

容を知らなかったことになる.私自身は，今まで主と

してリニアックを取り扱ってきているが，すべての加

速器に共通なこととして，その利用，応用が非常に重

要であり，利用分野の開拓は，加速器技術開発と両輪

と考えている.そんなわけで，直流加速器に十分な興

味を持ち，照射応用が重要な分野と認識している積も

りであるが，実際に照射の現場の見学をするのは，今

回が初めてであり，他に比較する何物もないのである

が，以下にその印象を書いてみたい.

ここでは， 5MeVで40mA，200kWという高出力

ダイナミトロンがその中心装置となり，電子線の照射

の技術開発を進めている.多方面に開かれた研究所で，

産，官，学の広い分野との協調で進めているとのこと

である.開所以来，半導体照射，フッ素系樹脂の超微

粒子化，実験器具の滅菌，医療用機器の滅菌処理，わ

けでも，極く最近厚生省の認可がおりたという手術用

ゴム手袋，生物的な試料，生花等の幅の広い分野での

電子応用の研究を行なっている.装置で照射するのみ
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ではなく，照射後の評価のため，化学系の分析室，生

物系の評価の部屋が準備されている.前述の1984年の

シンポジウムの際に， 一つ印象に残ったことは，出力

線量の評価方法が今後の重要課題として認識されてい

るということであった.ここでは，化学，生物の専用

室のほか，照射線量の管理のためのスペースが用意さ

れていた.

さて，鷲尾氏に案内を乞うと，汚水処理のプラ ント

模型の前を通り，さっそく照射中の加速器フロアに連

れていってくれた.広いフロアでコンペアーにのった

試料は，つぎつぎに一方の迷路から照射室に入っては，

他方の迷路から出てき，それを何回か繰り返す.そう

しないと被照射物の温度まで上がってしまうそうで，

ビーム出力からすれば，当然である.被照射物も全く

の開発品から，既にルーチンワークとなったものまで

多種多様とのことである..

電圧は， 500 kVから，最高電圧である 5MVまで可

変とのことで，そのためにビームパラメーターに工夫

がなされているとのことである.確かに10倍の電圧可

変は，ビームの加速条件が大きく変化する中を，ほぽ

ビーム軌道を一定に保つのであるから，かなり大変で

あろう .またX線変換用のターゲットが準備されてお

り，比較的簡便に電子線， X線の両方が利用できる.

スキャ ン幅は， 1220 mmを最大とし，スキャン幅を

はじめとして，照射のパラメータは，自動設定で，コ

ンビュータコントロールで運転される.照射終了後に

照射室に案内してもらった.かなりオゾンが出ると思

われるがそれをほとんど感じない.部屋を 1分間に 2

回換気するとのことであった.迷路に設置されたカメ

ラが大きなミラーを通して照射室内を監視していた.

もちろんこれは，カメラの保護である.

さて，どうしても私自身は，装置の方に目が行くが，

最初の印象は， 5MV用の直流加速器の割には，小さ

いという印象であった;ダイナミトロンは，ご存じの

ように，二枚の向かい合った金属板が構成するコンデ

ンサを利用し，ダイオードと組み合わせて昇圧をする

ので，構成は，かなりシンプルと言ってよい.数百キ

ロボルトの加速器では，その電源と，加速管部分を高

放射線化学
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圧ケープルで接続するタイプがあるが，このような 5

MVの高電圧のものは，もちろん一体型で，高圧発生

部と，加速管は，一つのペツセルに入っている.高周

波発生部は，別のボックスに収められ，本体とはケー

プルで接続されている.電流，電圧のモニタはそれぞ

れ2重になっているが，その詳細は，割愛する.

ここで余談であるが，マイクロ波を用いたリニアッ

クでは， 10MVの加速のできる加速管の外側の両端に，

たとえ触っても感電しない.これは，加速管中に必ず

時間的に変化している磁界があり，そのゆえに対アー

スの電位というものを意識せずにすむ.一方，直流加

速器のターミナルは，対アースから見たときの電位は，

加速される電子の受付る加速電位と同じである.この

ことが直流加速器のエネルギーの上限を与えることは

さておき，直流電圧による電界か，磁界の変化によっ

て生じている電界かで，それによって加速されたビー

ムの微細構造を見たときに，純粋な直流ビームか，パ

ンチされたビームかが決まる.磁界の変化を利用する

加速器は，その境界条件として加速管壁を流れる電流

のジュール損が，エネルギー効率の決定要因の一つで

あるが，直流加速器は，電源の効率でほとんどそれが

決まると言ってもよいであろう.最近エネルギー問題

に関連した話として，直流送電用の整流器の効率が格

段に良くなる可能性があるそうで，そうなるとこのよ

うな加速器には，朗報である.

どのような加速器も，外国で開発し，日本に持って

くると必ずしもその性能を発揮しないと言われている.

これは，一見科学的ではないが，どうも今までの経験

則では正しい.しかしこれは十分に考えられることで，

日本の湿度や，地震の多さを考えるとそれなりに気候

や，地理的条件にあったものに工夫しなければならな

い.加速器は，使用しているねじまで承知していない

と，分かつた気にならないが，その点，この加速器に

おいては，既に様々な経験を積み，すっかり日本の風

土にあったものになっている感じを受けた.

最後に，また前記のシンポジウムのまとめに戻るが，

当時二次電子を用いた加速器の構成がはっきりせず，

想像と断って書いたが，今回の訪問で，イオンプラズ

マ型 EBプロセッサの話を聞き，その想像が正しかった

ことが分かり，安心した次第である.

このような大型の照射用加速器から小型のそれ，リ

ニアック等，加速器の応用分野の益々の広がりを期待

して本報告を終りにしたい.

高エネルギー電子線・ X線照射施設

ラジエ工業で建設を進めていた電子線・ X線照射施

設が完成し， 4月13日(土)に見学する機会を得たので，

早速仲間と連れ立つて訪問することにした.ラジエ工

業の敷地内には沢山の桜の木があるが，すでにほとん

ど散っており，いくらか残っていた花も小雨に打たれ

て散りかけていた.車で門をくぐって右に曲ると，以

前駐車場になっていたところに大きな建屋があらわれ

た.外国人を連れて何度か見学に来たことがあるが，

この場所にこれほど広い敷地があったのかと改めて驚

いたものである.ラジエ工業が電子線照射施設の建設

を計画していることは，かなり前から聞いていた.放

射線プロセスには，コバルト60を使うよりも電子線を

利用すべきだと私は考えていたから，この計画が是非

成功してほしいと願っていた.

第 52号(1991)

原研高崎渡辺 宏

製品搬入口から中に入ると，雨天テニスコートのよ

うな広い作業エリアがあり，その一角に制御室がある.

作業エリアは照射前後の製品を区別するためにフェン

スで仕切られており，その横をコンベアラインが通っ

ている.加速器とコンベアラインは，図 1のように配

置きれいてコンパクトに設計されているようだ.

新しく建設した施設の加速器は， NHV製 5MeVの

コッククロフトワルトン型静電加速器である.加速器

の特徴を上げると，加速電圧は 1""'5MVの範囲で可

変であり，ビーム電流は 1""'30 mAまで変えられる.

ビーム走査幅は最大104mであるからかなり大きな物ま

で照射できることになる.一般に工業用に使われてい

る加速器は 2""'3MeV以下が普通であるから， 5MeV
の静電型加速器というのは少ない.住友重機が5年前
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に筑波に建設した電子照射応用開発センターに 5MeV

のダイナミトロンがあるが，それとあわせて世界でも

2つしかないことになる.更に，この施設の特徴は，

5MeVの電子線を重金属のターゲットにあててX線に

変換することができることである.変換X線を実用的

に使う施設は世界でも最初であり ，この点会社の照射

サービス業にかける意気込みが感じられる.ラジエ工

業はこれまでに 2つのコバルト60照射施設を持ってお

り，今回の電子加速器の完成によりぎ，ガンマ線，電子

線，変換X線の 3種の放射線が利用できる世界で唯一

の照射サービス会社となったといえる.

電子線をX線に変換するメリットは，透過力が大き

くなりその結果均一な照射が可能になることと，ガン

マ線よりも 1桁以上高い線量率で照射できることであ

る.図2は5MeV電子線からの変換X線とコバルト60

ガンマ線の製品中での線量分布を示している.このよ

うに 3種類の放射線が利用できるようになったことか

ら，嵩密度が0.2以下のような低密度の物は電子線で，

0.4以上の高密度の物にはX線で，更にその中間の嵩密

度の物はガンマ線で照射することができるようになっ

た.最も適切な照射条件を選べるという点はユーザー

にとっても大きなメリットであろう.また，これらの

電子線・ X線発生装置と照射用コンベア速度などはす

べてコンビュータ制御され，線量が管理されている.

これまでにもラジエ工業は， PMMA線量計の製造・

販売，滅菌線量を決定するためのバイオパーデン調査

や無菌試験などのサービスを行ってきており，今回の

電子加速器の整備でサービス分野の拡大をとげ，名実

ともに世界でトップクラスの照射サービス会社になっ
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Tごといえよう.

20年前，栃木精工(現在の日本アイソトープ照射協

同組合)が我が国最初の照射施設として設立されて以

来，現在までにコバルト60照射施設を有する会社・組

合などは 9施設にまで増えた.また，プロセス用電子

加速器はすでに150台以上になってきており，放射線利

用は着実に進展していると感じられる.放射線利用研

究に携わる私としては，ラジエ工業の今後の発展にで

きる限りの支援をおくりたいと思う.放射線利用を更

に拡大していくためには，山積する課題を産学官が協

力して解決していかなければならないし，更にまた新

しい芽の発見とそれを育てる努力をしていかなければ

ならないことを痛感した.

放射線化学
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|第T回日本放射線化学会賞|

審査経過

長年の懸案事項であった日本放射線化学会賞が昨年

秋(1990年10月)の理事会において審議され，同時期

に開催された放射線化学会総会においてその設置が決

定された.第 1回の受賞者を年度内に決めることになっ

た.賞の主旨は，放射線化学の基礎と応用及び関連分

野の研究を奨励推進するこ与とを目的とするものである.

初年度の平成 2年度については，推薦書類の提出期

限を平成 3年 2月末とすることになり，広知された.

多数の候補者推薦が提出され，平成 3年 3月31日に

審査が行われた.審査委員会のメンバーは下記の 8名

(委員長を含む)であった.

田 畑 米 穂 東海大学 委員長

吉 原 賢 二 東北大半

西川 勝

相原久二

山岡仁史

浜 義昌

志 田 忠 正

吉良 爽

東京大学

名古屋工業大学

京都大学原子炉

早稲田大学

京都大学

理化学研究所

慎重審議の結果，下記の 2件を第 1回日本放射線化

学会賞候補として理事会へ推薦することが決まった.

伊藤泰男氏

東京大学原子力研究総合センタ一 助教授

“素粒子化学と放射線化学の境界領域の開拓"

業績概略

陽電子やミユオンなどの粒子が関与する化学過程を

γ線や電子線などのイオン放射線による「放射線化学」

と対比して両者の接点を探求することによって r素粒

子化学」と呼ばれる新しいユニークな分野を開拓した.

研究業績は次の 3項目に大別出来る.

(1) 陽電子消滅法の高分子化学への応用

陽電子消滅法の固体中のフリー・ボリュームを鋭

敏に感知・検出することができる特徴を利用し，放

射線固相重合においてモノマー結品からポリマー相

への変換過程を追跡することに成功した.この手法

は有機絶縁材料などの高分子化合物の照射効果の研

第 52号 (1991)

究にも応用され成功をおさめている.

(2) 陽電子， ミユオンによるスパー内反応の研究

有機溶媒中でのポジトロニウム形成機構が放射線

化学におけるスパー内反応、と類似した現象であるこ

とを見いだし，ポジトロニウム形成モデルを精密化

するとともに，更にミユオンが有機溶媒中でミユオ

ニウムを形成することを世界で初めて観測すること

に成功しており，その後もこれら三つの現象を対比

しながら研究を進めて貴重な成果を得ている.

(3) 単色低速陽電子ビームの開発

電子線リニアックを用いて低速単色陽子ビームを

発生させる研究を現在進めており，既に日本原子力

研究所の電子線リニアックを用いて輝度強化した高

強度の陽電子ビームの発生に成功するなど着々と成

果を得つつある.高強度陽電子ビームの開発は電子

ビームとは全く異なった新しい局面を放射線化学研

究に付与し，大きなインパクトを与えることが期待

される.

新しい素粒子化学の境界領域分野の開拓によって，

ビーム科学，粒子線科学の今後重要な分野への寄与

に重要な役割を果しており，その功績はきわめて大

きい.

宮崎哲郎氏

名古屋大学工学部助教授

“放射線照射による極低温化学反応の研究"

業績概略

γ線，電子線，熱中性子線および紫外線を用いる極低

温において化学反応の初期過程の研究を行い，量子力

学的トンネル効果や拡散効果について，極めて重要な

知見を得ることに成功した.その内容を要約すると次

の5項目にまとめられる.

(1) 化学反応速度論的に重要な水素原子一分子反応系

においてトンネル反応を実証し，その速度定数の絶

対値を初めて測定し理論的説明を与えた.

(2) 低温物理学における水素原子の量子拡散に対しト

ンネル反応の関与を指摘した.
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(3) 核融合炉燃料のトリチウムにおいてトンネル反応

を見出した.

(4) 分子性結品場において水素原子のドンネル反応を

利用して高選択的反応を発見した.

(5) ラジカル測定により凍結性細胞の放射線生物影響

におけるトンネル反応の可能性を指摘した.

結論として，放射線を使って極低温化学反応を先駆

的，独創的に開拓し，関連分野の発展に項献した.

文責 田畑米穂

素粒子化学と放射線化学の境界領域の開拓

東京大学原子力研究総合センター 伊藤泰男

本会の賞を標記課題に与えて下さったことを心から

感謝申し上げます.それは私個人にとって栄誉である

という至極当たり前の理由からだけではなく，日本放

射線化学会が学際領域の開拓に積極的であり，その為

には(本稿で明らかになるように)未だ完成に遠い仕

事にもあたたかい評価をして下さる度量を持っている

ことを示された点において r放射線化学」の未来を明

るく感ずるためです.今後若い研究者が素粒子化学の

みならず多くの境界領域で遊ぶことを勇気づけられる

ことでしょう.以下表題の研究課題についていささか

の自負を持って，しかし到達点については未完成の恥

じらいをもって報告させていただきます.

1 .素粒子化学とは，その放射線化学との関係

「素粒子化学」という用語は目新しく対応する英語も

ないけれども，ポジトロン・ポジトロニウム化学，ミュ

オン・ミュオニウム化学は世界ではそれぞれの専門家

が研績を深めている.日本ではこれらの分野の研究者

が少ない為に私ごときが「素粒子化学」などと勝手に

命名している.私は「素粒子化学」の中に負ミュオン，

π中間子，アンチプロトンなどが引き起こす化学効果を

も包含させて考えているが，中間子やアンチプロトン

は厳密には素粒子ではないから用語は既に破綻してい

る rエキゾチック粒子化学」の方がより幅の広い用語

であろう.

放射線が物質に入射すると入射する側される側共に

変化する.初期過程を論ずる際には両者ともに考察さ

れるが，あるレベルからは入射する粒子を追いかける

立場(ホットアトム化学)とエネルギーをもらった物

質の変化を追う立場(放射線化学)とに分化してしま

う r放射線化学」では放射線によって物質にどのよう
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にエネルギー付与されるかが重要で，一次放射線の最

終的な運命はあずかり知らぬという立場が鮮明である.

「素粒子化学」は一次入射粒子 (e+，μ+など)の化学的

な運命を追いかけることが課題である点，文それは物

質側の変化と切り離せないという点で「ホツ.トアトム

化学」に近いが，素粒子化学では観測時間が短い(ポ

ジトロン化学では ns，ミュオン化学では μs)ために 2

つの側面を自ずから同時に扱うことが出来るという特

徴がある r素粒子化学」は“離別"したホットアトム

化学と放射線化学を録するものとして優れた境界領域

を構成しているといって良いであろう.

2.ポジトロニウム形成とミュオニウム形式

e+，μ+を絶縁体材料に入射させると，電子を一つ拾っ

てそれぞれポジトロニウム (Ps)，ミュオニウム (Mu)

と呼ぶ軽い水素様原子をつくる. 1) これらがどのよ

うに出来るのか 2 )生成したこれら粒子の化学反応

性はどのようなものかが研究の対象となり，いずれも

放射線化学と密接である.

放 射 線 化 学
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Ps形成機構について，e+が分子から直接電子を引き

抜くというエピサーマルモデル(Oreモデル)と， e+が

自ら作っ。た最終スパー内に止まって過剰電子と結合す

るという“スパーモデル"がある 1)

ザ +M一一→ Ps+M+

(エピサーマルモデル/Oreモデル) (1) 

ぜ+e一一→ Ps スパーモデル) (2) 

スパーモデルが最初に提案された1974年からの15年ほ

どはこの 2つのモデルの妥当性をめぐって論争が繰り

広げられた.我々もこれに加わり初期の頃はエピサー

マルモデルの立場から解析を進めたが，軽粒子のエピ

サーマル反応はむづかしい課題でよりどころがない.

a 一方放射線化学では電子捕捉反応の知見がそろってい

て，それとの比較でモデル(2)を定量的に検証する事が

可能と思われた.実際この方向の一連の論文2)では，電

子捕捉反応の効率と Ps形成抑制の効率が極めてよく対

応する事，ヘキサンを溶媒とすると WAS式を適用で

きる場合が多くしかも反応性定数 αの値も放射線化学

の値と等しい場合が多いことが分かつた3) 放射線化学

とポジトロニウム形成のこのような強い相関を示すこ

とによって，我々はスパーモデルの妥当性を主張した

訳だが，一方では αが殆ど同じであるという事実が何

を意味しているのか，新しい問題を抱え込むことになっ

た.

更に我々は例えばヘキサンと C6F6の二成分系の放射

線発光の効率と Ps形成効率の相関も良い事を見いだし

たへこれもスパーモデルの妥当性を裏付ける材料になっ

たが，更に全てのフッ素化ベンゼン (C6H6-nFn)につ

いて系統的に実験した結果，

Ip- Ex'"'"'6.8 eV (3) 

(lpはフッ素化ベンゼンのイオン化ポテンシャル，Exは

その励起状態エネルギー， 6.8eVはPsの結合エネル

ギー)の条件に近いものほど Ps形成効率が高い事を見

いだした.これは

ぜ+C6H6-nFn・一→ PS+C6H6-nFn+ (4) 
の反応の共鳴条件になっていることを強調し，これを

拡張して“共鳴ポジトロニウム形成"機構を提案した幻

この論文ではこの機構を導入することによつて Oreモ

デルとスパ一モデルの相克を止揚することを狙つてい

る.いずれにしても，ポジトロニウムの前駆体として

当初考えられていた (a)過剰電子のみでなく，(b)捕捉電

子や (c)励起電子も重要である.そしてその重要さは，

(c)， (b)， (a)の順になることを我々は主張しているが，

その可否の判断は今後に待たなくてはならない.

以上ポジトロニウム形成について簡単に紹介した.
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同じ様な視点でミュオニウム形成の実験も行ったがトヘ

ポジトロニウム形成の場合ほど簡単ではないことを明

らかにするに留まっている.とはいえ，ミュオンは物

質の中に自らを含む反応系を作りそれを自らがプロー

プする9)ので，放射線化学・ホットアトム化学の新しい

領域である.

3.おわ りに

ポジトロン ・ポジトロニウムは基礎化学研究の対象

であるだけでなく，物質探求の道具ともなる.この視

点の研究は我々も古くから行っており固相重合系への

適用10)などは早すぎた試みであったが，最近空孔 ・自

由空間の面から物質をキャラクタライズする道具とし

て，定量的にも信頼できるものになりつつある.放射

線照射によるポリエチレンのミクロ構造の変化をポジ

トロンで測定する我々の試みが進んでいることを付記

しておきたい11，12) 更にポジトロンを放射線化学の線源

とすることも近い将来可能になろう.高エネルギーポ

ジトロンの照射効果は電子線照射の効果とあまり異な

らないとみられるが，低エネルギーのポジトロンビー

ムは，全く新しいイオン化の手段を提供してくれる.

即ち，イオン化エネルギー以下のポジトロンを物質に

注入すると“陽電子消滅"によって電子を一つ消し去

るので，ソフトなしかも陽イオンを生成するだけのイ

オン化が起こる.このようなソフトなイオン化を用い

るアイデアは既に幾つか提案されている.現在我々が

開発中の低速ポジトロンビームの強度は， 3x 101ザ/s

である 13) 感度の良い系を選べばこのビームでも放射線

化学が出来るだろう.エキゾチックな放射線化学への

夢が膨らむ.

エキゾチックといえば，反水素の合成の夢も語って

おこう.反水素合成法は色々提案されているが，我々

lま

ぜ+(p. He+)ー→ H+He+ (5) 

の反応、に興味を持っている.(五・He+)は最近見つかっ

た，反陽子をヘリウムに入射したときに出来る“奇妙

な"長寿命粒子であるが，五は素粒子原子の主量子数の

大きな軌道にいて“励起された重い電子"として存在

している.我々は反応(4)と(5)に強いアナロジーを見て

いるが，如何なものであろうか? 反水素の次には順

次反物質を合成する……エキゾチックな世界への一抹

の夢.

最後にこれら一連の研究は，田畑米穂教授はじめ多

くの協力者，大学院学生(文献引用で名前を挙げさせ
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ていただく)の協力なくしては到底達成できなかった

ものであることを付記して感謝に替えたい.
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放射線照射による極低温化学反応の研究

1 .極低温化学反応の特色

これまで極低温 (4K付近)は化学反応の初期過程

を凍結し観測する手段として用いられていた.筆者は

極低温の新しい特色として次の点を指摘し研究を行なっ

た.第一に最も重要な点として，極低温では熱エネノレ

ギーにより起こる通常の過程が抑えられ， 量子力学的

トンネル効果による反応や拡散だけを取り出すことが

出来る.第二に極低温では簡単な分子(水素や希ガス

等)も国体となり，系が単純なため固相の素反応を研

究することが出来る.第三に極低温では分子が基底状

態となり，完全基底状態系の反応を研究する ことが出

来る.第四に細胞を生きた状態で極低温に凍結するこ

とが出来るので，細胞の放射線照射効果を生物効果の

測定と同時に ESR等によるラジカルの直接測定とを併

用して研究することが出来る.

極低温化学反応を研究するためには，まず極低温固

体中に水素原子やラジカル等の反応活性種を作る必要
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がある.一般に極低温実験では特別なクライオスタツ

トを用いて試料を冷却するが，放射線照射を使うとク

ライオスタットの中の固体に容易に活性種を作ること

が出来る.筆者は γ線，パルス電子線，熱中性子線お

よび紫外線照射を利用した.

放射線化学



2. トンネル反応の基礎的研究

水素原子一分子反応は最も単純な二分子反応であり，

実験値と理論値との比較が可能なため化学反応速度論

的に重要な系である.筆者は4.2Kと1.9Kにおいて

HD+D→ H+D2反応を直接観測することに成功した.

さらに速度定数の絶対値 KLZT1を実測した.表 1に示

すように速度定数に対して温度効果は見られず，見掛

けの活性化エネルギーは零である.実測値 (k~~~nel) は

反応の障壁を越えて起こる場合の推定値 (kC1a剖 cal) よ

りも，はるかに大きく， トンネル反応による場合の計

算値 (k出伊1)とほぽ一致する.次いでpara-H2(]= 

0)とortho-H2(]ニ1)を用いトンネル反応 H+H2→

H2+Hに対する回転量子状態 (]=oと1)の影響を調

べた. H2 (]=o)の方が H2 (]=1)よりも数倍トンネ

ル反応を起こし易いことを見出した.これらの研究の

後，日本およびアメリカで極低温水素原子一分子トン

ネル反応の速度に関する厳密な理論計算が展開されて

いる.

3. トンネル反応の展開

1.量子拡散とトンネル反応

低温固体中を原子が波動性に基づくトンネル効果に

より拡散する現象(量子拡散)は低温物理学における

重要な研究課題の一つである.筆者とソ連グループは

独立に固体 H2中の H原子は 4K以下で活性化エネル

ギーが零で量子拡散することを見出した.筆者は H2中

のH原子の拡散は H+H2→ H2+Hトンネル反応の速

度の理論値とほぼ一致すること，さらに固体 H2中で H

原子は格子点の置換型サイトに捕捉されていることを

確認した.これらのことから，H原子は H+H2→ H2+
H トンネル反応を繰り返して量子拡散するという新し

い機構を提案した.

2.核融合燃料トリチウムのトンネル反応

核融合炉材料のトリチウムの挙動を解明することは，

放射性物質であるトリチウムの透過防止等を考える上

で重要である.材料中のトリチウム挙動の基礎として

低温固体中のトリチウム反応を研究した.HやD原子

と同様に T原子が低温固体中でトンネル反応をするこ

とを見出した.

3.分子性結晶場における水素原子のトンネル反応を

利用した高選択的反応

低温における水素原子のトンネル反応は反応のポテ

ンシャルエネルギーの形に大きく影響される.二種類

の物質の混合系において水素原子は結合エネルギーが

僅かに小さい物質と高選択的に反応する.例えば， 77
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表 1.極低温における HD+D→ H+D2反応の速度定

数 (k，cm3 mol-1 S-I) 

温度 4.2 K 1.9K 

k etuxnp nel 2.3 X 10-3 2.1 X 10-3 

kClaSSlcal 1.7 X 10-414 1.3 X 10-1066 

k ctuanlc 
nel 5.2 X 10-3 3.1 X 10-3 

Kネオペンタンに少量の他のアルカンを添加した系で，

放射線分解文は HIの光分解によって H原子を作ると

H原子は約500倍の高選択性により溶質アルカンから水

素引き抜き反応を起こす.この高選択的反応はESRに

よるラジカル測定および最終生成物の測定から確認さ

れた.このような高選択的反応を他のアルカン混合系

や H2-D2系において見出した.

4.凍結生細胞の放射線影響におけるトンネル反応の

可能性

放射線照射による細胞の致死効果は放射線生物学に

おける基本的課題である.細胞中の水の放射線分解で

生じた OHラジカルが細胞核と反応し，細胞死を引き

起こすと一般に考えられている.しかしこの説は照射

された生細胞において OHラジカルの挙動を直接観測

して結論付けたものではない.筆者は凍結ハムスター

生細胞の放射線影響に対するジメチルスルホキシド

(DMSO)の保護効果を ESRによるラジカルの直接測

定と生物効果の測定とを併用して研究した.この保護

効果はDMSOによる OHラジカルの捕捉ではなく，H

原子とのトンネル反応或いはイオン種の捕捉によるも

のであろうと結論した.

5.低温固相イオン・分子反応におけるトンネル効果

気相におけるイオン・分子反応は活性化エネルギー

が零であり温度効果は見られず， トンネル効果が関与

することは殆どないと思われている.筆者は低温固相

における H2移行や H+移行イオン分子反応において，

77Kと4Kとの聞に顕著な温度効果を見出した.特に

ベンゼンアニオンへのエタノールからのプロトン移行

反応に著しい同位体効果を観測した.この同位体効果

は低温固相イオン分子反応がトンネル効果によってい

ることを示唆している.

C6H6 
-+C2HsOH (C2DsOD)→ C6H7 (C6H6D) + 

C2HsO-(C2DsO-) 

以上極低温トンネル反応は放射線照射を用いると容

易に研究出来，この反応は放射線化学だけでなく反応

速度論，有機反応化学，トリチウム化学，低温物理学，

放射線生物学等の多くの分野の問題に関連している.
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高崎研究所長佐藤章一

3. r酸化物高温超電導材料の放射線照射による改質」

主任研究員・高崎研究所材料開発部

機能材料第 2研究室白石健介

4 . . r放射線抵抗性細菌における DNA損傷の修復J

主任研究員・高崎研究所環境・資源利用研究部

バイオ技術研究室長渡辺 宏

5. r新しい非破壊検査用イッテルピウムー169線源の開発」

東海研究所アイソトープ部製造課課長代理今橋 強

6 .特別講演「放射線加工処理の現状と将来展望」

米国メリーランド大学名誉教授 Prof. J. Silverman 

御多忙とは存じますが、万障お繰り合せのうえ御来場下さい。

(ダイヤルイン)

放射線化学
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林 晃ム郎充生を偲んで

病気と闘いながらも，健康人も及ばぬ活躍を永

けてこられた大阪大学産業科学研究所教授林芽三郎先

生が， 63歳のご定年を一年後にひかえて 5月19日に

卒然と天国へ旅立たれた.

林先生は，昭和26年に京都大学工学部繊維化学科を

卒業，直ちに大学院へ進み， 29年にはベルギーのルー

パン大学 Smets教援のもとに留学， 32年にそこで理学

博士号を得られた.帰国の途上，パリ大学に立ち寄り

4ヶ月間 Magat教授のもとで放射線化学の勉強をされ

た. 32年 8月に帰国されるや，設立されたばかりの財

団法人日本放射線高分子研究協会の大阪研究所研究員

として，京都大学の岡村誠三教援と協力し，研究所の

建設から始め放射線面相重合および放射線イオン重合

の研究を精力的に展開された.35年頃からは，会社か

ら派遣された研究者を中心とする研究協会大阪研究所

メンバーと学生を中心とする京都大学岡村研究室の放

射線化学グループあわせて約三十人の面倒を見るため

に，寝屋川と京都の聞を忙しく往復されていた.筆者

もそのころから先生のお世話になるようになった. 39 

年には京都大学工学部助教授になられた.

日本放射線化学会は昭和40年11月13日に設立された

が，学会の歴史は林先生の設立総会開会宣言で始まっ

たともいえる.学会の設立準備に奔走されたことに加

えて，先生は当時すでに放射線重合研究に輝かしい成

果を挙げておられ，わが国の放射線化学研究の中心人

物の一人となっておられた.先生が中心となり推進さ

れたトリオキサンの放射線固相重合や脱水系の放射線

フリーイオン重合の研究の成果は，わが国が放射線化

学研究においてあげた最初の独創的成果に数えられよ

う.これにより， 43年に高分子学会賞を受賞された.

52， 53年度に放射線化学会の副会長を務められた.

昭和43年に北海道大学工学部教授となられ， 47年に

は大阪大学産業科学研究所へ移られた.北大在任期間

は長くはなかったが，絶頂期の先生の華々しい活躍ぶ

りは周囲に大きな影響を残した.大阪大学に移られて

からは，健康を害され，しばしば入院退院を繰り返さ

れるようになったが，研究意欲はますます盛んで，光

第 52号(1991)

北海道大学工学部 吉 田 宏

イオン重合，酵素の還元反応機構，放射線縮合重合な

どの新しい分野を次々と拓いてゆかれた.53年，産業

科学研究所放射線実験所に，所長桜井洗教授を助けて，

ピコ秒パルスを発生可能とする38MeV電子線ライナッ

クを建設され，産業科学研究所をわが国における放射

線化学研究の一大センターとする基礎を築かれた.

まだ外国留学がめずらしかった戦後の早い時期にヨー

ロッパで研究・勉学されたせいか，林先生は国際派と

して群を抜いておられた.昭和41年に早くも日本・ア

メリカあるいは日本・フランスヱ国間の放射線化学研

究会議を開催するにあたっては，その実務を引き受け

て奔走され，手腕を発揮された.53年にフランス共和

国から教育功労勲章シュヴァリエ賞を受賞された.そ

の後，日本・ベルギー間で高分子化学について，日本・

中華民国間で放射線化学について二国間研究会議を発

足させるなど，国際交流に際だつた貢献をされた.林

先生が中心になって始められた日中放射線化学会議は，

装いを新たにして今年10月に第5回が北京で開催され

ることになっている.最近は，とくに開発途上国への

技術援助に関心をもっておられ，放射線化学について

計画の具体化をすすめていると話しておられた.

わが国の放射線化学はいま，基礎と応用の両面にわ

たる放射線利用研究の進展と，国際交流の一層の促進

を図ることが求められている.この重要な時期に先生

37 



のご指導を得られなくなったことは痛恨の極みである. こんなに早く逝かれるとは予想もしなかった迂閥きが

振り返ってみると，林先生はご自分の一生を見通して くやまれる.

おられたかのように，意欲的に生きてこられた.筆者 林先生のご冥福を祈りながら，先生を偲ぶこの小文

には，先生がまるで疾風怒溝のように駈げ抜げて行か を先生へのお礼とお別れにしたい.

れたように思われる.先生の入退院に慣れてしまって，

第8回国際放射線プロセス会議

8th International Meeting on Radiation Processing 

日
.0.. 
:zx 

時平成 4年 9月14日"-'19日

場 Fragrant Hill Hotel，北京，中国

(北京市街から北西20km) 

会議主題

1) Applied Radiation Chemistry 

2) Polymer Modification 

3) Radiation Curing 

4) Radiation Sterilization 

5) Food Preservation 

6) Environmental Application 

7) Dosimetry 

8) Industrial Irradiation Facility 

9) N ew Research， N ew Technology etc. 

38 

10) Standards， Regulations and Guidelines 

11) Technoeconomic Competitiveness of Radi-

ation Processing 

12) New Radiation Sources and Application 

参加登録料

会議中の FragrantHill Hotel宿泊代等を含めて

$ 800 (1人部屋)

$ 650 (2人部屋)

会議事務局

Ms. Zhou Y ong-Tian 

Coordinator of IMRP 8 

P.O. Box 2102 (30)， Beijin 100822， China 

放射線化学

.... 
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第34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

日時 :10月8日(火)， 9日(水)

会場:大阪国際交流センター

(大阪市天王寺区上本町8-2-6)

(交通) 地下鉄谷町，千日前線「谷町9丁目駅」

③番ないし⑤番出入口から徒歩10分，近鉄線「上

本町駅」から徒歩 5分

〔一般口頭発表:講演12分・討論3分〕

第 1日(10月8日)

A会場 一(9時30分から)ー

1A01. ODESR法によるフッ素置換トルエンアニオン

の構造に関する研究 (早大理工研)矢部和央・

0相馬努・平間理一郎・浜義昌

1A02. マイクロ波加熱空洞法による各種ハロゲン化

合物の低エネルギー電子付着反応の研究 (福井工

大)0小川裕士・中谷住次・嶋森洋

1A03. シクロデキストリンに包接されたラジカルア

ニオンの生成と減衰 (阪大産研)0白木真司・山

本幸男・林晃一郎

1A04. 芳香族置換ポリアセチレン中における過剰電

荷の挙動 (北大工・京大原子炉)小笠原正明・O順

毛直憲・菅沼武・山岡仁史・吉田宏

1A05. パルスラジオリシスーレーザーフラッシュフォ

トリシスによる短寿命化学種の励起状態の反応性の

研究 (北大工・北大応電研)0住吉 孝・坂井宏

通・川崎昌博・片山明石

1A06. 放射線・光多重照射による高活性中間体の生

成と反応(1)芳香族イミン，アジン，アジリン誘導

体の反応 (阪大産研・九州産大)石田昭人・O伊

藤裕・内藤郁男・高椋節夫

1A07. 高エネルギー・イオンビームによるポリスチ

レンへの照射効果 (東大原総セ・東大工)0柴田

裕実・田川精一・吉田陽一

1A08. ポリシランのイオンビーム照射効果 (東大

第 52号(1991)

原総セ・東大工)'0関 修平・柴田裕実・田川精一・

石樽顕吉

1A09. ポリエチレンの放射線化学への NMR画像法

の応用 (名工試) 0岡崎正治・鳥山和美

一(13時30分から)ー

1A10. 高分子材料の極低温下における γ線照射効果

(原研高崎)0工藤久明・笠井 昇・貴家恒男・瀬口

忠男

1A11. ポリエチレンの放射線照射効果に及ぼす結晶

性の影響 (原研高崎)0貴家恒男・工藤久明・瀬

口忠男

1A12. シンジオタクティックポリプロピレンの放射

線反応 (三井東圧化学大阪研・京大原子炉・京大

工)浅沼 正・O平瀬有紀・潮村哲之助・松山奉史・

山岡仁史・土田 亮・大岡正孝・山本雅英

1A13. 放射線グラフト重合によるイオン交換体の合

成 (日揮化学・原研京崎)0田中 聴・筒井任・

須郷高信・石垣功

1A14. 高分子材料の電子線照射劣化に対する線量率

効果 (出光興産中研・原研高崎)0村上 滋・瀬

口忠男

1A15. 電子線照射による石炭燃焼排煙処理パイロツ

トプラントのための基礎実験 (原研高崎・中部電

力・荏原製作所)0南波秀樹・徳永興公・田中 雅・

小倉義己・青木慎治・鈴木良治

1A16. 硝酸イオン水溶液中のウラニルイオンの放射

線還元挙動 (東大工)蒋培云・O永石隆二・四

柳端・堂前雅史・勝村庸介・石樽顕吉

1A17. パルスラジオリシス法による硫酸水溶液の放

射線分解 HS04 ラジカルの生成過程と収量 (東大

工)0蒋培云・永石隆二・堂前雅史・勝村庸介・

石樽顕吉・吉田陽一

1A18. アンモニウム銀ハライドの放射線損傷 (東

北学院大工・東北大科研・京大原子炉)0淡野照義・

池沢幹彦・松山奉史・山岡仁史

一(16時から)ー

受賞講演 1.ポジトロニウム形成に関するモデルと放

射線化学 (東大原総セ)伊藤泰男

39 
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受賞講演 2.放射線照射による極低温化学反応の研究 ラジカルカチオンの反応性 (阪大産研)0森島一

(名大工)宮崎哲郎 博・藤乗幸子・石田昭人・高椋節夫

第 2日(10月9日)

A会場 ー(9時30分から)ー

2A01. パニリン酸水溶液のパルス放射線分解 (阪

府大附属研)0堀井英雄・中鉢光雄

2A02. シチジン・ヌクレオシド類の S04ーによる酸化

反応 (阪府大附属研・阪府大総科)0武宮重人・

藤田慎一・永田良雄・谷口節男

2A03. イオントラックの時間・空間分割光学的測定

(理研)0木村一宇

2A04. ピコ秒パルスラジオリシス法によるアルカン

の初期過程の研究 (東大工・東大原総セ)0吉田

陽一・上田 徹・小林利明・柴田裕実・田川精一

2A05. TMPD-ハロゲン化合物系の光照射におげるイ

オン対生成の効率と動力学 (福井工大)花室圭

一 ・O中谷佳次・嶋森洋

2A06. イオン再結合に対するイオンの平均自由行程

の効果-空間的反応条件を用いた場合 (化技研)

O立矢正典

2A07. n-アルカンマトリックス中に生成した捕捉電

子の性質 (広大工)0太田信昭・城戸謙一・市川

隆久

2A08. ポリシラン中での電子の緩和過程 (東大原

総セ・東大工)0田川精一・吉田陽一

2 A 09. layer boundary等を含む不均一系の放射線化

学(VIII) アルキン/n-アルカン混晶中の電子移動とア

ルキンアニオン生成の結晶構造依存性 (名工試)

O松浦かおる・武藤八三

B会場(ポスターセッション) ー(13時から)ー

2B01. ODESRと蛍光の磁場効果とによるポリスチレ

ンにおける創生イオン対の再結合過程の研究 (名

工試)0多井豊・岡崎正治・鳥山和美

2B02. 凝縮相ネオペンタン中にがける電子一正イオ

ン再結合過程の研究 (東工大理・金沢工大工)

O本多健二・山田 斉・新坂恭士・河内宣之・鎌野

嘉彦

2B03. テトラメチルベンジジンーハロゲン化合物系

からのイオン対生成 (福井工大)0奥田隆夫・花

室圭一・中谷佳次・嶋森洋

2B04. スチルペンーテトラフェニルシクロプタン系

40 

2B05. シクロヘキサンアルキル誘導体カチオンラジ

カルの電子構造:CIS-TRANS異性体効果 (広

大工)塩谷優・ O松本倫宜・ MikaelLINDGREN 

2B06. ヘキサフルオロー1.3-プタジエンカチオンラジ

カルの構造および光異性化反応に関する理論的研究

(北大工・広大工)0団地川浩人・塩谷優

2B07. ギ酸エステルラジカルカチオンの分子内水素

原子トンネリング反応に関する研究 (北大工)0

大獄敦 ・団地川浩人 ・吉田宏

2B08. 流動法による cis-及びtrans--2-プテンと準安

定アルゴン原子との反応の比較 (国際基督教大)

高橋詞

2B09. 固相アルコールからの選択的アルキルラジカ

ル生成 (北大工)0渋谷和宏・市川恒樹・吉田 宏

2B10. 放射線 ・光多重照射による高活性中間体の生

成と反応(2)芳香族ケトン励起三重項の反応 (阪

大産研)石田昭人・ O山本一喜・高椋節夫

2B11. フェニルシラン類の γ線及びUV光照射によ

り生成する反応中間体の発光 (群馬大工・原研高

崎)0田口光正・平塚浩士・門倉幸宏・閑 春夫・

永井士郎・青木康・南波秀樹

2B12. ポリ (4-ピニルピフェニルーコ-1-ピニルピレン)

中の分子内電子移動の速度 (北大工)吉田 宏・

0小笠原正明・田中琢

2B13. 硝酸イオン水溶液中の放射線分解・希薄水溶

液及びアルコール存在下のシュミレーション (東

大工)0堂前雅史・蒋 培云・永研隆二・勝村庸介・

石樽顕吉

2B14. オージェフリー発光におけるイオン励起の特

異性 (理研)0木村一宇

2B15. カプトン中にポジトロニウムはなぜ生成しな

いか (東大原総セ・山口大工)0伊藤泰男・岡本

健一・田中一宏・勝部幹夫・末岡 修

2B16. 紫外線照射ポリエチレンテレスタラート (PET)

の等温発光機構 (明星大理工・早大理工研)0大
野秀樹・パハトドワメティ・合田一夫・浜義昌

2B17. ジエチニルベンゼン誘導体の閏相放射線重合

と結晶構造 (阪大産研・阪大工)0上田隆司・山

本幸男・林晃一郎・甲斐泰・金久展子・笠井暢民

2B 18. keVイオシビーム照射下での芳香族ポリマー

の発光測定 (原研高崎)0青木康・細井文雄・

永井士郎

放 射 線 化 学
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2B19. パルスラジオリシス法による生体におけるラ

ジカル種の動的挙動 (阪大産研)0小林一雄・林

晃一郎

2B20. 放射線重合法によるミクロスフェアの合成と

生成機構 (近大理工総研・阪大産研)0仲幸

彦・山本幸男・林晃一郎

2B21. γ線照射した凍結ハムスター細胞において OH

ラジカルは細胞と反応するか?名大工・横浜市

大医)0吉村徹・宮崎哲郎・望月重宏・鈴木啓司・

渡辺正巳

2B22. シアニン色素 LB膜系の放射線化学 (東大

工)0佐藤登志久 ・広石大介・浅井圭介・石樽顕吉

A会場 ー(14時30分から)ー

2A10. 液相 n-ヘキサデカンの放射線分解と保護効果

(東大工・東海大工・日本研油中技研)0ソエピアン

トヤンティ・山口哲郎・勝村庸介・石樽顕吉・久保

純一・小泉武男

2A11. 固相アルカンからの選択的アルキルラジカル

生成一環状アルカンおよび分岐アルカンー (北大

工)0市川恒樹・桑田正昭・吉田 宏

2A12. メチルラジカルの水素引き抜き反応 (京大

理)0牧野要・志田忠正

2A13. 極低温ラマン分光法による有機ガラスの放射

線損傷の研究. II固相エタノール系での水素原子・

分子の生成機構 (京大原子炉・スタンフォード大

放射光施設)0長谷博友・石岡邦江・ StephanilA. 

Yoshikawa 

2A14. ESRスペクトル線解析による4.2K固体水素

中の水素原子の捕捉サイト (名大工)宮崎哲郎・

0森北浩通・笛木賢二・平工達也

2A15. 水素同位体分離に関する基礎研究II.H20/ 

D20混合氷中の補捉電子の水素原子への変換反応の

H/D効果 (名工試)0武藤八三・松浦かおる

2A16. 高励起酸素原子0・(5S0)の生成と反応

(京工繊大工)0森朋生・狩野晃一郎・川面澄・

荒井重義

2A17. 励起希ガス原子のIV族化合物による脱励起断

面積 (東工大理)0吉田啓晃・河村英男・北島昌

史・鵜飼正敏・河内宣之・鎮野嘉彦

参加費:(講演要旨集を含む) 4，000円

懇親会:10月8日(火)18時より，同会場で引き続き開

催いたします. 会費 5，000円

連絡先:干567大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1

大阪大学産業科学研究所 高椋節夫

電話 06-877-5111内線3485

FAX 06-875-4156 

京大原子炉専門研究会「放射線誘起構造変イヒ」報告

放射線はイオンや二次電子を作る.これらは他の原

子，分子と相互作用することにより超励起分子やラジ

カルなどの初期活性種を生成する.さらに，反応性に

富むこれらの活性種は新たに化学結合の生成や切断を

引き起こす.放射線化学は各々の段階で起こる現象を

研究することにより化学反応一般の理解に寄与してき

たが，従来この立場はどちらかといえば化学の地味な

一分野という印象が強い.一連の過程は化学構造が変

化する過程であり，標題でいう「放射線誘起構造変化」

の化学的側面がこれにあたる.

近年，利用できる放射線の種類が増えたこととそれ

を精密に制御できる技術が進歩したことにより，結晶

第 52号 (991)

1990年12月3，4日開催
成長の制御，薄膜や超微粒子の合成，物質の改質・機

能化など物質料学の最前線で放射線が盛んに利用され

るようになってきた.いわば，望みの物理的秩序構造・

相構造をもっ物質を放射線による反応制御によって創

成しようというもので，これが標題でいう「放射線誘

起構造変化」の意味である.この意味には化学的構造

変化と物理的構造変化がー続きのものとして含まれて

いることは明らかで，従来の放射線化学の分野を超え

て合成化学や物性物理など他分野との共同作業が必要

な問題を提起している.

本専門研究会はこのような問題意識のもとに rいっ

たい放射線によって物質中にどのような構造変化が誘
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起きれるか」を問うことにより，放射線化学を超えた

広範な学術分野を設けて上述したエキサイティングな

課題の機構解明や精密化をはかることを目的として発

足したものである.平成 2年度を初年度として本年度

も開催されることになっており，昨年度は多彩な研究

の総合的理解を深めることに重心をおいて，①高分子

モルフォロジーにおよぽす放射線の影響，②芳香族分

子結晶のなかの励起子と電子，③放射光による超臨界

流体の光イオン化機構，④アルキルラジカル生成の選

択性におよぽす相の影響，⑤プラズマ誘起化学反応:

超硬質炭素薄膜を中心にして，⑥放射線を利用して合

成した立体規則性ポリアクリロニトリルの構造と性質，

⑦極性溶媒中における光イオ ン化，⑧イオ ン照射によ

るセラミックス材料の改質，について報告を受け討論

を行なった.これらの内容はすでに本実験所のテクニ

カルレポート KURRI-TR-346として出版されているの

でご興味のある方は請求していただきたい.また，本

年度の開催についてご意見・ご希望をおもちの方は紹

介者まで連絡していただきたい.

(京大原子炉・松山奉史)

ラドテック アジア '91報告

4月15日'"'-'18日に大阪国際交流センターで RadTech tion Curing， Asia) として1986，1988年に東京で開催

Asia '91がラドテック研究会(I日称 UV.EB表面加工 され，今回で 3回目である.参加者は海外からの約100

研究会，会長:田畑東海大教授)及び組織委員会(委 人を含めて500人を越えた.会場の施設が整っていたこ

員長:永島印刷インキ工業連合会会長)によって開催 ともあり，これまでの会議以上に盛会で，充実した感

された.この会議は従来 CRCA(Conference on Radia- を受けた.

講演プログラム一覧

M会場 S会場

9 : 30-12 : 30 
Opening 

-------------= Tues.， 
Area Overview (pL) 

April 16 
14 : 00-16 : 10 Country Overview (IL) Chemistry 1 
16 : 35 -18 : 15 Coatings Chemistry 2 

9 : 00-10 : 14 Coatings (contd.) Chemistry 2 (contd.) 
11: 10-12: 30 Printings Chemistry 3 

Wed.， 14: 00-15: 45 Printings (IL) 
Chemistry 3 (contd.) 

April 17 Transfers & Recordings 
16 : 10-17 : 50 Adhesives Equipments (UV) 

Evening Buffet Dinner (Miyako Hotel Osaka) 

9 : 00-10 : 45 Photofabrications 
Equipments (EB) 

Marketing (IL) 
11 : 10 -12 : 35 Adhesives (contd.) Measurements & Testings 

Thurs.， Regulation (IL) 
Apriq 18 

14:00-16:00 Electronics Measurements. 一 (contdJ
Substrate Preparation 

16: 30-18: 10 Electronics (contdJ Bio. & Medical Applications 

PL:総合講演， IL:招待講演

42 放 射 線 化 学
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なお，アジア諸国からは韓国からの23名を筆頭に，

11カ国， 56名が参加した.

第 1日の 4月15日は登録と懇親会 (Get-Together)

が行われた.懇親会はこれまでになく参加者が多く，

食べ物がやや不足気味になるくらいであったが，会議

が盛況になることをうかがわせた.

第 2日目から表に示すようなプログラムで講演が 3

日にわたって行われた.

総合・招待講演が 9件，一般講演100件のプロプラム

編成であったが， 11件がキャンセルされたものの中に

は湾岸戦争の影響と思われるものもあった.

総合講演では各地域における紫外線 (UV)・電子線

(EB)硬化技術の現状について，

・日本と極東諸国:町(原研・高崎)

・北アメリヵ :T. Berej ka (Ionicorp.) 

・ ヨーロツノ~ : U.V. Lauppi (Betacon Sa) 

・オセアニアと東南アジア :J.L. Garnett (N.S.W.大)

と4氏からの発表があった.開発途上国を除きどの地

域でも樹脂消費量など依然として15%程度の順調な伸

びを示しているようである.日本では，低エネルギー

電子加速器の台数がここ 2，3年で急速に増え， 120台

を越えているが，生産用に供されているのは20台余り

である.

総合講演に引き続き，招待講演として，ソ連，中国

における UV.'EB硬化技術の現状がそれぞれ A.K.

Pikaev (Inst. of Phys. Chem.)， T. Yan (Radiation 

Tech.lnc.)から報告された.ソ連では不飽和ポリエス

テル(硬化線量が高い)を用いる木材の塗装が主流の

ようである.中国では，磁気テープの硬化に着手して

いるとのことであるが，実現はかなり先になると筆者

は予想している.

この他に，次の 3件の招待講演があった.

・アメリカにおける EB硬化材料の規制問題:D.J. Car-

lick (Sun Chemical Corp.) 

・アメリカにおける UV'EB硬化材料の規制問題:B. 

Lieberman (Henkel Corp.) 

• UV・EB紫外線・電子線硬化技術と市場戸 M.H.

第 52号(1991)

Thouin (Ciba-Geigy Ltd. 

一般講演では，化学のセッションでの発表がもっと

も多いが，電子材料(3日目， 11件一内 7件はフォト

レジスト)のセッションの発表が多いのも日本で開催

された国際会議の特徴といえる.ま た，情報伝送と記

録(4件一内3件は光ファイパー， 1件は EB硬化型の

水性磁性塗料:すべて日本企業)，光造形(4件ー内 3

件は日本 1件米国)などの応用分野での開発が進ん

でいることを反映する発表があった.

筆者が携わっている EB硬化では，鋼板への塗装(東

洋鋼板，新日鉄)，金属/フィルム積層(日立化成，日

新製鋼)がそれぞれ 2件あり，注目されたと思う .

アジア地域でもっとも参加者が多かった韓国からの

発表は 1件もなかった.中国の他に，インドネシア，

マレーシア，タイからはそれぞれ発表があった.イン

ドネシアの発表 (lM10)は国際原子力機関(IAEA)

の地域協力協定 (RCA)に基づきインドネシア原子力

庁に設置された木材塗装用 EBパイロットラインでの開

発研究に関するものである.筆者も関係者の一人とし

て大いに関心があったが，共同研究者であるマレーシ

アからの発表 (lS10) と重なったため聴講できず，残

念であった.

講演と並行して行われた展示には19社が参加した.

展示スペースがむしろ少なすぎる位に盛況であった.

講演の後 4月19日には松下電工，イオン工学セン

ターへの見学会があったが，迷子騒ぎのパップニング

があったそうである.

また，恒例によって，サテライトミーティングが4

月22日東京・山上会館で行われた.

最後に，今回の会議の成功は実行委員副委員長を始

め関西地区の委員の方々のご苦心の賜物であることに

敬意を表しておきたい.また，バングラデシュ(Idriss

Ali)，マレーシア (NikGhazali)から高崎研に留学中

の2人が登録料免除で参加を認めて頂いたことを彼ら

とともにラドテック研究会並びに組織委員会に謝意を

表します.

(原研佐々木隆)
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国際会議「ビーム利用の新展開」のお知らせ

主 旨:(前号34頁をご覧下さい)

主 催:日本原子力研究所

協 賛 :国際原子力機関

後 援:科学技術庁，高崎市，日本原子力産業会議，

応用物理学会，日本化学会，高分子学会，

日本放射線化学会，放射線照射振興協会

日時:1991年11月5日(火)------8日(金)

会 場:高崎市総合文化センター

使用言語:英 語

参加費 :無 料

(懇親会費と論文集の予約代は別途頂きます)

プログラム(予定): 

11月5日(火)

午前 (9 : 30------) 

開会式

招待講演 A.S. Eklund (IAEA) 

西沢潤ー (東北大)

C. Rubbia (CERN) 

午後 (以下並行セッション:各々下記の講師による

基調講演 2件のほか口頭発表 4------7件の予定)

A1 :無機機能材料の開発

D.G. Armoud英 Salford大)，野田正治(豊田

中研)

B1 :新しい利用を目指すビーム発生 ・制御技術

冨増多喜夫(電総研)， H. Bakhru (米 NY州

立大)

C1 :医学 ・生物学での利用

山口彦之(駒沢大)，T.C. Yang(米 NASA)

夕刻 ポスターセッション 1(A1， B1， C1関連)

懇親会(19: 30------20 : 30) 

11月6日(水)

午前 (9 : 00------) ------午後(------17: 35) 

A1 (続)， B 1 (続) 及び

A2 :解析手法の高度化

伊藤憲昭(名大)，楢本洋(原研)

B2 :環塚保全技術への応用

44 

S. NabloC米 ESI)，徳永興公(原研)

C2 :有機機能材料の開発

岡本次郎(原研)， R. Spohr(独 GSI)

C3 :耐環境性材料の評価 ・開発

L.K. Mansur (米ORNL)， P.V. Dressendor-

fer(SNL) 

夕刻 (17 : 35------19 : 00) 

ポスターセッションII(A2， B2， C2， C3， 

B3関連)

11月7日(木)

午前 (9 : 00------) 

A3 :プロジェクト紹介

J. Silverman (米 Maryland大)，佐藤章一(原

研)

B3 :ラジオアイソトープの製造と利用

井戸達夫(東北大)， G. StδklinC独 Julich研)

午後

A4 :ビーム利用の可能性

総合講演

B.R. Appleton (米 ORNL)，A. Charlesby 

(英)， V.1. Goldanskii (ソ科学アカデミー)， 

増原宏(阪大)，田畑米穂(東海大)

パネル討論

町(IAEA;座長)， P. Kienle (独GSI)，他

閉会式(------18:30) 

11月8日(金)

見学会:原研高崎研究所イオンビーム利用研究施設，

その他

なお，詳細については下記の事務局にお問い合わせ

下さい.

~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研究業務課内

国際会議事務局

TEL 0273-46-1211 (内線7263) 桑原

FAX 0273-45-2561 

放射線化学
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第4回放射線プロセスシンポジウムのお知らせ

主 催:放射線プロセスシンポジウム実行委員会

共 催:日本アイソトープ協会，日本医療器材協会，

日本原子力学会，日本食品照射研究協議会，

日本放射線化学会，日本防微学会，放射線

照射振興協会，ラドテック研究会

協 賛:高分子学会，日本化学会，日本原子力産業

会議

開催日:平成3年10月24日(木)--"'25日(金)

開催場所:学士会館

参加費:4，000円(大学・国公立研究機関)

6，000円(民間) (講演要旨集を含む)

当日受付にてお支払い下さい.

懇親会:平成3年10月24日 18時00分--...20時00分

(学士会館内会費 6.000円)

申込方法:葉書文は FAXにて，氏名，所属，連絡先を

明記し，下記あてお申込のうえ，当日会場

へお越し下さい.

連絡先:干370-12 群馬県高崎市綿貫町1233番地

日本原子力研究所高崎研究所

第 4回放射線プロセスシンポジウム事務局

石垣功・住谷美明

TEL 0273-46-1211 (ext. 7350・7340)

FAX 0273-46-2872 

プログラム(予定)

第 1日(10月24日)

開 会 (9 : 30--...9 : 40) 実行委員長挨拶

線源・線量測定・照射技術 (9 : 40--...10 : 50) 

101 *電子加速器利用の現状と将来展望

(日新ハイボルテージ) 坂本 勇

102 医療器具滅菌用電子ライナック

(三菱電機) 鈴木敏充

103 X線照射における線量測定

(原研)須永博美

イオンビーム (11 : 00--...12 : 00) 

104 正・負イオンビームによる高機能薄膜の形成

(京大工) 石川順三

第 52号(1991)

105 原研における放射線高度利用研究

( 原研 )田 中隆 一

106 イオン工学センターにおけるビーム利用研究

(イオン工学センター) 三小田真彬

特別講演 (13 : 00--...13 : 45) 

107 原子力発電における放射線化学

(東大工) 石樽顕吉

特別講演 (13 : 45--...14 : 30) 

108 Advances in Radiation Processing 

(Univ. of Maryland) J. Silverman 

環境保全 (14 : 30--...15 : 30) 

資

109 電子ビームによる石炭燃焼排煙処理試験

(荏原製作所) 青木 慎治

110 下水処理への放射線利用

(東ア研) 沢井 照子

111 有機塩素化合物で汚染された水の処理

(原研)新井英彦

源(15: 30--...16 : 10) 

112 下水汚泥の電子線殺菌・コンポスト化

パイロット試験 (原 研)橋本昭司

113 オイルパーム廃棄物の飼料化

(原研)久米民和

キュアリング (16 : 20--...18 : 00) 

114 水系 EB硬化型磁性塗料

(東洋インキ)菊地 明

115 EB硬化型ラミネート用接着剤

(大日本インキ) 松山朝夫

116 トンネル内装板用プレコート鋼板の開発

(新日鉄) 上野 長治

117 EB硬化アタリロウレタンの力学的特性

(住友 3M) 川手恒一郎

118 東ア研におけるキュアリングの応用研究

(東ア研)沢井 健

懇親会(18: 00--...20 : 00) 司会)斉藤 実

第2日(10月25日)

放射線殺・滅菌 (9 : 30--...10 : 20) 

201 *放射線滅菌国際規格と技術委(ISOTC/198) 

の現状 (ラジエ工業) 武久正昭
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202 Bacillus属芽胞の放射線感受性

(原研)渡辺祐平

食品照射 (10 : 30'"'-'11 : 40) 

203*世界における食品照射実用化の現状と展望

(アイソトープ協)松山 晃

204 照射食品検知法の現状と課題

(食総研)林 徹

205 変異原性誠験による照射食品の健全性評価

(国立衛試) 祖父尼俊雄

特別講演 (13 : 00'"'-'14 : 30) 

206 ミパエの撲滅-放射線利用によるミパエの撲滅

を中心として一 (農水省) 吉津 治

207 電子線キュアリング技術の動向と今後の展望

(東洋インキ) 今井敬義

橋かけ ・グラフト(14: 30'"'-'15 : 50) 

208 放射線橋かけによるハイドロゲルの合成と

その応用 (繊高研) 平佐輿彦

209 超耐熱材料製造への放射線の利用

(原研)瀬口忠男

ース IOlml

210 放射線グラフト重合による難燃発泡ポリエチレン

(三和化工)吉沢 巌

211 放射線グラフト重合による機能性高分子材料

(原研)須郷高信

橋かけ ・グラフト II (16:05'"'-'17:25) 

212 放射線橋かけ高発泡ポリオレフィンの動向

(積水化学) 大崎利政

213 タイヤへの放射線の応、用の動向

(日本ゴム協) 吉 本 敏 雄

214 放射線橋かけの電線 ・ケープルへの利用状況

(古河電工) 山本昇両

215 放射線架橋電線及ひ熱収縮チューブの新製品開発

(住友電工)早味 宏

閉会の辞 (17 : 25'"'-'17 : 30) 

注 *印の講演時間は30分，他は20分，いずれも質疑

応答時間を含む.
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第54回理事会

平成3年3月31日午後6時より学士会館分館におい

て役員21各出席のもとに開催された.田畑会長が議長

となり，笛木新会長のほか 3年度からの新役員の紹介

の後下記のとおり審議が進められた.

0議題 1.平成 2年度事業報告

下記のとおり報告があり了承された.

4月 第52回理事会 (4/2，東京)

6月 NEWS LETTER N o. 9発行

第 8回放射線化学セミナー開催

テーマ:不安定活性種と周辺分野

日 時 :6月23日l3: 00-16 : 30 

場所:名古屋大学工学部

7月 第27回理工学における同位元素研究発表会共催

日時:7月2日'"'-'4日

場所:東京国立教育会館

9月 若手の会夏の学校援助

日時:9月 1日'"'-'3日

場所 :北海道ニセコ固定公園いこいの村
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会誌 (No.50)発行

10月 第53回理事会(10/7，仙台)

第33回放射線化学討論会(10/8'"'-'9，仙台)

第26回総会(10/8，仙台)

12月 NEWS LETTER No.10発行

1月 応用放射線化学シンポジウム

テーマ:放射線環境と高分子材料

日時 1月17日 13: 00-17 : 30 

場所:日本原子力研究所本部

3月会誌 (No.51)発行

第54回理事会 (3/31，東京)

日本放射線化学会賞選考委員会(3/31，東京)

O議題 2.平成 2年度会計中間報告

別記のとおり報告があり承認された.夏の学校援助

費については，新年度から15万円とすることとなった.

0議題 3.入退会の承認

入退会希望者はすべてその希望が承認された.町副

会長から賛助会員勧誘についての報告があった.

0その他

放射線化学



1 )放射線化学会費の選考結果について

田畑選考委員長から，平成 2年度の受賞者と受賞テー

マが下記のとおり選考されたとの報告があった.

伊藤泰男(東大原総セ) 素粒子化学と放射線化学の

宮崎哲郎(名大工)

境界領域の開拓

放射線照射による極低温

化学反応の研究

また，選考委員会のメンバーから，とくに応用分野

からの候補者の審査が困難であるため，選考委員のメ

ンバーを拡げるなどたとえばワーキンググループをつ

くって選考方法を検討してはどうかとの意見があった

ことが報告された.

2 )同位元素研究発表会への協力について

日本放射線化学会からの代表者(幹事)を伊藤泰男

氏(東大原総セ)とすることが承認された.

3 )日本放射線化学会編集著作物に関する著作権規定

について

別記の規定(案)に基づき事務局から説明がありその

まま承認された.日本放射線化学会誌の投稿規定はと

くに作らないことになった.若手会員からの会誌への

投稿について意見があり，次号に投稿の広告を出すと

ともに編集委員会で検討してその結果を次回理事会で

報告することになった.

4 )第34回放射線化学討論会の準備状況について

本年10月 8， 9日に大阪国際交流センターで開催予

定の討論会の準備状況について説明があった.また，

特別講演の演者推薦の依頼があった.

5 )学術会議会員候補について

田畑会長から，第15期 4部核化学分野の会員候補と

して今村顧問を学術会議に申請したとの報告があった.

今村顧問から，今回の会員は核融合研連から選出の予

定との補足説明があった.

6 )日中放射線化学セミナーについて

本年10月に北京で開催されるセミナーの案内があっ

た.

7 )ビーム利用の新展開に関する国際会議について

町副会長から，本年11月に高崎市で開催予定の上記

国際会議の案内があった.

8 )第 4回放射線プロセスシンポジウムについて

本年10月に学士会館で開催予定との案内があった.

9 )化学反応における量子効果に関する日ソシンポに

ついて

第 52号 (1991)

宮崎理事から本年10月にモスクワで開催予定との

案内があった.

10)企画委員会報告

田川理事からこれまでの活動の報告があった.

11)文部省科研費補助金総合研究Bについて

鏡野理事から上記研究「放射線化学基礎過程研究の

新展開」および関連する国際共同研究についての報告

があった.

12)第 3回ラドテック国際会議について

本年4月に大阪で開催される上記会議の案内があっ

た.

最後に笛木新会長の挨拶があった. (20: 30終了)

。平成2年度会計決算

平成 3年 3月20日現在(単位:円)

く収入の部〉

項 目 (予算) (決算)

賛助会費 1，450，000 1，330，000 
個人会費 1.050.000 1.040.000 
雑収入 300.000 319.500 
預金利息 5.000 23，432 

小計 2.805.000 2.712.932 
前年度繰越金 1.888.817 1. 888.817 

合計 4，693，817 4，601，749 

く支出の部〉

項 目 (予算) (決算)

事務費 300，000 262，561 

通信連絡費 200，000 250，136 

印刷費 1.520.000 1.850.000 

会議費 100，000 152.464 

会誌発行費 100，000 30，000 

討論会補助金 100.000 100.000 

応用シンポジウム開催費 140.000 140.000 

同位元素研究発表会共催費 6，000 6.000 

放射線化学セミナー運営費 50.000 50，000 

夏の学校援助金 100.000 100.000 

予備費 50.000 300，000 

小計 2.666.000 3.241.161 

次年度繰越金 2.027.817 1.360.588 

合計 4，693，817 4.601.749 
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。入退会一覧

く入会〉

正会員 佐藤義之(東北大学工学部原子核工学科)

鈴木健訓(高エネルギ一物理学研究所)

吉井文男(日本原子力研究所高崎研究所)

渡辺祐平(向上)

皆川雅朋(山形大学工学部物質工学科)

岡村清人(大阪府立大学工学部金属工学科)

吉田弘子(大阪薬科大学図書館)

中西博(東燃株式会社)

学生会員 富田邦治(東大工学部原子力工学科(修2)) 

矢部和央(早稲田大学理工学研究科(修1))

相馬 努(早稲田大学理工学部(学 4) ) 

賛助会員側吉野工業所

く退会〉

正会員 水谷泰久(大阪薬科大学図書館)

平山文夫(宮崎医科大学物理学)

石川善英(日赤中央血液センター)

田中順一(市川市中国分寺2-13-21(自)) 

大野桂一(職業訓練大学校情報工学科)

賛助会員 日本原子力事業側

日本放射線化学会
編集著作物に関する著作権規程

第 l条 日本放射線化学会(以下本会という)が編集

発行する日本放射線化学会誌及びその他の著

作物(以下編集著作物という)の編集著作権

は本会にある.

第 2条 編集著作物に掲載された個々の論文 ・報告等

の著作権は，当該著作物の著作者にある.

第 3条 編集著作物に掲載された個々の論文 ・報告の

著作者は，当該著作物の非商業的利用につい

て，その許諾の決定権を本会に委任する.た

だし，当該著作者が自らこれを行うことを妨

げない

2 商業的利用についても，その許諾の決定と施

行を本会に委任するが，その場合は，編集著

作物に掲載された個々の論文 ・報告のうち，

原著論文に限り，その都度当該著作者の承諾

を要するものとする.

第 4条編集著作物に掲載された論文 ・報告のうち，
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原著論文に限り，当該著作者個々は投稿の際，

前条の許諾の決定権の委任に関する承諾書を

本会に提出するものとする.

2 承諾者の提出がなくとも，編集著作物への掲

載を妨げるものではない.

第 5条承諾者の様式については別に定める.

日本放射線化学会

編集委員長殿

承諾

平成年月日

私は日本放射線化学会の定める編集著作物に関する著作権規

程により，この著作物の著作権行使に関わる諸手続きを委任

することを承諾します.

住 所

氏 名 @ 

(注) 著者が複数の場合は代表者のみサイン して下さい.

放 射 線 化 学



会員名簿の改定について

今回の会員名簿の改定にあたって見直しをお願いし

たところ，多くの会員からていねいなご返事をいただ

いた.事務局では，これらのご返事にできるだけ忠実

に改定作業を進めたつもりですが，連絡の取れない方

がいらっしゃる上，事務局の能力不足もあり，出来上

がった名簿は完全なものとは言いがたい.

見直しの結果，新規加入15名を含め現在の会員数は

686名となっている.但し，この中には，平成 2年度末

をもって退会を希望しておられる方11名を含んでいる

ので，実数としては前年度までとほぼ変わらない.次

に，その結果をもとに，多少の分析を試みた.図 lに

示すように，組織別の会員数の割合では，大学40%，

民間と国研・法人各20%となっている.それぞれで上

位を占める機関を図 2-----4に示す.このうち注目され

るのは，国研・法人の中で原研の占める高い割合であ

る.図 5は地域別の会員数の割合を示したものである

が，関東地方50%，近畿地方20%，中部地方10%となっ

ており，大都市圏への集中の様がうかがえる.

今後，会の適正な運営のためには，会員数の増加が

是非とも必要であり，今回の見直し結果を参考にして

いただいて，会員数の増加に引き続き御協力をお願い

したい編集委員)

図 1.組織別会員数(1)-全体

図2

第 52号 (1991)

地域

関東

近儀

中部

北海道

中国

東北

九州

四国

図3

図4

会員数(人)

100 200 300 

図 5.地域別会員数
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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

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射也ンター

住友化学工業株式会社

住 友 重 機 械 工 業械式会社

住友電装株式会社大阪製作所

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

中 部 電 力 株式会社

電気化学工業株式会社中央研究所

東海ゴム工業株式会社

東 京 電 力 株 式 会 社

東 北 電 力 株 式 会 社

日本原子力研究所

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

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

ラ ジ エ 工 業 株 式 会 社

第 52号(1991)

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

531 大阪市大淀区中津5-10-6

108 東京都港区港南1-6-27

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

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

540 大阪市東区北浜5-15

101 東京都千代田区美士代町1

590-02 大阪府和泉市万町1076

大阪市此花区島屋1-1-3554 

618 大阪府三島郡島本町百山2-1

459 名古屋市緑区大高町字北関山20-1

194 東京都町田市旭町3-5-1

485 愛知県小牧市北外山寄津3600

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

980 仙台市一番町3-7-1

370-12 高崎市綿貫町1233

615 京都市右京区梅津高畝町47

208 茨城県下館市大字小川1500

254 神奈川県平塚市八幡2700

060 札幌市中央区大通東l

富山市桜橋通3-1930 

370 群馬県高崎市大八木町168

(アイウエオ順)
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