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日本の放射線化学の研究も，いつの間にか， 10年をこ

える年月を歩んだ。

乙の10年を振返ってみるとき，はじめに研究のきっか

けをつくるのに大きい貢献をした故友成九十九氏のとと

を忘れるととはできない。

当時，友成氏は倉敷レイ ヨン株式会社の常務取締役と

して，日夜， ピニロンの改良に苦心を重ねていたo その

ための新しい方法として放射線，そのときの友成氏の言

葉をかりると原子力を使ってみよ うと考えたのであるo

友成氏は，我々に，ポリピニルアルコールその他の高分

子の放射線照射の研究を託してくると同時に，極めて精

力的に，放射線高分子学の研究の気運を推進するため，

各方面に働らきかけたo

その結果できたのが「日本放射線高分子懇談会」で，

昭和30年10月のと とである。

Charlesbyが放射線によってポリ エチレンを改質し得

るこ とを見出し， 発表したのはその僅か前のことで，そ

のととなども友成氏の動きに油をそそいだのであった。

日本放射線高分子懇談会の主な目的は放射線高分子学

ひいては，放射線化学の研究の機運をもりたてることに

あったo たしかに，その頃は放射線化学用として作られ

た放射線照射設備は皆無で，研究に従事している人の数

も非常に少なかった。我々 の， 最初の，照射実験もサイ

グロトロンを用いて行な ったものであった。また，放射

線照射用線源として 200キュリー程度のコバルト60の購

入を申請したときに，そのような大量のコパルト60は危

険でないかと許可のでるのに手間どったことなど，今で

は考えにくいようなこともあったo

そのコバルト 60が照射用線源第1号として理化学研究

*早稲田大学教授(理工学研究所)

会長篠原健一本

所(当時は株式会社科学研究所)に設置されたのは昭和31

年10月のことであるoその後の日本放射線高分子研究協

会の設立(昭和31年12月)と大阪，東京両研究所の開設，

日本原子力研究所の 1万キュリー照射設備の完成 (昭和

32年8月)，各大学，工業技術試験所などの照射設備の設

置等研究所施設が，驚くほどの速さで各所につくられ，

研究の動きが一挙に高まったことは記憶に新しいとこる

であるo研究者も，それとともに急速に増加した。

ただ，心から残念に思われることは，この隆盛のき‘っ

かけをつくった友成氏が，日本放射線高分子研究協会の

設立をみたのち，間もなく ，昭和32年暮に病気のために

亡くなったことである。

それから約9年たつ。

その聞の，日本の放射線化学の研究の進展は目覚し

い。 また，施設の方でも，昭和39年3月に日本原子力研

究所の高崎研究所ができた。これは世界に類をみない強

力な中間規模研究施設である。

この10年近くの間，毎年聞かれている放射線化学討論

会の功績も大きかった。この討論会は単に研究者に討論

の場を提供するだけでなく，全国に散らばっている研究

者を結びつける役をしていたo 日本放射線化学会の設立

も，研究者のこの結びつきと，放射線化学の将来にかけ

る期待とからもたらされたものである。この学会が狭い

分野の学会でありながら，生れて僅か9ヵ月の聞に 230

名をこす会員をもつようになったのは心強いことであ

る。

放射線化学の研究が将来永く発展の途をたどるととも

に日本放射線化学会が順調な生長をするこ とを期待した
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=解説=

1. はじめに

放射線化学反応の初期過程では，まずイオン，ラジカ

ル，および励起分子が生じ，これらが種々の後続反応の

開始剤になることは古くから知られていたことであるo

しかし気体は別として，液体では過去の経験によれば，

圧倒的にラジカル機構が支配的で，これによりほとんど

の反応を説明することができたといいうる程であったo

別な言葉でいえば，イオンとか励起分子は単にラジカル

を作りだす前駆者としての意義しか認められなかった感

がある。

とれに対し質量分析の実験からは，イオン一分子反応

の重要性が指摘されており，また，気相炭化水素の分

解，低温放射線重合などでは，ラジカル機構だけでは処

理できないのが普通であった。とれらの反応にあずかる

イオン種は，質量分析の結果は別として，反応生成物な

いしは動力学的な解析結果にもとずいて推測されたもの

であって，はっきりとその存在をつきとめ，中間体とし

て同定されたわけではない。

一方水の放射線分解でも単にHおよびOHだけでは反

応の説明がつかなくなり，ついに溶媒和電子 eみなる

概念が提出されるようになったのは周知のことであるo

とれはその後間もなく1963年にパ/レス放射線分解の技術

により，その存在を吸収スペクトルにより実証された。

とれをきっかけとして，放射線化学の興味の中心はラジ

カルからイオン種に移行し，現在では，後者の研究が主

流になっているといっても過言ではないであろう。とい

ってラジカルが反応の主役からはづされたという意味で

は決してない。

以下にこの数年間に明らかにされた捕捉イオン種の挙

*名古屋大学工学部会成化学教室

九里善一郎*

動を主として紹介し，同時にそれらの反応についても若

干ふれてみたい。

なお溶媒和電子の動力学的研究1>， パルス放射線分解

2) ，叱イオン種による反応、4)，重合5，6)捕捉電子1)について

既に総括的報告がなされているので，参照されたい。

2. 放出電子の挙動

放射線が物質に作用するとその第1過程でつぎのイオ

ン化が起とる。

M ー(ー→M++ e 
との電子は凝縮系では，いわゆるスプール中に分散する

が，十分なエネルギー (100eV以上) を持ってとびだし

た場合は 8電子となり， 親イオン M+からかなり離れ

た距離に達する。エネルギーの低いものは親イオンのグ

ーロン場のためエネルギーを失なって舞戻り再結合して

しまう (geminaterecombination-初期再結合)。

3電子のようにエネルギ{の大きいものは (G=O.l)，

親イオンのグーロン力より離脱する臨界距離

グc= e2fe kT (2-1) 

(ε はその物質の電媒定数)以上に達して自由電子とな

り，再結合する場合は親に戻らず別の任意の正イオンと

結合するようになる。従って自由電子は再結合するまで

の寿命が長くなる。

初期再結合に要する時間 τは，炭化水素系の場合Wi-

lliams8)によれば，距離 Tの3乗に比例する。

't" = !:!e _ r2 = ~ ~ 
3De2 - 3D 

(2ー2)

ととでDはイオン(電子もイオシになっているとする)

の拡散定数で，シグロヘキサンで2.5 X 10-5 cm2sec-1の

程度であるo (2)式より Tを算出すれば図 1のように な

る。親イオンからの距離が臨界値九(常温)=280Aで

ー-2一一



kTまでエネルギーを失なった電子は， 10-7 secでもと

に戻って中和することになる。

常温における炭化水素系の自由電子の G値は，ND3 

のごときカチオンスキヤベンジャー法により求められた

ものが 0.088>，電気電導度法により，得られた値が O.1 

9> 10> 11> で共によい一致を示し G(o)=0.1とも合う。

10-1・.ec 

.ーjlo-IO
1刷lO...・

10-' ..。

10-11 10-' 

10叶， 10-' 

!日
10 

図 1 初期再結合時間とイオン間距離(常温)

初期再結合の時間 τの10-7secは最大の値で，大部分

の電子は10-9secで親に戻るとされている。従って対イ

オン聞の距離は60A程度になる。

有極性物質である水に対しては， Mageeの計算があ

る12>。初期再結合の最短の時間は，図 1の左側に示すよ

うな結果となり，同距離を戻るのに Williamsの値より

3桁近く短かい。

_ (mkTI3)iεグ3
't" \".;:~A'~~?;' (2-3) 

0.46e2L 

ただし Lは電子の平均自由行路，mはその質量である。

(2)式と(3)式の一番大きな相違は，Dが 10-5の数値で

あるのに対して，Lが10-8 の程度であることであろう。

つまり(お式の場合電子は溶媒和ないしは，それに近い状

態にあると考え，(3)式では完全にフリーの状態にあると

しているoそれ故大部分が水の場合 10-13secで再結合

してしまう。

一方自由電子の C値と電媒定数 ε との聞には図 2の

ような関係が得られている130 点線は εとして光学的な

値ではなく静的な値を使用して，Freeman が計算した

もので実測値とよい一致を示しているo このことはとび

出した電子が slowdownする過程で Magee説のよう

に 10-13secで戻るのではなく，溶媒和してから戻るこ

とを意味 し Williams 説と一致する。また Eの大きい

一一 3 一一
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程G(イオシ)の大きいのは，れ が静的 εの使用で小さ

くなったことによるもので，エネルギーの小さい電子も

自由電子となって親イオンから分離されるためである。

そこでこの初期再結合時間のくい違いを説明するた

め，最近 Mageeによりつぎの説明が出された14】。

H20 -~→ H20+ + e (2-4) 

H20+・+H20 →H30+ + OH (2ー5)

H30+ + e →H30 (2-6) 

H30 → H~q + eゐ (2ー7)

(4)--(日までが初期再結合過程で， これが 10-13secで終

り，中和した後(7)式で始めて溶媒和した電子を放出する

とするものであるが，この実験的証明はまだなされてな

~'o 
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図 2 フリーイオンG値と電媒定 ε数との関係
O 実験値 X，シクロヘキサン，エチルエーテル，i-プロパノ
ール，メタノール，エチレングリコール，水に対する計算値
I曲線 G(会イオン化)=4.0，
II曲線 G(全イオン化)=3.0とした時の理論曲線

3. 捕捉電子

前節で述べたように液体中で放出さねた電子の一部は

再結合 し.一部は周囲の媒体に溶媒和された自由電子と

なるわけであるが，剛体中では，後者は捕捉電子 etーと
なる九その捕捉され方は液体中と剛体中とでは「司幾分

異なるかも知れないが，本質的にそう違ったものではな

いであろう D またある場合には媒体分子の軌道に入りこ

み，アニオン Mーとなる場合も生ずーる0・

*) 関IJ体中に捕捉された電子を表わすのに eiとe;OIの両者が

使用されている。 ei 1;1:¥、わゆる trappedelectronと称され

るもので，一般的な呼称である.溶媒和電子 e，~l はその周囲に

溶媒が配向していることを意味するもので， 剛体中でも特にガ

ラスマトリックス中では恐らくそのようになっていると考えら

れる.しかし液体中の e，olと区別するためこの場合 eiを使用

することにする.
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eiにしてもMーにしても電子の数は奇数であるから，

ESRで観測可能であるo しかし極く最近まで eiの ES

Rが余り問題にならなかったのは，その収率が線量に対

して，またその強度がアイグロ波の出力に対して飽和し

やすいととと，結晶状物質では収率の低いととなどが原

因になっていたようである。それと炭化水素系では吸収

スペグトルで eiが確認されているのに， ESRでは今だ

に見出されないというようなことも大きな別の原因であ

ろう。

3. 1水系

770Kの固体で照射した氷の ESRは， OH基の 2重項

が現われるのみで eiによるシグナルは始めのうちは見

出されなかった15)16)。しかしその後苛性アルカリの濃厚

溶液の 770Kにおけるガラスを照射するととにより，

Sch ul te -Frohli.nde らにより 1重項が見出され18)，吸収

スベF トル (586m弘う17>18)の方からの実験 ・と合わせて

eiと帰属された。さ 61こその後 Ersov19)，Simons20) 

らによっても確かめられたが".1964年になり Henriksen

によりその詳細な研究結果がもたれるようになった21】。

3.1.1 アルカリ水溶液

水に種々の濃度で NaOHを溶解させて770Kの温度で

照射し，その ESRを取ると図 3に示すようなスペグト

ルが得られるo

図 3 NaOH滋度の影響

トーーーーー 5050 -f  

H-ーーーー・

、中性の水では大部分が OH基に由来する 2重項が主

で，アルカリ 濃度の増加にともない 505Gの分離巾で示

される H原子が少量現われてくるのと同時に， g=2.0 

0~2 の位置に著るしく幅の狭い 1 重項が生成する。この

1重項が e，で， 重水中でも Na-NH3系で化学的に作

られたものでも，位置や形は変らない。 Lかし線幅は影

響を受け，表に示すように，重水中の方が狭い。

表 1 氷ガラス中の e~ -ESRの線幅

混 合 系 g 因子 L1H制 z(G)

Na-NH3 2.∞17 2.4 

LiOF-H20 17.5α 

NaOH-H20 2.∞12 15.7 14.1 

KOH-H20 2.∞13 14.0 11. 1 

LiOH-D20 8.5 

NaOH-D20 2.∞13 7.0 6.8 

KOH-D20 5.0 

a : L1Hmllの左欄は文献(22)による。

との幅は Kevanによれば22)，eiの周囲に配向した水

分子との相互作用に'よるもので，重水の方が狭いのはD

原子核の磁気モーメントが，プロトンのそれより小さい

ことによ る。また Na-NH3系では eiに対してN原子

が配向しているこ とによ ると考えられている。

なお図の NaOH10Mの低磁場側 g=2.05.6の位置に

おける幅広い山は 0-イオンによるものとされているo

このようにして剛体中に捕捉されたH原子および ei

の温度に注る強度変化を調べる と，図 4に示すようにH

原子の方が eiよりはるかに低い温度で消失することが

100 

樹 80
4剖

設 60
嬰

ffi 40 
UJ 

20 

'r//l 

~\ぐ
γ¥  

グ80 120 160 200 

温度 。K

図 4 10M NaOH/H20液照射後の温度変化

240 

わかるo 中性の氷でH原子の見られないのは， 200K で

すでにその消失が始まるからであるo このH原子消失温

度の相違は，アルカリ を加えることによりガラス状態に

なることが原因と考えられる(5M以上で氷はガラス状態

になる)。しかし eiの方がH原子より安定である理由は

まだよくわからないが，恐らく溶媒和することにより全

体としてH原子より巨大分子になっていることによ るも

のであろう o

このような相の違いは eiの収率にも影響をおよぼし

ている。図5はこれを示すものでアルカリ濃度の高いほ

ど，よ りガラス状態が完全になるため，G (e;-)増は加

し， その最大値は2.6に達する。これに対し結晶状態で

は，最大値が1程度で， 濃度の増加と共に逆に低下するo

一一一 4 一一ー
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率が大きいのは説明しがたい。その最大低はG(H)=O.l

である。

3. 1.2 腫性水溶液

酸性水溶液では，酸濃度の増加と共に OH基の減少す

るのはアルカリ溶液と同様であるが， H原子の増加が著

しく，また eiは生ぜず H20+と考えられる吸収が中

央部に現われるo

H原子と硫酸濃度の関係は図 7に示すとおりで，アル

カリとは逆にガラス状態の方が収率が大きい。その最大

値は G(H)=2.7に達しているo

3. 1. 3 水分解の機構

アルカリ溶液の G(ei)=2. 6が酸性溶液のG(H)=2.7

にほぼ等しいこと から，アルカリ性では大部分の放出電

子が捕捉され eiになるが，酸性溶液ではそれがすべて

H+に捕捉されてH原子になるこ とを示しているo しか

もこれらの現象はガラス状態の方が結晶状態より能率が

よい。従っ てeiに関しては結晶の場合，放出された電

子が再たびもとの親イオンに戻りやすいことを暗示する

ものであるo恐らくガラス状態の方が，電子に対して水

分子が配向されやすいためで、あろ う。

中性の水の場合は，捕捉されにくく，ほとんど全部の

電子が初期再結合して水分子を分解するため，OH基の

みが主成物となる。

これらのこ とから考えると，電子の挙動に関して，ガ

ラス状態ではL凶モテソレが，中性の結晶状氷では Magee

モデルが支配しているよ うに見えるo

このように電子が捕捉されるか，プロトンのような電

子捕捉剤にとらえられるかといった機構のほかに Weiss

らの考えるhole説がある却。

H20+ + OH-→H20 + OH (3-1) 

OH + OH-→0-+ H20 (3-2) 

かれの考えによれば，アルカリ 性で電子が捕捉されや

すいのは，正電荷の移動iごより， (1)式に示すような反応

が起こり ，ここで生じたOH基はさらに OH-と反応して

(2)式により Oーを生ずる。ζのOーが電子捕捉の役割をな

すとするものである。

酸性の場合も酸基は holeの捕捉剤になると考えられ

ている。H原子の生成も単に電子とナ戸干ンとの中和だ

けで生ずる とは考えず， づぎのような電子 (ポ-ーラロ

ン)と酸基との反応など、4考慮し，酸あるいは塩の種類

によ る G(H)の相違を説明しようとしている白

(H20)ー+HX-→'H+ H20 + X-2 (3-3) 

(H20)ー+H2X→H + H20 + HX (3-4) 

いわば前説がガラスか結晶かという相の性質に重点を

おいているのに対し， Weissらは電荷移動に重点をおい

H原子の収率は図 6に示すように， 結晶状態の方が収 ているとみることができる。

一一 5一一
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図 7 水素原子収率と酸濃度
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3.1.4 溶媒和電子の構造

溶媒和電子の構造は放射線化学よりむしろ化学的立場

からの研究の方が多くなされており，そちらの知識を借

用せざるを得ないわけであるが，その仮説の一つに ca-

vityモデルというのがある D これは電子と媒体分子の聞

の反擦により，媒体中に空間ができ，その中心に電子が

存在するというもので，この cavity半径は金属ーアンモ

ニヤ系で生ずる e;olの場合........3Aとされているo

Jortnerはこのモデルによ り水和電子の計算を行ない

24) ，表2に示すような結果を得た。

表 2 水和電子のエネルギーレベル

半径(A) J' hlJ(ωlc I hlJ(obs) 

o 1.35eV I 7eV 

33 0.93 

実験値の吸収幅(パルス実験による水の eみ の λm

=7000A) 1. 7eVに対応する値は半径がOの時に得られ

るo今のところこの半径を正確に知る由もないが，図8

のようなモテ.ルを考えて水分子との相互作用を考慮して

計算すると，金属ー水系のe;OlのESRスペグトルを説明

できることがわかった25)。従って放射線で生成する水の

eみ や e，も図 8と大同小異の構造をしていると想像

される。

3. 2 有機化合物

有機化合物においても，水と同様ガラス状になるもの

は容易に e，を生成する傾向を有する。有機化合物中の

e，の研究は主として Hami1lらにより行なわれてきた。

かれは吸収スペグトルによって調べるため 770Kで透明

なガラスになるものを選んで行なったが，これが偶然に

， 
¥'4 
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図 8 水和電子のモデル

ホ) 笛木，九里，後藤，工化哩 1544 (1965)に記殺の eiは，

3MPのそれではなく，石英の不純物によるもののようである.

一一 6 一一

もe，の生成に良好な条件であっすこようであるo

3.2. 1 ，無極性化合物

単----"物質で 770Kでガラス状になるものは非常に限ら

れているが， 3MP (3ーメチルペンタン)はその一つであ

るo

~2で述べたようにヘキサンの電気電導度の測定でも電

子は裸ではなく，イオン電導するとしているo従って剛

体マトリッグスにすれば， e，として測定される可能性

は十分ある。事実3MPのガラスで赤外部にλmax=1.6μ 

(........0.7eV)の吸収が見出され，これは光により bleachす

る点，電子捕捉剤の共存照射で生成しない点から e，と

同定されている2630.しかし ESRの測定では，この 3MP

にかぎらず，炭化水素系化合物で測定された例はない*。

理由は不明であるがマイクロ波吸収の飽和に対して鋭敏

なせいかも知れない。

吸収スペクトルによる3MP中の e，の収率は， Hamil1 

によれば ε=3x104M-1cm-1として，G (e，) =0.77であ

るo この植はヘキサン中の自由電子の G(e-)=O.lに比

し透かに太きい。それ故液体の場合であれば，。電子の

みが自由電子になったものカらガラスマトリッグス中で

はエネルギーの低い電子も一部初期再結合を阻止されて

捕捉されたと考えざるを得ない。

照射直後の e，の770Kにおける自然減表を測定する

と図 9のまうになり，初期の 1時間までの曲線は線量に

無関係な 1次滅表で，初期再結合で消滅することを示し

ている。 1時間以上放置した後では2次の滅衰となり，

その速度は線量の大小により影響を受けるようになる27)

従ってこの部分は液体の場合の.自由電子に相当する もの

で atrandomな結合によ る消滅と考えられる。

自然減表の機構として， トンネル効果も考えられるが

m，少なくとも 2次の部分は.630Kの温度では減衰しな

くなる点から拡散によると考えられている27>。

e，を光で bleachすると終局的には正イオシと結合し

，..... 0.6 
::t 
u) 

'-' 0.4 
口
0 

0.2 

30 60 90 120 

時間 (min)

図 9 3MP中の捕捉電子の自然減衰

180 



て消滅するわけであるが，その量子収率φは光の波長に

よって異なり， 950mμではφ=0.8，1. 3---1. 6μの光では

φ=0.4， ò ~1. 7μ ではφ=0になる o つまり とび出した

電子の行路の長い程再結合の収率はよいこ とになる。ま

た正イオンの数が減少するに従い，同じ950mμの波長で

bleachしでもφの植は滅少してくるo これらの事実から

図10のようなスキームが考えられる加。

950mμ 

e:WVー 何 )

~ー・・・・・\~\
(b) 

図 10 捕捉電子の bleach

a) e tの濃度高い場合

b) 。 低い場合

電子捕提する中心はマトリッグス中の各所に random

に分布しており ，950mμの光で、は十分に電子を(+)まで

とどけることができるが，それ以下のエネルギーの光，

例えば 1.6μ では， 途中までしか行かず，空の捕捉中心

に再び捕えられてしまう 。それ故波長の長い光では，図

10ー(a)に示すように飛石ずたいにして(+)に達するた

め，φが小さくなるo

同じ 950mμ でも(+)が滅少してくると図(b)に示すよ

うに(+)と ei聞の距離が増すため 1回ではと どかず

φが減少するよ うになる。

そこで効率のよい電子捕捉剤例えばジフェ ニル仇を十

量共存させておけば，(+)が減少しでも，e-が効果的

にゆ2につかま るため，量子収率φは滅少しないはずであ

る。実際仇 を 0.02"，，0.05モルM溶解させる と， φ(950

mμ)は終始ほとんど変化しない。

このように 3MP中の et-は自然放置で数十分の程度

で移動し， 中和するか，O2などがあればそれに捕捉され

るo

これに対して(+)の方は非常に早く電荷移動するもの

と， そうでないものとがあり ，前者はすみやかに eiと

中和してしまうために，その分の eiは普通では測定に

かからな ~ 'o

そこで(+)をつかまえやすい物質，つまり 3MPより

イオン化電位の低い物質を共存させておけば，動きやす

い(+)は これに捕捉されて不動になるので， その分だけ

一一一 7 一一一
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eJが増すこ とになるo

この証拠として，3MP中に2ーメチルペンテンー1(2MP 

-1)を共存させる と，eiも増加するし，減衰も 遅く な

る。とれは 3MPの(+)が移動して 2MP-1に捕捉された

ための(+)と ei聞の距離が最初より遠くなったためで

ある27>。またイ ソプチレン を溶解した 3MPでは，eiの

収率が 2"，，3倍増加している加。このような系で eiの

bleachを行えば溶質の(+)と 中和するため， そのルミ

ネッセンスが出る30)。

つぎにとのようなマ トリックス中で，放出電子が親イ

オンから平均どの位の距離にま で達するかという こ と

を，直接的に測定する巧妙な実験が， Dyneによ り行な

われた31>。

それはシグロヘキサンーd12の薄い層と CCl.の厚い層

をサンドイツチにして照射する。C6D12 から出た電子

は，その層の厚さが薄ければ，、CC14 の層に達して捕捉

されるし，厚ければ達することができず自層のC6D1どと

中和して，つぎのよ うな反応をすること になる。

C6D12 一~~、→ C6Dt2 + e (3ー 5)
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(3-6) 

(7ー 7)

(3-8) 

C6D12 の層の厚い場合は(5)""(7)までの反応で止ま る。

薄くなるに従い放出電子が CC14層に突入するよ うにな

り(8)式で Cclに捕捉されるようになる。それ故 D2の収

率は C6D12の層の薄い程減少してくる。

この方法で平均的な(+)と電子間の分離距離を出すと

約340Aに達するこ とがわかった。

3.2.2 有極性化合物

有極性物質でガラス状になるものとして2-メチルテト

1.0 

、

ヘ、"~ !:....しょ Jユ)-久 J、

ヲ7

1盆 0.5
度

0.1 
100 150 

経過時間 (hr)

図 11 MTHF中捕捉電子の自然減衰線量 9.8)<'1018，
1.74xI019， 3.43xI019 eV/ml の3種を規格化してプ

50 200 250 

ロットしたもσ〉
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ラヒドロフラン (MTHF)が知られている。この物質

中に生ずる eJの吸収スペグトルは 4，000--13， OOOA 

(Omax = 12， 500A)の範囲にあるので，ガラスは暗青色

に着色，肉眼で生成を認めることができ る問。 3MPの

場合は吸収が赤外部にあるので着色するこ とはない。

ESRの測定結果は， g=2.003の位置に MTHFのラ

ジカルのスペグトル (7本線)の中心部に1重項として

出現する33}D この eiはやはり770Kで自然減衰するが，

3MPのそれに比し遅く，図11に示すように半減期は150

時間近くかかる。この減衰曲線は種々の照射線量のもの

を規格化してプロットしたものであるから，滅表速度は

線量に無関係であることがわかるD 減衰の初期では，

3MPの場合と同様，れ 範囲内の初期再結合が行なわれ

るこ とを暗示する。しかし 3MPと異なり，厳密な 1次

滅衰の式には合わない。

しかし ESRスペグトルの飽和現象から ei-ei或は

eiーラジカル相互間の平均距離は，約 50Aと推論され，

これは一応スプールの大き さに匹敵するo またこれよ り

得られた eiとラジカルの濃度は0.02Mであるのに対し

それらの平均濃度は0.0018Mが得られたことからも，主

としてスプール中に eiあるいはラジカルが分散して捕

捉されているこ とが想像されるo

滅表速度の温度変化を取ると， 図12のような結果が得

られる。

eiの方は950K附近で急速に減少するが，MTHFラ

ジカルの方は 1000K附近で消失する33)34)0 eiが溶媒和
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温度・K 鼻

L図 1.!_..捕捉電子およびMTHFラジカルの減衰速度
，ーの温度変化

O 捕捉電子 eMTHFラジカJレ

したまま拡散して消滅するのであれば，少なく ともラジ

カルと問戸温居慶吾色怯士上で消滅-七b始める で、あ宅6-~今ト6

媒和分子がこの温度で緩和するこ とにより， 電子が トラ

ップから抜け出すと考えられている。従って照射直後の

自然減衰は， トンネル効果による とする考えも無視でき

ない28)。

一-&一一

光によるbleachの行動を調べると，3MPと同様blea-

chが進むに従い， その量子収率は減少して くる37】。こ

れも3MPと同様(+)と電子との聞の距離の問題にされ

ている。

興味あるのはこの系に0.006モル必の仇を加えた場合

の bleachであろ う。 まず 800mμ の光で eiを bleach

すると，放出された電子は仇捕捉にされてゆZを生成す

る。つぎにこの釘を400mμの光でbleachすると，Oi 

から放出された電子は再び溶媒マトリグス中の捕捉中心

に捕えられて eiを形成する白このプロセスは， 次第に

濃度が減少して凶ゆくが，ほとんど定量的 に eiから

ゆ2え， Oiから eiえと何度でも交互に移すことがで

きるo (この現象は3MP-O2の系でも見られる)27)。

ei塑Omp'同 e-‘ (3-9) 

(3-10) 

(3ー11)

(3ι12) 

e-+山 一 → 釘

釘竺坐笠→ O2+ e 

e+ MTHF一一→ eJ

この実験における範囲では， (+)ー(+)聞の平均距離

は 300Aであるのに対して，Dyneの計算によれば，電

子が捕捉されるまでに定る平均距離は 100.......1000Aにも

達する。しかも 770KのMTHF中の臨界距離rcは12000A

であるからoeiのすべてはイオンのクーロン 場の中に

あるこ とになる。仇 の濃度からいって，bleachの際の

電子は(+)をよけてゆ2に選択的に捕捉されるという奇妙

な結論に達するo

そのほかの化合物の照射で見出されている et-の例と

しては， 表3にかかげたように， アルコール， エーテ

ル，ケトン，アミンなどがある35)36)。いずれもガラス状

態にして始めて eiが生成する。

4. 放出電子と溶質との反応

3MPとかMTHFのよ うなガラスマトリッグス 中で

は，溶質もよく 分散しているから，放出電子は溶液中と

同様溶質と反応してアニオンを形成したり ，あるいはこ

れを解離 (dissociativeelectron attachment) させた

りする。

4.1 電子捕捉

図13はジフェニル仇 をMTHF中に溶存させた場合の

G(釘)と濃度の関係を示したものである32】。濃度と共

に G(ei)は図14の3MP中のそれと同様に減少する。

これに対しG(Oi)は増加しやがて飽和値に達しているo

bleachしでも飽和値は変わらなし1。 これらのことから

濃度の高い所では放出電子のすべてを捕捉していること

がわかる。その飽和殖G(のつ=3.2である。MTHFのみ
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献

H20(アルカリ性) 586 2.∞13 2.6 17，21 

3MP 1600 0.77 3.0X104 40min 26，27 

((2 3 17)α 150hr 32，33，34 MTHF 1250 2.∞3 .6 1. 68 X 104 
.2)α 

メタノール 515 1重項 35 
エタノール 515 2.∞1 

n.プタノール 502 

t.プタノール 520 

アセトン 2.∞1 

ジエチルエーテル 2.0013 

1. 3.ジオキソラン 2.0018 

トリエチルアミン 1重項 36 

文τ1/2 

3 捕捉電子の定数 (770K)

|ε(M-Icm-I) 値G 

表

I ESR (g・因子) I Amax (mμ) マトリ ックス

このような電子捕捉能力を，例えば向を標準としてこ

れに種々の溶質を加え， 競争反応としてその能力を比較

することができる。

M-~→ M+ + e 
Y + e一一→ Y-

x + e一一→ x-
111σx[X] 

一 -E子一 万百子 G'守ご7可Y]

ここではY標準物質， Xは比較すべき物質， σは電子

捕促の断面積であるo (4)式の σX!dy=Pを効率として測

定し求めたものを表4にかかげた加。

4.2 電子捕捉による解雌反応(dissociativeelect-

ron attachment) 

4.1では電子捕捉性の有無だけに注目したわけであ る

が，捕捉と同時に溶質が分解する反応もある。例えばハ

ロゲン化アルキルではつぎのような反応を起こす。

RX + e一一令 R・+X- (4-5) 

(4-1) 

(4-2) 

(4ー 3)

(4ーの

a) 向共存の場合の G(必)

3.0 

MTHF中におけ るジ フェニルアニオン収率と

ジフェニル濃度の関係

・・・照射直後一十bleach後

1/-ーーー一

11 
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ハ
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図

4 ジフエニルと種々の溶質との電子捕捉競争反応ジフエ

ニル潰度∞1モル%
溶媒 a) 25容量%2・メチルペンテン 1，75容量%3MP

b) MTHF 

表
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質

このようなことを確かめるためには， R.の生成する

ととを直接調べなければならない。 ESRの使用により瑚

CH3I， C2H5I， (CH3)3CBr， C3H7Br， (CH3)3CCH2CI， 
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図 14 3MP中のジ フヱニルアニオンおよび捕捉電子の収率

…... e~ (16∞mμ) 

0一一O照射直後のぬ (408mμ)

2 

.一一.bleach後 の 伝 (408mμ)

を照射した場合のG(ei)=2.6であるから，その差は向

と MTHF自身の電子捕捉能力の差によ るものであるo

3MP中でも図14のように，eiの減少と共に釘の増

加が見られる27>。
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C6HsCHCICH3 などの 3MP溶液中で，れれぞれのアル

キル基の生成するのが確認されたロ

このほかベンジル系化合物 BzCl，BzCH3， BzOAc，の

3MPあるいは MTHFマトリッグス中で， Bz・基の生成

することが紫外吸収で確かめられている40)41>。

CC14 では光イオン化の光電子を利用して，CC13・の生

成することがESRの1重項として観測されている仰。

CC14 + eー→ CC13・+Cl- (4-6) 

沃化アルキルももちろんマトリッグス中では解離して

アルキル基を生ずるが，そのものだけの結晶で照射する

と，解離せずに RIーあるいは RI+によると思われる複雑

な ESRスペクトルが得られる431o しかしこれもガラス

状にして照射すれば， ガラスマトリッグス中と同様 R・

基を生成する。

同様のことは酢酸ビニールについてもみられるω。酢

ピを 3MP中で照射すれば，酢ピアニオンの生成が見ら

れるが，酢ピ単独で照射したのでは，その分解ラ ジカル

のみが得られる。

5. 捕捉力チオン

電子が捕捉されれば，自動的にカチオンの方も捕侭さ

れることになるo しかしこのカチオンの測定については

今のところ吸収スペクトルが最大の武器で， ESRで成功

した例は 1，2を除いて皆無に近い。理由は不明である

が， 一つの考え方としては， イオン一分子反応により，

カチオンがプロトン化されてしまうことにある。

RH+ + RH -ー→ R・+RH~ (5-1) 

-また吸収スペグトルでも， 3MP中の溶質え電荷移動

で生じた溶質カチオンが主として測定されている。

5. 1 電荷移動

3MP中に2MP-1，シグロヘキセン，イソプチレン，ヘ

キセンー1，シクロペンテン， トリエチルアミン， CC14， 

トルエシ，ベンゼンなどを加えて照射すると，これらの

溶質カチオンの吸収スペグトルが現われる44)。

3MP-2 MP-1系を照射すると，1800mμ と680mμの2

ケ所に吸収の山が現われるo前者は e;に， 後者が2MP-

1カチオンに同定されているo それは電子捕捉剤の共存

により前者が滅少し， 後者が増加するという事実により

推定されたものである。

3MP溶液を照射すれば結局つぎの反応で溶質カチオ

ンが増加するo

M-~ー→ M+ + e (5-2) 

M+ + Sー→ M + s+ (5-3) 

(2)式のeは一部 eiになり，残りは M+あるいは S+を中

和することになる。そこでさらに電子捕捉剤を加えてお

けば， S+の収率が増大するという 結果になる。

CC14と仇は電子捕捉剤であるが， 同時にカチオン捕

捉剤の役割りを呈することもあるo

図15の実線は20%2MP-1， 80μ3MPの系に0.01%の

ゆ2を溶解した場合で， (+)は2MP-2に移り，電子は仇に

捕捉されて釘の吸収が現われているo点線の図は 3MP

に1%のゆ2塩化フ.ロピルと0.01%の仇を溶解した系で，

電子は塩化プロピルに捕完され，そのために残りの(+)

は仇に移行して引の吸収が出現する40}D

MTHF-(!>2系中で適当な光により ，電子を MTHFの

捕捉中心と仇の聞で受渡しさせることができたが，同じ

ようなことがカチオンの場合にも行なわせることができ

るo 例えば CC14とシグロヘキセンの間でつぎの電荷移

動が適当な光により行なわれる44}D

hν1 

CClt (480mμ) +シグロヘキセンZ2
nν2 

CC14 +シグロヘキセン+(710mμ)……(5-4) 

.
0
.
0
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300 340 420 460 380 
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図 15 電荷移動によるジフェニルカチオンの生成

一一0.01%O2， 20% 2MP-1，80% 3MP. 

…0.01% O2， 1% PropCI， 3MP 

この現象はカチオンの光励起により生ずるのであるか

ら，励起カチオンM+刊こよると見られるo

図16は3MP中の電荷移動に対して， トルエンと CCl4

で競走反応を行なわせたものであるが仰， トルエン濃度

の増加と共に C6H5CH~ は増すのに対して， CCtはつ

ねに一定であるo つまり CCltは普通の 3MP+からで

はなく，月Ijの種類の 3MPカチオンから電荷移動で生成

していると考えられるo

実際 CC14のイオン化電位は 11.6eVで， 3MPのそれ

は--10eVであるから， 3MP+から CC14えの電荷移動は

不可能であるoこれらのことからつぎのスキームが考え

られる。

3MPー〉ー→ 3MP++ e (5-5) 

一一-10一一
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図 16 励起カチオンによる電荷移動 2.6%CC14， 
トルエン， 3MP溶液

3MP一一〉→3MP+*+ e (5-6) 

3MP+ + C6H~CH3 → 3MP + C6H5CH~ (5-7) 

3MP吋 +CC14→ 3MP + CCl~ (5-8) 

一般にカチオンの電荷移動は 3MPのようなマトリッ

グ中のみにみられる現象で，MTHF のような有極性物

質中ではみられない。とれは(5-1)式のイオン分子反応

で，プロトン化され(+)が安定化するためと考えられるo

5.2 中和反応

(+)と電子は中和する際，つぎのような反応を行なう o

RH+ + e →RH*→ RH + hν ( 5 - 9 )  

RH+ + eー→ R・+H Or R・l+R・2(5-10)

RH~ + eー→ RH+ H ~-1~ 

ー→ R・+H2 (5-12) 

照射により生成するラジカルがωあるいはω式によ る

ならば，電子捕捉剤によりラジカル量は消滅するか減少

するはづである。また逆に eiを作っておいてbleachに

より照射後中和してやれば，ラジカル量はその瞬間増加

するであろ う。

しかしESRで調べた結果では，いずれの場合もはっき

りしないことが多い。 前節で述べたよう にカチオン量は

電子捕抗剤の存在で増加する結果が得られているのに，

同時に生成する ラジカル量は，電子捕抗剤の影響を余り

受けない。

このようなこ とから考える とラジカルは中和によって

ではなく， (5-1)式かあるいは (5-10)式とは別な励起

状態から生成することも考えられる。

例外的に見出されている(5-10)式の例としてつぎの

例がある。
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3MP マトリ ッグス中で酢ピ溶液を照射する と酢ピア

ニオンが生成する。これを可視光で bleachすると，つ

ぎの中和反応で酢ピが分解することがわかった4630

hν 
(CH2=CHOCOCH3)ーー→CH2=CHOCOCH3+ e 

(5-13) 

(CH~HOCOCH3) + + e 一一..CH~H・ + 

CO2 + CH3・ (5-14)

またメタノールのガラスでは， bleachの中和により(5)

-U2)式の反応の起こると とが認められた4九

CH30H~ + e一 一 令 CH20H+ H2 (5-15) 

(9)式の可能性は 3MPで捕促された，芳香族炭化水素，

ケトン，アミンなどのカ チオンについて，マトリッグス

中の eiをbleachして中和する際，それぞれの物質の燐

光を発するこ とから確かめられた山。

6. おわりに

以上のように剛体マトリッグス中のイオン種の挙動を

調べてくる と，その放射線化学反応における役割り の重

要さをあらためて認識させれる反面，励起状態の果たす

役割の意外に小さくなったのに驚く。しかし照射により

常に生成するラジカルが，大部分イオ シ一分子反応で生

ずるこ とが証明されない聞は，励起分子の役割りを無視

すると とはできないであろう。

それとガラスマトリッグス中において，(+)と ei共

にかなりの距離を移動するのに，その問中和の起きない

ことなど，あたらしく問題が提起され，目前に見えてた

ゴールがまた一段と退りぞいた感があるo

追記:こ こで述べたカ チオンは，本誌 1号阿付先生の

カチオンラジカルM:の意味であるo
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〈展望>101111""'1

最近の放射線化学の展望

最近の放射線化学の発展はまことにめざましいものが

あり 3，4年前のことはすでに旧聞になってしまった

感がする。それで，ここでは1965年から現在までのもの

に限るこ とにする。

まず気体から始めるo二成分混合気体を照射した場合

の両成分へのエネルギ一分配を知ることはエネルギー移

動を論じる場合の基礎的要件であるが，これまで他に方

法がな く近似的に電子分率に比例するものと仮定してき

た。最近 Clots1)は多数の簡単な気体ど うしの混合物の

イオン化の測定から， 各気体の“有効原子番号"を経験

的に求めているo 例えば CH.のそれを10.0とし， これ

を基準にとれば O2は6.24であって，両者の電子数の比

10: 16とは著し くちがう。 CH.-02混合物での全イオン

化のG値をふつうの電子分率を横軸にとっ てプロットす

ると轡曲した曲線になるが，上記の“有効電子数"を使

うと完全な直線になる。そのほか，各気体のWfl直を求め

ているので参考になろ う。 つぎに気体化学線量計として

知られている N20の放射線分解のG(N2)値については

これまでもいくつかの測定値があったが， 9.7--12.4 (X 

線， γ線)のひらきがあった。 Sworski2)らは乙の反応

を詳細に再検討し，G(N2) = 10.0土 0.2をえている。

現在も っと も信頼できる値であろう 。

最近の気体の放射線分解における最大の寄与は飽和炭

化水素に関するAusloosら3引の一連の研究であろう。

その手法は CnH伊 +2-CnD2n+2-NO(またはI2) の混合物

を用い，生成物の同位元素組成を調べるこ とである。と

こで NOまたは I2はラジカル捕捉剤と して少量添加さ

れているから，対象となる生成物は全部“分子的"機構

(イオンの反応，分子的脱離など)によるものだけであ

'東工大

志田正 ---本

る。乙の方法により，それまで質量分析計の実験だけで

知られていた hydride-ion移行， Hz移行 H2移行な

どのイオン 一分子が気体の放射線分解で行なっ ている役

割が明らかにされた。一方，宮崎ら8)は CπH2n+2-NH3 

-ペンテンー1の系を用い，炭化水素イオン とNH3の聞の

プロトン移行を実証し， これを利用してイオン反応機構

を研究する新しい方法を見出した。これらの諸研究によ

り炭化水素の気相放射線分解で hydride-ion移行反応

が特に重要な役割をしているととが明らかにされたのみ

ならず，いくつかの例では低圧の質量分析スペグトルに

もとづいて生成物の収率を定量的に説明できることがわ

かっTこ。

以上はイオンの反応に主眼をおいたものであるが，一

物質について種々の面から詳細な検討を行なったものと

しては Meisels9-13)のエチレンの放射線分解の研究を上

げねばならない。通常の生成物収率測定，ラ ジカル捕捉

剤や電荷移動剤の効果，重水素化合物の利用， 電場の影

響など広はんな実験から，イオン反応のみならず，ラジ

カル反応についても考察し，この反応の全反応機構につ

いて一つのイメージをもっている。初期過程だけを示す

と (Meisels自身が筆者のもとめに応じて即座に書いて

くれた全反応機構の一部)

G値

C2H.一、~~→ C2H2 + H2 o. 3 --O. 4 

C2H2 + 2 H --3. 0 

C2H3 + H --O. 1 

C2H.一一~→ C2H~ + e- --1. 5 

C2H~ + H + e- --1. 0 

C2H; + H2 + e- --O. 8 

C2H; + 2 H + e- 0.1--0.2 

なお，ここで特記すべきことは電場の影響であって，

一一 13一一一
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ある生成物がイオン化で生じるか励起から生じるかは，

電場の強さを次第に高くした場合，加速二次電子による

イオン化がおこりはじめる以前の電圧で，その生成物の

収率が急に増加する(励起)か，不変である(イオン化)

かで求めるこ とに一応成功していることである。同様な

方法は前記の Sworski(N20)2)や Ansloos(C2H6)3) 

によっても用いられている。

以上を要するに，最近の気相放射線分解の研究は数年

前とは異なって反応機構の論議が非常に細かいところま

で及んでいることと，定量的になっていることが注目さ

れるo その他， Kevan 14>の希ガスーC2F6混合物の分解，

Peterson 15)らのエタンの密度効果， Futrellら16)のプロ

パンの極低分解率での分解などが興味がある。

戦後 20年， 水および水溶液の放射線分解についてお

びただしい研究がなされてきたが，数年前に水和電子

e;;:qの存在がまず化学的に，ついでパルス放射線分解

法によって確立され，この分野の研究は一つの大きな峠

を越えた感があるo 現在の主な関心事は eゐの反応

性であって，現在200をこえる無機，有機の溶質との反

応速度がパルス法によって測定されている17】。とくに水

の放射線分解に直接関連して重要なのは， eゐどうし，

e;;:qと H20，H30+， O2， H202などとの反応速度で，

主にアルゴンヌ研究所のグループ (Hart，Mathesonら)

によって測定が進められている1nmo これらのうちとく

に興味のあるのは

e;;:q +H20ごH+ OH- (1) 

の反応で，正方向への反応はかつて Leaが水の放射線

分解でのH原子の生成機構と考えたものであるが，その

後この反応はおそい反応であることがわかったロそし

て，その二次速度定数の絶対値についてはこれまで，

k1 = 180--800M-l • sec-1の値が報告されていた。しか

し，この反応は eゐと他の溶質との反応にくらべては

るかにおそ し 微量の不純物や中性水の中の H30+との

反応が先んじる可能性があるため，これらの値は上限値

を示すものとされていた。最近 Hartら21)は非常に注意

して精製した水について H2飽和(OHを捕捉するため)，

pH 8. 3 -9. 0 (H30+をへらすため)，できるだけ弱いパ

ルス(中間分子種同志の反応をへらすため)を用いて，

k1 = 16土 1M-l • sec-1という小さい値をえた。一方，

やはりパルス を用いた別の実験で (1)の逆反応の速度定

数として，k~=2.3X107 がえられているから， これら

両者から (1)の反応の平衡定数， したがって遊離エネル

ギ一変化ムGO = +8.4 Kcal/moleがえられるoTortn-

ev 23)はこの結果にもとづいて e;;:qの熱力学的性質を論

じ e;;:qの電荷は約3.0A半径の範囲に分散していると

推論しているo

上述のような速度定数を求めるためにも，また e-
のGfi直を知るためにも e;;:q濃度の分光的決定に必要

な分子吸光係数(e)がわかっていなければならない口パ

ルスの実験から直接わかるのはεxG (eav)の積であ

るo

Mathesonら18)はニトロメタ ンを溶質とし，これと

e品との反応で生じる C(N03)ーイオンの εが既知な

ことを判明してeZの εを求め

ε=10，600 (土10%)M-l・cm-1 (5780A) 

をえている。これを用いると εxG(e品)の値から中

性の水での e;;:qのG値として

G( e;;:q) = 2.6 

がえられるoAllenが数年前化学的方法でえた値 2.8よ

りやや小さい。

中性の水における水素の分子収率 GH2 は溶質濃度ゼ

ロに外挿したとき0.44であるが，濃厚溶液では低下し，

その関係はしばしば GH2--[Sアの直線，あるいはGH2

--Log [S]の曲線で表わされる。しかし，どちらの場合

も広い濃度範囲にはあてはまらない。 これは分子的水素

の前駆体には溶質により捕捉されやすいものと，されに

くいものの2種があるとすれば説明がつく。 Hayonらへ

は， CU(N03)2， KN02， Na2 Cr207を溶質とし，広い

濃度範囲にわたって GH2 を測定し，低濃度でのGH2の

低下の効果は溶質と e;;:qとの反応速度の順になり，一方

高濃度でのそれはH原子との反応速度の順になることを

見出し，分子的水素の生成機構としては

e品+e;;:q-ー→ H2+ 20H-

H + e;;:q一一→ H2+ OH-

が主に寄与していると結論している。

アルコールの放射線分解の際に生じる溶媒和電子につ

いてはパノレス放射線分解法によるDorfmanら(25】(26)の

一連の研究があり， G値，吸収曲線，温度や混 合の影

響，添加した芳香族炭化水素が電子を捕捉して生じる負

イオンの反応などが詳細に調べられているoG ( eSOl) 

はどのアルコールでも大差なく1.0--1.2で水よりかな

り小さい。吸収スベクトルの形や溶媒和電子と溶質との

反応速度は水和電子とよく似ている D 吸収極大の位置も

水のそれ (7200A)に近く エチレングリコール5800A，

メタノール 6300A，エタノール7000A，n-プ胃パノール

7400A，イソ プロパノール 8200Aである。水和電子をも

含めて，これら溶媒和電子の吸収スベグトルを電子と液

体内部との相互作用として理論的に説明することが当面

の課題である。

アルコールの溶媒和電子のG値は化学的方法でも求め

られている。すでに数年前 Baxendaleらはごく微量の

ー- .14...，.一『



電子捕捉剤(アンスラセン)の添加により捕捉される水素

の前駆体は溶媒和電子であるとし，このときの G(H2)

の低下からG( esol ) = 1. 1 をえているが，最近 Sher-

man27)はイソプロパノールに電子捕捉剤として0.3M

までの N20を添加し， G (H2) の低下から G(esol )= 

0.9 をえているD しかし N20の分解で生じる N2

の生成量からはG( eSOl ) =2. 5という大きな値になる。

これは高濃度の N20は spur内の電子まで捕捉するた

めと考えているo これに反し，今村ら28)はメタノールに

つき低濃度 (10-3M 程度)の N20 の添加で G(eSOl ) 

=2.1という大きい値をえている。不一致の原因は未だ

明らかでない。一方 Hayon29) は無機塩(Nicl2，Co-

S04)を用いて “容易に捕捉でき る電子"の G値として

メタノールで1.05，エタノールで0.90と前記の値とほぼ

一致する結果を報告しているo しかし，この場合も高濃

度の NOa，モノクロル酢酸イオンを用いて“捕捉可

能な全電子"の G値としてメタノールで1.85，エタノ

ールで1.65をえている。これらを総合して考えると適

当な溶質が十分の濃度にあるときには，もし溶質がなけ

れば親イオンと中和するはずの spur内電子まで捕捉で

きるように思われる。

無極性の液体炭化水素の放射線分解では極性液体での

溶媒和電子に相当する離脱電子はごく少ない。 n-ヘキ

サンやベンゼンのパ/レス放射線分解を行なっても電子に

もとづく吸収はごくわずかか，あるいは全く検出されな

し，30)。

これは電子がごく短時間(おそらく 10-10sec以下)

の聞に親イオンに引きもどされて中和するためであるか

ら電子捕捉剤を加えて中和までの時間を引きのばせば

もっと多量に観測される見込がある。 Keeneら31>はシ

グロヘキサンに種々の芳香族炭化水素を加えてパルス照

射し， 後者のラジカルイオンの吸収を観測できたが，

0.1Mの高濃度でも G(e-)=0.6にすぎなかった。純

液体について離脱電子を測定するもっともよい方法は照

射中の電気伝導度を測定することで， Al1enら(32)(33】と

Freemanら34)は独立にシグロヘキサンと nーヘキサンに

ついて G(esc e-) =0.1の一致する値をえた。 Freem-

anは極性液体についても同じ方法で G(esc e-)を求

め，前述した水やアルコールなどの溶媒和電子のG値を

も含めて， G (esc e-)と液体の誘電率との関係を求め，

I本のスムースな曲線にのることを見出した。さらに，

放射線のトラックに沿って生じる二次電子のエネルギー

と飛程を既知の 8線のデータを 100eV以下にまで外挿

して用い，これら電子の親イオンからの離脱確率を理論

的に計算し，実測値とよく一致する結果をえている。し

かし，彼の理論では一次イオン化で生じた二次電子によ

[47] 

っておとる三次，四次電子(これらが全イオン化の半分

以上をしめる)ををく無視しているところに大きな難点

があるo 一方， Magee35)はトラックに沿って生じる 8線

のうち300ev以上のものの数を計算し，これら 8線の始

点と終点に一対の分離した電荷が生じるとして G(esc 

e-) = 0.1の値を予測していたが，上記の実測値はこれ

と丁度一致する。しかし，最近の Allen33)の理論的考

察では Mageeのいうような 8線の両端での正負電荷

の分離だけでは 0.1という大きなG値はとうてい説明で

きないこと， したがって 100eV以下の低下エネルギー

の二次電子の飛程はa線からの外挿でえられるより屯も

っと長く，離脱確率も大きいとしなければならないとし

ているo いずれにせよ，液体中における低エネルギーの

電子の挙動に関する実測値や理論が不足している現在で

は，この問題を理論的に取扱うことには困難をともな

っ。
前述のように，パルス法や電気伝導度法では炭化水素

液体のイオン化で放出された電子 (G値にして約 3)の

うちのごく一部だけしか観測されない。しかし，化学的

方法によれば正負電荷の中和以前に電子または正イオン

を捕捉することができるo例へば Scholesら抑および

佐藤ら37) はシグロヘキサンの放射線分解で N20 を電

子捕捉剤として用い，大きなG値で N2が生成すること

を見出しているo Freeman38)によれば，添加物を S，

反応速度定数を kとするとき

k (e-+ S) [S]:2:: 1010土 sec-1

の条件を満すとき電子を捕捉できるという。

正イオンの捕捉は電子の捕捉より困難であるが，数年

前 Wi11iams39) はシグロヘキサンに ND3 を溶解したも

のを放射線分解し，HDの生成から，正イオンから ND3

へのプロトン移行を証明したが，これは液体炭化水素で

の正イオン捕捉に成功した最初の例であろう o 最近彼

は，同じ目的に C2H50Dを用いた実験を行なってい

る40)。水および水溶液の放射線分解が峠を越し，気体炭

化水素の問題がかなり解明された現在，液体炭化水素で

の電子，正イオンなどイオン的中間分子種の役割の解明

は当面の課題であるo

炭化水素の放射線分解の主生成物である水素の生成に

は“分子的"とラジカル的とがあり，それぞれのG値が

求められているo従来この場合にラジカル捕捉剤として

J2， MMA，ベンゾキノンなどを用い， G (H2) の低下

からラジカル的収率が決定されていた。しかし，これら

の捕捉剤では水素原子のほか，同じく水素生成の前駆体

となる電子をも捕捉している心配がつねにともなう。最

近， Holroyd41lは“直接的な方法"として，エチレン

をラジカル捕捉剤として用い， さらに反応系に 14CH31
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を添加し，後者の分解(おそらく電子捕捉による)で生

じた14CH3とエチレシが水素原子を捕捉して生じるC2Hs

の反応で生じる 14C3Hsを測定する方法 (14CH3サンプ

リング法)を用いて G(H)値を決定し，シグロアルカン

や nーアルカンについて従来の値の半分く・らい小さい値

(それぞれ1.8と1.3)をえているのが注目される。

最後に簡単に LET効果の研究にふれておこ う。 Bu-

rr42> らはベンゼンと oーターフェニルの放射線分解にお

ける水素生成と反応物質減少のG値を4種の異なった放

射線について測定し， LETが 0.02""2 ev/Aの間では

大した影響はないが，2--25ev/Aの聞で急激な G値の

増大がおこるこ とを見出し，この結果は従来いわれてい

たような励起分子聞の二分子反応では説明できず， 高L

ET放射線のトラッグに沿っ た急激な温度上昇 (ther-

al spike)を考慮、しなければならないとしているo

なお，ポリマーについてはポ リスチレンの架橋のG値

が高速中性子 (3eV/A)では γ線 (0.02eV/A)より 3

倍大きいという報告もある。43>

最近の放射線化学でのも っと も重要な研究の一つは，

Hamillらが行なっている低温の剛性有機ガラスを用い

たイオン的分子種の研究であろう o また， Kebarleら

の“高圧"質量分析計を用いた高次イオ ン一分子反応に

ついてもふれる予定であったが，すでに紙面もつきたの

でこれらは割愛し，つぎの機会じ他の適任者にお顧いす

るこ ととして筆をおく。

女献

1) C. E. Clots， ]. Chem. Phys.， 44 2715 (1966). 
2) F. T. ]ones and T. ]. Sworski， ]. Phys. Chem.， 
70， 1546 (19G6). 

3). H. H. Carmichael， R. Gordon and P. Ausloos， 
]. Chem. Phys.， 42， 343 (1965). 

4) P. Ausloos and S. C. Lias ibid.， 42， 127 (1965) 
5) S. G. Lias and P. Ausloos， ibid.， 43， 12748 (1965) 
6) R. D. Doepker and P. Ausloos， ibid.，44， 1641 

(1966) 

7) R. D. Doepker and P. Ausloos， ibid.， 44， 1951 
(1966) 

8) T. Miyazaki and S. Shida， Bull. Chem. Soc. ]apan， 
38. 2114 (1965) 

9) G. G. Meisels and T. ]. Sworski， ]. Phys. Chem.， 
69， 815 (1965) 

10) G. G. Meisels，]. Am. Chem Soc.， 87， 950 (1965) 

11) G. G. Meisels and T. ]. Sworski， ]. Phys. Chem.， 
69， 2867 (1965) 

12) G. G. Meisels， ]. Chem. Phys.， 42， 2328 (1965) 
13) G. G. Meisels， ibid.， 42， 3237 (1965) 
14) L. Kevan， ibid.， 44， 683 (1966) 
15) C. M. Wodetzki， P. A. Mc Cusker and D. B. Pet. 

erson， ]. Phys. Chem.， 69， 1045， 1056 (1965) 
16) L. W. Sieck， N.K. Blocker and ]. H. Futrell， ibi-

d.， 69， 888 (1965) 
17) L. M. Dorfman and M. S. Matheson， Pulse Radio-

lysis， G. Porter， ed.，“Progress in Reaction Kineti. 

cs"， Vol. m Pergamon Press， 1965. 
18) ]. Rabani， W.A. Mulac and M.S. Matheson， ]. 

Phys. Chem.， 69， 53 (1965) 
19) A. Szutka， ]. K. Thomas， S. Gordon and E. ]. 

Hart， ibid.， 69， 289 (1965) 
20) M. S. Matheson and ]. Rabani， ibid.， 69， 1324(1965) 

21) E.]. Hart， S. Gordon and E. M. Fielden， ibid.， 
70， 1日 (1966)

22) ]. Rabani and M.S. Matheson， ibid.， 70. 761 (1966) 
23) ]. ]ortner and R.M. Noyes， ibid.， 70 770 (1966) 
24) E. Hayon and M. Moreau ibid.， 69， 4058 (1965) 
25) M. C. Sauer， S. Arai and L. M Dorfman， ]. Chem 

-Phys.， 42， 708 (1965) 
26) S. Arai and M. C. Sauer， ibid.， 44， 2297 (1966) 

27) W. V. Sherman， ]. Phys. Chem.， 70， 667 (1966) 
28) H. Seki and M. Imamura， Bull. Chem. Soc. ]apan， 

38， 1229 (1965) 
29) E. Hayon and M. Moreau， ]. Phys. Chem.， 69， 

4053 (1965) 

30) 荒井重義，私信

31) ]. P. Keene， E. ]. Land and A. ]. Swallow， ]. Am 

Chem. Soc， 87， 5284 (1965) 
32) A. Hummel and A. O. Allen， ]. Chem. Phys. 44， 

34， 26 (1966) 

33) A. Hummel， A. O. Allen and F. H. Watson ibid.， 

44， 3431 (1966) 
34) G. R. Freeman and]. M. Fayadh， ibid. 43， 86(1965) 
35) ]. L. Magee， Ann. Rev. Phys. Chem. 12， 389 

(1961) Disc， Faraday Soc. 36， 347 (1963) 
36) G. Scholes and M. Simic，塑ろ 895(1964) 

37) S. Sato， R. Yugeta， K. Shinsaka and T. Terao， 
Bull. Chem. Soc. ]apan， 39， 156 (1966) 

38) G. R. Freeman， ]. Chem. Phys. 42. 93 (1965) 

39) F. Williams， Disc. Faraday Soc. 36， 102 (1963);]. 
Am. Chem. Soc. 86， 3954 (1964) 

40) F. Wieeiams， 近刊

41) R. A. Holroyd， ]. Phys. Chem. 70， 1341 (1966) 
42) ]. Y. Yang， ]. D. Strong and ]. G. Burr 

ibid. 69， 1157 (1965) 
43) W. W. Parkinson， C. D. Bopp， D. Binder and 

J. E. White， 1. Phem. 69， 828 (1965) 

一一 16一一



[49] 

〈研究所紹介>11111111加"，11"川1111111111・H・"1"""111111111.""，11，，川1111111111""'11"川'1111111111""，111川011111111川

住 友原子力工 業

宝塚研究所について

紹介者堀切尚 一 *

私達は宝塚放射線研究所が固や公の研究所とは違った性格を持つユこークな

存在として発展するよう今後も努力を続けたいと思っています

宝塚放射線研究所は住友原子力工業株式会社の一事業

所として昭和34年に創設されたもので，六甲の山々を見

渡す武庫川沿いの田園の中に位置しています。研究所建

物は放射線，および放射性同位元素の利用に関する基礎，

応用研究を目的として建てられたもので，約 33，000m2

の敷地の一部に地階や二階を含む鉄筋コングリート平家

建の本館，および工作室，廃棄物処理室，食堂などの付

属建家から成っております。

所長の下に第一研究室，第二研究室，第三研究室，安

全管理室，事務課の組織がありますが，今回は研究業務

を行なっている三研究室について簡単に紹介します。

第 一 研 究 室

第一研究室は主として研究所内の物理的な住事を受け。'

持つ部門であって，パン・デ・ グラーフ (HighVoltage 

Engineering社製， 3MeV， 1mA)，ダイナミトロン

(Radiation Dynamics社製， 1. 5MeV， 10mA)の両加

速器をはじめ ESR，X線回折装置，種々のエレクトロニ

ッグス関係の機器類などを備えています。多くの放射線

化学の研究所がそうであるように，物理部門と化学部門

の研究協力の必要から第一研究室の研究内容は非常に多

岐にわたっています。すなわち物理化学的な放射線化学

の基礎研究，第二研究室との協同によ る放射線重合の研

究，放射線測定方法に関する研究，半導体検出器の研究

などです。特に半導体検出器についてはシリコンを素材

とする非常に分解能のよい表面障壁型，ならびにリシウ

ム・ドリフト型の検出器が作られています。 また加速器

室では，ダイナミトロンは電子線照射に対する所内外の

依頼照射のために使われ，パン・デ・グラーフは主とし

て放射化分析などのための陽イオン加速に用いられてい

*住友原子力工業(株)宝塚研究所

ます。住友関係各社からの依頼研究は，それぞれの内容

に応じて他研究室と協力して行なっていますが，放射化

分析法による非破壊検査や物理的トレーサーとしての放

射性同位元素の利用などによっ て，各社の生産工程の解

析や，品質改良に幾多の成果を得ています。

第二研究室

第二研究室は放射線化学や分析に関する研究を行なっ

ている化学部門です。照射施設として 60CO5000キュリ

ー，および2000キュリーの二照射室があります。前者は

天井の収納容器から照射室の所定の位置に線源が吊り下

げられる型のものですが，後者はマニプレーターにより

線源の形状，位置，強ざなどを変えることが可能で，こ

の照射室を利用して放射線化学の工業化のための研究が

行なわれています。この研究室では放射線重合をはじめ

工業化につながる多 くの研究がなされていますが，ホル

ムアルデヒド液相重合によ るアセタール樹脂の製造研究

は今迄に最も努力が払はれたものですo他に所内外の分

析依頼に応ずると同時に分析法に関する研究も行なって

います。このため高感度ポーラログラフ，赤外分光計，

分光分析計，質量分析計，ガスグロマトグラフなどの分

析機器があります。

第三 研究 室

第三研究室の研究分野はつぎのように大別されます。

①化学的，および物理的プロセスへの RIトレーサー

の応用

@分析，および機器制禦への RIの応用

①標識化合物の合成

乙こには各室 60m2の広さと RI実験用設備を具えた 10

室の実験室があ り， 各種の RIのほか400チャンネル波

高分析機，液体シンチレーシヨン・カウンター，オート
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マチツク .サンフ.ル.チエンジヤ一などの放射線測定器， れらの標識化合物は単に所外の希望者に提供されるだけ

および標識化合物の精製，分析，固定のためのペーパ でなく， 当所の RI実験室で各社からの派遣研究員が行

一， 薄層，ガスグロの各種ラジオグロマトスキャナー， な うトレーサー研究にも利用されていますo共同，ある

および薬品精製装置， 精密蒸溜装置ダ CHNコー ダーな いは協力の形で進められて来た研究分野は金属，農薬，

どの機器があります。この研究室で合成される標識化合 医薬，塗料，エンジンなど非常に広範囲にわたっていま

物は多種多様の化合物におよんでいて広く圏内の需要に す。

こたえています。また“同位体交換法による 3H標識化 以上の簡単な紹介からもわかりますよ うに，産業えの

合物の合成法 “32p標識有機リン化合物の製造試験研 原子力の利用と云う点から， その研究内容は基礎，応用

究"などについてその成果を学界に発表しています。こ 研究ともに非常に多方面にわたっています。

事務室棟
101 事 務 室
102 交 換 室
104 応 接 室
105 女 子手洗

106 男 子手洗

107 湯 沸 場

108 所 長応接室

109 更 衣 室
110 所 長 室

111 更 衣 室

112 部 長 室

113 応 接 室
114 .rJ、会議室

115 応 接 室

116 大 会議室
117 .rJ、会議 室

118 宿 直 室

119 教 急 室

研究室棟

151 器材室 (1)
; 152;研 究 室

宝塚放射線研究所

TAKARAZUKA RAmATION LABORATORY 

水憎塔ド捌l加害日田幸町 1ゴo ~即 験棄タl 宝 物室

剖拙
地 階 f 263 保奮鷹回羽医設備 a・

町一

自転車置喝

I I 
~N 

亡二コ

153 図書室兼書庫 214 弱 電 室 272 R 1貯蔵庫

154 準 備 室 251 汚 染検査室

155 用 度 品庫 252 管理事務室

115567 配機電械 室室 地下
253 放射能測定室 301 照射 実験室
254 手洗および浴室 302 第 1Co60操作室

158 倉 庫 255=益R 1実験室 303 第 1C060照射室

お6 保護用具庫
304 R 1取扱 室

測定器室棟 257 暗 室
305 V.D.G操作室

201 ガラス細工室
お8 R 1実験 室

306 資 材 室
201 暗 室

259 R 1実験室
307 V.D.G照射室

203 暗 室 308 C060機械室(屋上)

204 分光分析 室 260j=R 1実験室 309 器材室 (2)
205 X 綜分析 室 261 R 1実験室 310 照射実験 室
206 測定分析室 262 R 1実験 室 311 第 2C060操作室

207 赤外分析 室 263 R 1実験室 312 第 2C060照射室

208 質量分析室 264 R 1実験 室 313 照射 実験室

209 光 学測 定室 265 R 1実‘験室

210 男子手洗 666 天 秤 室

211 E S R実験 室 267 R 1実 験室

212 物 理 測 定 室 268 化学分析室

269 R 1配分 室

実験室棟 270 電 炉 室

213 休 憩 室 271 汚 染除去室
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<研究所紹介>

ミネソタだより

進藤幸太郎*

ミネソタ大学は ミネアポリス市(人口482，000)の北東

部にあり ， ミシシッピ一川の左岸にひろがる mainca-

mpusの中央部にある地上4階，地下 2階建の建物が化

学科の建物です。化学科は有機化学，無機化学，分析化

学および物理化学からなっていて，その各々は，それぞ

れ日本の大学の学科程度に独立して活動していますo私

の所属している物理化学には，赤外分光学の B.L. Cra-

wford，光化学の R.Livingston， 生物物理化学の R.

W.Lumsy等 5人の教授と S.Lipsky教授を含む5人の

associate professor， 2名の assistantprofessorその

ほか化学部学生のための teachingassistant等が 40人

程いるほか， postdoctoral research fellowが 13人い

ますo

物理化学の研究室はおもに地下 1階にあり ，ここ だけ

は一年中空調が行なわれています。Lipsky研究室は地

[51] 

Campus 

下 1階に二つ 2階にほかの教授と共同で、使っている部

屋が一つあります。地下にある二つの うち一つは放射線

化学あるいは光化学の部屋で，大きな真空ラインが三つ

と Perkin-ElmerModel 800のガスグロマトグラ フが

あり ，三回蒸留の蒸留水の装置と，水銀蒸留装置があ り

ます。いま一つの部屋はル ミネッセンスの研究に使われ

ていて，Seya・Namioka型の vacuumモノクロメータ，

二，三のルミネッセンス測定用装置およびルミネッセン

スの寿命測定装置等があります。 2階の部屋はガラス器

具を洗 うために使っ ています。測定器としてはこのほ

か，ほかの研究室と共同で使用している Cary15があ

りますo放射線照射室はこの建物から少し離れた化学工

学の建物の地下にあり ，線班、は1万キュリーのコパルト

60で，プールの中に収められています。

|ミネソタ大学 Li附 研究室|

ミネソタ大学

Lipsky教授

本都立アイソトープ研究所

Lipsky教授の研究生活はシカゴ大学の大学院学生 と

して，フランクーコンドンの原理で有名な，James Fran 

ck教授のもとで始められてお り， ここではルミネッ セ

ンスのquenchingの問題 と関連して，水の放射線分解で

生ずる酸素と過酸化水素の検出の研究がおこなわれ，そ

の後 postdoctoralfellowとして NotreDame大学

のBurton教授のもとで a・年間の研究生活を送っていま

す。ここではベンゼン，シグロヘキサンを含む有機物溶

液のルミネッセンスと放射線分解について研究がおこな

われていますが，この時期の終り頃は，また教授が放射

線化学の研究方法についての考えをあらためた時期でも

あります。このような考え方は，世界の放射線化学者の

多くの人が考えていることであり，教授独持の見解では

ありませんが，放射線化学の研究室で光化学の研究がお

こなわれているこ とを説明する必要がありま、すのでふれ

- 19ー
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て置きましょう。教授の言葉で言えば，放射線化学→光

化学→放射線化学，つまり光化学を仲立ちとして放射線

化学の現象があきらかにされるさいうことです。よく知

られているように，高エネルギー放射線の効果は，実際

には平均 75eV程度，大部分は 5eV以下の二次電子の

作用によるものであり，種々の比較的低いエネルギーを

持つ電子の作用の総和です， したがってその実験結果を

解析することが困難な場合が多く， しばしば任意性をと

もないます。これをさらに詳しく研究するためには，あ

る分子集団に放射線を照射するときに生成する二次電子

のエネルギ一分布を測定するこ と， さらに特定のエネル

ギーの電子と分子あるいは分子集団との相互作用をしら

べることが必要です， しかし実際には，特定の低いエネ

ルギーを持つ電子と分子あるいは分子集団との相互作用

を研究するために都合のよい方法は，低エネルギー電子

の LETが大きいために，質量分析計の内部のような，

非常に低圧の気体(せいぜい1O-3mmHg)以外にはな

く， 高い圧力の気体あるいは液相には光を用いるのが有

力な方法になります。この場合，低いエネルギーの電子

の効果と光の効果との違いが理解され， 高エネルギー放

射線によ る二次電子のエネルギ一分布がわかれば，可視

部から真空紫外部に至る領域の光化学の現象を明らかに

することによって，放射線化学の現象が明らかにされる

筈です。以上の推論から，放射線化学の研究方法として

次のやり方が提案されます。 1)広い波長範囲にわたっ

て，単ーの光によって光化学の研究をする。2)電子の効

果と光の効果の違いを調べる。 3)質量分析計によって

研究する。

Lipsky教授は NotreDame大学から NewYork 

大学え， さらにこの大学に assistantprof とし て移

り 3年して associateprofとなって現在にいたってい

ます。ここでもやはりベンゼンやシグロヘキサンの系の

ルミネッセンスと放射線分解の仕事は続けられています

が，前述の考え方によって，放射線から光えの転換は徐

々に行なわれています。現在かれが特に興味を持ってい

るテーマは，ベンゼンおよびその誘導体の光化学です。

これまでに予備的な測定で，ベンゼン蒸気は第一励起状

態の短波長側の約半分と，第二励起状態以上の高い励起

状態では鐘光の効率がほぼ零であることが見出されてい

ます。この原因としては，分解を伴なう，あるいは分解

を伴なわない基底状態えの無幅射遷移あるいは三重頃状

態えの遷移が考えられます。以上の推論をもとにして現

在，第一励起状態の笹光の精密測定， 1849A (第三励起

状態に相当)による光分解， ・および無輯射遷移の理論的

な研究がなされています。乙のほか，現在ここで行なわ

れている研究には，アルキルベンゼンのガンマ一線によ

るシンチレーシヨンの効率，エチレン誘導体のルミネッ

センス等があり 5人の大学院学生と私が教授の指導を

受けています。

教授は自分では化学者だと思っていますが，日本的感

覚では物理学者であり，この分野では珍しく物理学の基

礎理論に非常に広く，深い知識を持っており，したがっ

て実験結果を解釈する場合に有力な理論的方法を数多 く

理解しています。講義がある期間中は講義の準備と理論

的研究に忙しく ，研究を指導するのは土曜日の午後にな

りますo夏休み(6月中旬から9月終 りまで)の聞はほとん

ど実験室で過しますので，との期間は学生にとっ ては大

変な期間でもあります。特に面白い現象が見つかった学

生は，夜でも週末でもかれが一緒に仕事をするので休む

ひまがないぐらいです。教授は今年の秋から Sabbatical

(7年目毎の一年の休暇)で WashingtonD. C.の N.

B.S.へ出かけ， 電子衝撃の実験と無輯射遷移の理論の

研究をする予定になっています。教授はまだ若く (35才)

過去の業績を云々するよりは，これからの研究に期待す

べき人であり，かれの放射線化学についての考えがど、う

いう実を結ぶかを見守っていく価値のある人であること

を附言してこの便りを終ります。
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放射線化学会に

望むこと

重松友道*

日本放射線化学会が設立されたということは，日本で

は，この分野の研究が盛んだということでしょう。会員

の数もかなり多いと聞きますo私もその一員として喜ば

しいことと思いますが，日本の放射線化学会は質も量も

ともにすぐれたものとなることを心から期待しておりま

す。自分の質は別として。

会員の一人として何か書けということですが，会員の

皆様と同じようなことを考えているかも知れませんが，

一つ二つ思いついたことを述べてみますo

放射線化学の分野というと，どの辺までを意味するの

かという疑問がありますo化学系の研究と物理系の研究

は，ともに他の学会誌などと競合しております。放射線

化学会が柱となって，なるべく総合的に乙の分野をまと

めて見たいような気がしますo放射線化学の論文はでき

るかぎり放射線化学会誌へという風にならないものでし

ょうか。もちろん，他学会の方が関係の深い論文は別で

しょうが。

つぎに，放射線化学会という中には，基礎研究，応用

研究，開発研究までを一本にまとめてもらいたいと思い

つぎに，放射線化学会と他学会との境界領域の研究で

すが，皆様お困りではないでしょうか。化学会，高分子

学会，物理学会等々の学会と，どちらが近いかというと

とは多くの方が困っていることと思います。学会の幹部

の方々は，これらの学会と共催の方法や，論文の掲載に

ついて十分打ち合せをして下さい。放射線化学会の発展

の重要なポイントだと思いますo

私の友人の困ったお話をしましょう。その方は，施設

や装置を研究されておられますが，これを取り扱ってい

る学会がなく，どこで発表しでも応答なしという有様で

す。このような研究は，研究者が少ないということに原

因があるのでしょうが，人が増えるまで，どこかで一時

の宿を貸りたいようです。宿を貸すのはどこかよいかと

いうと，これまた難しい問題です。

応用物理学会の放射線懇談会に，今年度より線源部会

が生れまして，討論会のようなものをやっていくことに

なりました。ここが一時の宿となるかというと，必ずし

もそうは言えない様です。この部会は，医・理 ・工・生

.化学の各分野で線源をとり扱う人たちが集っておりま

ます。この学会が始まって日も浅いのですから，当分は す。放射線化学の研究者にとっては，多少縁があるとい

広い分野をカパーしておき，発展の時期を見て会誌を別 う程度でしょう o しかし，基礎研究の段階なら大したこ

けるのも一方法でしょう。特に発足の初めは，基礎から とはありませんが，応用研究，開発研究ということにな

一貫した放射線化学全般を網羅した形のものがよいので りますと，無視できなくなると思われます。そうなった

はないでしょうかo ら，どこかで独立したものを作り， しかるべき学会に附

最近は，開発研究に力が入りつつありますが，基礎は 備させる必要があると思います。放射線化学会ではどう

お忘れなく皆様御勉強下さることと思いますo 開発研究 お考えでしょうか。こんな問題はいくつもあると思いま

は日時も長くかかり，発表もむづかしい点がありますが すので書いてみましたo

それ相応に頁をさいて掲載していただきたいと思いま いろいろ思いついたことを書きましたが，放射線化学

す。 会では討論会形式で十分の時間をとって，お互に磨き合

*日本原子力研究所高崎研究所 う場として，今後の発展を期待してやみません。
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近頃思ったこと

大前忠行*

化学増刊号の“放射線化学"に掲載された放射線化学 べきではないだろうか。それが広汎な産学協同体制につ

の将来についての座談会および代表的な研究所の紹介を ながる道である とも考える。

読みかえした。学会の発足など最近の急速な発展と基礎 以上は私の読後感であったが，先日，先生より我が国

研究における世界的レベルを思うと心強くなるo また指 における放射線化学の歴史的背景と現状の話を聞いて，

導層の方々が国の強力な援助をパックに相互協力されて この数年間における低分子関係の応用研究の低調さも理

いるのを見るにつけても，後に続く若い私達の責任と使 解できた。すなわち，初期においては単に放射線のエネ

命を痛感した。 ルギー を利用し うる反応を次々 と見出す， いわば try

一方，読後に多少気になった事もあるo この分野では and error式の研究であった。しかも欧米より数年も遅

いわゆる産学協同体制の必要から放高協や原研が設立さ れて出発した。当時は民間会社も，この遅れを取り戻し

れたが，現在必ずしも望みどおり産業界からの参加がな て，何か目新しいものを期待できる というわけで，線源

いそうである。さらに某一流会社においても放射線化学 を所有し，派遣研究員を送るなど精力的に研究を進め

部門を現状維持ないし縮小の方向にあるとのことであ たo ところが結果的には一般に熱反応で得られるものと

る。民閉会社に対する魅力は想像以上に落ちてしまって 大差がないとか，実用化困難な諸事情があまりにも多く

いるのではないだろうか。もちろん近頃の一般的な不景 判明してきたo その後，基礎に戻っ て反応機構の解明，

気状態とも関連あろうが，低分子有機合成反応への利用 中間体の構造および挙動の研究に移行すると共に，産業

研究が比較的少ないことも一因ではないかと思う。 界の力の入れ方が表面的には小さくなっていった。しか

すでに見出されている放射線合成反応の中にも，将来 しながら基礎過程が解明される事によってこそ放射線特

線源のコストが低下すれば立派に工業化できると考えら 有の反応や合成への応用も可能であるという事で，その

れるものがあり ，現に米国では実現しつつあるにも拘ら 方面の進展を強く期待しつつ現状を見守っているのであ

ヂ，圏内では基礎研究の域を出ていない。先の代表的研 って， 決 して消極的あるいは悲観的なムードではない。

究所における開発研究のほとんどが高分子の重合または 私自身も来春から産業界の一員となるが，この話をき

改質を主体としており，低分子関係は一段と遅れ て い いて，とか く批判的であったこ とを反省すると同時に，

るo春の年会，秋の討論会などで最近に発表された講演 永く勉強を続けて，できれば産学協同体制の下で着実な

題目を見ても明らかなように，低分子では専ら分解反応 実用化の前進のために役立ちたいと思った。更に我が国

の初期過程と中間体に関する物理化学関係のものばかり における放射線化学の歴史的展望，将来の進むべき方向

である。応用研究が地味であり，学問的興味に乏しいと などを，本学会に属する若い層(私と同じ心配をしてい

しても，原子力の平和利用という近い将来に実現を迫ま る人も少なくないと思う)・ばかりでなく，他分野の研究

られている大目標がある以上， 高分子分野に匹敵する程 者や広く産業界の人達にまで知ってもらうように働きか

度に精力を注いで，現在の行き詰り状態を打破していく ける事を本学会の活動のーっとして希望する。

*大阪大学産業科学研究所
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日米科学協力の一環として 5月2日から 6日まで，

ハワイのホノルルで日米有機放射線化学会議が開催され

た。会議参加者は，日本側が大学関係15，研究所関係7，

会社関係4の合計26名，米国側は，大学10，研究所8，

会社4にAECから 1人で合計23名であった。参加者は

すべてワイキキのピルトモアホテルに宿泊し会議場には

ハワイ大学の東西センター(ホテルからパスで約15分)が

あてられた。会議は原則として毎朝9時から 12時まで

と，夕方7時から10時までの 3時間づっ 2回のセッショ

ンがあり，合計9つのセッションがもたれた。各セッシ

ョンには， 日米1人づつの講演者が予定されており最初

の講演者が45分ないし 1時間の講演をし，それをめぐっ

て約30分の討論あるいはコメ ント がなされ，コーヒープ

レーク約15分をおいて，第2の講演者が30分ないし40分

の講演を行ない，それをめぐって30分程度の討論，コメ

ントがなされるといった要領で進められた。

会議の内容は下掲のプログラムに示す通りであって，

放射線化学における中間体の問題，励起移動， LET効

果，イオン反応などの基礎的問題から，国相重合，液相

イオン重合さ らには放射線化学工業化の諸問題に至るま

で，極めて広汎にわたり，殆んど放射線化学の全般を含

むものであった。会議を通じて常に中心的な議題となっ

たのは，放射線によって生ずるイオン種，さらにはそれ

によるイオン反応の問題であった。放射線化学反応にお

いてイオン化が重要な役割をしていることは放射線化学

研究の当初から注目されていたところであったが，発展

の歴史的過程において，イオンよりもそれから生ずる遊

離基の役割が重要視された時代もあった。 1950年代から

再びイオンの重要性が注目 されるようになり，気相にお

けるイオン分子反応のみならず，液相，固相におけるイ

オンの反応，イオン重合などが重要視されるようにな

り，イオン反応において放射線化学の特徴的な反応を見

出そうとする意欲が高ま って現在にいたっているわけで

あって，この度の会議の内容もその情況を反映している

ということができる。

放射線化学ハワイ会議に

出席して

[55] 

日米の会議参加者の色別を見ると，そこにははっきり

とした差が認められる。すなわち米国側は，化学反応論，

光化学など物理化学の領域から放射線化学に入った人が

多いのに対し，日本側は高分子の関係から放射線化学に

入った人が多い。とれがとりもなおさず，両国における

放射線化学研究の状況を示すものとも考えられるロわが

国では，当初から放射線化学実用化の期待が強かった関

係もあって，実用化につながりやすいと思われる高分子

の関係に研究が集中されたのは事実であ竺~そして現在

でも放射線化学すなわち高分子放射線化学というように

誤解されている向きも多いと思われるo この度の会議に

参加してみてもわが国の放射線化学の研究で基礎的な部
』ーーーーーーーーー，ーー'ー

門が弱いことを痛感した。この点は将来のためにも十分

芳支五ズ王両面干JbQ芝豆、われるo 実用化の点で付言す

れば，米国における放射線化学実用化の方向は，高分子

関係よりもむしろ低分子の合成反応に向っているとい う

印象をうけた。この点も参考として十分考慮する必要が

あると思われるo

討論の過程で痛切に感じたことは言葉の問題であるo

日本語で討論できたらと思ったのは筆者 1人ではないと

思う， しかしこの点は目下のところ致し方もないことで

ある。 ノートルダム大学のパートン教授は「今回は第1

回の会議としては，大成功であった。こまかい不満をい

わせて貰えば，会議場がホテルから離れていて，パスで

通わねばならない不便があった。出席者は食事もともに

し，同じ屋根の下に会議場をもてば，会議の効果はさら

に上ったかもしれない。そして討論の中でも，お互いが

お前はグレージーだなどといいあえるところまで打ちと

ければ理想的であると思う」などと感想をもらしてい

た。ともかく，多数の学者が一堂に会し，期間は短か く

ともみっちりと討論をかさね，お互の研究領域を知りあ

い，お互いの親密度を深めたことは，非常に有益であっ

たと思う o このよ うな会議が今後も適当な頻度で持たれ

るこ とを期待して筆をおく。
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U. S. .JAPAN SEMINAR ON RADIATION CHEMSITRY OF CRGANIC COMPOUNDS 

East.West Center， Honolulu， Hawaii， May 2-6， 1966 

AGENDA 

Chairmen: David S. Ballantine Seizo Okamura 

Monday morning (May 2) : 

Intermediates in Radiation Chemical Reactions 

Chairman: R. Schuler-Mellon Institute 

L. Dorfmanー OhioState University “Pulse 

Radiolysis Studies in Organic Liquids" 

M. Nishikawa-University of Tokyo 

“Radiative Species Produced by Bombardment 

with lon Beam" 

Monday evening (May 2) : 

Energy Transfer and L. E. T. Effects 

Chairman: M. Burton-University of Notre 

Dame 

S. Lipsky-University of Minnesota 

“Energy Transfer Involving Highly Excited 

Electronic States" 

M. Imamura-Institute of Physical and 

Chemical Research 

“Linear Energy Transfer in the Radiation 

Chemistry of Liquid Methanol" 

Tuesday morning (May 3) : 

Gas Phase Radiation Chemistry 

Chairman: G. Meisels-University of Houston 

F. Lampe-Pennsylvania State University 

“Reactions of Electronically Excited States in 

Gas Phase Radiation Chemistry" 

K. Hirotaー OsakaUniversity 

“Fragmentation of Molecules by Electron 

Impact and its Theoretical Explanation" 

Tuesday evening (May 3) : 

lonic Processes in Radiation Chemistry 

Charman: F. Rowland-University of Californ 

iaat Irvine 

W. Hamill-University of Notre Dame 

“lonic Processes in Radiolysis of Hydrocarbons 

S. Shida-Tokyo Institute of Technology 

“Radiolysis of Hydrocarbons in the Gas and 

Liquid Phases" 

Wednesday morning (May 4) : 

Solid State Polymerization 

Chairman: H. Danno-Japan Atomic Energy 

Research Institute 

Co-chairman: J. Willard 

U niv-ersity ot Wisconsin 

Y. Tabata-University ot Tokyo 

“Radiation Induced Solid State Polymerization" 

D. Ballantineー BrookhavenNational Laboratory 

“Some Factors in Solid State Reactions" 

W ednesday evening (May 4) : 

Liquid State Polymerization 

Chairman: 1. Sakurada-kyoto University 

Co-chairman: V. Stannettー CamilleDreyfus 

Laboratoty 

K. Hayashi-Kyoto University 

“Radical and lonic Species in Rediation 

lnduced Polymerization" 

F. Williams-University of Tennessee 

“Kienetic Aspects of Radiation Induced 

Polymerization by lons" 

Thursduy morning (May 5) : 

Other Organic Reactions 

Chairman : G. Meshitsuka-Tokyo Metropolit. 

an Isotope Research Center 

Co.chairman: D. Harmer-Dow Chemical 

C. Wagner-Shell Development Company 

“Organic Radiation Chemistry in the Liquid 

Phase" 

z. Kuri-Nagoya University 

“Some Elementary Processes in ')'-Irradiated 

Organic Glasses" 

Thursday afternoon (May 5) : 

Open Discussion 

Co-chairmen: M. Burton-University of Notre 

Dame， S. Okamura.Kyoto University 

Friday morning (May 6) : 

Roundtable Discussion on Industrial Status of 

Applied Radiation 

Co-chairmen: J. Black-Esso Research and 

Engineering Company， E. Munekata-Japan 

Atomic Energy Research Institute 

飯塚 義 助
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Second Syrnposiurn on Radiation 

Chernistry， Tihany， Hungary 

(~ay 15-19， 1966) 

ハンガリー原子力委員会とハンガリー化学会の共催に

なる放射線化学の専門学会で，保養地として名高いパラ

トン湖畔のチハニーで1962年9月と今年5月にあり， 今

年は2回目であるロイギリス，北ウエールズのスノード

ニアで聞かれている MillerConferenceと今後は交互

に開催される事に成ったからつぎのような予定に成る。

放射線化学の欧州会議

Tihany 会議

1962 終 了)

1966 ρ ) 

1968 予定)

Miller 会議

1965 終了)

1967 予 定)

1969 (//) 

第 1回のチハニー会議では50件の報告があり今回は約

100件 と倍にふくれ上り つぎの様な類別がされた。

1 962 

1 General and. Org. 
Compds (13) 

nPolymeric Systems 
(18) 

m Aqueous Solutions 
(11) 

lV Dosimetry ( 8 ) 

1 966 

1 Genenal and. Iorg. 
Materials ( 8 ) 

n Org. materials (33) 

m Aqueous Solutions 
(18) 

lV Polymers ( 40) 

報告件数が多いため主として(n+圃)のA会場と(1 

+lV)!のB会場に分けて平行して行なわれ，M. Burton 

教授と筆者の特別講演だけ共通して夜 8時から11時まで

当てられた。

古典ハンガリー，オルガン・コンサート や伝統料理の

夕食会，陶器美術館へのパス・ツアー等社交プログラム

も準備されでいた。フログラム中の主要なものの題目だ

け列挙しよ うo 1) Goldanskii:ポジトロン， Schenck: 

比較放射線化学 n) Hummel， Allen:液体 のイオン

化， Munari:炭化水素放射線分解，Bach:過酸化物生

成，Kemp:ナフ タリン溶液のパノレス分解，Rossi:エチ

レンの高 温放射線分解，Lbedev:グロロペンタンの塩

素化，.Burton:励起移動， Pikaev:フェノール生成反

応 Minc:エマルジョ ンでの炭化水素の酸化 Spurny:

放射/レミネッセンス，V oevodskii 固相放射線分解，

Wendenburg:含硫黄化合物ガラス，Lamotte:イミダ

ゾール中のラジカル， Dainton:メタノールおよび プロ

[57] 

パノール・硝子の 770K放射線分解， Kish:イソプロパ

ノル・ 硝子，Somogyi:有機硝子の放射ノレ ミネッ センス，

Dzantiev: Hot atomの役割， 皿)Allen: H02 の挙

動，Sutton:水素原子生成収率，Stolarczyk: Hおよび

OHの構造，Thomas:ょう化メチル水溶液のパルス分

解，Dolin:シリカゲルに吸着 した水の分解，Holm:穫

酸ドシメー ター Kroh:フリッケ・ドシメーターの温

度係数， Zagorski:フリッケのパ/レス分解，Rashkov: 

塩化金水溶液の分解， lV) Sheinker， Abkin:アニオン

重 合 機構，Munari: Nーピニルピロ リドンの γ重合，

Schneider:α-MeSTのパルス分解， Orszagh:スチレ

ン重合へ triphenyl-β-styryl methane添加の影響，

Somogyi:環状オキシッドの重合Zubov:酢酸アリ ルの重

合，Behrens:塩ピに吸収されるエネルギー， Munari 

エチレンと COの共重合，Usmanov:弗化ピニルの重

合 Usmanov:メタグリルア マイドとメ タグリル酸の

共重合，Hodkevich:ホルマリン共重合，岡村，山岡，

林:放射線イオン重合，Hardy:二成分系固相共重合，

Azori :回相重合の電子顕微鏡，Tudos:N・ピニルカルパ

ゾールの固相重合，Barkalov:回相重合機構， Orsagh 

N-置換ア グリルアマイドの固相重合， Barkalov:固相

重合の収率飽和， Enikolopyan:ヘキサメチルシグロト

リシロ キサンの国相重合，Hardy:ノルボルニレン国相

重合，Kiss:アグリルアマイド ・カルパアマイド2成分

系固相重合 Gumulka; アセナフチレンの固相重合

Hedvig:固相重合における電気伝導度測定，Chapiro 

ポリ塩ピへのMMAおよびANのグラフト重合，Chapiro 

低温におけるグラフト， Dobo:ポリオレフインへのグラ

フト， Langner: PVC へのSTのグラフト重合，Dobo: 

テフロンへ STのグラフトにおける ESR，Orszagh:αー

メチル化モノマー，グラフト物の構造， Usmanov:酢酸

セルロースとピニルピロリドンのグラフト， Usmanov: 

気相におけるセルロース・ビニルモノマーのグラフト，

Singer: Wood-plastics alloy， Bulhak:コードとしての

ポリエステル繊維の改質， Achmatowicz:ポリエステル

繊維の親水化処理Kuzminskij:横結合効果，Todorov: 

ゴム・ラテッグスの架橋化反応， Kaplunov: ゴムの電

子線架橋，Schnabel:有機溶液中の架橋と分解，

Djagatspangyn: ポリエチレンとポリプロピレンの塩素

化とスルホ・グロリネーション， W unckel: PVCの脱

HCl， Kotov: PVCの低温照射， Turska:ポリエチレン

テレブタレートの分子量分布の変化， Mozisek:被照射

ポリマーの熱/レミネッセンス Szentirmay:被照射ポ

リマーの光ルミネッセンス Barkalov:光国相重合。

(報告要旨で手元にあるものは御請求により複写してお

送りします。) (京大工 岡村誠三〉
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第 7回日本アイ ソトープ会議は，多数の海外からの参

加者を交えて 6月16日より 19日まで 4日間にわたり 東

京赤坂の都市センターホールで開催された。会議の内容

は勿論アイソトープ利用分野全般にわたっ ているが，そ

のなかで特に放射線化学に関係の深いものを拾ってみる

と，第 1日 (16日)京大の桜田教授が「繊維のグラフト

重合に関するこ，三の問題点」と題して特別講演をおこ

ない，種々の繊維に対する放射線グラフ トの可能性，何-

られたグラ フト繊維の性質ならびに実用化に際しての問

題点等について明解な解説がなされた。第 2日 (17日A

会場)，午前中，放射線合成に関する 12の論文が提出さ

れた。乙のうち， γ線照射によ るシグロヘキサノールと

塩素化エチレンとの附加反応(名工試松田氏等)，アミ

ン，アルコール，チオール，シラン等についての放射線

テロメリゼーションの研究 (w.H. Johnston等)を含

めて 4件は低分子，ホルムアルデヒドとスチレンの放射

線共重合(v.Stannet等)，般用ゴムラテックスへの ピ

ニルモノマーの放射線グラフト重合 (大放研 朗氏等)

を含めて 8件は高分子関係であったロ午後は r高分子

物質の放射線加工について」という題目でパネル討論会

が持たれ，放射線化学用線源 (東芝鴨川1)，放射線グ

ラフト重合 (昭電平山)，ポリエチレン照射 (東 レ

篠原)，グラフト重合 (フィ ルム)(積水化学 相根)，

ポリエチレン照射 (絶縁材料)(住友電工多国)，グラ

フト重合 (繊維)(原研高崎研後藤田)の各部門につ

いて( )内の諸氏をスピーカーにして各15分づっ紹介の

あと，実用化途上の諸問題を中心に活発な質疑が行なわ

れた。つぎに「放射線化学の特異反応はあるか」と題し

てパネル討論が持たれ，放射線重合 (1)(放射線質の

効果)(東大工 田畑)，放射線重合 (2)(反応の条件)
一一一一一一一一一ー一~一一一
(京大工林)放射線グラフト (名工試松田)，放射

線合成(原研高附研 堀田)低分子放射線化学(1)(液相，

固相名大 九里)，低分子放射線化学(2)(気相)(都立

アイソトープ研 飯塚)の各部門について( )内の諸氏

をスピーカーにして各々20分づっ紹介のあと討論がおこ

なわれた。結論として，現在のところ数はあまり多くはな

いが放射線化学の特異反応が知られており，放射線合成

カ湘Lの化学合成法と競合し得るためには，放射線化学の

特異反応の開発が鍵となるべきことが強調されたo第3

日目 (18日A会場)亜酸化窒素による電子線の線量測定

(大放研 谷口等)，酸素溶存水溶液におけるギ酸一鉄

(ll)系の放射線誘発連鎖反応におよぼす塩素の影響

(東大教養松浦等)，液体メタノールの放射線分解に

おける溶媒和電子について (理研今村等)を含めて 5

件が放射線低分子として発表され，つぎにポリ プロピ レ

ンの亜酸化窒素中での照射効果 (電電公社電気通信研究

所近藤他)， 電子線照射ポリエチ レン(住友電工字国

等)，脱酸油の放射線処理 (大放研木下等)の 3件が

発表された。引続いて招待発表が行なわれ，都立アイソ

トープ総合研の飯塚氏から日米放射線化学会議の経過に

ついて報告があり，東工大の志田氏から日本における放

射線化学の基礎研究の展望がなされたo またノートルダ

ム大学の Hamill氏から放射線化学におけるイオン分子

一一 26一一



.=ユース

種の存在とその挙動についての最近の実験結果と考察が

なされ，テネシー大学の Williams氏は放射線カチオ ン

重合について興味ある知見を述べた。 また サグレーの

Puig氏， Dow Chemicalの Harmer氏からはそれぞ

れフランスおよび米国における放射線化学の応用ならび

に応用研究の現状と将来の見通しについて述べられ，最

後にシェルの Wagner氏は放射線照射によ るオ レフイ

ンの骨格炭素の異性化という 興味ある話題を提供した。

以上で講演を全部終了し，午後4時より Hamill氏をメ

インスピーカーに迎えて放射線化学部門の懇談会が開催

された。同氏は放射線の初期過程におけるイオン種の研

究における有機ガラスの利用の有用性を述べ，これに対

して熱心な質疑がなされた。この分野は，日本であまり

研究している人がいないので注目され，質疑を通して今

までわからなかったこ ともかなり解明され，興味をそそ

るものが多かったo 篠附善治)

第 9回放射線化学討論会

討論会々場 大阪大学松下会館小講堂 (北区常安町)

懇親会々場 大阪大学記念館職員集会室 (北区常安町)

会 費 1，000円 (11月10日)

討論会々場で受付けます。

討論会要旨集

予 京ヲ 400円(送料共) (9月30日まで)

当日 500円

(さきにお知らせした 予価より 高 くなっていますが，

郵送料値上，講演予定数増加のためなのでご諒承下さ

プログラム

第 1日 11月 10日

招待講演放射線重合の基礎過程(京大工)林晃一郎

1.1 1.3シグロヘキサジエンの放射線によ る二量化

と重合 (阪大産研) 0高椋節夫，桜井 洗

1.2 放射線カチオン重合に関する研究

(京大工) 0上野捷二，新川明宏，林晃一郎，

岡 村 誠 三

1.3 ニトロエチレンの放射線アニオン重合

(京大工) 0山岡仁史，志賀哲雄，林晃一郎，

岡村誠三

1.4 イソブテンの放射線気相重合

(名大工) 0岡本秀正，笛木賢二，九里善一郎

1.5 エチレンの放射線高重合反応における開始機構

について

[59] 

(原研高崎)0三 井光， 町末男 ，萩原 幸

鍵谷 勤

1.6 メチルスチレン放射線重合の基礎過程について

の ESR的研究

(北大)片山明石， 小松 剛， 高 橋英夫

柏原 久二相馬純吉

1. 7 ESR法によ る放射線イオン重合の研究

(京大工)辻孝三O吉田 宏，林晃一郎

岡村 誠 三

1.8 低温国相重合における磁場の効果

(東大工) 0森晃一，田畑米穂，大島恵一

1.9 放射線固相重合における LET効果

(東大工) 0田畑米穂，朱宗 正，大島恵一

1.10 パ/レス ラジオリシスによる スチレン放射線重合

の研究

(北大理，工，京大工，阪大理) 片山 明石，

O小笠原正明，小沢保 知，上野 捷二，

広田鋼蔵

1.11 電気伝導度法によるスチレンの放射線イオン重

合の研究

(放高協大阪) 0林 香首，両垣虎雄，

林晃一郎，岡村誠三

1.12 電子スペグトルlこよる放射線重合の研究

1 ，ニトロエチレンについて

(原研，放高協大阪)0神山秀雄，林晃一郎

岡村誠三

1.13 顧微鏡観察に基づくトリオキサンの放射線固相

重合の研究

(放高協大阪) 0西井正信，林晃一郎，

岡村誠三

第2日 11月 11日

招待講演 メタノールの放射線化学 (都立ア研)

飯塚義助水素生成の機作について

2.1 炭化水素の放射線分解反応における非ラジカル

機構研究の一方法について

trans-2-C.Hs"，C.Ds混合系の液相放射線分 解

(東工大) 0旗野 嘉 彦 志田 正二

2.2 放射線による高圧下の炭化水素のイオン分解反

応をアンモニアを用いて研究。

(東工大)0宮崎哲郎，丹野州康，志田正二

2.3 アルゴンイオンによるメタノールのR~身す

(東大教養) 高橋 詞， 0琴 寄 崇

2.4 電子衝撃によ る直鎖ア ミンの骨格結合の切断

(阪大蛋白研 ・理) 0伊藤倫康，山本正夫，

広田鋼蔵
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2.5 R. p~ D.法による 2，3の化合物のイオ ン化効率 2.11 ポジ トロニウムの寿命測定による活性種の研究

曲線の測定(広大工) 津田 覚 (東大工，理)長谷川賢，0小方厚，田畑米穂

2.6 水和電子局所分布の ESRにある研究 浜 口 博，大島恵一

(京大原子炉)0吉田 宏，松本恵子東村武信 2.12 メタノールの気相放射線分解に及ぼす電場の影

2.7 有機イオウラ ジカルのESRと光退色による研究 響(阪大産研) 0大前忠行，桜 井 洗

(京大理)0赤坂一之， 大西 俊一，波多野博行

幸寺加名子，荒木博子，小 南 思 郎 迫 田 満 昭

2.13 シグロヘキサジエンの気相放射線分解IT，電場

及び添加物の影響

2.8 低温照射 1-αーアラニン単結晶の ESR (阪大産研)0中川恒彦，高椋節夫，桜井洗

(都立ア研) 0峯岸安津子，四野宮彰子，

篠崎 善治

2.14 電場を併用 した飽和炭化水素の気相の線分解に

ついて(理研) 松井 正夫

2.9 パルスラ ジオリ ルス法による溶融石英の吸収， 2.15 照射 した硝酸塩及び亜硝酸塩の相転位の示差熱

ル・ミネッセス，伝導度の測定 解析(原研)館 野淳

(大放研) 0)11端啓介， 阿部 茂，藤田慎一

堀井 英雄，谷口 章男

2.16 低温で γ線照射 した トリ エチルアミン中に生成

する trappede1ectron. 

2.10 メスパウ アー効果の化学への応用 (第 8報)鉄 (名大工)0辻河秀雄，笛木賢二，九里善一郎

2.17 ジカルボン酸の放射線化学化合物の放射線分解のメスパウ アー効果による

研究

(東大理，理研，お茶大理) 斉藤 信房，

0富永 住~ ， 森本 剛， 安部文敏佐野博敏

放射線炭酸ガス反応における 13C同位体熱効果

(原研) 保坂 明夫，0杉森 彰，土橋源一

源河次雄

海外留学者の消息 (印音順)

氏 名 所属 | 留 学 先 | 研究題目 留学終了(予定)

荒井重義 東工大志田研 Pror. Dorfman; Departn:ent of パルス放射線分解 1966年中は確実
昭 32卒 Chemistry， Ohio State Univ.， Colum 1967年は未定

bus， Ohio， U.S.A. 

後藤 田 正夫 原研，高崎研 Dr. P. O. Kinell; Swedish National 放射線グラフ ト重 1967.6 
Reselirch Council's Laboratory， Stu- d口与

dvik， Nykるping，Sweden 

志摩 健 升 阪 大 産研 Prot. Milton Burton; Univ. of cisおよび traus 1967.9 
N otre Dame N otre Dame， lndiana スチルベンの異性
46556， U.S.A. 化

下 沢亮介 原画)f 高崎uJf Centre d' Etudes Nucleaires de 化学用原子炉 1966.11 
Grenolle， Grenoble (Isere)， France 

田 村直幸 原研， 高崎研 Departmeut of Physics， College of E.S.R 1966.12 
Arts and Sciences， Univ. of 
Ala bama; P.O. Box 1921， 
University， Alabama 35486， U.S.A. 

西 原 1突 旭硝子 K.K. Chemical Engineering Department， イオン交換膜 1967.1 
研究所 Brookhaven National Laboratory 

Associated University Inc. 
Upton L. 1. ， N.Y. 11973， U.S.A. 

畑 田元 義 放高協，大阪 Prof. Trumbore; Department of シクロペンタンの 1967.3 
研究所 Chemistry Univ of Delaware， 放射線分解

Newack， Delaware， U.S.A. 

松 本 脳 都立 大， 理 Prof. N.N. Lichtin; Chemistry 低分子窒素化合物 1967.4 
助教授 Department， Boston Univ. 725 の放射線分解

Commonwealth Ave.， Boston， Mass. 
02215， U.S.A. 

湯本 高在 名 工 試 Dr. P. Leveque; Le Centre d'Etudes 放射線合成 (低分 1967.9 
Nucleaires de Saclay， Physio-Chimie- 子)反応、の研究
Appliquee， Gif・sur-Yvette， France 
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園司置霊園

国際高分子化学シンポジウム

今年の 9月28日から 10月4日まで IUPAC.の高分子

化学シンポジウムが委員長桜田一郎教授の御世話で東京

(産経，農協，日経各 ピル)京都 (国際会議場)で聞か

れ，約 450件(海外約 200件)の報告があり ，20の特別講

演が用意され， 参加者合計約1200名が予定されている。

プログラムはつぎの通りに分類されるo 1.重合機構

2.新しい重合方法 3. 放射線重合 4. グラフト重合

と高分子反応 5.耐熱性ポリマー 6.溶液物性 7.構

造 8. 団体物性 9.生物高分子 10.天然高分子

11.分解反応なお 3の放射線重合は (3-1)光重合と光

反応 (3-2)ラジカル重合 (3-3)イオン重合 (3-4) 

グラ フト重合に分けられる。

光反応の項は7件(内 3件が海外)の申込があり重合，

グラフト， 高分子架橋，反応と多彩であるo ラジカル重

合の項には 4件あり エチレンの重合など注目す べき報

告がある。イオン重合の項には 7件(海外3件)あり カ

チオン，アニオンおよび固相と詳細な吟味が行なわ れ

るo グラフト重合の項には 7件(海外3件)あり，分別

法や低温グラフ トに関する興味ある報告が予定されてい

るo放射線化学の関係分は10月3，4両日京都会場で行な

われる予定である o 京大工岡村誠三)

-E韮温*・

60CO 新霞箇所

年月 キュリー数

東京工業大学 41. 4 6128 

工業技術院名古屋工業技術試験所 41.1 35，000 

農林省放射線育種場 41. 3 3，000 

本 dZh ま

第 3回理事会 昭和41年3月19日原研本部第1会議室で

午後1時30分より 11名の役員が出席して開催。経過報告

を承認，会報を 3月末に発行する件，第 2回総会の開催

場所，日時，提案予定議題，顧問設置の問題，会費の徴

収方法などについて協議した。

第 4回理事会昭和41年5月16日(月)午後1.00"，，4. 00 : 

原産第1会議室，出席者 12名， 前回議事録，新入会員

(正会員13，名学生会員t名)を承認。編集委員会の経

過報告を承認，討論会，研究会の開催，賛助会員の問題
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大阪府立放射線中央研究所 41.3 6，000 
A~ n ( 21，649 

日本原子力研究所高崎研究所 ・ 41.2 l1oo:793.9 

放射線医学総合研究所 40.12 2，000. 

東北大学工学部原子核工学科 40.10 5，000 

(日本放射性同位元素協会調べ)

東京工業大学 60CO照射棟

東京工業大学にコパルトー60γ 線照射の新らしい設

備ができた。線源は 6000c;30本のペンシルを径 10cm

の円筒状に並べたもので，寵の中では106rfhr. である。

照射は線源を下から押し上げる方式で，試料は小さなも

のなら窓の横から照射中でも出し入れできる。 とくに目

新しいところはないが，単純なほど使い易いという原理

の見本といえるかもしれない。(下図)

東工大では，過去 10年，200cの小さな照射装置が働

いてきたが，小さいに似ず多 くの研究が生れ出た。いま

やっと働き出した30倍の線源が30倍の仕事を生むかど う

か責任は重大である。 (東工大佐藤伸)

記事

など今後の活動方針を協議し，また顧問と して浅田，祖

父江，千谷，仁田の四氏を決定した。

第4回理事会で入会を承認された方はつぎの通りです

C正会員13名〕

須員新太郎，林 晃一郎，中西 淳，平山 達，

高橋良明，村瀬 茂，森隆 史，岡田実，

徳正茂雄，福井謙一，鍵谷 勤，太田尚宏，
¥...ーーーーーーーー-

P. J.・フラング
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C学生会員7名〕

寺尾光身，長谷敏夫，藤村 卓，平野克比古，

宮川 力，伊津政寿，河合俊三

昭和40年度会計報告

収入の部

会費正会員
学生会員
賛助会員

寄附

合 計

支出の部

会報発行
事務費
通-信費
設立事務費
謝金
次年度繰越金

合計

167名
25名
5口

84，000 
7，500 
50，000 

100，000 

241，500 

90，000 
32，380 
3，650 
17，980 
10，000 
87，490 

241， 500 

第 2回通常総会 昭和41年3月31日(木)午後4時30分~

5時15分，日本化学会年会H会場，出席者 121名(委任

状を含めて)。千谷会長が議長となり昭和 40年度経過及

び会計報告，昭和41年度役員選出及予算案及び会則の一

部度変更を討議した結果満場一致で承認可決されました

昭和41年度役員

会長篠原健一 副会長岡村誠三，志田正二

理事九里善一郎，桜井洗， 津 田 覚，叙 実 夫，

波多野博行，林晃一郎， 東村武信，広田鋼蔵，

今村 昌，大島恵一，大西俊次，後藤田正夫，

篠崎善治，団野暗文，松井正夫

監事桜田一郎， 雨宮綾夫

昭和41年度予算

収入の 部

会費正 会 員 170名 85，000 
学生会員 30名 9，000 
賛助会員 20口 200，000 

繰越金 87，490 

合計 381， 490 

支出の 部

会報 (2回) 200，000 
討 論会 補助 10，000 
研 ~ Aコ文、 20，000 
メZ与"、 議 費 5，000 
事 務 費 20，000 
通 信 費 15，000 
謝 金 60，000 
次年度繰越金 51， 490 

メ口』 計 381，490 

会則の一部変更

第4条事務所 (理研)の地番に変更

「東京都文京区本駒込2-28-8J

第11条の末尾に「顧問若干名」を追加

第14条 「顧問は会長が委嘱する」を追加

一
記

一

一
後

一

一集

一

一
編

一

連日の猛暑の中を御協力いただいた執筆者の方々のお

蔭で，放射線化学第1巻第2号を無事発刊することがで

きました。編集委員の未熟不慣れののために色々と不備

の点も多いかと思いますが御容赦下さい。創刊号の解説

が高分子関係でしたので，今回は放射線低分子の観点か

らイオン種の挙動を書いて貰いました。それから新しい

試みとして，放射線化学の動向把握の一助として「放射

線化学の展望」欄を，また海外留学生との情報交換の一

助として「海外留学生の消息」 欄を設けてみましたoな

お，海外の放射線化学研究者からの寄稿も予定しました

が，今回は間に合いませんでしたので次号にゆづりま

す。今後とも皆様の御要望を参考にして，この会報が少

しづつでも内容の充実したものになりますよう努力いた

すつもりですのでよろしくお願いいたします。

(篠崎善治)

放射線化学 第 1巻・第2号

昭和41年10月1日印刷

昭和41年10月10日発行

発行所 日本放射線化学会
東京都文京区本駒込2-28-8
理化学研究所
放射線化学研究室内
電話(941)1141 (代表)一(10)
振替口座東京 46664番

編集発行人 篠 崎 善 治
印刷所 株式会社大同アドセンター

東京都千代田区内神田 3-2-1
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簿名員b 
A 

b 
Z三:本

員A 
:zx' 助.賛

地在所称名

東京都文京区本駒込 2-28-60財 団法人日本放射線 高 分 子 研 究 協 会

埼玉県大宮市北袋町 1の 297三菱原子力工 業 株式会社研究所

東 京 都港区 新 橋 1-1-13所柿 ?
.7u 研力子原本日

川崎市元広町 250日本原 子力事 業 株式会社NAIG総合研究所

大阪府三島郡島本 町 大字 広 瀬積水化学工 業 株式会社中央研究所

東京都 千 代田区 有 楽町 1の 12の 1社メb、= 式株業工)l1. 
寸『レU，A1

1
 

三 井 石 油

東京 都中 央区 日本 橋江戸橋 3の 7社A = 式株来最射放ー.. ・
之東

茨城県那珂郡東海村日本電信電話公社電気通信研究所茨城支所

宝塚 市蔵 人字 未成住 友 原 子 力 工業 株式会社宝塚放射線研究所

滋賀 県大 津市 園山 町 3-2-1社メト、

= 式株ンヨレ洋東

大阪市東区北浜 5丁 目 15番地社A 
= 式株業工学化友住
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