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〔巻頭言〕

原子力研究と

放射線化学

石樽顕吉

わが国における原子力研究は，今大きな転換期を迎

えている.原子力におけるエネルギ一利用と放射線利

は“車の両輪"であると昔から言われながら，現実

には，これまで圧倒的に多くの人と資金が，エネルギ一

利用のための研究開発に投入され，放射線利用は言わ

ば細々と命脈を保って来たというのが事実であると私

は思っている.しかしここにきて，事態は少しづつ変

化している.

エネルギ一利用における技術の主流が軽水炉であっ

た事は言うまでもないが，この軽水炉技術が成熟期を

迎え，一方では高速炉や核融合など将来技術の導入が

来世紀の中・後期以降に大きく遅れて，軽水炉時代が

長期化しようとしている.このような状況の中で，基

礎研究のより一層の重視とマクロからミクロな技術へ

の転換の必要性が言われ，これまでややもすると見過

ごされてきた放射線利用が再び脚光を浴び始めている.

これは，強力なイオン加速器，放射光，ポジトロンや

ミュオンといったエキゾチック粒子などの線源技術の

大きな進歩と無縁ではない.

放射線化学を放射線利用を支える重要な分野の一つ

であると位置づけるならば，この状況において，放射

線化学研究の将来をどのように構築するかは，極めて

重要で緊急を要する問題である.従来の研究路線の延

長にとどまらず，その成果を基礎として，新たに周辺

領域へ展開をはかることが必要であると考えているが，

放射線化学会がリーダーシツプをとって，早急に新し

い方向づけと有機的な研究体制を整備するための議論

を開始することを望みたい.

次に，軽水炉技術と放射線化学の関わりについて述

べる.わが国の軽水炉技術は，海外からの導入技術と

してスタートしたが，その後，数多くの困難を克服し，

独自の改善と改良を加えた結果，既に述べたように現

在成熟期を迎え，世界的にも最高の水準に達する技術

東京大学工学部原子力工学科教授
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となっている.しかし今，更に一層の技術の高度化が

求められている.具体的には“安全な原子炉"から更

に故障や作業者の被曝，放射性廃棄物の発生がより少

ない“安心な原子炉"へと進める技術，機器やプラン

トの長寿命化，核燃料の再処理や放射性廃棄物の処分

を含む核燃料サイクルの確立などが挙げられる.

このような技術の高度化との関連において，改めて，

放射線照射効果の問題が種々の局面でクローズ ・アッ

プされている.例えば，原子炉の炉心のまわりにおけ

る冷却材である水の放射線分解は炉心の化学環境を支

配するものであり，炉内の構造材料や燃料被覆管等の

長期的な健全性と関わりを持つが，化学環境の改善を

はかる上で，詳細な基礎データの蓄積が必要とされて

いる.更に，最近では炉水中に極わずか存在する窒素

化学種など微量成分の放射線化学的反応挙動の解明も

求められている.また，原子炉の事故時におけるヨウ

素など核分裂生成物の化学形態に及ぽす放射線の影響

や再処理における濃硝酸溶液系あるいは，地下水系で

のTRU核種の放射線化学的挙動など重要な問題が未

解決で残されている.

これら現実の系は，多成分の反応が競合するとか，

極微量に存在する成分の挙動を追跡する必要があると

か，あるいは界面の反応が関与しているなど，いずれ

も極めて複雑であり，純粋学術的な観点、からはその煩

雑さと困難さのために，研究対象として回避されてき

たものも多い.事実，問題を解決するため，単純な系

での実験結果を基礎に計算機によるシミュレーション

を行うというように工学的なアプローチが取られる場

合が多い.しかし複雑な系を解明する基本は基礎デー

タの集積であり，これをなおざりにして結論を急ぐの

は好ましいことではない.放射線化学の専門家がこの

種の問題の重要性を認識し，問題解決のため，その協

力が得られることを強く希望するものである.



〔解説〕

放射線による細胞損傷と修復機構

1 .はじめに

細胞内の DNAに損傷が起こったとき，その損傷を修

復することが出来なければ，細胞は死んでしまう .ま

た，完全に修復できれば，その細胞は正常に機能する

わけであるが，不完全に修復されたときには，いわゆ

る突然変異細胞として細胞は生存するものの，その性

質あるいは機能が変化してしまう .この突然変異が生

殖細胞に起った場合には，変化した性質や機能が子孫

に伝えられることになる.この変化は，何億年のスケー

ルで見れば，生物進化を推し進める原因となってきた

訳であるが，短いスケールで見れば，色々な遺伝病の

原因となってくる.一方，生殖細胞以外の細胞でこの

突然変異が起ると，現在最も大きな死因となっている

ガンの原因となる.ガンは DNAに生じた損傷がもとで

突然変異が起き，その結果ガン抑制遺伝子の働きが止

り，またガン遺伝子が活性化されることから起る.ガ

ンを起させる代表的な原因物質はタバコの煙であるが，

その他にも各種公害物質，薬，ある種の食品添加物，

紫外線，ウイルスや放射線などがある.即ち，ガン誘

因物質はとりもなおさずDNAに損傷を起させる原因と

なるものである.従って，ガンを予防するためには原

因物質を取り除いてやればいいが，しかし完全に除く

ことはなかなか難しい.

放射線の場合，毎年 1mSvの量を浴び続けるとガン

死亡者が約 1%増加するとも言われている.しかし，

日本では自然界からこの程度の量の放射線を実際に受

けており ，これを避けることはできない.従って，原

因を除くよりも，DNAの傷を突然変異が起らないよう

に治してやる方が予防には有効であり，いかに修復能

力を高めてやるかが重要である.

宇宙線からの障害の防護についても，同じようなこ

日本原子力研究所 渡辺 宏*

とが言える.宇宙開発の進展に伴い，人聞が長期間宇

宙に滞在できるようになった.旧ソ連では l年も宇宙

飛行士が宇宙船の中で生活したという実績がある.そ

して将来は，月に宇宙基地が設立され，人聞が自由に

宇宙旅行を楽しめるようになるというような夢が語ら

れている.しかし，宇宙環境にはまだ未解決の課題が

多く，安易に宇宙に飛び出す訳にはいかない.微小重 ，

力が人体に与える影響はその 1つであるが，宇宙線が

人体に与える影響もほとんど分かつていないし，その

防護対策もない.微小重力と同様に宇宙線も人類が地

上では経験したことがない特殊な環境なのである.地

上での放射線は X線，γ線，β線などのいわゆる低 LET

放射線が主体であるが，宇宙では，これらに加えて高

LET，高エネルギーの重粒子線が含まれてくる.この

重粒子線によって起る DNA損傷は，一般の生物では修

復できないから，わずかな量でも大きな障害を与える

ことになる.このような地上では経験したことのない

複合放射線場で起る DNAの損傷をいかに修復するかと

いうことも，将来の重要な課題である.

放射線によって起る DNAの損傷を，生物がどのよう

に修復するのかという疑問を解くための研究は，これ

までにも精力的に研究されてきた.それは DNAの修復

機構が生命維持の根幹に係わる重要な機能であるとい

うことと，放射線病の治療やガンの効率的な放射線治

療法の開発というような実用的な観点、からも重要であっ

たからである.しかし，近年では従来の研究に加えて，

上述したような観点から更に研究の必要性が増大して

きているとも言える.

著者らは，放射線抵抗性細菌を研究材料として取り

上げ，その DNA修復機構の研究を進めている.その理

由は，放射線抵抗性細菌が宇宙線の中に含まれる高エ

Radiation-Induced Cellular Damages and the Repair Mechanism 
*Hiroshi WATANABE 日本原子力研究所高崎研究所環境 ・資源利用研究部バイオ技術研究室長，農博.

(略歴) 昭和41年東北大学農学部農芸化学科卒.昭和43年東北大学大学院農学研究科修士課程終了.同年日本原子力

研究所入所.昭和57年副主任研究員，平成元年主任研究員専門)放射線生物学，生物化学趣味)テニス，

囲碁，絵画・ 書 ・ク ラ シック観賞連絡先) 干370-12高崎市綿貫町1233 日本原子力研究所高崎研究所 Tel 
0273-46-9540 (ダイヤルイン)
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ネルギーの重粒子線による DNA損傷を修復することが

できる唯一の生物であり，その機構の解明は障害防護

対策に lつの糸口を与えるものと期待されるからであ

る.更に，この細菌は，後述するように一般の生物で

は修復することが難しい DNAの2本鎖切断を正確にし

かも効率良く 修復する能力を持っていることから，生

物が持つことの出来る最大の放射線防護能力を解き明

かすことができる材料であると考えられるからである.

このような理由から，著者らは放射線抵抗性細菌にお

ける DNA修復機構を明らかにし，修復系に関与する遺

伝子や蛋白質を同定したいと考えている.本稿では，

この放射線抵抗性細菌での研究結果を中心として，細

胞で起こる放射線損傷とその修復反応についての知見

をまとめ，将来への展望を試みたい.

2.放射線抵抗性細菌の種類と特徴

ヒトは約 7Gyの放射線を全身にあびれば， 1週間以

内に死亡する.30日後の LD50(50%が死亡する線量)

は4Gyで，例え死ななくとも，ガンの発生やその他緒々

の晩発効果によって寿命を縮めることは確かである.

ところが，ヒトの致死線量の約700倍 (5kGy)以上の

線量を照射されても，放射線の影響を全く受けない微

生物がいる.もっとも普通の微生物も晴乳動物よりは

放射線に強いが，それでも 5kGyでは大半のものが死

滅する.一般に生理的に不活発な細胞胞子はその栄養

細胞に比べて放射線に強い.しかし，この胞子よりも

更に放射線に強い無胞子細菌が，食品照射研究の過程

で偶然発見され，その後分離された幾つかの細菌を含

めて r放射線抵抗性細菌」と言われている.

1956年に米国オレゴン州で始めて放射線抵抗性細菌

として分離されたのが Deinococcusradiodurans RIで

ある.この細菌は20kGy以上 γ線照射した牛肉の耀詰

から赤色色素を有する球菌として発見された1) その後，

病院での空気中の汚染菌として，D. radiodurans Sark 

が分離され2)，またキノコの人工栽培用培地からも分離

されている 3)ことから，特定の環境にだけ生息する細菌

ではないらしい.D. radiodurans の発見に続いて，照

射した鱈の切り身から D.radiopugnansがペまた1971

年に は照 射し たイ ンド 近海 産の 鰯か ら D.

radioPhilus 5)，更に1973年には，小畑らが上野動物園

のラマの糞から D.ρroteolyticusを分離している 6) 著

者らも10kGy以上照射した飼料や下水汚泥から D.

ρroteolyticus 6株と D.radiodurans 1株を分離した7)

また， Kristensenらは，家庭用及び公共用タオルや普

通の下着からも Deinococcω に属すると思われる放射
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図 1.代表的な放射線抵抗性細菌である Deinococcus

radioduransの電子顕微鏡写真

線抵抗性の赤色球菌を分離している的.これらの細菌は

球菌であるが，典型的な球菌である Micrococcusとは

次のような点で異なる 9，10) ①放射線に対して極めて耐

性である.②細胞壁の外側にカロチノイドや蛋白質や

多糖を含んだ脂質層がある.③細胞壁構成成分が異な

る.④リゾチームなどの酵素で溶解しにくい.このよ

うな理由から，Micrococcusと区別するために，Deinococ. 

cus (Strange berryの意味)と命名された11) 図 1が

代表的な放射線抵抗性細菌である D.radioduransの電

子顕微鏡写真である.

これまでに分離された細胞の中では Deinococcusに

属するものが圧倒的に多いが，それ以外の細菌も幾っ

か分離されている.照射した古米から伊藤らが分離し

たPseudomonasradiora 0-1は，細菌胞子と同じくら

い耐性を持っている 12) また，最も新しいところでは，

小柳津らが象の糞や鯉の体表から分離し，新種として

同定したグラム陰性の赤色梓菌である Deinobacter

grandisがある 13) 現在知られている放射線抵抗性細菌

の中で最も耐性が高い細菌は Arthrobacterradiotoler. 

ans P1である 14) この細菌は，ラドン温泉から分離さ

れたもので，その生存曲線の肩は 6kGyもあり，曲線

の傾きは D.radioduransより 5-----7倍大きい.

いくつかの放射線抵抗性細菌の生存曲線を大腸菌と

比べたものが図 2である.一般の細菌に比べて極めて

耐性が大きいことが分かる.

3.放射線損傷と耐性

放射線のエネルギーが細胞に吸収されると細胞内に

種々の損傷が生じる.このとき生体物質に直接エネル

ギーが吸収されて障害を起こす直接作用と水の放射線

分解から生じた活性種によって障害を起こす間接作用

3 
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図 3. Pseudomonas radiora 0-1における各種ラ ジカ

ル捕捉剤による間接作用の除去効果

縦軸の不活性化定数は，生存曲線の勾配を表すもの

で，波線は oOC，点線は-1960Cで照射したときの放射

線感受性レベルを示す.横軸は OHラジカルとの反応

速度を示す.

EtOH:エタ ノール(0.1モルヘ 0.5モル吻*)， MeOH: 

メタノーノレ (0.5モル)， t-BuOH: t-プタノ ール (0.1

モ/レ)，2-PrOH: 2-プロパノール(0.5モノレ)， Formate : 
蟻酸ソーダ (0.01モル)

10' 10& 

反応速度 [5-1
]

O 
107 

15 

AR: Arthrobac/er radiololerans P.1. 
DRph: Deinococcus radiophillls. 
DR: Deinococcus radioduralls Rl. 
DRpu: Deinococcus radiゆugnans，

DP: Deinococα'f.Sρro/eoly/icus. 
DG : Deinobac/er grandis KS0460， 

PR:乃eudomonasradiora 0・1，
BP: BacillllsρumilωE60 1 (spore)， 

EC: Eschen.chia coli B/r. 
B.pumilus E601の胞子は放射線滅菌の生物学的指標菌

として使用されているものであり ，E.coli B/rは大腸菌

の中の放射線抵抗性変異株である。

5 10 
f.!tl J.I: (kGvl 

e-ag+N20+H20→ N2+OH+OH-

従って，亜酸化窒素下で起こる増感作用は， OHラジ

カルが主要な活性種であることを支持している.しか

し，この反応系に過酸化水素の分解酵素であるカタラー

ゼを添加すると，亜酸化窒素の増感効果が消失してし

まう .このことはある条件下では少なくとも細胞外か

らの活性種も関係し得ることを示している l川

放射線による致死効果の原因は DNA損傷であり，動

物細胞での DNAの切断19)や致死効果mの主役が OH

ラジカルであることも証明されている.DNAに生じる

損傷を大まかに分けると，核酸塩基の損傷と鎖の切断

及び架橋である.この中では，核酸塩基の変化が最も

多い.塩基の中でもピリミジンの方がプリンよりも感

受性が 2倍程高く，放射線で分解しやすい.鎖の切断

では 1本鎖が切れる場合と 2本鎖が切れる場合があ

る.これらの損傷が起こる頻度を大まかに言えば，塩

学化線射放

図 2.各種放射線抵抗性細菌の放射線感受性

とがある.図 3は，放射線抵抗性細菌の 1種である

Pseudomonas radiora 0-1を用いて，各種ラジカル捕捉

剤の添加効果を無酸素条件下で調べたものである 15) 充

分な捕捉剤が細胞懸濁液中に存在すると，液体窒素中

で照射したときと同じ感受性を示すようになる.この

時の不活性化定数は，捕捉剤無添加で照射した場合の

半分，即ち間接効果が全体の50%であり，この割合は

放射線抵抗性細菌といえども通常の細胞と変りないこ

とを意味している.また，ラジカル捕捉剤の効果は，

OHラジカルの捕捉速度と良い相関を示すことから，こ

の間接作用の主役がOHラジカルであると推定できる.

細胞内には入らない高濃度のポリエチレングリコール

をラジカル捕捉剤として添加した大腸菌の実験ではlへ
添加効果が観察されないから，OHラジカルは細胞内に

生じたものだけが作用すると考えられる.しかし，特

定の条件下では，細胞外の活性種も重要な働きをする

ことがある.図 4に示したように，Pseudomonasradiora 

0-1を車酸化窒素ガス飽和下で照射すると，窒素下で照

射した時よりも感受性が2.9倍増大する.亜酸化窒素は

次の反応によって，水和電子を OHラジカルに変換す

る.
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4.放射線耐性に関与する要因

放射線抵抗性細菌として最初に発見されたこともあっ

て，放射線耐性機構の研究は，ほとんど D.radiodurans 

に集中しているので，この細菌について得られた成果

を中心に紹介することにしたい.

図 2に示したように，D. {adioduransの生存曲線は

大きな肩を持っており，約5kGyまで生存率は変化しな

い.即ち，この範囲では DNAに生じた損傷がすべて修

復されていることになる.この生存曲線の肩の範囲で

は，普通の細菌では致死原因となる DNAの2本鎖切断

が完全に修復されることを明白に証明した北山らの結

果が，図 5である 26) この高い修復能が放射線耐性の原

因であり，かっこの修復には，新たな蛋白合成が必要

であることが指摘された.事実，抗性物質を加えて蛋

白合成を阻害すると，生存曲線の肩が小さくなるので

ある.それでは切断された DNAがどのような方法で遺

伝情報の連続性を失うことなく修復されるのだろうか.

D. mdioduransでは DNAの70%以上が膜複合体と

して存在するが，0.5kGy以上照射すると一時的に膜か

ら解離する制.照射後の修復過程でDNA膜複合体が再

図 4.各 種 ガ ス 飽 和 条 件下で照射したとき の

Pseudomonas radiora 0-1の生存曲線

N2 (ム)， N20 (0)， O2 (口)， CO2 (0) 

1 2 

線量 [kGy]

100 

10-1 

10-3 

10-4 

O 

時

件 10-Z

母i

。

分子量 3.8x 10・分子量 1.8x107

(A) (8) 

6 

4 

2 

10 

8 

6 

4 
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2 

相
対

D
N
A量

。
図 5.D. mdiodω'onsでの DNA2本鎖切断の修復

3Hーテミジンを取り込ませた D.radioduransを(A)非

照射， (B)2.2 kGy照射直後， (C)， (D)， (E)は照射

後それぞれ60分， 120分， ]80分，イ ンキユペートし，

(F)は照射後180分，クロラムフェニコール(蛋白合成

阻害剤)存在下でインキユベートした.

;ヲ

3 3 2 1 0 
沈降距離 (an)

。2 3 

基損傷が 2---...3個起こるとき， 1本鎖切断が I個生じ，

そのとき14---...16個の水素結合が開裂する. 2本鎖切断

が起こる頻度は 1本鎖切断の 6---...8分の lであり，

水素結合が開裂する範囲にもう 1つの l本鎖切断が生

じると 2本鎖切断となる 21)また，架橋には， DNA分

子内，分子間， DNAと蛋白質の架橋などが起こり約 5

個の 2本鎖切断に対して 1個の分子問架橋が生じると

いわれているが，正確な効率は分かつていない.晴乳

動物細胞で調べた結果22)から計算すると，細胞あたり

5 X 1012ダルトン(ダルトンは質量単位であり ，1ダル

トンは 12Cのl原子の質量の12分の1)の DNAが存在

したとして， 1Gy照射したときに 1細胞に生じる DNA

損傷の数は 1本鎖切断が約650，2本鎖切断が約45にな

り， in vitroでの収量と幾分異なる.

D. radiodllransでの放射線による DNA切断の効率

は， 50eVで 1本鎖切断が起こり 23)，520 eVで2本鎖

切断が生じる制.この効率は大腸菌のそれぞれ80，530 

eVとほぽ同じである.また， UVによる DNA損傷の

主原因であるピリミジン 2量体の生成についても，通

常細菌での生成効率と大差がない25) これらの事実は，

放射線抵抗性細菌であっても他の生物と同じような効

率でDNAの損傷が起こり，放射線耐性の原因となるよ

うな特別な DNA保護機構が細胞内に存在する訳ではな

いことを意味している.

第 54号(1992)



び構成され，この再構成はリガーゼ活性に依存してDNA
合成が始まる前にはほとんど完全に終了してしまう 27)

このことから DNAは膜と結合することによって，修復

が起こりやすいように保持されているものと考えられ

る.DNAの修復過程で細胞膜が重要な役割を演じてい

ることは充分推察できるが，その詳細については全く

分かっていない.

もう一つの可能性は，同一の染色体コピーをたくさ

ん細胞内に持っているということである.D. radiodurans 

は4'"'"'9個の重複した染色体を持っており 28)，少なくと

もその内の 1個が無傷であれば生存できるから，その

ことが放射線耐性の原因であるという考えである.し

かし，照射後の超遠心による DNA分析では無傷の

DNAは検出されないし26)，また，耐性のない他の細菌

でも重複した染色体を持っていることが知られている

から，単に幾つかのコピーを持っているだけでは放射

線耐性を生じるのに充分ではない.そこには染色体間

の相互作用が必要であると推定されるが，まだそれを

証明する実験事実は得られていない.

5. DNA修復機構

生物はさまざまなDNA損傷を処理するための精鰍な

修復機構を持っている.これまで知られている機構を

示すと以下のようになる.

(1) 光回復

紫外線による損傷は，ピリミジンダイマー生成によ

る塩基障害であるが，このダイマーは光回復酵素と可

視光の作用で元のモノマーに戻る.

(2) 除去修復

紫外線や X線などによって起こる塩基障害や 1本鎖

切断を治す機構で，損傷部位の塩基と糖の結合をまず

切断して APサイトを作り，このサイトを認識する酵

素で近くのDNA鎖を2カ所切断して APサイトを取り

除き，その後でDNA合成酵素が取り除いた 1本鎖断片

の穴を埋めると言うものである.このとき取り除かれ

た1本鎖断片に対応する DNA鎖は健全であるから，そ

の塩基配列にそって新しい鎖が合成されるため，遺伝

情報は正しく複製されることになる.

(3) 組換え修復

この修復機構はDNAの複製の過程で起こる.損傷を

持っている DNAが複製過程に入ると，傷のある所で複

製は停止してしまうが，傷のないもう 1本の鎖はその

まま複製され，この鎖があるところで組換えられて傷

があったために複製できなかった部分を埋めてしまう

というものである.

6 

これらの機構の詳細については，すでに多くの本29)や

総説で紹介されているので参照されたい.それでは，

放射線抵抗性細菌の中ではどんな機構が働いているの

だろうか.

正確に DNAを複製することによって細胞は正常に増

殖しうるが，放射線損傷を受付た DNAに修復ミスが起

ると突然変異を起こす.D. radioduransでは 5kGyま

で生存率が変化しないだけでなく，この範囲では突然

変異株がほとんど見つからない30) このことはDNA修

復が非常に正確に行われていることを示している.ま

た紫外線照射の場合でも，500J/m2まで生存率の変化は

なく ，sos修復31)も光回復32) も起こらないと言われて

いる.

D. radioduransでは，これまでに除去修復と組換》

修復の関与が指摘されている33) 損傷塩基を切り出す酵

素である UV endonuclease αとβはすでに Evans

ら34，35)によって見出されていたが，最近APendonu-

cleaseとuracilDNA glycosylaseが更に見出されて

来ている 36) 従って，この細菌において除去修復機構が

存在することは確かである.

D. radiodurans Rlから誘導した放射線感受性変異株

の中で， rec30株37) とKH840株38)は親株のように生存

曲線での大きな肩を持たず，大腸菌とほぼ同程度の感

受性を示す.rec30株は組換え能を欠損しているから，

親株での放射線耐性の発現に組換え修復が重要な役割

を演じているように思われる.しかし， KH840株は親

株と同程度の組換え能を持っているにもかかわらず，

感受性が高い.このことは組換え修復だけで著しく高

い耐性を説明することはできず，それとは別に未知の

修復過程が存在することを示唆している.

このような極めて正確な修復反応がどのように起こ.

るのかはまだ不明であるが，照射直後に DNA合成が一

時的に停止し，修復完了後に再開されるという調節機

構が働くこともその原因の 1つであろう 39) また，放射

線耐性の制御に係わるとみられる現象がある州.放射線

感受性変異株である KH8401の生存曲線を測定すると，

途中で折れ曲がる 2相性の曲線が得られる.この高線

量領域でテイリングしている部分から，細胞を分離し

てその放射線感受性を調べてみると，図 6に示すよう

に，一部には復帰変異によって野生株と同じくらいに

耐性が戻ったもの(A)や中位に耐性になったもの(B)が見

出されるが，大部分は再び 2相性の生存曲線(C)を示す

ようになる.即ち，高線量で生き残った耐性細胞から

液体培養中に感受性細胞が誘導されるように見られ，

耐性が環境に左右される因子によって制御されること

放 射 線 化 学
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図 7.非照射(左)及び 6kGyγ線照射(右)した D.

radiodurans細胞から抽出した蛋白質の 2次元

電気泳動ノfターン.0印は照射後増大する蛋白

質，←印は照射後消失する蛋白質.

質特異性も異なることを明らかにした州.一方，耐性を

支配する修復系遺伝子をクローニングしようとする試

みも進んでいる.Ba汀 ows“)やDalrympleら45)は，D.

radioduransのDNAのコスミドライプラリーを作成し，

その DNA断片を大腸菌に入れたものから，耐性が著し

く増大した細胞を分離した.図 8は分離された 2株の

細胞の生存曲線を示している.DNAを取り込ませるた

めに使った大腸菌のプラスミド (pBR322)だげを含む

ものとプラスミドも含まないものを対象として比較す

ると， D. radioduransの野生株に比べれば，まだまだ

耐性は低いものの明らかに耐性が増大している.しか

し，この研究については，再実験をして評価した結果，

大腸菌が耐性になったのは， D. radioduransのDNA

が発現したのではないということが後に明らかになっ

た州.D. radioduransのDNAは大腸菌や枯草菌のベ

クタ一系では非常に不安定である.そのため，D. 

radioduransから分離したプラスミド DNAを用いて，

新たなベクターを構築しようという研究が進められて

いるが47Ahまだ完成には至っていない.2本鎖切断の

修復に直接関与する遺伝子を解析する研究はこれから

の仕事である.

1 

10-1 

Control 生
存
率

9 6 3 o 

(kGy) 

図 6.放射線感受性変異株KH8401を1'"'-'3 kGy照射

後，分離された細胞の放射線感受性の分布

線量

6.おわりに

放射線抵抗性細菌は自然界に広く分布し，細々とで

はあるが生存している.この細菌群は，高レベルの放

射線環境下で生存しなければならないという必然性も

ないのに，なぜDNAの2本鎖切断までも正確に効率良

く修復するという特殊な能力を持っているのだろうか.

そして，その能力は進化の過程でどのように獲得され

たものなのだろうか.放射線抵抗性細菌には，このよ

を示唆している.

このような制御機構も含めて，修復過程には新たな

蛋白質合成が必要であるから，照射後に誘導されてく

る蛋白質が修復系に関係する可能性が高い.Hansenが

紫外線や電子線照射によって 4種類の蛋白質が優先的

に合成されることを見出しているが41それらの誘導蛋

白質と耐性との関係は分かつていない.著者らはこの

放射線誘導蛋白質の検索を進め，少なくとも10種類の

蛋白質が6kGyのγ線照射後に増大してくることを観

察している.その中で特に図 7に示す 6種類の蛋白質

は照射後多量に誘導され，かつその中のいくつかは放

射線感受性変異株では誘導されないことから，放射線

耐性に関係する蛋白質であると考えられる42) この蛋白

質以外にも数種類の放射線に特異的に誘導される蛋白

質が見出されてきており，これらの蛋白質の機能を解

析することによって，修復過程に関与する酵素系の解

明ができるものと期待される.

修復系に関与する遺伝子の解析については，Moseley

らが，UV照射後の除去修復に関係する遺伝子のクロー

ニングを進めており， endonuclease αとβの内， βを

精製して大腸菌の酵素と比較し，分子量だけでなく基

7 第 54号(1992)
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図8.D. radioduransのDNAを組み込んだ2種類の

大腸菌 (0，口)の生存曲線

~ ; pBR322プラスミドだけ含む大腸菌

ム;プラスミドも含まない大揚菌

うに沢山の興味ある課題が含まれている.

放射線抵抗性細菌は宇宙線のような高 LET放射線に

も強いことが分かつているから州， Hoyleらが言うよ

うに，これらの細菌は“SpaceTravellers"であり，

長い年月をかけて宇宙を旅するとき，宇宙線や紫外線

から身を守る必要があったからかもしれない50) 根拠が

ある訳ではないがお話しとしては面白い.現在，日米欧

8 

加の協力で宇宙ステーションの建設計画が進められて

おり，人間を含めて動植物，微生物等が長期間宇宙に

滞在するようになるのも間近である.放射線抵抗性細

菌が，“SpaceTravellers"ではないとしても，宇宙の

複合放射線環境下で地球上の生物が生きるすべを教え

てくれるかもしれない.

放射線抵抗性細菌が，これほど修復能力に優れてい

なければ，少しづっ変異を起こして，現在の環境にもっ

と適応した生物に進化していたかもしれない.しかし，

この高い修復能力のために，かたくなに性質を保存し

たおかげで，生物がその能力の可能性として， DNAの

2本鎖切断も含めた種々の損傷を正しく治すことが出

来ることを我々に教えてくれた.この機構を明らかに

することによって，基礎的にも実用的にも価値のあるa凪

色々な示唆が得られるものと期待している.
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〔展望〕

極紫外領域における

多原子分子超励起状態の生成と崩壊

1 .はじめに

放射線化学反応および原子分子素過程の研究におけ

る放射光の利用について，その有用性と研究の現状は

旗野1)，河内2)によってすでに本誌でも解説されている.

放射光は，広い波長範囲にわたる波長選択可能な高輝

度光源としても，また，そのパルス特性や化学的な清

浄さからも化学反応素過程の研究に適しており M}，我々

はこれらの放射光の利点を活かした次のような研究を

行っている4，5)

(1) 放射光の幅広いスペクトル分布を用いた光吸収，

光イオン化，中性解離断面積測定.

(2) 発光励起スペクトル測定による分子高励起状態

からの中性およびイオン性解離過程の研究.

(3) 放射光のピコ秒パルス光源としての性質を用い

た発光の時間分解測定.

本稿は，その中で(1)のテーマについて最近の研究か

らいくつかの例を紹介する 6)

2.極紫外領域における光吸収プロセス

電磁波スペクトルの可視一紫外領域と X線領域との聞

に挟まれたエネルギ一範囲である真空紫外領域，とり

わけフッ化リチウムの吸収端より高エネルギー側の極

紫外領域(100"'0.2nm， 12"'6000 e V)に，ほとんど

の分子が強い吸収を示す.すなわち光吸収断面積スペ

クトル(およびそれに比例する量である光学的振動子

強度分布)の主要部分がこの領域に集中している.こ

れは，この極紫外領域にイオン化連続状態，価電子励

Formation and Decay Processes of Superexcited 
-Polyatomic Molecules in the Extreme-UV Region. 

東工大理 亀田 幸成 *

起状態，および多数のリュードベリ状態への電子遷移

が重なりあって存在するためである.したがって，分

子の光吸収とそれに引き続く反応の全容を明らかにす

る上で極紫外領域における光吸収断面積，光イオン千

断面積，および中性解離断面積の絶対値を測定するこ

とが重要な課題となる.

これらのデータはまた，Platzman7
)によって，すで

に放射線作用研究の初期において指摘されていたよう

に，放射線誘起反応を理解するための基本的な物理量

である.つまり，分子に対するあらゆる放射線作用の

基本的メカニズムは電子衝突過程に遷元されるが，こ

れは広いスペクトル範囲の光と分子との相互作用と等

価であると近似できる7，8) このような立場で放射線作

用の研究に光学的な断面積データを用いた例としては，

旗野ヘ Koizumiら10)による炭化水素の G値の計算，

Kimuraら11)による炭化水素の W値の計算， Pimblott 

およびLaVernel2
)による炭化水素放射線分解における

電子のエネルギーデポジションの研究，さらに希ガス

準安定状態一多原子分子系におけるぺニングイオン化断

面積の見積り 13)などがある.

しかしながら，極紫外領域では，実験に用いる適、

な連続光源や窓材が欠知していたため簡単な分子につ

いてさえも上記物理量に関する信頼性のあるデータが

不足していた.また，このエネルギー領域の断面積値

について，可能性のある多くのチャンネルを考慮にい

れた理論計算も簡単ないくつかの二原子分子に限られ

ている.

多原子分子では，超励起状態からの自動イオン化に

• Kosei KAMET A 東京工業大学理学部化学科，助手，博士(理学)

(略歴) 昭和58年群馬大学工学部高分子化学科卒，昭和62年同修士課程修了， 平成元年東工大大学院理工学研究科中

退，同年4月東工大理技官，平成 3年 5月より現職.

(専門) 反応素過程，放射光化学

(連絡先) 干152 東京都目黒区大岡山2-12-1
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競争する様々な解離過程が可能であり，中性解離断面

積を含めた上記諸断面積の測定は特に興味深い.ここ

で超励起状態とは，イオン化しきい値より高いエネル

ギーに励起され，イオン化連続状態と相互作用する中

性の離散的な高励起状態である.本研究は，放射光を

光源にし，窓材として金属薄膜フィルターを用いるこ

とによって極紫外領域におげる光吸収，光イオン化，

および中'性解離断面積の絶対値の正確な測定を可能に

し，いくつかの化学的に興味ある多原子分子に適用し

たものである.これにより，我々は極紫外領域での個々

の分子の光吸収過程における超励起状態の存在と，そ

れが自動イオン化あるいは中性解離により崩壊してゆ

く競争過程の存在とを明らかにすることができた.そ

の結果，イオン化ポテンシャルより高い励起状態にあ

る分子の中性解離過程がこれまで考えられていた以上

の収率で，またその電子状態に依存して波長選択的に

起こることを実証した.

3.関連した研究の現状

放射光を利用した最近の気相反応素過程の研究につ

いては，旗野による総説川にまとめられているので詳細

は記さないが，例えば， Leeら15)，伊吹ら 16)，Nenner 

ら17}，見附ら18)，Dehmerら19)が，我々の興味とはそれ

ぞれ異なった観点、および実験手段で研究を進めている.

極紫外領域では，光源および窓材の欠如により，直

接に光を用いた光吸収あるいは光イオン化断面積の測

定が困難であったため， Brion20
)は高速電子線を光の代

わりに用いて断面積測定を行い，光を用いた実験に代

わり得るものであると主張した.しかし，実際の光を

用いた本研究の結果との比較から，彼らの方法におけ

る問題点、が指摘されている.

我々の実験は，次節で述べるように金属薄膜フィル

ターを装着したイオン化チェンパーを用いたものであ

り，極紫外領域における光吸収，光イオン化，および

中性解離過程の全断面積を同時に絶対値として得るこ

とができる.すなわち，光反応の入り口側(光吸収断

面積)と出口側(イオン化および中性解離断面積)を

絶対値として正確に押さえることができるわけで，分

子超励起状態の生成とその自動イオン化および中性解

離による崩壊過程のダイナミクスの全体像を把握する

のに適した優れた方法といえる.

断面積値の集積としては， Berkowitz21
)， 

Gallagher22
)， Robin23

)，鏡野24)によるものなどがあり，

原子ゃいくつかの簡単な分子についてはデータが揃っ

てきている.こう記すと，すでにかなりのことが明ら
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かになっているように思われるかも知れないが，化学

的に興味のある多原子分子について上述の各全断面積

値の絶対値を与えた例は少ない札制.小泉ら 10・27一川は，

最近の一連の断面積値測定において，化学結合の違い

による断面積スペクトルの形状変化をいくつかの構造

異性体について調べている.

4.実験

4.1 光源

高エネルギー物理学研究所・フォトンファクトリー

の気相用真空紫外ビームライン BL-12Aからの放射光

を光源として用いた. 600， 1200または2400本/mmの

グレーティングを備えた 1m瀬谷-波岡型分光器により

およそ30'""'200nmの光を取り出すことができる.後置

鏡により集光された光を，差動排気室を介して実験用

イオン化チェンパーに導いている.

4.2 イオン化チェンパー

本研究は，金属薄膜フィルターを窓材として装着し

た改良 Samson型イオン化チェンパーによって行った

(図4-1).この装置を用いて我々は光吸収断面積 (O't) 

だけでなく光イオン化量子収率(η=σ'1/σ't)，光イオン

化断面積 (σ'1)，および中性解離断面積 (σd=σtX (1 

-1/) )の絶対値を信頼性よく決定することができる.測

定原理については，文献31や文献5に詳しいので省略

するが，同じ光路上に直列にならんだ複数の電極対か

ら構成されていて，入射光の波長をスキャンさせなが

らイオン電流を気体圧力とともにモニターし測定する

ものである.

.φv 

ff ' ~REP、

、lC'--τヂベ〆h

図4-1. シリンドリカル型イオン化チェンパー33)

IC:イオン捕集電極 G:ガード電極:

REP:イオンリペラー DEF:電子偏向電

極 FILM:金属薄膜フィルター
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らの噴き出しのために入射光量の正確な見積りができ

ず，信頼性のある断面積測定が行えないことになる.

すなわち，金属薄膜フィルターを使用し， (1)分光器か

らの二次光をカットすること，および(2)試料ガスの噴

き出しを防ぐことで，はじめて極紫外領域における光

イオン化量子収率，光イオン化断面積の絶対値の正確

な測定が可能になった.

金属薄膜フィルターは， J.E. Manson社または

ULVAC社製の Te(入射エネルギー:22.5~28 eV)， 

Sn (16.7~23.8eV) ，および In (12. 4~ 17.2 e V)薄

膜を適宣交換して用いた.薄膜フィルターは図 4-1の

イオン化チェンパー前面に置いたゲートパルプのシー

ル面に装着してチェンパーと差動排気室を隔離してい

る.チェンパー内の組排気時にはゲートパルプを上

て薄膜フィルターの両面に大きな圧力差がかからない

ようになっている.また，フィルターの金属面から放

出される光電子がチェンパー内の電極に飛び込むのを

防ぐために，電子偏向電極をチェンパー前部に置いて

いる.同様に，後部の偏向電極により光量モニター用

のサリチル酸ナトリウムを塗布した石英ガラスからの

光電子のチェンパーへの跳ね返りを防ぐように設計し

である.

図 4-2に金属薄膜フィルターを透過した放射光の強

度の波長依存性を示した.これは，放射光のスペクト

ル分布とフィルターの透過率曲線とから決まる関数に

なっている.フィルターの使用により光量は落ちるが，

イオン化チェンパーによる直流電流測定に十分な光量

である.

なお，本研究で用いているイオン化チェンパーでは

イオン捕集電極をロッド状にし，イオンリペラー電極

を円筒状に配したシリンドリカル型配置をとっている.

こうすることによって生成した光電子の電場による加

速を押さえて二次電子の生成を防ぎ，良好なイオンの

捕集特性を得ている.

イオン化チェンパー法では光吸収断面積の測定にお

いて，通常の光吸収セルを用いて入射光強度の滅弱に

基づいて測定を行う場合に比べ， (1)正確な光路長を知

る必要のないこと， (2)イオン化ポテンシャル以下のエ

ネルギーの迷光や生成物からの発光の影響がないこと，

(3)同じ装置で同時に正確なイオン化量子収率の測定が

行え，これを用いてイオン化断面積および中性解離断

面積の絶対値を決定できるという利点を持つ.特にこ

のようなシンプルな構成の装置で，各断面積の絶対値

を信頼性よく同時に測定できるという(3)の特長は注目

すべき点である.すなわち，通常の光イオン化質量分

析によるイオン化断面積測定では，断面積の相対値し

か測定できないため，絶対値化するためにはある波長

でのイオン化量子収率を 1と仮定して，光吸収断面積

に合わせて規格化する訳だが，本稿で示す我々の研究

から明らかなように，イオン化ポテンシャルよりかな

り高いエネルギー領域でもイオン化量子収率は lにな

らない.さらに光イオン化質量分析では，質量による

捕集効率の補正が難しいため，同じ分子でも研究グルー

プ間でしばしば全イオン化断面積のスペクトル形状が

異なる.また，個々の解離断片を生成する断面積は，

励起解離断片からの発光スペクトルにより測定される

が，我々の研究から明らかなように特に多原子分子で

は，中性解離断片のほとんどが非発光性のものである

ため，超励起状態からの中性解離過程を調べる上で本

実験のような全中性解離過程の断面積測定が必要であ

る. 。。
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4.3 金属薄膜フィルター

本研究の特色は，放射光を光源としたイオン化チェ

ンパーによる測定に窓材として金属薄膜フィルターを

採用しこれまで測定の困難であった極紫外領域におけ

る断面積測定を可能にした点にある.前節(1)の特長で

述べたように光吸収断面積の測定についてだけ言えば，

分光器からの二次光の影響が少ない場合には，窓材が

無くても測定は可能である.しかし，現実には波長連

続な放射光を光源に用いるため二次光の効果は無視し

得ない.また，光イオン化量子収率ならびに光イオン

化断面積の測定には，入射光量の絶対値が必要となる.

ところが，窓無しの場合には試料ガスのチェンパーか

100 

図 4-2.金属薄膜フィルター透過後の入射光強度6)

学イじ線射放12 
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図 5-1 .シランの光吸収断面積(O"t)，光イオン化断面

積 (σ'1)，中性解離断面積 (σd)，および光イ

オン化量子収率 (η)矧

励起によって生成したこの価電子励起状態は，対応す

る結合を緩める結果，フランク・コンドン領域におい

て反発的なポテンシャル曲面をとり，基底状態からの

遷移はプロードなピークを示す.一方， 15.5"'18eVに

見られる振動的な構造は， (3a1)-1イオン状態に収束す

るリュードベリ状態の振動プログレツションと同定さ

れる.この超励起状態は光イオン化量子収率 η=1でほ

とんど全て自動イオン化し，中性解離しないことが分

かる.さらに高エネルギー側になると再び光イオン化

量子収率が 1を下回り，中性解離が起こる.これは，

このエネルギー領域に存在するイオンサテライトに関

連した二電子励起状態によるものと考えられる.二電

子が励起したこれらの状態は解離性が強いため，中性

解離断面積は非常にプロードになる.以上を整理する

と，我々はシランの13.6eV"'-'22 eVのエネルギー領域

での光吸収，光イオン化，中性解離断面積ならびに光

イオン化量子収率スペクトルにおいて，その電子状態

と性質を異にする三種の超励起状態を観察した.すな

わち， (1)自動イオン化と中性解離過程の競争によって

崩壊する価電子励起状態， (2)リュードベリ状態， (3)二

電子励起状態の三種である.

このようにして超励起状態の存在と性質を明らかに

示すことができるのは，我々の実験では，中性解離断

面積を絶対値として知ることができるからであって，

もし光吸収断面積および光イオン化断面積がどちらか

でも絶対値測定できない場合(通常の光吸収測定や光

イオン化断面積測定)には，小さな断面積値しか与え

ないこ電子励起状態による超励起状態などは見つける

ことができないであろう.これまで定性的にしか議論

図 4-3.発光励起スペクトル測定用チェ ンパー32)

4.4 発光励起スペクトル測定

いくつかの分子については，イオン化チェンパーに

よる断面積測定に加えて，真空紫外領域および可視一紫

外領域でモニターした中性解離フラグメントからの発

光励起スペクトルの測定を行った.真空紫外領域では

マイクロチャンネルプレート (MCP)を，また可視-紫

外領域では光電子増倍管を検出器とし，光学フィノレター

で分光している(図 4-3 ) 32). フォトンカウンティン

グ法による発光励起スペクトル測定は感度も高く，ま

た前駆体である超励起状態の生成を直接反映しており，

超励起状態の研究に適した方法と言える.

13 

5.実験結果

5.1 シラン33)

シランをはじめとする IV属化合物の超励起状態ダイ

ナミクスの研究は，対応する炭化水素類との比較とい

う意味でも興味深い.図 5-1にシランの13.6"""22eV 

におげる光吸収断面積 (σt)，光イオン化断面積 (σ'1)， 

光イオン化量子収率 (η)，および中性解離断面積 (σ'd)

を示した33) 光吸収断面積は， 14.6 eVを中心としてプ

ロードな極大を持ち，また， 15.5"'18eVにはっきりと

した振動的な構造を示す.シランのイオン化しきい値

は11.6eVであるから，これらの構造はイオン化連続状

態への遷移に重なりあって存在していることになる.

14.6eVのプロードなピークは，電子エネルギー損失ス

ペクトルとの比較から， 3a1電子の♂ (t2)反結合性軌

動への遷移による超励起状態と同定される.このピー

クに対応するエネルギー領域でイオン化量子収率 (η)

はlを大きく下回っており，この超励起状態が自動イ

オン化と競争する速い中性解離過程によって崩壊して

いることが分かる.結合性軌道から反結a合性軌道への

第 54号(1992)
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図 5-2.シランの光吸収断面積測定値(実線)33，37)と計

算による振動子強度分布(縦棒)州との比較
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図 5-3.シランの光吸収断面積(<Tt) ， (a) Itoh et 
a1.40

) ; (b) Suto and Lee37} ; (c) Cooper et 
al. 39) ; (d) Kameta et aJ.33) および光イオ

ン化量子収率(η)，(c') Cooper et a1.39) ; (d') 
Kameta et al. 33) 
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できなかった多原子分子超励起状態について，

量的な把握を可能にしたと言える.

もちろん超励起状態は，中性解離だけでなく自動イ

オン化によっても崩壊するが，光イオン化断面積にお

いて自動イオン化の寄与は直接イオン化によるものと

重なり合って観測されるために，その前駆体として超

励起状態だけを考えればよい中性解離過程を調べるほ

うが有利である.その意味では，中'性の励起状態への

選移スペクトルを予測する分子軌道法計算は，イオ ン

化連続状態への遷移が考慮、されてはいないものの，実

験で得られた光吸収，光イオン化スペクトルの構造を

同定する上で役立つものと思われる.しかし，高い励

起状態への遷移を計算するような分子軌道計算はこれ

までほとんど無かった.最近，早石ら 34)が Abinitio法

によって， Lindholmら35)が反経験的な改良 CNDO法

によって炭化水素類の，また石川ら36)がDV-Xa法によっ

てシランを含むケイ素化合物の高いエネルギー領域に

おける吸収スペクトルの計算を行なった.図 5-2にシ

ランについて石川らの結果制と光吸収断面積の実験

値札37)とを比較して示す.計算はおおよその定性的な傾

向を示すもののさらに改良が必要と思われる.一方で，

散乱理論による光イオン化断面積計算もあるが2ヘこれ

らには当然，中性の超励起状態の生成は考慮されてい

ない.これらに対し，中性解離や自動イオン化を含む

いくつかのチャンネルを同時に取り入れるものとして

多チャンネル量子欠損理論 (MQDT)38)による計算が

あるが，ここで示しているような多原子分子に対して

はまだ適用されていない.一枚のスペクトルの中で，

はっきりと区別できる複数の超励起状態を示したシラ

ンは，将来より進んだ理論との比較という意味でも輿

より定

12:J 
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面積の相対値41，42)は，本研究の結果と異なるだけでな

く測定者によっても互いに形状が違っている.光イオ

ン化質量分析による部分イオン化断面積測定から全イ

オン化断面積の相対値を求める方法は，断面積の絶対

値が得られないというだけでなく，断面積スペクトル

の形状についても注意深い評価が必要である.

5.2 ジシラン43)

同様の測定をジシランについて行った結果を図 5-4

に示す.一見して，光イオン化量子収率 (η)が，シラ

ンに比べ測定エネルギ一範囲全体にわたって大きく 1

を下回っている.超励起状態の密度がシランに比べ大

きいか，あるいはジシランの超励起状態の崩壊過程に

学化線射放

味深い.

図 5-3に光吸収断面積と光イオン化量子収率につい

てCooperらぬ}の高速電子線による擬似光吸収実験と

の比較を示す.本実験で測定していない LiF吸収端よ

り低エネルギー側については，他の研究者の光による

結果37州をプロットした.明らかに放射光による実験

と高速電子線による結果とに違いが見られる.高速電

子線によるスペクトルは，測定エネルギー間隔が放射

光によるものに比べて粗いため構造がはっきり出てい

ないだけでなく，ピーク位置にもかなりのシフトがみ

られる.また，光吸収断面積，光イオン化量子収率と

もにその絶対値が放射光実験と大きく異なる.高速電

子線実験で用いている仮定39)には検討が必要であるこ

とを示している.

シランの光イオン化質量分析による全光イオン化断

14 



において54nm""'65 nmの波長領域に(2 a1) -1λ イオ

ン状態に収束するリュードペリ状態への遷移による弱

い吸収が，振動プログレツションを伴って見える.こ

れまでの研究では，この超励起状態からの自動イオン

化は光イオン化断面積において観測されておらず，こ

の超励起状態のほとんどが中性解離するものと考えら

れてきた.これは，光イオン化断面積が絶対値として

正確に測定されていなかったこと，波長分解能の良い

イオン化断面積測定がなかったことによる.図 5-5に

示した我々の測定では，この極紫外領域におけるメタ

ンの光イオン化断面積に，光吸収断面積の振動構造と

対応した弱い振動構造が観測され，超励起状態からの

自動イオン化の寄与を明らかに示すことができた.ま

た，同じ波長領域の中性解離断面積 (σd) に見られる

振動構造は，真空紫外および可視-紫外領域でモニター

した発光励起スペクトル叫州とよく対応している.

5.4 アセチレン州

図 5-6にアセチレンの光吸収，光イオン化，中性解

離断面積および光イオン化量子収率の測定結果を示す.
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図 5-4.ジシランの光吸収断面積(dt)，光イオン化断

面積 (σ1)，中性解離断面積 (σd)' および光

イオン化量子収率 (η)州
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おいて中性解離過程が自動イオン化に比べて大きな割

合を占めていることが分かる.これまで我々が調べた

炭化水素類における比較からも，一般に構成原子数の

増加が解離チャンネルを増やし，中性解離に導く超励

起状態の密度を増加させる傾向がある.ここで観測さ

れているジシランの超励起状態は， (4 a2U)-I， (4 a1g)一1

イオン状態に収束するリュードベリ状態およびさらに

高エネルギー側の二電子励起状態である.

5.3 メタン

メタンはもっとも基本的な炭化水素であり，光吸収，

光イオン化断面積，および光イオン化量子収率につい

て，これまでにも様々に研究されてきた.しかし，高

い励起状態に関して，定量的な測定は不十分である.

図5-5に本研究の測定結果を示す.光吸収断面積(σt)
σ， 

σd 
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図 5-6.アセチレンの光吸収断面積(dt)，光イオン化

断面積 (σ'1)，中性解離断面積 (σd)' および

光イオン化量子収率 (η)州
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90 

図 5-5.メタ ンの光吸収断面積(dt)，光イオン化断面

積 (σ'1)，中性解離断面積 (σd)，および光イ

オン化量子収率 (η)
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光吸収断面積に見られる多数のリュードベリ状態への

遷移によるスペクトル構造は，光イオン化断面積およ

び中性解離断面積にも現れていて，これらの超励起状

態は，自動イオン化と中性解離過程の競争により崩壊

することが分かる.また，この波長領域におけるアセ

チレンの超励起状態としては，リュードペリ状態に加

えて形状共鳴が存在することを光イオン化量子収率の

変化から確かめた.シランや本研究で調べられた他の

多原子分子の例でも見られるように，極紫外領域の光

吸収過程におけるリュードベリ状態以外の超励起状態

の寄与は多原子分子一般について当てはまると考えら

れる.

中性解離過程についてさらに詳しく調べるために，

真空紫外および可視一紫外領域でモニターした発光励起

スペクトルを測定し，中性解離断面積スペクトルとの

対比を行った(図 5-7). C-C三重結合の切断による

CH (A) (図 5-7 (d))の他， C2 (d) (図 5-7 (b))， 

C2 (c) (図 5-7 (c))，および H(ライマンーα) (図 5

-7 (e))が，超励起状態を前駆体として生成している

ことが分かる.

その他，ハロゲン化ケイ素ヘジメチルエーテル47}，

エチルメチルエーテル47)，シクロプロパンヘシクロヘ

キサン6)について同様の測定により極紫外領域における

光吸収過程を調べ，そこに現れる超励起状態を仲立ち

とした光イオン化と中性解離過程の競争過程を明らか

に示した.

6. まとめー超励起分子の電子状態とその生成，崩壊過

程

本稿のはじめに記したように，光吸収および光イオ

ン化断面積スペクトルは光一分子および電子一分子相互

作用，さらに高励起分子のダイナミクスやイオン励起

状態の理解のための基本的なデータとなる.また，反

結合性軌道のエネルギーレベルなど高励起分子の電子

状態とポテンシャル曲面について情報を与える.しか

し，現状ではイオンや高励起分子の生成・崩壊による

光吸収，光イオン化断面積スペクトルを理論的に予測

することは困難である.これは，この真空一極紫外領域

にイオン化連続状態を含む多数の遷移可能な電子状態

が重なり合って存在し，相互に干渉し合っているから

である.本研究は，個々の分子についてこれまで知ら

れていなかった電子状態を明らかにしたが，これらの

結果はまた，高励起状態一般を理解する理論研究の進

歩に役立つと期待される.

我々は，極紫外領域の分子ダイナミクスに対する超
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励起状態の重要性に注目して研究を行い，極紫外光で

励起された多原子分子について以下のことを見いだし

た

(1)光吸収断面積と光イオン化断面積の比で定義される

光イオン化量子収率は，これまで予想されていた以上

に大きく 1を下回る.この結果は第一イオン化ポテン

シャルより十分高いエネルギーの極紫外領域における

超励起状態の存在とその中性解離過程の存在とを示す.

放射線化学



(2)超励起状態からの自動イオン化と中性解離の競争を

スペクトルにおいて示した.

(3)多原子分子の超励起状態の電子状態として

(A 1)リュードペリ状態

(A 2)価電子励起状態

(A 2 ，)形状共鳴

(A 3)二電子励起状態(リュードペリ状態，価電

子励起状態)

を超励起状態における光吸収，光イオン化断面積スペ

クトルで観測した.これにより多原子分子超励起状態

の電子状態についてよりはっきりした描像を与えるこ

とができた.もちろん，さらに高いエネルギー領域で

は

(A 4) 内殻励起による超励起状態

が存在する.

電子線衝撃による研究から，水素分子等の二原子分

子の超励起状態について，その主要な部分は，

(B 1)振動(または回転)励起

(B 2)二電子励起状態

(B 3) 内部コア励起した

高リュードベリ状態からなっていると考えられていたへ

あるいは，もっと一般的な超励起状態の分類として，

中村ら州は，

(C 1)内殻励起または二電子励起した状態(二電子

励起型)

(C 2)振動回転励起したりュードベリ状態(リュー

ドベリ型)

と分けている.

しかし，多原子分子では，上記以外にー電子的な価

電子励起が第一イオ ン化ポテンシャル以上のエネルギー

領域に存在し得る.また，極紫外領域では Cによる分

類では (C1)に分類されるようなリュードベリ状態も

存在するが，第一イオン化ポテ ンシャル付近における

こ原子分子の励起過程の考察による分類Cでは，これ

らは考慮されていなかった.

(4)これまで極紫外領域に見られる顕著なスペクトル構

造を，リュードペリ状態として同定することが多かっ

たが，価電子励起状態が重要であることを指摘した.

(5)高速電子線を使用した光吸収，光イオン化断面積測

定および光イオン化質量分析による光イオン化断面積

測定に比べて我々の用いた実験方法が絶対断面積の測

定に優れていることを示した.

第 54号 (1992)

7.おわりに

本研究では，多原子分子超励起状態からの自動イオ

ン化と中性解離の競争過程を光イオン化量子収率の 1

からの隔たりという形で示し，極紫外領域において中

性解離過程がこれまで考えられていた以上に大きな寄

与をしていることを明らかにした.

しかしなお，光イオン化断面積の内訳としての直接

イオン化と自動イオン化の断面積比の決定が大きな問

題として残っている.これに関しては， Platzman7
)は

光イオン化とペニングイオン化のイオン化量子収率の

比較から直接イオン化の寄与が超励起状態からの自動

イオン化によるものに比べて小さいと予測した.一方，

Koizumi州は最近のイオン化しきい値近傍における光

イオン化断面積スペクトルの測定結果からイオン化は

主に直接イオン化過程によって起こっており，超励起

状態はむしろ中性解離によって崩壊すると結論してい

る.

また，上の問題を見方を変えると，超励起状態から

の自動イオン化と中性解離過程の分岐比がどうなって

いるかという問題になる.5 -1節で触れたように H2'

HCl，NOといった簡単な二原子分子については，多チャ

ンネル量子欠損理論 (MQDT)矧に基づく超励起状態

からの自動イオン化と中性解離過程の分岐比の計算が

ある.しかし，多原子分子超励起状態の崩壊過程にお

ける自動イオン化と中性解離の分岐比に関しては，計

算はもちろんのこと実験も行われていない.

これらの問題を解決してゆく上で，超励起状態の崩

壊過程に対する同位体効果を本研究手法によって調べ

ることは有効であろう.また，しきい光電子分光によ

り振動自動イオン化過程に関する情報を得ることがで

きる.これを通常の光電子分光法と組み合わせること

により多原子分子の超励起状態についてさ らに詳し く

調べることができょう.

本研究で我々は，これまで正確なイオン化断面積測

定等が困難であった，LiF吸収端より高いエネルギー側

にまで，測定可能なエネルギー領域を拡大することが

できた.しかしなお， LiF吸収端と本測定領域の間

(11. 8'"'-13.5 eV)に断面積データの得られていない領

域が残っている.これは，このエネルギー領域が金属

薄膜フィルターの透過率の立ち上がり部分に当たるた

め，入射光量が著しく少なくなることによる.そこで，

単一電極のイオ ン化チェンノて一法やイオンカウンティ

ング法を用いることにより，このエネルギー領域にお

ける全イオン化断面積の相対値測定を感度よく行い，

17 



本実験で得られた断面積絶対値で規格化することを計

画している.また，フォトンファクトリーで現在建設

している BL-20Aビームラインからのより強度の高い

放射光を用いれば，イオン化チェンパーと金属薄膜フィ

ルターによる本実験手法でも，そのままで測定可能エ

ネルギー領域を広げ，また高分解能測定を行うことが

できる. リュードべリ構造のより詳細な解析のために

は，そのような高分解能測定が必要となる.
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〔展望〕

気相における電子の減速と熱平衡化

はじめに

高いエネルギーを持つ電子が気体に入射してからの

道筋をまず概観しよう.例えば数 keVの電子が気体に

入射した時，電子は気体を構成する原子或いは分子(今

後分子で代表)と相互作用しながらエネルギーを失い，

最後に電子のエネルギーは気体の温度と同じになる.

図 lに電子の気体の中でのエネルギー緩和の様子を示

す.

気体に入射すると電子は分子をイオン化や電子的励

起を通じてエネルギーを失って行きついに分子の最低

電子的励起をレベル以下のエネルギーになる.図 1で

1は入射電子を表し 2は入射電子が分子をイオン化

して生じたこ代目電子を表す.二代目電子の中でエネ

ルギーの高いものはイオン化や電子的励起を起こし，

図 1には示していないが三代目電子を生む.以下子孫

の電子はエネルギー的に可能な限り何代もとなりうる.

最低電子的励起レベル以下のエネルギーを持つ電子を

亜励起電子と Platzmanl)により名付けられた.亜励起

電子は分子の振動や回転励起を引き起こしたり弾性衝

突したりしながら減速して行き，熱エネルギーに近く

なるに従い電子は衝突により分子からエネルギーを得

る割合が増加して行く.最後に電子が分子と衝突して

エネルギーを得るのと失う割合が等しくなり熱平衡化

する.電子の減速と熱平衡化の研究は，放射線化学や

放射線物理学ばかりでなく，惑星上層大気，星間ガス，

放電，プラズマ， LSIの製造，放射線生物学に関連して

いる.

電子の気体中での緩和問題を理論的に研究するには

解析的な方法とモンテカルロ法がある.両者はそれぞ

れ得意な点や不得意な点を持っているが，解析的方法

は見通しの良さが長所である.複雑な形状の系での電
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図 1 気相中での電子のエネルギー緩和過程の模式的

表示

⑦ はイオン化，⑧は電子的励起，⑪は振動励起，

Gは回転励起を電子が気体を構成する分子と衝

突して引き起こすことを表し，。は弾性衝突を

示す.矢印の下或いは横の数字は何代目の電子

かを示す.破線で固まれた部分は亜励起電子に

なってからのエネルギー損失過程を表す.

子の緩和問題はモンテカルロ法でないと取り扱えない

であろう.解析的方法として高いエネルギーの電子に

対して減速スペクトル(トラック長分布)の理論2)が知

られており， Spencer-Fano方程式で記述される.また

もう一つ Fowler方程式3)が知られている.Spencer 

-Fano方程式と Fowler方程式は共役の関係にあること

が Rauら4)とInokuti5
)らによって変分法を使って証明

されており，後に Inokutiら6)はより簡明な証明を示し

た.Spencer-Fano方程式と Fowler方程式は電子が系

Electron Degradation and Thermalization in the Gas Phase 
*Ken-ichi KOW ARI 理学博士

(略歴) 1972年東京工業大学理学部応用物理学科卒業. 1981年同博士課程終了. 1987年10月より 1989年 9月までアル

ゴンヌ国立研究所客員研究員. 1989年10月より 1991年12月までプリティシュコロンピア大学客員研究員.

(専門) 放 射線 化学 ・放射線物理趣味) 囲碁.
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に入射しエネルギーが系に吸収された時生成したイオ

ンや電子的励起種の収量を求めるには同じであるが，

Spencer-Fano方程式は発生した二次電子の初期エネル

ギ一分布7)や亜励起電子の初期エネルギー分布川なども

求められる.Spencer-Fano方程式は初めは定常状態の

方程式として提案されたが，近年時間依存の方程式に

拡張された 10，11) なお最近Kimura，Dil1on，及び

Inokutil2)により減速理論の総説が書かれている.一方

熱平衡エネルギーに近い電子の輸送問題には Boltz-

mann方程式13)が用いられて来ている.

減速スペクトルを計算する方法として Spencer-Fano 

方程式を解く他に，連続減速近似に基ずく方法がある.

連続減速近似は Spencer-Fano方程式が提案されるか

なり前に経験的に放射線化学や放射線物理で使われて

いた.高いエネルギーの電子が系に入射する場合に世

代別計算連続減速近似と呼ぶ方法がある.Satoら14-16)

は世代別計算連続近似と二体衝突理論の断面積と組み

合わせて様々の分子に対してイオン化と電子的励起種

の収量を計算した.Satoはこの一連の研究を文献17に

まとめた.より現実的な断面積を計算に使いたいが，

簡単な分子以外に現実的な断面積が利用できないこと

は10年前とそれほど変わっていない 18)世代別計算連

続近似は放射線化学の中で発達して来ていて Spencer

-Fano方程式との関係が明らかになったのは比較的に

新しい 19，20)

最近 Boltzmann方程式と Spencer-Fano方程式の

関係が具体的に議論されており，現在では Boltzmann

方程式から Spencer-Fano方程式を定式化した方が一

般的で良いと考えられる.最初に減速スペクトル y(E)

とBoltzmann方程式の電子分布関数fとの関係を指摘

したのは Inokutiら11)である.KowariとShizgaPI)は

弾性衝突だけの場合でFokker-Planck方程式と Spen-

cer-Fano方程式の関係を調べ， Fokker-Planck方程

式で冷ガス近似 (Cold-GasApproximation)すなわ

ちガスの温度をゼロ Kにすると連続減速近似を施した

Spencer-Fano方程式と同一であることを示した.Fok-

ker-Planck方程式は弾性衝突だけの Boltzmann方程

式に diffusion近似m或いは小質量比展開閉で得られ

たものである. Fokker-Planck方程式について

Chandrasekhar24
)の総説がある.更に Kowari，Lucio， 

及び ShizgaPS)は弾性及び非弾性衝突を考慮した衝突

核を持つ Boltzmann方程式から Spencer-Fano方程

式の定式化を示した.Boltzmann方程式から定式化す

ることで，電子のトラック長分布(減速スペクトル)

は中性子の減速理論26) と関係が深いことが分かる.

第 54号(1992)

電子に対する輸送過程の研究で，数十 eVのエネルギー

までを対象にし外電場と密度勾配の下に電子が置かれ

ている系の swarmの研究があり，電子の輸送理論が数

学的に良く整理された Kumarら27)の総説がある.

Shizgalらの電場が加えられている希ガスの中で熱平

衡に近い電子の系に対する研究がある.それは Boltz-

mann方程式の速度分布関数 fをLegendre関数の展

開の最初の二項で近似し，弾性衝突演算子に Fokker

-Planck演算子を使い，最終的に Fokker-Planck固有

方程式を得る.すると電子の速度分布関数の時間変化

は固有減衰として考えられ， DO (Discrete Ordinate) 

法による研究13，2ト制と得られた固有方程式を更に

Shroedinger方程式の形に変換した WKB法による研

究31，32)がある.

Pla tzmann 1)が最初に指摘したように，電子が亜励起

電子になるまでの減速時間は亜励起電子になってから

減速そして熱平衡化して行くまでの時間に比べて極め

て短いので，この二つのエネルギー領域の電子の取扱

いは分けられると考えられている.本論文ではこの考

え方に習い亜励起電子の取扱いと高いエネルギーの電

子の取扱いを分けている.

本論文の構成は次の様になる.

1. Boltzmann方程式から出発して時間依存の Spencer

-Fano方程式そして定常状態の Spencer-Fano方程

式へという方向での定式化.

2.連続減速近似についての詳細な記述.

3.種々の気体中での亜励起電子の減速と熱平衡化.

4.高いエネルギーの電子の減速の時間依存.

5.イオン化収量のゆ らぎと Fano因子.

6.今後の方向.

1 . Boltzmann方程式から Spencer-Fano方程式

1.1 電子のトラック長分布が満足する Boltzmann方

程式

外場が働いていなしかっ空間的に均一な系での電

子の速度分布関数f(v，t)の時間変化は電子と系の分子

との衝突により決定される.電子と分子との衝突には

弾性衝突と非弾性衝突の2種類がある.すると Boltz-

mann方程式は

θf -at=J(f) 

= JeJ (0 + Jln (0 
)
 

句
E
E
A

，，，‘、

で表され， Jは衝突演算子， JeJは弾性衝突演算子， Jln 

は非弾性衝突演算子である.非弾性過程として Jlnには

電子的励起や振動励起や回転励起が含まれなければな
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らない.内部自由度を持つその様な系に対する便利な

統計力学的記述は WangChangとUhlenbeck33
)によ

り開発され，それぞれの内部状態にある分子を多成分

系の異なる種と考えられている.

分子の分布関数は内部自由度 iについて総和して

F(v) =~ FI (V) (2) 

で表される.系の分子は自由電子に比べて圧倒的に多

いので，分子の分布関数は衝突により影響されなく温

度 Tでマックスウエル・ポルツマン分布しているとす

る.分子の密度を Nb とし質量を M とする.分子の内

部状態 iの分布関数 FI(V)は

FI (V) = n1fM (V) (3) 

で表され， fM (V)は運動の分布関数で

f九M (付V)片=Nh(ト一盟止一)い3/2い2
M'" ~'D\2 1L'kTI 

で与えられる.ここで kはポルツマン定数である.内

部状態 iを持つ分子の存在数 nlは

n一 ξle一向 kT

1-~ ~e - E川T (5) 

で与えられる.εlとあは i状態のエネルギーと縮重度

である.

ヱnl=1及び fM (v)dv=Nb 

とそれぞれ規格化される.

衝突演算子を具体的に記述するためには電子と分子

が衝突した時のそれぞれの相互作用の起り易さを表す

面積の次元を持つ衝突断面積が必要になる.分子の固

有振動モードを添字 vで区別することにする.固有モー

ドνで振動状態 Vから V'への振動励起断面積を σ、ぃ

(E)とする.分子の回転状態JからJ'への回転励起断面

積を σ~!; (E)とする.輸送問題では通常弾性衝突の断面

積の代わりに運動量移行断面積が使われ，速さ vを持

つ電子と静止している分子との弾性衝突の微分断面積

をdσ(v)とすると

flI(， L"  dσ(v) 
σm (v) =2πI (1-cos ω)sin ω ー~dω (6) 

01 0 aw 

で与えられる.ここで電子の衝突前の速度を V，衝突後

の速度を V'とすると

V竺二ー である.
2lvllv'l 

今電子の速度 vでの弾性衝突による電子の速度分布

関数の時間変化を考える.速度 V'の電子が速度 Vb'の分

子と衝突して電子の速度がvになり分子の速度が Vbに

なることと，速度 vの電子が速度 Vbの分子と衝突して

電子の速度が V'になり分子の速度がVb'になることを考

22 

える.弾性衝突の演算子は

f (rl ，¥r-I ，¥ rl ¥r-I dσur) 
九1(f) =1 (f(v') F(Vb') -f(v) F(Vb)g苛アdOdvb

(7) 

で定義され， g=V-Vbとg'=V'-Vb'は相対速度であり

g= Igl = Ig'lである.また Oはgとg'のなす角である.

弾性衝突演算子を質量比m/Mのべき乗に展開すると

Fokker-Planck演算子23)

m Nh a ，.， "， kT a 
Jel (f)てど JFP(f)=百→-==-(V

4
0"m (v) +ーァ)f(v)

lVl v~ av ロlVav 

(8) 

が得られる.Fokker-Planck演算子は弾性衝突演算子

の非常に良い近似である.更に Fokker-Planck方程式

は

af (v) 
一一一一=JFP(f(V)) (9) at 

と書ける.ここでf(v)は球関数展開または Legendre関

数展開した時の等方成分である.例えば Legendre関数

展開j(V)=ヱf1(v) P1 (cosθ)の時，等方性成分は 1= 

Oの成分である.

電子の速度分布関数の等方成分は分布関数の角度積

分の結果の1/4π であることは Legendre関数の角度積

分から容易に確かめられるが，式 9が速度分布関数の

角度積分しても成立するかは Fokker-Planck方程式の

導出を追わないと分からない.結論から言うと右辺の

f(V)に等方性を仮定して導出しても，仮定しなくて角

度積分して導出しても同じ結果である.非弾性衝突の

場合に電子の速度分布関数を角度積分した場合の導出

を示そう.

電子と分子との非弾性衝突で分子の内部状態が i状

態から j状態に変わる遷移確率を WIjとする.遷移確率

を使っても断面積を使っても Boltzmann方程式は表さ

れる 22)

単位時間当たり速度 v+dvとvの間の電子の数の変

化は

すdv二円 SSSf'F1'wljdv'dv1dvj 

-dv ~ Sff fFjwjldvjdv'dvl (10) 

で表される.右辺の第一項は dv'の中にある電子と dVI

の中にある分子が非弾性衝突し電子は dvの中に入り分

子は dVjの中に入ることを示している.v'とVI及び Vj

は全ての可能な値を含めなければならない.右辺の第
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二項は dvの中にある電子と dVjの中にある分子が非弾

性衝突し電子が dvから離れ dv'に入り分子は dv.に入

ることを示している.ffw岬 'dv.= ff wjldv'dv.の関

係を使うと，非弾性衝突の Boltzmann方程式は

θf 
~: =~ fff (f'F.'-fFj)wjld刈 v.dvj 日)

で与えられる.

次に遷移確率を断面積で表そう.相対速度を gj=v-

Vjとg.'=v'-v.とする.電子が衝突により分子の内部

状態を i状態から j状態に変え，電子が衝突前エネルギ-

Eで立体角。'から衝突後エネルギーEで立体角 Qにな

る微分断面積は

g.'dαIJ (E'→ E，O'→ 0) o(E-E')dE=wlJdvdvj (12) 

で表される.ここで o(E-E')はエネルギ一保存則によ

る制限である.同様に電子との衝突により分子がj状態

から i状態になる微分断面積は

gjd向.(E→ E'，O→ 0') o(E'-E)dE'=wjldv'dv. (13) 

で表される.気相での電子と分子の衝突では微分断面

積は電子の速度の衝突前後でなす角∞sx=称に依存

すると考えてよい.実は電子の速度分布関数f(v)をエ

ネルギー密度分布ρ(E，t)さらには時間増分減速スペク

トル z(E，t) =vρ(E，t)と関係付けるためには，整理され

た式11よりむしろ整理される前の式10の方が都合が良

い.遷移確率を断面積に置き換えると式10は
θf 
-dv=ヱ(dEJU f'F.'gl'dσlj (E'→ E，O'→ 0) o(E 
θt i，i JJJ 

-E') dv1dv') 

-dv fff fFjgjdσil (E→ E'，O→ 0') o(E'-E ) 

dE'dvj (14) 

と書げる.dv=v2dvdO= (2E/m) 1/2/mdEdOを使い式

14を書き換えると

す(誓)1/2占dEdo=dEdOTIUu(誓)1/2去F.

血よ(E'→ E，O'→ 0)σ(E-E')dO'dE'dv;
dO 

-dEdO川 gjf(寄)1/2~F舟(E →
E'，O→ 0')σ(E'一E)dO'dE'dvj (15) 

となる.さてここでエネルギー密度分布を

ρ(E，←占(告r/2f f(v，O)dO 日)

で定義する.また全体として電子の速度は分子の速度

に比べて大部速いので g'.-:::::-v'，gj竺 vと見なせる.式15

第 54号 (1992)

の両辺で dEは共通なので除き両辺を角度 Q で積分し

て式16を代入すると

θρ(E.t) _~ r 
一一一:l.!:!...=ヱ Iv'ρ(E'，t) F10'1J (E') dv. 
at i，i 

-~ f v.ρ(E，川σjl(E)dvj (17) 

となる.

分子の i状態のエネルギーを Elでj状態のエネルギー

をEj とする.i状態から j状態への励気エネルギーは

EIJ=Ej-EIで表される.すると E'とEは

E'=E+ EIj (18) 

で結ぼれる.式18を式17に代入すると

θρ(E十}
一一一」・ー=Nb~nlv'ρ(E+Elj，t)σij (E+Elj) 

at i，i 

-Nb玄njvρ(E，t)Ojl (E) (19) 

を得る.時間増分減速スペクトル z(E，t)を

z(E，t) =vρ(E，t) (20) 

と定義する.式 1と式20を使い弾性衝突に対する式9

と非弾性衝突に対す式19を整理すると

1az (E，t)ー 2Nbmθf
iJJ.~~l .U _~ { Eσin (E) z (E，t) 

v at M aE l ~vm 

+ E2
0'm (E) kT三(今立)} 

+Nb~n.σ'lj (E+ EIJ)z(E+ Elj，t) 

-Nb~ njOjl (E)z(E，t) +o(Eー Eo)o(t) (21) 

を得る.

総和ヱは単一の内部自由度での励気の全ての場合を表

すので1，)回転と振動状態の励気を明示的に表すために

は

ぞ二子?=??+努手 (22) 

と置き換える.すると弾性衝突に対して微分演算子で

非弾性衝突に対して定差演算子を使う Boltmann方程

式は

1θz (E，t) a r2Nhm( 一一-i -~~~uï Eσin (E) Z (E，t) 
v at aE l M " 

d ァ(E十)¥ '1 1 
+E2σin. (E) kT _~ (一一L!:L)U

"民 θE' E J)) 

+Nb(?nLt?σ!~; (E+ EJJ') z (E+ EJJ'，t) 

+ヱヱ n:ヱσV:'(E+ EV~'') z (E+ EV:'，t) 
v V V' 
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-~nムヱ σ芯 (E)z (E，t) 

-~~n~ヱ σV~' (E) z (E，t)) + o(E-Eo) o(t) (23) 
νV  V' 

で与えられる.ここで右辺の最後の項は初期時to=0 

での単色エネルギーE。の線源を表す.式23は離散化し

て数値的に解けば時間増分減速スペクト 1レやさらには

式20を使うと電子のエネルギー密度分布関数ρ(E，t)が

求められる.電子の平均エネルギーの時間変化は

E川 t)= f Eρ(E，t)dE/ f ρ(E，t) dE (24) 

で与えられる.

時間積分減速スペクトルは時間増分減速スペクトル

z (E，t) の時間積分

&
L
 

J
U
 

ゐ

LE
 

q
L
 

P
A
 

一一
ゐ
目
、E

 

7
L
 

(25) 

で定義される.十分長く時聞がたった後には時間積分

減速スペクトルはいわゆる減速スペクトルと等しくな

る.即ち Z(E，∞)=y(E)となる.もともと減速スペク

トルは収量に密接に関係しているので，パルスの線源

に照射されてから十分時間が経過した時までの生成種

の収量を測定することと対応している.

1.2 各種近似と Spencer-Fano方程式

式23に冷ガス近似を適用すると

1az (E，t) _ a (2N 
=一一|ー」旦EσIn(E) z (E，t) 

v at θEI... M ~vm 

+Nb〔?は(E+ E 01') z (E + E円)

-~σ広 (E)z (E，t) 

+ヱヱ σ。了(E+ EO~') z (E + EO~'， t) 
v V' 

-~~σO~' (E) z (E， t) I 
νV' 

+ o(E-Eo) o(t) (26) 

となる.式26はSpencer-Fano方程式に他ならない.

式26に連続減速近似，即ち回転や振動励起による非弾

性衝突項のそれぞれの非弾性衝突の励起エネルギーに

関する一次までの Taylor展開とすると

] az (E，t) _ a (2Nbm T.' _ I T.' \_IT.'~\ i 一一rtl~~m EO'm (E) z (E，t) 1 vθtθE  1... M ~vm '~/"，~，~/) 

+Nh-~ r ~ EOJ・σ忠(E)z (E.t) 1 
U aE ' f - -rol ，-， -，-，ノ

+ Nh <<T.J ~~ O'O~ ' (E) z (E.t) 1 
αc¥ν V' 

+ o(E-Eo) o(t) 
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=Nb ~.... rs(E)z(E，t) i +o(E-Eo)o(t) (27) b aE l. ~ \~I L. \~，l. 1 ) 

となり，ここで s(E)は阻止断面積で

s(E) =与EσIn(E) + ~ EOJ O'~~t (E) 
lV! 

+~~ EO~σO~ (E) (28) 

で与えら万る.なお NbS(E)は阻止能である.連続減速

近似時間は

iEo dE 
'l'c(E) = I 一一一一一J E Nbs(E)v 

(29) 

で定義され，電子のエネルギーがE。から Eまで緩和す

る時間を与える.

式27は式29で定義された連続減速近似時間を使うと

(L+よ )s(E)z(E，供吋)δ(E-Eo) o(t) (30) 
θtθt'c 

と書ける.式30の解は文献11に与えられている.式30

の解を時間積分することにより，時間積分減速スペク

トルは

日(t-'l'c) 
Z(E，t)一一一一一ι

-Nbs(E) 

で与えられ，ここで HはHeaviside関数で

(31) 

H=O t<τc (32) 
H=1 t>た

で定義される.

ここで減速スペクトルの次元について考えてみよう.

通常減速スペクトルの次元は cm/eVを使っているが

Spencer-Fanoの論文2)では線源の次元の取り方によっ

てy(E)がcm/eVの場合と1/cm2eVの場合があること

が記されている.一般的には電子の速度分布関数は f=

f(r， v， t)で空間座標と速度と時間の関数である.先ほ

どは分布関数は空間的に一様でf=f(v，t)と言うことで 動

話しを進めた.もう一つ分布関数が空間座標に依存し

なくなるのは空間積分すること即ち n(v， t) = f(r， 

v， t)drとすることである.時間積分減速スペクトルに

対応した線源を空間座標と速度の代わりにエネルギー

の関数として考える.すると線源項は S=S(r，E)と表

され，空間的一様性を仮定した時 S=S(E)となりその

次元は1/cm3eVとなるから時間積分減速スペクトルの

次元は1/cm2eVとなる.線源項を空間積分した時 S(r，

E)drの次元は1/eVとなり時間積分減速スペクトルの

次元は cm/eVとなる.

2.連続減速近似

2.1 阻止能

電子は系の分子との一回一回の衝突で離散的にエネ

放射線化学



ルギーを損失して行くが，電子が進む長さに対して阻

止能の割合で連続的にエネルギー損失という描像が連

続減速近似である.電子が進む単位長さ当たりのエネ

ルギー損失の大きさを表す阻止能がすでに連続減速近

似の結果であるとも言える.阻止能の歴史は1913年の

N. Bohrの論文州まで遡れる.阻止能を初歩的に導い

てみよう.

簡潔にするため，最低電子的励起レベル以上のエネ

ルギーを持つ電子の阻止能を考える.エネルギーEを持

つ電子の分子の α番目の殻に対するイオン化の微分断

面積を da・ia(E，ε)/dε とする.ここで εはα角の電子

に付与されたエネルギーである.すると α番目の殻の

イオン化の全断面積は

E+I 

σia (E) = r マ..E:.. dσia(E，ε~n.l> 

J dε 日』
(33) 

で与えられる.ここで Iaはα番目の殻のイオン化エネ

ルギーである.分子の電子的励起状態を添次 Sで区別す

ることにして，s励起状態への励起断面積をo"s(E)とす

る.全断面積は

θI (E) =字削E)+ヱσia(E) (34) 

で与えられる.エネルキーEでS過程が起きる確率は Ps

(E) = o"s (E) /σI(E)であり， α殻のイオン化が起こり分

子の電子にエネルギーが εだけ移行する確率はqia(E) = 
dσia(E，ε)/dε/0"1 (E)である.するとエネノレギーEの電

子のエネルギー損失の平均値Eは

E+I 

D-~ EsO"s (E) +~ rτ三dO"ia(E，ε~n .c 
l.j- s  a J 1 dε 日』

σt(E) 

(35) 

で与えられる.距離 sxエネルギーEの電子が飛んだ時

の衝突数は Nbσt(E) sxであると考えて良いだろう.

ここですでに電子が距離 sx飛んだ時，電子のエネルギー

ああまり変わらないという仮定が入っている.即ち衝

突一回当たりのエネルギー損失は電子のエネルギーに

比べてかなり小さげれば良い仮定である.すると距離

x進んだ時の電子の損失エネルギーは

sE=Nb σI(E)sxE (36) 

で表される.この式から阻止能は

E+I 

5N品叫)+Nb~ Jプdσ it(Eε~dε(37)
河町 aε

となる.
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2.2 連続減速近似の性質

今 Evの励起エネルギーの電子的励起レベルをひとつ

だけ持つ仮想原子を考える.電子がこの仮想原子を励

起する断面積を σv(E)とする.エネルギーE。の電子が

仮想原子の気体に入射した時の減速スペクトルを求め

よう. Spencer-Fano方程式は

Nbσv (E) y(E) = NbO"v (E+ Ev) Y (E+ Ev) 

+o(E-Eo) (38) 

式38から分かるように Spencer-Fano方程式の解は

o{E-Eo+IEV> 
y(E) - Nbσ~Y(E)- V' (39) 

で与えられる Evの間隔で現れる棒状のスペクトルにな

る.ここでlはO以上の整数である.この棒状のスペク

トルの構造を Lewis効果35) と呼び.また連続減速近似

による減速スペクトルは

y(E)=NbEviω 側

で与えられる.o関数をl/sEと近似し sE=lとして式

39の結果を実線で式40の結果を点線で図 2に示す.図

2から分かるように，実線のスペクトルは点線のスペ

クトルと似ても似つかないが，これを収量の観点から

比べてみよう.励起の収量は

Nv=Nb f:叫 (E)y(E)dE (41) 

5' 
0 -、 aE10ー斗

o 

w 
〉、

一一一 一一

10-"0 

一一一一

50 

E (eV) 

I 

一一 一一トー-

100 

図 2 仮想原子気体中での減速スペクトルの比較

仮想原子は励起エネルギー12eVの電子的励起状

態を一つ持ち，その断面積は剛体球断面積で σv

(E) = 10-16 cm2である.実線は Spencer-Fano 
方程式の結果で破線は連続減速近似の結果であ

る.
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表l仮想原子でのCSDAとSpencer-Fano

方程式の精度の比較

~ CSDA SF 比
20 0.667 0.667 
30 1. 50 z 、 O. 750 

40 2.33 3 O. 778 

50 3.17 4 O. 792 
60 4.00 5 0.800 
70 4.83 5 0.967 

80 5.67 6 0.944 

90 6.50 7 0.929 
100 7.33 8 0.917 
200 15. 7 16 0.979 

500 40. 7 41 0.992 

1000 82.3 83 0.992 

で得られる.式39を使うと式41から収量は

Nv =INT( (Eo -Ev) /Ev) + 1 (42) 

となる.ここで関数INTは括弧の中の引数の実数の小

数部分を切り捨てて整数化する.次に連続減速近似の

収量は式40を式41に代入して

Nv = (Eo -Ev) /Ev (43) 

となる.様々なエネルギーでの Spencer-Fano方程式

と連続減速近似により得られた様々な入射エネルギー

での収量の比較を表 1に示す.表 1から分かるように，

比較的低エネルギーで一度連続減速近似と Spencer

-Fano方程式で得られた収量の一致が良くなってから

再び悪くなり，そしてエネルギーが高くなるにつれ収

量の一致は良くなって行く.連続減速近似で求められ

た減速スペクトルは収量を求める積分を表す式40のも

とでの近似解と考えられ，図 2に示したように極端な

場合は Spencer-Fano方程式の解とスペクトルの形は

全然違う.

2.3 高いエネルギーの電子に対する連続減速近似

高いエネルギーの電子に対する衝突演算子 KE は

Ka(E) =ヱσs(E+ Es) y (E+ Es) 

fAa ， dσia(E+ε，ε) +ヱI.:a dε~ I C ，CI  y(E+ε) 
OJ j Uε 

rEoo ，dσia (E' ，E + Ia ) +ヱ dE，UVia¥.a..:...'αv(E') 
.J 2E+la dε'  

E。
+~れ δ(E-Ea) f I~~ dE' O"ia (E') y (E') (44) 

で定義される.ここで λα はEo-EとE+laの小さい方

であり，れは α殻のイオン化が起きたとき ιのエネル

ギーを持った Auger電子の飛び出す確率である.減速

26 

スペクトル y(E)は定常状態の Spencer-Fano方程式

NbKEy(E) +δ(E-Eo) =0 (45) 

を満足する.定常状態にはふたつの意味があり，一つ

は時間に対して一定の強さの線源の下に系がある時で

あり，もう一つはある時刻にパルス化した線源に系が

照射された時十分長い時間経過した時までの時間積分

した電子のトラック長のエネルギ一分布である.式45

では入射電子が二世代目の電子を生成し，二世代目の

電子が三世代目の電子を生成すると言う様な世代別計

算方式ではなく，全世代の電子の寄与を一括の計算方

式である.世代別計算連続近似は自然で直感的に組み

立てられている.文献19で式45と全世代一括計算連続

近似との関係が，また全世代一括計算方式と世代別計

算方式との関係が文献20で示された.まず式45から全

世代一括計算連続近似を導いてみよう.

式44で電子のエネルギーEに比べてエネルギー損失は

小さいと仮定して，式44を各々の過程のエネルギー損

失に関する一次の Taylor展開をすると

KEy(E) =三 1~ E" o:~ (E) aE、s 叫 d

E
 

y
 

、ll
/

ε
一

低一

ε

三，

d
σ
一
，G
一ε

 

EEV 

J
U
 

u
f
y
A
a
 

r
l
J
 

Z
e
 

+
 

r Eo ，n;"dσ ia (E'， E+ Ia) +ヱ I".，. ' T dE''"'v la ¥.I.J: .I.J I ~ a I y (E') 
" [，ιTla aε 

E。
+~れ δ(Eーら)' f;o dE'σia (E') y (E') (46) 

が得られる.ここでμaは(E+Ia) /2とEo-Eの小さい

方である.式46の右辺の第二項を導く時，んがエネル

ギ-Eの関数のため積分演算子と微分演算子を交換する

際に出てくる余りの項を無視している.μaを(E+I) a/ 

2で置き換えると，阻止断面積

f~土.!a:. _ d九 (E，ε)s (E) = ~ EsO"s (E) +ヱ1-2--1oL.dε・ε ia，¥.I.J，C I (47) 
a J aε 

が選られる.式47を式46に代入すると，全世代一括計

算連続近似

(， ， ，. _ r (Eo -1 _ ) /2. r E 
y(E) = 11 + Nb~ I \ ~o 'a l/~ dεl 

、 a .J E .J 2E+la 

，dσα(E'，ε+ Ia) dE'，"，Via¥.I.J: C ' '-al y(E') 
Gε 

+Nb~ れ f ~ dE'o(E'一九)f r: dE"σla 

(E") y (E") J / (N凶 (E)) (48) 
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が得られる.式48から Auger電子による寄与の項を落

とすと Satoら17)の世代別計算連続減速近似に対応す

る.世代別計算方式の全世代一括計算方式の関係は，

Fredholm第二種の積分方程式の Neumann級数によ

る解法である 20)

図3に2keVの電子が 1気圧 OOCのArに入射した

時， Spencer-Fano方程式と全世代一括計算連続減速

近似によって得られた減速スペクトルを比較する19)

Spencer-Fano方程式から得られた減速スペクトルは初

期エネルギーのすぐ下で急速に減少しているが，連続

減速近似による減速スペクトルは急速な減少を示さな

い.両者の減速スペクトルはエネルギーが減少すると

ともに接近しながらゆっくり減少する.

Spencer-Fano方程式での減速スペクトルは L殻の

イオン化に伴う Auger電子の寄与による200eVでの鋭

いピークとその下に Lewis効果の複雑な構造を示す.

連続減速近似による減速スペクトルは200eVで階段状

の構造を示す.エネルギーが減少するとともに，両者

の減速スペクトルは急速に立ち上りその差は開いて行

く.この両者の減速スペクトルの差の一般的傾向は He

の場合間と同じである.

次に一代目の電子の減速スペクトルを比較しよう.

Spencer-Fano方程式と連続減速近似から得られた減

速スペクトル Y1(E)は全エネルギー領域で良く 一致して

いる.このことは連続減速近似は初期エネルギーに対

して衝突一回当たりのエネルギー損失が小さければ良

い近似であることを示している.連続減速近似はたま

。
長1σ晶

10-41 

ld Hf la' 
T (eV) 

図3 1気圧ooCのAr中での入射電子のエネルギー

Toニ 2000eVに対する電子の減速スペクトル

横軸は電子のエネルギーTである.実線は Spen-

cer-Fano方程式の結果を表し，破線は全世代一

括計算連続減速近似の結果を表す.上の二つの

曲線の組は全世代の減速スペクトルの結果を示

し，下の二つの曲線の組は一代目の電子だけの

寄与を示す.(文献19より)
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に起きる大きなエネルギー損失を伴うイオン化により

悪くなると言われているが，この大きなエネルギー損

失は Y1(E)には顕著に利いていないようであり，更に y

(E)にも利いていないようである.

Spencer-Fano方程式で得られた M殻のイオン化の

収量は73.4で連続減速近似で得られた収量は69.0で，

4.8%以内で一致している.しかし低エネルギーで生じ

る電子的励起の収量は両者の減速スペクトルで得られ

る差は大きくなる.特にls3+ lss励起の合算収量は Spen-

cer-Fanoでは2.00で連続減速近似では1.43で約30%の

差が出る.

3. I励起電子の減速と熱平衡化

亜励起電子に対して連続減速近似は衝突一回当たり

のエネルギー損失が小さいので良い近似と考えられて

いた.DouthatはHe37)と H238.39)での亜励起電子の減

速を研究し，また StephensとRobicheaux州は H2'

N2t CO，及びCO2で研究した.N2， 4l)C02t 42)02， 43) 

H20，“}及び02-N2混合系州での亜励起電子の減速の

一連の研究が行われており，Spencer-Fano方程式と連

続減速近似との比較が詳細になされている.この一連

の研究での Spencer-Fano方程式では，弾性衝突を運

動量移行エネルギーの大きさのエネルギー移行を伴う

衝突として平均化しており，弾性衝突演算子は定差演

算子となる.また冷ガス近似のため Spencer-Fano方

程式では熱エネルギーの数倍のエネルギーで計算を打

ち切っている.

図 4に1気圧 OOCのN2での減速スペクトルを示す 41)

N2の断面積は文献46によるものを使っている.図 4で

のSpencer-Fano方程式による減速スペクトルを計算

するためのメッシュの大きさは0.00001eVであり連続

減速近似のは0.01eVである.このことから計算効率に

大部大きな差があることが分かる.ここで Kowariと

Shizga147)による部分連続近似について触れよう.弾性

衝突演算子だけに部分連続減速近似を施した Spencer

-Fano方程式は回転と振動による特性を保持し，弾性

衝突演算子と回転衝突演算子に部分連続減速近似を施

した Spencer-Fano方程式は振動による特性を保持す

る.いずれの部分連続減速近似とも弾性衝突演算子に

定差演算子を使った Spencer-Fano方程式より計算効

率が大部良く，連続減速近似の結果より非常に改善さ

れた計算結果を与える.

図 5に1気圧 OOCのO2での初期エネルギー10eVの

電子の減速スペクトノセを示す43).O2の断面積は文献48

によるものを使っている.Spencer-Fano方程式で得ら

27 



10-1 

> 
~1σ-

自
~ 10-1 

-e司 10-'

ート
、~

~ 10-・

10-1 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

T (eV) 

図 4 1気圧 OOCのN2中での入射電子エネルギー

To=6.1eVの時の電子の減速スペクトル

横軸は電子のエネルギーTである.実線は Spen-

cer-Fano方程式の結果を表し，破線は連続減速

近似の結果を表す. (文献41より)

'1' (eV) 

図5 1気圧 OOCのO2中での入射電子のエネルギー

To=10eVの時の電子の減速スペクトル

横軸は電子のエネルギーTである.実線は Spen-

cer-Fano方程式の結果を表し，破線は連続減速

近似の結果を表す. (文献43より)

れた減速スペクトルは初期エネルギーの下から規則的

間隔のピークが 3eVぐらいまで続いていくのが分かる.

この間隔は複数の振動をひとまとめにした振動の励起

エネルギーに対応している これからひとまとめにし

た振動は主要なエネルギー損失過程であることが分か

り，第 2章の 2で述べた単一過程での減速の状況に近

くなっている.

次に CH.の中での亜励起電子の緩和に関する結果m

を記するが， CH.の断面積は特に明記している以外は

Hayashi州の断面積を使っている.1eVの電子が密度

0.269x1020cm-3で300KのCH.気体に入射した時の電

28 

子のエネルギー密度分布関数の時間変化を図 6と7に

示す.ほとんど全て電子が最低振動励起エネルギー以

下になった後は，式23のFokker-Planck演算子のみを

使って計算した.図 6には早い時間での電子の密度分

布関数が示されていて，振動による Lewis効果である

棒状の構造が見られ，時間の増加とともに電子のエネ

ルギーが緩和して行くのが分かる.図 7は遅い時間で

の電子の密度分布関数の時間変化を示し，時間の増加

とともにこつの大きなピークが一つのピークに融合し

て行き，電子の密度分布関数は Maxwell分布に近づい

て行くのが分かる.

図8に1eVの電子が CH.気体に入射した時の熱平

衡化するまでのエネルギー緩和の時間変化を示す.Eavg 

(t) /Eth=20ぐらいまでは式24から求めた緩和時間と連

続減速時間は良く一致している.C凡分子の最低振動励 〆

起エネルギーに対応する Eavg(t) /Etn = 4まで，電子は

振動励起を通して急速に減速し，亜振動電子になって

からは弾性衝突を通してゆっくりと熱平衡化するのが

分かる.Eavg (t)が&hの1.1倍に達するまでの時間を τ1・1

と定義する.連続減速近似時間は式24の緩和時間より

大部早く熱平衡化時間 τ1.1に達し，最終的にはエネル

ギー 0に達する.

1eVの電子が CH.気体に入射した場合で，式25と

式5に冷ガス近似を適用したものと連続減速近似の式

31から得られた時間積分減速スペクトルの比較を図 9

に示す.式25に冷ガス近似を適用したものは弾性衝突

演算子に連続減速近似を施した部分連続減速近似であ

る.式25及び式25の冷ガス近似から得られた時間積分

減速スペクトルには棒状スペクトルが線源エネルギー

の下から続いているが，幅は式25の冷ガス近似の方が

かなり細い.このことは棒状スペクトルの幅は超弾性

衝突によることを示している.式25からの熱エネルギー

付近の時間積分減速スペクトルは電子が熱平衡後 Max-

well分布を維持するため時間とともに増加し続ける.

図8に示したように，電子のエネルギ一分布の時間変

化から熱平衡化時間が計算できる.300Kで密度0.269

x1020cm-3のCH.で初期エネルギー1.0eVの τ1・1の計

算値は Hayasi州の断面積を使うと294nsでOmoriら刷

の断面積を使うと398nsである.SuzukiとHatano51Jは

マイクロ波の吸収とマイクロ波の空洞共鳴周波数の変

化を使い電子の平均エネルギーの時間変化を直接測定

する方法を開発し，電子の平均エネルギーの時間変化

が熱エネルギーの近傍でexp(-tltth)に従うことを見い

だし，希ガス51)や簡単な分子聞の時定数tthを得ている.

Okigakiら聞は同じ方法を使って CH.での時定数を

放射線化学
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図6 密度0.269xl020cm-3で300KのCH4中での電子の密度分布の時間変化

初期分布はleVでの δ関数.時間の単位は nsで (C): (a)o.1. (b)0.2. (c)0.3. (d)0.5 
(A): (a)0.004. (b)0.008. (c)0.012. (D) :0.5-1.0 

(d ) 0.02 である. (文献25より)

( B) : (a) 0.02. (b) 0.04. (c) 0 . 06 . (d) 
0.02 

測っており，296Kで密度0.269xl020cm-3のCH4のtth

は0.048nsなので， τ1.1は0.27nsである.Warmanと

Sauer刊は電子の平均エネルギーの時間変化がexp(-t/

tth)に従うと仮定し実験結果を解析し，実験値の τ1.1と

して0.26nsを与えている.亜振動電子になる時間の計

算値は約0.5nsで実験値の τ1・1とオーダーが一致するが，

計算値と実験値の τ1・1の差は尺度と考えても大きすぎる.

この差の原因のーっとしては計算で使用している CH4

の振動の断面積にあることが考えられる.CH4 は9つ

の固有振動の中 4つがエネルギー的に区別できるが，

第 54号(1992)

文献では振動の断面積は二つ与えられていて，それぞ

れの断面積は二つの近いエネルギーの固有振動がまと

められておりその断面積の和で与えられている.近い

エネルギーの固有振動でも合算するのと区別するので

は，亜振動電子スペクトルに及ぼす影響が違うと考え

られる.亜振動電子スペクトルは熱平衡化時間に影響

することが分かつている.また別な原因としては電子

が亜振動電子になってから，計算は式23のFokker

-Planck演算子だけを使っているが，振動脱活性によ

る超弾性衝突の影響も多少あるのかも知れない.
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図7 密度0.269xl020cm-3で300KのCH4中での電子

の密度分布の時間変化

初期分布はleVでの δ関数.時間の単位はnsで

(A) : (a)1. (b)2. (C)3. (d)4. (e)5 

(B) : (a) 5. (b)10. (c)15. (d) 20. (e) 

25 
(C): (a)25. (b)50. (C)75. (d)100. 

(e )125 
(D) : (a) 75. (b )150. (c) 225 . (d) 300 . 

( e ) 375 

である. (文献25より)
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初期分布は1eVでの δ関数.実線は式23の結果

で破線は連続減速近似時間. (文献25より)
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4.高いエネルギーの電子の減速の時間依存

時間積分減速スペクトルは時間依存の Spencer-Fano 

方程式

1θZ (E吋
一 一一ーム一二NhKEZ(E.t)+δ(E-Eo) (49) 
v at 】

を満足する.一度時間積分減速スペクトル Z(E，t)が求

まれば S過程に対する時間積分収量 Ns(Eo.t)は

N凡s〆(Eo.ωo.tλt←NbS ~ CTs民 (E)Z(E.tλt叫臼

で求められる.

第 54号(1992)

10 
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10 -" 
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B 
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図9 密度0.269x1020cm-3で300KのCH.中での電子

の時間積分減速スペクトルの時間変化

初期分布は1eVでの δ関数.時間の単位は nsで

(A) : (a) 0.5. (b) 0.625. (c) O. 75 . (d) 
0.875. (e)1 

(B) : (a) 5. (b)10. (c)15. (d) 20. (e) 

25 

である.

(C) :冷ガス近似で時間が無限大の時の結果.

破線は Z(E，∞)ニ1/[Nbs(E)]の連続減速近似

の結果である.実線は弾性衝突だけに連続減速

近似を適用した部分連続減速近似の結果である.

(文献25より)
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図10 時間 to=OでエネルギーTo=2000eVの入射電子

から生ずる Ar中での電子の時間積分減速スペク

トノレ

横軸は電子のエネルギーT.ダッシュ鎖線は 1ns 
の時のスペクトルを，一点、鎖線は 2nsの時のス

ペクトルを，破線は 5nsの時のスペクトルを，

そして実線は定常即ち t→∞の時のスペクトルを

示す. (文献 7より)

_ 10-1 
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図11

1σ7 
ld 1げ

T (eV) 
lcf 

時間 to=OでエネルギーTo=2000eVの入射電子

から生ずる H2中での電子の時間積分減速スペク

トlレ

横軸は電子のエネルギーT.ダッシュ鎖線は 2ns 

の時のスペクトルを，一点鎖線は 8nsの時のス

ペクトルを，破線は16nsの時のスペクトルを，

そして実線は定常即ち t→∞の時のスペクトルを

示す. (文献 7より)

混合系に対しても式49は簡単に拡張できる.今A分

子と B分子からなる混合気体を考え，それぞれの密度

をNA及び Nsとする.A分子の断面積にだけ作用する

衝突演算子を K~， B 分子の断面積に作用する衝突演算

子を K~とする.するとこの混合系に対する時間依存の

Spencer-Fano方程式

32 

1az (E十}一一一一=NAK~ Z(E，t) + NsK ~ Z(E，t) 
v at 

+o(E-Eo) (51) 

が得られる.ここで NA+Ns=Nbである.更に NAK~+

NsK ~=NbKE と置くとふたたび式49 と同じ形式に書け

る.

式51を使い高いエネルギーの電子の減速が時間依存

でAr，H2及びAr-H2で研究されている 7).H2の断面

積は，Gehart55)が組み立てたものにその後微修正38，56)

が加えられて文献57で使われたものである.Arの断面

積は Eggarter聞が組み立てたものである.2keVの電

子が入射した時，図10にArでの図11にH2での時間積

分減速スペクトルを示す Iを標的分子のイオン化ポ元

ンシャルとすると，二次電子の最大エネルギーは(To-I);ノ

2であるから，エネルギーT。と (To-I)/2の間では入射電

子だけによる寄与である.図10及び図11に示されてい

るように，かなり早い時刻では時間積分減速スペクト

ルは入射エネルギーのすぐ下から急速に減少すること

から，入射電子は少ししか減速していないことが分か

る. (To-I) /2以下での時間積分減速スペクトルが増加

しているのは二次電子の寄与による.時間が経過する

とともに全エネルギー領域で時間積分減速スペクトル

が増加して行き，定常状態の減速スペクトルに近づい

て行く.Arでの時間積分減速スペクトルの方が H2で

のより速く定常状態へ近づく.これは同一密度では全

領域でArでの衝突数がH2での衝突数より 2-3倍大

きいことによる.Arでは200eVの所に L殻のイオン

化に伴う Auger電子による鋭いピークが見られる.そ

のピークの下に複雑な構造 (Auger電子による Lewis

効果)が見られる.

Ar-H2混合系では，Arの最低電子的レベ.JVi戸11.8eV 

で H2のが8.8eVなので，そのエネルギーの間にある

電子は Ar との弾性衝突を無視すれば H2 の b3~ :の励

起だけを通じて減速する.したがって Ar-H2混合系で

は H2の b3~ :の収量が異常に大きくなり， H2純粋系で

の収量が21.7でArが99%でH2が1%の時10.8である.

図12にAr(. 99) -H2 (0.01) 系でのイオンと b3~ :の収量

は図の時間領域を越えて500nsでもなお増加している.

これは H2の密度がArの1/99なので11.8eV以下では

衝突数が非常に小さくなることによる.

5.ゆらぎと Fano因子

高いエネルギーの電子が系に入射してからイオン化

や電子的励起を起し最後に系に吸収されるまでに生じ

放射線化学



=~ Ps (E) N1 (E-Es) 

戸 (E+I_)/2
+ヱ a dεqia (E，E) (N1 (E-ε) 

+N1(ε-Ia)+lJ 

Ar(O.99) + Ha(O.Ol) 

To = 2 keV lonl 

(55) 

になる. Fowler 演算子 K~ を

~ (E+C)/2 

K ~ N1 (E) =戸(E)Ni(E-Es)+?1I;dε
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b3~tの時間積分収量(文献 7 より)
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0.0 

(56) 

(57) 

(59) 

一σt(E) N1 (E) 
図12

たイオン対の平均に対する分散D(E)の比として Fano

因子59)

F (E) = D (E) /N 1 (E) (52) 

は定義される.電子のエネルギーを測る計測器では Fano

因子が小さいほどエネルギ一分解能が良い訳である.

ゆらぎを取り扱う方法として文献4と5での Spencer

-Fano方程式に基づく方法が一番見通しが良いと思う.

この方法について述べよう.

エネルギーの電子が系に入射してから完全にその中

に吸収されるまでに j個のイオンを作る確率を P(E， j) 

とする.Knippら60)はP(E，j)が方程式

P(E，j) =~ Ps (E) P(E-Es，j) 

j-l ~ (E+I_ )/2 
+ ~ ~ I dEqia P(E-ε，k)P(ε-Ia， 

(61) K ~ D(E) +ρ1 (E) =0 

を満足する.ここで

I (E + 1 a ) /2， dσia(E，ε) +ヱ a d ε (N1 (E-ε) 
; J Ia dF 

+N1(ε-Ia)+1-N1(E))2 (62) 

である.分散D(E)は減速スペクトルを使って収量を求

める式50と同じ形式に表され，

D(E) =Nb f dEy(E)ρ1 (E) (63) 

与えられる.一度 D(E)が求められれば，式52を使い F

(E)は容易に求められる.

1気圧 OOCのAr気体での電子の Fano因子の初期エ

ネルギー依存を図13に示す61)なお Fano因子には L殻

のイオン化に伴う Auger電子の寄与を考慮に入れてい

る.イオン化のしきい値の所でイオン化過程は Poisson

過程になり Fano因子は 1になる.Fano因子はエネル

ρ1 (E) =~ <Ts (E) (N1 (E) -N1 (E-ES))2 

j -k-1) (53) 

を満足することを最初に示した.右辺の第一項はエネ

ルギーEの電子が衝突により分子の電子的励起を起こし

Esのエネルギーを失い，衝突後E-Esのエネルギーの

電子がj個のイオンを作る確率を表す.右辺の第二項は

エネルギーEの電子が衝突により分子のイオン化を起こ

し，衝突後E-ε になった電子がk個のイオンを作りイ

オン化により飛び出した εーしのエネルギーの二次電

子がj-k-1個のイオンを作ることを表している.

次に μthモーメントは

33 

Mμ(E) =ミjμ P(E，j)

である.一次のモーメントは文献 4と5で示されてい

るように Fowler方程式3)

(54) 

M1 (E) =N1 (E) 

第 54号(1992)

で定義すると，式55は

K ~ N1(E) +ヱ σia(E) =0 

と書ける.Fowler演算子K;は式45で定義されている

衝突演算子 KEの随伴演算子であることが最初に Rau，

Inokuti及びDouthat4
)により変分法を使って示されて

いるが， Inokutiら6)は簡明な方法で随伴演算子

f dEN1 (E)KEy(E) = f dEK ~ N1 (E)y(E) (日)

であることを示した.

ゆらぎを考える上で重要なのは中心モーメント

mμ(E) =主(j一M1(E))μP(E，j) 

である.μ=2の時は D(E)に他ならなく

m2 (E) =D(E) =M2 (E) -2M1 (E) N i (E) + N T(E) 

=M2(E)-N~(E) (60) 

となる.分散 D(E)はFowler方程式に似た方程式
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実線は L殻のイオン化と Auger電子の寄与を考

慮した計算の結果を表す.ダッシュ鎖線は L殻

の寄与を無視した計算の結果を表す.破線は

Auger電子の寄与を無視した計算の結果を表す.

表 2 アルゴンの Fano因子の実験値と理自由値のまとめ{文献67より)
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ギーの増加とともに急速に減少して行くが， 500eVを

越えると増加に転じる.L殻の寄与を無視した場合250

eV以下では L殻を考慮した場合と同じであるが，エネ

ルギーが500eVをこえても増加しない.Auger電子の

寄与を無視すると250eVで急速に立ち上がるが，これ

は道理に合わないことである図13のデータでは2keV

の時 Fano因子は0.16であり，表2に示すように他の計

算結果や実験結果と良く一致している.

最近この減速スペクトルに基づく方法はプロトン或

はα粒子の入射の場合に拡張されている.文献67の結

果では，1.0MeVから1.5MeVのプロトンに対して Ar

での Fano因子は0.16であり表 2のα粒子の実験値よ

り小さい.差の生ずる原因について詳細に文献67で議

論されているが，実験及び理論の両面でまだ Fano因子

の研究は必要である.種々の分子での W 値と Fano因

子との相関関係が観測されていることも新しく興味深

)
 

。o'
0
 • 、AEν 

6.今後の方向

近年の減速スペクトルの理論の発展はSpencer-Fano 
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方程式が時間依存に拡張されたことに始まると思う.

その中で Boltzmann方程式との関係が議論され始め，

また Spencer-Fano方程式で様々な気体の中で亜励起

電子の減速が研究されたが，電子が熱平衡化するまで

の過程を研究するには温度を考慮した輸送方程式の必

要性があった.Boltzmann方程式と Spencer-Fano方

程式の関係が研究され， Boltzmann方程式を使って時

間依存の電子トラック長分布(減速スペクトル)が計

算できるようになった.電子のトラック長分布は簡単

な関係で電子のエネルギー分布に直すことができる.

また Boltzmann方程式を使つてのトラック長の理論は

中性子の輸送理論と類似している.Boltamann方程式

とSpencer-Fano方程式の関係の見通しが良くなった

ので両方程式の応用もいろいろ考えられるだろうが，

ここでは今までの研究を通じての問題に絞りたい.

現在 Si凡での亜励起電子の熱平衡化時間を電子が

亜振動電子になった後も式23で振動の非弾性衝突の項

を維持して KurachiとNakamura69
)の断面積を使って

研究している.更により断面積の良く分かつた分子例

えばH2での熱平衡化時間の研究も必要と考えている.

初期エネルギー 5eVの電子の CH4での熱平衡化時

間を計算するのに，目安としてであるが数 MFLOPSの

計算機で12時間かかる.数値解析的に計算を効率化す

ることも研究の方向の一つである.将来式23に電子的

励起やイオン化の過程を含めて解くことまで考えると，

数値解析的な計算の効率化の研究が大切であることが

分かる.

振動の断面積は通常は振動の基底状態からの励起の

断面積として与えられている.固有振動エネルギーの

低い場合は室温で，また固有振動エネルギーが高くて

も温度が高い場合は，基底状態より高いの振動状態か

らの振動励起を考える必要がある.振動の断面積のセッ

トを作る上で，基本的な振動の断面積のセットから任

意の振動量子数聞の励起の断面積を導く Shimamura川

の研究は重要である.Shimamura71 • 72 ) の回転の断面積

に対する同様な研究はよく良く知られている.振動や

回転の基底状態より高い状態からの励起を含む断面積

セットを求め使って行くことも必要である.

高いエネルギーの電子を研究する上でネックになる

のは現実的な断面積である.特にイオン化の微分断面

積は非常に重要であり，適当な関数にパラメータを与

える形でいろいろな分子に使えないかとは夢であろう

か.Satol7}が13年前に書いた Jesse効果九4)の再度の研

究も現実的な断面積が利用できればとっくに終わって

いたであろう.

/ 
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Fano因子についても Arでの電子とプロトン(或い

はα粒子)の差が解決している訳ではない.実験及び

理論の両面から研究することが必要である.
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l第 2回|

日本放射線化学会賞

選考経過

平成3年10月に，日本放射線化学会賞授賞規定およ

び日本放射線化学会賞推薦要領の一部が改正されたが

(r放射線化学JNo.53に記載)，これに基づいて候補者の

推薦が受理され，平成 4年 3月30日に第 2回学会賞受

賞候補の選考が行われた.

選考委員は下記の 8名であった.

笛 木 賢 二 名古屋大学 委員長

荒 井 重 義 京都工芸繊維大学

小川禎一郎九州大学

高 椋 節 夫 大阪大学

武 久 正 昭 ラジエ工業(株)

田 畑 米 穂 東海大学

浜義昌 早稲田大学

山岡 仁 史 京都大学

慎重審議の結果，基礎分野2件，応用分野 1件の計

3件を第 2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.

嶋 森 洋 氏

福井工業大学工学部助教授

「マイクロ波空洞法の新しい適用による気相と液相に

おける短寿命活性種の研究」

業績概略

嶋森氏の研究は，マイクロ波の特性を生かした独創

的な実験法を用いて短寿命活性種の挙動を明らかにし

たもので，次の二つに大別される.

(1) パルスラジオリシス法による気相電子付着反応の

研究

気相放射線化学反応における主要な素過程の一つで

ある電子付着反応に着目し，パルスラジオリシスとマ

イクロ波空洞法とを結合させた新しい実験法を発展さ

せ，電子付着過程全般において多くの重要な成果を得

ている.

(2) 溶液中のレーザー光励起中間体の構造

非極性溶媒中においてパルスレーザー光照射によっ

て生成する短寿命活性種を対象として，その極性変化
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に基づくマイクロ波誘電吸収を検出し追跡するという

新しい研究法を開拓した.これにより，励起分子やラ

ジカルの双極子モーメントの絶対値決定，および接触

イオン対の構造や挙動の解明を可能にした.

鳥山和美氏

名古屋工業技術試験所放射線化学課長

「極低温ESR法による放射線化学反応初期過程の研

究」

業績概略

鳥山氏は，放射線化学反応初期過程を，極低温照射

とその後の逐次昇温の方法を用いて，定常ESRで観測

し，多くの重要な知見を得ている.以下に主な業績を

あげる.

(1) 有機単結晶の極低温照射により生成するラジカル

の電子構造と反応に関する研究

マイレン酸水素カリウムの X線照射により生成する

ラジカルを ESRにより同定し，昇温による反応を分子

種の配向を含めて追跡した.この研究は， ESRを用い

た構造および反応化学的研究の繋明期の代表例である.

(2) ジメチルグリオキシム，アルカン結晶中でのラジ

カル反応におけるトンネル効果の研究

照射されたジメチルオキシム単結晶におけるラジカ

ル対の異性化反応，および炭化水素結晶における水素

原子の反応を取扱い，これらの反応は77K以下ではト

ンネル効果により支配されることを確認した.

(3) フッ化物中極低温放射線照射により生成したアル

カンカチオンの ESR法による研究

照射されたフッ化物中の溶質アルカンから生成した

アルカンカチオンを極低温で捕捉し，その不対電子分

布を明らかにした.

瀬口忠男

日本原子力研究所高崎研究所 極限材料研究室長

岡村清人

大阪府立大学工学部教授
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「放射線利用による耐熱性セラミツク繊維の研究開発」

業績概略

ポリカルポシラン繊維を電子線照射で不融化処理す

る技術を開発し，1500
0

Cに耐える高強度の炭化ケイ素

繊維を製造する方法を確立した.これは，従来技術で

得られる耐熱性セラミック繊維に比べて約5000C高い.

さらに，本研究の技術を窒化ケイ素繊維の合成に応用

して成功を収めている.これらのセラミック繊維は先

端材料開発の分野にインパクトを与えるものであり，

その合成に放射線照射を適用したことは放射線化学の

利用に新展開をもたらすものである.

(文責笛木賢二)

マイクロ波空洞法の新しい適用による気湘と

液相における短寿命活性種の研究

この研究は，マイクロ波の特性を利用した実験法を

用いて，通常の手法では難しい短寿命活性種の挙動の

研究を行ったものである.特に気体中の電子付着反応

および非極性溶媒中の光励起中間体の構造と挙動に関

して多くの重要な成果を得ている.以下にその概略を

述べる.

1 .気体電子付着反応研究へのマイクロ波空洞法の適

用

放射線の化学的作用において電子が主要な役割を果

たすことは古くから指摘され，電子捕捉剤の添加効果

などにより調べられてきた.しかし，電子捕捉(付着)

反応そのものの詳細については，従来放射線化学より

もむしろ，放電や電子衝突分野において調べられ，電

子付着係数の電場依存性や共鳴付着現象の物理的特性

などの把握という観点に重きがおかれた.しかも放射

線化学などの分野で重要なエネルギーの低い電子の反

応については，実験上の制約などから調べることが容

易ではなかった.このような背景に基づいて，筆者ら

は化学反応論の立場から電子付着の反応機構の解明に

主眼を置き，ノマルクの系でしかも電子は媒体と熱平衡

にあるものを対象とする研究を行った.このような条

件下で電子濃度変化を追跡出来る便利な手法として，

放電 ・プラズマの分野で開発されたマイクロ波空洞法

を適用することにした.マイクロ波空洞法は，電子と

マイクロ波高周波電場との相互作用による電気電導度

を極めて高感度で検出できるという利点をもっ.この

場合マイクロ波電力を非常に低く抑えることで実質的

に電子のエネルギーを熱エネルギーに保つことができ

る.対象とする電子の生成に従来ノわレス放電や光イオ

ン化が用いられていたのに対し， X線あるいは電子線
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を用いたパルスラジオリシス法を適用した.これによ

り，対象系内に非常に短時間にイオン化を生じさせ，

同時に電子と分子との反応を数十ナノ秒の高速時間分

解で追跡可能にした.さらに気体圧 ・温度を広範に変

化できるマイクロ波空洞とマイクロ波回路を工夫して，

電子付着反応機構を詳しく調べることを可能とした.

2 .電子付着の反応機構

電子付着反応の機構として，電子が分子に共鳴捕獲

され，自動電子脱離と競争して解離あるいは衝突安定

化を経て安定負イオンになる，という一般的なスキー

ムが提唱されてきた.

/' A+X-
e-+AX ~ AX-x ぐ(1)

(+M) 、AX-+M

しかし二体過程である解離性電子付着の例は非常に

多く知られているのに対し，非解離性の三体付着過程

を実験のバルクの系の熱平衡化電子の反応において明

確に示した例はほとんどなかった.これがはっきりと

示されたのがO2の場合であるこの反応は二段階三

体過程とも称され，全体の速度は媒体分子の M の濃度

とともに増加し，同じ濃度でも媒体分子の種類が異な

ると数桁も反応速度が変わることが示された.とくに

M の濃度(圧力)の増大によって自動電子脱離の寄与

が抑えられ，結局は初期電子付着の速度に近づくとい

う，反応速度のいわゆる“飽和"が初めて実験的に示

された.同様の二段階三体過程で電子付着が進むこと

は，N20，zN02，3 NO，4 S02 5の場合においても明らか

となった.また，三体のみならず四体あるいはそれ以

上の高次の衝突安定化機構が存在することもわかっ

た1，2，4 さら に重要なことは，通常のバルク系でも系内

に極低濃度存在するいわゆる vander Waals分子が電
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子を捕獲することが明らかとなったことである.発端

は， N20の電子付着において付着速度が高圧で飽和す

るはずが予測に反して異常に増加する結果を得たこと

であるすでにu2の場合にも，我々の低圧領域での

結果と電子Swarrn法によるかなりの高圧での結果とは

解釈の上で矛盾を含むことがわかっていたので，高圧

での異常性は二段階三体過程とは異なる機構に由来す

るとの結論を得，結局vander Waals分子による電子

付着(vander Waals分子機構)であると提唱した6，7

その後の02の場合における温度依存の測定81ならび

に02の同位体効果の観測9からこの機構の存在が確証さ

れた.同様の機構の寄与が N02，lONOllの場合にも見

いだされ，かなり一般的な反応であることが示された.

相対的に極低濃度しか存在しないこのような分子種の

寄与が観測されるという点は非常な驚きであったが，

これは，媒体分子が近傍に存在することが付着の共鳴

エネルギーの低下ならびに付着過程に対する対称性の

制約のくずれなどをもたらし，その結果単独の分子の

電子付着に比べて効率が非常に高くなるためと説明さ

れたえこのような性格は最近のクラスラービームを用

いた実験により次々と実証されてきていることであり，

その反応の特性が高圧気体および凝縮相での電子の挙

動の解明に重要な指針を与えることにもなった.

反応機構については，特異なものとして， (i)衝突

電子脱離 (AX-X+M→ e-+ AX + M)， (ii)放射電子

付着 (AX-X→ AX-+hv)の関与するものが提唱され

たが，いずれも基礎とした実験データの不備によるも

との結論された3，5 最近亜酸化炭素 (C302)において，

電子付着と電子脱離とが比較的長時間平衡を保ちなが

ら最終的に安定負イオンの生成に導くというめずらし

い機構の存在を見いだした12が，基本的には(1 )および

その後続反応と考えて良い.したがって電子付着反応

機構は， ( 1 ) (およびそれに引き続く高次の衝突安定化

過程)と vander Waals分子機構との二つに大別され

ることが一連の研究からはっきりした.

3.電子付着速度定数の電子エネルギー依存性

マイ クロ波空洞法は熱エネルギーの電子の観測に有

効であるという利点があったが，逆にそれより高い電

子エネルギーについては無力の感があった.しかし，

最近我々はマイクロ波加熱の併用により電子エネルギー

を熱エネルギーから数電子ボルトまで連続して可変化

する新しい手法を開発し，電子付着速度定数の電子エ

ネルギー依存性を調べることを可能とした13 熱エネル

ギーよりわずかに高いエネルギー領域で信頼できるデー

タを与える実験法がほとんどなかったことから，今後
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この方法によるデータの蓄積が期待できる.

4.時間分解マイクロ波続電吸収法

溶液中の短寿命中間体の研究に用いられた手法は，

電子付着反応の研究における電子濃度測定法が原理的

には溶液中の中性分子種の検出にも適用可能であると

の着想から生まれたもので，まったく新しい研究法の

開発につながった14，15 この場合，電気電導度ではなく，

非極性溶媒中での分子の極性の変化によって生じる誘

電損失変化を観測する.従来このような短寿命の中性

分子種に対する誘電損失測定はまったく考えられなかっ

たが，パルスレーザー光照射と高感度マイクロ波空洞

の使用で初めて実現した.この方法の最も大きな特色

は，電子的励起分子，ラジカル，イオン対などの短寿

命活性種の双極子モーメントの絶対値決定が可能であ

ること，そして電子的励起状態の性格や活性種の寿命・

反応・消光などの動力学的性質に対して，分子の極性

変化の側面から調べることであり，通常の分光法では

得られなかった新しい知見を得ることができることで

ある.対象となる励起状態は測定の応答時間の関係で

励起三重項状態が主となる.しかし，光吸収・発光ス

ペクトルの溶媒効果などから決定されている励起状態

分子の双極子モーメントはほとんど励起一重項状態に

関するものであり，その意義は非常に大きい.また分

光学的には区別できない活性種についても分子の極性

に着目することで新たに同定・識別が可能になる場合

も多いので，幅広い適用が期待できる.

5.非極性溶媒中の光励起中間体の研究への適用

時間分解マイクロ波誘電吸収法は，まずさまざまな

芳香族カルポニル化合物の励起三重項状態の双極子モー

メント決定と電子状態の性格の解明に適用された15-18

特に電子構造や反応性の解明が要求されているべンゾ

フェノン誘導体の励起三重項状態について，置換基の

性質(電子吸引・供与性)により励起状態分子の双極

子モーメントが大きく変化することが定量的にも示さ

れた.このような測定はさらに芳香族アミン類にも拡

張された.

より放射線化学に近い問題として，光励起で生ずる

芳香族アミン類カチオンとハロゲン負イオンとからな

る接触イオン対種の検出とその動力学の解明18，19にも適

用された.液体中でのイオン化の現象についてはいろ

いろな研究がなされているが，光誘起電子移動によっ

て比較的安定な接触イオン対生成に導くイオン化につ

いてはほとんど解明されていない.芳香族ジアミン類

やアニリン誘導体の場合，ハロゲン化合物共存下では

イオン化エネルギーよりかなり低いエネルギーでも容
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易にイオン対生成が起こること，そしてそれがしばし

ば二重体を生成し，ひきつづいて凝集化する場合のあ

ることが示された.またイオン対ならびにその二重体

の双極子モーメント，そしてそれらの生成反応速度に

ついても初めて明らかにした.これらはいずれも従来

の分光学的手法などでは難しかった活性種の構造や挙

動についての新しい知見を得たもので，ここで開発さ

れた手法は今後の分子構造ならびに溶液中の溶質・溶

媒の相互作用を含めた反応過程の研究において有力な

一手段となることが期待される.
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極低温ESR法による

放射線化学反応初期過程の研究

ESR分光法の立場にとって，放射線は常磁性種を有

機結晶中に配向したまま生じさせ得るまたとない手段

である.筆者らもいくつかの基本的なフリーラジカル

の構造をこの方法によって研究してきた1)当時常用さ

れていた77Kから，それ以下の極低温実験を志向した

主な動機は，より不安定な新規ラジカルを検出したい
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という願望(少なくとも筆者には)であった.放射線

化学的には，アルカンや有機酸結晶で微量成分として

検出されていたラジカル対の生成機構解明も主要な命

題の一つであった.一方には，“化学反応凍結には77K

は充分低温で，それ以下にしても新たなものは出ない

のではないか"との声もあった.実際，新規ラジカル
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の発見は稀で， 77K以上との違いは，ラジカルの分布

や収量等が多かった.その結果次第に，“放射線化学的

構造化学"から“構造化学的放射線化学"の研究に移っ

ていった.

結果的には， トンネル効果による反応を見いだした

ほか，マトリックスの助けを借りたがアルカンカチオ

ンという新規ラジカルの検出もでき，極低温ESR法が

有用であることを実証できた.

主な結果を以下に， トピックス的に述べる.

1 .水素結合系有機結晶中の放射線反応過程:正孔中

心の分解過程と結品内反応の特異性2)

有機単結晶内での放射線損傷過程を低温照射・逐次

昇温法で追跡した.解析を確実にするためと，結晶内

でのラジカルの配向に関する情報も得るために，主と

して単結晶試料を用いた.主としてマレイン酸の酸性

アルカリ金属塩を用い，カルポン酸における正孔中心

の反応経路が以下のようであることを明らかにした.

即ち，一電子放出に引き続き分子間水素結合に沿った

隣接分子へのプロトン移動が起きる.その結果，酸素

上に不対電子が局在した σラジカルが生じるが，これ

は引き続き脱炭酸の形で分解する.

ROOH→ ROOH+→ ROO"…'H+-R'→ R・+C02

なお，この H+移動は4Kでも照射中に起きており，

同位体効果と合わせて， トンネル効果によると推定さ

れた.またこのプロトン移動のほか，結晶水からの OH

ラジカル生成， vinylene基への H付加が，分子内では

等価な複数の結合の一方のみに選択的におきることを

見いだした.この結品場効果は，分子間水素結合が支

配していると結論した.これらの結果は，単結晶を試

料として初めて検出できた現象である.

2.ラジカル対の組換え反応を通してのトンネル反応

の実証

放射線照射により有機結品中に特定の距離と配向を

持ったラジカル対が生成することは，栗田氏により 77

K照射したジメチルグリオキシム中での対[RNO'"

RNOJとして見いだされた.我々は，この対の組み替

えが，分子間水素原子引き抜き反応により (RNOH+

[RNO'"…RNOJ→ [RNO'"…RNOJ + RNOH)， 4K 

においても時間の orderで進行することを見出したへ

反応速度のアレニウスプロットが極端な湾曲を示すこ

とから，この反応はトンネル効果によるラジカルの水

素引抜きであると結論した. トンネル反応、の存在は，

1930年代にすでに示唆され多くの研究があるが，明確

な実験事実となると極めて少ない.実証が困難な理由

は，アレニウスプロットの湾曲を観測したとしても，
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その原因が反応系自体の温度変化である可能性が否定

しきれないためである.上記の系では，原系及び生成

系が共に単結品中のラジカル対であるため，反応分子

間の距離と方向が電子スピン問の双極子相互作用テン

ソルを通して，高精度でモニターできる.これらが全

反応温度を通じて不変であったことから，反応系自体

の温度変化は否定され，水素原子のトンネル反応の確

かな実験事実のーっとなった.

更に，メ夕ノ一ル多結晶中で， CH3ラジカルによる

水素引き抜き反応応、カがt斗4Kでも進行することを(半滅期:

7打7Kで約 9分)入，同様なラジカル対の組み替え反応応、を

ESR法で観測することにより検出している付

CH3.QH + [CH3♂. .一….一...CH20HJ→ CH.+ 

[CH20H・・・・・・・CH20HJ

この場合は単結晶ではないが， ESRの禁制遷移(ム

ms= 2)の磁場シフトから見積もった 2種のラジカル

対間の距離から，反応前後での結晶の変化は否定され，

この反応がトンネル反応であると結論できた.

これらの結果は，水素原子の極低温反応性の根拠と

なり，固相放射線化学の長年のジレンマであった

“Absence of H -atom"の解決につながった.水素原

子のトンネル反応は，国体水素をマトリックスとした

宮崎氏らの見事な研究として発展させられたことは周

知の通りである.

3.極低温照射した飽和炭化水素におけるアルキルラ

ジカルの対生成:極低温放射線照射効果5)

照射した飽和炭化水素ではアルキルラジカルは全て

対として生成すること，その対ラジカル間の平均距離

は照射温度が低いほど短くなることを重水素化デカン

の単結晶を用いて見出し，その原因を水素原子が極低

温で反応性を失わないことで説明した.アルカン中で

のラジカル対生成は岩崎・市川により約10年前に見出

されていたが，その機構が明らかとなった.

4.飽和炭化水素の力チオンラジカルの構造と反応

飽和炭化水素のカチオンラジカルは，4K以下でアル

カンを照射し，且つ電子捕捉剤により負イオンを安定

に捕捉しても検出されず，アルカン中の水素原子と同

様その検出は長年の課題であった.Symons氏等のヘキ

サメチルエタン，志田氏等のシクロヘキサンでの観測

に若干遅れたが，SF6をマトリックスとして4K放射線

照射を行うことにより，エタンを始めとする基本的ア

ルカンのカチオンラジカルを，まぎれなく検出，解析

することに成功した6) また，合成ゼオライトをマトリッ

クスとしても，アルカンカチオンを捕捉できることを

見いだした.一連のアルカンカチオンについて系統的
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な実験を行い，以下に要約される結論を得た7-8)

( 1 )直鎖及び環状飽和炭化水素のカチオンでは，不

対電子は分子骨格全体に拡った σ非局在軌道にあり，

この面内に入るプロトンのみが大きな超微細結合定数

を持つ. (2)分岐アルカンでは，分岐炭素を含む一つ

のC-C結合に不対電子が局在化する傾向がある.この

場合，この C-C結合に対して trans位にある C-H水素

に高いスピン密度が現れる. (3)ヤーンテラー活性カ

チオンでは，極低温測定により，最安定J-T歪み構造

が直接観測される.

不対電子の σ-非局在の実験事実は少し物理化学的

にも最も重要な結果のーっと思われる.さらにカチオ

ンラジカルの反応については，以下の結果が得られた.

( 4 )不対電子密度の高い C-H結合程切断しやすい傾向

がある. (5)低温でアルカン分子が拡散できない系で

は，昇温によるカチオンの反応はなく，単純消滅する.

( 5 )の結果はアルカン分子とカチオンとの衝突がな

い系ではアルキルラジカルへの変換が起きないことを

意味しており，SF6等の中で観測されたカチオンの反応

がイオン・分子反応 (RH++RH→ R・+RH2+)であ

ることを示唆する.

5.アルキルラジカル生成の結晶構造依存性9，10)

長鎖アルカン結品の77K照射で生成するアルキルラ

ジカル種に結晶構造依存性があり，奇炭素数アルカン

(n= 11-25)では，従来，放射線照射では生成しないと

言われていた末端型アルキルラジカノレ(R(1) : CH2CH2 

R)が多量に捕捉されることを見出した. 4K照射の結

果，主な初期生成種はいずれの結晶に珍いても，鎖端

のC-H切断による R(1)であり，77K照射で観測され

た偶奇交替性は，分子間水素引き抜き反応(CH2CH2R

(1)→ CH3CHCH2R (II)文は R'CH2CHCH2R(III) ) 

の結晶構造依存性により発現すると結論した.反応分

子問の距離と相対配向の僅かな違いによると思われる

この高い反応性比は，低温固相反応の特徴である.ま

た R(1)の選択生成は前述の直鎖アルカンカチオンの

脱 H+反応の選択性と結び付けられ，前駆体がカチオン
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ラジカル，或いはこれと類似の分子構造を持つ励起分

子と推定された.

トンネル効果による極低温反応が確認されたことは，

77Kは十分な低温ではないと言うことを意味しており，

極低温ESR，或いはこれとマトリックス単離法との併

用が，放射線化学反応機構の研究に今後ますます重要

になると思われる.

本研究は全て，故岩崎万千雄博士の細部にまでわた

る指導の下に行われたものであります.ここに明記し，

改めて心より感謝いたします.また，協同研究をして

いただいた布目華ー，武藤八三，深谷光春，南方かよ

子諸氏に感謝いたします.極低温実験に除ける布目氏

の貢献は特に重要でした.カチオンラジカルの最新の

研究には岡崎正治，松浦かおる両氏にも協力して頂き

ました.感謝いたします.
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放射線利用による

耐熱性セラミック繊維の研究開発

宇宙開発や核融合炉などで高度技術を要するところ

では，機器部品等を構成する材料が使命を制すること

になる.宇宙基地への連絡船である宇宙往環機や将来

の超音速旅客機として計画されているスペースプレー

ンでは，軽量で1500'""20000Cの耐熱性と1GPa(100 kg/ 

mm2
) 以上の強度をもった材料が必要とされる.この

ような材料は単一組成では難しく，複合材料に求めら

れる.即ち，高強度を発現できる繊維と耐熱材料をマ

トリックスとする繊維強化複合材料が期待されている.

炭化ケイ素や窒化ホウ素，ジルコニアなどのセラミッ

クスは2，0000Cを越える耐熱性がある.ところが強化繊

維についてはアルミナ繊維，炭化ケイ素系繊維，ジル

コニア繊維などが開発されているものの， 1，2000Cが限

界である.もっとも，炭素繊維は2，000'""3，0000Cに耐

えるものが開発されているが，この繊維は高温でマト

リックス材料と反応すること，また，酸素雰囲気では

容易に酸化されるので，耐熱複合材料創成には課題が

多い.

炭化ケイ素 (SiC)系繊維は金属やセラミックと複合

化が可能であり，強化繊維として最も期待されている

が，現在市販されている「ニカロン}1lや「チラノ}2)は

12000Cで分解が始まる. この原因は繊維に含まれてい

る酸素にあると推定されていた.

SiC系繊維は1975年に矢島(3)(東北大学金属材料研

究所)らによって発明されたものである.その方法は，

有機ケイ素系高分子であるポリカルポシラン (PCS)

繊維を前駆体として図に示す工程により熱酸化で不融

化処理して製造される.この熱酸化法で得られる SiC繊

維がニカロンであり，ポリカルポシランに数%のチタ

ンを化合させたポリチタノカルポシランを原料として，

同一の工程で得られる SiC繊維がチラノである.

PCS繊維の不融化処理はセラミック化の工程で繊維

形状を保持するための不可欠なプロセスである.これ

を熱酸化で行うと酸素が導入され，セラミック化の際

にケイ素と強く結合して繊維に取り込まれる.その結

果，酸素濃度は10'""18重量%になっている.この酸素
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が1，200
0
C以上で反応し COを発生し繊維の分解を引き

起こしている.そこで放射線照射で不融化を行い酸素

を低減させることにより，耐熱性向上が図られるので

はないかとの期待を込めて研究を始めた.PCSの照射

効果の研究{州を基に，不融化の技術を開発し，当初の

予測を越える耐熱性の SiC繊維(6，7)を得ることかTきた.

この研究開発と得られた SiC繊維の特長について述べ

る.

1 ，原料繊維の照射効果

PCS繊維を放射線照射して不融化処理(繊維の融解

温度以上に加熱しても繊維形状を保持させるための処

理)の可能性を予備的に検討した.PCSの粉末および

PCS繊維を真空中と酸素雰囲気で60CO-γ線を照射し，

分解ガスを分析した.真空中では水素とメタンのみが

検出され，その発生量は線量にほぼ比例した.次いで，

PCSを酸素とともにアンプルに封入して照射すると，

酸素が多量に消費され，その G値は約80という大きな

値を示した川.これはポリエチレン等の高分子に比べる

と10倍も高い値で，極めて酸化され易いものである.

PCSを真空中で γ線照射した後の反応活性種はラジ

カルであり， ESRで検出される.そのスペクトルは主

にSi原子の不対電子(ラジカル)に帰属される. 77k 

で照射すると，その強度は線量にほぼ比例して増大(G

値は2.5)するが，室温に昇温すると数分のーに減表す

る.しかし，残ったラジカルは室温で安定であるが，

空気に曝すと一瞬のうちに過酸化ラジカルに転換し，

この過酸化ラジカルは十数分の時間で半減した.一方，

室温で照射すると， 77K照射後の室温処理と同様のラ

ジカルが観測された.電子線照射の場合も，ラジカル

の生成量及び熱処理による減衰の挙動は γ線照射と同

ーであった.

PCSは放射線架橋でゲル化し，そのゲル化線量は 5

MGyであり，15MGyで100%に達することがわかった.

また，ヘリウムガス中照射も真空中と同じであること

が確かめられた.ここで，ゲル分率が50%を越えると

不融化が可能となるが， 90%以上が望ましい.
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以上の実験から， PCS繊維の放射線不融化は架橋で

あり，必要な線量と照射条件が明らかとなった.この

不融化に必要な線量は大きく，Co-60γ線照射では大規

模な線源を用いても長時間を要するので，開発研究は

電子加速器による電子線照射で進めることにした.

2.電子線照射不融化と炭化ケイ素繊維の特性

PCS繊維をヘリウム気流中で電子線照射して不融化

した後，アルゴン中で1，200
0
Cまで加熱処理すると SiC

繊維が得られる.次いで，この SiC繊維をアルゴンガ

ス中で2，0000Cまで熱処理した.繊維の形状は走査電子

顕微鏡で観察しても，極めて滑らかであり，分解は起

こっていないことが確かめられた.しかしながら，酸

素を含む繊維では1，500
0
Cで熱処理すると分解が起こり，

酸素濃度が多いほど大きな粒子が繊維表面に析出して

くることがわかった.

1，500
0
Cで熱処理した SiC繊維の引張強度はこれに含

まれる酸素濃度に依存して酸素濃度を下げるほど高い

値を示し， 0.5%以下では1.200
0
Cでの焼成後の強度と

同じ値となる.即ち， 1，500
o
Cまで上げても分解は起こ

らないことが確かめられた.

3.耐熱SiC繊維の製造技術開発

放射線照射不融化によって， PCS繊維の酸素が低減

でき，その結果 SiC繊維の耐熱性が向上することがわ

かったので，この技術の実用化の可能性を探るための

研究を行った.不融化に必要な線量は10MGyであるが，

これは繊維 1kgに10M]のエネルギーを投入すること

であり，そのエネルギーの大部分は熱に転換する.従っ

て， PCS繊維の処理量を増すと電子線照射による発熱

で照射中に繊維が溶げてしまう.これを避けるために，

照射中の試料温度を繊維の融点以下に保つ技術を開発

した.

電子加速器からの電子ビームは幅数cm，長さ120cm

の帯状であるため， PCS繊維を巻いたボビンを回転さ

せながらヘリウムガス雰囲気で照射する容器を設計し

製作した川. PCS繊維(最大4.5kg)を直径30cmのボ

ビンに巻き，約 4時間の照射で不融化することが可能

となった.この繊維の酸素濃度は0.5%以下になり，装

置を大型化して処理量を増大した場合にも酸素濃度を

十分に下げられることが実証できた.

この不融化で得られた SiC繊維をアルゴン雰囲気で

1，800oCまで熱処理した後，室温で引張試験により強度

とヤング率を測定した.弾性率は上昇傾向にあり，強

度は1，700
o
C以上で低下が始まるものの， 1，800

o
Cの熱

処理後でも， 2GPaを保持していた.この耐熱性を熱

酸化不融化の炭化ケイ素繊維「ニカロン」と比較する
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耐熱炭化ケイ素繊維の製造工程図

H 

ボリカルボシラン 1 (-十一仇一)n 

↓ CH3 
溶融紡糸 (-320.C)

|ポリカルボシラン繊維I(15-:---20μm) 
|鰍{じ|↓ 11放射線照射 11(叩

| 不融化繊維 |繊維形状を保持

↓焼成 (-1500"C) 
ノ

炭化ケイ素繊維 lSiCセラミック繊維
(10-15μm) 

と，500oC上回る超耐熱繊維であるといえるものである.

4.耐熱性炭化ケイ素繊維の展望

今後の課題は，この新規繊維を用いた複合材料の開

発研究である.セラミックスあるいは耐熱合金との複

合化処理を高温で行うことが可能となり，対象となる

マトリックス材料の範囲が著しく広がったと考えられ

る.耐熱・高強度の材料が製造できて初めて，実用的

材料として宇宙開発や核融合炉材料への応用が現実的

なものとなる.また，一般産業用としても用途があり，

例えば，ガスタービン等の耐熱材料に適用できょう.

現在の石炭ガス発電のタービンプレードの耐熱性は

1，000oC程度であるが，これが1，500
o
Cまで耐えられ

と発電のエネルギ一利用効率は30%以上も向上すると

見積もられる.

5.放射線を利用した新規材料の可能性

放射線で不融化した PCS繊維をアンモニア中で焼成

すると窒化ケイ素 (Si3N4)繊維が比較的容易に製造で

きることが見出されている.また， PCS繊維を酸素中

で電子線を照射すると酸化が容易に進み不融化が可能

である.酸化の度合いは線量に比例するので， PCS繊

維の酸素量を任意に制御して不融化できる.この方法

で得られた SiC繊維は酸素濃度が増えるほど弾性率が

下がって，より柔軟な繊維である.耐熱性は1，000oC程

度であるが強度は向上するので，新たなセラミックス

繊維として興味ある材料である.以上のように，放射

線照射の技術はプリカーサーセラミック繊維開発のよ

放射線化学



うな有機物と無機物の境界領域において新しい展開が

期待できる.
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0イオン照射研究施設の利用案内O

利用案内 日本原子力研究所・高崎研究所では、

平成 5年度のイオン照射研究施設 (T1 

ARA)の利用に係る実験課題の募集を

10月から行います。応募される方は下記

に問合わせもし くは応募資料を御請求下

さし=。

対象加速器①AVFサイクロトロン、②3MV静電

加速器、③3MVタンデム静電加速器、④

0.4MV静電加速器

研究分野耐宇宙環境材料関係、核融合材料関係、

バイオ技術関係、新機能材料関係、関連

基盤技術、その他。

間合わせ・資料請求先

日本原子力研究所・高崎研究所

イオン工学計画課鷲野正光

(0273-46-9614; FAX0273-46-9690) 
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C60粉末中のポジトロンの挙動

1 .はじめに

また C60の話です.大量かつ極めて容易な作成手法1)

が開発されてからこの 1""'-2年間，C60は荒っぽく言う

なら世にあるすべての物理化学計測手段を駆使してそ

の物性が調べられてきました.研究者の専門分野，興

味，或は「持ち札」である測定手段によって C60はいろ

いろな可能性を夢みさせてくれます.放射線化学，光

化学にとっても興味深く，その手法が貢献したものと

しては，アニオンラジカルの観測2)や，長寿命励起3重

項状態の観測3)などが挙げられると思います.

我々にとって r持ち札」の測定手段のひとつはポジ

トロン(陽電子)です.C60は我々に「この分子の中心

の空間に陽電子を安定に閉じ込められるのではないか?J

といった期待を真っ先に抱かせました.

しかしその集合体である固体として眺めたとき， C60 

は各々の分子サイズが大きいために，中心の球形の電

子のいない空間(直径約3.5A)のみならずfcc結晶中

のinterstitial-siteの空間も大きく，図 1(文献4より

引用)からもわかるようにまるで骸骨(?)のように

「すかすか」の構造をしていることに気づかされます.

陽電子で何が面白いかといえば，まずは電子密度の

低いところに局在化することです5) これは固体中の

interstitial-site， void， vacancy， free-volumeといっ

たものにあたります.C60固体はこういった目からみて

も大変面白い構造をしていることになります.

2.実験

さて実験は Na22を陽電子線源として寿命測定(AL:

annihilation lifetime)，及び角度相関測定 (ACAR:

angular correlation of annihilation radiation) を，

常温で行いました.これらは陽電子が測定対象の試料

中で，電子と対消滅して放出される0.51MeVのγ線を

検出するもので，ALでは試料中に入射されてから対消

滅するまでの陽電子の寿命を， ACARでは対消滅する

際の相手の電子の運動量分布を知ることができます.幻

当初，試料として C70の不純物を数%含んでいるものを
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図 1. C60 fcc結晶の (010)面上における荷電子密度

の断面図(文献 4より転写)

使いましたが，後に高純度のもので再測定しました.

以下に述べますデータには，いずれも不純物による影

響は見られませんでした.

3 . ALで得られたスペクトル

その結果は驚くに値するものでした.まず，ALの結

果は図 2""'-3 (文献6より引用)に示した通り，陽電

子の寿命成分として，唯一393psのものしか観測されま

せんでした.これは陽電子がC60中でひとつの固有状態

しか持たないことを示唆しています.

4. どこに陽電子はいるのか?

一般には，陽電子のとる状態として，表面面積比の

大きい粉末微粒子中では電子と結合したポジトロニウ

ム (Ps:e+e-)がしばしば観測されます.この Psはそ

のスピン状態によって 1重項と 3重項が 1: 3の比率

で生成され各々，真空中では125ps，140nsという固有

の寿命で対消滅することが知られています.但し実際

には 3重項 Psは試料媒質中の他の電子と重なって対消

滅する(ピックオフ反応)ため，その寿命は固有寿命

よりも短くなります5)

例えば，我々が参照実験として行ったグラファイ ト

粉末の場合にもこれが当てはまります.図 2'"'-'3 (文

放 射 線 化 学
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図3.C60/C70粉末(上)およびグラファイト粉末(下)

の約70ns時間領域における陽電子寿命スペクト

ル(文献6より転写)図2.C60/C70粉末(上在およびグラファイト粉末(下)

の約 6ns時間領域における陽電子寿命スペクト

ル(文献6より転写)
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Chann・E

stitiaトsiteの空間に閉じこめられている状態，あるい

は表面に付着した状態，バルク状態ーなどがあります.

この中で最もポテンシャル的に安定なのは，実は真

ん中の空間中ではなく interstitiaトsiteの空間の中にい

る状態です.これは両者の空間領域の体積を比べれば

直感的にも推測できることです.理論的な近似計算で

は，実際に陽電子に対するポテンシャルを計算し，陽

電子の波動関数をシユレディンガ一方程式を解いて求

めたものが報告されています7)8) この場合陽電子に対

するポテンシャルは，電子とイオンの Hartreeポテン

シャルと局所密度近似による相関ポテンシャルの和が

近似的にとられています.これらの計算結果は，我々

の推測とほぼ一致しています.一方陽電子と C60分子の

衝突問題における，部分波展開法による弾性散乱計算

の結果も，陽電子が低エネルギー領域で共鳴的に捕獲

される可能性の小さいことを示唆しています9)

つまり結論としては，陽電子は真ん中の空間ではな

くinterstitial-siteの空間に閉じ込められていると我々
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献 6より引用)に示すように， 3重項 Psがピックオフ

反応で88nsという寿命で消滅しているのがはっきりと

観測されました.また 1重項 Psは，より速い寿命成分

の中に含まれていると考えられます.

ここで， Psが存在するならば， (このとき Psが非常

に速いスピン交換反応をしているという特殊な状況で

ないかぎり)寿命成分には最低 2成分は現れることに

なります.

このような事情から，もし我々の観測した C60中の唯

ひとつの393psの寿命成分が， 3重項 Psのピックオフ

反応による消滅によるものであるな らば，同時に 1重

項 Psの消滅による短い寿命成分も観測されなければな

らないはずです.従って393psの寿命成分は Ps状態

に起因するものではないという大変特殊なケースであ

ることが推定されます.

そうだとすれば，この成分はどのような状態なので

しょうか.候補として挙げられるものは，当初期待し

た陽電子が中心の空間に閉じこめられている状態， inter-

第 54号(1992)



は考えました.この隙聞は結晶の中で規則正しく並ん

でいるわけですから，陽電子のとる安定な波動関数は

これらの隙間で振幅の大きい周期的なものと見なして

良いでしょう.この隙間は見方を変えれば，たいへん

高密度の欠陥とも考えられます.

そうだとすれば， Psがなぜ観測されないかは，陽電

子が微粒子中を拡散して表面に到達し， Psとして真空

中に放出される前に，これらの高密度 interstitial-site

の空間に必ず捕獲されてしまうからであると説明され

ます.

5. ACARで得られたスペクトルおよびその解釈

また ACAR測定による陽電子ー電子対の運動量分布

のスペクトルは図 4に示すようなりました.一般に，

前述の通りこの分布の幅から，対消滅した相手の電子

の運動量が知れます.従って金属中ではその中の電子

の運動量分布，まさにフェルミ面を知ることができる

わけです.また Psの場合は， 1重項 Psの場合得られ

る運動量分布は非常に狭いことが知られており，この

成分の有無が Ps状態の有無の指標となっています幻.

ところが今回の測定ではこのような成分は全く観測さ

れませんでした.従ってお状態が形成されていないと

いう前述の解釈を裏付けることになります.

6.他のグループのデータ

後に発表された他のグループのデータ8)や未発表デー

タ10)11)は，我々の発表した ALの測定結果と良く 一致

しています.そしてその同定も現時点では，よく似た

解釈に到達しています.

ただしここで忘れてならないのは，今までは図 1の

ような完全な結晶を頭に描いていましたが，実際に我々

が測定した試料は粉末です.従って，もっと大きな欠

陥があった場合にはそちらのほうへ捕獲されてしまい

ます.考え得るこの欠陥とは，炭素原子がひとつ抜け

たというものではなしおそらく C60一個が結晶からすっ

ぽり抜けたというものです.このような大きな欠陥中

の陽電子の寿命として約400psが妥当であるか，また実

際にこのような欠陥が多く存在しているのか，たとえ

存在していてもまずは陽電子は interstitial-siteの空間

に捕獲されてしまいそこからは移り難いのではないか

などという疑問が残りますが，この解釈に立って， C60 

粉末は余りに欠陥だらけで，全部そこに入るという意

見もあります11)

また以前からポイド中の陽電子は表面上の陽電子と

よく似た環境にあることが指摘されてきました.特に
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図4.C60粉末の陽電子消滅 2光子角度相関スペクトル

金属表面では陽電子の鏡面ポテンシャルにより陽電子

が捕獲される(物理吸着)ことが示唆されています12)

C60は半導体に属しており，この場合，鏡面ポテンシャ

ルができるほど速く媒質の電子が応答するのか，二次

元的ではなく三次元的な場合にはどうなるのか，さら

にはいったい骸骨構造のどこが表面でどこがバルクな

のかといった「形而上学的 ?J疑問もあります.しか

しながらこういった表面上に捕獲される場合も頭に入

れておくべきことなのかも知れません.

7.これからの展望

以上現時点での解釈と問題点などを書き並べてみま

した.最後にこれからの実験として何をすべきかを少

し述べて締めくくりたいと思います.

まず RI線源による陽電子測定に十分な大きさの質の

よい単結晶での測定が最も望まれることです.現時点

ではあまり大きなものは手に入りませんがかなり近い

将来には可能になると期待しています.この測定によ

り欠陥の問題がはっきりすると思われます.

さらに興味深いのはアルカリ原子をドープした超伝

導物質を測定することです.既に理論計算から陽電子

寿命が数%短くなることが予想されています九また，

超伝導状態下でフェルミ面などの電子状態に関する情

報が測定できるかといった大きな興味があります.た

だ，電気伝導度を測定する場合と異なって，かなり大

量のC60粉末(数グラム程度)全体にアルカリ原子をドー

プしなければならないので技術的にはそう簡単ではあ

りません.
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f買孟函
光電子放出測定からみた液相での

イオン化と超励起

1 .序

イオン化や超励起状態の挙動は気相と凝縮相でどう

変わるのか? 凝縮相の放射線化学を考えるうえで，

重要な課題の一つである.これを調べるもっとも基本

的な方法は，凝縮相での光イオン化収率を測定し気相

の場合と比べることである.凝縮相での光イオン化の

測定には光伝導度(内部光電効果)と光電子放出(外

部光電効果)がある.前者は，光電子が凝縮相内部に

残る場合であり，後者は凝縮相内から真空中へ飛び出

す場合である.しかし，金属や半導体などについては

数多くの測定があるが，放射線化学でよく扱うような

有機物の液体や固体についての研究は少ない.また，

測定されているものについても光電子スペクトルある

いは励起スペクトルの相対的値が多く ，イ オン化と非

イオン化の割合や超励起状態の存在の有無などは，ほ

とんど議論されていない1) ここでは，筆者らが行った

有機液体からの光電子放出量子収率の測定を中心に，

凝縮相中でのイオン化と超励起について考えてみる.

2.有機液体からの光電子放出量子収率の測定

液体からの光電子放出の測定は，固体に比べ電荷の

蓄積が少ないこと，溶液の実験も可能なことなどいく

つかの利点がある.しかし，その測定は Delahayら，

Birkhoffらなどの測定があるだけで非常に少ない2-7)

これは，多くの液体がかなり高い蒸気圧を持ち，試料

蒸気による光の吸収が測定を妨害するなど実験上の困

難さによるためと考えられる.だが，蒸気圧の低い液

体を選んで測定を行えばこの点は克服できる.我々は，

ポリシロキサン，炭化水素，アミン，エステルなどの

10数種の低蒸気圧液体を試料に選び，光電子放出量子

収率の測定を行ったト10)

図 1に測定系の概略図を示す8) 真空中に置かれた電

極の上に薄く試料液体をのせ，光電子放出により誘起

きれる電流を測定する.光量はサリチル酸ナトリウム

からのけい光強度から相対値を測定し，金薄膜からの

光電子放出およびNO気体の光イオン化電流の測定か
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図 1.光電子放出の測定系.

ら絶対値を求めた川.図 2にフタル酸エステル，アジピ

ン酸エステル，セパシン酸エステルの光電子放出量子

収率曲線を示す.気体のイオン化量子収率曲線に比べ，

非常にゆるやかに増加する.この範囲で10-6から10-1ま

で変わっている.

量子収率曲線は大きく二つのエネルギー領域に分け

られる.およそ8.5eV以上と以下である.低エネルギー

側は，ブェニル基の π電子のイオン化，高エネルギー

側は酸素の孤立電子対や飽和結合の σ電子のイオン化

によると考えられる.アジピン酸エステル，セパシン

酸エステルは，ブエニル基が無く，高エネルギー側の

みである.

そのほか，アミン，ポリブエニルメチルシロキサン，

およびリン酸エステル，ポリジメチルシロキサンにつ

いて測定を行ったが，これらの量子収率曲線も，窒素

の狙立電子対やフェニル基の π電子イオン化による低

エネルギー側と酸素の孤立電子対や飽和結合の σ電子

のイオン化による高エネルギー側に分けられる.光電

子放出量子収率曲線と分子の性質を比べたところ次の

ような関係があることがわかった.

i )同じ種類の分子同志を比べた場合，低エネルギー

放射線化学
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図 2.フタル酸エステル(a)およびアジピン酸エステ

ル，セパシン酸エステル(b)の光電子放出量子

収率.

4.気相での有機分子のイオン化と超励起状態の挙動

光電子放出の結果から液相でのイオン化を議論する

前に，気相での光イオン化と超励起状態の挙動につい

て簡単に述べる.しかし，気相でも十分わかっている

訳ではない.特に，炭化水素やアルコール，エーテル

などの有機分子の吸収スペクトルは気相でもプロード

であまり構造が無く，良くわかっていなかった.筆者

は，最近いろいろな分子の光吸収および光イオン化断

面積を系統的に比較することにより，炭化水素やアル

コールのような有機分子では超励起状態からの自動イ

オン化はほとんど起こらず，ほとんど中性断片化する

ということを示した川.厳密に言えば，超励起状態が解

離型あるいは図 3のように基底状態より結合距離が伸

びてポテンシャルの斥力部分に励起され，ポテンシャ

ルに沿って直接解離するような場合，解離の速度は自

動イオン化の速度に比べ非常に速く，ほとんど自動イ

オン化は起こらないと言うことである.

ここで，アルケンやアミン，アルコールなどのよ う

に第 1イオン化ポテンシャルが，σ電子のイオン化ポテ

ンシャルに比べ十分低い π電子や孤立電子対である分

子について考える.これらの分子では，第 1と第 2イ

オン化ポテンシャルの間のエネルギー領域において，

イオン化の量子収率に比例する.側では，イオン化可能な電子の数に対し， σ電子の数が

増えるほど量子収率は小さくなる.たとえば，フタル

酸エステルについてみれば， π電子の数に対し，アルキ

ル基の部分の割合が増えるほど量子収率は小きくなっ

ている.

ii)高エネルギー側ではポリシロキサンを除き，この

順番は逆転する.ポリシロキサンの場合，量子収率は

どれもほぽ同じ値に近づく.

3.光電子放出量子収率の値を決める因子

光電子放出は，光の吸収，イオン化，光電子の液体

表面までの移動，そして液体表面から真空中への電子

放出という過程からなる.よ って，主に光吸収係数μ，

イオン化の量子収率 η，光電子の脱出深さんの 3つの

量によって決まる.んには，光電子の液体中での移動

と液体から真空中への放出の両方の効果が入っている.

光強度および光電子の脱出確率が深さに対して指数的

に減少するとすれば，光電子放出の量子収率 Yはおよ

そ次の式であらわせる.

51 

Y=Aon・-----E.一一
マ μ+λe-1

ここで， Aは定数である.つまり， Yは，光吸収係数

が大きくなり浅いところで吸収されてしまうほど，光

電子の脱出深さが深くなるほど大きくなる.そして，

( 1 ) 
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図3.炭化水素のポテンシャル曲線と 1光子による超

励起状態への励起.

イオン化量子収率は第 1イオン化ポテンシャルに相当

する電子の数に対し σ電子の数が多くなるほど小きく

なる 11)これは次のように説明できる.σ電子の割合が

増えれば，そのイオン化ポテンシャルに収束するリド

ベルグ状態の数が増える.よってその吸収のある領域，

σ電子のイオン化ポテンシャルから下の数eVの範囲の

吸収断面積が大きくなる.しかし，このリドベルグ状

態は生成しても自動イオン化せず，中性断片化するた

めイオン化量子収率は小きくなる.

5.光電子放出量子収率とイオン化量子収率

第 1と第2イオン化ポテンシャルの間の気相のイオ

ン化量子収率は，先に述べた光電子放出量子収率と同

じ分子依存性を示しており，液相でも光イオン化量子

収率が気相と似ており，主にこの因子によって分子依

存性が決まるとすると説明できる.また，高エネルギー

側の σ電子のイオン化が主になる領域で逆転するのは，

気相で σ電子のイオン化しきい値がアルキル基が大き

くなるほど低くなることに対応している.イオン化量

子収率は， σ電子のしきい値付近から増加し始めるが，

同じ光のエネルギーでみれば，しきい値が低くなるほ

どイオン化量子収率は大きくなる.

次に，他の 2つの因子，吸収係数と光電子の脱出深

さの影響であるが，上で述べた光電子放出量子収率の

分子依存性をこの 2つの因子によっては説明できない

と筆者は考えている.吸収係数は，光吸収断面積に液

体の密度を掛けたものである.光吸収断面積は気相か

らの類推から有機物ではおよそ炭素数に比例する.し
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かし，試料の密度から計算される炭素の数密度と量子

収率の大きさの聞にはあまり関係がない.また，脱出

深さは，光電子のエネルギーが同じなら同じになると

考えられる.脱出深さで分子依存性を説明できるとす

るなら， σ電子が主になってくる領域では，イオン化し

きい値からのエネルギー差が同じなら低エネルギー側

と同じ量子収率の分子依存性を示さなくてはならない.

以半の結果から液相でのイオン化量子収率の分子依

存性は，気相に似ており，液相中でも超励起状態から

の中性断片化はかなり起こっていると結論される.

しかし，他の 2つの因子，吸収係数と脱出深さの分

子依存性が本当にそれほど無いのかどうか，さらに確

かめることはぜひ必要である.

ノ

6.他の測定法とその問題点

光電子放出は，液体中から真空中への放出過程を含

んでいる.よって，液体中での光イオン化量子収率を

知りたいなら，液体から真空中への脱出確率を考慮、す

る必要のない光伝導度測定の方が良いように思える.

しかし，実際にはそうとも言えない.液体の光伝導度

の測定では光入射用の窓の内側に半透明な金属膜を蒸

着し，片方の電極にすることが行われている 12・13) 試料

液体の光吸収係数はかなり大きいのでイオン化はその

電極のすぐ近くで起こる.導体の近くに電荷が置かれ

ることになり，導体側境界面から同じ距離に反対の符

号の電荷(鏡像)を置いたのと同じ力が働く.さらに，

ジェミネート再結合も起こる.電場依存性から両者の

寄与を見積り，量子収率を求めることが必要になる.

一方，光電子放出測定において，光電子の真空中への

脱出深さは電子の熱平衡化距離程度と考えられる.メ

タン，ネオペンタンなど以外の有機物についてはOnsager": 

距離の数分の l程度以下である.よって，液体中なら

ジェミネート再結合してしまう電子が，真空中まで出

てしまったため再結合せず，その分を観測しているこ

とになる.かえってこちらの方が簡単な問題かも知れ

ない.いずれにせよ，今の段階では両者とも解析にい

くつかの過程を含んでおり，両者のデータの比較検討

.は重要である.

真空紫外光の代わりに多光子イオン化による測定も

行われている.うまく使うとイオン化が表面付近の浅

い部分に集中することを避けることができる川.しかし，

図4に示すように，多光子イオン化では 1光子で励

起した状態にある聞に原子間距離が変化する可能性が

ある.1光子と同じ超励起状態に上がっても解離せず，

1光子のイオン化効率が大き目にでる場合があるので

放 射 線 化 学
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図4.炭化起水素のポテンシャル曲線と 2段階 2光子

による超励起状態への励起

はないかと筆者は考えている.気相，凝縮相に限らず，

l光子イオン化と多光子イオン化の比較には，十分注

意が必要である.
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EBキュアリング

物質は，分子間の比較的弱い力(電子同士の相互作

用)で結合されているが，その結合は，わずか数eVの

エネルギーで変化させることができる.薬品や熱によ

る物質の変化もこの電子状態の変化により起こるが，

分子に変化を与える最も直接的な方法は，分子に直接

電子を打ち込み，活性化する方法で，この効果は熱な

どと比べて，けた外れに効率が良くなる.というのは，

分子に電子線があたるとそのエネルギーによりイオン

化や励起，ラジカルの発生が容易かつ瞬時に起こるか

らであり，とりわけ，アクリロイル基(CH2CHCO-)
など二重結合を持つ物質に電子線を照射すると，互い

に手を結びあうラジカル重合反応が起こり 1秒未満

の速度で架橋し硬化する.

印刷インキ，塗料，接着剤などいわゆるコーティン

グ剤といわれるものは，必ず流動体から固体へと変換

させる乾燥または硬化というプロセスを設けなければ

ならない.そのためには，自然乾燥，加熱乾燥，蒸発

乾燥，二液硬化，加熱硬化，紫外線(UV)硬化など色々

な方法が現在とられているが，電子線硬化は，電子に

より硬化を行う新しい方法であり，従来の硬化方法と

比べて，低温で硬化する，硬化速度が速い，無溶剤化

が可能，省エネルギーなど従来の乾燥及び硬化方法が

持っていない特徴を持っている.

コーティング剤の歴史は，乾燥速度の歴史でもあり，

上記の乾燥方法の変化に伴い，その速度は段階的に向

上している.おそらく電子線硬化は，硬化速度の点か

ら言えば，最終のものであり，これ以上速い他の乾燥

手段が出現しても，乾燥速度に関しては，あまり意味

はないだろう.しかし，コーティング皮膜の物性につ

いては，必ずしも上の順列で良くはなっていないこと

は銘記すべきである.例えば，自然乾燥の漆がいかに

優れた皮膜物性を持っているかを思い浮かべればわか

るであろう.従って，硬化速度が大だからと言って直

ちに従来の乾燥システムを代替できるわけではない.

欧米の場合，電子線硬化の速さ，即ち生産性に着目

して，従来方法から比較的スムースに電子線硬化への

変更が行われているが，日本の場合，生産性のほかに

コーティング品質，コスト(トータルコスト)，環境問
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題の 4つが調和を持って満足されないと，転換が行わ

れ難い.電子線硬化型コーティング剤に電子線を照射

した場合，実際どのような反応が行われ，どのような

皮膜構造となっているかを確定することは困難である.

これは，従来の乾燥方式の硬化皮膜も同様であり，硬

化皮膜の全体としての特性は把握しえても，微視的な

もの，或いは分子レベルでの理解は，一般論はできて

も，実態は不明である場合が多い.しかし，そうだか

らといって，目的にかなうコーティング剤ができない

ということではない.

一般的に EB硬化型コーティング剤は，プレポリマー，

モノマー(反応性希釈剤)，添加剤から構成されている.

プレポリマーとは，構造単位の繰り返し数が， 2 "'20 

程度の重合体で，更に重合すればポリマーとなる中間

体であり，モノマーとは低粘度の液体で，反応性と溶

解性があり，通常は溶剤のようにプレポリマーの粘度

低下の為に使用する低分子化合物である.プレポリマー，

モノマーとも，EBによるラジカル重合性を持つ官能基，

アクリロイル基，メタクリロイル基，アリル基，ピニ

ル基などを持っている.プレポリマーの骨格となるも

のには，ポリウレタン，エポキシ，ポリエステル，ポ

リエーテル，シリコーンなどがあり，その各々にアク

リロイル基またはメタクリロイル基が結合したものが，

ポリウレタンアクリレート，エポキシアタリレート，

ポリエステルアクリレート，シリコーンアタリレート

などとなる.ある確定した用途に適合する EB硬化型コー

ティング剤を開発する場合，市販のプレポリマー，モ

ノマーのプレンドで配合が決められるのは，容易なも

のは別として稀である.特に，現行ラインを EBで代替

するケースでは，コーティ ング物の品質は EBにより低

下させることは絶対に避けねばならず，その場合は，

現行のコーティング剤の設計思想を十分に受け継ぎつ

つ，プレポリマーを初めから合目的的に合成してゆく

必要がある.しかし，合成されたプレポリ マーのみで，

目的のコーティング品質を得ることは不可能であり，

一般樹脂の活用，各種添加剤の使用など，木目細かな

配合技術を要することは， 一般のコーティング剤の場

合と同様である.EB硬化型コーティング剤は， EBの

放 射 線 化 学
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みによる硬化完了が最上であることは言うまでもない

が，それが困難である場合，既存の硬化技術の併用も

検討しなければならない(ハイプリッドキュア，デュ

アルキュア).EB硬化型コーティング剤の進歩は，配

合，コーティング，硬化など既存技術を取り込むこと

によってなされるものを思われる EBが到達する深さ

は，コーティング剤の比重により決まる.比重が大き

いものの方が小さいものより到達距離は小さい.従っ

て， UV (紫外線)による硬化がコーティング剤の透明

きの度合により大きく影響を受けるのと，基本的に異

なっている.従って， EBは着色コーティング剤の厚い

皮膜の硬化，アルミ箔や紙同士の接着剤の硬化などが

可能である.200keVの低エネルギー電子線は，比重 1

のコーティング剤であれば，約200μmの透過力を持っ

ている.コーティング剤の比重が 2であれば， 100μm 

の透過力となる.一個の電子線は，コーティング剤の

分子と衝突し，二次電子線を発生させ，その電子線は，

更に新たな電子線を発生させて，電子は増倍しながら

減速して行く.発生した電子線は，コーティング剤の

硬化反応に寄与するわけであるから，コーティング剤

の表面から内部にゆくにつれ，硬化の度合がUVの場

合と異なってくる.一例として，コーティング剤の硬

度をとると， UVでは，表層から内部にかけ，堅さは急

激に減少してゆくが， EBではその減少が小さく，且つ

再ぴ硬さが増す傾向がある.EB硬化型コーティング剤

への EB照射は，空気を窒素ガスで置換した雰囲気中で

行うのが原則となっている.その理由は，①コーティ

ング剤の硬化(ラジカル重合)が酸素により阻害され

る.②EBで空気中の酸素がオゾン化する，などである.

通常窒素ガスによる空気の置換の度合は，照射表面付

近の酸素濃度で表される.コーティング剤の酸素阻害

の程度により， EB照射時の酸素濃度は異なるが，通常

50-----200 ppmである.ラミネート用接着剤のように，

2層のフィルムにサンドイツチされている場合は①は

無視することができ，②のみを考えればよい.UVの場

合も同様であり，例えば，硬化性の劣る UVコーティ

ング剤もその表面をフィルムで圧着して空気を介在さ

せずUV照射すると，著しく硬化性が改善される.医

療器具 (特にディスポーザプル用品)の滅菌 (EOG滅

菌，蒸気滅菌， γ線滅菌)とことなり，食品包装材表面

の滅菌，殺菌効果は10-----30kGyの照射で充分と言われ

ている.従って，食品包装材料への EBコーティングは，

そのような効果が副産物として期待できる.現在，コー

ティング剤の脱溶剤化が各分野で進行しているが，そ

の方向は，無溶剤化と水性化の二つである.両者とも

第 54号 (1992)

最終的に高分子の乾燥または硬化皮膜を形成させるの

であるが，両者は合い反する特徴を持っている.無溶

剤型は低粘度化が難しく，水性は低粘度化は比較的容

易だが，大きな乾燥エネルギーを要する.EB硬化型コー

ティング剤の場合，水性EB硬化型原料の開発がまだ不

十分なため，現在では無溶剤型が主に検討されている.

しかし実際には，顧客の事情により，溶剤型を要求さ

れる場合もあり，現在はEB硬化型コーティング剤イコー

ル無溶剤型とは言えない.溶剤系の場合，残留溶剤に

起因すると思われる白煙の発生が生じる場合がある.

既存コーティング剤と匹敵する EB硬化皮膜を得たいと

思うと，単なるモノマーの EB硬化では不十分であり，

分子量の高いプレポリマーを主成分として使用せざる

を得ないが，その分子量が高くなるにつれ，粘度が高

くなり(流動体とは言えなくなり)，コーティングが困

難になる.それを回避する手段としては，次の二つが

ある.①EB硬化性低粘度モノマーを添加して，粘度を

下げる(モノマーを溶剤の代わりに使う)，②加熱して

粘度を下げる.しかし硬化した皮膜の物性は後者が優

れている. (コーティング適性は前者がよい)無溶剤型

コーティングマシンとして，現在一般的なものは，無

溶剤ラミネーターである.無溶剤型接着剤を80-----100
0

C

に加熱して，最高約2000-----3000 cpsの粘度で，0.8'"'-'4.0

gr/m2の塗布量でコーディングされている.

次に EB硬化型塗装剤の例を 2， 3あげてみる.

EB硬化型ラミネー卜用接着剤

EB硬化型ラミネート用接着剤の特徴は，次の 3点と

なる. (EB硬化が持つ一般的特徴は除く)第一は，無

溶剤型であって，溶剤型接着剤とほぼ同等のラミネー

ト強度を持っていることである.現行の無溶剤型接着

剤は，無溶剤(ソルペントレス)という長所を持つも

のの，適用できるフィルム構成及び用途に限定があり，

シール阻害及びプロッキングなど，溶剤型接着剤には

ない現象がまま起こることがある.従って，特殊なフィ

ルム構成や，高品質の用途には，使用しづらいという

声が業界には多い.EBラミネート用接着剤は，そのよ

うな現行無溶剤ラミネート用接着剤の問題点を克服し

たものといえよう.耐内容物性(食酢，香辛料，防虫

剤，液体洗剤，等)も溶剤型接着剤と同等もしくは同

等以上である.第二の特長は， EBラミネーションは，

低粘度化のために接着剤を加温する以外は，熱を必要

としないことからくる多くの利点である.各種フィル

ムは，接着剤塗工時及びその後の巻取り時においても，

一定の張力(テンション)下にあるため，乾燥ゾーン

55 



の熱，エージングの熱により，伸びや縮みなどの変形

を受けやすい.EBでは，そのような変形が極めて小さ

く押えることが出来る.このことは，ピッチのずれや，

トンネリング防止に大きく寄与する.また，各フィル

ムには，それぞれの機能を持った添加剤が含まれてい

るが，熱によりその効果が減少，あるいは消失してし

まうことがある.例えば，滑り性，静電防止性，防曇性

などであるが， EB硬化では，フィルムが持っそのよう

な特性を維持して，ラミネートが可能である.紙とプ

ラスティックの EBラミネートでカールが発生しないの

も，紙の中の水分の蒸発が押さえられるからである.

第三の特長は，エージング不要による省スペース，工

程短縮である.わずか 1秒以下の EBの照射で，エージ

ングの代わりを行っているとも言える.ラミネート直

後のスリッターが可能であり，またラミネート直後の

製袋加工(ヒートシール)も可能であることが，裏付

けられている.その強度は，経時的に向上し，最終の

実用強度に到達する.従って，原理的にはラミネーター

とスリッターの直結，スリッターと製袋加工の直結，

グラビア印刷とラミネーターの直結，グラビア印刷と

ラミネーターとスリッターの直結などが可能である.

このため当然のことながら 3層ラミネートの場合，

2層ラミネート後エージングなしに直ちに 3層目のフィ

ルムのラミネートを行うことが出来る.

オフセット輪転機用 EB硬化型インキ

オフセット輪転印刷は，雑誌，教科書，チラシ等の

印刷に用いられており，この数年，積極的な導入が進

められ，商業印刷の約40%に達しようとしている.こ

れは，オフセット輪転印刷の高速印刷性(約400m/min 

のラインスピード)による高生産性によるところが大

きいが，インキ自体の高速対応への開発によるところ

も大きい.現在使用されているオフセット輪転印刷イ

ンキは，ヒートセット型(熱風乾燥型)で， 170------200
o
C 

の熱風で，約 1秒，紙面温度が110------1200Cとなる乾燥

を行っている.これは，インキ中に約40%の主として

脂肪族炭化水素系の溶剤(沸点2000C付近)が含まれて

いる為である.ヒートセットであるゆえの，公害問題，

作業環境問題，及び熱によるひじわ，プリスター(紙

のふくれ)の問題がある.これらの問題点の解決策と

して EB化があげられる.EBインキは無溶剤であり，

熱フリーであり，前記の問題すべてを解決することが

可能であり，より高速化も可能である.現在日本にお

いては， EBオフセット輪転印刷は，ミルクカルトン分

野において行われており，高速印刷による高生産性を
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目的としている.樹脂は，ポリエステルアクリレート

オリゴマーを主としており， 30kGyの照射量により硬

化が行われている.

EB硬化型感熱インキリポン用パックコート剤

熱転写インキリボンの背面を保護するこのコーティ

ング層は，耐熱性樹脂を単体で硬化させる方法や，耐

熱性樹脂に無機粉体や界面活性剤を添加して，滑性を

向上させる方法により形成されているが，これらの硬

化方式は，キレート剤を用いる熱硬化方式やイソシア

ネートを利用した常温(加熱)エージング方式であり，

省エネルギー，省スペース等の面から改善が要求され

るものである.塗工厚調整の関係から， EB硬化型は溶

剤を含有しているものの，電子線照射により瞬時に

化し，次工程へ移行可能である.塗工照射後の巻取

保存安定性にも優れる.すなわち，プロ ッキングがな

く，表面汚染性も少なく，転写インキ層形成阻害もな

いのが特長である.また，リボンの走行安定性，プリ

ントサーマルヘッドの非汚染性も現行製品と同等の性

能を持つ.この製品は，シリコーン/エポキシ/硝化

綿系で特にシリコーンに特殊変性シリコーンを使用す

ることにより， RETフィルムの接着性，耐熱性，非汚

染性のバランスを保っている.

転写用剥離剤

転写印刷とは，原紙(フィルム)の上に，あらかじ

め図柄を印刷し転写箔を作り，それを加熱によって，

印刷図柄を相手に転写圧着させる方法である.家電及

び車載製品，化粧品，日用雑貨品等に，広く使われて

いる.アップダウン式，ロール転写式，インモールド

転写式の三つの転写方式がある.転写後， ~J離層は最

外層となるため，接着性，耐擦傷性，硬度，耐薬品

などが要求される.平面だけでなく，湾曲部への転写

もあり，その場合加工性も必要となる.剥離層は，こ

れまで蒸発乾燥型が主であったが，耐擦傷性を改善す

るために uv・EB化が検討され，一部実用化に至って

いる.uvの場合， uvの透過性に限界があるため， ~J 

離層を uv照射した後，絵柄インキ層，接着剤層など

の印刷(グラビア)を行わなければならないが， EBの

場合は，電子線の透過性が良い為，剥離層，絵柄イン

キ層，接着剤層と印刷をすべて完了した後， EB照射し

ても，剥離層が硬化するという大きなメリットがある.

もちろん，剥離層が未硬化のままで，次のユニットに

進むわけであるから，ガイドローラーピッキング，パッ

クトラッピングなどが起こらぬよう，配合面での配慮

が必要である.
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ラベル用クリヤー

液体容器等のラベルのオーバープリントワニスとし

て，熱硬化型が現在使用されているが，アーチ型の乾

燥炉で，高温(約150
0

C)で乾燥するため，紙質の変化

(特にカール)が大きい.EB化により，カールの発生

を防ぐと共に，光沢の向上，塗工速度の改善が可能と

なる.EBクリヤーの耐内容物性(洗剤等)，耐磨耗性

も，現行品以上のものが得られる.

今後の展開

EBに対してコーティング業界が持つ期待，文はニー

ズは大きく 2つに分けることができる (UVにおいても

ほぽ同様のことが言える). 1つは，現行のコーティン

グ剤の品質では困難な用途への適用であり，いわば，

高機能分野への展開である.他の 1つは，現在のコー

ティングシステムを EB化することにより，無公害化，

省エネ化，省スペース化などを計りたいという期待で

ある.その際コーティング剤の品質は，現行品を越え

たものを特に望むものではない.というのは，現在，

各分野で使用されているコーティング剤の品質は，そ

れに携わる技術者が，日頃懸命な努力を行っているの

で，概ね極限近くに達しており，且つ各メーカーの品

質も同一レベルに収束しつつあるからである.EB硬化

型コ ーティング剤を開発する立場から考えると，この

二者では，開発のアプローチが本質的に異なっている.

後者(汎用化追求)の場合， EB硬化型塗装剤の品質は

少なくとも現行製品と同ーが絶対条件である.従って，

開発を行うに際しては，まず現行製品の品質をよく把

握すると同時にその品質を発現している機構を，徹底

的に解析する必要がある.その有力な手段のーっとし

て，硬化皮膜の動的粘弾性及び力学的性質の評価が挙

げられる.動的粘弾性の測定により，貯蔵弾性率(E')， 

損失弾性率 (E")，損失正接 (tano)，ガラス転移温度

(Tg)などが明らかになる.皮膜の力学的性質の測定に

より，伸び，破断強度，弾性率等が明らかになる.現

製品と同一品質の EB硬化型塗装剤を開発するには，こ

れらが，似通っていることが必須である.現在使用さ

れている各分野のコーティング剤をピックアップし，

その範暗に入る多くの銘柄の皮膜の動的粘弾性を測定

すると，互いに良く近似しているのがわかる.特異な

ものは，全くないと言ってよい.各製品群は固有な動

的粘弾'性及び力学的性質を持っている.従って各 EB製

品の硬化皮膜もまずこの動的粘弾性及び力学的性質を

近似させることが不可欠となる.現有の各種コーティ

ング剤は，著しく複雑化した高分子体であって，現在

第 54号(1992)

1955年迄の印制，コーティングの汎用分野でのEB化の
可能性(日本)

分野 用途 コーティング剤

平版 インキ

オフ輪
インキ，トップ

印刷 コート

グラビア
インキ

トップコート

転写 グラビア 剥離層など

接着剤
ラミネート用

粘接着剤 接着剤

粘着剤 粘着剤

剥離 剥離剤
シリコーン

リリース

コーティング
製纏

ラミネーティング

O 市場化の可能性大

ム両者の中間

× 市場化の可能性小

EB化の

可能性

× 

O 

× 

O 
O 

O 

O 

O 

A 

A 

市販されている EB硬化性モノマー及びオリゴマーの選

択や組合せで，所与の動的粘弾性等を形成させること

は，非常に困難であることは，自明である.それらは，

化学構造的にシンプルであって(特にモノマー)，たと

えEBで硬化させても，その単純性はまぬがれることは

できない.従って，現行コーテイング剤を代替する EB

硬化型コーティング剤を開発するには，現製品の設計

思想(樹脂系，配合等)を出来る限り継承して，合成，

物性及び配合研究を三位一体化して進める必要がある.

一方，高機能性を追求する EB硬化型塗装剤の新製品開

発にあたっては，全く様子が異なってくる.現行製品

にはない際立つた特性(例えば，硬度，耐熱性，等)

をEBによって与えるわけであるから，そのような性質

を持つ， EB硬化型モノマー，プレポリマーの特性を十

分に生かして，それらを主体とした配合設計となる.

しかし，高機能製品は，これまでの経緯が示すように，

現製品が懸命な対応を行っているだけに，量的に大き

なものが望めないのが実状である.従って EB硬化によ

り高機能製品のみを目指すことは誤りとは言えないま

でも，ベストとは言えない.EBは，単なる乾燥または

硬化手段の一つであるという割り切りで，その特長(速

硬化性，低温反応性など)に着目して，無溶剤化，オー

プンレス，エージングレスなどコーティング業界が抱

えている課題に対する解決の有力な強力な手段として，

汎用性を追求する方向が，現在では業界の大きなニー

ズでありトレンドになっている.従って， 今後，EB硬

化型コーティング剤も「高機能'性」追求から「汎用性」

追求時代に入っていくものと思われる.
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米国国立標準技術研究所 NIST

昨年 3月末より一年間国立標準技術研究所 (NIST)

で研究する機会に恵まれました.この研究所は，アメ

リカ合衆国の商務省傘下の国立研究所で1901年に設立

され，1988年までは National Bureau of Standards 

(NBS)の名で親しまれていました.標準測定技術や標

準物性試験法の確立，標準物質の製造や各種校正試験

サービス，基準に関する出版等の重要な任を果たして

います.現在は， NBS時代から約半数がテーマの衣替

えをして先端材料，エレクトロニクス，超伝導，コン

ビュータ化と自動化，バイオテクノロジー及び薄膜技

術等にも研究分野を拡大しています.従来の測定装置

や試験装置類はもとより，主な研究施設として，研究

用原子炉(中性子散乱・回折装置)，シンクロトロン放

射光照射施設 (X線小角散乱装置)，金属・セラミック

ス ・ポリマー ・半導体加工施設，粉体 ・流体・気体の

力学特性装置，超高圧 ・高温・環境試験装置，製造・

メカニカル ・自動化の力学試験装置等を保有していま

す.研究所は，ここ Gaithersburg(メリーランド州，

234ヘクタール)と， Boulder(コロラド州， 84ヘクター

ル，金属物性関係等)があります.1991年度予算$354

millionだそうです.研究・技術，管理系合わせて約3，000

人，加えて年間約1，000人のビジター研究者が働いてい

ます.

私の留学していた部署は電離放射線部で，これは，

放射能，放射線の相互作用と線量測定，中性子相互作

用と線量計測，放射線測定オフィス(放射能 ・放射線

測定の品質保証事務所)に分かれています.放射線の

相互作用と線量計測グループ(総勢22名)はさらに線

源，化学的相互作用と線量測定，物理的相互作用と線

測定及び放射線計測サービスの 4チームに分かれて

おり，この 2番めのチームに属していました.

研究所はワシントン DC50km郊外にあり， DC市街

地とを結ぶメトロ終点から車で10分といった田舎にあ

ります.鹿や野性のガチョウがたわむれている広い敷

地に研究棟や実験施設が点在しており，ガチョウの巣

作りのため駐車場を明け渡したり，車道を横切る鹿や
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写真 NBSの名が残っている旧門からメインピル

ディングを望む

リスに道を譲ったりなど，いかにも自然科学研究向き

の良い研究環境です.この自然に恵まれた環境の中を

ジョギングしたり散策することが，研究者の精神的な

リフレッシュのみ芯らず，新しい発想を生む機会を作っ

てきたような気がします.建て家の中の居室も，むろ

ん個室で十分すぎるスペースがあり，外界から隔離さ

れた環境で自由に思索に耽ることもできます.

研究者の平均年齢はかなり高そう (50歳は越えてい

る)で，また中年層がほとんどいない感じがします.

しかし，驚いたことにこれらの年配の研究者のほとん

どが，私が教科書とした図書に名を連ねているばかり

でなくいろいろな(さすがにノーベル賞はなかったが)

受賞経験者といったそうそうたる顔ぶれでした.中に

はすでに退職している人もいましたが，図書館の利用

の自由だけでなく居室(今年から個室ではなくなった

が)と研究室が与えられ，研究が続けられるような配

慮がなされており， NISTは優秀な研究者を最後まで手

放さないようにしてこきっかつて(?)います.こん

な環境からさらにプロジェクトを立ち上げて， NISTと

一時雇用契約を結び頑張っている研究者もいます.し

かし，ここも予算 ・人員削減で中途解雇がよくあり，

しかも年配の実績ある人を優遇して残すようですので，
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現役もうかうかしていられないようです.傍目で見て

いた感じでは，研究者のデスクワークはほとんど評価

されない様子で，グループリーダといえども自分の実

験室を持ち独自の研究を進めています.一方，若手で

ある三十代半ばの人にも国際シンポジウムのチェアマ

ンを任せてしまうなど，何でもかんでも年功序列の日

本では想像もできないような思い切った人の登用も行

われています.平均年齢50歳以上と思われる私のグルー

プのリーダが何と49歳であることからもそれが実感で

きます.多少私の思い入れがあるかもしれませんが，

いかにも実力主義でチャンスの国の研究所であり，と

にかくその研究で実力を発揮しなければ評価されない

という，当たり前とは言え厳しい研究環境です.

さて，ここでの私の研究テーマは rイオンビームに

よる材料照射効果と線量計測に関する研究」であり，

主に， rDosimetry for Radiation ProcessingJの著者

でありかつ雑誌 rApplied Radiation and IsotopesJ 

のチーフエディターである，通称「ミスタードシメト

リ」こと WilliamMcLaughlin氏との共同研究でした.

NISTはイオンビームの線量計測については経験が浅い

ですが，放射線線量の基準であるガンマ ・X線，電子

線については実験 ・理論計算ともに世界的に確固たる

位置を占めています.アメリカにおける一次標準機関

というパックボーンばかりでなく，カロリメトリを始

めとする基準測定法，また放射線感受性の色素を薄い

ナイロンフィルムに分散させたラジオクロミック線量

計 (FWT-60)など化学線量計による三次元線量分布

測定の技術について長い開発経験と実績を持っていま

す.一方，原研では，基準線量計相当の精密度を持っ

たアミノ酸の放射線誘起ラジカルを電子スピン共鳴

(ESR)法で定量する方法を利用したアラニン/ESR線

量測定法の技術を持っています.この両者を組み合わ

せることによって，ガンマ線等に比べ照射される材料

の表面あるいは深さ方向の線量分布の評価が重要であ

るイオンビームの照射場の特性把握，及びその均一照

射場において FWT-60やアラニン線量計物質の放射線

線質効果の研究を行いました.

公私にわたっていろいろと細かく世話をしてくれた

マークや，海軍から大学博士過程に内地留学していた

ディピッドは，私とは同年代で，それぞれ鳥肉や海老

などの照射食品の検知，事故被曝あるいは RI投与放射

線治療患者の爪，骨からの被曝量推定に ESR法を使用

する研究を行っており ，ESR信号の強度にこそ差があ
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るが，線量評価の基本的な考え方は同じなので，放射

線と物質との相互作用や生成ラジカルの挙動などにつ

いて論議をしました.私の研究に関するオリジナリティ

やこれまでの知識 ・経験については敬意を払ってくれ

ましたが，初めは彼らもまたこれまでアメリカ政府や

マスコミなどで誤ってっくりあげられた日本人像を持っ

ていたようです.真珠湾50周年や貿易摩擦で対日感情

が悪化していたこともあり，私自身日本人であるとい

うことを意識しすぎた嫌いはあるかもしれませんが，

言動についても極力アメリカ人の持っている日本人の

イメージは狭い固定観念に基づいていることを分かつ

てもらおうと，研究以外の議論もよくしました. くだ

らない例ですが，中華レストランに一緒に入ってチャー

ハンなどを食べた時に，アメリカ人が箸を私がフォー

クを頼んだことがありました rいつも日本人は箸を使

うものだ」ではなく，日本の御飯とちがって粘り気の

ない御飯には「日本人であっても食べやすいフォーク

を選ぶのだ」ということがわかってもらえたかどうか.

まったくイメージと違った何かと風変わりな日本人と

いう印象を与えてしまったかも知れません.逆に，私

の方も，今まで抱いていたアメリカ人のイメージが変

わりました.例えば，会議の開始時間を9: 00と言いな

がら実は ninish(9 : 00から10: 00の間)と笑っていた

り，カープール(遠距離通勤者が相互乗合いで通勤す

ること)で研究所退勤が16: 30というと何をおいても

帰ってしまったりする人が典型だと思っていると，実

は家にもパソコン持っていて私の知らぬ間の 2日位で

論文を書き上げていたり ，数日チョコチョコと実験を

やっていただけなのにシンポジウムのポスター発表く

らいまでのデータを出していたりと，全く費やす時間

と結果の相関性が不明な人種であるようです.ただ日

本人より集中力があるだけなのでしょうか?

滞在期間中には，第 2回ASTM国際ワークショップ

「放射線プロセスのための線量測定J (メリーランド州

立大学)や第 3回国際シンポジウム rESR線量測定法

とその応用J(NIST)に参加者としてだけでなく実行

側としても出席したこと，また，NISTと近隣の国立研

究所・大学との共同実験を通じて，NIST外部にも多く

の研究者を知る機会に恵まれました.

帰国してすでに 4カ月が過ぎてしまい，これらの人

とのつながりが薄れぬよう大切にしていかなくてはと

改めて感じています.
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|訪問記 |

(株)ホギメデイカル江戸崎滅菌センター

電子加速器による放射線プロセシングのうち，高エ

ネルギー電子線の利用は最近の注目すべき分野のひと

つである.本誌でも前々号 (No.52)でつくば市の住友

重機械工業の照射応用開発センターと高崎市のラジエ

工業の訪問記がとり上げられ，それぞれ5MeVの大出

力直流加速方式の電子加速器が設置されていることが

紹介されたのは記憶に新しいところである.

ところで，茨城県にあるホギメデイカル社で10MeV

の電子リニアックを設置して医療用具の滅菌を行うと

いう記事が新聞で報じられたのは今年の 1月頃であっ

たと思う .欧米ではこの種の加速器導入はかなり進ん

でいるが，本邦では初であり ，加速器利用の周辺に身

を置いている小生としては興味津々のものがあった.

電子線利用の特長を考えれば，高エネルギー電子線の

ー 利用技術はどんどん開拓すべきで，原研にリニアック

を設置して多方面にわたる開発研究を進める必要があ

ると思っている者として，重要な利用分野の一つであ

る滅菌への利用の現場はぜひとも見学したいと思って

いた.今回，放射線化学会からの要請にホギメデイカ

ル社が快く応じてくれ，江戸崎滅菌センターの見学が

実現することになり 5月20日，原研の 3名で訪問し

た.

江戸崎町は土浦市から震ケ浦の西岸に沿って20kmほ

ど南下した所にあり ，常磐高速道の桜土浦インターか

らおよそ30分である.滅菌センターはこの町の小高い

所に位置し，眼下には見事に区画された水田が広がっ

ており ，ちょうど田植えされたばかりの早苗の緑が輝

いていて，空気もきれいに感じられるところにある.

この水田はその昔霞ヶ浦の一部を干拓して作った所だ

そうである.

ホギメデイカル社は病院の手術室で用いる覆布や手

術着を中心としたディスポーザプルの製品を医療機関

に提供してきた会社で，その製品の滅菌を今までのエ

チレンオキサイドガスによる方法からこの電子線照射

法に転換しつつあり 4月から生産が開始されている

そうである.我々の訪問に対し，田中生産部部長をは

じめ， 高橋氏， 安藤氏ほか工場の皆さん，そしてこの
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写真 1 江戸崎滅菌センターの外観

加速器およびコンベアその他の付帯設備を一括して設

置，納入した住友重機械工業の田中プロジェクトマネー

ジャーも同席されて，詳細な説明の後，工場内を隅々

まで案内していただいた.

ホギメデイカル社で生産しているディスポーザプル

覆布，手術着などはデュポン社の不織布“ソンタラ"

を活用したものである.これはウッドパルプとポリエ

ステルからなり ，フィルター効果により病原菌の侵入

を防ぐとともに援水性に優れ，手術中に飛散する血液，

生理食塩水などに対するバリアとなる特長を有し，問

題となっている院内感染の防止に有用な役割を果たす.

また，ディスポーザプルであるがゆえ，病院内での仕

事の合理化も図れるという .今のところ国内での普及

率は15%程度ということで，今後の需要の大幅な増加

が見込まれているとのことである.

この滅菌センターに導入された電子加速器はフラン

スの CGR-MeV社のサース (CIRCE)-11型リニアッ

クである.10MeVクラスのプロセス用リニアックとし

ては世界最大の設置実績を有し，3GHzの高周波を用

いた加速方式で，出力20kWである.13μsecの幅のパ

ルス状ビームが 1秒間に最大600回発生し，ビームは走

査され，幅 1mとしてスキャンホーンから垂直方向に

放出される.スキャンホーンの端部にはストレートマ

放射線化学



写真 2 設置された10MeV， 20 kW電子リニアック

“サース (CIRCE)-11" 
写真3 滅菌センター内の様子

グネットが取り付けられており，これにより走査され プロセシングの実用化は国内では初めての試みであり，

たビームの方向が調整され，ビーム窓から放出される いかにしてその導入を決断したか，については我々が

電子線はすべて試料面に対し垂直に入射するようになっ 最も興味のある点であった.田中部長らは，従来のガ

ている.この加速器は極めてコンパクトであり，直流 ス滅菌法では残留ガス除去のため，長い時間と費用が

加速方式の加速器のみに携わってきた小生には，加速 かかり，これに対して本方法では極めて短時間で処理

器利用の新しい展開を感じさせる新鮮な衝撃が走った. が行え，また相包した状態で処理ができるため無菌保

50 mX40 m程の工場内に一歩足を入れると沢山のダン 持性を高めることができる，などの特長があり，製品

ポールがあるものの整然とし，さすがに医療材料を扱つ の安全性という観点、に立てば電子線以外にないという

ている清潔感が漂う雰囲気である.ちょうど製品の照 結論に達したためであると強調された.ランニングコ

射を行っている最中で，照射室に導かれるコンべア上 ストはガス滅菌法よりもむしろ安く，設備の消却を考

を試料の入ったダンボール箱(高さ35cm，幅45cm， えても将来的には十分ペイする見通しであるという .

長さ50cm程度)が等間隔に並べられて移動していた. 確かにこのプロセスは，試料の密度が低く均質であり，

ストック用コンベアから照射ラインへの試料の移しか その結果試料全体にわたっての線量均一度，そして電

え，および照射後のラインから搬出部への移しかえに 子線の利用効率が高い照射が行えるという ，電子線プ

はそれぞれロポットが用いられており，まさにテキパ ロセスとしては理想的な対象であるという印象が強く

キと働いていた.試料入り段ボール箱にはバーコード 感じられた.

が取り付けられており，製品管理が行われている.制 なお，この覆布等は医療用具の中では雑品として分

御室はコンベアライン，照射室が一望できる(照射室 類されているため，照射処理については厚生省の認可

内部はビデオモニターで監視)ガラス張りの部屋となっ を必要としないが，ホギメデイカル社では，医療器具

ており，この中に置かれたワークステーションのキー 滅菌法として定められているガイドラインに沿った方

ポード操作により，加速器のみならずコンベアなどの 法によって行っているという事である.

付帯設備の制御が行えるようになっている.省力化に 今回，電子線プロセスの新しい展開の現場をつぶさ

ついては相当の配慮がなされている工場である.この に見せてもらい，電子加速器と周辺機器の技術的進展

施設に隣接して大きな配送センター(自動倉庫)があ に目を見張るとともに，それを積極的に取り入れたホ

り，将来はラインをつなげ，製品が自動的に搬入され ギメデイカル社に感銘を覚えた.このプロセスの今後

るようにする予定になっているそうである. の発展を祈りながら，我々は江戸崎滅菌センタマを後

さて， 10MeVクラスの電子リニアックの導入による にした.
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|訪問記 |

先日，ヨーロッパ，アメリカの研究機関における加

速器利用の現状について調査する機会があったので，

そこでの見聞の範囲内で，最近の欧米の加速器事情に

ついて紹介する.しかし，何分，筆者はこの分野での

経験が浅い上，いずれも短時間の見学であったので，

誤解や偏見があるかもしれないことをお断りしておく.

(1) ヨーロッパ

ドイツでは，政府の方針として，加速器の発生する

エネルギーが500MeV /n以上のものとそれ以下のもの

とで，基礎研究用と応用研究用とに使い分けをするこ

とになった.その結果，高エネルギ一物理などの基礎

研究が行えるのは，フランクアルト近郊のダルムシユ

タットにある重イオン研究所 GSIだけで，ハーンマイ

トナー研究所など他の研究機関では， RI製造，材料照

射，医療照射など応用に関する研究を行うことになる

ということだ.1975年から稼動中の GSIの重イオンラ

イナック UNILAC(~20 MeV /n) は，最近，重イオ

ンシンクロトロン SIS (~2 Ge V / n)及び電子冷却装

置付蓄積リング ESRが完成したことにより，これらの

入射系としても使われている.また，昨年， U28+の発

生が可能な多価イオン用 ECRイオン源を UNILACの

中間点付近に導入した.ここでの研究の中心は，核物

理及び原子物理であり，核と核の衝突，不安定核ビー

ム (RIビーム)の生成， e+-e-対の創生などの研究の

他に， 109番元素までを発見した実績を踏まえ， 110， 

111番元素の発見に取り組んでいる.その一方，材料科

学，放射線生物学などの分野での重イオンビームの応

用研究にも乗り出している.

ドイツのカールスルーエ研究所 KfKには， 2台のサ

イクロトロン KIZ(LP+及びプロトン用，プロトンで

26 MeV)及びKAZ(プロトン用， 42MeV)があり， 1231， 

81Rb (81mKr)， 18Fなどの短寿命 RIの製造，核融合炉

用材料を開発するためのプロトンと α粒子のデュアル

ビーム照射，放射線による機械部品やパイプの磨耗・

腐蝕の診断など，応用研究を行っている.特に， RI製

造では，廃液の処理に至るまでの一体型モジュールを

完成させ，外国へ輸出している.また，国内外の自動
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欧米の加速器施設

原研高崎大道英樹

車製造業，航空機製造業，化学プラントなどからの注

文に応じて，年間300件程度の放射化分析を行っている.

フランス原子力庁 CEAのサクレー研究所には，ヨー

ロッパ初の超伝導重イオンライナック (~10 MeV/n) 

及び超伝導電子ライナック (800MeV)がある.使わ

れている超伝導加速器空洞は，すべてサクレー研究所

で設計し， CEA傘下の企業で製作されたものである.

ライナックを用いた研究としては，原子核の超変形に

より生じる“shapeIsomer"などの核物理研究の他に，

半導体チップや高温超伝導体へのイオン注入など材料

科学の研究を進めている.

イギリスのラザフォード・アップルトン研究所 RAL

には，世界最強のスポレーション中性子源 ISISがある.

この装置では， 800MeV，最大150μAのパルス状プロ

トンビームをウランターゲットにあてて中性子を発生

させる.この装置により得られる中性子は，原子炉で

発生する中性子に比べ，ビーム強度が大きく，パルス

状であり，白色スペクトルを有するなどの特徴がある.

また，この装置では，偏極中性子を得ることができる.

ビームラインは18本あり，単結晶，粉末，非晶体，液

体，表面などの測定対象に応じて，弾性散乱実験用に

7装置，非弾性散乱実験用に 6装置が設置されている.

そのなかには，日本の高エネ研が設置した MARIがあ

る.また，グラファイトターゲットに中性子を当てて

ミュオンを発生させることができ， μSR，ミュオン触

媒核融合などの研究に供されている.現在，日本の理

研の新装置の据え付け工事を行っている.

(2) アメリカ

ニューヨークの北東部にあるプルックへプン国立研

究所 BNLには，建設以来30年以上稼動しているシンク

ロトロン AGSがある.当初は，プロトンの加速のみだっ

たが， 1986年にタンデム加速器 (1MeV/n)を入射系

に加え， 1991年にプースター(プロトン 1GeV， Aul4+ 

72 MeV/n)を付属させ，重イオンで14.5GeV/nまで

加速できるようになった.ケイオン，パイオンの生成

などの物理学的研究の他に，タンデム加速器による半

導体チップへのイオン注入，プロトンライナック (200

放 射 線 化 学



MeV)による RI製造などが行われている. BNLで最

大のプロジェクトである高エネルギ一重イオンコライ

ダ-RHICの建設は， 1983年に中座した加速器計画での

トンネルなど一部の残存施設を利用して， 1991年より

開始され， 1997年の完成をめざしている.完成後は，

タンデム加速器で発生させた金などの重イオンをプー

スター，AGSで順次加速したのち， 1周3.8kmのRHIC

に導入して，さらに加速し， 80 GeV /nとなったところ

で衝突させる.これにより ，ビッグパンの約 1μs後の

世界が再現でき，いわゆるクオーク ・グルーオン ・プ

ラズマ状態を発生することができるというのが，この

加速器のねらいである.また，この加速器プロジェク

トでは，超伝導マグネットの果たす役割が大きい.BNL

では， RHIC用の超伝導マグネットとともに，超伝導巨

大衝突加速器 SSC用のマグネットに関しても開発にあ

たっている.なお， RHICの詳細については， RHICプ

ロジェクトリーダー尾崎敏氏の論文(原子力工業， 37， 

52 (1991))を参照されたい. BNLでもう一つ挙げね

ばならないのが，シンクロトロン放射光施設 NSLSで

ある.これは， 1982年から稼動しており ，2.5 GeVの

X線及び750MeVの可視光・紫外線を発生させる.ビー

ムラインは約100本で，固体物理，リソグラフィー，生

物・医学利用など種々の分野での利用者は，年間4，000

人以上になる.

シカゴのアルゴンヌ国立研究所 ANLには，世界初の

超伝導重イオン加速器 ATLAS(25 MeV/n)がある.

この装置を利用して， ドイツにおいてウランターゲッ

トにウランイオンを衝突させたときに見出されたとい

う異常なエネルギーピークの解釈に取り組んでいる.

現在，プラスイオン発生用 ECRイオン源の導入を計画

中ということだが，米国エネルギー省 DOEによって認

められる可能性は低いようだ.BNLでの最大のプロジェ

クトは，放射光施設 APSの建設である.ヨーロッパの

ESRF，日本の SPring-8とならんで，建設中の世界の

3大放射光施設の一つである.順調に建設が進めば，

1996年には 7GeVに加速されたポジトロンによる X線

の発生が可能になる.挿入光源のアンジュレータには，

第 54号 (1992)

日本製の永久磁石を使う予定だ.ANLのスポレーショ

ン中性子源 IPNSは， 1981年に稼動を開始した.ライ

ナック，シンクロトロンにより 500MeV， 1.5μAとし

たプロトンをウランターゲットにあて，発生するパル

ス中性子を用いて，物性研究，医学，生物学研究など

が行われている.新しい研究課題として，ウェークフィー

ルド加速器 AWAの開発がある.この原理は，ライナツ

クから入射された第 1のパルスの跡 (wake)を利用し

て，わずかの時間遅れで挿入された第 2パルスの加速

を行うもので，通常の方法に比べ， 5 -----15倍の加速が

できるという .今世紀末には 1GeVのデモンストレー

ション用加速器を建設したいとしている.

サンフランシスコ近郊にあるローレンス・パークレー

研究所 LBLには，プロトンシンクロトロン Bevatron

を中心とする加速器施設 Bevalacがある.1955年に，

この加速器を用いて反陽子が発見されるなど，数々の

実績を誇り， 1974年には，重イオンライナックを接続

することにより，ウランで 1GeV/nの加速が可能になっ

た現在では，宇宙における放射線影響の研究や，癌

治療などの応用研究にも使われている.放射光施設 ALS

は，来年の完成をめざして建設が進められている.蓄

積リングのエネルギーは 1-----2 GeVである.建家の一

部や天井クレーンの架台として使われているヨークは，

かつてローレンスがサイクロトロンを建設した当時の

ものである.LBLでも， SSC用の超伝導マグネットの

製造に関して分担している.計画中の研究課題として

は，慣性核融合研究がある.2025年に，この方式によ

るエネルギ一発生を計画しており ，1994年には Neイオ

ン加速ライナックの開発が開始される予定である.

以上，まことに大雑把だったが，欧米の加速器施設

の見たままを紹介した.ヨーロッパにしろ，アメリカ

にしろ， 30年以上にわたって加速器を使いこなして来

た実績を踏まえ，施設の更新，新しい加速器概念への

チャレンジを果敢に，かつ，着実に進めているとの印

象をもった.また，加速器の応用分野での利用に対し

ては，いずれの国においても積極的であった.
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田畑教授の原子力委員就任を祝して

このたび，田畑米穂先生(東海大学教授，日本放射

線化学会前会長)が原子力委員に就任されましたこと

は，まことに喜ばしく心からお祝い申し上げます.本

会会員の中から原子力委員が誕生しましたことは放射

線化学および放射線利用の社会的認知の拡大を示唆し

ているように思われます.

田畑先生は，長年にわたり，放射線化学の基礎およ

び応用研究の推進，ならびに放射線利用のための啓蒙

活動と研究者・技術者の組織化に努めて来られました.

基礎研究につきましては，近年におけるピコ秒ノ幻レス

電子線加速器の開発とそれを利用した研究，最近のパ

ルスイオン加速器の開発等，いずれも時代の先端を行

く装置の開発とその放射線化学への応、用を手掛けて来

られました.そこに先生の先見性を見ることが出来ま

す.先生はまた放射線プロセシングを含む応用研究に

も大きな関心を寄せられ r放射線プロセス国際会議」

や圏内会議としての「放射線プロセスシンポジウム」

の開催を提案されましたが，これらの会議は現在まで

定期的に開催されています.産業界における放射線利

用の促進を図るために，原子力産業会議の中に放射線

利用研究会を組織されたのもその一例と言えましょう.

さらに，原子炉との関係では，原子炉放射線に関する

基礎および応用研究を継続して行って来られました.

先生は放射線化学および放射線プロセシングに関す

る多くの国際会議に出席され，重要な役割を果たして

おられますが，これは先生の学問的貢献を意味するだ

けでなく，人的国際交流にも大きな寄与をしているも

のと言えましょう

このように幅広いパックグラウンドをお持ちの先生

が原子力委員として原子力委員会に参加されましたこ

とは，基礎あるいは応用を問わず，放射線利用に関係

の深い学会である日本放射線化学会としましては心強

い限りであります.

原子力委員会は国の原子力政策の基本を策定する委

員会として極めて重要なものであります.それ故，国

の原子力政策に誤りのないように，原子力委員の立場

から適切な指導 ・助言を与えられることを先生に期待

致します.

(日本放射線化学会会長 笛木賢二)

第35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，日本原子力研究所高崎研究所

日時 :10月6日(火)--8日(木)

会場:日本原子力研究所高崎研究所

(高崎市綿貫町1233)

〔一般口頭発表:講演12分 ・討論3分〕

第 1日(10月6日)

0会場(口頭発表) 一(13時から)ー

1001. 液体アルカンのピコ秒パルスラジオリシス
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(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

1002. The Radical Cation of Methylcyclohexane 

(Lab. for Phys. Chem.， ETH・東大工)OR.E. 

Buhler，勝村庸介，M.A. Murat， T. Azuma 

1003. パルスラジオリシスによるアセトニトリル中

の還元反応 (北大工)0住吉孝，片山明石

1004. ピコ秒パルスラジオリシスによるアセトンラ

ジカルカチオンの研究 (理研・東大原総セ ・東大

工)0丑田公規，吉良 爽，柴田裕実，田川精一，

吉田陽一

1005. トルエンおよびアセトニトリル中におけるし

8-ジクロロアントラキノン/トリエチルアミン系

放 射 線 化 学



側ニュ
のナノ秒ノ幻レスラジオリシス (京工織大工芸・東

大工)0中山敏弘，漬之上熊男，吉田陽一

1006. アルカリハライド溶融塩中の短寿命光吸収種

(北大工)0秋山 良，藤原朋春，高橋憲司，沢村貞

史，片山明石

1007. Layer boundary等を含む不均一系の放射線

化学(9 ) alkyne/ alkane混品中における Hの移動と

付加への結晶構造依存性 (名工試)0松浦かおる，

武藤八三

1008. 芳香属オレブインラジカルカチオンの反応-

ダイマーカチオンの生成と酸化反応 (阪大産研)

O石田昭人，藤乗幸子，高椋節夫

1009. シラシクロヘキサンカチオンラジカルの構造

歪と分子運動:ESR法による研究 (広大工)0駒
口健治，塩谷優，石川満夫，佐々木和夫

1010. アントラセン単結晶における軟 X線照射効果

のエネルギー依存性 (神戸大教・高エネ研)0木
村愛子，中川和道，田中健一郎

1011. 77K SR光照射によるアミノ酸誘導体の損

傷:N -Acetylglycine 神奈川大理)0峯岸安津

子，相馬純吉

1012. 4 K， D2-H2混合系における H2+D→ H+
HDトンネル反応の速度定数 (名大工)宮崎哲郎，

O北村晋，森北浩通，笛木賢二

1013. 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III 固相エタノール系での水素分子の

回転量子状態の特異性 (京大原子炉・阪大基礎

工)0長谷博友，石岡邦江，宮武陽子

1014. 高分子材料中のポジトロニウム形成における

スパー効果 (東大原総セ・山口大工)0伊藤泰男，

岡本健一，田中一宏

1015. ヘキサン中の短寿命ortho-Psースノfー内にお

ける Psと陽イオンの反応 (原研東海)0平出哲

也， Ole Erik Mogensen 

1016. 気体中での電子の熱平衡化時間 (東工大

理・航技研)0沖垣成保，古浦勝久，簾野嘉彦

1017. イオン再結合に対する電場効果の理論 (東

工大理・化技研)立矢正典， 0磯田敬子，河内宣之，

績野嘉彦

1018. 希ガスの電子線パルス照射による高スピン高

励起原子の生成 (京工繊大工芸)倉増毅，水田

清文，谷垣治幸，石川洋一， 0荒井重義

第 54号(1992)

ース| 鵬

第 2日(10月7日)

0会場(口頭発表) 一(9時から)一

2001. ポリメチルメタクリレートの放射線分解一ぺ

ンゾフェノン添加効果 (名大工)0鳥飼章子，若

井稔弘，笛木賢二

2002. 高分子モデル化合物としてのスクアランの放

射線効果と保護効果 (東大工・日石中央技研)0
ソエピヤント ヤンティ，勝村庸介，石樽顕吉，久

保純一，小泉武男

2003. ゴムの放射線劣化の特徴 (原研高崎)伊藤

政幸

2004. 高分子材料の極低温下における γ線照射効果

( 2 ) 原研 高崎)0工藤久明，笠井昇，貴家恒

男，瀬口忠男

2005. 放射線劣化の不均一性の顕微FT-IRによる検

出 (早大理工研)0加藤篤記，高木正治，桂川

香， 浜義 昌

2006. 側鎖に N-アセチルアミノフェニル基をもっポ

リジアセチレン LB膜の調製 (原研高崎)(湘井

文雄，大道英樹

2007. ラジカル重合におけるシクロデキストリンの

疎水性効果 (阪大産研)0山本幸男，白木真二

2008. ポリエチレンの solvent-probeNMR画像:

浸透した溶媒の運動性から評価した照射効果 (名

工試)0岡崎正治，鳥山和美

2009. 側鎖に L-プロリンメチルエステルを含むアク

リロイルポリマーゲルの環境応答特'性 (原研高崎・

群大工)0浅野雅春5吉田 勝，大道英樹，久保田

仁，片貝良一

2010. 高分子溶解阻害剤を用いた水性アルカリ現像

可能な化学増幅系ポジ型電子線レジストの検討

(日立中研)0白石 洋， 林伸明，上 野巧， 逆水

登志夫，村井二三夫

2011. 化学増幅型電子線・ X線レジスト内での放射

線誘起反応 (東大工・東大原総セ)0古沢孝弘，

吉田陽一，上坂充，田川精一

P会場(ポスターセッション) ー(13時30分から)-

2P01. 液相 2， 2ージメチルプタン中での電子一正

イオン再結合過程 (東工大理・金沢工大工)0磯
田敬子，山田 斉，新坂恭士，鵜飼正敏，河内宣之，

旗野嘉彦
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2 P 02. P-terphenyl溶液の X線パルスラジオリシス

における発光の遅延成分 (早大理工研)0平間理

一郎，佐藤宏行，浜義昌

2P03. Xe-ヨウ素化合物系のパルス電子線照射で生成

する XeIの動力学 (福井工大)0磯員武司，辰巳

佳次，嶋森洋

2P04. パニリン水溶液のパルス放射線分解 (阪府

大研)0堀井英雄，中鉢光雄

2P05. ジエチルアニリンーハロゲン化合物系での光

イオン化による接触イオン対生成機構 (福井工大)

O奥田隆夫，庄司哲弘，辰巳佳次，嶋森洋

2P06. 放射線モニター用セラミックスの γラジオリ

シス (原研・東大原総セ・東大工)0丑田公規，

吉良 爽，木村一宇，柴田裕実，田川精一，吉田陽

2P07. アラニン/ESR線量測定システム (原研高

崎)0春山保幸，橘宏行，小嶋拓治，岡本次郎

2P08. CTA線量計を用いた高エネルギーイオンの大

面積照射における均一度測定 (原研高崎)0上松

敬，奥村進，荒川和夫，中村義輝，横田渉，福

田光宏，奈良孝幸，石堀都男，田中隆一

2P09. 複合表面分析装置を搭載した極低エネルギー

イオンビーム発生装置 (原研高崎)0大野秀樹，

永井士郎

2P10. ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)の放射

線架橋 (東海大工・原研高崎)0大島明博，吉田

祐一，池田哲也，田畑米穂，工藤久明，瀬口忠男

2Pll. 熱処理したポリプロピレン固体のモルホロジー

と放射線誘起構造変化 (京大工)0マリニー

チャイスパキツイン，清家英雄，西本清一，乾智

行

2P12. γ線照射層間重合法により合成されたポリアク

リロニトリルの立体規則性 (山形大工・原研高崎)

皆川雅朋.0喜多聡ー，野内健太郎，吉井文男，幕

内恵三

2P13. ポリプロピレンフィルムの照射劣化-oPPと

CPPの比較 (都ア研・埼玉工大)0今井正彦，山

田佳央，清水治通

2P14. FRPの補強繊維がマトリ ックス樹脂の放射線

劣化に及ぼす影響 (原研高崎)0宇田川 昂，貴

家恒男，瀬口忠男

2P15. メタアクリロイルーL-アラニンメチルエステ

ルとの共重合化による CR-39の核飛跡エッチング特
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性の増感 (原研高崎・GSI・群大工)0玉田正男，

浅野雅春，吉田勝，大道英樹.Reimar Spohr， 

Christine Trautmann， J ohan V etter.片貝良一

2P16. 中止)

2P17. 電子線照射石炭燃焼排煙処理における副生成

物の粒径分布 (原研高崎・メキシコ原研)0南波

秀樹.Rafael Lopez C.，徳永興公

2P18. 電子ビームによる都市ごみ燃焼排煙処理のパ

イロット試験 (NKK・松戸市役所・原研高崎)

O長田 容，須藤雅弘，直林虞純，加藤具士，土井

猛，中島道博，古宮幹久，宮島清則，馬場重和，広

田耕一，宮固定次郎，徳永興公

2P19. 酸素過飽和 AcidRed水溶液の電子線照射に

よる脱色 (原研高崎・環境エンジニアリング・古

河電工)0新井英彦，細野雅一，山本一郎，清水建，

杉山昌

2P20. ウリジンヌクレオシド類の酸化反応における

特異吸収体の置換基の効果 (阪府大研)0藤田慎

一，武宮重人，永田良雄，谷口節男

2P21. DNA切断にみられる逆線量率効果の放射線化

学的考察 (都立大理)増田高慶

2P22. ゴールデンハムスター細胞の放射線照射効果:

低線量領域におけるラジカル生成及び，室温におげ

るラジカル生成，及びビタミン Cによる劇的な保護

効果 (名大工・横浜市大医・長崎大薬)0吉村

徹，宮崎哲郎，松野潔高，鈴木啓司，渡辺正巳

2P23. 立体規則性ポリアクリロニトリルの γ線包接

重合過程における分子鎖切断 (山形大工・原研高

崎)皆川雅朋.0渋谷利彦，野内健太郎，吉井文男，

幕内恵三

2P24. ポリシラ ンにおけるポーラロンモデルについ

て (東大工・東大原総セ)0関修平，吉田陽一，

石樽顕吉，柴田裕美，田川精一

0会場(口頭発表) 一(15時から)-

2012. 3-20 MeV Heイオ ン照射による液体Arから

の発光 (早大理工研・ RadiationLab.， Univ. of 

N otre Dame) 0月出章，道家忠義.Jay A. LaVer-

ne 

2013. BaF2のオージェフリー発光における高密度励

起効果 (理研)0木村一宇，根本隆治，森田和雄，

中村清志，熊谷秀和

2014. ポリジへキシルシラ ンのイ オンビーム照射効

放射線化学
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果一発光測定 (東大原総セ・東大工)0柴田裕実，

関修平，田川精一，石樽顕吉，吉田陽一

2015. アラニンからのラジカル生成に対する LET効

果 (北大工・東大原総セ・東大工)吉田 宏，小

泉均，市川恒樹， Vadim V. Kurshev 

一(16時から)ー

受賞鶴演 1.マイクロ波空洞法の新しい適用による気

相と液相における短寿命活性種の研究

(福井工大工)嶋森洋

受賞務演 2.極低温ESR法による放射線化学反応初

期過程の研究 (名工試)鳥山和美

受賞講演3.放射線利用による耐熱性セラミックス繊

維の研究開発

(原研高崎・阪府大工)瀬口忠男，岡村清

人

第3日(10月8日)

0会場(口頭発表) 一(9時から)ー

3001. 氷の極低温電子線照射による新しい発光帯の

観測 (名工大)宮崎哲郎， 0神谷泰伸，笛木賢二，

安井昌克

3002. ルミノールの化学発光を用いた放射線検出法

(理研)0丑田公規，吉良爽

3003. 極紫外領域における CH.，SiF4tおよびSiCl.

の光吸収断面積，光イオン化断面積 (東工大理・

高エネ研)0亀田幸成，鵜飼正敏，沼津稔之，近康

祐司，寺津昇久，河内宣之，鎌野嘉彦，田中健一郎

3004. 液体からの光電子放出量子収率:液相中での

イオン化と超励起 (北大工・ハーンマイトナー研)

O小泉均， Klaus Lacmann， Werner F. Shmidt 

3005. 超励起有機分子の主崩壊過程 (北大工)小

泉 均

3006. 芳香族有機結晶における光イオン化機構

(学習院大理)0加藤隆二，小谷正博

3007. n-アルカン系の77Kにおける放射線分解

(広大工)0太田信昭，志賀敬之，市川隆久

3008. アルキルラジカルの C-C主鎖切断に対する側

鎖メチル基の効果 (北大工)0市川恒樹，吉田 宏

3009. マイクロ波加熱空洞法による低エネルギー領

域での電子付着速度定数の測定 (福井工大)0嶋
森洋，辰巳佳次，小JII祐士，砂川武義

3010. 固体マトリックス中のポリマーの電子捕捉効

第 54号 (1992)

率 (北大工・北教大函館)0林邦維，小笠原正

明，吉田宏

3011. 芳香族置換ポリアセチレンの電子捕捉サイト

(北教大函館・北大工・京大原子炉)0小笠原正明，

順毛直憲，菅沼武，山岡仁史，吉田宏

P会場(ポスターセッション) ー(13時から)ー

3P01. 無極性媒質中にドープしたアントラセンの光

電流ピークの起源 (神戸大教・東大教養・理研・

高エネ研)0中川和道，江尻有郷，木村一宇，田中

健一郎， Deti Nurdiawati，大森信彦，木村愛子

3P02. 水溶液中窒素酸化物の放射線効果の計算機シ

ミュレーション (東大工)0.勝村庸介，蒋培云，

石樽顧吉

3P03. (中止)

3P04. クラスターイオンの調整と輸送 (原研東海・

原研高崎・東北大工)0池添康正，曽我猛，鈴木

和弥，大野新一，佐藤義之，武部雅汎

3P05. 水クラスターイオン生成反応における同位体

効果 (原研東海・東海大工)0曽我 猛，池添康

正，鈴木和弥，大野新一，田畑米穂，市川裕司

3P06. アルカンあるいはハロカーボンマトリックス

中に生成した溶質アルカンやアルケンカチオンラジ

カルの電子スペクトル (広大工)0太田信昭，森

登史晴，市川隆久

3P07. ODESR法によるフッ素置換トルエンアニオン

の検出と構造の検討 (早大理工研)0相馬 努，

国分晋裕，矢部和央，浜義昌

3P08. 芳香族シツフ塩基ラジカルアニオンの反応性

(阪大産研)0石田昭人，伊藤裕，高椋節夫

3P09. シクロヘキサンメチル誘導体カチオンラジカ

ルの構造歪みと分子運動 (広大工)0松本倫宣，

塩 谷優

3P10. アルキルシランカチオンラジカルの構造と反

応 (広大工)0丸谷隆雄，駒口健治，塩谷優

3Pll. ポリシランラジカルアニオンの電子状態と光

プリーチ挙動 (北大工)0熊谷純，小笹博之，

小泉均，市川恒樹，吉田宏

3P12. イオントラックの深さ分解研究:近液体へリ

ウムの UV発光と VUV発光の相関 (理研)木村

一宇

3P13. 重イオン飛跡構造の研究 (原研東海・原研

高崎)0古川勝敏，大野新一，南波秀樹，古牧睦英

3P14. イオン照射により生成する反応中間体の研究:
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トリフェニルメチルラジカル (群大工・原研高崎 3013. 放射線劣化におけるヒドロ芳香族型劣化防止

O田口光正，門倉幸宏，平塚浩士，青木康，南波 剤の添加効果 (戸石中央技研・レイテック)久保

秀樹，永井士郎 純一，池田重利， 0乙幡和重

3P15. 固体アルキルエーテルの放射線照射による C-H

結合切断の位置と分子構造との関係 (北大工)0
渋谷和宏，市川恒樹，吉田宏

3P16. アルケン二重結合への立体選択的水素原子付

加 (北大工)0高橋毅，市川恒樹，吉田宏

3P17. 固体アルカン中でのラジカル生成選択性:光

励起と γ線照射の比較 (北大工)0小泉均，橋

野昌年，吉田宏

3P18. ジエチニルベンゼン誘導体の固相放射線二量

化反応一結晶構造と二量体の構造 (阪大産研・阪

大工)0山本幸男，上田隆司，甲斐泰，金久展子

3P19. マイクロ波加熱空洞法による低エネルギー電

子付着過程の研究一臭素化合物の電子付着反応

(福井工大)0砂川武義，小川裕士，辰巳佳次，嶋森

洋

3P20. シアニン色素水溶液の放射線化学 (東大

工)0広石大介，徳山龍俊，石樽顕吉

3P21. (中止)

3P22. タンパク質を高速分離するための多孔性膜の

放射線グラフト重合法による合成と評価 (東大

工・原研高崎)0斉藤恭一，科野宏典，常田 聡，

古崎新太郎，須郷高信，幕内恵三

0会場(口頭発表) 一(14時30分から)ー

3012. 重イオン照射によるポリアリレートフィルム

のエッチング特性 (群大工・原研高崎・住電工・

Gsno今泉雅裕，吉田勝，浅野雅春，大道英樹，

久保田仁，片貝良一，松本安世，日比野豊，R.

Spohr， J. Vetter 

3014. 電子線を用いた化学架橋ポリオレフィン発泡

シートの表面改質 (古河電工平塚)0監物孝明，

岡田光範，小野達也

3015. 1分子中に 2個のアシル鎖をもっリポソーム

の γ線重合 (日本油脂筑波・原研高崎)0赤間和

博，徳山悟，細井文雄，大道英樹

3016. 動物赤血球浮遊液の近赤外光による計測と照

射効果 (原研高崎・群大工・北大電子科学研)0
藤村卓，石原紀之，大道英樹，渡辺俊範，河野正

道，小橋治通，田村守

3017. 原子力用電線絶縁材料の寿命評価 (原研

高崎)0八木敏明，瀬口忠男

3018. 高温水の放射線分解 -2000Cまでの γ線と

高速中性子照射 (東大工)0ゲニ リナ スナリ

オ，広石大介，勝村庸介，石樽顕吉

3019. 濃厚硝酸水溶液の放射線分解 一硫酸水溶液

との比較 (東大工)0永石隆二，勝村庸介，石樽

顕吉

3020. パルスラジオリシス法による濃厚りん酸水溶

液の放射線分解 (東大工)0堂前雅史，蒋培云，

勝村庸介，石川顕一，永石隆二，石樽顕吉，吉田陽

参加費(講演要旨集を含む 3，000円

懇親会 10月7日(水)18時より，原研国際交流会館に

て開催します.会費 3.000円

連絡先 370-12高崎市綿貫町1233 原研高崎研究所

永井士郎

(電話 (0273)46-9421 FAX (0273) 46-9687) 

ACSミーティング(物理化学分野)報告

今年 1月から 5月にかけて， Stanford大に逗留して

いた関係で，San Franciscoで行なわれた，第203回ACS

meetingに参加する事かTきた.私は主に物理化学のセッ

ションを聴いていたので，そのいくつか耳にした発表

について，独断と偏見に基づいた紹介をしたいと思う.

68 

物理化学のセッション(Divisionof Physical Chemis-

try:略称 PHYS)は， Sheraton Palaceに4会場を設

けて行なわれた.口頭発表は次に示す 6つのテーマが

設定され，各シンポジウムに別れて討論が行なわれた.

とりあえず，概略を以下に個条書きにしよう.私は主

放射線化学
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に(1)-(3)のセッションにでていたので，それらにつ

いては大まかな感想を述べたいとも思う.

( 1) Intermolecular Forces From “Simple" to 

“Complex" Systems 

ここで取り上げている rForceJには，国体から気体

までのあらゆる Phaseにおける，分子間力，水素結合

などが含まれている.この古典的な rForceJの概念を

洗い直して，表面界面の反応，原子のパッキング，ク

ラスター生成などの実際の分子や分子集合体の挙動と

結び付けて議論しようというシンポジウムであった.

しかし，ここで発表に登場する実験は，比較的大まか

な古いタイプのものが多く，さらに集合体を扱う理論

の方も荒っぽいモデルのものが多かったので，両者が

うまくかみ合わず，相互の議論が Specurativeで説得

力にかける印象はどうしてもぬぐえなかった.それだ

げに，これから楽しみで，今自由にものが言える楽し

さが，研究している人たち内輪にはあるのかも知れな

いが，議論も活発でなく，シンポジウム全体の焦点、の

定まらない分だけ印象が悪かった.まだ，実験理論双

方で模索中で，次期尚早であるのかも知れない.

( 2) State-to-State Dynamics on Mu1tiple Poten-

tial Energy Surfaces 

(2)， (3)あるいは(4 )を通じての印象だが，最近

の分子線実験に胎ては，ますます state間のダイナミッ

クスへの志向が強まっているようで，発光測定や質量

分析などの，単純な従来の検出方法に加えて，運動エ

ネルギーの角度分布などを反応させながら同時に測定

する appratusを，それぞれの研究者が自分の反応系に

あわせて工夫しているのが鮮明に印象づけられた.装

置の進歩に伴い，測定の精度，選択性，さらには分解

能が格段に向上しているわけで，精度の低い理論に基

づいた，不正確な計算結果が全くと言っていいほど役

に立たないようになっている.この(2 )のセッション

では rとりあえず，正確にポテンシャル局面を決めて，

それに基づいて，全ての議論を開始しましょう」と言

う暗黙の了解があり(その結果取り上げられる分子の

バラエティにも限りがあるのはやむを得ない)，各 state

間の状態遷移に伴って生ずる，非平衡的な状態分布の

ダイナミクスを統計理論などを用いて更に細かく議論

することが可能になっている.

このなかで，やはり依然として分子軌道理論に基づ

いた理論家の貢献が重要であり，分子研の諸熊先生な

どのアプローチが海外で評価されている理由が大変よ
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くわかった.(よく講演中に引用されていたようである.) 

そして，これからもますますその傾向が強くなる可能

性がある事が伺われた.

( 3 ， Fundamental Processes in Atomospheric and 

Combustion Chemistry: Kinetics of Radical 

-Radical Reactions 

主に気相の分子線実験で，最近様々な活性中間体ラ

ジカルが生成され，それらを比較的自由に組合わせる

ことができるようになっており，前述のように分子線

実験が構造からダイナミックス志向に変化しているこ

とから，表記の様なアプローチが重要性を増してきて

いる.近ごろオゾン層破壊のメカニズムなどについて

の環境問題が取りざたされるようにもなっていること

もあいまって，環境化学とも結びつきを深めているよ

うである.ただし，やはり， stateや potential面を正

確に決めないとお話しにならない(議論が先に進まな

い)という感じの発表が多く見られたのは(2 )と同じ

である.

( 4 ) Laser Photochemistry of Organometallics 

主に気相の有機金属化合物の光化学反応についての

実験的アプローチが多く，通常の分子線のスペクトロ

スコピーが中心である.しかし単分子の解離反応ばか

りではなく，クラスター状態での反応や，表面への蒸

着反応が(おそらく材料開発への応用をにらんで)取

り上げられていたようである.

( 5) Symposium on Complex Interfaces 

このセッションのおよそ半分は， Langmuir Monolayer 

について，その構造やダイナミクスを様々な手法(例

えば散乱実験や超音波)を用いて測定するという発表

で占められていたようである.

( 6 ) Photochemistry at Surfaces 

表面化学に於ても，題目やアプストラクトを見るか

ぎり，従来の構造分析的なアプローチからダイナミク

ス指向への移行が鮮明に見られているように思われた.

多くの発表がブェムトあるいはピコ秒のレーザーを用

いているようで，どうしても表面の光化学反応が超高

速の時間領域になってしまうことが鮮明に理解できる.

最後にいくつか興味を号|いた発表をご紹介しよう.

NOAA (National Oceanic and Atomospheric 

Administration)の S.Solomonは，地球環境化学の観

測結果を中心に，最近のオゾンホール生成についての

レビューを報告した.この反応メカニズムについては，

実験室あるいは観測のデータの蓄積から，定性的には
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すでにほとんど解明されている.このうち塩素ラジカ

ルからの2段階酸化反応の 1段目の生成物にあたる CIO

ラジカルが，全体の連鎖反応系で重要な役割を果たし

ている事が先に実験室で見いだされていたが，彼女を

はじめとしたチームの観測によって実際にその反応が

大気上層部で起きている事が確かめられている.すな

わち CIOラジカルの大気中の分布(水平，垂直分布両

方)が，オゾン分布の減少傾向と一致するというもの

である.彼女の属する研究所はコロラド州ボールダー

にあるが，近くにイオンの化学で有名な JILAOoint 

1nstitute of Labratory Astronomy)や大気の観測や

それに付随した実験を行なう NCAR(N ational Center 

of Atomospheric Research)もあって，アメリカにお

ける環境化学や星間分子化学の一つの中心地になって

いる.スケールの大きな話に，比較的分かりやすい単

純明快な化学反応の説明を受け，しばしその見事な話

に聞き入っていた.

Yale大学の MarkA. J ohnsonらは水あるいはアン

モニアに電子の付着したクラスターを生成し，それに

electron scavengerを作用させて，電子移動反応を起

こす実験をレビューした.また，同時に水クラスター

内に seedした C03-イオンを解離させる反応の研究に

ついて，その途中経過を報告していた.彼らは，電子

付着過程を光化学反応で開始するために以下のような，

ヨウ化メチルとヨウ素イオンのコンプレックスの光イ

オン化反応を用いることを試みている.

[1' . . 'CH3' • • • rJ 

このコンプレックスは， YAGレーザーの266nmの

光で l光子イオン化して，容易に電子を放出する.パ

ルスレーザーの光を用いる事により，時間分離測定も

可能である.この方法が，もし成功すると，従来リド

ベルグ電子を用いていたクラスターに対する電子付着

の新しい方法としてたいへん有効であると思われる.

彼らはクラスターに対する電子付着には成功していた

ようであるが，目的のクラスター内に seedした scaven-

gerへの電子移動反応の実験には成功していなかった.

分子線の実験では，最近の新しい検出方法や新しい

データ処理技術を用いて更に複雑な反応系を解析しょ
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うという試みが多くみられた.2つほど例をあげよう.

例えばJILAのS.R.Leoneらは，検出器に時間分解FT

-1R分光器を用い， HFや水の発光スペクトルを検出し

ていたが，これで複雑な反応系の生成物をモニターす

ることにより，振動回転準位それぞれの状態分布が得

られ，state間のダイナミクスの詳細な情報がもたらさ

れる.また別の例をあげれば，Photofragment 1maging 

のテクニックで， Combustion Resarch FacilityのD.

W. Chandlerは，様々な分子の光解離反応を調べてい

たが，今回発表していたデータのうち臭化メチルの解

離反応では，解離して生成した臭素原子の電子状態に

よって，運動エネルギ一分布とその角度分布が大きく

異なることが，画像処理したデータで明瞭に示されて

いた.この方法では，様々な情報が同時に得られる強

みがあり，測定に含まれる情報量も格段に多いことが

注目に値する.先にも述べたように，複雑になる情報

量の中で，ポテンシャル曲面上での反応のダイナミク

スに研究者の興味が集中しつつあり，今後ますます精

密な議論がこの分野で要求されるようになるという印

象を強くもった.

今回の会場のあった San FranciscoのMarket

StreetやUnionSquareあたりは， Homelessたちのた

まり場といってもいいような所で，辻々にすわって

“Change， Change"と物乞いをする彼らを目の当たり

にするにつけ，アメリカの景気後退の現状を生々しく

感じざるを得なかった.私が滞在した 4カ月足らずの

聞にもサンフランシスコの街全体の治安が悪くなって

いるのが，はっきりとわかったが，冬の聞に暖かい

Californiaへ多くの Homelessが移動したためだろう.

しかし，それからおよそ 2週間後 4月30日にロスか

ら飛ぴ火した暴動がこのあたり一帯で発生し，高級プ

ティックや高級スポーツ洋品庖，デパートなどが略奪

され，大きな被害を受けるようになる事は，そのとき

は全く予想だにしなかったのである.

(この記事の執筆には，当日一緒に参加したコロラド大

学大学院の横山和重氏の協力をいただきました.この

場を借りて感謝の意を表します.) 

(理研 ・丑田公規)
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第 2回マイクロエレクトロニクス用高分子国際会議 (PME'92)報告

1992年 4月に米国化学会と日本高分子学会との共催

で，サンフランシスコでIBMのWillsonとペル研究所

のThompsonと私の 3人が世話人になって上記の国際

会議を開催した.具体的には，米国側の希望で米国化

学会の春季年会のシンポジウムの一つ(Symposiumon 

polymers for Microelectronics)との共催の形で行なっ

た.口頭発表32件(基調講演4件)，ポスター27件の計

59件で，日本からは口頭発表11件(基調講演 1件)，ポ

スター 4件であった.発表者は日本から出かけたが在

米の企業からの日本人参加者も多かった.ヨーロッパ

や韓国からも参加していたが，米国化学会の全シンポ

ジウムの中でも飛び抜けて日本からの貢献度が高い国

際性豊かなシンポジウムであり，米国化学会の関係者

からは大変感謝された.主催者として，協力して頂い

た官公庁および企業の研究者の方々，特に高分子学会

の光反応・電子用材料研究会の方々に深く感謝いたし

ます.

PME (Polymers for Microelectronics)は超 LSIを

中心とするマイクロエレクトロニクス技術に用いられ

ている高分子材料に関する国際会議として日米で交互

に開催することになっている.第 1回は1989年に日本

で本学会の主催で田畑先生を組織委員長として開催さ

れ(会議の報告は放射線化学の49号に掲載)，論文は本

として出版されている 1)

現在，超 LSIの量産技術は I線 (365nm)レジスト

を主として用いたプロセスであるが，研究としては高

性能の深紫外光 (DeepUV)レジストの開発に重点が

置かれている.

今回の会議では高感度レジストとして，次世代のエ

キシマーや X線リソグラフィーのキー ・テクノロジー

になると思われている化学増幅型レジスト 2)に関する発

表が最も多く，参加者の関心も高かった.化学増幅型

レジストの研究発表はエキシマーレーザー(KrFとArF)

リソグラフィーのための深紫外光レジストの研究が主

であったが， x線や電子線用及び可視領域(アルゴン

イオンレーザーの488と514nm)用のものや後述の表面

イメージ型レジスト用のものも発表されていた.企業

からの参加者の関心は当面の研究課題である化学増幅

型深紫外光レジストと表面イメージ型レジストに対し
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て強かった.化学増幅型 X線及び電子線レジストに関

する化学系の企業研究者の関心はいま一つ低かったが，

IBMなどの超 LSI製造メーカー，特にコンビュータ一

関係の企業はそれなりに関心は高かった.x線リソグ

ラフィーの主要な問題点のマスクの熱歪，熱源強度，

放射線損傷を桁違いに緩和できる高性能の化学増幅型

レジスト開発は X線リソグラフィーが陽の目を見る事

ができるかどうかの鍵を握っている.

化学増幅型レジストの感度は通常のレジストより，

原理的には数桁上がってもよいが，現実には 1桁程度

の高感度化しか行なわれていない.しかも，実用上は，

感度以上に，化学増幅型レジストの感度の不安定要因

の除去という重要な問題を抱えている.感度の問題も

不安定要因の除去の方も，反応機構自体が解明されて

いない現状では，解決にはまだまだ時聞がかかりそう

である.化学増幅型X線及び電子線レジストについて

は，東大から反応機構の解析に関する報告があったが，

エキシマレーザー用レジスト以上に反応機構に関する

研究はない.フォトレジストのイメージが強烈で，放

射線化学の基礎的な知識がまだ活かされていないよう

である.マトリックスの方の放射線分解は無視して，

あたかも溶質のみの分解を議論しており，放射線の直

接効果と間接効果の区別もはっきりしていない感じで

ある.放射線化学の研究者の参入を期待する分野であ

る.

化学増幅型レジスト以外では，今後のリソグラフィー

の方向となるであろう表面イメージ型レジストの研究

が多く，特に表面のケイ素化技術はケイ素含有レジス

トの延長技術として高い関心を集めていた.ケイ素化

技術でも化学増幅型レジストを用いた発表があった.

その他，感光性ポリイミド等の感光性高分子に関する

研究発表も多かった.

シンポジウムのプロシーデイングは出版されている

が刊詳細な論文は米国化学会のシンポジウム・シリー

ズとして近く出版される予定である.

アメリカ化学会春季大会で放射線化学に関係の深い

シンポジウムとしては r高分子の光物理 :基礎と応、用」

というシンポジウムがあったべ上述の PME'92の方は

立ち見客がでる程盛況であったのに対して出席者があ
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まりなかったのは，講演内容がおもしろかったので意 15-19日，神奈川サイエンスパークで開催されます.最

外であった.蛍光の減衰曲線の非常に詳細な解析など 初のセッションは高分子の光・放射線化学及び物理で，

一部の専門家にしか興味がない細かい研究が多かった

ことと研究者が高齢化して顔馴染みの研究者が多い反

面，多少排他的な雰囲気があったためかもとも推測し

たが本当の所は分からなかった.ただ，物理化学など

の基礎的な分野のシンポジウムは会場もよく，コーヒー

などのサービスもよかったのに一般的に参加者は少な

かったようである.PME'92のように企業の研究者の関

心の高いシンポジウムは，参加者も多く，若い研究者

の発表や質疑応答も多く，非常に活気があったのとは

対照的であった.このシンポジウムでノートルダム大

のThomasが最近フエノマトロンを用いて行なった高分

子フィルムの放射線化学反応の研究について，昔の研

究も入れて報告していた.彼らは最近，高分子の放射

線化学の研究をかなり精力的に行なっており，本人の

話でも本格的に高分子の放射線化学の研究を行なって

ゆくそうである最近，高分子に馴染みが薄い放射線化

学の専門家によって，高分子の放射線化学の基礎的な

研究が盛んに行なわれるようになっている. 1例とし

ては，ヨーロッパの放射線化学の中心的な存在である

デルフトの Hummelたちが，グループをあげて，高分

子の放射線化学，特にマイクロ波を用いた照射固体高

分子の電気伝導測定などの研究を精力的に行なってい

る.

最後に，次回のマイクロエレクトロニクス用高分子

国際会議 PME'93は本学会にも協賛して頂いて，PME'

93組織委員会主催，米国化学会の共催で， 1993年11月

その他のセッションでも電子線レジスト， X線レジス

ト，有機国体中での電子や正孔の移動度や反応挙動，

電気伝導高分子，ポリシランなどのケイ素含有高分子

や有機薄膜の照射効果に関する研究などを歓迎してい

ます.また，有機固体中での電子，正孔，イオン，励

起状態，ラジカルの測定手段のセッションがあり，こ

の分野では放射線化学の手法は非常に優れているのに

もかかわらず，マイクロエレクトロニクスの分野でほ

とんど知られていません.今回は欧米の放射線化学の

研究者の招待講演も予定されているので，PME'89以上

に放射線化学関係の研究発表をお願いいたします.こ

の記事が出る頃には，PME'93のサーキュラーもできて

いると思います.問い合わせは田川宛てにお願いいた

します.

(東大原セ 田川精一)

参考文献

1) Y. Tabata， 1. Mita， S. Nonogaki， K. Horie， S. 

Tagawa，“Polymers for Microelectronics"， 

VCH (Kodansha)， Weiheim (Tokyo)， 1990. 

2 )田川精一，応用物理， 60， 699， 1991. 

3) Proc. ACS， Div. Polymeric Materials : Sci. Eng.， 

(ACS San Francisco Meeting)， V 01. 66， 1992. 

4) Polymer Prlゆrint(ACS San Francisco Meet-

ing) ， Vo1. 33， 800-892， 1992. 

第9回放射線化学セミナ一報告

いささか旧聞に属するが，昨年5月20日に東京大学

原子力研究総合センター会議室において，第 9回放射

線化学セミナーが開催された.今回は凝縮系でのイオ

ン化とそれに関連した多少狭い範囲のテーマに絞って，

4名の若手研究者が話題を提供した.また，折しも来

日中の， Argonne N ational LaboratoryのA.D.

Trifunac博士にも新しいイオン化メカニズムについて

の講演をいただき，あわせて凝縮相中のイオン化につ

いての相互の意見交換をする機会を得た.ここにセミ

ナー当日の講演の内容を紹介し，参加できなかった皆
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さんにもセミナーの内容を是非知って頂きたいと思う.

なお，関連する内容として，第 6回放射線化学セミナー

の報告(放射線化学，第48号 p44-45)を参照されたい.

また，私の聞き取った範囲での紹介なので，私以外の

講演については，むしろ講演者の手になる原著論文を

参照して頂いたほうがよいだろう.

当日のプログラムは次の通りであった.

1. New Ideas for Mechanisms of Radiation and 

Photoionization 

A.D. Trifunac (Argonne N ational Lab.) 

放射線化学
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2 .イオン化プロセスにおける緩和現象

丑 田 公 規 (理研)

3 .液体アルカン中における対イオン再結合

吉田陽一 (東大・工)

4.希ガス液体に添加された有機分子の光電離

月出章 (早大・理工)

5.有機結晶の光イオン化過程

加藤隆二 (学習院大・理)

以下に各講演の内容を要約しよう.

Trifunacのグループは，従来加速器の電子線を用い

たFDMR法を用いて，ラジカルカチオンを検出してい

たが，最近はレーザーを用いた多光子イオン化を加え

て，放射線初期過程と光イオン化初期過程の比較を問

題の焦点にしている.一口に放射線と光によるイオン

化を比較するといっても，過剰エネルギー依存性や，

ジェミネートイオン対の距離分布を議論するといった

他のアプローチも考えられるが，今回の発表ではイオ

ン化に続いておこるイオン一分子反応やその他の反応

についての詳しい情報を得て，放射線化学反応全体の

違いを整理して理解することが主目的であった.

具体的には，例えば飽和炭化水素を溶媒に， 芳香族

炭化水素を溶質にした系を実験に用い，これに従来通

りFDMRを用いると，超微細結合の関係で，アルカン

と芳香族のラジカルカチオンが区別して検出できる.

この系での放射線によるイオン化は，最初にアルカン

に生成した正電荷が芳香族分子に移動する過程がメイ

ンである.これに対して光イオン化は，芳香族分子を

直接励起するため，過剰エネルギーを保持した励起状

態の芳香族ラジカルカチオンが励起直後に生成して，

一定の時間存在する.その結果過剰エネルギーの大き

さ次第で，再結合資光の収率が変わったり，芳香族カ

チオン経由の生成物が異なったりするであろう.(もち

ろん，光によるイオン化の実験では，波長可変レーザー

を用いて過剰エネルギー依存性を検討する事ができる

利点がある.) 

Trifunacは，イオン一分子反応や水素引き抜き反応，

プロトン移動反応などを伴ういくつかの実験結果を紹

介していた.溶媒としてアルコールを用いた実験例で

は，光イオン化に続いて早い時間域に起こる化学反応

の存在をより鮮明に示唆するデータが示されていた.

放射線によるイオン化は，芳香族カチオンの生成の

前に必ず正電荷移動過程を伴う点が光イオン化と異な

る.Trifunacは，そのホール移動以前に過剰なエネル

ギーがほぼ緩和，あるいは散逸してしまい，多くの場

第 54号(1992)

合基底状態の溶媒カチオンから，典型的な電子移動反

応でホールが芳香族分子に移動すると仮定している.

当日の参加者の質問はこのあたりに集中していた.

私(丑田)は，セミナー後半の INTRODUCTORY

TALKとして，最近の超高速分光法を用いて行なうイ

オン化と電子(電荷)移動反応の研究についての展望

を紹介した.従来凝縮相系の放射線化学初期過程の研

究では，イオンが生成して熱化する以前の様々な速い

緩和過程を直接観察する方法論は，全くと言っていい

ほど存在していなかった.しかし，最近の超高速のレー

ザーノ守ルスを用いた多光子イオン化法などで，ピコ秒

以内の緩和過程を簡単に知ることができる.私はこう

いった研究を進める場合に予想されるいくつかの間題

点を指摘させていただいた.

超高速レーザー光による電子励起を行なってイオン

化する場合，必ずエネルギー幅と時間幅の不確定性関

係を意識しなければならない.しかし，レーザー光は

強い電磁場を伴い，しかも位相の揃ったコヒーレント

光である.したがって，励起直後の分子集団も電磁場

と統計的に位相の揃ったコヒーレント状態になるもの

とみなされ，それが再びランダムな不確定性原理の時

間巾になるまでの時間が横緩和時間と定義される.現

在，様々な非線形分光を用いてこの過程の測定が可能

になりつつある.この緩和現象は励起状態の位相がラ

ンダムになることから， Optical Dephazingと呼んで

いる.したがって超高速分光の測定時間領域が短くな

ればなるほど，この速い緩和を検討することが，物質

の様々なダイナミクスを知る上で重要になることは言

うまでもない.また，この電子励起状態の Dephazing

は，電子の動きそのものに密接な関係があり，実際に

電子が放出される過程(イオン化や電子移動)の情報

を含む可能性がある.光学過程(例えば光吸収)は全

て電子の(ある軌道からある軌道への 1中心的な)移

動とみなされるし，イオン化も電子移動反応のヴァリ

エーションであるという解釈もでき，こういった過程

全てを一つの範晴でとらえることが必要になる.位相

緩和には，電子移動やイオン化を起こす分子だけでな

く，外界の溶媒分子などの動きの情報が含まれている

ので，凝縮相のイオン化へのアプローチにはたいへん

有効である. 2， 3例を上げてみれば:凝縮相中で

Rydberg状態と見なせる励起状態が存在するかどうか

といった問題，イオン化エネルギーしきい値付近での，

「イオンイ七」を溶質から溶媒への電子移動反応とどう区

別して解釈するかといった問題，凝縮相中などで超励
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起状態の存在を仮定したとき Bound-Boundの励起と ほどイオンの収率が減少する傾向が見られ，その収率

Bound-Freeの励起とで，電子の放出過程に違いが生ず は30%から80%と大きく変化した.再結合反応と競争

るかどうかなど，放射線化学の基本的エニグマが，こ する速い時間領域のエネルギーの移動については，エ

ういった非線形分光を用いた手法で解明される可能性 ネルギーの大ききそのものだけではなく，関与する物

がある. 質の内部状態の分布が効率よい電荷分離を起こすため

吉田は，従来積み重ねてきた液体アルカンのパルス の重要な要素であることが印象付けられた.

ラジオリシスの結果に，最近可能になった LL-TWIN 加藤は，従来有機固体結品の多光子イオン化につい

LINAC方式のピコ秒過渡吸収測定の結果を加え， ての精力的な研究を行なってきているが，今回は固体

NEATなアルカン系のより鮮明な解析の結果を紹介し 表面から真空中への光電子放出を測定し，固体内部で

た.従来の方法では，液体アルカンに芳香族分子など のキャリア発生の収率との比較を行なった結果を紹介

の溶質を加え，ホールあるいは電子を Scavengerに移 した.団体内部を脱出して，表面から電子が放出され

して，そのジェミネートイオン対の初期分布など，放 る場合には，キャリアが一定の運動エネルギーをもっ

射線初期過程や Spur構造についての情報を得ていた. て結晶の外に飛び出して来るわけで，脱出に要する仕

しかし， LL-TWIN方式では1300nmが電子の吸収， 事関数も含めて，光電子放出しきい値以上の過剰エネ

800nmがアルカンラジカルカチオンの吸収にほぼ対応 ルギーが必要である.加藤は励起エネルギーを変化さ

し，これらのダイナミクスがピコ秒領域で直接モニター せ，過剰エネルギーを増大させることによって，光電

できることになる.その結果 NEATアルカン系でのジェ 子放出の収率が次第に増大することを確認した.この

ミネート再結合反応が直接観察できるようになったわ 光電子放出は， 一定のしきい値を持ち，ある励起エネ

けである.例えば液体アルカン中で存在するといわれ ルギー以下では起きない.しかし，光伝導の測定では，

ている，速く動き回るラジカルカチオン(ホール)に さらにそれ以下の励起エネルギーでもキャリアが発生

ついての詳細な研究が行なわれることが期待できるだ し，その収率は，ほぽ一定値を示す.この結果は，光

ろう. 電子放出しきい値付近とそれ以下の領域では，ひとつ

月出(ひたち)は，放射線検出器としての応用を見 の有機分子から別の有機分子への電子移動反応の寄与

越して，希ガス液体に様々な有機分子を加えた系の放 がメインであることを示唆していると思われる.光や

射線化学反応を検討していた.この系では，希ガス液 放射線によって電子が「たたき出される」イオン化と，

体のシンチレーション光を電流に変換して高感度に検 溶媒や団体結品のゆらぎや熱運動を借りて電子が放出

出することができる.すなわち希ガスとしてはアルゴ される電子移動は，どちらもカチオンとアニオ ンを生

ン，キセノンを用い，添加する有機分子としては， 成物にすることで紛らわしい.何らかの実験的根拠で

Trimethlamine (TMA) ， Triethylamine (TEA)な これらを明確に区別することができれば好都合である

どの脂肪族アミン，エチレン，アレンなどのオレブィ が， この実験はそのひとつのガイドラインになるもの

ン類が用いられる.希ガス液体に吸収された放射線エ と思われ，大変興味深かった.

ネルギーをシンチレーション光に変換し，これらの有 以上当日の報告とするが，イオ ン化や電子移動反応

機物質に吸収させて光イオン化し，それにより放出さ は，今もやはり放射線化学初期過程の中心命題であり，

れた電子(電荷)を電極で集める.検出器としての効 今後とも議論が繰り返されること になると思われる，

率を上げる観点から，エネルギー吸収過程，エネルギー これ以降のセミナーでも，この問題が取り上げられ，

移動，検出効率を通じた最終の量子収率を最大にする 活発な討論が行なわれる事を期待したい.

必要がある.液体キセノンを用いた場合の収率は大き 最後に当日の講演者と参加者のみなさんと，私と共

く，約80%，また液体アルゴンの場合は， シンチレー に準備の労をお取り下さった田川精一先生に感謝の意

ション光のエネルギーと添加物のイオン化エネルギー を表します.

の差が大きいほど，すなわち過剰エネルギーが大きい (理研・丑田公規)
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液体放射線検出器国際会議報告

4月 7日から 4月10日にわたって rlnternati onal 

Conference on Liquid Radiation Detectors: Their 

Fundamental Properties and ApplicationsJという

標題の国際会議が早稲田大学国際会議場にて開催され

た.会議の意図するところは液体放射線検出器の物理

と化学及び応用ということで，詳しくは，液相系のイ

オン化 ・励起過程，再結合・発光過程，液相における

子輸送過程，液体の純化方法，放射線検出器の開発，

、子核・高エネルギー・天体物理学への応用における

トピックス，医学におけるイメージングへの応用とい

うことであった.

参加者はリストによるとちょうど100人でその内訳は

日本からはちょうど半分の50人，ロシア13人，アメリ

カ・カナダ14人，イタリア，スイス各 5人， ドイツ 4

人，他ヨーロッパ9人で，特にロシアからの参加者が

多いのには驚いたが，参加登録者が多い割にはいつも

の国際会議と同様に欠席者が多くポスター(ほとんど

が欠席者を見越してロシアのものであった.)の半分位

は人がいなかったり，あるいは代理の人が発表してい

Tこ.

プログラムは会議中の午前は基調講演に割り当てら

れ，午後は A・B会議場のパラレルで一般講演(招待

講演を含む)が行なわれた. 2日目の夕方は近くの椿

山荘にてコンフアレンスディナーが催され外国人には

本庭園や和食が好評のようであった.ポスターセッ

ションは最後の日の昼食後 1時間が当てられた.

テーマは①放射線化学，②検出器の物理，③検出器

の応用と大別される.基調講演ではすべての分野にわ

たって全部で14の招待講演が井深大記念ホールで行な

われた.一般講演ではA会場において主に液相系の放

射線化学，放射線物理を中心として，またB会場にお

いては主に高エネルギー・素粒子 ・原子核物理関係者

による検出器の物理及び応用を中心として会議は進め

られた.現在，実際に液体放射線検出器として使用さ

れているものがほとんど希ガス液体であるためか，全

発表件数 (79件)のうち希ガス液体に関連した発表が

51件と大半を占めていた.

次に基調講演の講演内容について放射線化学を中心

に述べてみよう.

第 54号(1992)

(1) 放射線化学

Holroyd (プルックへプン研究所)は自由イオン収率

Gtlの分子構造による違いについて述べた.例えば，シ

リコン，ゲルマニウム，錫のテトラアルキル化合物に

おいて中心のシリコンなどの原子を変えても Gflは変化

しないがアルキル基を変えるとその大きさが大きくな

るにつれて Gflは小さくなる.それを再結合の際のイオ

ンと電子の最初に離れていた距離の分布をいろいろと

考えることにより解析した.また，最近，シンクロト

ロン放射光を用いた実験を始め，CC14や(CHa)4Znに

おいて K殻電子結合エネルギー付近でG川こ構造が見ら

れ，Gtlが減ることを報告した.これは内殻イオン化に

よる多価イオン生成が関与しているのではないかと考

えている.

Hitachi (早大)は光イオン化検出器として用いられ

ている液体希ガスにドープされた有機分子の光イオン

化と反応過程について報告した.ドーパントである有

機分子の濃度が低い (<10ppm)場合は光イオン化が

支配的であり，高い場合 (>0.1%)は希ガスの励起原

子によるペニングイオン化が支配的である.中間状態

では希ガスエキシマーの衝突過程が重要となる.光イ

オン化検出器では，放射線のトラック内で生成される

希ガスエキシマーからのVUVによって有機分子がトラッ

ク外でイオン化され，その際放出される電子を検出す

るので検出器の効率を考える際に上で述べた反応過程

の詳細が必要となる.ここでは Ar，Xe液体にアレン，

TMA， TEAをドープした系での量子効率の違いにつ

いて実験結果を報告した.

Englerら(カールスルーエ原子核研究センター)は

TeV， PeVエネルギー領域におけるような強電離粒子

に対してジェミネートイオン電子対再結合におけるオ

ンサガ一理論のバルク再結合への拡張を試み，TMS中

での重水素や三重水素による実験結果と比較した.

Schmidt (ノ¥ーンマイトナー研究所)は希ガス，炭化

水素等の液相系における電子の易動度についての実験

及び理論のレビューを行なった.その中で液相でのイ

オン化エネルギーレベルの導出について基本原理を述

べていたが，最近，放射線化学セミナーでも取り上げ

られていた「イオン化とはなんぞや ?Jという訳がわ
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かっているようでわかっていない問題でもあり興味深

く聞いていたが特に新しい話はなかった.また TMSーネ

オペンタン混合系で易動度が混合率に対して指数関数

的に変化せずそれよりも低い値で変化する.これはト

ラップを考慮したパーコレーションモデルで説明でき

ることを示した.

Hatano (東工大)らは非極性分子の凝縮系における

電子ーイオン再結合について実験と理論についてのレ

ビューを行なった.その中でオンサガーーデパイ理論，

スモルコアスキー理論，クラマースー立矢理論，プオツ

カ一一プランク理論，フラクタル理論等のモデルにつ

いて適用範囲について詳しく紹介した.特に実験とし

ては液相，高圧下でのメタン中における易動度が非常

に大きく，デパイ理論が破綻する事実が述べられ，い

くつかの理論計算との比較がなされた.

(2) 検出器の物理と応用

Dolgoshein (モスクワ物理工学研究所)は旧ソ連に

おける希ガス検出器の開発の歴史をレビューした.高

圧ガス，液体及び二相(液相及び気相の両方を用いる)

検出器について報告した.

Doke (早大)は液体希ガス検出器の歴史についてレ

ビューした.その中で1968年，系統的な研究が早大，

理研，立教大のグループおよび米国 LBLのグループで

始まったことが述べられていた.最初はアルゴンの研

究から始まり，現在ではクリプトンやキセノン液体検

出器が実用化されていることを紹介した.

S. Suzuki (パドパ大学)は ICARUSの R&Dプログ

ラムとその結果について紹介した.ICARUSは3トン

の液体ArのTimeProjection Calorimeter検出器で

イオン化現象を 3次元のイメージングで 1mm3の空間

分解能をもって捕えることができる.この検出器は粒

子の dE/dx及びエネルギーを測定することができ，太

陽ニュートリノや陽子崩壊の測定に用いられている.

Cline (UCLA) はCERNにおいてテスト中である

ICARUS型検出器について報告した.この検出器も陽

子崩壊や太陽ニュートリノの測定に用いられる予定で

ある.

Obodovski (モスクワ物理工学研究所)は MeV領域

での β線や γ線検出器としての希ガス液体検出器にお

けるエネルギ一分解能に影響を及ぼす問題点について

考察した.それらは 6線，制動放射，原子のいろいろ

なレベルからの光効果，多重コンプトン散乱等であり，

これらの 2次的な効果が自由イオンの収量を変えてし

まうのでこれらの定量的な導出が必要であることが示
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された.

最後の日の基調講演は CERNの大型ハドロンコライ

ダー (LHC)や SSCで計画されている希ガス液体検出

器についての報告であった.これらの検出器は Xe/Kr

混合液体ああるいは Kr，Xe単体の数10トンから数千

トンにおよぶ巨大なものである.

放射線化学，放射線物理の一般講演(招待講演を含

む)では以下のようなテーマについて報告された.

①高 LET放射線によるイオン化及び発光過程，トラッ

ク構造， W値等の実験および理論

XeやAr液体に低イオン化ポテンシャルの有機分子

(例えばアレン， TMA， TEA，エチレン等)をドープ

した場合，あるいは ArにXeをドープした場合の発光

収率の違いやその発光機構について M. Suzuki， Kubota 

等立教大グループ， Hitachiら早大グループによって報

告された.トラック構造や LET効果については，

Mozumuder (ノートルダム大)らによる自由エキシト

ンモデルによる液体Arの発光収率の LET依存性の計

算， Kimura (理研)による液体 He，高圧 Heからの

エキシマーの発光を空間分解測定することで得られる

プラッグ曲線の直接観測， Shibata (東大)らによる有

機シンチレータのイオンパルスラジオリシスの実験，

等が報告された.イオン化に関しては Watanabe(ICU) 

らによる高輝度高エネルギーX線のコンプトン効果や

光イオン化による 2次電子生成機構や他の効果を考慮

したシミュレーション計算が，また， Nakagawa (神

戸大)らにより超臨界状態の Xeにアンスラセンや

TMAEをドープした系での光イオン化についてイオン

化電圧と量子収率の測定を行ない，非常に興味あるデー

タが示された.Koizumi (北大)らや Hasegawa(東

北大)らによって有機液体や Ar!Xe系における有機分

子ドーパントの光イオン化について実験結果が報告さ

れた.さらに非極性液体の伝導帯のエネルギーと密度，

易動度等の関係について Nishikawa(東大)によりレ

ビューされた.

②過剰電子の輸送現象

アルカン溶解中でのジェミネートイオン対再結合に

ついてピコ秒ノ守ルスラジオリシスによる実験結果とス

モルコアスキー理論との比較が Yoshidaら(東大)に

よって報告された.電子の易動度，自由イオン収率，

再結合定数に関しては TMP(Poffenberger (ピクトリ

ア大))， TMS (Shinsaka (金沢工大)ら)， TMS/DMB 

系(Itohら(東大))， CH4 (Borghesaniら(INFN))， 

N2/Ar系 (Sakai(北大)ら)等の実験結果が報告され

放射線化学
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た.液相における易動度や再結合定数の測定は不純物

の効果が大きく測定値に反映するため実験自体が難し

いものであるが，多々興味深い実験結果が報告され，

これからが楽しみな分野の一つであろう.

③新しい液体純化方法

液体希ガス検出器においては不純物(特に酸素)を

いかに減らすかが問題となっているが，いくつかの新

しい純化方法が紹介された.ICARUS検出器では

HYDROSORBとOXISORBを用いて酸素の含有量を

約0.1ppbまで減らすことに成功している.

最後に，世界の第一線で活躍中の放射線化学・物理

学者と高エネルギー・素粒子物理学者の話を聞くこと

ができ筆者にとってはたいへん有意義な国際会議であっ

た.残念ながら筆者はB会場には一度も顔を出してい

ないため検出器の物理と応用のセッションの内容につ

いては基調講演および最後の日のサマリーでの講演し

か耳(というより目)にしていないため十分な報告が

できなかったことをご容赦願いたい.なお発表された

論文の内容の詳細については， N uclear Instruments 

and Methods誌の特集号が出版される予定なので参考

にしていただきたい.

(東大原セ 柴田裕実)

放射線化学・プロセシングに関する

原産・ロシア科学アカデミーシンポジウム報告

日本原子力産業会議(原産)は，平成 4年 4月12日 開催された.日本側参加者は，団長の石樽教授がアク

から19日までの日程で，放射線化学及び放射線プロセ シデントで出席されなかったが，田畑(原子力委員)， 

シングの専門家からなるロシア科学アカデミ一代表団 武久(ラジエ工業)，佐藤(原研高崎)，旗野(東工大)， 

を招聴し，日本の専門家との意見交換 ・交流を行なう 上野(住友電工)，岡(新日本製鉄)，坂本(日新ノ¥イ

機会を設定した. ポノレ)，寺井(東大)，土井(日本鋼管)の各氏と小生，

このロシア科学アカデミ一代表団の受け入れにあたっ その他，常時30名強の方々が参加された.

ては，来日を有意義なものにしたいという願いから， シンポジウムは，原産の森専務理事が開会に当たり，

原産代表団(団長:石樽顕吉東大教授)が組織され， 原産は旧ソ連の国家原子力委員会と60回にわたる会合

日本滞在中の施設訪問，学術講演，シンポジウムなど を持ち，その内 6回が放射線化学に関する会合で双方

の対応にあたった 3回づつ行ない，実りある成果を得ている.今後も，

ロシア科学アカデミ一代表団のメンバーは 新制ロシアとより一層の良い関係を維持し，更なる成

団長:ピカエフ，アレクセイ K(ロシア科学アカデミー 果を得ることを期待すると歓迎の挨拶を述べられた.

物理化学研究所副所長) 石樽教授の歓迎の挨拶のメッセージが事務局により代

団員:グストフ，バディム V(ロシア科学アカデミ一 読され，次いで，ロ シア側を代表して，A.K.ピカエフ

化学物理研究所上級研究員) 団長が，改革によって航空運賃が以前の25倍になり，

:カパノフ，ピタリー Ya(ロシア科学アカデミー 最小限の参加人数になってしまったが，原産の好意に

物理化学研究所主任研究員) より有意義で，楽しい交流ができたことに感謝すると

:マカロフ，イゴール E(ロシア科学アカデミー 述べ，早速講演に入った.

物理化学研究所上級研究員) 講演は各45分の持ち時間で，全講演日本語ーロシア

:シリャエパ，ガリーナ V(カルポフ物理化学研 語逐次通訳によって行なわれた.議長，題目と発表者

究所室長) を以下に示す.

である.メンパ一一行は， 15日まで放射線化学の研究 議長 :武久正昭

所や商業用施設の訪問で日本側の専門家との意見交換 「ロシアにおける放射線化学・プロセシングの

を行なった. 現状」

シンポジウムは16，17日の両日，東京，商工会館で A.K.ピカエブ

第 54号(1992) 77 
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「日本における加速器と放射線プロセシングの 表 1 ロシアにおける工業用電子加速器

現状」

坂本 勇

議長:佐藤章一

「ロシアにおける放射線グラフト重合の現状」

V.Ya.カノてノブ

「放射線グラブト重合」

岡本次郎

議長:V.Ya.カパノブ

「日本における放射線塗膜硬化」

岡嚢二

「塗装における放射線キュアリング」

G.V.シリャエノて

議長:鎮野嘉彦

「γ線照射高温超電導セラミクスの熱ルミネツセ

ンス現象」

V.V.グストフ

「放射線照射による高温超電導体の特'性変化」

寺井隆幸

議長:A.K.ピカエブ

「照射架橋電線の応用について」

上野桂二

「溶融塩ハロゲン化物のパルス放射線分解」

I.E.マカロフ

「ごみ燃焼排煙電子処理技術とその実証プラン

ト」

土井猛

個々の講演内容についての詳細は紙面の都合で割愛

し，ロシアにおける放射線化学，放射線プロセスの現

伏を知ってもらうため， A.V.ピカエフ氏の報告を簡単

に紹介する.

改革前のソ連では，原子力開発と結びついた形で45

年ほど前に放射線化学の研究が始まり，放射線プロセ

シングはその15， 6年後に展開が始まった.放射線化

学プロセスの機構と動力学，有機，無機化合物の放射

線分解，ポリマーの放射線化学，放射線重合，物質の

改質，放射線合成，放射線滅菌，食品照射，生態学へ

の応用，線量評価，および施設，線源の工学的検討な

ど多岐にわたっている.

現在，基礎の分野で最も興味が持たれているのは，

水，水溶液，有機液体，ポリマー，国体，および不均

一系における放射線による一次生成物の生成機構やそ

の性質についての研究である.そのために，マイクロ

からピコ秒にわたるいくつかのパルス放射線施設が利

78 

Type 
Trade Energy Power 

Mark (MeV) (kW) 

Electron 

rectifier ELV-1 0.4-1.0 20 

ELV-2 0.8-1. 5 20 

ELV-3 0.5-0.7 50 

ELV-4 1. 0-1. 5 50 

ELV-6 1.2 90 

ELV-8 2.0 80 

2.0 50 

Transformer with 

the bridge recti-

fication circuit Elektron-3 0.7 

Three -phase 

transformer with 

the bridge recti-

fication circuit Elektron-4 0.5 10 

Elektron-6 1.5. 2.5 70 

Avrora-2 0.5 25 

Avrora-3 0.4 30 

Avrora-4 0.3 25 

Avrora-8 0.25-0.3 30 

Avrora-10 0.3-0.5 50 

EOL-400 0.4 14 

EOL-600 0.6 20 

High -frequency 

resonator 

ILU-6 1.0-2.0 30 

ILU-7 2.0-3.0 50 

ILU-8 0.8 20' 

用され，最先端の物理→七学的手法が駆使されている.

更にチェルノプイリ原発事故の影響だろうか，水，水

溶液の高温放射線分解，ランタナイド，アクチナイド

水溶液，及び抽出液の放射線分解の研究も特に注目が

集まっているようである.

γ線照射施設は，研究開発用を含め200以上あり，そ

の内40機が工業用文はパイロットプラントとして稼働

している.最もよく利用されているのは，医療用製品

の滅菌であり，その他，添加物を含むビートの滅菌，

ボロンを含有するポリシロキサンゴムからの耐熱性粘

着絶縁テープの生産， wood-plasticsの生産，テロメリ

ゼーションによるテトラクロロプロパンやテトラクロ

放射線化学
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ロペンタンの合成，及び臭素化ジプチル錫の合成であ

る.食品照射は余り明確ではないが，オデッサで輸入

穀類が 1時間に400トン処理されている.その他，合成

ゴム工業の排水処理などにも応用されている.

電子加速器は70台以上が稼働しており，大部分の加

速器は， 0.3"'2.5MeVのエネルギー範囲であり，出力

は数 kWから90kWである.現在，出力300kWから

500kWの加速器の製作が検討されている.リニアック

は主に研究用として稼働しているが，数台の 8MeVの

リニアックが放射線滅菌で利用されている.昨年から，

0.15から0.3MeV，出力25から50kW低エネルギー加

速器の生産と供給が始まり，キュアリングや高分子薄

の処理などに利用され始めた.現在ロシアで稼働又

は建設中の加速器のタイプと特徴を表 lに示す.

ポリエチレンの架橋が最大の商業用施設で，主に ILU

-8を用いている.次いで，表面塗装やキュアリングで

あり，主に Avrora-2が利用されている.3番目は，熱

収縮チュープやフィルムである.その他，織物や繊維

の処理，人工皮革やフィルムの架橋，セルロース製リ

ンネルの処理，発泡ポリエチレン材料，滅菌，前にふ

れた合成ゴム工業の廃液処理，穀物の殺虫等である.

この 2日間のシンポジウムは終始打ち解けた雰囲気

で進められ，両国における放射線化学 ・プロセスの位

置づけがそれぞれに理解できたものと思う .

改革後のロシアは開放的になった.今後は，相互訪

問，セミナ一等の開催を通じて，より一層の協力関係

が築き上げられるものと期待できる.

最後に，本シンポジウムの主催者で運営に当たられ

た原産の方々，また，学術用語の多い発表を通訳され

た太田さんに心から感謝する次第である.

尚， '94年にモスクワで第 2回のシンポジウムが開催

されることを期待するとの発言があったことを申し添

えておく .

(原研高崎岡本次郎)

IAEAシンポジウム「環境保全に対する

放射線・ RI利用」報告

国際原子力機関(IAEA)による標記シンポジウムが，

1992年 3月9日から13日までドイツ，カールスルーエ

市内にあるカールスルーエ原子力研究所 (KfK) にお

いて開催された.43ヶ国から120名以上の参加による大

規模な国際会議であった.

日本からは，日本原子力研究所・高崎研究所の佐藤

所長，幕内照射利用開発室長および徳永環境保全技術

研究室長と私の 4人が参加した.

3月9日午前の IAEA町事務次長他による開会式に

始まり， 13日午後の閉会式まで活発な討論が行なわれ

た.会議は表 1のタイムテープルに示すように，放射

線・RIを利用した環境保全に関する 7分野のカテゴリー

別研究発表，ポスターセッションおよびパネルディス

カッション等より成り 7分野のカテゴリーには合計

46件の多数の発表があった.

カテゴリー別研究発表の中では， 3月9日午後の Flue

gas purificationに関して，多数の質問および意見交換

がなされ，30分以上の時間延長をするほどであった.

電子ビーム排ガス処理法の実用化に長年従事している

第 54号(1992)

私にとって頼もしい限りであった.

また， N uclear analytical techniques and their 

applicationの発表件数は，session5と6合わせて15件

と最多であった.なかでも Proton Induced X -ray 

Emission anlaysis (PIXE)および InstrumentalNeu-

tron Activation Analysis (INAA)等を用いての微量

汚染物質の測定が，地球規模広域汚染の調査に重要な
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役割を果たしていることを，改めて認識させられた. 表 TimeTable 

11日午後に開かれたポスターセッションでは，33件

のポスターが2階特設会場に展示され，和気藷々の中に

も活発な意見交換が随所に見られた.

本国際会議は，工業・食品・医療等沢山ある放射線・

RIの利用分野の内の環境保全に関するーテーマにもか

かわらず，前述のように世界各国から多数の研究者の

参加および発表があったことは，環境保全に関して，

世界中の人々が非常に強い関心を持っていることの表

われと痛感した.また，熱心な意見交換・討論は，今

後の放射線化学の急速な発展を約束しているかのよう

に思われ，意を強くした.

3月9日の夕方，立食ノTーティが開催された.また，

3月12日夜には，盛大なパンケットが KfKからパスで

約 1時間のところにある古いお城を改造したレストラ

ンにて開催され，皆，和やかに親睦を深める ことがで

き7こ.

写真は，古いお城でのパンケットで談笑される 3人 ;

IAEA町事務次長(中央)，佐藤原研所長(左)，幕内室

長(右).

市内の数ケ所のホテルに分散して滞在した各国の会

議参加者は，順次ホテルを廻ってくる事務局による送

迎パスに乗り， KfKでのミーティ ングに参加した.パ

スは，古いが重厚な町並みを通り，数ケ所のホテルを

巡った後，高速道路を飛ばして KfKに向かう.KfKは，

カールスルーエ市中心部より北へパスで約20分のとこ

ろにあり，あの有名な黒い森を連想させる背の高いうっ

そうとした針葉樹の森に固まれた研究所であった.こ

のパスのお陰で，私は毎朝夕，ミニ市内観光を楽しむ

ことができた.

なお， KfKは，約2.5平方キロメートルの敷地内に，

5.000人以上の人達が各種研究開発に従事している大き

な研究所であった.
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MONDA Y， 9 March 1992 

9.30 Opening of the Symposium 

10.00 Session 1 -Overviews of some main areas 

of application of nuclear techniques ( 3 f牛)
14.00 Session 2 -Flue gas purification ( 6 {，牛)

TUESDA Y， 10 March 1992 

9.00 Session 3 -: Radiation processing of liquid 

and solid wastes ( 4 イ牛)

Industrial applications ( 3 イ牛)

14.00 Session 4 -Radiotracer studies ( 4 イ牛)

Miscellaneous analytical techniques and 

their applications( 3件)

WEDNESDAY. 11 March 1992 

9.00 Session 5 -N uclear analytical techniques 

and their applications ( 7 {，牛)

13.30-Poster Session ( 3 {，牛)

15.00 

THURSDA Y， 12 March 1992 
9.00 Session 6 -N uclear analytical techniques 

and their applications ( 8件)

(cont'd) 

14.00 Session 7 -Current problems and future 

trends in the use of isotopes and radiation 

for conservation of the environment ( 2件)

Panel discussion 

FRIDAY， 13 March 1992 

9.00 Session 8 -Miscellaneous applications of 

nuclear and isotopic techniques ( 6 イ牛)

12.00 Closing of the Symposium 

最後に，本シンポジウムの期間中，色々とお世話に

なった IAEA事務局およびKfK担当者殿に深く感謝致

します.

( (株)荏原製作所青木慎治)

放 射 線 化 学
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第56回理事会

第56回理事会は，平成 4年 3月30日(月)午後 6時よ

り近畿大学ゲストハウスにて役員26名の出席のもとに

開催された.まず，笛木会長より平成 4年度の新役員

の紹介があったのち，議事が進められた.主な審議内

容は次のとおり.

0議題 1.平成 3年度事業報告

事務局から下記のとおり報告があり，了承された.

平成 3年 3月 第54回理事会(東京)

5月 第 9回放射線化学セミナー開催(東京)

6月 NEWS LETTER N o. 11発行

7月 第27回理工学における同位元素研究

発表会共催(東京)

9月 若手の会夏の学校開催(山梨大学清

里寮)

会誌(No.52)発行

10月 第55回理事会(大阪)

第34回放射線化学討論会開催(大阪)

第27回総会(大阪)

第 5回日中放射線化学シンポジウム

(~t京)

第 4回放射線プロセスシンポジウム

共催(東京)

11月 国際会議「ビーム利用研究の新展開」

後援(高崎)

12月 NEWS LETTER N o. 12発行

平成 4年 1月 応用放射線化学シンポジウム開催(大

阪)

3月会誌(No.53)発行

第56回理事会(東大阪)

O議題 2.平成 3年度収支決算

事務局から別紙のとおり報告があり，監事の監査報

告ののち，承認された.

0議題 3.入退会

事務局案につき，誤字，脱字の訂正ののち，別紙の

とおり承認された.なお，賛助会員の退会に関しては，

直ちに認めるのは疑問だとする意見があった.

第 54号(1992)

0議題 4.企画構想委員会報告

委員長より委員会メンバー(案)の紹介があり，承認

された.メンバーは，次のとおり.

委員長:旗野嘉彦

委 員:市川恒樹，田川精一，立矢正典，平岡賢三，

幕内恵三，松山奉史，宮崎哲郎，山本幸男，

鷲尾方一

次に， 3月30日に開催された委員会での検討事項に

ついて下記のような報告があった.なお，文末のかっ

こ内は，理事会での合意事項.

(1) 日本放射線化学会賞について

・基礎，応、用のバランス，評価基準等をどうするか.

「技術賞」を設けるのはどうか.

-対象年齢層は

ー「技術賞」については前向きに考える.候補者が賛

助会員の場合は，個人会員であることを必要とす

るか否かについて検討が必要.

(2) 会組織と役員について

一理事会の構成についての見直しが必要.

(3) ICRR日本開催について

1999年開催を引き受けるかどうか。

一日本開催を希望する声が諸外国にあり ，本会とし

ても積極的に対応する必要あり. (理事会で承認)

(4) 境界領域と若手の活性化について

一他学会からの参加が不十分であること及び若手の

会への参加が必ずしも討論会への参加に結びつい

ていないことについて対策が必要.

(5) 討論会の内容 ・方式等について

一世話役の発案により内容が決められているのが現

状.境界領域から招待講演等により参加してもら

うことを検討する.

(6) ニュース，名簿，セミナーについて

ーニュースの編集に関しては，会誌の編集委員会の

分担分との調整が必要.また，現在の名簿には正

確でないところがあるので，事務局で再確認する

ことが必要.

(7) 科研費対策について
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一重点領域研究及び総合研究へ他学会との関係に留

意しつつ対応することが必要.

(8) 予備費の使用方法について

一企画構想委員会への旅費支給の希望がある.

(9) その他

一現状の会費では，会員数が増加すると収支がマイ

ナスになる. (会費の値上げを検討する.)また，

会費の未納入者のうち学生会員であった者につい

ては，指導教官が善処する.(来納入者への会誌の

発送について見直す.) 

O議題5.編集委員会報告

平成 4年度のメンパー(案)につき，編集委員長より

提案があり，承認された.

0議題 6.第35回放射線化学討論会の準備状況報告

事務局長より報告があったのち，以前のように会期

は3日聞が適当との意見があり，事務局で検討するこ

ととなった.

0その他

① 日ロ・セミナーについて

実行委員より， 11月29日"-'12月3日に名古屋大学

で開催する同セミナー「化学反応における量子効果」

について，主催を当学会として欲しいとの要請があ

り，承認された.

② 日本放射線化学会賞について

6候補のうち，次の 3件 4名を受賞者とするとの

報告が選考委員長よりあり，承認された.

嶋森洋(福井工業大学工学部)

「マイクロ波空洞法の新しい適用による気相と液相

における短寿命活性種の研究」

鳥山和美(工業技術院名古屋工業技術試験所)

「極低温ESR法による放射線化学反応初期過程の

研究J

瀬口忠男(日本原子力研究所高崎研究所)

岡村清人(大阪府立大学工学部)

「放射線利用による耐熱性セラミック繊維の研究開

発」
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く〉平成3年度会計決算

平成4年 3月18日現在(単位:円)

く収入の部〉

項 目 (予算) (決算)

賛助会費 1，370，000 1，820，000 

個人会費 1，131，500 1，012，000 

雑収入 260，000 478，900 

預金利息 6，000 20.265 

小計 2，767，500 3.331.165 
前年度繰越金 1.888.817 1，360，588 

合計 4，656，317 4.691. 753 

〈支出の部〉

項 目 (予算) (決算)

事務費 300，000 249，634 

通信連絡費 200，000 210.972 

印刷費 1.500.000 950，000 

会議費 100，000 113.855 

会誌発行費 180.000 20.000 

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 

夏の学校援助金 100，000 150.000 

予備費 91，500 439，600 

小計 2.767.500 2，380，061 

次年度繰越金 1.888.817 2.311.692 

合計 4.656.317 4，691，753 

学会基金積立総額 2，814，956円

放 射 線 化 学



。入退会一覧

く入会〉

正会員 向井貞喜(日新ハイボルテージ側)

小沢健一(日新ハイボルテージ側)

小林一雄(大阪大学産業科学研究所)

荒殿保幸(日本原子力研究所東海研究所)

早味宏(住友電気工業側)

学生会員 高橋健悟(金沢工業大学電子工学科)

佐々木亮(金沢工業大学(院)材料設計工学

専攻)

三村利孝(金沢工業大学(院)材料設計工学

専攻)

永石隆二(東京大学(院)原子力工学専攻)

佐藤登志久(東京大学(院)原子力工学専攻)

Yanti S.S. (東京大学(院)原子力工学専攻)

田口光正(群馬大学工学部応用化学科)

賛助会員 日本鋼管鯛

く退会〉

湯浅電池側

大日本インキ化学工業側

側プリヂストン

日新製鋼側

リンテック鮒

ビームオペレーション側

側放射線照射振興協会

開コーガアイソトープ

鮒島津製作所

東亜電波工業側

正会員 飴谷和夫

小田切恵三郎

布目華ー

弓削田レイ

寺 川 彰

賛助会員 東海ゴム工業開

第 54号(1992) 83 
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賛 助会員名簿

旭 化成株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社吉野工業所

株式 会社英光社

関 西 ペ イ ント株式会社

株式会社シード

株式会社ブリ ジ ス ト ン

株式会社コーガアイソトープ

株式会社島津製作所

関西電力株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センタ一

三和化工株式会社

財団法人放射線照射振興協会

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友化学工 業株式会社

住友電装株式会社

住友 3 M 株式会社

積水化学工 業株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中 部 電 力 株 式 会 社

電気化学株式会社

東北電力株式会社

東海ゴム工業株式会社

東燃タピルス株式会社

東亜電波工業株式会社

東京電力株式会社

日 本 原 子 力 研 究 所

日新ハイボルテージ株式会社

日 本 電 子 株 式 会 社

日 本 綱 管 株 式 会 社

日新製綱株式会社

目立化成株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

湯浅電池株式会社

ラ ジ エ 工 業 株 式 会 社

リンテック株式会社

(アイウエオ順)

放射線化学
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