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放 射 線 化 学への期待

放射線化学の歴史は Raの発見にさかのぼるが，工業

への応用が意図されたのは， 1950年以降であった.然し

その後10年の聞に工業的に有用な多くの現象が見出さ

れ，特許も基本的なものが数多く出願された.そして19

60年前後には既に，ポリエチレンの架橋，グラフト重合

による表面改変，或は医療材料の殺菌等が工業的に実施

に移されている.

わが国でも 1956年に早くも， 日本放射線高分子協会が

設立され，ついで1961年には民間企業の大きな期待の下

に，中間規模試験の為の研究所が他国に先きがけて発足

した.

それから15年，放射線化学の研究は盛で，基礎研究と

共に工業的にも興味のある多くの現象が見出されて来

た一方工業的応用については，昨年5月のプェノレトリ

コでの放射線プロセスの会議で紹介された様に，高分子

の架橋，特殊な重合，生物学的な応用に限られ，大きな

進展は見られない.従って放射線プロセスはエレクトロ

ニックス等の目ざましい工業的発展とちがって， 1960年

代の高度成長の波にのれず，大きな工業的発展につなが

らなかったと云わざるを得ない.

かつて，放射線化学の工業利用が論議された初期は，

非常に野心的であって， 特にわが国では， 思惑的であ

り，投機的とも云える動きがあった.その後15年間の放

射線化学の進歩は着実であり，企業の工業利用への態度

も現実的となり，放射線は特別な手段と見ずに，定着した

ものになっている.線源としての加連器も，信頼性高い

ものが出来て，現在わが国でも数十台のものが広く設置

され，容易に工業プロセスに組み込みうる状態にある.

放射線化学の工業化も初期の特許が消滅した頃になっ
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て， ょうやく本格的に動き始めたと云えよう.

然し現在の線源で、は放射線エネノレギーの単価は未だ高

く，近い将来も，工業化が予想されるのは，汎用の大量

の化学品の製造プロセスへの大容量の放射線利用ではな

く，比較的少容量の放射線で工業化可能な，生物化学的

な応用を含めた，あく迄も特殊な分野への応用が主なも

のであろう.

処で将来のエネルギー源として，原子力に期待せざる

を得ないとすれば，化学プロセスとしては，電力による

他に，当然，他の手段より安いであろう，核〈熱〉エネ

ルギーの直接利用が考えられよう.そして更に，化学工

業としては，単にエネノレギーの問題に止らず，炭素，水

素を始めとする，工業基礎原料の系も大きく変り， 製

鉄，アノレミ工業を含め，全体として大きな変革が予想さ

れる

勿論ここに至る迄には，かつて論議された様な，化学

用原子炉の化学プロセスへの利用だけで、なく，原子炉燃

料やそれの再処理，アイソトープの大量利用，安全，環

境等解決を要する，多くの難問が山積していて，現在の

技術開発の延長上だけでは解決困難かも知れない.

現在，世界は経済の減速期に道遇し，技術開発も停滞

し，大きな谷間にあると云えよう. この危機を打破し，

次の発展にそなえるには，市場メカニズムによる企業規

模での研究開発だけでは見込がなく，園や国際的規模で

の，積極的な政策に期待せざるを得ない.

これを促進するには，技術，研究にたづさわる人々は

それぞれの立場で，活発に具体的提案を行い，且つそれ

に沿って， 自由な発想の下に，意欲的な基礎研究を進め

ることが要望される.

放射線化学の研究についても， 21世紀の新しい発展を

担う，若い人々の意欲的な活動に期待したい.
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〔解説〕

簡単な炭化水素の気相イオン一分子反応

1.序

今世紀初頭から既に気相中でイオン一分子反応が生起

することが知られていたが最近まで科学者の関心を惹か

なかった. Thomson1は1912年に Hどを陰極線管を用

いて観測したが， これがイオン一分子反応で、観測された

初めてのイオンであった.質量分析計が作られた初期の

頃は真空技術が充分発達しておらず，真空度の悪いイオ

ン化室内でいくつかのイオン一分子反応が観測されてい

る2 1930年以降になると真空技術が発達して科学者達

は分子の電子衝撃による初期解離過程の方に研究の主力

をおき，低真空でのみ起こり得たイオン一分子反応の研

究が一時期忘れ去られたのは時の勢いとはいえ皮肉なこ

とである. しかしこの期間出現電圧，イオン化電圧，結合

解離エネルギーなどの測定が活発に行なわれ，又質量分

析計の分析機器としての価値が確立したので‘ある. 1952 

年にロシアにおいて Tal'rozeと Lyubimova3が， ア

メリカにおいては 3年遅れて Stevensonと Schissler4

がそれぞれ独立にメタンのイオン一分子反応(1)

CHピ+CH4=CHs++CH3 (1) 

により CHs+を観測するに及んでイオンー分子反応の研

究が俄かに活発化する.その後の特にアメリカ大陸を中

心とする研究の発達の速さは質， 量共に陸自の他はな

い.研究法も高圧質量分析計，フローイングアフタ ーグ

ロー(およびドリフト管を備えたもの)，イオンサイク

ロトロン型質量分析計，タンデム質量分析計などを用い

る方法と，広範囲に亘り既に膨大な研究成果が挙げられ

ている.放射線化学的に興味のある研究も Ausloosら

を中心として行なわれており，極最近1974年 1月現在ま

での研究成果を集大成したモノグラフが Liasと Ausl-

oosによって著わされている5

本稿では放射線化学的に興味のあるイオン一分子反応

を概括的に述べることは目的とせず，最も簡単な炭化水

lon-Mole四.ieReactions of Sill1ple Hydrocarbons .n the Gas Phase 
* Kenzo HIRAOKA 山梨大学工学部助教授

平 岡 賢 =コ*

素であるメタンのイオン一分子反応について紙数の許す

限り詳しく解説したい. これにはいくつかの理由があ

る. まずメタンのイオン一分子反応が詳細に解析されて

いること，そしてその内包する情報がバラエティーに富

み，イオン一分子反応の基本を知る上で格好の反応例を

提供するからである.又放射線を利用する合成反応で厄

介な不純物の影響も浮き彫りにされる.

2. 衝突の理論と熱力学

本論に入る前にイオン一分子反応を理解する上で基礎

となるイオンと分子の衝突の理論及びイオン一分子反応

における熱力学について簡単に触れる.

2.1 イオンと分子の衝突の理論

サーマル(周囲の分子と熱平衡にある〉イオン(質量

m)と無極性分子(質量M)との衝突速度定数を与える

理論に Langevin理論6がある.

kL=2πeV五万 cm3/molecule・sec (2)申

ここでeはイオンの電荷， αは分子の分極率， μは換算

質量 (mM/(m+M))である.又永久双極子モーメント

μDを持つ極性分子とイオンとの 衝突速度定数を与える

理論のーっとして Suと Bowers7による ADO(avera-

ge・dipole-orientation)理論がある.

k ADO=2πeμ-P[ Va+CμD V2/11: k TJcm3/ 

molecule ・sec (3) 

ここで CはμD/..raで、決まる Oから 1の聞の値をとる

パラメータである. これらの理論式は古典的モデノレから

導かれたものではあるが衝突速度の実測値との一致は大

変よい.従ってイオンと分子の衝突がそのまま化学反応

へとつながるようなイオン一分子反応(たとえば多くの

発熱プロトン移動反応)の速度定数を見事に予測する点

でその実用的価値が大きい.

イオン一分子反応の速度は反応の発熱性，イオン及び

〈経歴〉昭和45年東京大学大学院工業化学専門課程博士課程修了，昭和45年理化学併先所特別研究生，昭和45年米国ノートル
ダム大学放射線研究所 (w.H. Hamil1研〉に留学，昭和47年カナダ，アルパータ大学 (P.Kebarle研}に留学，昭和51年より
現職〈専門〉放射線化学，イオン一分子反応〈趣味〉釣(連絡先〉干 4∞甲府市武闘 4.山梨大学工学部，電話0552-52-1111
〈内線)528 
8α をAa. f.lをa.u・で表すと kL=2.34 x lO-Ova[pとなる.
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分子の構造，イオンの電荷の分布，反応するイオン及び

分子の内部エネノレギ一等の影響を受け，必ずしも衝突毎

に起こるとは限らない.たとえば発熱反応にも拘ず衝突

速度に較べて遅い反応では中間体としてのグラスターイ

オンの寿命が短く反応へつながりにくいとか，或いは反

応経路にエントロピの減少や活性化エネルギーが存在す

ることなどを予想せねばならないであろう.

2.2平衡反応と熱力学

イオンと分子のクラスタリング反応は発熱過程であり

第3体による安定化を必要とすることから，一般に 3次

反応となる.速度定数は負の温度依存性 Ck∞T-りを

もち高温，低圧では反応速度が遅くなる. しかし反応に

あずかる分子の密度を充分高めてやれば速度定数が比較

的小さくても充分観測可能な程度に反応速度を増すこと

が出来る(遅い 2次反応も同様).従って高圧下では種々

のイオン一分子平衡反応が観測可能となってくる.たと

えばグラスタリング反応(4)の平衡定数をKとすると積分

A ++ B+M;=::!AB ++M (4) 

した van'tHoff式より

-.dG=RT inK=-.dH+T.dS (5) 

変形して

inK= -.dH/R T+.dS/R (6) 

従って平衡定数の温度依存性を測定することによってイ

オン一分子反応のエンタルピ変化.dHおよびエントロピ

変化.dSを測定することが出来る.

3. メタンのイオン一分子反応

3.1 電子衝撃によるメタンのイオン化

メタンを電子衝撃すると主イオンとして CHど及び

CHどがほぼ等量生成する. これら 2種のイオンはメタ

ンとほぼ衝突速度事で反応し，それぞれCHs+，C2Hピ

を生成する.

CHピ+CH4=CHピ+CHa (7) 

CHピ+C H4= C2Hs++ H2 (8) 

反応(7)のようにイオンと分子が同じ化学式を持つ反応で

は，プロトン移動反応と水素原子移動反応の執れが起こ

っているか識別が困難であるが，タンデム型質量分析計

を用いたD置換法による測定によると8プロトン移動反

応の方が水素原子移動反応よりも速いという結果が得ら

れている.これら CHs+とC2Hピがメタン分子と果し

てどのような後続反応を起こすであろうか.その変身の

様相は温度及び圧力の条件が変わることによって著しい

変化を見せる.

3.2 C Hs+とメタンの反応

CHs+即ちプロトン化したメタンは，メタンとは反応

しないと思われがちであるが実はそうではない. CHcs+ 

とメタンのクラスターCHs+CCH4)nが安定に存在し得

ないような条件下(高温或いは低圧〉においてはCHcs+

はメタンとプロトン移動反応(9)を起こす.

CHs++CH4=CH4+CHピ (9) 

この反応は熱中性 (thermoneutral)反応であるが，

Pierceと Porterの質量分析計を用いた D置換法によ

る測定〈測定温度一190
0

C)によれば反応速度は衝突速度

の理論値を上廻る程速いという結果が得られている9.

温度が上昇するにつれ，中間体としてのクラスターイオ

ン CC2H9つ事の寿命が短くなり反応速度は遅くなる.

イオン化室内のメタンの圧力を増加させると CHピと

メタンのクラスターイオンCHs+(CH4)nが安定に存在

し得るようになる.たとえばメタン圧力を 4torrまで高

めると400C付近からCHピ・ CH4が観測されはじめる.

400Cから-1600Cの温度領域においてク ラスタリング反

応帥の平衡を観測することが出来る.

M CHs+(CH4)n-l + CH4ー→CHs+(CH4)nω
骨ーーーー

反応帥の平衡定数の対数を温度の逆数でプロット Cvan'

HOffプロット〉すれば(6)式から明らかなように， クラ

スタリング反応のエンタノレピ変化及びエントロピ変化を

求めることが出来る Hiraokaと Kebarleはパノレス電

子線高圧質量分析計を用い反応ωの平衡反応を n=l'"'"

5まで測定した10 得られた van'tHoffプロットを図

1に， ムHn，n-lのnに対する変化を図2に示す. エン

タルピ変化ムHn，n-lはクラスターイオンの結合エネノレ

ギD CCHs+CCH4)n-l……CH4)に相当すると考え

てよい. このようにイオン聞の平衡を観測することが出

来れば， van't Hoffプロットからイオン一分子反応の

熱力学的パラメータが求められるという点が特に重要で

ある.

nu 

』

o-}v-

000lL 

3 6 

1000/T(・1<)

図 1 平衡反応 CHピCCH4)n-l + C H4= C Hピ

CCH4)n， Cn -1， n)の van'tHoffプロット

事(2)式で与えられる速度定数にメタンの数密度を乗じ

たものが衝突周波数を与える
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図2 平衡反応 CHピ(CH4)n-l + C H4 = C H5+ 
(C H4)n， (n - 1， n)のエンタルピ変化

.JHn，n-l 

このエンタルピ変化の測定の副産物としてクラスター

の中心イオンCH5+の構造推定が可能となる. CHどの

構造に関する理論計算は数多く発表されている abini-

tio 11及び MINDOj312による計算は一致してCHピの

Cs構造，即ち CHどがH2のσ結合と 3中心2電子結

合している

Hae-〈Eのような構造が最も安定であると予測して

いる. もしも CHピがこのような構造をもっとすれば，

CHピの 5つの水素原子のうち 3中心2電子結合に関与

している 2つの水素原子は残りの 2中心2電子結合に関

与している 3つの水素原子と物理化学的性質を異にする

であろう.図 1における各プロットの同一温度における

間隔は各々のクラスタリング反応の自由エネルギ一変化

の差に相当する ((5)式参照). プロット (1， 2) と

(2， 3)聞に大きなギャップが見られるが，これはグ

ラスタリング反応 (2， 3)が(1， 2)に較べて遁か

に起こりにくいことを示している.測定されたムHn，n-l

の変化を示す図2もnが2と3の聞に顕著な不連続性を

示している.これは 3中心2電子結合に関与している 2

つの水素原子が， より求電子的にメタン分子と相互作用

し，比較的安定なクラスターイオンCHピ(CH4)2を形

成し 3番目のCH4はこの完結したイオンクラスター

の閉殻構造の外側に付加せねばならないことで急激に結

合のエネルギーが低下すると解釈することが出来る.従

ってこの実験事実は理論計算で、予測された CHピのCs

構造を支持する Hiraokaと Kebarleは同様の考え方

で， H3+とH2のクラスタリング反応を検討し理論で予

測されたHピの三角形構造13を支持する実験結果を得て

いる14 このようにクラスタリング反応の平衡測定は，

イオンの構造決定の 1つのアプローチとしての有力な手

段の 1つとなっている. ところでこの方法はいわばクラ

スターイオンの熱力学的安定性から出発してその中心イ

オンの構造を推定するというものであるから，情報とし

てより明確なのはクラスターイオンの構造である.中心

イオンはクラスターを形成することによりその構造を変

化させる可能性があることを心に留めておく必要があ

る.

3.3 C2H5+とメタンの反応

CHピと殆んど等量生成する主生成イオン C2H5+の

メタンとの反応性はどうであろうか. FieldとMunson15

は反応ωが 9kcaljmoleだけ発熱であるにも拘ず観測

されない点を疑問とした.

C2H5++ CH4= s -C3H7++ H2 ~1) 

HaynesとKebarle16はα線衝撃型高圧質量分析計を用

いて反応ωを検討し速度定数が 1O-15cm3jmolecule.

se:;以上ではないと報告している. このように従来 C2

H5+はメタンとの反応性を示さないと一般に信じられて

いた.最近 Hiraokaと Kebarle17はパルス 電子線高圧

質量分析計を用いて非常に遅い反応ではあるが C2Hピ

がメタンと反応することを確認している. C2H5+とメ

タンの反応は反応動力学およびイオンの構造という観点

からも大変興味深い情報を与えてくれる.

A. 活性化エネルギを有する発熱イオン一分子反応

C2Hピ+CH4=S -C3H7++H2 (11) 

イオン化室温度21.6・C， メタン圧力 7.4torrにおい

て2keVの電子線パノレス 00μsec)でメタンが電子衝
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図3 21.6
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Cにおける 7.1torrのメタンの電子線パノレ

ス衝撃後の各イオンの時間依存性
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顕著な温度依存性を示さないか(たとえばプロトン移動

反応勺あるいは負の温度依存性を示す〈たとえばハイ

ドライド H-移動反応)での反応ωの速度定数が正の温

度依存性を示すことは特異である. 図4に速度定数の

Arrheniusプロットを示す. このプロットから kのArr-

henius式ωが得られる. これから

k = 6 x 1O-13exp (ー2.5kca1fmole/R T) 

αn3/molecule・sec ω 
反応帥は 2.5kca1fmoleの活性化エネルギーを持つこと

が分る.ただしArrhenius式は 1つの実験式であって，

これが反応経路の厳密な活性化エネルギーを定義すると

は限らない.特にω式のように活性化エネルギーの値が

小さい場合， 前指数因子の温度依存性(があるとすれ

ば〉が Arrenius式から求められる活性化エネノレギの値

に大きく影響することもあり得る. しかし図4のプロッ

トの直線性がよいことは得られた熱力学的量に妥当性を

与えるとしてよいであろう.

B. クラスタリング反応 C2Hピ+CH4=

C3Hピ(13)とC3Hピイオンの構造

図4からも明らかなように反応ωの C3H7+生成速度

は活性化エネノレギを持つ為に低温において遅くなる. こ

れは温度の降下と共に反応種の内部エネルギーが減少す

るために活性化エネノレギーを有する反応が遅くなること

と，イオンと分子の会合したグラスターイオン(C3H9)申

の寿命が内部エネルギーの減少と共に増加し第3体との

衝突によって脱活性され， クラスターイオン C3H9+と

して安定に存在する確率が増加する為である. メタンの

圧力が5torr付近では -40・C付近からクラスターイオ

ンが観測され初め，温度領域-60・Cからー 110・Cにおい

撃された後，生成した各イオンがどのような時間依存性

を示すかを示したのが図3である17 イオン強度は全イ

オン濃度が 100になるように規格化しである.電子衝撃

によって生成する主生成物イオンはCHどと CH3+で、あ

るが，これらのイオンは反応(7)，(8)によって殆んど衝突

速度 (kキ1O-9cm3/molecule・sec)でメタンと反応す

る為に，その寿命は10-8秒程度となり従ってこれらのイ

オンは図 3に示した時間分解能の条件下で、は観測されな

い.図から明らかな様に C2Hピが時間と共に減少し

これに対応してC3H7+の増加が見られる. このC3H7+

が C2Hピとメタンガス中の不純物(たとえばエタン)

との反応によって生成するのではないことはCHピの減

少が殆んど見られないことからはっきりしている.何故

ならエタン等の不純物炭化水素との反応速度はCHピの

方が C2Hピよりも数倍速いにも拘ず CHピの減衰が殆

んど見られず，その僅かな減少分は不純物として系に存

在する水との反応によって生じたH30+及びH30+.C 

H4生成でイt学量論的に説明がつくからである. 従って

図3における実験条件下において C2H5+がメタンと反

応して C3H7+を生成していることに間違いはない. こ

の反応Mが過去観測されなかった主な理由は， このよう

に遅い反応を追跡出来る適当な方法がなかったからであ

る.図 3から得られる速度定数は 8X 10-15 cm3/molec. 

ule・secで，衝突速度 10-9よりも約10万分の lも遅い

反応であることが分る. この反応の速度定数の温度依存

性を調べたところ正の温度依存性を持つことが分った.

発熱イオン一分子反応の速度は一般に速く，速度定数は

100 
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て平衡反応ωが観測されるようになる.
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更に低温においては平衡反応ωも観測可能となる.

C3Hg++CH4旦 C4H13+
‘ーー一ー

平衡反応、帥， ωの平衡定数の van'tHoffプロットを図

5に示す18 図のプロットから JH013 = -6.6 kcalf 

mole， J S = -23e.u. C標準状態1気圧〉が求められる.

エントロピ変化は電子，振動，回転，並進の全ての寄与

があるが気相における反応帥のようなクラスタリング反

応(液相では溶媒効果の為に気相における程単純には計

算出来ない〉では並進による寄与が一般に最も大きい19.

多くのクラスタリング反応のエントロピ変化はー20e.u.

からー30e.u.の聞の値をとることが経験的に知られてい

る.

C2Hピと CH4の会合したクラスターイオンC3Hg+

は果してどのような構造を持っているのであろうか.

C3Hg+が丁度プロトン化したプロパンと同じ化学式を

持つことは注目に値する.プロトン化したメタン及びエ

タンは安定に存在し観測可能であるが，プロトン化した

プロパンは不安定な為に従来観測されていない. ここで

述べている実験条件下で得られる C3Hg+も低温でのみ

安定に存在し室温付近では分解してしまう点で類似性が

ある.もしC2Hピが古典的構造 H3CH2C⑦を持つと

すると，このイオンがメタンとクラスターイオンC3Hg+

+
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図6 プロトン化したエタン (L n)及びプロパン

Cill， N)の構造異性体

を形成する場合，図6のWに示したように C2Hどがメ

タンのC-H結合の σ電子と求電子的に結合した3中心

2電子結合を持つ構造をとることが考えられる. ab ini-

tio20法及び MINDO/312を用いた量子力学による計算

によるとプロトン化したエタンの構造は，図6のI及び

Eに示したように， C2HピがH2のσ電子と結合した

構造 1CC-H結合がプロトン化した場合〉及びCHピ

がメタンのC-H結合の σ電子と結合した構造nCC-

C結合がプロトン化した場合〉のような 3中心2電子結

ω 
合を持つ構造が安定であるとし、う結果が得られている.

C2Hs+とメタンとのクラスターイオンの構造として図

6のWを考えたのは，これらの量子力学による計算結果

を裏付けとしたものであり，更に実験的に3中心2電子

結合を合成しようという目的がある.プロトン化したエ

タンとのアナロジーでプロパンのC-C結合がプロトン

化した構造が図6のWのような構造を持つと仮定する

と，平衡反応ωのエンタルピ変化を測定することによっ

てプロパンのCーC結合のプロトン親和力を C3Hg+の

生成熱を求めることにより容易に算出することが出来

る. このようにして求められたプロパンのCーC結合の

プロトン親和力は 147.8kcalfmoleとなる18

同様の方法でプロパンの第2級炭素のC-H結合のプ

ロトン親和力を平衡反応幼から予想することが出来る21.

S -C3H7++H2止 C3Hg+
‘ーーーー

M 

5torrの水素キャリヤーガス中に極徴量のイソプタン

を加えると s-C3H戸が主生成イオンとして観測され

る.イオン化窒温度一170・Cにおいても図6のEの構造

をもつであろうクラスターイオン C3Hg+は観測されな

かった. このことから sーC3H7+とH2の結合エネルギ

ーは2kcalfmole以下と見積ることが出来，これより第

2級炭素のC-H結合のプロトン親和力は豆 152.8kcal

/moleとなる. この値が予想されたCーC結合のプロト

ン親和力に較べて 5kcalfmole程度大きいのは，第2級

C-H結合がプロトン化されることによって生成する

C3Hg+Cill)が基本的には sーCSH7+とH2から成りこ

の2つが極弱し、結合をしている為と考えられる.換言す

れば第2級C-H結合のプロトン親和力が大きいこと

は s-C3H7+が生成熱の小さい安定なイオンである

ことの 1つの表現に過ぎない.

図7に同様の方法で得られた21C-H及びCーC結合
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C〆》三三人

160 
r、
ω 。
目、、、

'園周

~ 140 
凶
、ーノ

〈

β120 

100 c. c， c， c. 

図7 メタン，エタン，プロパン及びイソブタンのC

-H及びCーC結合のプロトン親和力CP.A.)
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のイソブタンまでのプロトン親和力を示した.メタンの

プロトン親和力は Bohmeらの測定結果である22. イソ

ブタンの第3級C-H結合のプロトン親和力が水のプロ

トン親和力 C169 kcaljmoel) と大差ない程大きいこ

とは放射線化学的にも興味深い.

C. 反応の動力学

C2H5+とCH4の反応機構を Lindeman機構に基づ

いて示したのが反応帥である.

c ，* .l 

C2H5++CH4 += (CaHg+j一二sー CaH7+
b 、，

+H2 

一→ CaHg+ ~$ 
M 

各記号はそれぞれ c クラスターイオン生成 b ク

ラスターイオンの逆分解反応， d 分解 s:第3体M

による安定化，を表す.高温においてはクラスターイオ

ン CCaHg+)*の寿命が短い為にこれが第3体によって

安定化される反応(5)は，逆分解反応(b)及びsーCaH7+

生成反応何)に較べて遥かに遅く， 反応ωが主反応とな

る.温度が降下すると共に反応ωとωが競争するように

なる. 低温においてはクラスターイオン CCaH心事の

寿命が充分長くなり第3体衝突により CaHg+が安定に

存在出来るようになり，又 s-CaH7+生成速度は活性

化エネルキ・存在の為に遅くなるので反応ωが主反応とな

る.

(uH;)" 

図8 反応Mのポテンシャノレエネノレギーダイアグラム

図8に反応帥のポテンシャノレエネルギーダイアグラム

を示した. これは反応経路における各化学種の生成エネ

ルギの相対値をプロットしたものに他ならない.C2Hピ

がCH4と反応する場合低温では専らCaHg+CW)が生成

する. しかし温度が上昇するにつれsーCaH7+の生成

が観測さたるようになる. しかしこの反応の速度定数は

衝突の速度定数に較べて極端に遅い.活性化エネルギが

僅か2kcaljmoleであることから，この反応が遅い主因

は活性錯合体生成を経る反応、経路に大きな負のエントロ

ピ変化が存在することにあると考えられる. これは Cs

Hg+CW)の3中心結合を形成するH原子が基本的にはメ

タン分子の方へ片寄っており，活性錯合体生成時にこの

水素原子が第2級炭素の方へ移行する際のエントロピ変

化に帰せられるであろう.この為結果的には kb~kd， 

即ちCCaHg+戸の殆んどが逆分解反応を起こしみかけ

の s-CaH7+生成速度が遅くなる. 付言すれば図8は

熱力学的なポテンシャノレエネルギを与えるもので，エン

トロピ効果をも含めた自由エネルギダイアグラムを与え

るものではないことはいうまでもない.図8で興味深い

のはCaHg+Cill)の方がCaHドCW)よりも熱力学的には

安定であるにも拘ず(生成熱が低い〉熱分解に対しては

逆により不安定で、ある点である.これに関しては既にB

で触れた.

イオン一分子反応において図8のようにポテンシャノレ

エネルギダイアグラムが全反応経路に亘って求められて

いる反応例は殆んどない. この反応例は理論計算の格好

の対象となり得る筈である.

3.4 CaHピとメタンの反応

低温においては S-CaH7+生成速度が遅くなり， C2 

Hピと CH4のクラスターイオンCaHg+CW)が生成して

くることを述べた. HiraokaとKebarleはこのCaHg+

CW)が更にCH4と反応して tーC4Hドを生成すると報

告しているお.

CaHg+CW)+CH4= t -C4Hg++ 2 H2 肋

反応、納は CaHドCW)が安定に存在する低温においての

み観測されるものである.イオン化室温度一 118・C，メ

タン圧力 4.3torrにおける電子線パノレス衝撃後の各イ

zo-

Z 
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~ 20 
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図 9 - 118"Cにおける 4.3torrのメタンの 電子線

パノレス衝撃後の各イオンの時間依存性
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オンの時間依存性を図9に示した. CSH9+はCH4と反

応して C4H9+を生成し時間と共に減少している. この

反応の速度定数は反応ω同様正の温度依存性を示すこと

が確認された. - 153
0

Cからー73・Cの間で観測された速

度定数の温度依存性を Arrhenius式で表すと帥式のよ

うになる.

k17=9 xlO-1Sexp(-2.1 kca1fmole/RT)叩 s/

molecule ・sec 帥

反応(1'カで生成物として tーC4H9+を考えたのは他のC4

H9+異性体の生成反応が大きな吸熱反応となり実験結果

を説明しなし、からである. 反応、めは 7.6kca1fmoleの

発熱反応であるが 2.1kca1fmoleの活性化エネルギを

有する.従って温度が極端に低くなると反応涼度が減少

しクラスタリング反応ωが主反応として観測されるよう

になる.反応経路のポテンシャルエネノレギダイアグラム

を図10に示した. この反応はC2Hs+とCH4の弱L、クラ

スターイオンが安定なメタン分子と化学反応を起こすと

いう点で非常に特異な気相イオン一分子反応である.

(C
4
H
1
; )本

E3畑ぺH4 Iト¥

¥lJt¥ 
C3H;回 CH4¥

ム一一
，.C

4
H9・2H

2

了一'.C4H;.H2+H2 

I
l
l
-
m
l
l
l
4
-

図10 反応、幼のポテンシャルエネルギーダイアグラム

以上述べてきたように電子衝撃によって生じたCHs+

がメタンと逐次反応することによって，実験条件により

s -CSH7+更には t-C4H9+までを生成することがつ

きとめられた訳で、ある. これらの実験事実からメタンが

高炭化水素合成の原料となり得る可能性も出てくる.本

例のようにイオン一分子反応の詳細が明らかにされてい

れば，実験条件を机上でシュミレートし経済性を加味し

て算盤をはじくことも可能であろう. このシュミレーシ

ョンで成算が見出されるか否かの判断は読者諸兄の先見

性に委ねるとして，最後に放射線化学における厄介な問

題の 1っとしての不純物の存在について触れる.

3.5 不純物の影響

イオン一分子反応研究の際にしばしば妨害となるのが

不純物である.たとえば反応ωを常温付近で観測する場

合速度定数は約10-14cmS/molecule・secとなる. とこ

ろがC2Hピは多くの炭化水素と略衝突速度 10-9で反応

する為に，メタンにこのような不純物が10ppm程度合ま

れているだけで図 3と同程度の C2Hピの減衰が観測さ

れることになろう. このような不純物の存在下では反応

~l)の速度定数の測定は当然困難となる.又たとえばメタ

ンの放射線分解によってCSH7+ゃC4H9+を合成しよう

とする場合，生成物としてプロパンやブタンが蓄積して

くると C2Hs+が専らこれらの生成物と反応を起こし，

CHs+から C4H9+に到るメタン分子の関与するイオン

一分子反応は妨害されることになろう.これと似た例と

して C02の放射線分解反応がある. COが主生成物で

あるが， C02は放射線照射に対して比較的安定である

ことが知られている. しかしこの安定性は実はみかけだ

けのものである. COは (C02)ピの電子或いは陰イオ

ンとの再結合反応によって生成すると考えられている

が，系中にCOが蓄積してくるにつれクラスターイオン

(C 02)n +中のC02がCOと逐次交換反応を起こし最終

的にイオンが(CO)m+に落ちつき， C02からのCO生

成速度が滅表してしまうからである24. このように生成

物が化学的に活性な場合不純物としての影響は特に大き

くなる.

おわりに

以上メタンを例にとってイオン一分子反応の諸例を解

説した. 本稿で述べたいくつかの反応例は，放射線化

学で、重要な役割を果たしている代表的な反応例の多くを

含んで示唆的である. イオン一分子反応は粘着性衝突

(sticky collision)として知られ，発熱イオン一分子反

応は殆んど衝突速度で生起すると信じられていた時代も

あったが，実際にはそのように単純なものではなく本稿

で述べた例からも明らかなように多種多様の反応があ

り， しかもこれらは一般に温度及び圧力の影響を大きく

受ける. 放射線化学においては 電荷移動， プロトン移

動，ハイドライド移動， H. H2及び H2-移動反応の他

縮重合反応やクラスタリング反応〈溶媒和〉等様々なイ

オン一分子反応が関与している.放射線と物質の複雑な

相互作用を理解する為には各々の素過程を充分解明する

必要がある. しかし残念なことに放射線化学的な問題意

識から気相イオン一分子反応を研究しているグループは

Ausloos一派の他余り例を見ない.気相から凝縮系に到

る現象を解明する為には，低圧における衝突速度あるい

はそれに近い速度で生起するイオン一分子反応の研究か

ら凝縮系への橋渡しとなる情報を提供し得る高圧下で

のイオン一分子反応の研究，たとえば衝突速度に較べ遥

かに遅い反応やクラスタリング反応による溶媒和の研究

或いは平衡測定による熱力学的パラメータの測定などに

到る幅広いイオン一分子反応の基礎研究が切に望まれ

る.
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"Elementary Processes in Irradiated Noble Gases，" 

by G. S. Hurst and C. E. Klots 

原子の放射線初期過程の概説であって，励起から回復

までのそれぞれの過程を解説しているが，とりわけ，

Jesse効果の説明に焦点がおかれ， エネルギー移行の諸
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光吸収法によるパノレスラジオリ、ンス，マイクロ波による

自由電子の観測の方法の解説，基礎的な遊離基反応，励

起分子の反応，二次電子の反応についての反応形式や速

度定数のまとめが記述されている.結果の解説がほとλ

どであって，物理出身の人間にはいささか読みにくい.

"Early Events in Radiation Chemistry" 

byJ. W. Hunt 

著者の創始したピコ秒パルスラジオリシスの集大成で

あり，パルスの発生および測定技術について簡潔に， し

かし適確に記述されており，溶媒和(とりわけ水和)電

子の生成とその早い時期での反応につき詳述されてい

る. この分野での著者の十数篇の論文(いづれも長い論

文)を読むよりもこの総説を読んだ方が楽であり，また

著者の思考法がよく判る(東村武信〉
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Production， Trapping and Reactions of Radicals， H Atoms 

and Electrons in Hydrocarbon Matrices at 4 K-77K1 

The subject of my lecture this afternoon is one 

to which laboratories here in Nagoya have made 

many important contributions. 1t is therefore a 

particular privilege to be here. 1 should like to 

express my appreciation to the Japan Society for the 

Promotion of Science which has made possible both 

this opportunity and the opportunity to visit many 

other centers of scientific activity in Japan. 1 should 

also like to express my particular thanks to Professor 

Tatsuo Matsuura of the 1nstitute for Atomic Energy 

of Rikkyo University who has made the arrange-

ments for this trip with perfection in attention to 

every detai1. 

1n this lecture 1 shall discuss some of the infor 

mation now avai1able on trapped electrons， radicals 
and H atoms from several types of experiments. 

Most of the examples will be taken from published 

work of our laboratoryat the University of Wiscon-

sin， but some unpublished work and work of other 
laboratories wi1l be included. 

Prior to this discussion 1 shall summarize brief-

ly， for those in the audience not already familiar 

with the field， a litt1e background information on 

studies in r-irradiated hydrocarbons at < 77 K. 
When liquid branched chain alkanes containing 

six or more carbon atoms per molecule are cooled to 

the temperature of liquid nitrogen (77 K)， they form 
glasses with viscosities2 of 1013 poises or more. 

The analagous normal alkanes form polycrystalline 

solids. r-1rradiation of the glasses produces trapped 

electrons and trapped free radicals which may be 

identified and studied by their characteristic electron 

spin resonance(ESR) spectra and their broad optical 

spectra with maxima in the near infrared.3 Optical 

absorption in the 300-400 nm region is attributable 

to carbanions formed by the capture of electrons by 

radicals.4 The alkane radicals absorb in the 200-300 

John E. Wil1ard* 

nm region.5 The polycrystalline alkanes yield radicals 

when r irradiated but do not trap electrons6 and the 

yield of carbanions is low.7 In neither the glassy nor 

the polycrystalline alkanes has any definitive ESR 

or optical spectrum been observed for the cationic 

species which must be present in the irradited mat-

rices. Strong evidence indicates that trapped H atoms 

are not present following r irradiation of glassy or 

polycrystalline hydrocarbons other than CH48. 

1mportant questions sti1l to be answered about the 

r-irradiated glasses ∞ncern the choice between the 

alternative methods of radical production depicted in 

Fig. 19， the nature of the cationic species， the extent 
of positive charge transfer from its site of formation， 

factors which control the rate of tunneling of trapped 

electrons to scavengers，' the characteristics of the 

absorption spectra of the individual electrons which 

seem to give the experimentally observed spectrum， 
the mechanisms responsible for the effects of deuter-

ation on the G values of trapped electrons and trapped 

radicals， the role of H atoms， and the detailed me-
chanism of electron trapping in non-polar solvents. 

To start our discussion of specific experimental 

一ーー一-:;::::::::--C:ミミミごー--
r 一一ーーーーー一 戸ペtRH 、、ぐ ごーーーー
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Figure 1. Competing reactions which may deter-

mine radical production in r-irradiated 

hydrocarbons. Top: Competing reactions 

of electrons in r-irradiated hydrocarb-

ons. Bottom: Related reactions not requ-
iring electrons. sc represents scavenger. 

*Department of Chemistry， University of Wisconsin Madison， Wisconsin 53706 
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work， 1 will describe the 60Co source which we use 

for r irradiations， because it has certain unique ad-

vantages for work with small samples such as ESR 

tubes and optical cells. These advantages include: 1) 

relatively high dose rates per curie; 2) ease of rapid 

removal of the sample for measurement after irradi-

ation; 3) feasibility of installation in existing rooms， 
with relatively low space requirement; 4) relatively 

low ∞st. The田町ceconsists of 1000 Ci of high 

specific activity 60Co in a cylindrical capsule 2 cm 

high x 1 cm diameter welded into the end of a 12 

mm  OD stainless steel rod. The rod pa田 esthrough 

a vertical hole in the center of a 50 cm diameter， 

passes through a maximum and then decreases. The 

shape may be attributed to the increasing probability 

for electrons to react with cations and radicals， in com. 
petition with trapping， as the ∞ncentration of cations 

and radicals increases. If only' cations were involved， 
the e-t ∞ncentration would reach a steady state 

plateau. The decrease in [et"J at doses above "-'1020 

e V g-l must be due to the increasing probability for 

reaction of electrons with radicals to form carbanions. 

The radical concentration grows linear1y with G=2 

during irradiation， while the initial G(ei) values are 

50 cm talllead cylinder which is supported on a steel R 

table above a cubic irradiation chamber 50 cm on a 

side in which dewars or thermostats can be placed 

and into which the source can be lowered to a posi-

tion adjacent to the sample， after a lead door has 

been c1osed. Shielding in all directions and mechan-

ical inter10cks provide for safe operation. The dose 

rate on ESR tubes is 6 x 1018eV g-lmin-1("-'6 x 106 

rads hr-1). 

Turning now to the subject of trapped electrons， 

Fig. 2 shows the concentration of e; as a function 

of r dose for 3-methylpentane(3MP)and 3-ethylpen-

tane C3EP) glasses r irradiated at 77 K. The growth 

of et" is essentially linear up to doses slightly higher 

than 101geV g-l， following which the concentration 

Figure 2. Optical density as a function of r dose 
at 77 K. Curves A and C show the OD 

at 16∞nm of 3MP and 3EP respecti-
vely (2 mm  cells). Curve B shows the 

OD of 3MP at 350 nm c1 mm cell). 
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Figure 3. Cross section of DT A apparatus. A， 
copper block; B， resistance wire wind-
ing; C， Hg layer between sample cell 

and block; D， sample in quartz cell; E， 
reference cell; F， heat shrinkable enca-
psulating tubing seals; G， Quartz rod 
light pipe; H， thermocouple leads; 1， 
Dewar; 1， Pyrex vessel; K， block supp-
ort wires; L， rubber 0 ring; M， metal 
cover; N， liquid nitrogen; 0， to dc am-

plifier and recorder (T); P， to Variac 
for heater; Q， to microvoltmeter and 

re∞rder (T); R， to vacuum line; S， 
photobleaching light source. 



0.7 and 0.3 in 3MP and 3EP respectively. Further 

confirmation that there is ∞mpetition between cati. 

ons and radicals for electrons is given by the change 

in the heat of reaction of electrons when photoblea. 

ched in r-irradiated samples after different r doses. 

These heats have been determined for 3MP by dif. 

ferential thermal analysis in an apparatus of the type 

of Fig. 3.10 The heat released when the electrons 

are photobleached by light introduced to the r-irra. 

diated sample in cell D through the light pipe G is 

indicated by a chart re∞rd of the difference， as a 

function of time， in the potential of thermo∞uples 

in the sample and reference cells. The heat per mole 

of electrons bleached(L1H) decreases with increasing 

dose (Fig. 4)， as expected if the reaction C6H13・
+e-→ C6H13 - (L1H=---ー20kcal mole-1) ∞mpete 

increasingly with neutralizations such as C6H14 + + 

e-， C6H13++e-and C6H1S++e-(L1H=ー230to -170 

kcal mole-1). Measurements of the sum of the heats 

of reaction of carbanions + cations and radicals + 

radicals may also be obtained by the DT A method if 

the sample is warmed following r irradiation (Fig.5). 
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Figure 4. Heat of reaction of e-t in r.irradiated 

3MP as a function of dose. 

Figure 5. DT A warm-up curves of MTHF after 

different r doses. 

In addition to the release of heat by such reactions 

with a maximum at ---97 K， the data of Fig. 5 also 

reflect the difference in specific heat of the sample 

above and below the glass transition temperature 

(104 K ∞mpared to 86 K) and the endothermic 

(95 K) re∞very of free volume annealed out as the 

sample passes through the glass transition temperature 

on cooling. 

Many investigations of organic glasses3a have 

shown that the spectrum of trapped electrons produ・

ced by r irradiation or photoionization of a solute is 

red shifted and broader for electrons generated at 4 

K compared to those generated at 77 K. Fig. 6 shows 

the progressive shift in Amax and sharpening of the 

spectrum of et in MTHF for successively higher 

temperatures of introduction of the electrons.ll Such 

trends imply that at the lowest temperatures the 

electrons are relatively weakly trapped but that as 

the matrix becomes Iess rigid with increasing tem. 

perature， they are able to deepen their traps by 

orientation of bond and molecular dipoles. Indepen. 

dent evidence for such orientation is supplied by 

spectral shifts observed on short time scales follow. 

ing pulse radiolysis.3a 

For a number of years after the dis∞very of the 

0.7 
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0.5 

0.4 
0 
0 

0.3 

0.2 

0.1 

Figure 6. Spectra of et produced in MTHF glass 

by photoionization of TMPD at differ. 

ent temperatures. At 97 K， the 3一min
photoionization was followed by 10 min 

in the dark prior to cooling to 50 K for 
measurement. The other spectra， pro. 
duced by 3・minilluminations， were mea-
sured at the temperature of production 

after lo-min stabilization. 
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existence of trapped electrons in organic glasses， all 
bleaching experiments were done with broad band 

light and essentially uniform bleaching of the et" 

spectra was observed， leading to the conclusion that 
the observed spectra were homogeneously broadened 

rather than being broadened by the presence of 

electrons with many different trapping energies. 

Subsequently it has been demonstrated with the aid 

of monochromatic light (Figs. 7 and 8) that the 

spectra in ethanol，12 methyltetra-hydrofuran 11 and 

3-methylpentane11 can be selectively bleached (hole 

burning)， indicating that the observed spectra must 
therefore be the envelopes of the spectra of electrons 

in a variety of trap depths. The evidence indicates 

that electrons in all depths of traps can be bleached 
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Fi思lre7. Spectral change of et" in ethanol by 

photobleaching at 4 K. Upper: curves a 

and b were obtained before and after 

photobleaching with 15∞nm light， 
respectively， and curves c and d were 

obtained during successive photobleach-

ing with 7∞and 540 nm light， respec・

tively. Lower: curve A was obtained 

before photobleaching， curves B and C 

were obtained during successive photo-

bleaching with 365 nm light， and curve 
D was obtained after sufficient photo-

bleaching with 15∞nm light. These 

data are taken from reference 12. 

by light on the high energy side of the observed 

absorption spectrum but that selective bleaching occurs 

on the low energy side. We are currently carrying 

on further investigati0ns of the substructure of the 

observed band. 

A notable feature of the trapping of electrons 

in hydrocarbon glasses is that small differences in 

molecular structure of the matrix molecules cause 

significant differences in the G(et") values.13 If the 

reason for this can be deduced， it should assist in 

understanding the trapping process. The effect is 

illustrated by the data of Fig. 2 for the growth of 
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Figure 8. (A) Effect of bleaching with 1338-and 

1064-nm light on the spectrum of et" 

in MTHF: (solid lines) before bleach-

ing; (upper three lines) 1338-nm expe-

riment， et" produced and bleached at 

20 K;(lower three lines) 1064-nm expe 

riment， 25 K. Intensities"-'30 mW  cm- 2 • 

(B) effect of bleaching with 245G-and 

208G-nm light on the spectrum of et" 

produced and bleached in 3MP-d14 at 

25 K. Dashed line shows unbleached 

spectrum (scale at right); solid lines 

show the .JOD caused by 2-min bleach-

ing at "-'0_3 mW  cm-2 at the indicated 

wavelengths (scale at left) _ In both A 
and B， the electrons were produced by 
photoionization of TMPD. 
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[eiJ in 3MP and 3EP as a function of dose and 

by the G(ei) values for selected similar pairs of 

compounds given in Table 1. 

Table 1. Contrasting G(et) values for matrices of 

similar molecular structure. 

3MP 0.70 
3EP 0.33 

2MP 1.1 
3MP 0.7 

3MHx 0.70 MCHx 0.4 2.3-DMHx 0.35 
3EHx 0.23 ECHx 0.18 2.4-DMHx 0.14 

2MHx 0.39 2MP 1.1 ECHx 0.19 
3MHx 0.7 2.4-DMP 0.15 iPrCHx 0.03 

Table II shows that an even more subtle difference 

in structure， 

Table II. Effect of deuteration on G(ei). 

G (ei) 

H form D form 
D form 
H form 

3MP 0.7 1.1 1.57 
3MHp 0.47 0.62 1.32 
MCHx 0.23 0.38 1.65 

namely deuteration of the matrix molecules， causes 

an increase of >30% in G(et) for each of three 

matrix compounds tested.14 The following model is 

considered to explain these effects. Assuming that 

nearly all of the e-produced in the glasses (G(e-) 

initial 4) are trapped， following which some 

tunne}1S to the geminate cation on a time scale short 

compared to the time of observation，16 the differences 
in G(et) observed are the result of differences in 

the probability of tunneling during the time availa-

ble. This probability of tunneling within a given 

time interval must depend on: 1) the distance of the 

electron from the cation; 2) the depth of the trap; 

3) the availability of states of the product formed 

by tunneling with favorable state densities and 

Franck.Condon overlap at the energy level of the 

electron in the trap from which it tunnels. Differ. 

ences in the extent of positive charge migration could 

also contribute to the differences in G(et). 

Currently available knowledge is not adequate to 

eliminate any one of these four possible causes. 

It is plausible that the distances required for electron 

thermalization may be different in different matrices. 

The potential fluctuations within the matrix which 

delay the thermalized electron long enough for it to 

have an opportunity to deepen the trap by orienta-

tion of bond dipoles may vary， as may the rate of 

this orientation which determines the trap depth at 

any time. There is growing evidence that excited 

state energy manifolds of solutes in hydrocarbon 

glasses are shifted by small changes in the environ-

ment. Thus， the xylenes have significantly different 

phosphorescent lifetimes in such similar glasses as 

3MP，2恥1P， 3MHp and 2MHx and the lifetimes are 

greater in the deuterated than the protiated forms 

of glassy and polycrystalline alkanes tested.17 

We have sought further evidence on the effect 

of deuterati on of the matrix on the fate of electrons 

in hydrocarbon glasses by comparing G(et) as a fun-

ction of the concentration of electron scavengers 

(SF 6， CHaI， biphenyl) and of positive charge scaven-
gers (2-methyl-1-pentene (2MP-1)， triethylamine 

(TEA)， pentene) in the protiated and deuterated 
forms of 3MP， 3MHp and MCHx.14 In most cases 

the change of G(ei) with scavenger concentration 

is different in the deuterated matrix than the ana-

logous protiated matrix， and it also depends on the 

molecular structure of the matrix and the identity 

of the scavenger. Two examples are given， one for 
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Figure 9. Effectiveness of SF6 in reducing G(e~) 

in 3MP-h14 and in 3MP-d14 glass at 

77 K.γDose=1.2 x 101geV g-l. 

[etJ measured by absorptio~ at 16∞ 
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Figure 10. Enhancement of G(et') in 3MP-h14 and 

3MP-d14 by CSH6 and CSD6・ rDose 

=1.2 x 101geV g-1. [et'J' measured 
by abωrption at 16∞nm. 

SF 6 which scavenges electrons but not positive charge 

(Fig. 9)， and one for propene which increases 

G (et')， presumably by capturing and thus immobili-

zing positive charge (Fig 10). 1n each case the 

ratio of G (et') in the presence of scavenger to that 

in the absence is plotted. It is significant that the 

enhancement of G (ei) by the protiated and deute-

rated forms of propene (CSH6 and CSD6) is different. 

Also noteworthy is the equal scavenging effec-

tiveness of SF 6 for the first half of the normal trapped 

electron population of the 3MP-h14 and 3MP-d14 

matrices ∞upled with the greater effectiveness for 

the latter half. Our explanations of these effects are， 
as yet， highly speculative. 

Three laboratories have shown (see reference 

8)， and we also find， that r irradiation of polycryst-

alline CH4 at 4 K produces trapped H atoms readily 

observable by ESR， but a systematic search8 in other 

hydrocarbon matrices including glassy 3MP-h14， 
3MP-d14 and MCHx and polycrystalline MCHx and 

n-C6H14 at 4 K and 77 K has shown no H atom 

signal. The possibility that reaction with radiation 

produced products (e必 olefins)removes the H atoms 

has been eliminated by the observation that the 

signal of trapped H atoms can be produced by photo-

lysis of H1 in samples of 3MP-d14 which have under-

gone prolonged radiolysis. These results imply either 

that the G of D (or H) atom production in the 

radiolysis of glassy and polycrystalline hydrocarbons 

is less than 0.1， or that the atoms produced always 
abstract from a matrix molecule without being trapp-

ed. 1n 3MP-d14 such abstraction would have to 0ωlr 

as a hot reaction18 (since >10% of the H atoms 

formed by the photolysis of H1 in 3MP-d14 at 77 K 

are thermalized) and so would be expected to form 

near-neighbor radicals. Some of the population of 

such correlated pairs would be expected to decay 

by intrapair radical-radical combination which would 

give tim←dependent first-<>rder ("composite first-

orderづkinetics.Early evidence indicated that the 

decay of 3-methylpentyl radicals was pure second 

order， thus indicating8 that prompt abstraction was 

improbable. 1t is now known3b that .........50% of the 

radicals formed in 3MP at 77 K or below decay by 

time-dependent first-<>rder kinetics， and that only the 

slower decaying second-<>rder portion was observed 

in the earlier decay measurements， which were made 

at 85 K 19 or after such long doses at 77 K that the 

faster decaying portion became a negligible part of 

the total population. It has been shown18 that H 

atoms from the photolysis of H1 or D atoms from 

the photolysis of D1 inevitably abstract H from a 

3MP-h14 matrix but that the isotope effect for the 

hot abstraction at the energy available from the 

photolysis is such that .........10% are thermalized and 

trapped in 3MP-d14・Evidencehas also been obtained 

for a low activation energy (presumably tunneling) 

abstraction of H atoms by D atoms from the photoly-

sis of D1 in 3MP-d14.20 

There is great interest in seeking to correlate 

observations on H atoms discussed here with the very 

significant and extensive investigations by Dr. Miy-

azaki and co-workers at Nagoya21 on radical prod-

uction from dilute solutes in solid hydrocarbons 

which are interpreted to imply extensive hydrogen 

atom migration. 

1n the time remaining 1 shall review briefly 

some of the evidence obtained in our laboratory on 

radicals produced in organic glasses at low tempera-

tures. First， it is worthy of note that the radical 

species formed either by r irradiation or abstraction 

by photochemically produced H atoms are not pre-

dominantly those formed by removal of a tertiary H 

atom， as would be expected for abstraction in the 
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gas or liquid phase. This suggests that under the 

∞nstraints of the glassy state there is a difference 

in molecular configuration， compared to that in the 
liquid or gas， which favors a different reaction 

pathway. For molecules with chain branching in the 

3 or 4 position， the radicals formed result predomin-
antly from loss of a hydrogen atom from the secon-

dary carbon atom nearest the end of the longest 

carbon chain.22 When branching is in the 2 position， 
detectable amounts of the radical resulting from loss 

of a tertiary H are also found. This has recently 

been confirmed by observations on partially deutera-

ted 3MP by 1chikawa23 at Hiroshima. 

The G values of radical production by r irradi-

ation of a wide variety of both polycrystalline and 

glassy hydrocar-bons are >30% higher for the proti-

ated than the deuterated forms. 7 • 9 The assignment 

of the mechanistic step among those of Fig.1 which 

is responsible for this isotope effect is as yet uncer-

tain， but it has been suggested that it may result 

from an isotope effect on the branching ratio between 

radiative and nonradiative decay of excited states. 

Another aspect of radical studies has to do with 

spatial distribution and reaction mechanisms which 

can be deduced from observation of the decay kine-

ti岱.Fig. 11 is a plot of the reciprocal of the radical 

concentration as a function of time for samples of 

pure 3MP which received two different r doses at 
77 K. About 43% of the radicals decay by a second-

5，0 

3.0 

50 75 ∞.  275 

MINUTES， x 10-3 

Figure 11. Decay of 3-methylpentyl radicals in 

annealed r irradiated 3-methylpentane 
at 77 K， second-order plot: upper curve， 
r dose 1.5 x 101geV g-ら initialradical 

concentration 6.5 x 1O-4M; lower curve， 
r dose 1. 4 x 102 oe V g-l， initial radical 
concentration 6.1 x 10-3M. 

order process indicated by the straight line portions 

of Fig. 11 and 57% bya faster decay. If the concen-

trations of the "second-order populations" present 

during the period of rapid decay are estimated by 

extrapolation and subtracted frotIl the total， the 
remaining concentrations give curved plots of log 

[C6H13J vs. time which are superimposable after 

normalization for dose. This time-dependent first-

order decay is consistent with intraspur radical 

combination processes， while the second-order decay 

is indicative of combination after random diffusion. 

The presence of 1 mole % H1 or HBr in r-
irradiated 3MP at 77 K does not alter the rate of 

decay of the 1st 30% of the radicals which decay， 
but the subsequent portions decay much faster than 

in the absence of the hydrogen halide. This rapid 

decay is pseudo first order and must result from the 

removal of diffusing C6H13 radicals by the C6H13+ 

HX→C6H14 + X reaction. As expected， the reaction 
is .......50% as fast with 0.5% H1 as with 1 %， and 

does not occur with HC1 for which reaction would 

be endothermic. From the decay data in pure 3MP 

and 3MP+H1， the diffusion coefficients of C6H13 

and H1 in 3恥1pat 77 K have been estimated.3b 

CH3 radicals produced in r-irradiated 3MP glass 

containing CH31 by the CH31 + e-→CH3 + 1-reaction 

decay by first-order kinetics.24 lt is now established3b 

that the reaction responsible is abstraction of H 

from the C6H14 matrix molecules CH3+C6H14→CH4 

+C6H13 by a low activation energy process presumed 

to be tunneling. The measured activation energy for 

the abstraction in the glass is 0.7 kcal rnole-1 as 

compared to typical activation energies of >6 kcal 

mole-1 for such abstractions in the gas phase at 

elevated temperatures. Consistent with tunneling， the 

process in the glassy state shows a large isotope 

effect， i. e. abstraction of D from the C-D bonds of 

C6D14 by CHa does not occur. 

1n concluding these comments on radicals in 

hydrocarbon glasses， 1 would like to mention recent 

observations of a new way of forming them.， i.e. by 
mercury photosensi tiza tion. 5.25 Metallic mercury is 

soluble in liquid hydrocarbons to the extent of .......10-6 

M at 250C. When such samples are rapidly quen-

ched in liquid N 2， most of the Hg stays in solution. 

lrradiation of the solution with a medium pressure 
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Hg lamp leads to production of trapped radicals， 
with as many as 12 radicals having been observed 

per Hg atom. Initial activation is through absorption 

of the 254 nm resonance line by the Hg while 

further activation of intermediates occurs by other 

wavelengths from the medium pr白 surelamp. 
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f展 望〕

放射線を利用した選れ透過膜の合成

1.はじめに

放射線化学の工業利用は排ガスや廃水の浄化など，高

分子化学以外の分野にもしだいに広がりつつある.しか

し現状では，やはり高分子材料の分野での利用が最も多

い.高分子工業はかつての汎用ポリマーの時代から，フ

ァインポリマーの時代へ移行しつつある. また，省エネ

ルギー，省資源，環境との調和なども新しい重要な技術

課題となっている.

放射線化学の今後の開発研究においてもこのような社

会的状況を充分に考慮に入れることが必要である.放射

線化学反応は，無触媒反応であり，また，温度依存性が

少なく常温でも容易に進むなどの特徴をもっていること

から， クリーンで省エネノレギーのプロセスとなる可能性

をもっている.例えば， 電子線による塗料の硬化や繊維

の表面加工は，従来の熱エネルギーによる方法に比べて

エネノレギー消費量が少い 1.2)今後， このような観点から

の放射線プロセス利用の可能性の見直しが必要である.

高分子材料の開発で新しく注目すべきものは付加価値

の高い，いわゆるファインポリマーである.なかでも機

能性材料が重要である.そこで本稿ではとくに分離機能

を有する高分子膜の合成における放射線利用の開発研究

についてのベる.固相での反応が簡単に行える放射線プ

ロセスは，膜を改質して機能性を付与するのにはきわめ

て好都合なものである.

分離用の膜は荷電膜と非荷電膜に大別される.前者は

イオン交換膜に代表されるもので電解基をもった高分子

であり，後者は電解基をもたない中性膜で、逆浸透膜や多

孔質の炉過膜などがこの中に入る.

2. 荷電膜

2. 1イオン交換膜

イオン交換膜は①海水やかん水の淡水化，②海水から

の造塩，③アグリロニトリルの電解還元2量化によるア

ジポニトリノレの製造， ④食塩の電解による苛性ソーダの

製造，⑤工業廃水の処理と資源の回収など，さまざまな

分離工程に利用されている 3.4)

町 末男*

イオン交換膜は膜状の高分子電解質であり，一般的に

は架橋構造によって水不溶性となっている 5) 図1にそ

@ 

@ 

@ 

@ 

三55Mdrlxwlfh fixed Cherges 

の

(D Counter lons e Co-Ions 
図 1 イオン交換膜の構造モデル

@ 

の構造をモデル的に示す.従来のイオン交換膜はスチ レ

ンとプタジエンの共重合体を架橋したもの，またはスチ

レンとジピニルベンゼンの架橋共重合体を基体としこ

れらのベンゼン環にスノレホン基 (カチオン交換膜)また

は4級化されたアミノ基 (アニオン交換膜〉を導入する

ことによって合成されている.これらを直接膜状に成形

したものが均質イオン交換膜であり，粉末状のものを熱

可塑性樹脂に混合したのち膜状に成形して作ったのが不

均質交換膜6)である.不均質膜の場合は製膜は容易であ

るが，交換基の分布が均一でないため，イオンの移動に

対する抵抗が大きいなどの問題があり，特殊な処理が必

要である.

2.2放射線グラフト法によるイオン交換膜の合成

すでに膜状に成形しである高分子のマトリックスに電

解基をもったモノマー，または電解基を容易に導入でき

るモノマーを放射線によりグラフト重合させることによ

って荷電膜を比較的簡単に合成することができる.この

方法の利点は基体となる高分子材料の機械的強度を利用

できることにある.

.Sueo MACHI，日本原子力研究所高崎研究所， 第2開発室長，工学博士

〈経歴〉 昭和34年京都大学工学部燃料化学科大学院修了， 昭和47年より現職
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放射線グラフト重合のこのような利用に注目した最初

の論文はW • K. W. Chen， Ballantineら7)によって発表

された.彼等は T線を用い同時照射法によってポリエチ

レン (PE)フィルムにスチレンをグラフト重合したの

ち，これをクロルスルホン酸によって室温でスルホン化

し，カチオン交換膜を得た. この膜の電気化学的性質も

若干検討されている.図2に示すように，スチレンのグ

ラフト率が増加するにしたがって，膜の交換容量は増加

するが，膜が使用される条件である含水状態では1.1

meq/fJが最大値となり， それ以上グラフト率を上げる

と逆に低下する. これはスノレホン基の量が一定値を越す
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図2 ポリエチレンにスチレンをグラフト重合したのち
スルホン化して得たイオン交換膜の交換容量とグ
ラフト率の関係

と水による膨潤が顕著に増大するためで、ある. この問題

を解決するためにジピニルベンゼンを共重合グラフトし

て架橋構造を作らせている.また，この方法で作った

7.5mil (188μm)の膜の電気抵抗値は 5.7Q一個2であ

り，従来法の膜 (AmberplexC-l )よりも小さく，す

ぐれた膜であることが報告されている.

1960年，内野ら8)は同様にポリエチレンにT線同時照

射法でスチレンをグラフト重合し，さらにスルホン化し

てカチオン交換膜を作るとともに， クロロメチル化した

のちアミノ化してアニオン交換膜を試作し，その性能を

測定した.その比抵抗は 150---1500Q一個であり，グラ

フト率の大きいものほど抵抗は小さい(図 3参照). ま

た，輸率は0.96---0.97であった.膜はグラフト率が35%

程度であれば柔軟であるが， 50%を越えると硬くもろい

ものになるのが問題であり，できるだけ低いグラフト率

で抵抗値の小さいものを作ることが必要である.
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図3 スチレンをグラフトしたポリエチレンをクロロメ
チノレ化後アミノ化して作った膜の比抵抗とグラフ
ト率の関係

最近，食塩電解用の隔膜のように化学的にかなり過酷

な条件での使用に耐えるイ オン交換膜の開発が課題とな

っている.耐熱 ・耐薬品性のすぐれた交換膜を放射線グ

ラフト法で合成する方法として考えられるのは，ポリテ

トラフルオルエチレン (PTFE)などフッ素系のポリマ

ーを基体とする方法である.

PTFEはいかなる溶媒にも膨潤しないので，モノマー

の侵入がおそいため，グラフトは困難で、あると考えられ

ていたが， スチレンやアクリノレ酸のグラフト重合がテ

フロンの表面からすすむことが実験的に明らかにされ

た 9，10，11) Doho9)は γ線によって 8.6Mradの前照射

をしたテフロン (220μm)にスチレンを l∞時間まで反

応させて， 30時間の反応でグラフト率が30%ないし40%

に達し，ほぼ飽和することを報告している. Munaril2)は

この方法を利用してスチレンを50---2∞μmのPTFEにグ

ラフトさせたのち，クロルスルホン酸によってスルホン

化しカチオン交換膜を合成した.この膜の性質を表1に

示す. また， ChapIroら10.13)はアクリル酸 4ーピニル

ピリジン，およびNーピニノレピロリドンを同時照射法で

PTFEにグラフト重合し，その重合挙動を定量的に議論

表 1 PTFE膜にスチレンをグラフト重合しスノレホン

化して得た膜の性質

厚み(乾燥状態， μm) 100 

水中の膨潤度(体積%) 20 

引張強度(見/cm2
) 2∞ 

破裂強度(含水状態， atm) . 6 

SOa (%) 7 
選択透過性(1 /0. 5NKCl， %) 80 

グ (0.1/0.05NKCl，%) 98 
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し，重合がPTFEの表面から遂次進んでいくことを報告

している. 4ーピニルピリジンをグラフトした場合は20

%程度のグラフト率では，膜はほとんど水に膨潤しない

が，これを沃化メチル塩で4級化することによってアニ

オン交換膜を得ることができる.Nーピニルピロリドン

の場合はホモポリマーの生成のみを抑制することのでき

る禁止剤が見出せないが，ベンゼンまたはピリジンを溶

媒とするのが最もよい方法であると報告している. これ

らの膜についての詳細な電気化学特性は報告されていな

い.筆者らの研究室では， PTFEにアクリノレ酸を同時照

射法でグラフト重合し，得られた膜の断面を干渉顕徴鏡

で観察して，グラフト反応が膜の表面からしだし、に内部

へ進行してし、く様子を明瞭に示した 14) さらに， これら

の膜の電気抵抗を 0.5NNaCI水溶液中で測定し，膜厚

方向へのグラフト重合の進行状況との関係を調べた.図

4に示すようにグラフト率10"-'15%の領域で電気抵抗が

2E 
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図4 PTFEにアクリ ル酸をグラフトした膜の電気抵抗

とグラフト率の関係

急激に低下すること，顕徴鏡観察によるとこのグラフト

率のところで非グラフ ト層が完全に消失していることが

明らかにされた. また，膜内部のグラフト率が均一であ

るほど，膜の比低抗は小さい.

以上の膜は基体としてポリエチレン， PTFEなどの結

晶性ポリマーを用いたものであるが，柔軟な基材として

非品性の材料(ゴム)を基体としたものに，辻ら15)のエ

チレンープロピレンゴム (EPR)を用いた膜が最近発表

されている. この報告では，ポリプロピレンの平織布に

EPRを塗布した膜を電子線照射によって架橋したものを

基体として用いている.これにスチレンとジピニルベン

ゼンを含浸させたのち照射して共グラフト重合させ，さ

らにスノレホン基を導入させてカチオン交換膜を，ジピニ

ルピリジンージピニノレベンゼン共グラフト物を 4級化し

てアニオン交換膜を試作している.膜の抵抗はいづれも

100μm厚で;100一個2程度で、あり，輸率は約0.9である.

2.3モザイク膜 (圧透折膜〉

逆の電荷をもった高分子電解質の領域が交互に並んで

いる膜をモザイク状荷電膜またはモザイク膜という.モ

ザイク膜の両側に濃度の異る電解質溶液を入れて，低濃

度側に圧力をかけると電解質のカチオンとアニオンが同

時に大量に膜を通過し，水は通過しにくいため，いわゆ

る圧透折 (piezodialysis) による塩の濃縮が起る.

モザイク膜の製法としてはカチオン交換膜とアニオン

交換膜を交互に貼り合せたのち，膜面に垂直に切る方法

などがあるが，まだ効率のよい膜はできていない.

モザイク膜を作る新しい方法として，放射線前照射グ

ラフト法16)および光グラフト法17)が提案されている. 20 

μmのPTFEフィルムに幅 0.5mmの格子状の溝をもった

5mm 厚の真鎌板をのせて45KVのX線を照射したのちア

クリル酸を10%グラフトする.真鎌板でマスクされた部

分は照射されないので，グラフト重合は起らない.つい

で，前回とは反対のパターンを持つ真鏡板でマスクし

て，前回の非照射部分を照射したのち 4ーピニルピリ

ジンを10%グラフト重合させる方法によって，カチオン

交換領域とアニオン交換領域とが 0.5mm幅で交互に並ん

だモザイク膜を作ることができる. この膜は同ーグラフ

ト率のアグリル酸単独グラフト膜の 1∞倍ないしし0∞

倍の速さで電解質を透過させるというが，膜性能の詳細

は発表されていない.紫外線グラフト反応を利用して類

似の方法がポリエチレンフイノレムを用いて試みられた

が，圧透折の成績はよくない 17)

3. 逆浸透膜

逆浸透法に用いられる膜は水は透過するが，溶質は透

過しない膜である.浸透圧に抗する圧力を溶液に加える

ことによって，この膜を通して水のみを押し出し溶質と

水を分離する方法を逆浸透法という.

Loeb， Sowrirajanによる非対称酢酸セノレローズ (C

A)膜の製法が開発され，18} これがきわめてすぐれた逆

浸透用の膜であることが見出されてから，19)逆浸透法は

急速に発展し，現在は，地下かん水や工業用水の脱塩法

として工業的に利用されており，省エネノレギー技術とし

て今後さらに重要性が増加するものと考えられる.
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放射線グラフト重合を利用して逆浸透膜を合成する試

みもいくつか報告されている. Stannettら20，21)は従来最

もすぐれているといわれる酢酸セルローズ逆浸透膜の

欠点である低い機械的強度を向上させる目的で，スチレ

ンのグラフト重合を行なったピリジンを溶媒として40

%のスチレンをグラフトした膜は未処理のものに比べて

7.5倍のクリープ強度を持つようになる. また，得られ

た膜の水透過流束 (flux)はグラフト率の増加とともに

増大し，一方，塩の排除率は減少する(図5参照).グ

1.0 100 

0.8 80 

3 4民 0.6 60 ~ぷ、

封到摺長間 0.4 
.10 ー盆議S 経

0.21- / -120 

0 
20 40 60 80 100 

グジフト率(%)

図5 酢酸セルローズ膜にスチレンをグラフト重合した

場合の逆浸透膜としての性能の変化

ラフト率40%程度の膜では塩排除率はほとんど低下させ

ずに fluxは数倍に増加するという良い結果が報告され

ている.また 2-ピニルピリジンを共グラフト重合さ

せることによって fluxをさらに増加させることができ

る.

除率はそれぞれ79.1，71. 0， 92.0でCA膜に比べて小さ

L 、.

最近， Munariら幻)は形状の異る PTFEエマルジョン

から製膜し焼成して得たフィルムにスチレンまたはスチ

レンジピニルベンゼンの混合モノマーをグラフト重合し

たのちスルホン化する方法で逆浸透膜の合成を試みてい

る PTFEェマルジョンの粒子が球形の場合は粒径が大

きいほど膜のfluxは大きく塩の排除率は低い.また，棒

状の粒子からなるエマルジョンから作った膜は球形や繊

維状のものから作った膜よりもよい塩の排除率を示すこ

となど，ポリマー粒子の形状が膜の性質に影響を与える

ことを報告している. しかし現在のところ塩の排除率

の低いものが多く，すぐれた膜は得られていない.

プラズマ重合を利用した逆浸透膜の合成が Yasudaら

24)によって広範囲に研究されている.重合装置は図 6に

示すようなもので，無電極のグロー放電を用いており，

VAPOR RESER'IOIRS 

VAe.咽叫

R.F. COIL 

図6 無電極グロー放電によるプラズマ重合装置

ポリスルホンの多孔質膜やミリポアフィルター，多孔質

ガラスなどを反応管の下部に入れ，モノマーを連続的に

流通しながらプラズマ重合させ，多孔質膜の上に薄いポ

Research Triangle 

Instituteの Yasudaら22)

はランダム共重合体，ブ

ロック共重合体，グラフ

ト重合体の逆浸透膜とし

ての利用を検討している

表2 プラズマ重合で、作った逆浸透膜の性能24)

が，その中で低密度ポリ

エチレン02'"'-'25μ〉に 4

ーピニノレピリジンをグラ

フトして4級化した膜，

メチルメタアクリレート

Membrane 

Monomer 

4-Picoline 
4-Methylbenzylamine 

n-Butylamine 

4-Vinylpyridine 

Substrate 

polysulfone 

polysulfone 

polysulfone 

polysulfone 

1. 2% NaCl 
at 1200 psi 

S.R.， % gfd. 

97.7 7.7 

89.6 2.0 

93.1 2.3 

96.5 3.7 

0.3%NaCl 
at 1000 psi 

3.5%NaCl 
at 1500 psi 

S.R.， % gfd. 

96.0 7.6 

96.0a 2.2 
93.7 2.7 

96.7 4.9 

3.5%NaCl 
at 1500 psi 

をグラフトしたのち加水 4-Vinylpyridine porous glass 

tube 

polysulfone 

95.5 O.72b 96.4 0.80b 

81.1 6.2 99.0 12.0 
分解した膜，およびスチ

3.5-Lutidine 
レンをグラフトしたのち ' 

スルホン化した膜が報告

されているが， 0.2N Na 

Cl， 1， 200psiでの塩の排

a Membrane was beginning to increase S.R. and water flux when feed solution was 

changed. (S. R.塩の排除率〉

b Water flux of untreated porous glass tube is approximately 1.0 gfd. 
gfd=gallon per ft2 per day 
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リマーの層を生成させる. これによって多孔質の支持体

とち密なスキン層からなる非対称の膜が合成される. プ

ラズマ重合の特徴はきわめて薄いポリマ一層を生成でき

ること，飽和の化合物でも重合できる点にある.得られ

た膜の性能の 1例を表2に示す. ピニルピリジンやピコ

リン，ルチジンをそノマーとした場合にすぐれた塩排除

率と高L、fluxが得られている.また膜性能も安定してい

るとし、う.

4. 粒子トラ・7クを利用した多孔質の戸過膜

高分子膜に重イオンや核分裂片などの高エネルギー荷

電粒子を通過させるとそのトラックにそって高分子が放

射線損傷を受ける.損傷を受けた部分を化学試薬によっ

て処理して溶出，つまりエッチッグすると徴細な孔を作

ることができる.このユニークな方法はG.E.のFleischer

ら25)によって発見され，ポリカーボネイトフイノレムに応

用されてニュークリポアーとして企業化された.高分子

の放射線崩壊を巧みに利用したものである.

怯分裂片

図7 高分子膜に対する核分裂片の照射装置

7 
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図8 Cfー 252からの核分裂片でつくったポリエステノレ
中の孔の大きさとエッチング時間の関係

照射の方法は例えば図7に示すようなもので，ウラン

235から発生させた核分裂片をコリメートして膜にあて

る.

照射後のエッチングの時間によって孔の大きさを調節

することができる.ポリエステルの場合について図8に

Puigら26)の結果を示す

ニュークリポアは0.03μmから 8.0μmまでの孔径で

孔の密度が 107"-'107個Icm2のものが製造されており，

空気の清浄化，無菌水の製造，血清の分離など多くの用

途に利用されている.膜材質としては用途に応じた種々

のポリマーが考えられ，今後の研究課題となっている.

おわりに

分離機能をもった膜の合成における放射線の利用につ

いて，簡単に代表的な研究を紹介した.膜を利用した分

離プロセスは相変化を伴わない省エネルギーのプロセス

として今後さらに工業的に重要になってくると考えられ

る.また，生体用の分離膜も注目されている.放射線グ

ラフト法は固体ポリマーの modificationの方法として，

さまざまな特徴があり， この分野には有用な方法であ

る.今後さらにグラフト膜の徴細構造と物性の関連など

の掘り下げた研究を進めることにより，新しいすぐれた

膜の開発が期待されよう.
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ラジエ工業訪問 記

高崎市北部の緑豊かな郊外にまだ新しいラジエ工業の

照射工場がたっている〈写真 1).同社は1973年に設置

図1 会社全景

された我国で、第2番目の Co-60による放射線照射サー

ビスを業務とする会社である.富田社長，杉本専務，佐

藤次長らの話しをもとに同社の概要と特徴を紹介する.

まづ，照射用線源としては今年初め10万キューリーを

増強し現在27万キューリー Co-60が設備されている.

これが2枚の板状線源(高さ40佃長さ 590cm)に組まれ

ており， 真中と両側に 3列のコンベアーが走っている

(写真2).真中のコンベア上で照射される製品は両側か

ら放射線を受け 1回通過で照射を完了する.外側のコン

ベア上の製品は片側づつの照射で2回通過して均一な照

図2 照射施設見取図

日本原子力研究所高崎研究所

町 末 男

射を受けるように工夫されている.カナダの AECLの照

射施設が多重通過を採用しているのとは対照的な設計

で，平均線量率を高くとり，ラインスピードを上げてい

るのが特徴である. このため機動性に富み照射条件をす

みやかに変えることができる 2.5Mradの照射は約20

時間で終了する.

コンベアへの荷物の積込みは2階でおこない， コンベ

アには傾斜がついていて，直線部分は重力を利用して荷

物を移動することにより，動力費の節約，機構の簡素化

を計っている.照射済の製品は 1階から取出す.なお通

常は被照射物は40x40x 34cmのカートンに詰めてコンベ

アにのせられる.

図3 照射室内

線源の有効利用をはかるため照射

室内のコンベアの外側には国定の照

射台があり，大線量の照射や大型の

ものの照射に効果的に利用されてい

る.

照射施設は原研と放照協により設

計され，木村化工機と井上工業によ

は って建設されたものであるが，前述

のようにさまざまな工夫がなされて

いるのが印象的で，同社の合理的な

考え方が反映されているように思わ

れた.

さて，現在照射している主な品目

は，ディスポーザフツレの医療器具で、

(28ページにつづく〉
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111/111/ ニュース 11111111

第 20回放射線化学討論会

共催 日本放射線化学会・日本化学会ほか

日 時 10月6日(木)---8日(土〉

場 所北海道厚生年金会館(札幌市中央区北一条西

十二丁目，電話 (011)231-9551 

〔交通〕地下鉄東西線，大通り西十一丁目駅

下車，北西に向って徒歩数分・北一条通り，

南向き(北側). 

第 1日(10月6日) (9: 00---12 : 15) 

101. 固相で、のSF6の電子捕捉反応ーSF6ーについて(北

大工，University of Tennessee) 0塩谷優 ・R.Mc

Neil. Ff. Williams 

102. ヨウ化ベンジルの解離型電子捕獲反応による生成

中間体の電子スベクトル(北大工〉泉田龍夫 ・吉田清

美 ・市川恒樹 O吉田宏

103. 液体ヘリウム温度の凍結溶液中のイオン種の電子

スベクトル(京大理)0前川 清 ・志田忠正

104. ガラス状液体中のイオン種の徴視的運動に対する

溶媒の効果 (京大理)0志田忠正

105. 77K MTHFガラス中での電子捕捉反応に対する

置換基の効果 (II) (都ア研)0下川利成 ・沢井健

.沢井照子

106. 溶質によるホール捕獲の機作. 77K栴化プチノレガ

ラス溶液(理研)0吉 良爽 ・中村尊 ・今村昌

107. スピントラッピング法の放射線化学への応用

(VI) • アノレカン中における BNBカチオンの生成

(北大工)0村林俊・塩谷優・相馬純吉

108. Ureaーポリエチレン包接化合物に放射線により

生成される遊離基の生成過程(名工大)0嶋田繁隆 ・

堀靖郎 ・柏原久二

109. 電子線照射ポリエチレンテレフタレートの熱ノレミ

ネッセンス〈早大理工研)0津村実 ・尾見直人 ・浜

義昌

110. 紫外線照射における脂肪族ポリエステルのルミネ

ッセンス(早大理工研)0尾見直人 ・津村実 ・浜

義昌

111. アノレカンジオールの混合系に生成するラジカノレの

選択(早大理工研)0堀内常久 ・春日基宏 ・山本庚治

・浜義昌

112. r線照射したベンゼン誘導体に生成するラジカノレ

対(京大原子炉)0松山奉史・山岡仁史

一(13: 00---18 : 00)ー

113. パルス重イオン照射下のアルカリハライド単結晶

内励起子の挙動(理研)0木村一宇 ・遠藤英明 ・今村
Eヨ
Eヨ

114. 被照射酸素酸塩結晶のX線光電子スベクトル一一

LiN03とLi2S04(原研東海.LawrenceBerkely Lab.) 

O佐々木貞吉 ・R.S.Williams.J.S.Wong. D.A.Shirley 

115. Ar+イオン照射の固体表面から放出されるこ次電

子のエネルギ一分布(原研東海)0大野新一 ・古川勝敏

116. プロトン化した含窒素複素環化合物によるPSの化

学反応、と禁止効果(東大工)0小林慶規 ・野水 勉 ・

氏平祐輔

117. パルマー α発光ドップラープロフィノレとその偏光

度およびH事 (3)の速度 ・角分布との関連〈東工大理

・東工大原子炉) 0伊藤健二 ・河内宣之 ・旗野嘉彦 ・

織田暢夫

118. ネオン，クリプトン，キセノンの励起こ原子分子

の吸収スベクトノレ (理研〉阿 武文 ・O荒井重義 ・今

村 昌

119. アルゴン励起こ原子分子の吸収スベクトノレと反応

(理研)0阿武文・荒井重義 ・今村 昌

120. パノレスラジオリシス法による気相反応素過程の研

究 (XIII). He* (23S)脱励起過程(東工大理〉

O上野 巧 ・旗野嘉彦

121. パノレスラジオリシス法による気相反応素過程の研

究 (XIV). O2-* (u'= 4) V-T遷移確率の理論値と

の比較(東工大理)0安田正男 ・山崎秀郎 ・旗野嘉彦

122. パルス電子線照射によるヘリウムー水銀系からの

水銀のカスケード発光(東工大理)0石川洋一 ・山部

正樹 ・佐藤伸

123. DT法によるイオンクラスター反応の研究 7-K+

(H20)の輸送係数(東北大工〉飯沼恒一， 0天野繁

・篠田孝司・佐藤義之 ・小池武久 ・古川 清 ・武部雅

汎・瀬戸邦夫

124. DT法によるイオンクラスター反応の研究8一一

クラスター反応のエネルギー依存性(東北大工〉佐藤

義之・ O天 野繁 ・飯沼恒一 ・小池武久 ・古川清 ・

武部雅汎・瀬戸邦夫

125. coとH2気相混合系の電子線照射による反応(V)

気相循環方式による照射(原研大阪)0杉本俊一 ・西
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井正信 ・杉浦俊男

126. COとH2気相混合系の電子線照射による反応(VI).

非循環流通方式による照射(原研大阪)0松田光司 ・

永井士郎 ・新井英彦 ・畑田元義

127. COとH2混合ガスの放射線化学研究に対するスピ

ントラッピング法の応用(原研大阪)0永井士郎・松

田光司 ・畑田元義

128. 気体放電破壊によるパルス電子線の自己集束の崩

壊〈原研大阪 ・福井工大)0新井英彦 ・堀田 寛

ο 129. ピコ秒電子パノレスラジオリシス 第 1報一ピコ秒

パノレスラジオリシス用電子線型加速器の建設(東大工

.高エネルギー研)0田畑米穂 ・田中治郎 ・田川精一

・勝村庸介 ・上田 徹 ・宮 建 三 ・長谷川賢一 ・安

成弘 ・ライナ ック建設グループ

130. ピコ秒電子パノレスラジオリシス 第2報一ピコ秒

電子パルスの特性(東大工 ・高エネルギー研〉田畑米

穂 ・田中治郎 ・田川精一・勝村庸介 ・O上田 徹 ・長

谷川賢一

131. ピコ秒電子パルスラジオリシス 第3報一液体中

の励起移動の研究(東大工)0田川精一・勝村庸介・

上田徹・田畑米穂

132. ピコ秒電子ノ勺レスラジオリシス 第4報一液体シ

ンチシーターの発光及びクエンチング機構(東大工)

田川精一・ O勝村庸介・上田 徹 ・田畑米穂

特別講演 08.5かー20.30)

1. Electron Tunnelling in Radiation Chemistry-

Recent Advances in Theory and Experimental 

Evidence (Tech. Inst. LδdZ) Prof. B. Kroh 

2. G値の理論計算(東工大・理〉佐藤伸

第2日 00月7日) (9 -: 00"'12 : 15) 

201. Br-水溶液系の放射線および光化学反応〈神奈川

工試〉小野勇

202. ギ酸水溶液マトリックス系での水素ガス発生機構

(神奈川工試)0唐石俊之・小野勇・小川忠彦

203. 氷中の銀原子の溶媒和過程(WayneState Univ. 

・京大原子炉 ・大放研)L.Kevan・0長谷博友・川端

啓介

204. 吸着系の放射線化学一照射シリカゲルにおける電

荷捕捉〈都立大理・都ア研)0小椋ー-石川善英・

浅田真理 ・中里千代子 ・近藤正春 ・沢井照子 ・沢井健

205. 放射線化学的に還元されたコパルト (ll)錯体か

らの配位子解離反応(横浜市大・Hahn-MeitnerInst.) 

O篠原信好・ J.Lilie 

206. 照射DNAーたんぱく質複合体〈クロマチン〉の

ス 11111111

RNA合成促進の分子的機構(北大獣医) 0吉井義一

・桑原幹典・林正信

207. DNAラジカル生成に与える電子親和性増感剤 R。
-07-0582の影響 (北大獣医)0桑原幹典・鷲野弘明

.吉井義一

208. へム蛋白質のパノレスラジオリシス(阪大産研)

林晃一郎 ・O田村守

209. 閃光光分解法による Xiアニオンラジカルと脂肪

族アミノ酸の反応の研究(都立大理)0島田 繁・篠

原広行 ・増田高庚・近藤正春

210. NAD+のT線照射による二量化反応と不均化反応

(北大工〉相川雅之・ O本名 武・片山明石

211. エチノレカルパゾール及びカノレパゾーノレのパノレス放

射線分解(東大工 ・理研)0鷲尾方一・田川精一・田

畑米穂 ・吉良爽

212. 低分子及び高分子カチオンの反応挙動(東大工)

0鷲尾方ー ・田川精一 ・田畑米穂

213. 電子線重合におけるポリマーの分子量分布ならび

にその線量率依存性(原研大阪〉林香苗

03 : 15"'16 : 45) 

214. スピントラップ法の動力学的研究ーシクロヘキサ

ンの放射線分解〈北大工)0道端孝久 ・野田正治・吉

田宏

215. 液相シクロヘキサンーCO2系の放射線による酸化

(東工大理)0唐沢英年・松本昭彦・弓削田レイ・佐

藤伸

216. 液体二酸化炭素ー置換ベンゼン系の放射線分解-

置換基の転移を伴うヒドロキ、ンノレ化反応(阪大産研〉

O堀明 ・松本広行・高椋節夫 ・桜井洗

217. 液体窒素ーアノレカン系の r線反応(東工大理)堀

込啓一 ・O佐藤伸

218. 液相テトラメチル、ンラン中での荷電種の反応(東

工大理)0新坂恭二・中村芳雄・田口博通 ・旗野嘉彦

219. 一二の炭化水素を原子炉速中性子で照射したとき

生成する 13Nの化学形分布に及ぼす諸因子(立大原研

〉泉水義大・戸村健児・ O松浦辰男

220. 電荷交換反応による二置換アルカンC2H4XYの励

起分解過程〈東北大理〉橋本修一 .0吉原賢二 ・塩川

孝信

221. 高速中性子照射によるポリマーの分解と架橋(東

大工)0江草茂則・石樽顕吉・田川精一・田畑米穂

222. 高分子材料の放射線劣化における酸素の効果(I). 

高分子フィルム内の酸素濃度の計算〈原研高崎)0橋

本昭司 ・瀬口忠男 ・川上和一郎 ・栗山 将
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223. 高分子材料の放射線劣化における酸素の効果(II ). 

酸素加圧下でのポリエチレンの酸化促進(原研高崎〉

O瀬口忠男 ・早川直宏 ・荒川和夫 ・依田 修 ・栗山

将

224. UV，EB硬化の比較研究ーエポキシジアクリレー

トについて(東大生研 ・原研高崎 ・原研大阪)0熊野

鶏従 ・越尾敏幸 ・後藤田正夫 ・八木敏男

225. ポリマーエマルジョンの放射線照射効果(原研高

崎〉幕内恵三 ・片貝秋雄 ・O荒木邦夫

226. 排煙の電子線処理プロセスにおける初期活性種に

ついて〈原研高崎)0鷲野正光 ・徳永興公 ・西村浩一

.鈴木伸武

227. ジエポキシアグリレートの電子線硬化に及ぼす温

度効果(原研大阪 ・東大生研)0後藤田正夫 ・八木敏

明 ・浦田行敏 ・熊野渓従

第3日 (10月8日) (9: 00'" 11 : 45) 

301. 4K，アルカン混合系の光および放射線分解にお

ける H原子の水素引抜き反応(名大工 ・京大原子炉〉

O衣川一尚 ・宮崎哲郎 ・長谷博友

302. 77K， nーデカンーd22，テトラメチルシラン，キセ

ノン中における H (0)原子による溶質アノレカンから

の選択的水素引抜き反応(名大工)0宮崎哲郎 ・春日

井条治 ・和田 学 ・衣川一尚

303. 極低温照射効果の研究 (VI). ネオベンタンー添

加物系のESR(名工試〉岩崎万千雄 ・O.鳥山和美 ・深

谷光春 ・武藤八三 ・布目幸一

304. 極低温照射効果の研究 (VII). トンネノレ効果によ

る水素引抜き反応〈名工試)0鳥山和美 ・岩崎万千雄

305. 国相ネオベンタン中での電子易動度および電子 ・

正イオン再結合速度定数に対する不純物nーブタンの

効果(東工大理)0南波秀樹 ・新坂恭士 ・旗野嘉彦

306. ランダム運動中の電子のエネルギー損失.解析的

結果(東大教養 ・国立工化試)0佐野尚武 ・立矢正典

307. 未溶媒和電子の光伝導(1 ) .エタノールガラス

(京大原子炉 ・WayneState Univ.) 0長谷博友 ・

L.Kevan・東村武信

308. 有機ガラス中の Pre-existingTrapの性質 (ll). 

エタノーノレ(京大原子炉)0伊藤義郎 ・長谷博友 ・東

村武信

309. 有機ガラス中の電子捕獲過程(名大工)0一柳彰

-笛木賢二

310. 光吸収励起によるアルコール ・炭化水素混合ガラ

ス中の捕捉電子の反応(東工大理〉山崎秀郎

311. MTHFーメタノール混合溶媒中の捕捉電子ーパ

ス IIlIIm

ルスラジオリシスと 4Kのスベクトル〈北大工.Wayne

State Univ.) 0小笠原正明 ・L.Kevan・吉田 宏

参加登録費 3，0∞円(要旨集代を含む〉

懇親会 10月7日(金)18時からサッポロピーノレ園で行

います.会費正会員 2，5∞円，学生会員1，5∞円

連絡先 010 札幌市北区北十三条西八丁目 北海道大

学工学部工業物理化学講座吉田宏(電話 (011)

711ー2111，内線 6748) 

日本化学会第36春季年会放射線化学の

講演をかえりみて

本年の日本化学会春季年会は東大阪市近畿大学におい

て催され，放射線化学部門の発表は4月 1日午後に行わ

れた.発表件数は例年よりやや少なく 20件であった.殆

んどすべてが放射線化学の基礎研究に関するものであ

る.

気体に関する研究発表は，電子あるいはイオン衝撃に

よる気相素過程に関する研究と気体の放射線化学反応に

関する研究とに大別される.前者に属するものとして，

光電子スベクトルと電子ビームによるエタンのイオン化

準位の研究，水分子の電子衝撃により生す.るパノレマー α

発光の観測によるホット水素原子の研究，パルス放射線

分解法による電子捕捉機構の研究などがあった.後者に

属するもののーっとして，スチレンの放射線化学反応機

構の研究がある.

液相放射線化学に関する発表のうち，理論的研究とし

て，水中の二次電子の空間分布を扱ったものがあり，こ

こでは気体に用いられた初期G値の計算法が応用されて

いる.この他，水溶液に関する実験的研究が2件，有機

化合物を対象としたものが数件あった.シスー 2ープテ

ンのベンゼン溶液における放射線異性化反応について，

低線量域で G(trans)が著しく大きくなるという興味

ある現象が報告された.

低温固相に関する研究発表は例年に比べて少なかっ

た.炭化水素ガラス中の捕捉電子の収率に対する外部電

場効果，塩化プチルガラス中のホールの溶質による捕捉

過程，炭化水素混合系におけるラジカル生成機構やエネ

ルギー移動などの研究が発表された.

以上，本年会における講演をきわめて簡単にふりかえ

ってみたが，個々の研究内容についての評価は聴講者各

人の判断にゆだねたい.全体を通じて中心となるような

主題はとくに見当らなかったように思う. これも年会と

いう性格のため当然、のことかも知れない.

(名大工笛木賢二〉
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あと 1年数か月に迫った 6thICRR開催の準備は，

去る 5月末学術会議の主催が正式に決まって第 1の関門

を通りました. したがって，来年4月以降は学術会議が

加わった新しい組織委員会のもとで準備が進められるこ

とになります.

この会議の announcementは今春いくつかの国際雑

誌に掲載されましたが 1stcircularは8月中に発送さ

れる予定で， この雑誌が発行される頃にはすでにお手も

とに届いている筈です. 現在プログラム委員会〈寺島

委員長，化学では荒井，佐藤，田畑，波多野，吉原各国

内委員と Adams，Henglein， Kevan， Schuler各国外委

員)が魅力ある特別講演，シンポジウムの選定を行って

おり， この結果は来年7月発行の 2ndcircularでお知

らせいたします.一般講演の申込み，アブストラクト提

出の締切りは来年10-11月の予定ですので，いまから適

当な準備をお忘れなく.

会議の準備と運営 proceedings発行の予算(112 

Myen)をどうして 獲得するかが最も頭の痛いところで

すが，財務委員会(田島委員長，岡村副委員長)の努力

で経団連の協力が得られることになり，これから顧問会

などとも相談して具体策を検討する予定です.なお現在

までの準備費用は，放射線影響学会，放射線化学会など

からの援助でまかなっていますが， IARRから 1万ド

ル援助の申し入れがきています.

すでに海外から travelsupportの問い合わせがぽつ

ぽつきていますが，予算のかなりの部分を占めるので委

員会(秋田委員長，近藤副委員長〉で慎重に検討するこ

とになります. このほか新しく発足した Local委員会

(松平委員長，化学では篠崎，旗野各委員〉は会場(全

共連，都市センターピル)の実地調査を行うとともに，

運営に関する大小さまざまなことについて検討をはじめ

ています.

外国との交渉，通信が幾何級数的に増加してきました

ので，上のようなシンボルマークを入れた川公式用筆、、

をつくりました.会議が鯉のぼりの時期からすこしはず

れていたり，男女不平等などのクレームがでるかも知れ

ませんが他意はありません.会議の運営と直接関係する

事項で外国と連絡される場合には事務局を通して行って

下さるようお願いいたします.詳細については東大医学

部 ・岡田教授(事務局〉または理研 ・今村へお問合せ下

さい.今後とも会員各位のご協力をお願いいたします.

く今村昌)

(24ページよりつづき〉

ある.例えば注射器，注射針，手術用のメス，縫合糸な

どで， 目的は勿論滅菌である.

ラジエ工業としては，照射サービスだけで、な く， 自社

製品を製造していきたいとしており，そのーっとして，

原研との協力で開発した「さんど」とポリマーの複合材

を製造している. rさんど」にメチルメタアクリレート

と顔料を含浸して照射し重合固化させることによって

「さんご」の美しい模様をもった強度の大きい材料を得

ることができ，装飾用の床や壁材として利用されてい

る.

社長の富田賢二氏は以前から群馬県放射線化学工業研

究会の会長をつとめるなど放射線照射の工業利用に注目

しておられ，数年前にその将来性を見通して，同社の前

身である関東導火線からの転進を実行された.初期の困

難を克服し，現在は企業としての業績も順調であるとき

く.今後のさらに着実な発展を心から期待して同社を辞

した.

内
ノ
臼
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「放射線化学討論会のあり方」

検討委員会報告

放射線化学討論会が年々盛んとなり，演題数が増加す

るにつれて日数や会場数を増やさねばならない事態が予

想され， これに伴なって賛否両論が入れ乱れている現状

に鑑み，放射線化学会では昭和51年4月の総会に於て，

この問題を検討する標記委員会を発足させた.

この委員会は委員長波多野博行(京大理)，委員林香

苗(原研大阪)，吉良爽〈理研)，田川精一(東大工)，

笛木賢二(名大工)，桑島聖 (京大理〉より成り，検討

を重ねた結果を昭和51年10月の理事会に報告した. この

報告は理事会によって不十分とされ，尚一層の検討が要

請された.

そこで，委員会は理事からアンケートをとり，アンケ

ート事項以外の点も加えて種々の意見を慎重に検討した

結果昭和52年4月次の如き結果を理事会に報告して了承

された.以下にその報告の要点を記す.

(1) 理事会アンケー卜集計結果(数字は返答数，多少重

複あり〉

1.時季について秋 (30)その他 (0)

2.期聞か 3日(12)2日(18)その他(0)

3.主題か 現状でよい (20)集中主題を設け

よ(10)その他基礎と応用に分

けよ (2)研究室毎の報告にせよ

(1) 

4.時間グ 15分/5分(15)20分/10分(9)

12分/3分(2)40分/20分(1)

その他 12分/10分 15分/15分

10分/5分 8分/2分

など

5. ポスターセッション 可 (11) 不可 (6)

6. 招待講演 2題 (20) 1題 (6) 

その他「主催者に任せばよい」

7. その他の意見

D セミナー形式 lなどの併用
パネノレディスカッション j

。2会場制を採用せよ.

o応用に関して発表し難くなって来ている.

o外人招待講演は慎重に決めること

。ビデオ利用.

(2) 検討委員会試案

1.時季について秋は問題ない.

2.期間については2日を希望する人が多くあるが現

-29 -

状からして 1会場3日はやむをえないので3日案を

とることとする.

3. 2会場制の検討を行った結果結論としては現状の

雰囲気〈かなりよくまとまっていると思われる〉を

大幅に変えることになるのであえて 1会場制をとる

こととした.

4.集中主題を設けることの危険性 (他の研究者が参

加し難くなる)を避ける意味で現状でよいこととす

る. この際応用分野の人の参加が可能なように特に

配慮することが望ましい.

5. 時間は20分/10分のA講演と 8分/2分(仮案〉

のB講演に分けて 1会場3日におさまるような対策

を練る. これに伴って要旨の提出枚数はA4枚， B

2枚とする.

6. 招待講演は主催者に任せる.

7. その他ポスター，パネル，セミナーは現状では考

えない. 以上

委員長波多野博行

日本学術会議第11期会員選挙

本会推薦の会員候補者

今秋11月行われる日本学術会議第11期会員選挙に

当って，本会では，

東北大学理学部教授

塩川孝信氏(全国区，化学)

京都大学理学部教授 (本会元副会長)

波多野博行氏(全国区，化学〉

を推薦致します.有権者の方々の御協力をお願い致

します.
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雨宮綾夫氏のご逝去を悼む

雨宮さんが病気で入院しておら

れると聞いたのは，たしか1月始

のことでした. しかし新聞で6月

9日に逝去されたのを知ったとき

には改めて強い惇きと悲しみにう

たれたので、した.雨宮さんとは日

本物理学会の委員会以来のつきあ

いで， とくに高分子の放射線照射

の研究を始めてから日本放射線高分子研究協会の解散ま

で、は，仕事の上で非常に密接な関係を持ち続けました.

あの研究を始めて間もなくつくられた放射線高分子学研

究懇話会から放高協の仕事まで永い間の思い出にはっき

ないものがあります.雨宮さんはもともと理論物理学者

で分子構造の研究などに立派な業績を残しておられます

が，それに止らず，電子計算機の初期の開発，高分子照

射の研究，さらにそれらに関しての学界，原子力産業会

議での活躍など非常に幅ひろい活動をされ，また立派な

弟子を育てられました.

日本の放射線化学の研究も開始されてから20年以上の

年月を重ねました.その夜明けに種子を蒔き，育成につ

とめられた雨宮さんは今日の放射線化学界の大きい生長

に心から嬉んでおられたことと思います.謹しんで、御冥

福をお祈りします.

(理化学研究所名誉研究員篠原健一)

昭和52年6月9日朝，雨宮先生の奥様(隆子夫人〉よ

り電話でその日の早朝5時37分に脳血せんのためど逝去

になったことをうかがし、ました.先生は東京日立病院に

入院されて，御療養中ではあったので、すが，もともとが

健康にめぐまれたお体で、あられたので，あるいはまた御

元気な姿に接することができるかと思ったので、ありまし

たが誠に残念であります.先生は昭和17年以降東京大学

在任中，また43年以降電気通信大学在任中も放射線化学

とくに高分子への放射線効果について，研究に，後進の指

導に，また研究体制づくりに努力されたことはよく知ら

れている通りであります.中でも本誌20号に特集されま

した放射線化学事始めの頃，先生の熱心など尽力は大変

なもので、した.今日の日本における放射線化学を考える

とき，雨宮先生の残された足跡は非常に大きなものがあ

ります.願わくば，長生されて明日の放射線化学のあり

方などについてもユニークな御意見を拝聴したL、と d思っ

ておりましたのに.私共は先生の残されたパイオニア精

神をうけついで，今後もこれを発展させていきたいと思

っております.心から先生のご冥福をお祈り致します.

〈東京大学工学部物理工学科渡部力〉

フォトンファクトリー計画の

最近の状況

フォトンファクトリー計画は実現に尚けてようやく新

しい第一歩が踏み出された.すでにPF通信等に明らか

なように， SOR利用を目的とした dedicatedmachine 

の早期実現のためには高エネルギ一物理学研究所〈高工

研)の付置施設とせざるをえないことから，高工研が窓

口となってそのための予算要求が行なわれてきたが，今

年度予算としてようやく放射光実験施設設置調査費が認

められた.

またそれに伴って高工研内に放射光実験施設設置調査

委員会が置かれ，組織運営，研究設備，土地・施設の 3

つの部会が設けられ，いろいろと詳しく計画が検討され

ている.各部会はそれぞれ10数人からなり， 高工研関

係，フォトンファクトリー懇談会関係，学識経験者等に

よって構成されている.

計画の内容はおよそつぎのとおりである.まず高工研

の施設との関係は高工研側の立場としては，将来のトリ

スタンリングへの高エネルギー電子入射器として考えら

れ，放射光実験施設としては当然のことながらフォトン

ファクトリーすなわち SORの dedicatedmachineで

ある.その構成は全長約 4∞mの 2.5GeV電子線型加

速器を入射器として，これに同じく 2.5GeVの電子ス

トレジリング〈直径約50m)が接続されてSOR光源と

なる.電流値はまず1∞mAを実現させ，将来は l/Aを

めざす.得られるSORの波長分布，強度，パルス特性

安定性，指向性，偏光性などはすでに説明ずみであるの

で省略する. (放射線化学， 11(22)， 6 (1976) およ

びその引用文献〉入射器についてその後の興味ある変更

の1つは，上記線型加速器の途中から""0.5GeV，およ

び""lGeVと，より低エネルギーの電子がとり出せるよ

うに計画され，将来のVUV領域の用途増加に対処でき

るように考えられていることである. リングの周囲には

HX領域4本〈うち 1本はウィグラーからとり出され

る)， SX.VUV領域2本合計6本のピームチャネルが

まず設置され，各チャネルがさらにスプリッターによっ

て3""5本のビームにわけられて，各先端に実験装置が
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合計20'""30台設置される予定である.研究領域は， PF 

通信等にすでに明らかなように，回折散乱関係，分光分

析関係，放射線効果関係の 3つに大別されており，前2

者がそれぞれHX領域，および SX.XUV領域のみを利

用するのに対して，放射線効果関係は全領域の利用が予

定されている.

加速器建設予定地ではすでにポーリングによる地質調

査が活発にはじめられ，一方，入射器，リングそのものに

ついては加速器研究者によるワーキンググループがつく

られて製作準備のための各種試行実験が行なわれてい

る.明年春には半地下式入射器の建設がはじめられ，

56年度には全施設の完成が予定されている. SORのユ

ーザー側としては，すでに指摘したように(上記引用文

献)理論上，実験上きわめて研究成果の蓄積が乏しい分

野であることから計画されている多くのテーマについ

て， 1王X，SX， xuv各領域での新しい測定器，分光器の

開発と高度の真空技術の習熟が急がれねばならないだろ

う.すでに parasiticあるいは symbioticな施設を使っ

て，放射線化学の立場からも大変興味深い研究成果が得

られつつあり，ましてや，フォトンファクトリーが実際

に稼動できる数年後には，その数もかなり増えているか

もしれない. しかし，すでに指摘したように(上記引用

文献) rSOR利用は古くて新しい問題である」ことか

らもわかるように dedicatedmachineの登場は研究成

果の量においてのみでなく，質的にまったく新しい内容

が期待されよう. 事実，諸外国においても次々とこれか

ら広範な分野の者が使用可能な dedicatedmachineの

計画が具体化されようとしている.

(e. g.. An Assessment of the National Need for 

Facilities Dedicated to the Production of Synchrotron 

Radiation. US National Academy of Science (1976) 

; Physics Today， 30 (3)， 17 (1977)) 

〈東工大理・旗野嘉彦〉

デトロイトからこんにちは

市川恒樹

会員の皆様いかがお過ごしでしょうか.私こと文部省

の在外研究員として北海道大学からウェイン州立大学の

キーパン (Kevan)教授のもとに派遣されてはや3ヶ月

以上となります.デトロイトは日本では危険なアメリカ

の都市の 1つとしておなじみですが，住み慣れてしまう

となんとも感じなくなってしまうから，不思議なもので

す.今では日本の生活様式はアメリカとほとんど変りま

せんし，特に北海道は風土自体がデトロイトと似ていま

すので，外国へ来たという実感があまりわきません(除

く英会話).今は1∞。Fを越えるような暑い日が続き，

家族共々京大原子炉実験所に共同利用にで、かけたような

気分です. 日本のものと似たような食べ物もあらかた揃

います.

どこのアメリカの大学でもそうなのでしょうが，ここ

でも化学系研究室で働く日本人研究者の数は多く，全研

究員の%以上を占めています.研究室の設備も日本のそ

れと似たようなもので，金の足りないのはいずこも同じ

ようです.

キーパン教授の研究室には現在私と大阪府立放射線中

央研究所からみえている川端さんを含めて 7人の研究員

がおり，それぞれ放射線化学に関連した研究にいそしん

でいます.

私の研究内容は，スピンエコーの信号に含まれている

不対電子とその周囲の分子の核スピンとの相互作用に関

する情報から，周囲の分子の立体配置を知ろうとするも

のです.現在パワーアップした装置の試作と既存の装置

による実験を並行しておこなっています.そのうちひと

山当てるかもしれませんので"乞御期待u ・

近くへお越しの折は是非御一報下さい.

連絡先 35Chemistry， Wayne State Univ.. Detroit， 

Mi. 48202， USA 

電話 313(市外局番) 577-3072 (研究室〉

831-1706 (自宅)
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o第26回理事会

昭和52年3月31日午後6時より島津製作所大阪支社に

おいて役員20名出席のもとに開催された.

事業経過報告後昭和51年度決算報告および昭和52年度

事業案，予算案の説明があり承認された. また第20回放

射線化学討論会が10月6日'""8日の 3日間札幌市厚生年

金会館で開催されることの報告があった.

昭和52年度役員候補32名(顧問4名を含む)の推薦が

行われ，総会に上程されることとなった.また第6回I

CRR大会準備状況について理研今村氏からの報告，放

射線化学討論会検討委員会より波多野委員長からの報告

があり，質疑討論が行われた.編集委員会役員改選が行

われ，次の人々が新役員として選ばれた.

委員長:後藤田正夫
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委員:笛木賢二，荒木邦夫，小椋一，小笠原正明，志

賀徹也

なお本理事会で次の新入退会者が承認された.

入会者

〔正会員 5名〕

森利明，門井一，桑原幹典，大島裕之助，志賀徹也，

〔学生会員 9名〕

前川清，加藤立久，勝村庸介，岡田激平，安藤隆光，

篠原広行，島田繁，石川善英，山中英幸，

退会者

〔賛助会員 2件〕

旭化成工業株式会社技術研究所(2口)，東レ株式会社

〔正会員 1名〕

松井悦造

会員言ト報

正会員雨宮綾夫先生の逝去の報に接しました.本会は

ここに謹んで哀悼の意を表します.

。第13回通常総会

昭和52年4月1日， 日本化学会第36回N会場(近畿大

学〉にて午後零時より開催され桜井会長司会のもとに，

昭和51年度事業経過および会計報告，ついで昭和52年度

事業案予算案提示が行われ，それぞれ承認可決された.

昭和52年度役員の選出が行われ，下記の人々が承認され

く〉昭和51年度会計報告

<収入の部>

賛助会費 560，000 

個人会費 496，300 

雑収入 282，000 

銀行利息 9，505 

繰越金 69，597 

1，278，208 

<支出の部>

事務費 119，950 

通信費 50，610 

印刷費 755，0∞ 
会議費 73，450 

会誌発行費 84，800 

連絡費 1，420 

討論会補助 41，100 

雑 費 250 

繰越金 151， 628 

1，278，208 

<学会基金> 1，060，000 

たなお，第6回 ICRR大会準備状況についての報告

が理研今村氏よりなされた(出席者数27名，委任状 137

名)• 

o昭和52年度役員

会長桜井洗

副会長後藤田正夫林晃一郎

理事高橋詞北丸竜三東村武信松山奉史

高椋節夫小椋一山崎秀郎松井正夫

笛木賢二嶋田繁隆小笠原正明吉原賢二

荒井重義荒木邦夫永井士郎大野新一

原山覚山内愛造浜田昌之沢井照子

志賀徹也岩井正小田英輔

監事近藤正春波多野博行

顧問岡村誠三今村昌大島恵一田畑米穂

。事務局移転

日本放射線化学会事務局は昭和52年4月1日をもって

大阪大学産業科学研究所林研究室内より下記に稜転しま

しTこ.

京都大学原子炉実験所東村研究室内

大阪府泉南郡熊取町野田(干 590-04)

電話 07245(2 )0901 (内線 2408)

郵便振替口座大阪316558

。昭和52年度予算

<収入の部>

会員正会費 (364名)546，000 

学生かく 29名) 14，500 

賛助グ (63口)630，000 

雑収入 300，000 

繰越金 151，628 

1，642，128 

<支出の部>

事務費* 300，000 

通信費 50，000 

印刷費 850，000 

会議費 100，000 

会誌発行費 100，000 

連絡費 10，000 

討論会補助 54，000 

予備金 178，128 

1， 642， 128 

ゲ人件費 200，000を含む〉
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" A  員 名

~賛助会員

名 称 地所 在

旭化成工業株式会社

オ ー ツ タ イ ヤ 株 式 会 社

鐘測化学工業株式会社阪本工場研究室

関西電力株式会社

関西 ペ イ ン ト 株 式 会 社

株式会社ク 一フ レ

株式会社島津製作所

株 式 会 社 レ イ ケ ム

土 幌 町 農 業協同組合

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式会社中央研究所

段 谷 産 業 株式会社

中 国 塗 料 株 式 会社滋賀工場

中部電力株式会社

株式会社千代田研究開発

東海電線株式会社大阪製作所

東 京 電 力 株 式 会 社

動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団

電気化学工業株式会社中央研究所

日本エレクトロキュア株式会社平塚技術センタ一

日 本 原 子 力 研 究 所

日本原子力事業株式会社 NAIG総合研究所

日新ハイポノレテージ株式会社

日本電信電話公社茨城電気通信研究所

日 本 ペ イ ン ト株式会社

古河電工株式会社平塚電線製造所

放射線照射振興協会

北 海 道 電 力 株 式 会 社

三 菱 電 機 株 式 会 社 中 央 研 究 所

日立化成工業株式会社下館工場

レン ゴ ー 株 式 会 社

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

595 大阪府泉大津市河原町9-1

520-01滋賀県大津市下阪本比叡辻町210

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1

530 大阪市北区梅田 8 新阪急ピノレ

530 大阪市北区小深町3-1阪急ターミナノレピノレ

108 東京都港区白金台 2丁目 9番6号

080-12北海道河東郡土幌町字土幌西2線159

540 大阪市東区北浜5-15

554 大阪市此花区島屋1丁目 l番 3号

618 大阪府三島郡島本町百山2番 1号

803 福岡県北九州市小倉区東港町4-3

520-23滋賀県野洲郡野洲町三上

461 名古屋市東区東新町10-1

150 東京都渋谷区新宮前5-30-3

590 大阪府和泉市万町1076番地

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

107 東京都港区赤坂1-9-13

194 東京都町田市旭町3-5-1

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1関西ペイント脚内

113 東京都文京区本駒込2-28-49

210 川崎市末広町250

615 京都市右京区梅津高畝町47

100 茨城県那珂郡東海村

531 大阪市大淀区大淀町北2-1-1

254 神奈川県平塚市八幡27∞
370-12高崎市綿貫町1233

060 札幌市中央区大通東 1丁目

661 尼崎市南清水字中野80

208 茨城県下館市大字小川1500

553 大阪市福島区大関町4-43
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Radiation Physics aud Chemistry 

発刊

旧名 InternationalJournal for Radiation Physics 

and Chemistryが1977年から装と内容を新にして，新し

いタイトルで‘発行されている.主筆は A.Charlesbyで

編集委員，出版社などは変っていない.内容はRadiation

Reactionsと Processesの基礎と応用を包含し，範囲を

拡大した.綜説も時折掲載される. 1977 (Vol. 9) No. 

1""'3には早速に昨年の PuertoRicoの招待講演全文

がオフセットで載せられた.月刊で1年分 US.$125.00

2年分us・$237.50でPuertoRicoの Proceedings(Vol.

9. No. 1 ""'6)が含まれる. なお来年の Radiation

Processingの第2回は 1978， 10月22""'26日フロリダ，

マイアミ市の DoralCountry Clubで開催の予定.

(岡村誠三〉
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事務局からのお願い

北海道での楽しい放射線化学討論会を間近か

に控え会員の皆様にはますます御精励のことと

存じます。

で、会員の方々の会費滞納が事務経理に直接ひ

びし、ておりますので御協力御願し、し、たします。

また、事務局では、会誌「放射線化学」の保

存用としてパックナンバーを集めております。当会事務局は、今年4月より京大原子炉に移

転しました。初めての事でもあり、いろいろ御

迷惑をおかけしていると思いますが御容赦願い

ます。

さて、御存知のように当会はし、たって小人数

1971年 Vol.6、No.12が一冊も残っておりませ

ん。御譲り願える方がございましたら御一報い

ただければ幸いです。
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