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RADIATION CHEMISTRY 
日本 放 射 線 化 学 会 JAPANESE SOCIETY OF RADlATION CHEMISTRY 



イ高 感

本誌前号の巻頭言で名古屋大学の笛木教授が放射線化

学の回顧と展望と題して，放射線化学基礎研究の過去，

現在，将来を通しての進歩と動向を紹介された後に，こ

の分野の学際的色彩が一層進んで行くであろうと述べて

おられる.

私もこれに同意見であり，又放射線化学の応用面での

進歩へのアプローチもこの様な考え方を進めて行けば良

いのではなかろうかと思っています.

以下に，この様な考えにそった方向での雑感を綴った

次第ですが，残念ながら視野が学際的とまで行かず，多

分に見方が片寄っている恐れも無しとしないので，最初

にお断りしておきたいと思います.

きて，古く米国の Laidler博士は名著 Thechemical 

kinetics of excited states (1954)で，励起状態の化学

種による化学反応二種の内の一つ，電磁波轄射線が高エ

ネルギー粒子線の照射により開始される反応をあげ，そ

の内でも，可視文は近紫外線照射では光化学や前記の高

エネルギ一線により開始されるものとしての放射線化学

のあることを紹介しておられる.これによれば放射線化

学，光化学も，轄射線化学の一分野と考えられよう.

ところで，これらの化学反応はいずれも分子の電子励

起状態から開始されるもので，それぞれが多くの類似性

文は相関'性を持つことが感じられる.

例えば，光・放射線重合なども，京大・西島教授らが

この分野の総説を行っておられる (高分子 28747 (19 

79)).特に興味を感じるのはこれ迄，ラジカル重合反応

が主として考えられて来た光重合反応の場合でも，最近

になってカチオン重合開始剤が見いだされ，ラジカル重

合だけでなくカチオン重合も考えられる様になって来

た.これは基礎面からだけでなく応用面から見ても興味

あり，又喜ぶべき現象であると思われる.

例えば，紫外線照射による樹脂の硬化反応を利用し

て，塗料の乾燥が行われているが，従来のラジカル重合

による硬化では照射雰囲気中の酸素濃度が高いと重合禁

*日本原子力研究所特別研究員

後 藤 田 正 夫*

止作用がおとるので，酸素濃度を低下する必要があり，

硬化プロセスのコストに影響して来る.しかし，イオン

重合法が応用し得る様になれば，との面での問題が解決

し得る可能性が出て来ると思われる.

最近，多数の記憶素子からなる LSIが超LSIの組

み合わせによってコンビューターの頭脳がっくりあげら

れているが，その重要材料であるレジスト材料の開発に

あたって，従来の感光性高分子以外に感電子線 ・感X線

.感 DeepU. V.などの超微細加工用レジスト材料の

研究が活発に行われる様になって来たようである.ここ

でまた前述の励起状態で発生するイオンやラジカルによ

る化学反応が問題となって来ていると思われる.

さらに，この様な超LSI開発に伴なって，イオン，

ラジカルなどによる新しい化学技術として低温プラス.マ

化学が発展して来ている. (津田 ;化学と工業 32(尚10)

757 (1979))ところで，放射線重合も主としてラジカル

機構によるものが研究開発されて来た.しかし，最近の

電子線加速器の著るしい出力増大と共に，これによる重

合反応もラジカル重合のみでなくイオン重合も可能性が

あることがわかって来た.桜田博士らは原研大阪研で，

スチレンの放射線重合を電子線加速器により低線量率か

ら10Mrad/秒程度の高線量率迄の広範な線量率条件で

行い，ラジカル重合とカチオン重合が著しい線量率依存

性を示して生ずるが，高線量率となるとともにカチオン

重合率が増大し， 10Mrad/秒ともなるとこれが圧倒的に

なることを見出した.これは今後の放射線重合の研究方

向に面白い示唆となるものと思われる. (1. Sakurada; 

Radiat. Phys. Chem. 14 23 (1979)) 

最後に，省エネルギー，省資源が期待きれる今日，放

射線化学の研究に携わるものとして，どの様にすればこ

の様な方向に進んで行けるのであろうか? 前述したプ

ラズマ化学とともに比較的低温での化学反応であるとの

特徴を生かし， 更に常圧 (プラス.マ 化学は低圧である

が〉で反応を進める放射線化学プロセスを最終的に行い

得る様になることを期待したい.
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〔展望〕

統計的にみた放射線化学研究の動向

I はじめに

あとで詳しく述べるように，放射線化学の分野におい

ては，優に 1，000編以上の研究論文が年々印刷公表され

ている.筆者が編集者から与えられた課題は， 1979年の

放射線化学の進歩を術撤することであったが，これは筆

者の手にも目にも余ることである.そこで，最近5年余

の期間に論文リストに収録された論文を，個々の内容に

まで立ち入ることなく統計的に眺めることにより，放射

線化学研究の最近の動向を知ろうと試みた.しかし実際

に作業を始めてみると，これも，思ったより困難なことで

あった.言い訳はおいおいすることにして，不完全な作

業の結果をここにお見せしたい.

ノートルタ・ム大学放射線化学情報センターから発行さ

れている BiweeklyList of Papers on Radiation 

Chemistry (以下BLと略記する〉を放射線化学の新し

い論文を調べるために我々も便利に使わせてもらってい

る.この作業においては， 1974年から1978年の 5年間の

論文の基礎データとしてBLの Annual Cumulation 

with Keyword and Author Indexesを用いた. 1979年

の Cumulationは残念なことに手許にまだ届いていな

い.本稿における1979年の記述は日本科学技術情報セン

ターが提供しているオンライン情報レステム(JOIS)

による CASearch文献ファイル (ChemicalAbstracts 

に対応， CAと略記する〉に基づいている.

1974年といえば，第5回国際放射線会議がνアト ルで

開催された年である.そこでは， Huntによるピコ秒ノ4

ルスラジオリレスやThomasによるミセル系の電子移動

の研究がνンポジウムのテーマとなった. Higashimura 

が捕捉電子の 4K照射法による研究の綜合講演をおこな

い，注目されたことも思い出される.それから 5年を経

て1979年に東京で第 6回国際会議が開催されたことは，

まだ記憶に新しい.レアトルから東京までの期間の放射

線化学研究の動向を見ょうとすることになる.

士
ロ 宏*田

E 放射線化学はどのくらい研究されているか

まず最初に知りたいことは，一年間に研究論文がどの

くらい生産されているかということであろう.これを正

確に知ることは難しい.例えば， CAによると1979年に

<(radiation chemistry> (indexあるいは keywordと

して用いた語は<( >で示すことにする)の論文は 9編

ということになるが，これは信じ難い.放射線化学の

論文であっても，大部分は，内容をより詳細に示す

keywordが付されて分類されているのであろう. BL 

では，定常放射線照射による化学反応の生成物を定性 ・

定量するような研究が <(radiationchemistry)>として

まとめられている.したがって.<(radiation chemistry 

〉の論文を数えるだけでは，例えばパルスラジオリレス

法による研究の大部分を落してしまうことになる.ま

た， 1978年以降のBLでは， <kinetics)>がパルスラ ジ

オリレス法をはじめ種々の過渡応答測定手段による反応

中間体の研究をまとめてはいるが，単に放射線照射のみ

E二二コ Radiation Chemistry 

I!ALZ召 G-va1ue
_ Pu1se Radio1ysis 

1∞o 

8∞ 

600 

4∞ 

200 

1974 1975 1976 1977 1978 (1979) 

図 1 放射線化学の一般的動向.縦軸は論文の編数，横

軸は論文がリストに改録された年次を示す. 横軸の

( )は用いた論文リストが異ることを示している.

Statistical Trend of Radiation Chemical Studies 

本HiroshiYOSHIDA 

北海道大学工学部教授，京大工博

(経歴)昭和31年京大工応物卒， 38年同博士課程修了，スエーデン留学，京大原子炉助手，北大工助教授を経て

昭和48年より現職 専 門〉工業物理化学 (連絡先)060札幌市北区北13西 8北大工 (趣味)音楽
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ならず光照射による研究をも含んでいる.それから放射

線化学の論文のみを間違いなく拾い上げることは不可能

に近い.あえて光と放射線とを区別しようとすることも

無意味であろう.

区別の問題はさておき，常識的な意味で放射線化学の

論文数を見種るために， <radiation chemistry:>， <G 

:>， <pulse radiolysis:>の論文を集計して図 1に示し

た.これらの keywordは放射線化学固有のものなの

で，光化学の論文が紛れ込むことはない.一つの論文が

複数の keywordにまたがって数えられているとともほ

とんど無いので，図 1に示した論文数が放射線化学の基

礎研究の論文数を与えることになり， それは年間 1，000

編余である. これに放射線高分子， 放射線の化学的利

用，放射線生物学の一部分を含めると放射線化学の論文

の概数が得られる.以下に述べるように，これら加える

べき論文の合計は到底1，000編には達しない.恐らく 500

編程度でなかろうか.

1976年に論文数が際立つて多くなっている.しかし，

図1には一年間にBLに収録された論文の数が示されて

いるのであって，一年間に発表された論文数が示されて

いるのではない.実際， BLには，前年，前々年に発表

された論文も収録されている. 1976年には，それ以前の

論文がとくに精力的に集められたのかもしれない.

定常照射法による放射線化学の研究は，ここ数年の間

漸減しているように思われる.パルスラジ;tリレスの研

究は飽和に達しているように思われる.年々 200編ほど

の論文が発表されているが， 1976年にピークがあるのか

も知れない.

放射線化学の論文数を知ることは難しい.たとえ論文

数を見積り得たとしても，その結果は，用いる論文リス

トと indexの方法とに著るしく依存するかも知れないと

いう心配がある.そこで， 1979年の放射線化学論文をC

Aから調らぺBLによる結果と比較してみた. <radia・
tion， gamma ray， or electron beam， physical or che-

mical effect:>と<radiolysis:>の keywordでCAか

ら集めた論文の総数を， <radiation chemistry:>でB

Lから集めた論文の数と比較する.radiation chemistry 

についても pulseradiolysisについても， CAによる

1979年の結果と BLによる1978年までの結果との聞に大

差は無い.年間 1，000編余という先の大まかな見積りは

概ね正しいものと思われる.

E 放射線化学研究の最近の傾向

明らかに放射線化学だけに属する keywordをいくつ

か選んで最近の論文を拾い上げ，放射線化学研究の傾向

を推測することにする.

仁ご二] Energy Loss， Stopping Power 
50r ~ W-va1u巴

・・圃圃 LET 

40 

30 

1974 1975 1977 1976 

図2 放射線化学反応の初期(物理)過程研究の動向.

図2には，放射線化学の初期過程(物理過程〉研究の

動向を知る目的で<energyloss:>， <stopping power 

:>， <W:>， <LET:>の論文数を示す.最初の二事項

は合計して示してある.初期過程の研究が減少気味にあ

るなかで， LETの研究が活発になっ℃きているようで

ある.恐らく，放射線源の多様化に対応しているのであ

ろう.別の調査によれば，放射線化学効果の LET依存

性に関する論文も，その数を著しく増している.

G値も放射線化学固有の言葉である.どのような反応

中間体に興味が持たれているかをG値を取扱った論文の

数から推測しようとした(図 3参照).反応物減少のG

値に関する論文の数を比較のためにあげたが，これは図

1の<radiation chemistry:>の論文の一部と重複して

いるものと考えられる.総体的には， G値をきめるよ う

な種類の研究が少なくなっていることは明らかである.

放射線による分子励起と励起移動の研究動向は興味ある
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図3 放射線化学の研究においてどのような中間体に興

味が持たれているか.
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点であるが，放射線励起と光励起との区別がつけ難く，

信頼し得る結果が得られなかった.

基礎放射線化学における最近の中心的研究課題の一つ

が凝縮相中の過剰電子の性質と挙動であづたと思うの

は，そのような研究に携わってきた筆者の我田引水であ

ろうか.凝縮相中の電子に関する研究の動向を図 4に示

200 

150 

100 

i 50 

仁二二コ So1vated.Hydrated Electrons 

医豆:S:ZJ Electrical Conduct1v1ty. Electron Mobility 

~ Trapped E1 ectron 
_ Electron Tunneling 

1975 1976 1977" 1978 

図4 液相，固相中における電子の研究の動向.

す.<(solvated， hydrated electron>は液相中の電子の

研究全般を，そのうち電子の伝達過程の研究を<(electri-

cal conductivity> と <(electronmobility> とが代表

していると見なした.液相中の電子の研究は，相変らず

活発に行なわれているが，電子伝達過程の研究は集束に

向っているように思われる.いっぽう，固相中の電子の

研究全般を代表するであろう <(trappedelectron>の論

文数は減少しつつあるのに対し，国相中の電子伝達過程

の研究を示すであろう <(tunneling> の論文はコンスタ

200 

150 

100 

50 

E二二コ Radiation Graft， Crossl inking， Textile Appl ication 
E豆EillI Industrial and Other Appl ications 
EZ2ZiZ3 Medical and Biological Applications 
_ Ab:悶sphericand Env!ronn官ntalApp1ications 

図5 放射線化学の応用研究の動向.

ントに生れている.液相と固相との聞で異なった傾向が

見られることは興味深い.

放射線化学の応用研究について調べた結果(図 5)は

明らかな傾向を示している.放射線高分子化学の基礎的

研究を除外し，この分野における応用的研究の動向を知

る目的てう <(radiationgraft>， <(radiation crosslink-

ing>. <:textile application>の論文の総数を数えて

みた.年々の増減はあるが，総体として研究の活発さは

一定していると結論される.放射線の医学 ・生物学に対

する応用は最近著しく伸びている.同様に，まだ論文の

絶対数が少ないので統計誤差を免れ得ないが，大気・環

境問題に関連した放射線化学の応用研究も盛んになって

きている.この種の研究の論文数が1979年に異常なほど

急速に増加したかに見えるのは，基礎にした論文リスト

がBLからC Aに変わっていることによるのかもしれな

い.それにしても，社会情勢に対応して，研究が現在拡

大しつつあることに疑問の余地はなかろう.図 5の結果

から，放射線化学において応用研究が占める割合は現在

でもかなり大きし今後ますます大きくなるであろうと

いう一般的な予想は，信じてよい根拠を持っていると考

えられる.

E だれがどこで放射線化学の発展に寄与してい

るか

BLによれば，世界中で年々 7，000人余りの研究者が

放射線化学あるいはそれに関連ある論文を少なくとも 1

編発表していることになる.筆者の大まかな推算では，

このうち%は純粋に光化学研究者であり.:1hは放射線を

もときには用いる研究をしている人であり，残りの%が

放射線化学を主に研究しているものと思われる. 日本放

射線化学会の会員数が約 400名で，あとで述べるように

世界の放射線化学の約20%を日本が担っていることを考

え合わせると，この推算に大きな誤りは無かろ う.

論文著者 7，000人を統計処理する労を省くため. 1974 

年から1978年の聞に最も多く論文がBLに収録されてい

る100人を選び出し，この集団を考察した. 100人の選出

は，電算機を使ったのではな く，いわば手で計算した も

のなので，ある程度の m計算誤差H を含んでいるであろ

うことをあらかじめ了承いただきたい.

100人の国別の分布は図 6のようになっている.なん

といってもアメリカが一番多いが，それに続いて日本と

ソ連とが肩を並べている.この 3カ国で全体の約%を占

めている.この図は，相対的に多くの論文を発表した著

者の数の割合を示すものであるが，国別発表論文数，ひ

いては研究に対する寄与にいちおう対応しているものと

考えてよかろう. ただ. 100人がすべて放射線化学研究
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学研究は，放射線化学全体の進歩に対し約20%の寄与を

していることになる.図 6の 「その他」の中には，ハン

ガリー，オーストリア，イスラエル，ポーランド，スエ

ーデン，ベルギー，オーストラリア，東独が含まれてい

る.

100人から上記の 35人を除いた 65人の論文の標題を一

見して気付くことは， 26人もが多かれ少なかれ放射線重

合，高分子照射，あるいは放射線利用研究に携わってい

ることである.このことからも，放射線化学において応

用研究が重要な割合を占めていることがわかる.

さらに 100人の中から20人を選んだのが表 1である.

図6 放射線化学研究の国別分布.示された数値の具体

表 1の国別分布は図 6の結果から大きくはずれていな

い.日本の寄与が約20$ちという値からは， 4名が期待さ

れるが，実際に Machi，S.， Imamura， M.， Sato， S.の

3名が表1に見られる.いずれも日本の代表的な放射線
的内容は本文参照.

者であるわけではない.その うち35人 (約Ys)は，光照

射による分子励起，光化学反応機構， ESRスペクトルの

解析と分子運動といったような研究に携わっており，ど

う考えても放射線化学者とはいえない. しかし， i放射

線化学」を明確に定義することは困難であり，そうする

ことの意義もあまり認められないので，敢えて35人を除

くことをしなかった.いずれにしても， 日本の放射線化

化学者として異存のないところであろう.明らかに「非

放射線」化学者が数人含まれているが，ここでも BLの

数値に忠実に従った.

世界の代表的研究者20人が 5年間に発表した論文の数

は 126編から41編の聞である.この数値を見て疑問を感

じる読者もあろう.論文21編で 100人の集団にも入り兼

ねた筆者も疑問を持った.しかし， BLには論文がすべ

て収録されるわけでもない.論文の内容がBLの方向に

表 1 近年活発な研究活動を続けている放射線化学者と研究内容の一覧

研究者(ク.ループ〉 国 発表論文数 研究 内容の概 略

Symons， M. C. R. 英 国 124 結晶性固体中の不安定種， ESR 

Kevan， L. アメリカ

Schulte-Frohlinde， D.西独

Phi1lip， D. 英国

Pikaev， A. K. ソ 連

Pitts， J. N. Jr. ア メ リ カ

Kroh， J. ポーランド

Spitcyn， V. I. ソ 連

Machi， S. 日 本

Freeman， G. R. 

Imamura， M. 

Sato， S. 

Zagorets， P. A. 

Gol'danskii， V. I. 

Thomas， J. K. 

Henglein， A. 

Foeldiak， G. 

Hayon， E. 

Jortner， J. 

Wrighton， M. S. 

カナター

日 本

日本

ソ連

ソ連

アメリカ

西独

ハンガリー

アメリカ

イスラエル

西独

85 非品質固体中の電子， semi-continuum model，磁気共鳴

66 水溶液の放射線化学，生体関連物質，パルスラジオリレス

57 光化学(発光分光〉

55 金属イオン水溶液のパルスラジオリレス，その他

51 光化学(気相光分解)

51 低温固相中の電子， トンネリング

49 金属酸化物固体と金属イオン水溶液の放射線照射，放射線グラフト

47 放射線高分子化学，放射線の利用

46 電子の易動度，パルスラジオリレス

46 反応中間体，放射線重合機構，パルスラジオリ νス

45 放射線化学反応， G値の理論，光化学

45 エチレンの放射線テロマー化反応

44 低温固相，放射線高分子，ポジトロニウム化学

43 ミセル系の放射線化学，芳香族炭化水素の励起移動

42 反応中間体， ミセル系，パルスラジオリレス，その他

41 炭化水素の液相放射線分解

41 水溶液のパルスラジオリ νス

41 理論(分子過程)

41 光化学

発表論文数は1974-1978の期間に BiweeklyListに集録された論文の合計である.
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合致しなかったのかもしれない.あるいはBLに情報提

供という協力を怠ったからかもしれない.また， もしか

したら収録に足る論文内容を有しなかったのかもしれな

いと自戒したりしている.

表 lを掲げる第一の理由は，代表的放射線化学者の研

究内容から放射線化学研究の最近の動向を見ることにあ

る.一人一人の研究内容も多岐にわたっている場合が多

いが，論文の標題を眺めて筆者の独断で数語にまとめた

研究内容を最後列に示した. 7，000人中の20人を例にと

ったのではあるが，その研究内容は現在の放射線化学研

究全般を概ねカバーしているように思われる.

表lを作成しながらの個人的感想をいくつか述べた

い.第一は，研究の方法論と対象を比較的狭く限ってい

る研究者が多くの研究成果を上げているように思えるこ

とである.ある意味でこれは当然かも知れない.放射線

化学の行くべき方向を洞察する識見が無ければ研究方向

を絞ることはできないからである.第二に，ソ連の研究

が全体として比較的傾向を揃えていることである.応用

研究に重点がおかれている.最近は，金属イオンの放線

線化学反応の研究に力を入れているようである.最後

に，筆者の気に掛かることは，放射線化学における最近

の進歩に重要な貢献をした研究者の名前が二，三表1に

無いように思われることである.だれであるかを考察す

ることは本稿の主旨ではない.個々の論文の中味に立ち

入ることなく数だけを処理する統計的方法の限界を感じ

る.

N 1979年の放射線化学

編集者の要求に曲りなりにも応じようと，電算機の端

末に多種多様の keywordを打ち込んで1979年の論文数

をCAから出してみた.各 keywordの聞の論理和・論

理積の関係が複雑に入り組んでいて，正確な統計的数値

は得られない. 1Hで示したような作業の経験をもとに，

かなりの誤差に目をっぷり，放射線化学関係の論文を分

類した結果が図 7である.ここでは必の数値を示すこと

さえはばかられる.

Chemical Abstractsから<radiation>に関係あるも

のとして拾い出された論文の総数は約10，000編である.

そのうち放射線化学の範囲に含めてよいものが約 1，800

編であるが，この数値にはいくらか重複して数えている

図7 1979年に ChemicalAbstractsに改録された放射

線化学関係の論文の分類.総数は約1，800編.

ものがあろう.この 1，800編の分類結果が図 7に示され

ている.<biological>で拾い集めて放射線生物と分類

した論文 372編を放射線化学に関係あるものとしてよい

かどうかは全く不明である.

CAから放射線化学の論文を検索することは難しい.

図1-5の結果と図 7の結果との聞に矛盾が見られれば，

それはCAのindex方法が現在の目的には適切でないこ

とによる.筆者はBLから得た結果をより信頼してい

る.ただ，先に年間論文編数を 1，000余りと見積った際

には. 1979年に放射線高分子関係の論文が crosslinking

と graftを含めて約350編あることを考慮に入れた.

V おわりに

統計というのは，正しい数字をしておのずから語らし

めるという面が強いはずのものである.ところが，ここ

に示したデータは，情報処理に全くの素人の仕事であ

る.しかし，現在利用し得る論文リストとその index方

法を見るとき，分類結果は分類者にかなりの程度に依存

することも止むを得ないと思われる.最後に，この作業

をする過程で放射線化学とは何か，特にその境界がどこ

にあるのかますます分からなくなり困惑したことを告白

して稿を終る.
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希ガスエキシマーとそのレーザー

1 はじめに

希ガスは不活性であり単原子分子であるといわれる.

確かに基底状態の希ガスは不活性であるが，適当な方

法で，ひとたび励起されると，非常に活性な原子とな

り，基底状態にある同種の希ガス原子と反応して，励起

こ原子分子を生じる.また特に励起せずとも希ガス中に

は安定なファンデルワールス分子がその存在を分光学的

吸収で観測できる程存在する.希ガスの励起こ原子分子

(エキレマー)は極真空紫外 (VUV)領域の光を放射

する.

そのため希ガスランプはvuv光源として用いられて

きた.1970年代の初めに希ガス(ここでは Heは除外す

る〉がvuv領域でレーザ一発振することが報告されて

以来，希ガスに関する関心は高まった.高出力のレーザ

ーを得るためにはエキレマーの発光に至るメカニズムを

理解せねばならなかった.そこで文字通り laserが希ガ

スの研究を stimulateしたといえる.先ずエキレマー自

身の寿命，電子状態，反応性に関する研究が必要とな

る.またエキレマーの前駆体と思われる励起原子，パッ

レェンの 1s状態(後述)の研究，さらには，希ガスが

放電や放射線等で励起されたとき，先ずイオンが生じ，

それが中和し，高い励起状態を生じこれがさらに失活

して最低励起状態のパッレェン 1s状態に至るわけで，

必然的に 1sより高い励起状態(例えば後述のパッンェ

ン 2ρ)の研究も必要になる.これらについて以下に順

を追って述べて行き，最後に希ガスエキレマーレーザー

について述べる.以下の説明のため，ここで希ガス原子

の励起状態の記号について述べておく.基底状態は勿論

付〉ρ6(Neで n二 2，Xeで n二 5)であるが，最低励

起電子配置は (n)t5(n+1)sであり， これはパッレェ

ンの 1s状態と呼ばれる四つの状態より成る.エネルギ

ーの高い方から 1S2，1S3， 1S4， 1S5 と呼ぶ. これらは

Rare gas excimers and their lasers 
キTakefumiOka 

長岡工業高等専門学校助教授，理博

岡 武 文 人 荒 井重義**

ラッセルーサンダース記号ではそれぞれ 1pl， 3Po山 2

となる.また励起原子の持つコア(イオン芯〉の電子状

態 (2P1r2と 2P3/2があり，前者がエネルギーが高い〉

で区別することがあるが，1S4 と 1S5 は 3P3r2 コアを

持ち.1S2と 1S3は 2P1/2を持つ.そこで前者をくn十

1)sで後者を (n+1)s'で表すことがある.ダッ νュは

コアが 2P1/2 であることを意味する.1sの次の励起電

子配置は (n)戸 (n+l)tで，これはパッレェンの 2t状

態と呼ばれ， エネルギーの高い方から 2Pl. 2ρ2. 

2Tl0と10コのレペルより成る.この場合， 2.ρ1，-...，2T4は

(n+l)T'で残りが (n+1)ρである.

2 VUV領域における吸収と発光

基底状態の希ガスの vuv領域の吸収を調べてみる

と. 1s状態に相当する波長およびそれより長波長に話を

限ると，先ず.1P1 (1S2) と 3P1(1S4) との吸収が見ら

れる.つまりこれらは共鳴状態である.希ガスではラッ

セルーサンダース結合はあまり適当ではなく(特に Kr，

Xe). スピンに関する選択則は破れている. (実際 Je-l

結合がよく用いられる.)これらの共鳴線以外に，この

付近に振動構造を有する三つの吸収帯が見つかってい

る.これらはファンデルワールス分子が励起状態へ遷移

することによる吸収である.これらの遷移を詳細に調べ

ることにより，ニ原子分子の基底状態はもとより，励起

状態についての知見も得られる. Heから Xeまで，こ

の種の研究は Y.Tanaka. K. Yoshinoによって主に成

された 1-6>以下に彼等の staticな系の研究から判明し

たいくつかの重要な点について述べる.上に述べた三つ

の吸収帯はレステム I. n. mと名づけられ，その遷移

は第 1図で矢印で示したように帰属されている.第 1図

には，ここでの話に関係のあるポテンレャル曲線だけが

描かれている.右の端に 1s原子のエネルギ一位置を示

(経歴〉昭和46年東京工業大学大学院博士課程修了，昭和52年より現職 (専 門〉放射線化学

(連絡先〉 干940長岡市西片員町888番地 〈勤務先)**Shigeyoshi Arai理化学研究所 ・レーザ一光化学グルー

プ副主任研究員，理博 (経歴〉昭和37年東京工業大学大学院博士課程修了，昭和45年より現職 (専 門〉放

射線化学 (連絡先〉 干351埼玉県和光市広沢 2番 1号(勤務先趣 味〉スポーツ見物
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町
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lS3 

IS4 

E 

IS5 

I 

ファ ンデルワールス分子

図 1 希ガスのvuvにおける吸収と発光

した. ファンデルワールス分子の平衡原子間隔は励起状

態のそれらよりはるかに大きいため，ブランクーコンド

ン係数の大きい位置は図に示すように，励起状態ポテン

レャルの外壁で解離エネルギー近い所となる.レステム

I は lS5 より生じる 3~~ の高い振動状態への遷移であ

る.このエキνマー状態は Hund-Mul1ikenの casebで

は 3~~ であり ， 三重項であるため， 基底状態 1~~ と

は光学的に結合できないが， case cなら む と 1uとか

ら成り ，1uの方は基底状態 02と結合できる.一般に軽

い希ガスの分子の場合 casebに近く ，重い方では case

C に近いと考えられている.実際，レステム Iは三つの

νステム中一番弱く ，Neの場合には観測されない 2)

また Arの場合には回転構造の解析により casebに近

いことが分った 6) 次にνステム Eは ls4 より生ずる

l~~の高い振動状態への遷移である. 発光においても ，

IとEは観測されるが，発光スペクトル中では ls4の共

鳴線から長波長側へ伸びる連続スペクトルのように観測

され，以前に 1st.continuumと呼ばれていたものは実

は，これではないかと最近解釈されている 5)

次にνステム Eは三つのうち一番強く ，ls2 から生じ

る O~ への遷移である . この状態は 1， 3~ に比べると

はるかに浅い極小を持つ 1-3) ls2 の共鳴線は短波長側

表 1 希ガスファン デルワールス分子のポテン
レャ ル1-6>

希ガス
De 

振レペル数動cm-1 

Ne2 30 2 

Ar2 92 6 

Kr2 138 16 

Xe2 196 25 

へ異常な pressurebroadeningをするが，これは ls2

より生じ反発型ポテンジャル 1uによると考えられてい

る 1)吸収 ・発光における I. 1I， mの解析より，各励

起状態の解離限界近くの振動レぺル (Arについては，

Iで9コ， 1Iで22コ， mで7コのレペルが観測されてい

る)，ボテン iノャルの形が決定されている. 基底状態に

ついては表1に各希ガスのフ ァンデルワールス分子の結

合エネルギー (De)，と振動レペル数をまとめておい

た.Neから Xeへ行くに従って，ファン デルワールス

分子もより安定となっている.次に発光だけに見られる

遷移があるが，それは，いわゆる2nd.continuumと呼

ばれているもので，従来連続光源と して用いられた発光

で，1.3 ~の低い振動レペルから基底状態の反発型ポテ

ンレャ ルの急斜面への遷移で、ある (図 1). いわゆる

bound-free transitionである. 希ガスに関する話の中

心は少なくとも現象的にはこの発光につきる.分光学的

にはこの発光は連続スペクトルを呈すので，多くの情報

は望めない.今のところ，高圧で 2nd.continuumの発

光強度が他の発光に比べて圧倒的に強くなることから，

これは低い振動状態から発していると考えられている.

各レステムの発光強度の圧力依存を調べてみると， l[だ

けが， 2nd.continuumと同じ挙動を示すことが分っ

た.しかし 2nd.continuumを生じる低い振動状態のエ

キレ マーが， 1~ の振動緩和だけによ っ て賄われている

とするには，2nd.continuum は強すぎる.そこで他の

過程がある と考えられているが，特にファンデルワール

ス分子から 1 .3~ の低い振動状態への直接励起が考えら

れている 5) 放射線化学的には亜励起電子によるファン

デルワールス分子の励起がどの程度あるのか気になると

ころである.

3 希ガス励起こ原子分子

とこでは 2nd.continuumに係わるエキレマーを動的

に観測した結果について述べる.先ず表2に 2nd.con 

tinuum の波長とそこで観測された寿命 (2つの成分が

ある時は長寿命成分)を示したが 7>寿命は重い希ガス

へ行く程，短くなるが， Xeの場合でも 100nsである.

したがってこれは三重項の寿命であることは明らかであ
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と今後の問題について述べる.表2に各希ガスについて

吸収の中心波長とその高圧での寿命を記したが， 寿命は

2nd. continuumのものとよく一致する. したがって，

近赤外領域のこれらの吸収は 2nd.continuumを発する

エキレマーによるもの，すなわち 32:;~に よるものと結

論された 10)選択則によれば，遷移の上の状態は3IIgか

3 2:;~ でなければならない. また Ne から Xe にわたっ

て，この遷移のエネルギーは励起原子 レペル(n+1)ρと

(n十1)sとの差とよく対応する.以上の事柄と理論計算

されたボテンレャノレ12-18)との比較により ，著者等はこ

の選移を 3TIg(2T9 or 2ρ8)←3 2:;~ (lS5)と帰属した 11l

我々はこのバンドを後述のものと区別して近赤外第 1パ

ンドと呼んでいる. 第 2図に Neの第 1バンドを示し

た.スペクトルは経時変化していることがわかる.パル

ス後 lμsのスペクトル中にはっきり見られる四つのバン

ドは，Av二 Oの sequenceノ〈ンドと考えられ，図中に示

したように帰属された.したがって，スペクトルの経時

変化は振動緩和ということになる. Arの場合もこれと

よく似たスペクトルが得られるが，スペク トルの経時変

化は見られなかった.Krの場合には， はっきりと分離

した四本のパンドが，Xeの場合には 10本ほどのバンド

が観測されたが，これらはいずれも経時変化も圧力によ

る変化も示さなかった.これらのスペクトルの徴細構造

の解析はまだ終っていないが，Ne， Arとはかなり様相

を異にする.図4にこの遷移をボテンレャル曲線上に示

した.3IIgはスピンー軌道相互作用を考慮、しないとき3D

励起原子 (2T9，2T8， 2.ρ7がこれに当たる〉から生じる

希ガスエキレマーの発光と吸収

希ガス

Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

収「
寿命
μS 

6 

2.5 

0.35 

0.14 

m
d
h山
肌

815 

988 

983 

1， 045 

レーザ一
波長8)

nm 

126 

146 

172 

* 光「
寿命7)

μs 

5 

2.8 

0.30 

0.10 

車
市
一
位

側

83 

127 

143 

170 

表 2

* 2nd. continuum.寿命は2つあるときは長寿命成分.

短寿命成分は Arで 4ns，Xeで 6nぇ

る.他方，同じ表中のレーザ一発振波長を見ると 8) こ

れは 2nd.continuumの波長と一致する.つまり ，レー

ザ一発振に関与しているのは 2nd.continuumを発する

エキレマーということになる.きて，以上は希ガスエキ

νマーの発光に関する観測であったが，1969年に Arai，

Firestone等は電子線で励起された希ガス中の近赤外

領域にエキνマーの吸収と思われるバンドを見い出し

た 9) この吸収は微細構造を有し，また発光を伴わない

ので，励起原子による吸収とは，はっきりと区別がつい

た.1s原子の消滅に伴って生成してくることや， 1次

の減衰をすること等を考慮すると分子イオンではないと

考えられた.その後の研究で，この吸収の消滅寿命は圧

力と共に減少し，ある圧力以上で一定となることが分っ

た 10)著者等は数年来，この吸収の動力学的， また分光

学的研究を行ってきたので，そこで明らかになったこと

エキレマー吸収波長 (nm).観測値と計算値表 3

第 1パンド
ObS.9-lll Calc. 

Ne 

Ar 

965-990 

1， 008-1， 100 

Kr 

Xe 

0.5 

1，040-1，24018) 

Calc. 

(山012
)

1， 26013) 

ilW 1，34015) 

1，61017) 

1，90018) 
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第 2バンド
Obs.11> 希ガス

82712) 

lw 89615) 

988-1，19016) 

806-816 

984-990 

希ガス

1.0 

。

NEON 1300 Torr 

s玄u-l1Tg 
1.0 

3.0 US~C 

0.5 
〉
」
「
-
凶

Z
凶
白

J
4
u
-
↑ι

。
0.5 

0.10 

0.05 

900-1，030 Ne 

1，140-1，300 

1， 160-1， 380 

Ar 

Kr 

Xe 

8200 

図2 電子線ノ〈ルスを照射したネオンの吸収スペク卜

ル.ネオンの圧力は約 1，300Torr. スペクト ルはノtル

ス後0.2，1.0， 3.0 μsの時点で、測定されたものであ

る.また波長分解能は0.51nmである.

50 

(A) 

8100 

WAVELENGTH 

50 
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WAVElENGTH (A 】

RESOLUTION 30A 

図3 電子線パルスを照射したネオンの吸収スペクト
ル.ネオンの圧力は約 1，300Torr(白マル，縦軸は
左側を参照〉および 7，600Torr(黒マル，縦軸は右
側を参照).スペクトルは吸収が最大に達した時点
で測定した.波長分解能は 3.0nmである.

エキレマー状態であるが，この相互作用を考慮するとい

くつかに分裂するはずであるが，分裂の大きさはまだ知

られていなし'.3~~ の方は 2nd. continuumの始状態

の1つである.表3に理論計算されたポテンレャルより

計算された遷移波長と観測値を比較した.最近，末元等

19) は，この第 1パンドよりさらに長波長に第 2のバン

ドが存在することを見い出した.

我々は気相のNeからKrについて，この第 2バンドの

存在を確め，さらにスペクトルをとることに成功した.

図3に Neの第 2バンドを示した.これらの吸収の位置

は検出器 (51タイプのフォトマル)の限界波長 1，300nm

に近く (Xeについては， この限界を越えるため観測さ

れなかったと思っている)，吸収の存在は確認できても，

そのスペクトルをとり，さらに寿命を決定することは非

常に困難であった.初期に我々はこの第 2パンドは第 1

バンドより短寿命だと結論したが 11>その後実験技術の

改良により，同程度であることが判明した.この点は実

はこの吸収の帰属において非常に重要であった.現在，

第 1バンド，第2バンドは同じエキレマーによるものと

考え，第 2 バンドを 3~~(lS5)←3~~(ls5)と帰属して

いる.この帰属も第 4図に短い矢印で示してある.この

場合，上の状態はほぼ反発型なので，吸収パンドは幅広

い構造のないものになるはずであるが，我々の今の分解

能ではアルゴンの場合以外は図 3の Neの場合同様，構

造は見られない.表3にこの第 2バンドについても実験

波長と理論波長を比較した.結局，近赤外領域の吸収は

vuvの吸収，発光から得られる情報とは相補的に高い

励起状態 (3IIg，3~~) に関する情報や， 特に第 1 バン

ドは振動. 回転構造の解析が成されれば 3~~ の低い振

ロ
ロ

図4 希ガスエキレマーの近赤外吸収

動レペルに関する情報を提供してくれるであろう.

4 励起原子

何といっても 1s励起原子に関する興味の中心は四つ

の状態が二つのエキ ν マー状態 (1.3~) の生成にどのよ

うに寄与しているかという点であろう(図 1). これを

調べるために誰もがやるであろう実験は四つの励起状態

の消滅速度定数件〉の希ガス圧力依存を調べることで

あろう.すなわち，X* (1s)+2X→X; (1 .3~)+X (ここ

に Xは希ガス原子を表す)，というようなエキレマ一生

成過程があれば，kの中に希ガスの圧力の 2乗に比例す

る部分があるであろうと考えるからである.実際に純粋

表 4 純希ガス中におけるls原子の滅表速度定数20)

状態 h1* 

Ne (lS5) "-'5 

Ne (ls4) "-'60 

Ar (lsn) 1. 0"-'2. 2 

(1S3) "-'5 

(1S4) 

(1S2) 

Kr (1S5) 

(lS4) 

Xe (1S5) 

(1S4) 

h 2* 

.......0.06， 7u) 
，，-，0.5 J 

0.7"-'1. 7 

"-'1 

1"-'2 

0.14"-'0.9 

2.6 "-'4.4 

"-'0. 87C) 

1. 5 "-'8.6 

"-'4. 47d) 

"-'2 

"-'250 

2.3"-'3.7 

"-'290 

* k1 in 10-15 cm3 S-l， k2 in 10-32 cm6 S-l 
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希ガス中の各 ls原子の擬 1次消滅速度定数件〉を希ガ

スの密度ρの関数として測定してみると，密度依存を持

つ. しかしこれは kocρ2というような簡単なものではな

いことが多い.そこで，習慣として，k=れ+k1p+k2P2

(ρ は密度)の形で整理されている.表4に報告されて

いるん，んの値をまとめたが，報告ごとによる差が大

きいので，報告値の範囲として示しておいた.報告が一

つしかない場合， 数字の前に~を付した. れは拡散や

幅射寿命の逆数等を含む項であるが，いずれにしても反

応には無関係であるので省いた k1pは2体過程である

が普通，衝突による隣接の lsレペルあるいは 2ρ レベ

ルへの脱励起あるいは励起を表すと考えるか，また衝突

による誘導轄射を表すと考えられている.しかし，これ

を直接示す実験結果は多くの場合得られていなし'.さら

にこの項は不純物に非常に敏感な項でもある. 問題は

hρ2の3体過程であるが，一応， 表 4にあげた全ての

レペルについて，この項はゼロではない.重い希ガスへ

行くにしたがって大きくなる傾向が見られる.ls原子と

基底状態原子の結合から生じる励起分子の電子状態は図

lに示したもの以外にも多数あるが，深い極小を有す状

態は ls5 よ り 生じる 3~~ と ls4 からの 1エ:だけ であ

る.

ls2， ls3は反発型のボテン レャルしか持たないにもか

かわらず表4を見ると Arについては，これらのレベル

もk2p2 の項が存在する.これは図には描かれていない

多くの反発型ポテンレャルを通つての衝突による curve

crossingによるエキレマ一生成ではないかと考えられ

ている 20)実はこの curvecrossingは希ガスの一つの

特徴のようである.2ρ 状態に関する数少ない報告を見

ても 16.21)ごく低圧の希ガス中でも 2tレペル聞のある

いは 2ρ から lsへの 2体過程による脱励起が効率良く

起っている.(k1'"'-'1O-11 cm3 S-1)これがまた反発型ボ

テンレャルを通る curvecrossingによると考えられて

いる.速度定数から見て， 2tについては， 1気圧ぐら

いでも，この 2体過程が主な消滅過程であろう.他方ls

については表4の値から見て， 1気圧ぐらいでは 3体過

程が主となる. Curve crossingによる説明の是非は別

としても，希ガス中にイオン化や高励起状態の生成とい

う形で注入されたエネルギーは(特に高圧下では)， 2 

体衝突過程により速やかに ls状態へと下って行き，ls 

から 3体過程によりエキνマーへと集中して行くという

スキームが出てくる.

5 希ガスヱキシマーレーザー

希ガスエキレマーレーザーは勿論真空紫外レーザーで

あるが，一般に紫外レーザーは今後非常に広範囲の応用

が期待されているレーザーである.例えば，同位体分離

や熱核融合のプラス.マ加熱用光源として期待きれてい

る.また多光子吸収を利用した軟エックス線レーザーを

発振させようという考えもある 22)一般にエキレマーレ

ーザーは分子の bound-freetransitionを利用する新し

いタイプのレーザーである.下のレベルの population

は実質的にゼロであるが，他方，スペクトル幅の広い遷

移となるため，中心波長での誘導放射係数が比較的小さ

い.したがって，この種のレーザーは高いポンピング速

度を必要とする.そのため， 1960年に Houtermansに

よりアイディアが提案されて23) 10年以上たって. 1971 

年にはじめて液体 Xe中でレーザ一発振が報告された.

8a)その後，気相で Xe，8b) KT， 8巴)A1'8d)について 2nd.

continuumの波長でレーザ一発振が報告された. これ

ら希ガスは高圧(>2気圧)下で， 大電流密度(数百

A/cm2)，高エネルギー ('"'-'lMeV)の電子線ノ〈ルスによ

って励起することによってレーザ一発振しており，プラ

ズマ中の電子密度は 1014cm-3以上である.当初この系

は簡単な計算により，電子線により系に与えられたエネ

ルギーに対して50%程度の発光効率を持っと予想された

が，現実には10%程度であった 15)その後，電子による

希ガスの励起やその後の kinetics等を仮定した複雑な

モデル計算が行われた.そして，さまざまな観測値，埜

光の減衰曲線， 逆制動轄射法による電子濃度の圧力依

存， レーザ一光強度の圧力依存， レーザ一波長レフト，

レーザースペクトルの narrowing， レーザーパルス中

の強度の時間変化等と計算値が比較され，モデルの改良

が成された.その結果， レーザ一発振中の条件下では，

各種励起種の密度が高いため，非常に複雑なプロセスが

起っていることが分った 24)その主なものを次に示す.

x;+x;→X~+2X+e (1) 

X;+hν→X~ +e (2) 

X;(1~)+ e ごXH3~) +e (3) 

X; (1 ~) +MごX~(3~)+M  (4) 

ここに Xは希ガス原子，X;はエキレマー hν はエキ

レマーより発した光子である. エキレマーには1~と 3~

があるが両者とも発光する.エキレマー濃度が高くなる

と，先ず(1)のようなエキレマ一同志のぺニングイオン化

によるエキレマーの損失が起きる(k'"'-'10-10'"'-'10-11cm3

S-l ).またエキレマーのイオン化エネルギーは hν より

小さいので，エキνマーの光イオン化(2)も起こってくる

(断面積'"'-'10-18cmり. この断面積は 1 ，3~ 両エキレ

マーに対してほぼ同じであろう.他方， 発光効率は 1~

の方がはるかに大きい.そのため，光イオン化と発光と

両者を考え合せると. 3~ の光子生成に対する利得は負
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になる.つまり 32::;の存在はレーザー効率を下げている

ことになる.きて， レーザー発振の条件より，はるかに

低い励起種密度の系でエキレマ一発光の減衰を調べる

と 2つの寿命が観測される 7e】これらは 12::;と 32::;の

寿命 ('1・'3)に対応するものである.ところが，励起

種密度の高い状態で寿命を測定すると，圧力の増加に伴

い減少し高圧で一定値に近づくただ一つの寿命が観測

される. この値は '1 と '3 の統計的荷重平均(~ 1-
4 '3 

1 1 +75E;〉-1 の値に近い.これは(3)のような hot電子に

よる 12::;と 32::;の mixingが起こっているものと解釈

された 15)この mixingがない場合 12::;と 32::;の濃度比

は寿命できまり， 32::;が圧倒的に多くなるはずである.

しかし (3)の反応により完全にmixingが起こると， 12::; 

: 32::;は 1 3となる.つま り， (3)の反応により hot電

子はレーザ一発振に寄与しない 32::;を発振の担い手であ

る 12::;に変える役割をしている.したがって，電子線励

起の場合，電子密度が高くなると思われる高圧の方がレ

ーザーに有利と思われるが，実際は次の 2つの原因によ

り，あまりの高圧は逆に不利になる.その1つは(4:)の中

性原子による 12::;の 32::;への脱励起である.他の原因は

実際に観測される電子密度が6気圧以上であまり増加し

ないことである.これは次の反応により生じた 3原子分

子イオン Xaが， X~ よりはるかに大きい中和速度定数

をもつことによると考えられている.そのような理由で

希ガスエキレマーレーザーは期待されたほど効率が上ら

ず，現在のところ，むしろ希ガスに添加物を加え，エネ

ルギー移動や反応により生成した励起種の population

inversionを利用する方向に研究は進んでいる.希ガス

酸化物 (XeO，KrO， ArO)のオーロラ線のレーザ_25)

や希ガスハライド (ArF，KrF， XeF等)の紫外レーザ

ーがその良い例である 26)

引用文献

1) Y. Tanaka and K. Yoshino， }. Chem. Phys.， 

53， 2012 (1970). 

2) Y. Tanaka and K. Yoshino， ibid.， 57， 2964 

(1972). 

3) Y. Tanaka， K. Yoshino and D. E. Freeman， 

ibid.， 59， 5160 (1973). 

4) D. E. Freeman， K. Yoshino and Y. Tanaka， 

ibid.， 61， 4880 (1974). 

5) Y. Tanaka， W. C. Walker and K. Yoshino， 

ibid.， 70， 380 (1979). 

6) D. E. Freeman， K. Yoshino and Y. Tanaka， 

ibid.， 71， 1780 (1979). 

7) a; P. K. Leichner， ]. D. Cook and S. ]. 

Luerman， Phys. Rev. A12， 2501 (1975). 

b; N. Thonnard and G. S. Hurst， ibid.， A5， 

1110 (1972). 

c; P. K. Leichner and R. ]. Ericson， ibid.， A9， 

251 (1974). 
d; P. K. Leichner， K. F. Palmar， ]. D. Cook 

and M. Thieneman， ibid.， A13， 1787 (1976). 
e; J. W. Keto， R. E. Gleason， Jr. an d G. K. 

Walters， Phys. Rev. Lett.， 23， 1365 (1974). 

8) a; N. G. Basov， V. A. Danilychev and Yu. M. 
Popov， Sov. f. Quantum Electron. 1， 18 
(1971). 

b; H. A. Koehler， L. J. Ferderber， D. L. Red. 

head and P. J. Ebert， Aρρ1. Phys. Lett.， 

21， 198 (1972). 

c; P. W. Hoff， J. C. Swingle and C. K. Rhodes， 
ibid.. 23， 245 (1973). 

d; W. M. Hughes， J. Shannon and R. Hunter， 
ibid.， 24， 488 (1974). 

9) S. Arai and R. F. Firestone， f. Cl:em. Phys.， 
50， 4575 (1969). 

10) T. Oka， K. V. S. R. Rao， J. L. Redpath and 

R. F. Firestone， ibia.， 61， 4740 (1974). 

11) S. Arai， T. Oka， M. Kogoma and M. Imamura， 

ibid.， 68， 4595 (1978). 

12) S. Iwata， Chem. Phys.， 37， 251 (1979). 

13) J. S. Cohen and B. Schneider， J. Chem. Phys.， 

61， 3230 (1974). 

14) F. Spiegelmann and J. -P. Malrieu， Chem. 

Phys. Lett.， 57， 214 (1978). 

15) D. C. Lorents， Physica， 82C， 19 (1976). 

16) R. S. F. Chang and D. W. Setser， f. Chem. 

Phys.， 69， 3885 (1978). 

17) R. P. Saxon and B. Lin， ibid.， 64， 3291 (1976). 

18) R. S. Mulliken， ibid.， 52， 5170 (1970). 

19) T. Suemoto， Y. Kondo and H. Kanzaki， Phys. 

Lett.， A61， 131 (1977). 

T. Suemoto， Y. Kondo and H. Kanzaki， Solid 

State Commun.， 25， 669 (1978). 

20) J. H. Kolts and D. W. Setser， J. Chem. Phys.， 
68， 4848 (1978). 

21) V. E. Bondybey and T. A. Miller， ibid.， 66， 

3337 (1977). 

22) C. K. Rhodes， IEEE f. Quantum Electron. 

QE-I0， 153 (1974). 

23) F. G. Houtermans， Helv. Phs. Acta. 33， 933 

(1960). 

24) C. W. Werner， E. V. George， P. W. Hoff and 

C. K. Rhodes， IEEEf. Quantum Electron. 

QE-13， 769 (1977). 

25) H. T. Powell， J. R. Murray and C. K. Rhodes， 

ibid.， 25， 730 (1974). 

26) J. J. Ewing， Physics today， 31 (5)， 32 (1978). 

- 12-



〔解説〕

原子炉における腐食と放射線

1 原子炉における腐食

現在商業用に運転されている大部分の原子炉は，冷却

材に水を使用している.冷却水は高温高圧下に各種金属

材料と接しており，金属の腐食が問題となる.炉心から

の冷却水が直接接する部分を，一次冷却系と呼ぶが，一

次冷却系における腐食の問題は，直接又は間接的に放射

線が関っている.放射線の効果を含めて，原子炉構成材

料の腐食は，原子炉の基本設計の段階で詳しく研究き

れ，相応の対策は取られて来たが，運転経験の増大とと

もに，新たな問題を生じ，改めて検討を要する状況とな

っている.ここでは，まず腐食に及ぼす放射線の一般的

な効果について述べ，その後原子炉における腐食につい

て，放射線化学の立場から眺めてみたい.

2 腐食反応

金属の腐食反応は，短絡した局部電池の電気化学反応

とみなすことができ，同時に進行する 2組の電極反応か

らなっている.アノード反応は， (1)式のよ うな金属の溶

解過程である.イオン化された金属原子

M -→Mn++ne (1) 

が金属外に放出され，電子が金属内に蓄積すると，反応

(1)は停止するので，更に反応が進行するためには(1)で放

出された電子の放電過程が必要であり，これがカソード

反応である.通常純水中でのカソード反応は水素

2H++2e -→H2 (2) 

生成反応 ((2)式〉であるが，水中に 02を含む系では(3)

式のよ

O2十2H++4e-→20H- (3) 

うな 02の還元反応となる.

いま，金属が腐食している状態を考える と，表面の一

部は局所的にアノードとして働き，反応(1)が進行する.

同時にカソードとして，反応(2)文は(3)が局所的に起こっ

ている表面が存在する. この時の金属の電位を腐食電
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位，アノードーー カソード聞に流れる電流を腐食電流と

呼ぶ.後者は直接腐食速度に対応している.

腐食電位と腐食電流の関係は図 1のような各電極の電

位と電流の関係を表す I- V曲線によって理解される.

図中曲線(1)はアノード分極曲線， (2)はカソード分極曲線

(1) 

V 

(2) 

図 1 腐食反応の電流(1)-電圧(V)曲線

を表わし，各々の電極面における反応が律速である理

想的な場合には. Butler-Volumerの式で決められる.

E Å• Eaは，アノート反応(1)及びカソード反応(2)又は(3)

の平衡電位である.腐食電位はアノードを通して流れる

電流の大きさがカソードを通して流れる電流の大きさに

等しくなる電位 Ecorで与えられる.この時，腐食電流

Ic，)J'は(4)式のようになる.

1cor二lA二一1c (4) 

この考え方に従えば， 鉄やアルミニウムなど卑な金属

(経歴)大卒以降，昭和42年東大大学院卒，同東大工学部助手，昭和48年より現職 (専 門)応用放射線化学，

原子炉化学 (連絡先〉東京都文京区本郷 7丁目東京大学工学部原子力工学科 (趣 味〉強いていえばヘポ碁
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は，極めて耐食性が低く，いつまでも腐食し;続けること

になる.しかし多くの場合，とれら金属で腐食が進行す

ると， (1)式により放出された金属イオンが表面に酸化物

の被膜を形成して内部の金属を保護し腐食反応が抑制さ

れる.この状態では，カソード及びアノード反応は単純

な反応律速ではなく，酸化物被膜を通しての拡散が支配

的となる.したがって表面に形成される酸化物被膜の構

造と物性が腐食速度を大きく左右する.

3 腐食に及ぼす放射線の効果

腐食過程に及ぼす放射線の効果について， Byalobzh・
eskiill は次の 3種類を上げている.

①腐食媒体の放射線分解 (radiolysis)

②酸化物被膜に対する photoradiationeffect 

③酸化物被膜の放射線損傷 (radiationdamage) 

原子炉に関連した腐食では，①の効果として水の放射

線分解が問題となる.水の放射線分解は良く知られてい

るように， (4)式で表すことができる. 生成物中の H02

は高 LET放射線の場合スパー内反応によって生成す

る 2)

H20ー引いーー H2，H202， e;q，H， 

OH，H02 (4) 

現在までのところ，短寿命活性種がどの程度腐食過程

に影響を及ぼすか明確にされた例は， まだ見られない

が， OHや H02のような酸化種が，腐食のカソード反

応に重要な役割を果しているとする推定はいくつかあ

る1.3) 最も効果が大きいと考えられているのは，寿命

1，00 

350 

o 50 即応o 200 250 300 

min 

図2 Zr/3$ぢNaCI/Alモデル腐食セルにおける Zr電

極の照射と H202添加の効果

a， c ; O.OOlMH202添加
b ; O.006MH202添加
d ; H202なし

↑ :照射開始， ↓:照射停止

の長い H202である. H202の電極反応としては， (5) 

及び(6)式が考えられるが， 4】カソード反応へ寄

H202+2H++2e-<===z 2H20 

Eo = 1. 77V (5) 

H202亡:=::t02+2H++2e-

Eo二 O.682V (6) 

与するのは(5)式であり，その平衡電位は O2の還元反応

(1. 23V)より高い. Byalobzheskii1)は.Zr， Al電極

を3%食塩水に浸潰した腐食モデルセルに電子線照射と

H202添加を行なった結果を比較している.図 2に示す

ように， 電子線照射による電流密度の増大は，少量の

H202添加によって極めてよく νミュレーνョンするこ

とができ，放射線の効果は，水の分解によって生成する

H202の効果であると考えられた.Bockris日らは， 電

極表面に吸着された H202が接触して OHadsとなり，

(7)式のように放電する過程を考えており.H202以外に

も， OHのような短寿命活性種が，カソード反応を促進

する可能性は充分ある.

OHads+eー→ OH- (7) 

溶液が相互に変換可能な多価の金属イオンを含む場合

は，短寿命種のもう一つの効果が考えられる.例えば鉄

についてみると， Fe2+イオンは.OHや H02により

(8)式のように容易に酸化される.生成した Fe3
+ イオン

は(9)式によりカソード反応を促進し 6) したがって腐食

反応を促進する可能性がある.

Fe21-+0H -→Fe3++OH- (8) 

Fe3++eー→ Fe2+ (9) 

以上，いずれも水の分解生成物がカソード反応を促進

する場合を考えてきたが，アノード反応を促進する場合

も無いわけではない.例えばH202が(6)式により，アノ

ード反応に関与し，腐食を抑制することも考えられる.

金属の酸化物には半導体となるものがあることは良く

知られている. photoradiation effectはこの半導体物

性と密接に結びついている. 2， 3の金属酸化物につい

てP型 n型の区別を以下に示す.このような半導体に

放射線を照射すると，放射線エネルギーの吸収によっ

て，電子は励起され，電子と空孔 (hole)の対が形成さ

れる.

NiO. CU20， Ag20 P型

Zr02. Ti02• Ta20s n型

電子と空孔は再結合によって消滅するかあるいは表

面へ拡散する.照射によ って生ずる電子と空孔の数

(nr. pr)は同数であるから，照射前の電子と空孔の数

を no，poとすれば p型半導体では， nr/no > pr/po 

また n型では pr/po>nr/noなる関係が成立する.これ

より放射線照射による促進効果は P型電極表面ではカソ
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600 400 200 、 200 ItOO 500 800' 1000 

種であれば，照射後消失するが，後述するように

02のような安定種の場合には， 照射後もある程

度残存する.これらの効果を明確に区別すること

は，実際上なかなか困難である場合が多い.

iCIμA/cm2 +J?に~ら.凶Icm
2

、-‘、宅、
、ー

+2.0 町、p 4 ジルカロイの腐食
司、、、 ジルカロイは沸騰水型炉 CBWR)及び加圧水型

+ヨ~O。 。-、‘ 炉(PWR)で，燃料被覆材として使用されている

ほか， CANDU炉では燃料被覆材以外に圧力管と

しても使用されている.現在腐食に対する放射線

.』ミゐ」
+望。

図3 3% NaCl溶液における Tiの分極曲線に及ぼす紫外線

照射効果 の効果が最もよく研究きれているのはジルコニウ

ム合金についてである.一一紫外線照射 一一紫外線照射なし

ード反応に n型ではアノード反応に見られる事が予測

される 4) 図3に Tiを紫外線照射しながら，分極曲線

を測定した結果を示す1>紫外線照射は明らかに，アノ

ード過程のみに影響を与え，これを促進している.

高速中性子や核分裂片など LETの大きい粒子線は金

属酸化物中の原子と弾性衝突して，相手原子をはじき出

し，格子欠陥を形成する.このような格子欠陥の増大は

被膜中のイオンの拡散を増大する.わしたがって，腐食

Mg/C"'. 

2.1 

ジルカロイの水中における腐食が放射線によって，促

進されることが最初に見出されたのは1954年にさかのぼ

る.米国の OakRidge研究所における均質炉開発プロ

ジェクトにおいて，硫酸ウラニル水溶液中での核分裂片

照射によって，ジルカロイー 2の腐食が著しく加速され

ることが発見されて以来，今日に到るまで数多くの研究

が行われ， その結果は Coxによってまとめられてい

る 9.10)それによれば，おおよそ以下の事がこれまでに

わかっている.

放射線が存在しない時，ジルコニウム合金の腐食

は，初期においては“cubiclaw"に従い，腐食量

"，"ia_'.' '.zOs が時間のほぼ%乗に比例して増大する. しかし酸化

物の膜厚が約 2μmに達した時， 酸化物被膜の構造

に変化が起こる.それ以後は，腐食速度は一定とな

り，腐食量は時間の 1次に比例して増大する.放射

線が存在すると，この転移前後いずれにおいても，

。.4

。
TI・・.'"n.'

図4 プロトン照射による Fe2031NHClに対する溶解速度

の変化

句、 腐食速度が増大し，転移が早められる.但し，電子

線や γ線の加速効果は極めて弱く，効果の存在その

ものが疑わしい. 高速中性子や核分裂片のような

LETの大きい放射線で大きな効果が観測される.

高 LET放射線による加速効果が顕著に現れるため

には，少量(たとえば O.2ppm)の O2の存在が必要

反応が表面酸化物被膜中の物質移動によって支配さ

れている状態では，放射線による損傷が腐食を促進

する事が考えられる.放射線による損傷が，酸化物

被膜の構造や安定性を変える場合もある. Fe203 

(ヘマタイト〉に 260MeVのフ.ロトン照射を行なっ

たところ，その溶解速度が図 4に示すように変化し

た例が報告されている 8)

以上考えられる 3種類の放射線効果のうち，損傷

による効果は照射後も残存するが， photoradiation 

effectは照射を停止すれば直ちに消失する.放射線

分解物による効果は，寄与する反応種が短寿命活性

l¥お::tm んおア開国側'

ldwd///ふ附d
.. 

/ ./ _.........."¥ 
4ニナゴゴー一一一-_.......，-."，.-

、

グプ:;......--

lime 

図5 ジルカロイの腐食速度の照射による変化
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であり H2存在下では加速効果は小さい. この関係を

模式的に図 5に示す.11>02を含む気体雰囲気中におい

ても加速効果は観測されるが，水中におけるほど顕著で

ない O2 は放射線が存在しない状態では腐食速度に影

響がない.また 02を含む水中で高 LET放射線照射下

に腐食を行ない.その後放射線照射を停止して腐食を続

行したところ，腐食速度は照射中の約%に低下した.し

かし最初から照射を行なわない場合より大きい値となっ

た.この放射線による加速効果は 250'"'-'350
0

Cで観測さ

れ， 400'"'-'450oCで消滅する 10>

上記のような放射線効果を説明するため，数多くの説

が報告されているが， 現在問題点はかなり絞られてい

T附NAMORPHOJS LAYER OF ZrOz 
REACTION 
202・+Zr-ーZr02+4~-

IMICRON 
L圃-----'

る.まず放射線が存在しない時のVルカロイの腐食につ

いて， COX10> の考え方を紹介する. ジルカロイの腐食

によって水中に放出されるジルコニウムの量は極めて徴

量であり，無視することができるので，腐食生成物は全

て酸化ジルコニウムとして，表面に沈着している.この

酸化物被膜を通しての物質移動が腐食速度を支配すると

考えられる.

酸化ジルコニウム結晶中の Zr4+ イオンの拡散はきわ

めて遅いことが確められており， 02ーイオンの拡散が主

体である.したがって，酸化物の生成は同式にしたがっ

て，図 6に示すように，酸化物ー金属界面で起こる.

202-+Zr -→Zr02+4e (10) 

OXYGEN， AIR 
OR STEAM 

MONOCLlNIC 

ZrOz 

ZIRCONIUM 

INTERMETALLlC 
PARTICLE ST1LL IN 
METALしICCONTACT 
WITH THE MATRIX 

図6 ジルカロイの腐食の模式図
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図7 ジルカロ イの仮想的分極曲線
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02ーの拡散は，多結晶中では単結晶よりはるかに大きい

ので，表面酸化物の徴結晶の粒界で起こるものと考えら

れている.

他方制式で放出きれる電子の移行過程については，種

々の説があるが，一部はジルカロイ構成成分である Fe

や Niと Zrとの金属開化合物の徴結晶が Zr02中に埋

もれた部分を通して起こることが確められている.酸化

物表面に現れた電子は移動して表面に吸着された水分子

文は O2 を還元して 0ーを生成する.

この状況に高 LET放射線の照射が加わった場合を考

える. Coxは図 7のような仮想的分極曲線によって，

実験事実を説明しようとしている.高 LET放射線によ

る照射効果の一部は，既述のように明らかに照射停止後

も残存する.したがって，これは前述の三種類の効果の

うち酸化物層の放射線損傷によるものと考えられる.損

傷の結果， 0ーンイオの拡散は促進され， アノード電流

が増大する.図 7(a)でアノード分極曲線の点線から実線

への変化がこれに対応している.しかしカソード分極曲

線が変化しない限り，腐食電流の増大はわずかである.

もし系中に O2が存在すると， カソード反応が促進され

る結果，図 7(b)のようにカソード分極曲線が変化して，

腐食電流は大幅に増大する.このモデルは現象論的には

実験事実をきわめて良く説明しているように思われる.

問題は，アノード及びカソード反応が促進される機構が

何かである.

アノード反応については，高 LET放射線により酸化

物被膜中に生成した格子欠陥が 0--イ;;tンの拡散を促

進するという考えが成り立つ. しかし実際に点欠陥の生

成速度を計算してみると，観測された腐食反応の加速の

度合いと比較して， はるかに低い値であった 10) した

がってこの効果が主要なものとは考えられず，照射によ

る酸化物層のクリープの促進の結果，被膜中に多数の

poreを生成することが， アノード反応促進の主要原因

であるとする考え方がある 10)

高 LET放射線照射後 02が存在しても，腐食促進効

果は顕著でなく 02効果が充分発揮されるためには放

射線の存在が必要であることを実験事実は示している.

この事実は，カソード過程が水の放射線分解生成物によ

って促進される事を示す証拠であるように筆者には思え

てならない. 即ち O2存在下に生成する H02や O2-

が H202とともに，カソード表面で電子の放電に関与

すると考えるのである.これら活性種の寿命が他に比し

て長いことは既に確められている 3) カソードでの O2

還元反応の中間生成物として，H02. H202， 02ーなど

があるとする説12.13)があり，この説に従えば，これら

活性種の生成によってカ ソード反応は促進されるはずで

ある.

図7の Coxモデルによれば， ジルカロイの腐食電位

は， H2中で高 LET放射線を照射すると，負にνフト

し O2存在下で照射すると正にレフトするはずである.

これを検証しようとする実験が，最近，試られた 14>

Burnsらは高温高圧下で 46MeVのプロトン照射を行な

いながら，ジルカロイの腐食電位と分極曲線の測定を行

なった.このような実験は技術的には極めて困難であ

る.最大の難関は高温高圧下の系において照合電極をど

うするかである.最近，高温高圧下で使用できる照合電

極が開発されつつあるが，多くは AgCI-Ag系を用いて

いる.この電極の純水中における使用は，溶出 Cl-イオ

ンによる妨害が考えられ，好ましくない.そこで高温水

中で比較的安定な電位を示すステンレススティールを照

合電極として用いている.しかし，残念ながら測定結果

は，系統的な腐食電位の変化を示さなかった.この原因

の一つはビームの変動にともなう電位の不安定性にあ

る.また室温では照射によって電位の変化が観測されて

いる15)ステンレススティールを照合電極とすることに

も問題がある.この実験は，筆者が知る限り，高温水中

照射下で電位測定を行なった最初の試みであり，今後こ

の種の実験データーが蓄積されることを切望している.

これまで述べてきたのは，ジルカロイの均一腐食の問

題であるが，最近 nodularcorrosionと呼ばれる局部腐

食がBWRの条件で起こることが報告されている 10.15)

nodular corrosionは中性子 fluxと O2 濃度が高い所

/ ンミ¥-

斗ィ
233努ご拐容認23F宅終燃 料

図8 ジルカロイ表面の NodularCorrosion 

で，図 8のよ うにパッチ状に 10'"'-'100μm の厚い酸化物

層が腐食によって生ずるものである.その機構はまだよ

くわかっていないが，放射線が関与しているのは確かな

ようである.

5 水の放射線分解と応力腐食割れ

水中の微量の 02は，カソード反応を支配する因子と

して，金属の腐食にきわめて重要な影響を及ぼす. した

がって原子炉冷却系における 02濃度の制御は原子炉の

水化学の重要な課題の一つである.
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冷却水に添加物を全く加えない BWRでは，炉心にお

ける水の放射線分解のため，炉水中に 150.......200ppb，蒸

気中に 1O.......30ppmの O2が含まれている.02の生成は

主と して反応凶，(12)式によると考えられ，高 LET放射

線では，H2， H202の初期生成収率が大きいので，水

を H2とO2に分解する効果が大である.

OH+H202一→ H20+H02 凶

2H02 →H202+02 凶

炉心で沸勝のない PWRや CANDU炉では冷却水に

H2を添加して， 炉心での 02生成を抑制している.表

1に代表的な PWRの冷却水に対する添加物を示す.表

表 1 PWR一次冷却水の添加物

ホウ酸

LiOH 

H2 

0.......2，000 gB/t 

0.2.......2 gLi/t 

2.......3 g/t 

より明らかなように， PWR ではホウ酸の添加を行なっ

ている.これは燃料の燃焼度の変化に対応して，余分な

中性子を吸収させるもので，化学νムと呼ばれる.よく

知られているように， Bは B(n，α)Li反応によって，

高 LETの放射線源となる.Bからの高 LET放射線の

線量率への寄与は B濃度が高い場合， きわめて大き

く， γ線や高速中性よりー桁高い例もある】したがっ

て PWR においては H2添加によって，水の放射線分

解を抑制する必然的な理由が存在する.他方， BWRで

は炉心での沸騰の際 H2の蒸気相への分配係数が大き

く，分解抑制に多量の H2を要するため，現在のところ

H2添加は行われていなし>.H2添加を行うと側.......(1司の

連鎖反応によって，分解の逆反応が進行すると考えられ

る.

OH+H2 一→H20+H (3) 

H+H202 一→H20+0H 凶

e;q +H202一→OH-+OH 同

BWR 炉水中における徴量の 02が関連する問題とし

て一次冷却系配管の腐食割れがある.1970.......1975年に世

界各所で BWR の一次冷却系配管にひび割れが発見さ

れ 17>多くの炉が運転を停止した事は，ご記憶の方もあ

ろう.その後の研究によって，これは，ス テンレスステ

ィールの応力腐食割れ (Stress Corrosion Cracking) 

であることが明らかにされた.

応力腐食割れが起こるには次の三つの因子が同時に存

在する事が必要である と考えられている.

1 材料

2 応力

3 環境

応力腐食割れの機構については，まだよくわかっていな

図9 クラック内での金属の溶出

い点が多く，現在活発に研究が進められている. BWR 

において，割れはオーステナイト系ステンレススティー

ル(主として SUS304)に集中し，結晶粒界にそって起

こることから，粒界腐食割れ(intergranularcorrosion 

cracking)とも呼ばれる.溶接時に炭化クロムの偏析が

起とり，結晶粒界近傍にクロム欠乏層を生成することが

一つの要因と考えられている.応力の存在は，こういっ

た個所にクラックを誘発し，クラックの先端では不働態

被膜のない状態で金属の溶解と応力による引き裂きが繰

り返えされて，割れが進行するものと思われる(図 9). 

割れの発生と進行を促進する重要な環境因子が 02濃

度である.割れは 02濃度のきわめて低い値では起と

らないが， 0.2.......5ppm の範囲で O2によって加速され

る 18>粒界腐食割れを起こさない 02浪度の敷居値につ

いて，定説ではないが， .......40ppbとする説がある 19>

O2 以外の放射線分解生成物が応力腐食に重要な影響

を及ぼす可能性は充分ある.放射線の存在を重要な因子

とする考えもあるが，腐食割れは放射線が存在しない所

でも起こるので.従来余り注意が払われてこなかった.

しかし最近，応力腐食割れに対する材料及びその加工面

での有効な対策が確立され始めるにつれて，あらためて

炉心近傍での放射線存在下における腐食割れに関心がむ

けられている.

放射線分解生成物の一つである H202が O2におと

らず，応力腐食割れを促進するのではないかとの心配が

もたれている.通常，定常運転にあるBWRの炉水を分

析しても， H202は検出されない.これは H202が高

温で熱分解するからである. しかし放射線存在下では

H202は一定の定常濃度で存在すると考えられる.事

実，炉水のサンプリングラインの流速を上げて分析を行

なったところ， H202を検出したとの報告もある 20>原

子炉の起動時には，炉水温度が 200
0

C以下のところで，

図10のように H202が検出される 21>H202の定常濃

度や寿命を評価するには， H202の高温水中での熱、分解

速度や他の活性種の高温 (250.......3000C)での反応速度定
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。 図10 BWR起動時における H202の生成

数を知る必要がある.しかし現在この種のデーターはき

わめて乏しい.パルスラジオリ νスによって，水の放射

線分解に関連した活性種の反応性は研究し尽きれている

ように見えるが， データーはいずれも室温近辺のもの

である.活性種の生成G値についても，室温の値をその

まま高温で使用できる保証はない.最近，高温での反応

に興味を持つク・ループが Harwell，Studsvikなどに現

れ，関連した研究プロジェクトがスタートしたようであ

るから，今後の成果を期待したい.

6 一次冷却系における放射能蓄積

原子炉における腐食に関連したもう一つの大きな問題

として，一次冷却系における放射能蓄積がある.詳細に

ついては他の解説22) を参照していただきたいが，この

問題を解決するには，原子炉内外における腐食生成物の

a
a
a
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。
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、。。。o

 

p
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図11 高温ループにおけるステンレススティールからの

クラッド放出量の時間変化

2500

C 02=200ppb流速 9ml/min-・-5X102 Gy/hγ線照射
---0ー γ線照射なし

挙動を解明する必要がある.従来，炉心外における腐食

に関するデーターはある程度集積されているが，放射線

存在下での炉心におけるデーターが不足している.

炭素鋼やステンレススティールを高温純水中で腐食す

ると，腐食生成物として水に可溶なイオンと水に分散し

た鉄酸化物粒子(クラッド〉が放出される.図11に高温

ループ実験においてステンレススティールから放出され

るクラッド量を， γ線照射・非照射の系について比較し

て示す 22)γ線照射下では明らかにクラッド放出量が増

大している.この傾向は炭素鏑についても全く同じであ

る.一方，放出されるイオンは大部分 Fe2
+であるが，

その放出速度に放射線の効果は認められない.放射線に

よるクラ ッド放出速度の増大は現在のところ，次のよう

に考えている.クラッドは Fe2
+ イオンを経由して形成

される.放出された Fe2+ イオンは，例えば(8)式のよう

に放射線分解生成物によって Fe3+に酸化される. Fe3
+ 

は水に対する溶解度が低く. Fe(OHhとして析出し，

脱水反応によってクラッドとなる.結局放射線はイオ

ンをクラッドに変換する働きをしていると考えられ，

BWR炉水中の腐食生成物としてクラッド量が圧倒的に

多く Feイオンが少ない事実と符号する.

クラッド粒子の粒径に関するデーターは，これまでほ

とんど報告されていない.慣習上0.45μ ポアサイズのフ

ィルターでろ過されるものと定義されているが，炉水中

のクラッドについて観測された粒径は数 μmと相当大き

い.しかしループ実験では 1μm 以下の小粒子が観測さ

れているので，炉水中にも小粒子が存在する可能性は充

分ある.クラッドは一次冷却系における放射能移行の媒

体として働いており，その付着，剥離，会合などの挙動

は放射能蓄積に関連して重要な意味を持っている.クラ

ッド挙動は粒径によって大きく影響を受けることが予想

される.放射線は， クラッド生成に関与するのみでな

く，その後の過程にも影響を及ぼすことが考えられ，今

表 2 ループ試験によりステンレススティールに生成す

る酸化被膜の厚さ

試 験 |γ線照射|試験時間
条件 15x 102Gy /h 1 hr 

2500

C 無

02 20ppb 1 有

2500

C 無

02 200ppb 1 有

2500

C 無 470

~;T 20
n
Oppb I 有 450

NH38ppm I -H 

1500

C 無 189

02 20ppb 1 有 251

272 

240 

195 

300 

0.11 

0.40 

0.02 

0.16 
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後この面で，コロイド化学的アプローチが必要と思われ

る.

表 2に高温水ループ中でステンレススティールの腐食

を行なった時，生成する酸化物被膜の膜厚に及ぼすγ線

照射の影響を示す 23)γ線照射下では明らかに厚い酸化

物被膜の生成が見られる.前述のようにジルカロイの場

合，低 LETのγ線照射では腐食促進効果がみられない

のと対照的である.ジルカロイでは，腐食による Zrの

放出は認められないが，ステンレススティールでは図11

のように相当量の Feが放出され，酸化物被膜の生成機

構が全く異なると考えられる.表 2の結果は，放射線分

解生成物によるカソード反応の促進によるものと考えて

いるが，今後更に詳細な検討が必要である.一次系配管

に対する放射能の蓄積は，配管表面における酸化物生成

速度と密接な関係があり 23)放射線は放射能蓄積過程に

も間接的に関与している.

以上放射線の腐食に及ぼす影響と原子炉における関連

した問題について述べた.腐食はきわめて複雑な現象で

あり，高温高圧下での実験技術上の困難もあって，いず

れの問題も未解決の部分が多い.今後の研究の成果が期

待きれる.
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飽和炭化水素における極低温照射効果

-ESR分光法による研究一

1. はじめに

放射線化学の初期過程の研究では，いかにして初期状

況を検出するかが，重要な課題となる.極低温凍結法は

初期生成種の検出という点では，時間分解法に充分匹敵

すると言われており1)今後ますます発展するものと思

われる.

放射線化学の研究において，長い間77Kは充分極低温

であり得た.実際，捕捉電子，アニオンやカチオンラジ

カル等，初期生成種が種々の系において. 77Kで研究さ

れている 2) 我々も多年，結晶内におけるラジカル反応

の. ESR， ENDOR法による研究を行って来たが，その

過程で，放射線化学反応の初期過程を凍結するのに， 77

Kは必ずしも充分低い温度とは言えないことが明らかと

なって来た3) そこで， 4 Kあるいはそれ以下の領域で

の研究を指向したが，極低温指向の初期の目的は，ラジ

カル対の初期配置を調べることにあった.

ラジカル対は. 1964年 Kuritaにより， 77KでX線照

射した Dimethylglyoxime中に見出されたのを始めと

して4) アミド，カルボン酸，炭化水素等，多くの化合

物で見出されている 5) その生成機構としては，例えば

(a) ラジカルの生成様式より，必然的に対生成する.

(b) 孤立的に生じたラジカルが，サイト移動により接近

しラジカル対を形成して安定化する.

(0) スパー内事情による偶然の隣接的.

などがあげられる.いずれにせよ， 77K以下でのラジカ

ル対の初期配置の検出が問題の鍵を握っていると思われ

た.ラジカル対の生成機構の解明は，ラジカルそれ自体

の生成過程解明にもつながると考えられる.また.ESR 

法によれば，ラジカル聞の相互作用の直接的検出を通し

鳥 山和美 *・岩崎万千 雄**

て，ラジカルの空間分布に関する情報がもたらされる点

でも，放射線化学的意義は大きいと思われる.

この様な考えから， 4 K以下での放射線照射とESR

測定が可能なクライオスタットを作成し，第一着手とし

て飽和炭化水素のラジカル対生成の問題をとり上げた.

以来，炭化水素を中心に研究を行って来たが，炭化水素

には.r 4 K以下での照射による 捕捉水素原子の検出」

という今一つの目的があった.当時.Tim， Willardに

より.r飽和炭化水素の固相放射線分解では， メタン以

外では 4Kでも水素原子が捕捉されない」という報告が

出されており 7) 液相放射線分解の結果と相反するかに

見えるこの現象の解明は，固相放射線化学の重要な課題

と考えられた.

この二つの問題は，頭初直接的な関係がない様にも思

われたが，互に密接な関連を持つことが次第に明らかに

なって来た.即ち，ラ ジカル対の初期分布を支配してい

るのは，水素原子の拡散の難易であり，捕捉水素原子の

有無は，水素原子の極低温反応性に因るなど，いずれも

水素原子の極低温における振舞に帰因することが明らか

になって来た.両者を結びつけることにより，問題の統

一的理解の糸口をつかみ得たのではないかと考えてい

る.

時期尚早とは思われるが，この機会に我々の研究室で

これまでに行った極低温放射線化学のESRによる研究

をまとめて紹介したい.

2. ラジカルの局所濃度に対する照射温度効果

極低温実験を行うに当って，まず問題となるのは照射

温度を下げることにより，どの程度初期状況を凍結でき

Low Temperture Trradiation Effects on Some Saturated Hyrdocarbons. Studied by Electron Spin Resonance 
* Kazumi TORIY AMA 
名古屋工業技術試験所第 4部第 2課主任研究官・理博

(経歴)大卒以降昭和38年名古屋大学理学部化学科卒，同年名古屋工業技術試験所 (専 門)E S R・放射線

化学 (連絡先〉名古屋市北区平手町 1丁目 名古屋工業技術試験所 干462電話052-911ー2111(趣 味)陶芸
林 MachioIW ASAKI 
名古屋工業技術試験所 ・第4部第 2課長・理博

(経歴〉昭和22年名古屋大学理学部化学科卒，昭和22'"'-'28年同大学院，昭和28年名古屋工業技術試験所，同38年
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温度 (K)

照射 測定 (P1l2)1/2 T1T2∞1/Plt2 CMJ∞l/T2 CRJ 

1.5 1.5 0.38 1. 00 1. 00 

4.2 1.5 0.35 1.18 0.85 

77 1.5 0.23 2.73 0.37 

1.5 4.2 0.53 0.51 1. 00 

4.2 4.2 0.53 0.51 1. 00 1. 00 

77 4.2 0.35 1.18 0.44 0.80 

1.5→77 4.2 0.33 1. 33 0.39 0.82 

(4.2→77) 

P1/2 :信号強度が飽和がない場合の%になるマイクロ波出力.

1.5Kおよび 4KでのX線照射でも， 生成ラジカル種

は77K照射と大差なく，アルキルラジカルによる 6本線

がスペクトノレの主成分である.捕捉水素原子は1.5Kで

も検出されない.一方，アノレキルラジカルの常磁性緩和

特性には，照射温度に依り著しい差が見出された(図 l

).スピンー格子緩和時間， T1は照射温度に依存しない

と仮定して，TIT2よりラジカルの局所濃度を評価した

結果が表 1である.局所濃度は， 1.5K照射を 1とする

と， 4 Kでは 0.85，77Kでは 0.37である.また，1. 5K 

(a) 

0.1 0.5 1.0.fP{m/I向

(b) 

Intensity 

77K irra. 

1.5K irra. 
77 K annealed 

0.1 0.5 1.0 .J戸 (m/lY2)

図 1 ポリエチレンに生成したアノレキルラジカルの，マイ

クロ波飽和曲線 a) 1. 5K測定 b) 4 K測定

から77Kへの昇温による変化は，全ラジカル量の減少が

20%程度であるのに対し，局所濃度の減少は約60%であ

る.従って77Kへの昇温により，スパー内での反応によ

るラジカルの減衰と同時に，スパーからの拡散が起きて

いるものと推論された.

この結果は， 77Kでは初期状況の凍結は不可能で 4

Kあるいはそれ以下での実験が，有効であることを示し

ている.

‘-

3. ラジカル対生成に対する極低温照射効果

77K照射した各種飽和炭化水素に生成するラジカル対

については数多くの研究があるが 6.10-a.ll) いずれの

場合もラジカル対の生成量は少し孤立ラジカルの数%

以下である.そのため，これ等のラジカル対生成は， ス

パー内の局所濃度を反映したものとも解釈できるが，ア

ルキルラジカルの生成機構と密接に関連している可能4性

も高い.なぜなら， 飽和炭化水素の放射線分解では，生

成した水素原子， Hと隣接分子との反応(1.あるいは

n )，あるいは Eに示すイオン分子反応により， アルキ

ルラジカルは対生成することが期待されるからである.

なお，これ等の機構では，一対のイオン対から一組のラ

ジカル対が生成するため，単一イオン対のスパーにも生

成する可能性がある.

1 1ぞれe→脚→(:):白(1) 

H + RH -→ R/+H2 (2) 

RH+一→ R++H (3) 

(:) 十 e → R (4) 

+ RH-→ R) + H2 (5) 

lllIRH+ + RH -→I R 1 + RH2 + (6) 

lRH2+ + e ←→¥ R) + H2 (7) 

きて，本題に入る前に，ラジカル対のESRスペクト

ルの特徴を簡単にまとめておく .

- 22ー



3.1 ラジカル対のESRスペクトル

二つのラジカル (S=V2)が固体中に近接して捕捉さ

れると，一重項 (S= 0)と三重項 (S= 1)のラジカ

ル対となるが，後者はESRにより検出できる.三重項

ラジカル対のESRスペクトルは，電子スピン聞の交換

相互作用の大きさは)により大きく変る12九

(a)ラジカル間距離が短く (rく10A)，Jが超徴細相互作

用(a)より大きい，近距離ラジカル対

図2-bの様に，スペクトル線は二つの不対電子聞の双

For Distαnt Pαir with d =0 

a) RH 

/色-'- 0ー「中¥

川 j?''1ヤi
rr-T.， 

f/ I 
5---< ;-To 

f¥ームT・1

Lα/2j'¥ 

c) Rw--RH " 

L- ::d ー」し-:: d ~
し一一 α一一」

J)O 

J( 0 

図 2 ラジカノレ対のESRスペクトルの概念図.対ラジ

カルは各々 1個の水素核を持つとした.

a)孤立ラジカル b) J > aの近距離ラ ジカル

対 c) Jく aの遠距離ラジカル対

極子相互作用 (d)により二つに分裂し(徴細構造)，そ

の各々に超徴細構造が現われる dによる分離巾は(8)式

で与えられる.また aの大きさは孤立ラジカルのそれの

%になる.

d(θ) =3/2・gs(3cos20-1 ) /r3 (8) 

ここで rは二個の不対電子聞の距離， 。はペクトル rと

外部議場とのなす角を与える.従って d(e)よりラジ

カル聞の距離を求めることが出来る.さらに，単結晶を

用いて結晶軸に対する dの最大値方向を決定すれば，ラ

ジカル対の結晶内での相対配置もわかる.ラ

ジカル対ではまた， g:::: 4に相当する 磁場

(Hl/2)の近くに JMsニ 土 2の遷移による

吸収も観測されるが，その強度 Ch)および

共鳴磁場の Hl/2からのずれ(二次νフト:

dHl/2)は， それぞれ次の様に表わされる.

h/h二 (dl..sin2θ/2H1!2) 2 (9) 

dHl/2二一d.L2/6HlI2C1-

(a) 

(b) 

は起きない.

(b) J <( aの遠距離ラジカル対

図2-cの様に，一重項，三重項聞の禁制遷移が現わ

れスペクトルは複雑となるが， Jが充分小さい極限で

は，孤立ラジカル・ スペクトルの各線が%引ので分裂

したと，近似できる.この様な遠匝離ラジカル対では一

般に dが小きいため，徴細構造の分裂は単なるスペクト

ル線の広がりとしてのみ観測されることが多い.

近接したラジカル聞の距離および配向の直接的な測定

は，国体のESRにして始めて可能であ り，固相ESR

分光法の有効な応用分野のーっといえよう.

3・2 ラジカル対の距離分布:重水素化 nーデカン (n-

C10 D22)単結晶

77K照射したn-C1oD22に生成するラジカル対につい

ては Gi11bro，Lundによる詳しい研究が行われており，

4. 7，......8. 3Aのアルキルラジカル対〈ーCD2-CD-CDγー
CDγCD-CD2-)が六種同定されているが，その量は全

ラジカル量の 2%にすぎなし，11)これに対し1.5Kある

いは 4K照射したn-C1oD22単結晶では，2.5，......25Aの距

離分布を持つ雑多なラジカル対が多量に捕捉され，全ラ

ジカル量の約90%におよぶことが見出された13).また.

この試料を77Kに昇温しても， 77K照射の結果とは一致

せず， 200K (融点下43
0
) での熱処理により，ラジカル

対は，ようやく孤立化する.これらは，極低温では照射

効果が異ることを示唆している.図 3，4にこの様子を

示す.最近接ラジカル対として，分子内のし 3ピラジ

カル，ーとD-CD2ーとD-(r二 2.5A)が検出された他， 6A 

以下の分子内，分子間ラジカル対が約20種同定された.

しかし，大部分は 6，......25Aの遠距離ラジカル対である.

分子内および，それに隣接する26分子の全ての炭素聞に

等しい確率でラジカルが生成したと仮定して，結晶構造

を基に計算した線スペクトルと実測との一致は良い.ま

た，スペクトルの解析より求めたラジカル対の距離分布

が，表 2にまとめてある.

( 1ー 3COS20) 2/ 4 ) (1国

ただし 七 はd(θ二 900
) を表わす.なお，

AMs=:l: 2のスペクト ルには dによる分裂

図3 a) 4 KでX線照射したn-C1oD22単結晶のESRスペクトル.

測定は 4K. 外部磁場は結晶の c'軸に平行 b)結晶構造を

基に計算したラジカル対の距離分布.
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(a) 

(b) 

(c) 

A 

HII C' 

ト一一ーム
50 G 

図 4 n-C1oD22の単結晶のESRスペクトルの中心部

分.外部磁場は c'軸に平行 a)77K照射，
4K測定 b) 1.5K照射， 1.5K測定 c) 4 K 
照射77K測定

表 2 4KでX線照射した n-C1oD22に捕捉されたラジ

カル対の距離分布

生成量

対a) r(A) 実測値 計算値

A こ 30 0.09 0.09 (仮定〉

B 8 ---25 O. 79 O. 70 

C 6---8 0.10 0.06 

D 2.5---6 0.024 0.15 

a)図4-bを参照

以上の結果は，ラジカル対が単なる偶然の隣接や，二

次的反応で生じたものと考えるには，余りにも多量であ

り，アルキルラジカルの生成機構から，必然的にもたら

されたものであることを示唆している.さらに， 77K照

射でラジカル生成量が低いのは，不安定ラジカル対が照

射中に減衰した結果ではなく，生成ラジカルの空間分布

が，最初から疎になっているものである.

同じ項， Gi11bro， Lundも，n-C1oD22 の他 n-C6

D14， n-C16Da4の4Kγ線照射を行った. 彼らは77K

でESRスペクトルを測定したのみであり，その解析方

法にも問題はあるが，我々と同様，多量のラジカル対が

極低温照射により生成すると結論し，対生成の照射温度

依存性を，励起移動が極低温では抑えられる結果である

と考えた 14，21)一方，我々 は， 1.5Kでも捕捉水素原

子が検出されないことから，水素原子の反応に原因があ

ると考え，次の様に説明した.即ち，極低温では，生じ

た水素原子が系内を長距離移動できず，大部分が母分子

から25A以内で反応して，雑多なラジカル対 (R…Rコ
をつくるのに対し， 77K以上では水素原子が移動し易

く，大部分が母分子から30A以上離れて反応し，孤立ラ

ジカルを生成する.

この考えに依れば，ラジカル対の距離分布は，とりも

なおさず，水素原子の反応距離分布であり，表2に示し

た様に， 4 Kでは90%以上の水素が， 25A以内で水素引

きぬき反応をしたことになる.

ラジカル対の空間分布に対する，この際立った照射温

度効果を，我々は「極低温照射効果」と名付け，その原

因が，水素原子の拡散の抑制と，極低温下での反応性に

あることを明らかにすべく，次章以下に述べる研究を行

った.

3・3 捕捉水素原子の距離分布

3・3・1 メタン

4Kでγ線照射したCH4には，ほぼ等量の CHaと捕

捉水素原子， Htの他ニ6.76Aのラジカル対， (CH 

…Ht)が捕捉される 15)このラジカル対は(1)あるいは

(n)の水素原子機構に基ずく対応を行うと， n-C1o D22 

中の (R…RJの前駆体に相当するものであ り， n-C1o 

D22ではD が直ちに水素ひきぬき反応をしてアルキルラ

ジカルになったものと考えられる.とすれば， CH4中の

CHa・..Htの多くも， n-C1oD22中のラジカル対同様，

結晶構造から期待される距離分布で捕捉されている筈で

ある.我々は CH4中の HtのESRスペクトルが，近

接ラジカルとの電子スピン双極子相互作用による広い線

巾と， 約45Gの肩を持つ事に着目し， その解析を行っ

た 16)

CH4は格子定数 5.9Aの面心立方格子を作る C-H

切断により生じた水素原子が Xe中の Htと同様，格子

聞の八面体サイトに捕捉されたとすると 17)CHaとHt

との距離としてとり得る値は，図 5の様になる.Hが母

分子との再結合を免れ得ると考えられる最短距離は

6.6Aで， Gordy， Morehouseにより解析された対の距

離， 6.76Aに相当する.最近接対以外はJの小さい遠距
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n-C10H22を添加した n-C10D22の77K照射では，

n-C10 H21が溶質添加量から期待されるより遁かに多

量に生成することが.Gillbro， Lundにより見出されて

いる 20)同じ系の 4K照射を行ったが，この溶質ラジカ

ルの選択生成は見られず. 77Kへの昇温によってもその

増加は認められない.この溶質ラジカル生成に対する低

温照射効果の原因は.D原子の移動距離が. 4Kでは短

く，溶質と遭遇できないためと我々は考えたが， Gi1lbro 

らは， マトリックスからの励起移動が抑制されるとし

た・21>

J>α 
J<α 

φ 

多

多

多

r (A) 
6.6 

8.9 
9.8 

10.6 

12.2 
12.9 
13.5 

14.8 

15.8 

1
一2
3
4
5
6
7
8
9

・.
4.2 ネオペンタン (neo-C5H12)混合系

そこで，極低温照射での溶質ラジカル生成の抑制が水

素原子の反応に関る現象であることを明らかにするた

め. neo-C5H12マトリックス中での水素原子の反応を，

典型的な水素原子捕捉剤， i-C4H8を用いて調べた 22.

23)比較のため無添加のneo-C5H12と. 77Kでの選択的

ラジカル生成が Miyazakiにより見出されている 24)

i-C4 H10や C-C6H12を溶質とする混合系についても

同様の研究を行った.結果は表3と図 6に示した.

2mol%の溶質を含む neo-C5H12のESRスペク

トル.測定は全て77Kであり，図中の温度は，照
射温度を示す. a) i-C4H8 b) i-C4H10 c) 

c-C6H12 d) t-C4H9Cl添加系 a. b. cの

4K照射で生じる 3本線は・CH2C(CH3)3に，ま

たa，b， dの77Kおよびdの4K照射で生じる鋭

利な10本線は t-C4H9に帰属される. Cの77K

照射スペクトルは. c-C6HllとCH2C(CH3) 3 

のスペクトルの重りと解析される.

ずーIrra.

(a) 

離ラジカル対であると仮定し， Htのスペクトル線型をラ

ジカル対スペクトルの重ね合わせとして解析した結果，

90%以上の HtがCH3から18A以内に捕捉きれていると

推定された 18)このことは，水素原子が18A以内で熱平

衡化することを意味するが. n-ClOD22中のラジカル対

の距離分布とも，ほぼ一致する.

一方， アルキルラジカル対. (CH3…CH3Jも存在す

るこ とが JMs二 土 2のスペクトルより確認されたが，

捕捉量は約 1%と推定きれる.ラジカル間距離の推定値

は 4.7Aでああり，ホット水素原子が最近接分子から水

素ひきぬきをした結果と推定される. (CH3...CH3Jの

捕捉量の低さは，ケージ効果による再結合が多いためで

あろう.

なお. CD4中に生成する DtもCH4中の Htと同じモ

デルで解析され.D原子の熱平衡化距離も.H原子のそ

れと大差ないことがわかった.

3 .3・2 エタン

C2D6. C2H6の4KX線照射では，主として C2Dぉ

C2H5 が捕捉されたが，いづれもアノレキルラジカル対の

分布として.n-C10D22と同様に説明できる 16)

なお， C2H6には Htは捕捉されなかったが. C2D6で

は徴量の Dtが検出された. C2D6中でのみ捕捉され，

C2H6中で捕捉されないのは，同位体効果により C-D

結合からのひきぬき反応が困難なためであろう.類似し

た例として. H 1 (D 1)の光分解により生じた Ht(Dt) 

が.50K以下の 3MP-d14中でのみ捕捉される という.

Tim， Willardの報告がある 19)

メタン結晶中の格子間位置の距離分布図5

図6

水素原子の反応に対する極低温照射効果

4・ n一C10D22/n-C10H22混合系

ラジカル対に対する極低温照射効果と原因を同じくす

ると思われるものに，今一つ，溶質ラジカルの選択的生

成の抑制がある.
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4.2・1 溶媒および溶質ラジカル生成量

neo-C5Hl21i-C.!tHs (mol)の77Kγ照射では，溶媒か

ら生じた neo-C5H11の他に.i-C4Hsに水素付加した

t-C4Hgが全ラジカルの 36%も生成する.全生成ラジカ

ルの半分は水素原子の反応により生成するとすれば， C 

-H切断により生じた水素原子のうち， 68%がi-C4Hsに

捕捉されたことになる.一方 4K照射では. i-C4HS の

水素原子捕捉効果が殆ど認められず，しかも全ラジカル

量は77K照射と同じである.従って. 77Kでは溶質と反

応した水素原子が， 4Kでは溶媒と反応したことになる.

また，マイクロ波飽和特性，スペクトル線巾..dMs二土

2のスペクトルより. 4Kでは溶媒ラジカルは互に近接

して生成していることがわかった.これらは. 77Kでは

長距離移行して徴量の溶質と反応した水素原子が. 4K 

では溶媒と近距離反応をしていることを示している.

さらに. i-C4HI0および c-C6H12を溶質とした引き

抜き反応の場合ふ水素原子は同じ振舞をすることが確

認された.

4.2・2 イ;tン種捕捉剤に対する照射温度効果

neo-C5H12混合系にみられる溶質ラジカル生成の抑

制が，水素原子と溶質との反応にみられる現象である

ことを確認するため， 正孔および電子捕捉剤として，

.Kinugawa らは neo-C 5H12 の他 i-C4H10 • Tetr-

amethy 1 butaneをマトリックスとした類似の実験を行

い，我々の結果を再確認したが， neo-C5Hl21i-C4H10/ 

HI(Br)系の光あるいは放射線分解では，他の系と異り，

4Kでも溶質ラジカルの選択生成が抑えられないと，報

告している.同一系での我々の実験では，との様なこと

は無く，彼等の実験では試料温度が 4Kに達していなか

った事が. ESRスペクトルより示唆された 23>

4'3 水素原子の反応性

以上の結果を総合すると次の様に要約できょう.溶質

添加系に77Kで生成する溶質ラジカルは，溶媒から生じ

た水素原子が母分子から離れた所で溶質と反応して生成

したものであり，単独系の孤立ラジカルに相当する.一

方 4K照射では，近接して溶媒ラジカルが生成し，溶質

ラジカル生成は抑えられるが，これは単独系でのラジカ

ル対生成に相当する.

ところで，ここで注目すべき事は.neo-C5Hl21i-C，l 

Hs系の 4K照射と77K照射とで， 全ラジカル量がほぼ

同じという結果である.従来信じられている様に，サ

ーマル水素原子が飽和炭化水素と反応できないとする

と，水素原子捕捉剤が効果を失う 4K照射では，サーマ

表 3 neo-C5H12混合系の溶質および全ラジカル生成量に対する ル水素原子は再結合により消滅する他なく，

照射温度効果al

4K照射 77K照射

ラジカル収率は77K照射に比して，サーマル

水素原子相当分減少する筈である.従って，

溶 質bl 全生ラジカル 溶生質ラジカル 全生ラジカル 溶生質ラ成ジカル
成量 成量 成 量 量

4Kでは水素原子は全てホットな反応をし，

サーマル水素原子は全く生成しないとしなけ

ればならない.一方この考えは. 4Kで多量

のサーマル水素原子が生成し，捕捉されてい

る CH4の実験結果を説明できない.メタン

の結果からは，他の 飽和炭化水素において

1. 00 0.01 C) 

i -C4HS 0.96 0.02 

i -C4H10 1. 02 0.02 

C -C6H12 1.10 0.04 

a)測定はいづれも77Kで行った.

b)溶質濃度 2mol$ぢ

c)不純物による ラジカル

0.74 

0.91 

0.96 

0.97 

Tetramethylethylene. CU2. CH3I. t-C4HoCl. 

CC1 4 • SF6 などの添加効果をしらべたが， これ等の捕

捉剤効果には，大きな照射温度依存性はなかった 23>

4・2・3 HIの光分解により生じる水素原子の反応

i-C4HS. i-C4H10，および c-C6H12を溶質とした系

についての HI光分解 (2537A)でも， γ線照射と同じ結

果が得られ，上記の極低温照射効果が水素原子の反応に

個有な現象であることが，さらに確められた.

スペクトルの線巾や緩和特性に関しても，放射線照射

の場合と類似した結果が得られ. 4K光分解では，溶媒

ラジカルは比較的 I原子の近傍に生成しているこ とが示

唆される 23>

0.10ω 

0.33 

0.39 

0.31 

も，捕捉水素原子が検出されてもよさそうに

思えるが.neo-C5H12. Polyethylene. の

みならず，反応性が低いと思われる重水素化

合物. n一C1oD22の 1.5K照射においても捕捉水素原子

は検出されず. 4K照射した C2D6に徴量の Dtが捕捉

されたのが，メタン以外では唯一の例であった.

ホッ ト水素原子のみならず， サーマル水素原子による

飽和炭化水素からの水素引きぬき反応が 4Kでも可能で

はないか， という 考えは，以上の様な経過から，生まれ

た.

5. サーマル水素原子の極低温化学反応

丁度この頃，我々は. Dimethylglyoxime (D M G) 

単結晶中で 4Kでも進行し得る水素原子移行反応を見出

した 26)詳細は後で述べるが，反応の速度定数は77K以
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下では温度依存性が少く， トンネル効果によるラジカル

反応であると結論された.同じ頃， Wi11iamsらも CH3-

OHガラス中で. CH3の水素引き抜き反応を 15Kまで

測定し， トンネル効果による反応であると結論づけてい

る 27)また，同様な CH3の反応がX線照射した多結晶

メタノール中では. 4Kでも進行することを我々は見出

した 28)

とれ等の結果は，サーマル水素原子による炭化水素か

らの水素引き抜き反応が. 77K以下の低温固相でもトン

ネル効果により進行する可能性を示唆している.しかし

ながら.DMGや CH3等の例は国体内での反応分子聞

の相対配置が極めて好都合なことによる特異な例ではな

いか，との疑念を否定しきれない，そこで，サーマル水

素原子の極低温反応について直接的な根拠を得るため，

以下の様な研究を行った.

5・1 サーマル水素原子によるトンネル引き抜き反応の

可能性の検討

サーマル水素原子による水素引き抜き反応が，メタン

以外では極低温でも可能であれば，メタン以外で捕捉水

素原子が検出できないことが説明できるばかりでなく，

極低温放射線照射効果の解釈に伴う困難が取りのぞかれ

る.そこで， トンネル効果を考慮した反応速度定数の計

算を. LeRoyらの方法29)により行い， C-H結合エネ

ハυ
Q

υ

P

0

・冒・・・

H"'H-CR 

I
U『
勺

ι

n

U

(
』

r
c
g
v
m
o
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-8 

0.50 0.60 
a (A) 

0.70 

図7 4KのCH4(1)， C2H6 (2)， C3Hs (3)， i-C4H10 (4) 

中でのHの半減期の計算値.太線は非対称Eckart
ボテンレャルを，細線は対称 Eckartボテンレャ

ルを用いた結果を示す.

ルギーの差により. CH4とは反応できないサーマル水

素原子が.C2H6. C3H8， i-C4HlOなどとは反応し得

る可能性について検討した 30)

計算には，非対称Eckartポテンレャノレ3Dを用い，活

性化エネル汗ー，頻度因子には，気相反応で実験的に決

められている値を用いた 32)また，反応熱には，各C-

H結合とH-H結合との結合エネルギー差を用いた，結

果は，凝一次反応を仮定して水素原子の半減期に換算

し，図 7に示した.横軸には，ボテンレャル障壁の壁厚

パラメーターをとってある.

通常のESR法により検出可能なHtの寿命を0.1時間

(図中の点線〉とすると. CH4中では Htが捕捉され，

C2H6以上では捕捉できない可能性が充分あるこ とがわ

かる.

同様の計算により同位体効果についても検討した結果

Dtが C2D6中では観測にかかる可能性も 示され，実験

的にも確められた CH3のトンネル引き抜き反応では同

位体効果が著しく大きい (kH/ko>104)ことが報告きれ

ている33)が， Hの場合にも， 77KでkI-T/kD=102"-'103

という大きな値が得られた.

5・2 サーマル水素原子のメタン・マトリックス中での

反応

前節の計算結果を確めるため， サーマル水素原子の

CH4• C2H6との反応性を実験的に調べた 16，34)

0.5mol必の C2H6を含む CH4を4KでX線照射する

と， CH4単独の場合と殆ど同じESRスペクトルが得

(al 

2' CH3…'H 

3' 

H 

ト---->0.

50G 

図8 4KでX線照射したCH4/C2H6(0.5moi%)のESRス

ベクトル. a)照射直後 b) 20Kで30秒熱処理後.測

定はいづれも 4K. c)熱処理によるラジカル量変化.

各ラジカルの，照射直後の量を 1とした.照射直後の相

対量は. CHJ: CCH3J : CPairJこ 1: 1 : 0.6であった.
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られる(図 8).これは水素原子の熱平衡化距離が短いこ

とから期待されるところである.次いで試料を10，.....，20 K 

に昇温すると， トラップから解放されたHによる溶質，

C2H6からの水素ひきぬきが起り，C2Hsが生成するこ

とが見出された. 反応の最終段階において.C2Hsと

CH3とはほぼ 1: 1であり，最初 CH3と1: 1の対をな

して捕捉されていた Htのうち， CH3との再結合を免れ

たものはC2H6と選択的に反応して C2Hsに変換したこ

とになる.なお，Htから C2Hsへの変換効率は約0.5で

あった.

これに対し， CH4単独の系では.20，.....，25KでHtの単

純減衰がみられるのみで.CH3の増加は認められない，

サーマル水素原子は25K以下で， C2H6とは反応し得て

も， CH4からの水素引き抜きはできないことを示して

いる.ところで， Htが昇温によりトラップから解放さ

れる際，格子の歪みエネルギーが，過剰の運動エネルギ

ーとして付与されている可能性があり，この意味で凝サ

ーマル水素ではないかとの疑念が生じよう.しかし，上

記の結果は仮りに水素原子が過剰のエネルギーを持つと

しても， CH4からの水素引き抜きが出来ない程度の，

低いエネルギーであると言えよう.

CD4/C2H6 (0.5 mol%)についても同様な実験を行

い， Dによる C2H6からのHひきぬきが起きるととも確

めた.

5・3 サーマル水素原子の Xeマトリックス中での反応

飽和炭化水素からの水素引き抜き反応が，放射線照射

した CH4 マトリックス中での特異な現象ではないこと

を確めるため，さらに Xeマトリックスを用いた次の様

な実験も行った 34.35.38)

5・3・1 HIの光分解により生じた水素原子の反応

Xeに少量の C2H6(0.1，.....，1. Omol%)とHI(0.01""' 

O.lmol必〉とを混合し 4KでU V(2537A)照射すると

50 G 

図9 4Kで光分解した Xe/C2H6 (0. 75mol必)/HI

(0. 15mol %)のESRスペクトル.熱処理によ

るHtの減衰と C2Hsの増加を積分型で示した.

太い実線が光照射直後を示す. また図中の数値

は，Htの初濃度を lとして表わした， ラジカル

量である.

HIの光分解により生成するHの大半は捕捉され，照射

中に C2H6と反応して C2H5を与えるHは， 3 """'17%に

過ぎない.この C2H5の量は，結晶中に存在する C2H6

の量から， 統計的に期待できる程度の量で， HIの光分

解で生じたHも4Kでは長距離移動することなく，熱平

衡化することを示している(図 9). 

次いで試料を 35，.....，50Kに昇温すると，CH4マトリッ

クスの場合と同様に， Htの減表と同時に，C2H5の増加

がみられた.Htから C2Hsへの変換効率， εは，C2H6 

に対する HI濃度の低下と共に増加し， HI濃度が零の外

挿値は，ほぼ100%である 38)

さらに C2D6を溶質とした同様の実験により，サーマ

ノレHによるD引きぬきも可能であることを確めた.なお

この反応では，生じたエチルラ ジカルは C2D5であり不

純物，あるいは光化学反応により生じたエチレンへのH

付加の可能性は否定できる 35)

また， i-C4H10 を溶質とした実験においても，50K 

で， C4Hgラジカルの増加が明瞭に観測され， C2H6の

みの特殊事情ではないことも明らかとなった.なお，こ

の反応において， i-C4Hgに対する t-C4Hgの相対量が

増加しており，一級水素に比して三級水素の方がHと反

応しやすいことがみとめられた 40)

5・3・2 同位体効果

C2H6とC2D6の混合物を溶質として用い，同位体効

果も調べた・35)C2H5とC2D5との生成比より ，Hとの

反応速度定数比， kH/knを求めたところ， kH/knは反応

温度により著しく異り， 35Kで1，.....， 2， 50Kで約60であ

った.

35Kでの小さな値は，この反応が拡散律速の極限に近

いことを示唆している.また， 50Kでの kH/kDの増大

は，拡散速度がやや速くなったことを示しているが，

トンネル効果を考慮した計算から期待される値，102，.....， 

103，に比して温かに小さく， なお， かなり拡散が律速

していると思われる.この結果は，極低温固相では，水

素原子の移動が抑制されるという， 3，.....， 4章での推論を

支持する.また，サーマル水素原子の反応は，必ずしも

大きな同位体効果を示す36)ものではないことがわかる.

5・3・3 C2H6とHIとの競争反応

Xe中でのH とC2H6 との反応が拡散律速の極限に近

いことは，HIとC2H6との反応速度定数比からも傍証が

得られている 38) トラップから放出されたHはHIとも

反応し， C2H6と競争していることは，Htから C2H5

への変換効率，c (==.J(C2H5J/ .J(HJ)が， HI濃度と共に

減少することからも，明らかであるが， Htの減衰に伴

うI原子のESRスペクトルの増加を，直接観測するこ

とによっても確められた.ε-1 と(HIJ/(C2Hρ との比
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例関係より求めた，反応速度定数比 kHI/kc2H6は.50K 

の反応において約 2である. HIからの水素引き抜き反

応の活性化エネルギーが，.....，0.5Kcal/molであることを考

えると，この場合も反応は，ほぼ拡散律速の極限に近い

と結論される.なお.Hと他のラジカル，原子との再結

合反応の寄与は，無視できる程度である 38)

5・3・4 励起エネルギー移動により生じたHtの反応

XeとC2H6(1mol%)の混合物を 4KでX線照射する

と Xeから C2H6への励起移動が起り 39)HtとC2H5

とがほぼ等量ずつ捕捉されるが，こうして生成した Ht

も. 35，.....，50KでC2H6からの水素引き抜き反応により，

C2H5に変るこ とを確めた 40)

5.3・5 77Kでの熱処理

Kinugawaらは.41)Xe/i-C4Hl0/HI混合系の 4K光

分解と，それにひき続く 77Kでの熱処理とを行い. C4 

H9がこの昇温に伴って増加せず，逆に，著しい減少を

示したことより. Htとi-C4H10は77Kでは反応せず，

再結合すると推論している.50Kでは反応した我々の実

験 (5・3・1)との違いは，処理温度の相異によるのであ

ろうか.

一方. C2H6を溶質とした我々の同様な実験では.77 

Kでの熱処理により， 明らかな C2H5 の増加が認めら

れ.50Kでの熱処理との違いは， εの低下のみであっ

た.しかし. 77Kでの熱処理では，試料温度が77Kと平

衡になるまでの聞の反応，あるいは，デュワー聞の試料

移行中の77K以上への温度上昇などの問題があり，正確

な実験値を得ることは困難であることがわかった.現在

のところ. kHI/kc2H6:::: 5，.....，15という値を得ている.拡

散速度の増加により. 50Kでの kHI/kc::H6::::2に比し

て，かなり大きくなっている 40)

6. 低温国相における水素原子の反応

これまでの結果を総合すると，飽和炭化水素の固相放

射線分解の過程で出現する，一見奇妙に見える現象の多

くは，水素原子の拡散と極低温反応性とに帰せられるよ

うに思われる.冒頭にかかげた「ラジカル対生成」と「極

低温固相でも水素原子が検出されない」というこつの問

題は，一つの現象の表裏の様なものであろう.

さて，サーマル水素の極低温固相における反応が，拡

散律速であることが裏づけられた.極低温領域の反応で

はトンネル効果の寄与が大きいが， トンネル反応におい

ても，ボテンレャル障壁が低い方が有利であり，高い反

応は，極度に拡散が抑制された条件下で，はじめて桔抗

し得るようになろう.拡散抑制の極限は， トラップ壁を

構成する分子との反応であり， トラップ壁の反応性が無

い場合に捕捉が起きる.この様な場合には， トラップ壁

に反応性の溶質を見出す確率のみによって，反応は支配

されるであろう.この様な考えに基いて，我々は，溶質

ラジカル生成に見られる極低温照射効果に対し，ホット

水素による無選択な反応の他に，サーマル水素とトラッ

プ壁に存在する溶質との，選択性の高い反応を合せ考慮

したモデルを提出し. neo-C5H12/C-C6H12混合系での

実験結果を，定量的に説明できることを示した 42)

最近 Willardらも. 3MP-d14その他のガラス中に捕

捉された水素原子の減衰 (50K以下〉を，我々の実験事

実を基礎にした. Htによるトラップ壁分子からのトン

ネル引きぬき反応，という考えで説明している 43)

なお. Xeや CH4の様な不活性なマトリックス中での

反応に対しては，我々は，次の様に考えている. トラ ッ

プ壁に溶質分子が存在しない場合に，水素原子の捕捉が

起きる.昇温に伴い， トラップからトラ ップ.への移行が

可能になると，移行先のトラップの壁に溶質を見出す確

率に従って反応する.従って， トラップにおける滞留時

間 (r)が充分長いと拡散律速の極限に近い反応となり，

例えば kH/kD::::1となるが.Tが短くなると共に kH/kD

は大きくなり.Tが極めて短くなると，比較的遅いトン

ネル引きぬき反応に比して， もともと活性化エネルギー

の低い反応，例えば HIやラジカルとの反応等，が優先

する様になり，通常温度での反応に近づくのであろう.

従って，低温固相の水素原子の反応は，マトリックスの

性質や，その温度における水素原子の拡散速度により，

大きく様相の異ったものとなろう.

なお，この様な極低温固相中では，水素原子の拡散に

対しても， トンネル効果の寄与を考慮する必要があろ

う.

77K照射中の，水素原子の反応については，複雑な要

素が含まれている様である.これについては，本誌26号

に宮崎氏の詳細な解説があるので，ここではふれない.

7. 関連研究

最後に，炭化水素と平行して研究した，ジメチルグリ

オキレムとメタノールの極低温照射実験の結果を合せ紹

介する.

ジメチルグリオキレムはラジカル対生成について n-

C10D22 との比較のために研究したものであり，また，

極低温化学反応の研究の糸口となった系でもある. メタ

ノールでは CH3ラジカルが， よく知られた CH20H

の前駆体として検出さたたが，この CH3の水素引きぬ

き反応も. 4 Kで進むことが見出されている.

7' 1 ジメチルグリオキシム (DMG)のラジカル対生

成に対する極低温照射効果
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図10 Dimethylglyoximeの結晶構造の ab面への

投影

DMG (HON-C(CHa) =C(CHa)-NOH)を照射する

と， O-H水素のとれたイミノキνラジカル (RNO・〉

が生成するが， 77K照射でもラジカノレ対の生成量が極め

て多く，孤立ラジカルの生成量と同程度である.また，

その対生成には際立つた選択性があり，特定の対(図10

のKとJつがラジカル対全体の90%以上を占める 4.44)

これに対し， 4KX線照射では， 77Kで見られた対生

戒の選択性は失われ， J'， K以外の雑多なラジカル対が

それぞれほぼ等しい相対量で捕捉された 45)隣接2分子

聞に生じることが期待される対のうち， ESRスペクト

ル的に識別可能なものは，最近接対(図10のT)を除き，

全て検出された.また，試料を77Kに昇温しても，直後

には， 4Kでのラジカル対の空間分布が殆どそのまま保

たれており， 炭化水素に類似した極低温照射効果があ

る.しかしながら， 77Kで長時間放置すると，ラジカル

対の組み変えによる特定の対， K，の増加が起きる.近

接対は，この過程で，過渡的に生成する.

これ等の現象から推論すると， DMGでは，何らかの

理由で，照射中のラジカルサイトの移動が加速される様

なことがあれば， 77K照射での選択的ラジカル対生成の

一因として，対の組み換えを考える必要があるかもしれ

ない.

なお，この研究の過程で， 77K照射での主生成ラジカ

ル対である， J I からKへのラジカル対の組み変えが，

4Kでも進行することを見出し， トンネル効果による水

素移行反応であると推論したので合わせて紹介してお

く 26)

ラジカル対J'からKへの変換は，図10に示す様に，

o 

Ug3 .1 

J40 03 ，.3 2 

-4 

-5 O 
~! _J~O aD'1/丁

。

2 lp ':2 T!"KJ 

o 0:' 々 ()'2

図11 DMG単結晶中のラジカル対 J'からKへの変換

速度のアーレニウス・プロット

ラジカルBによる，分子Cからの水素引き抜きに相当す

る.この反応は一次反応であり， 4 Kから 140Kの聞で

の反応速度定数のアーレニウス・プロットは， 77K辺り

で急激に湾曲して一定値に近づき， トンネル効果による

反応の典型的な特徴を示した.活性エネルギー 15Kcal/

molを仮定し， トンネル効果を考慮して計算した反応速

度定数(図11の実線)と実測値との一致は良い.また，

この反応の同位体効果は大きく， O-H水素を重水素化

した結晶では， 190
0
K以上で始めて反応の進行が検出さ

れる.これからも， トンネル効果による反応であること

が支持される.

7・2 メタノールの極低温放射線分解28)

7・2・1 メチルラジカルの生成

4K放射線分解の結果で何より注目されるのは， CH3 

の生成が見出されたことであろう .その生成量も， ガラ

スでは，痕跡程度であるが，多結晶では，全捕捉ラジカ

ル量のほぼ%を占める CHaが 4Kでも速かに減衰す

ることを考慮すると，さらに多い可能性があり，反応過

程において重要な役割を果しているものと思われる.し

かしながら， CHaはこれまで CH30Hの放射線分解で

検出されたことがなく，従って， CHaを中間体とする

放射線分解経路は殆ど考慮されて来なかったようであ

る 46)捕捉電子， e;が殆ど生成しない結晶の場合に

CHaが多量に捕捉されること， et"の光退色に伴って僅

かながら増加がみられることから解離的電子捕獲 (7

-1  )，アニオンへの解離的プロトン移行 (7-2)あ

るいは，中和(7ー 3)による生成が考えられる.

e-+CHaOHー→CCHaOHJ--→ 
CHa+OH一 (7-1)

CHaOH-+CHaOH -→CHa+H20+ 

CHaO- (7-2) 
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ピ+CH30H2+ー→CH3+ H20 (7-3) 

CH3が反応の中間体として重要視されて来なかったの

は報告されている，液相でのCH4のG値が低い47)こと

にも因ろう.最近 Symons等が，CH30D (5 %)を添

加した CD30Dの 77Kγ照射で， CH3を捕捉している

ことを，この研究終了後知ったが，彼等は， NMRによ

り， CH4の生成を確認している 48)

7.2・2 CH3によるトンネル水素引きぬき

CH3は4Kでも隣接分子より水索引きぬきをして，

CH20Hに変る. その半減期は 77Kで約 9分であり，

CH3Iの光分解により CH30Hガラスに生じた CH3の

それ (77Kで4分)に近い 27)トンネル効果による水素

引き抜き反応であろう.なお， CD30Dの放射線分解に

より生じた CD3 は， 77Kでも充分安定であり， この同

位体効果からも，水素原子のトンネル移行が示唆され

る.

7・2・3 メトキレラジカルの捕捉

CH30も多結晶CH30H(D)の4K照射により，始め

て直接的に検出された.CH30はスピントラップ法によ

り液相で捕捉され，49】その生成は既に確認されている

が，固相での直接的検出により，徴量成分ではない(，，-，

25%)ことが明らかとなった.カチオンからの水素結合

を通した H+移行による生成機構が考えられ，正孔由来

ラジカルとして，主要な中間体となっていると推定され

る.

CH30H+十 CH30Hー→CH30+

CH30H2 + (7-4) 

CH30はI77Kへの昇温の途中，定量的に CH20Hに

変る.このラジカル転換には，分子内水素移行と隣接分

子よりの CH3水素の引きぬきとが考えられるが，結晶

構造によれば， メトキν酸素の近くに CH3水素はな

い 50】従って，少くとも結晶では，分子内水素移行によ

るものと推定される.

ESRスペクトルは，大きな g異方性 (g，，=2.088)

を示し，水素核の超徴細結合定数(く a>=52G) も，

通常の s-Hのそれ(く a>二 27G)に比して大きい.

また. 4 Kでは最低回転準位にあり，典型的なトンネル

回転メチルの超徴細構造を示す(図12).

7.2・4 ラジカル対の生成

全ラジカル量の10%程度であるが，4K照射により，ラ

ジカル対 (CH20H…CH心が生成し， 77Kへの昇温の

途中で (CH20H…CH20Hコ対に変る. .dMs二 土 2遷

移の二次νフトより，ラジカル間距離は，それぞれ

5.0A， ---6.7Aと見積られた.結晶構造との比較から E

CH20H...CH3Jは水素結合により結ぼれた二分子聞に

生成しており (CH20H…CH20HJはCH3が隣接分子

50 G 
トーーム

H
%
 

1
 

.••••• 

図12 4 Kで照射測定した多結晶CH30DのESRスぺ

クトル. 。は CH3の，棒グラフはCH30の吸収

を示す.

のCH3基より水素引きぬきをして， CH20Hに変ったも

のに対応づけられた.これらのラジカル対生成より (7-

5)，，-，(7，，-， 8)の様な反応経路が示唆きれる.

CH30H+ + CH30H -→ 
CHsO + CH30Hピ

CH30H2 + + e--→ 

r CH3 1 + H20 

CH30 -→ ¥CH20H) 

(CH20H…CH3コ+CH30H-→ 
(CH20H…CH20HJ + CH4 

(7-5) 

(7-6) 

(7-7) 

(7-8) 

8. おわりに

炭化水素に対する極低温照射効果については 6章で

要約したので，最後に，メタノールとの相違について若

干補足する.

4K放射線分解における両者の相異点として注目すべ

き点は，メタノールでは，いわゆる「極低温照射効果」

がないことで， 4 K照射後. 77Kに昇温した試料のES

Rスペクトルは， 77K照射のそれと，ほぽ一致する.ま

た， 77Kへの昇温に伴う，ラジカルの減少，スペクトル

線巾の狭化，磁気緩和特性の変化，なども殆ど認められ

ず，大部分のラジカルは 4K照射直後より，ほぼ孤立的

に捕捉されていることが示唆された.

炭化水素との大きな相異は，水素原子の反応の寄与が

少いことによるが，さらに原因を遡れば，電子一正孔対

が30A以上分離されて安定化される(ラジカルへの変換

を含めて)系と，電子一正孔再結合の結果，近接して，
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二個のラジカルが生成する系との相異と考えられる.こ

のことは，カルボン酸やアミノ酸，アミド等の様に，電

子捕獲中心としてのアニオンや，正孔中心としてのカチ

オンが，初期生成種として捕捉される系では，顕著な極

低温照射効果は，見られなかったことから も裏づけられ

ている.
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〔特別寄稿〕

Excess-Electron Energy Levels， Localization， 

and Transport in Disordered Medial) 

Introduction 

In disordered dielectrics the fundamental para-

meters which control the physics and chemistry of 

excess electrons are time， temperature and energy 

or the mean scattering distance ん Viscosity and 

hardness do not directly affect the electron affinity 

of the medium， the optical spectrum， or the chem-

ical reactivity of the dry or delocalized electron 

e;;: or of the relaxed localized or trapped electron 

ei. Since the mean scattering distance and the 

transport mechanism， including barrier height， are 

fundamental， both liquids and glasses (including 

polymers) will be considered in order to cover the 

range of relevant information. 

The energy of an excess dry electron in a me-

dium M relative to vacuum can be obtained from 

the difference of the work functions measured at 

threshold at a photocathode: V戸内-ovac.The data 

of Holroyd2l and others have been compilied by 

Allen.3l They are prerequisite to any understanding 

of the processes under examination. Both the method 

of measurement， as well as fundamental considera. 

tions， argue strongly in favor of identifying Vo with 

.:1Go• the free energy difference for e;ac→ eJ' It 

follows that dVo/dT= dOM/dT二 -.:1So with T .:1So 

amounting to 0.72 e V in n-hexane and 0.27 e V in 

neopentane at ，-...，，296K. The higher the energy of 

e;;:， the more reactive it becomes for most accep-

tors. The large amount of energy which appears as 

T.:1S is provided by the potential energy of the 

medium， Up • Much of this is offset by the kinetic 

energy T 0 which is a consequence of confining the 

excess electron to that space not occupied by filled 

orbitals. This effect appears even in the perfect 

Wil1iam H. Hamil1* 

crystal and therefore it does not involve the entropy 

of the electron. These effects are summarized quite 

simply by eq. 1 

o =Up+To-Vo+TJSo (1) 

and Fig.1 which applies to the disordered medium. 

In the crystal T .:1So is zero. 

Up Upt 

Fig. 1 Thermodynamic energy levels of an excess 

electron in a liquid or glass in the delo-

ca1ized (left) or trapped (right) states at 九

and Vot • the respective free energy differ-

ences re1ative to vacuum. The broken 1ine 

corresponds to the height of the barrier for 

hopping. Distortion of the lattice by 10・

calization is indicated. 

It is wel1 known that Vo is lower for such sym-

metric nearly spherica1 mo1ecules as neopentane 

than it is for the norma1 alkanes. Within such a 

homologous series both Up and To will tend to be 

constant. Consequently， T .:1So - Vo wi1l be approx-

imately constant. It is logical to associate the 

effect of molecular symmetry with .:1So directly 

because T .:1So increases as the mean free path for 

scattering As decreases. The scattering cross section 

may depend upon the number of interna1 degrees of 

freedom which decrease by degeneracy for higher 

*Department of Chemistry and Radiation Laboratory， University of Notre Dame. Notre Dame， lndiana 

46556. 
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symmetry. The effect of symmetry on Vo is only 

apparent and follows from eq. 1. 

There are no available data for lノムin glasses， 

unfortunately， because of the very small yield of 

separated charge pairs at cryogenic temperatures. 

Thermoplastic glassy solids provide attractive pos・

sibilities above '"'"'-' 250 K and deserve consideration 

as substitutes for cryogenic glasses. The same con-

siderations apply to measurements of electron drift 

mobility which are essential for an adequate de-

scription of electron scavenging. 

Most experiments on electrons in glasses con-

cern e't and no adequate explanation of such resu1ts 

is possible without data for Vot (see Fig. 1) and 

none are available. An approach worth considering 

is ee + hν → eゐccombined with electron counting. 

Transport 

The problem of electron localization is deferred 

until more experimental results have been examined. 

Data on electron drift mobility， mostly in liquid 

alkanes， have been collected by Allen3】 andre-

viewed by SchmidtY At or near 296 K， mobilities 

range fromく0.1cm2 Y-ls-l in n-alkanes to ，.....60 

cm2 Y-ls-l in neopentane. In general mobilities 

are high for approximately spherical molecules and 

activation energies Ea are small or zero. The op-

posite holds for n-alkanes. 

There are two transport models. The trap-to・

band model for ei→ e;; originally appeared to be 

supported by the empirical adequacy of eq. 2 and 

the observation thatμ0:::::: 200 cm2 Y-ls-l for many 

μ二 μoexp (-E九jkT)

alkanes.4) 

(2) 

There is another important and more recently 

observed regularity， noted by Hatano and his col-

leagues，5) that for many alkanes at '"'"'-'296 K， log μ 

is linear in Vo， the dry electron energy relative to 

vacuum. Let Ea=α(Vo- Vot) where 0く αく 1and 

Vot is the energy of e; relative to vacuum. Then 

by eq. 3 the trap-to-band model 

log μ=log μ。-α(Vo- Vot)j2.3kT (3) 

requires α 二 1， but the results give α二 0.35.This 

corresponds to the hopping model， the top of the 

barrier lying between Vo and Vot• It is significant 

that the remarkable regularity of log μvs. Vo re-

quires not only that μo and αbe constant for alkanes， 

but also Vot• Its value is -0.45 e Y at 296 K for 

these alkanes which include both neopentane and 

n-hexane. This suggests that nuclear polarization 

of ee is dominated by the continuum rather than 

by the molecular volumes and configurations. It is 

known that Vo of e~ behaves very differently. 
d 

Transit-time drift...mobi1ity measurements are 

very difficu1t at cryogenic temperatures because of 

the large Onsager radius and small currents and 

few data are available. Injecting from a photocath-

ode to avoid complications from radiolytic debris， 

Maruyama and Funabashi6> found for 3-methyl-

pentane that the mobility was substantially constant 

at 0.02 cm2 Y-1S-l from 4-35 K， '"'"'-'0.1 cm2 Y-1S-1 

at 85 K and Ea :::::: 0.01 e Y from 35-85 K. A feature 

of the photocurrent responsel was a poor1y defined 

slow decrease which was at that time very puzzling. 

A significant advance was made with the ob-

servation that， following pulsed photoionization at 

relatively high temperatures， electron transit times 

in polymeric organic solids show large well defined 

non..Gaussian dispersion.7) In the Scher-Montroll 

continuous-time-random-walk (CTRW) forma1ism 

the hopping-time distribution is highly dispersive 

and it was attributed to the randomness of site-to・

site distances and varying traps.7 .8) Jn constant 

field the group electron velocity decreases with 

time as t"'-1 and 0く αく1. This detail cannot be 

resolved at cryogenic temperatures and recommends 

wider adoption of polymeric solids. 

Despite the experimental problems which limit 

a detailed:demonstration of the long-tail hopping-

time distribution in cryogenic glasses by transit-

time experiments， the principal feature is qualitati-

vely evident. That is， non-Gaussian dispersive 

electron hopping transport in 3 MP glass which 

includes substantially activationless regime.6) Tem-

perature independent processes are often attributed 

to long-range electron tunneling， but that cannot be 

done for transit-time :experiments. Such measure-

ments are invaluable for kinetic analysis of electron 

scavengmg. 

Localization 

The process ed→ et" can only be studied in・
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directly， but relaxation effects in both polar9) and 

non-polar media10) provide clues for a plausible 

mechanism. The initial event is probably not cap-

ture in a deep trap. The electron in a glass or 

liquid is localized because it has a very short scat-

tering distance. Its path describes a random walk. 

It moves very inefficiently away from the origin 

and it is localized in that sense. No special pre-

existing state is required in a disordered medium， 

but the process is assisted by any wide， shallow 

potential wel1 (fluctuation potential) which imposes 

an additional centralizing bias. Such regions are 

intrinsic to disordered media. Pre・existingvacancies 

V large enough to accomodate an electron are ther・

modynamically improbable at cryogenic tempera-

tures and even when a vacancy appears， capture by 

the vertical transition V + ed→ et" is not possible. 

Disposing of the trapping energy by phonon emis-

slon requlres hme. 

The residence time of ed at any one lattice 

site is too short for local relaxation of the medium， 

but relaxation of the continuum proceeds on the 

basis of the average position of the electron， lower-

ing its energy and eventually confining it. The 

electron digs its own hole by distorting the medium 

as a consequence of scattering in the disordered 

glass or liquid. If et" occupies a vacancy， this entity 

must be generated duting the relaxation process. 

The electron-in-a vacancy is， however， inherently 

improbable. To keep Vot within plausible 1imits the 

radius must be rather large， which increases Ea 

unacceptably. Also， hopping transport in the range 

μ>10-2 cm2 V-ls-l is difficult to describe for such 

a particle since it must correlate with molecule 

transport required for the vacancy. This limits elec-

tron diffusion to the rate of molecular diffusion， 

contrary to observation. Alternatively， if a new 

vacancy must be produced at each jump， the energy 

required exceeds the observed activation which is 

typically '" 0.1 e V. If jumps occur only to preex-

isting vacancies， the frequency becomes too small 

and again the temperature coefficient is too large. 

Trapped electrons must therefor have some inters-

titial configuration， confinement arising only from 

bulk relaxation of the medium which generates non-

Guassian diffusion in glasses as a consequence of 

time-dependent trap depth. The preceding consid-

erations are consistent with observations that crys・

tals do not provide stable states for e;. 

Ichikawa and Yoshida have presented quite 

helpful data concerning electron trapping and the 

structure of the medium.11) No et" could be detected 

in γ-irradiated polycrystalline hydrocarbons from 

n-hexane to n-hexadecane at 4 and 77 K. This is in 

qualitative agreement with expectation. 

On the other hand， biphenyl-doped n-heptane 

gave about the same yield of anions as doped 

glasses， and this introduces another problem. Bi-

phenyl anion is not stable in vacuum but it is well 

known in alkane glasses Comparable anions are 

also relatively stable in various liquids with K:::::< 

106 M-l for e; + Ar ごAr-at，....， 300 K.12) Anion 

stability is provided by its enthalpy of solution. It 

is diminished by the large entropy increase which 

accompanies depolarization for detachment in a 

glass or liquid， from oriented to random. In the 

crystal， however， medium is initially ordered and 

depolarization at the original anion site should not 

increase 45. If detached electron populates a con-

duction band or shallow trap there is again little 

increase in 45. The crystalline matrix is relatively 

more favorable than the glass for anion formation. 

The advantages of extending observations on 

electron trapping in glassy media to include the 

range above the glass transition temperature have 

been demonstrated by Buxton and Kemsley.13) For 

solvated electrons e; in aqueous glasses with 10 M 

OH-or 9.5 M LiCl they found sigmoidal temper-

ature dependences of the 100 e V yields G(e;) at 

10 ns with evidence of both upper and lower as-

ymptotes. In the range 100-300 K for the LiCl sys-

tem， there is no evidence of a discontinuity for 

the glass transition. 

These facts indicate that the initial G(e;) de-

pends on an activated process in the high temper-

ature range (>150 K) and becomes activationless at 

lower temperatures. If one assumes that the lifetime 

of dry electrons with respect to charge neutraliza-

tion is insensitive to temperature， then the tem-

perature dependence of the initial yields can be 

interpreted as that of the electron localization pro-

cess itself. 
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It wil1 be assumed that in undoped 10 M OH唱

(5 M N aOH + 5 M KOH) and in 9.5 M LiCl there 

is simple competition between recombination and 

localization of dry electrons according to eq. (4:) 

G∞(e;) -Go(e;) 
f-1 == 

GT (e;)ー Go(e;)

Apart from recombination， every dry electron is 

converted to， and measured as， a sol vated electron. 

G∞， Go and GT are the upper and lower tempera-

ture limits and the intermediate temperature-depend-

ent values， respectively. The rate constants for 

recombination and trapping， kr and kt， are consid-

ered to be activationless and activated， respectively. 

The data of Buxton and Kemsley can be described 

by eq. (5) and (6). 

r(OH-)二1.85X105 exp (-2，370/T) 

f(LiCl)=2.10X107 exp (ー3，100/T)

The data from Fig. 10 of Buxton and Kemsley are 

compared in Figs. 2 and 3 with curves constructed 

from eq. (5) and (6)， in units of Gε， where εis the 

molar extinction coefficient of e; atえmax.
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Dry Electron Scavenging 

Self-trapping competes with dry-electron scav. 

enging but the two processes can be partially sepa・

rated by the dependence of G (ei) on the scavenger 

concentration. Also， effects which are common to 

various scavengers are due to the medium. The two 

processes are similar in their dependence on elec .. 

tron energy and temperature. They both involve 

electron diffusion to specific sites and distortion 

of the medium or the impurity. These processes 

have been examined using alcohols with many scav-

engers， all of which were known to react inef-

ficiently with solvated electrons in polar media. 

This was required to make it possible to measure 

the yield of surviving electrons at the end of a 10 

ns pulse in the presence of rather high concent-

rations of scavenger. 16 •17 ) It was expected and 

observed that dry electrons are chemically more 

reactive than trapped or solvated electrons， as in 

Fig. 1. This effect has sometimes been attributed 

to epithermal electrons. 

Below about 140 K neither process was acti-

vated， although both processes were activated at 

somewhat higher temperature. Experiments with 

C2H50H and C2H50D demonstrated involvement 

of internal degrees of freedom， i.e. phonon inter-

action. A similar isotope effect has been observed 

in an aqueous glass.18) 

The activationless processes can be attributed 

to the strong dependence of the dry-electron energy 

Similar to Fig. 2 for 9.5 M LiCl according 

to eq. (4:) and (6). 

Fig.3 

(5) 

(6) 

11 

10 

9 

マO

一M
W
O

8 

280 

Relative yields of solvated electrons in 10M 

OH-aqueous glasses at various tempera-

tures. The curve was constructed according 

to eq. (4:) and (5) using data from Ref.13. 

240 200 

T 
160 120 

Fig. 2 

A compilation of data from five laboratories14) 

for G (e;) vs. T in 1-propanol is qualitatively rath-

er similar to the results in Figs. 2 and 3. 

1n undoped ice G (e;) drops abrupt1y at the 

freezing point and Go(e;) is very small， but lnf 

vs T-l is linear.15l 
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on the disorder of the medium， whether liquid or 

glass. No great difference is expected between non-

polar and dipolar media. For the transition ed→ 

et" the minimum energy required for an electron 

to surmount the barrier at an intersection of two 

potential surfaces， for distortion of the medium or 

the moleucle， is provided thermally at high temp-

erature. The transition can also proceed vertically 

if the electron has sufficient energy， which is ex-

pected for ed. 

It is significant that no sharp transition was ob-

served for the glass transition temperature. None is 

expected because the latter is a macroscopic effect. 

Unless the electron resides at a site so long that 

it begins to distort the medium， no effect could 

be detected. This is an advantage for working with 

cryogenic glasses because of the continuity of phe-

nomena or mechanistic models with 1iquids. Some 

important data， such asμand Vo， are only known 

for liquids. 

It has been shown that methyl fluoride under-

goes dissociative electron attachement in glassy 3-

methylhexane during γ-irradiation but not later in 

darkness， although methyl iodide was effective.19) 

It is plausible that the first experiment concerns 

ed and the second involves et". 

The reaction is 1. 2 e V endoergic in vacuum for 

methyl fluoride and is exoergic for methyl iodide. 

While epithermal electrons must exist briefly and 

could react as proposed 19) the results also suggest 

involvement of the thermalized but energetic ed. 

The efficiency of methyl fluoride relative to methyl 

iodide upon photobleaching et" (，...... 1 % compared 

to""'" 3% during -y-irradiation) was attributed to 

smaller kinetic energy of the photoelectron. It must 

be considered， however， that postirradiative scav-

enging of et in darkness by methyl iodide enhances 

its apparent efficiency. The corresponding experi-

ment by pulse radiolysis could help resolve the 

mterpretation. 

Trapped Electron Scavenging 

Many scavenging experiments in glasses are 

concerned with physical aspects of the process 

rather than with chemistry. The results of such 

experiments supply primarily information about 

electron transport which is othewise difficult to 

obtain. 

It has been shown that electron hopping trans-

port occurs over a wide range of experimental 

conditions and that in disordered solids it is char-

acterized by a long-tail hopping-time distribution 

function W (t)∞ t-(l+a) where 0く αく1.7.8) As a 

consequence， the rate constant for electron scaven-

ging，た(t)， can be described as proportional to ta-1 

and fk(t) dt ∞ ta • 20 ) Since αmay be ，...... 0.1， the 

surviving trapped electron population n decreases 

almost linearly in log t， typically "'10% per decade. 

F or simple first-order scavenging kinetics eq. (7) 

applies where Cs is the concentration of scavenger 

and αis the disorder parameter， 

ln(no/n) =const. Cs ta (7) 

The dispersion which appears in the transit-

time measurment arises from the field and serves 

as a signature for the CTRW model， but it has no 

effect on k(t). 

ln the absence of appreciable competition from 

spontaneous decay of trapped electrons， scavenging 

is expected to obey eq. (7) provided dispersive 

hopping transport is responsible. This has been 

examined20) for 6M NaOH at 77 K， giving α~0.1 

for several solutes using data of Miller.2u The 

method is empirically more successfult han the tun-

neling model. 

¥
0
4
 

-4 ・202
log t (s) 

Fig. 4 Trapped electron scavenging in 10M NaOH 
at 77 K for 0.01， 0.025， 0.05 and 0.10M Cu 

(en) ~+ ， top to bottom， based on eq. (7) in 

terms of optical absorbance A. Data are 
from Ref. 22. 
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There are more recent data by Zamaraev et 

a1.22) For Cu(en) ~+ in 10 M NaOH at 77 K which 

appear in Fig. 4 in terms of eq. (7). Solute concen-

trations， from top to bottom，lwere 0.01， 0.025， 0.05 

and 0.10 m. At log t=O the interceptsー 0.43，-

0.03， 0.24 and 0.59 are proportional to log Cs， ac-

cording to eq. (7). They correspond to C1目 ratiosof 

1.0: 2.5: 4.7: 10.5. Values of αfrom the slopes 

are 0.093， 0.113， 0.122 and 0.113 in the same order. 

For data examined previously in 6 M NaOH the 

average value of αwas 0.091 with an average de-

viation土0.007.

There are other recent data of Mi11er23) for 

scavenging in alcohol glasses at 77 K but， with the 

exception of methanol， the trapped-electron spectra 

are relaxing throughout the time range of interest. 

Results for methanol containing 5% ethylene glycol 

and 0.025 M Cu2+ or picric acid， appear in Fig. 5 

with α=0.068 and 0.074 respectively. The slopes 

should be the same， according to the model. From 

the difference of intercepts the ratio of efficiencies 

is 2. O. In aqueous systems at'"'-' 290 K， these accep-

tors are approximately equally efficient. 

In 3-methylhexane (3MH) at 76 K. spectral re・

laxation has been observed to progress continuously 

<( 0.6・、、
0 

4 
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.Q 0.4 
01 。
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0.0 
・6 -4 ・2 0 2 

log t (s) 

Fig. 5 Trapped electron scavenging in 95% meth-

anol+5% ethylene glycol at 77K for 0.025M 
Cu+2 (above) and picric acid (below)， based 
on eq. (7). The data are from Ref. 23. 

from '"'-'10-7 5 to 500 s following 40 ns pulse radi-

olysis.10) The results were shown to correspond 

better to medium relaxation than to detrapping-

retrapping. lt is expected that such intermediate 

states can be reached by optical excitation of 

relaxed et:. Below threshold for et" + hlJ→ ed the 

transition is not necessari1y described as “bound-

bound" since there is no evidence that the lower 

state was originally quantized. Optical excitation 

by electron transfer24) removes the electron from 

its initial site at which polarization was centerd 

to another site at which there is necessari1y less 

polarization. 

An apparent example has been provided by 

Kevan who examined 3 MH at 77 K by optical ex-

citation of et" following prior γ一irradiation.25) He 

observed two-photon bleaching at 1400ー 2000nm 

and low light intensity which required a long-lived 

intermediate state. Since both upper and lower 

states were considered to be quantized， transition 

from the intermediate state to ground was described 

as optically forbidden. The slow relaxation of an 

apparent1y unquantized intermediate observed by 

Klassen et al.側 providesa possible mechanism 

if intermediate states between Vo and Vot can be 

populated by optical excitation of et". 

No particular significance is attributed to two 

photons. The number required depends on the 

wavelength used. The total energy absorbed does 

not measure the depth of.the potentiall well， which 

is given by the adiabatic or thermal process， not 

the vertical. 

lt has been proposed in this work that et' 

occupies a potential well of large radius and small 

curvature. lt is a consequence that the electron trans-

fer mechanism provides for a gradual separation 

of the electron from its original site byabsorption 

of successive low-energy quanta. If the rate of ab-

sorbing energy considerably exceeds its dissipation 

by relaxation， the net result is et"→ ed・

Recombination 

The role of non-Gaussian diffusion in the 

recombination of Coulombically correlated charge 

pairs has already been considered for undoped sys-

tems in terms of Debye-Edwards kinetics according 
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to eq. (8). 

-dnjdt=anot-m 

For mく1the integral is given by eq. (9). 

(no-n) jno=const. t1-m 

(8) 

(9) 

lt been suggested that D-E kinetics appears to be 

dominated by dispersive hopping in the Coulombic 

field.26) That suggests letting l-m ~ αin eq. (9). 

Scher has pointed out that the prototype system 

for electron hopping is a heavily doped medium in 

which shallow electron trapping sites are provided 

by the impurity (8). The electron diffuses by ex-

change with a neighboring impurity. ln the absence 

of specific interactions (i.e. in a substitutional ran-

dom lattice) trap.to・trapdistances are completely 

random， trap depths are equal， and transport is 

highly dispersive. The work of Mort et a1.27) using 

polymeric N-isopropyl carbazole doped with Lexan 

was cited as showing conclusively that impurity 

hopping transport was operative. 

Mil1er28) has examined an additional system of 

this type. At small concentrations of 3.3' -dimethyl-

biphenyl (DMB) in 3-methyl-hexane at 77 K， the 

yield of DMB anions grows slowly after pulse 

irradiation. With 0.25 M DMB added the yield of 

anion is at maximum at 100 ns and then decays by 

recombination according to the CTRW model of 

Scher and Montroll. At much smaller concent-

rations， e.g. 0.05 M， slow growth is followed by 

very slow recombination as expected. Since decay 

in 0.25 M DMB is faster than in the undoped 

matrix， a very favorable Franck-Condon factor 

is indicated. This (is expected for near-resonant 

transfer between aromatic molecules which provide 

comparatively shallow traps. lt is generally as-

sumed that matrix-trapped electrons， especially in 

cryogenic glasses， occupy non-equivalent sites. 

This and medium distortion exclude near-resonant 

transfer. 

These data have been plotted in Fig. 6 accord-

ing to eq. (9) where the slope gives α=0.11. 

Random walks on a sub-lattice of impurity sites 

A which provide shallow trapping and terminate in 

recombination can be modified and examined fur-

ther. Double-doping with a second impurity B which 

provides an appreciably deeper trap at an appro-

priate concentration avoids the complications of re・

-4 ・2 0 

log t (s) 

Fig. 6 The decay of dimethylbiphenyl CDMB) 

anions in 3-methylhexane glass at 77 K for 
0.25 M DMB， attributed to recombination 
by impurity conduction according to eq. 

(9). Data from Ref. 28. 
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Fig. 7 The decay of biphenyl anion (left) and 
growth of triphenylethylene anion (right) 

for 0.15 M O2 and 0.01 M O3 Et in ethanol at 
77K according to eq. (7). Data from Ref. 29. 

combination kinetics. The reaction to be observed 

is A-+B→A + B-， provided transport occurs only 

from A -to A and recombination is negilgible. 

The only available data for demonstrating this 

effect are for ethanol with biphenyl (れ asmajor 

impurity and triphenyl-ethylene CO3Et) as the min.or 

impurity.29) Conversion of O2-to O3EC can be 

observed in both channels， decay of O2 -at 407 nm 
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and growth of O3Et-at 514 nm. Miller's results at 

77 K fol1owing 10 ns pulses with 0.15 M O2 and 

0.01 M O3Et are presented in Fig. 7 in terms of eq. 

(7). The slopes are 0.065 for decay and 0.085 for 

growth. The slopes should be equal but the differ-

ence is within limits imposed by experimental un-

certainties.29> 
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中間エネノレギー多価イオンと気相原子・

分子との衝突過程(補遺〉

本誌前号1)で表記の過程についての解説を書いたので

あるが，その後の分野の発展により物理的解釈について

訂正をしなければならなくなって来たので訂正を兼ねて

その後の発展について紹介したい.

その第 1は

He2++H(1s)ー→ He+(n，1，m)+ H+ 

の過程について，この衝突断面積が 104eV/amuの衝突

エネルギーで最大で，高・低両エネルギーで急激に減少

することの物理的説明である.以前には，低エネルギー

で断面積が下がるのは LandauZener形の準位交叉の

ためで，終状態は He+(1s)+H+と考えられていた.し

かしその後 Winter-Hatton2勺 Ryufuku・Watanabe3)

らの研究によって，話はそう簡単でないことがわかっ

た. (HeH)++のポテーレアル・エネルギー曲線は正確

な計算によると簡単な推測によるものとかなり異ること

がわかった 2)刈この図を第 1図に示す.これは以前考

えられていた準位交叉は相互作用が強すぎて，交叉回避

(A voided Crossing)が大きく起りすぎて n=1の

曲線と入射チ マンネルは交らず nニ 1へ送る確率も無

視できる程小さいと云うことが解った，このために電子

-10 

渡 部 カ

遷移は第 1まづ 2pσ ー→ 2pπ へと核問距離R=Oの近

傍で移り.さらに 2pπ などへの遷移が起る. すなわち

H+Het+は初め 2pσ に乗づて来，終状態で 2pπ，3dσ，

などに存在すると電荷移動が起ったことになる.したが

って低エネルギでの断面積の小さくなることは，まづR

二 Oの近傍でのみ遷移が起ることが必要条件であるため

である.したがって終状態は H++Hザ (n=2)が主と

云うことになる.

その第2は前号解説で最後に述べた

Ne4++Arー→ (NeAr)4H

-→ Ne3++Ar2++e 

の準分子自動電離過程についてである.この過程は低エ

ネルギー衝突(相対エネルギー 1KeV/amu以下)では

主な過程である.しかしこれ以上の高い衝突エネルギー

ではむしろ直接過程によるイオンが主な過程であること

がわかった 5) これは従来のクーロン相互作用によるも

のではなく.準分子状態の非断熱項相互作用によって，

初状態の離散的分子軌道から直接に終状態軌道に遷移す

るものである.
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極薄膜固体の電子エネルギー損失スペク

トルの測定

電子衝撃による電子スペクトロスコピーの研究が最も

華かであった1960年代の後半，ノートルダム大学放射線

研究所の Hamill教授は，飛行機の乗り継ぎの待ち時間

に空港のパーで一杯やりながら，固体試料に電子衝撃ス

ペクトロスコピーを適用できないかを考えていた.試料

表面の帯電を防ぐには「ノ」試料を極薄膜にすればよ

い.初期の実験は液体窒素温度の金属プロック上に蒸着

した水， n-ヘキサン，ベンゼンなどの極薄膜試料を蒸着

面に対して450
の角度から電子衝撃し，135。の方向に後

方散乱した電子電流(IR)から， IRの電子エネルギー(Vl)

に対する徴分 (dlR/dVlvsVt)即ち低エネルギー電子散

乱スペクトルを測定した 1.2.3> 得られたピーク値が他

法で既に得られている電子状態の値とよい一致を示した

ことで，Hami11はさらに LEED装置を購入して本実

験と本格的に取組んだ.LEEDの原理は一定エネルギ

ーの電子線で試料を衝撃し，後方散乱電子を半円球場の

グリッドでエネルギ一分析するというもので， Merkel 

と Hamillはこの装置を用いてベンゼンおよびトヘキ

センについて満足すべき電子エネルギー損失スペクトル

を得た4> この装置の購入直後に Hami11研に籍を置い

た筆者は，本装置を用いたエネルギー損失スペク トル

が，ぺンゼンやトヘキセパ以外の化合物， たとえば飽

和炭化水素化合物等に殆んどピークらしいピークを与え

ないことを見出し，半年近く試行錯誤を繰返すことにな

る. LEEDでは試料は一般に共鳴過程で電子励起きれ

ない.これが励起断面積を小さくしている原因ではない

か.それでは電子エネルギ (Vl)を連続掃引し，透過電

流(It)の徴分 (dlt/dVi)を測定したらどうか.これなら

励起が共鳴過程で起こる筈である.このようにして得ら

れたエネルギー損失スペクトルは，多くの化合物の特性

的なスペクトル(dIt/dVtV8 Vi)を与えたのである5-9>

この方法では皮肉なことに，高価な 4枚の半円球グリッ

ドから成るエネルギ一分析器は単に後方散乱電子を集め

る FaradayCupの役割をするに過ぎない.このような

簡単な原理で薄膜物質の特性的なエネルギー損失スペク

トル，特に光学禁制準位が高感度で検出できるのが本法

の特長点なのである.試料としては通常の方法では測定

困難な殆んど全ての固体物質が測定対象となり得る.し

かも凍結固体の電子衝撃によって固体物質特有のルミネ

ッセンスが効率よく観測でき，励起発光スペクトルとエ

ネルギー損失スペクトルとを比較検討することにより，

国体の電子状態に関する多くの情報が得られる10-17>

筆者は同様の装置を山梨大学において試作し，多くの

有機化合物のエネルギー損失スペクトルを測定し，既発

表のデータとのよい一致を得，本法の再現性を確認し

た18) 現在， 試料の膜厚，積層試料，電子ビームと試

料の蒸着面の角度等がエネルギー損失スペクトルに与え

る影響を調べることにより，本法の原理の物理的背景を

詳細に検討している.とくに過剰電子と固体薄膜との相

互作用という観点から，芳香族化合物， nーパラフィン，

側鎖をもっパラフィンについてのスペクトルを検討した

結果，いくつかの放射線化学的に興味深い結果を得てい

る19> さらにはルミネッセンスの測定から固体中のエ

ネルギー移動の機構あるいは電子衝撃により生成してく

る正・負両イオンの測定による固体表面上での化学反応

機構等も検討できょう.

スペクトルの分解能の向上という点に関しては，最近

故 G.J.Schulz門下の Sanche20>が，我々の方法を踏

襲し， 0.04 eVの単色電子ビームを用いて種々の芳香族

化合物の極薄膜試料(，，-，100A)について透過電流の入射

電子エネルギーに対する二次徴分を測定して，光学許容

および禁制準位を高精度で検出しており.この方面から

のデータの集積も約束されたといってよい.
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(山梨大平岡賢三〉

Hamill-Funabashiモデル

低温ガラス中の捕捉電子と溶質の反応は nsから min

までの広い時間領域にわたって進行する1)この異常な

kineticsはトンネリング機構によるトラップから溶質へ

の直接電子移動によってほぼ定量的に説明できるーの

いわゆる uトンネリングモデル11 の本質は2つあり 1

つは電子移動の速度定数が donor-acceptor関の距離に

指数関数的に依存するということであり， もう 1つは

acceptorが donorに対して全くランダムに分布してい

るということである.

最近 Hami1lら5).6)はトンネリングモデルを批判し，

捕捉電子と溶質の反応に対して，彼らの主張によればト

ンネリング機構によらない，新しいモデル(以下HFモ

デルと呼ぶ〉を提案した.

HFモデルは Scherられのランダムウオークモデル

の単純な応用である.ランダムウオークの時間依存性は

ジマンプ時間分布ψ(t)によって決まる. もし中(t)が指

数関数なら，結果として電子の運動は古典的な拡散にな

る. Scherらわは非品質物質中の過渡的光電流の長い裾

を説明するために次のような漸近形をもっ中 (t)を導入

した.

中(t}-""'constX t-(1 +り (1)

Hami11ら5>.6> も捕捉電子の減衰の異常な kineticsを

説明するためには)式を用いた.

(1)式のジャンフ.時間分布の裏にある物理的機構につい

て考えてみよう. ScherらU は， トラップ聞の電子移動

の速度定数がトラップ間距離に指数関数的に依存すると

仮定し，さらにトラップが全くランダムに分布している

と仮定することによっては)式を得た.すなわち分布(1)は

トンネリング機構に基いている.したがってHFモデル

も， Hami11らの主張に反して， トンネリング機構に基

いていることになる. HFモデルにiおいても， 異常な

kineticsの原因はランダムウオークではなく，速度定数

の指数関数的依存性とランダム分布に帰着される.

HFモデルは多段トンネリングモデルであると考える

ことができる.それは， トラップから溶質への直接電子

移動ばかりでなく ，他のトラ ップを経由する間接過程も

考慮する.これに対して単純なトンネリングモデルは直

接過程しか考慮しない.

多段トンネリングモデルに対する単純トンネリングモ

デルの妥当性は間接過程がどの程度起るかに依存する.

溶質濃度がトラップ濃度よりずっと高いときには，もっ

ぱら直接過程が起るだろう.この場合には，単純トンネ

リングモデルは正しい結果を与えるはずである.溶質濃

度が減少すると，間接過程の寄与が次第に増加し， 実験

結果は単純トンネリングモデルから次第にずれると予想

される.

この予想に反して，単純トンネリングモデルはMから

mMまでの広い溶質濃度領域にわたって実験と大体一致

することがわかっている.これは，この濃度領域で間接

過程が重要でないことを示す.

上で述べたように，間接過程が起る程度はト ラップ濃

度に依存するから，正しい多段トンネリングモデルはト

ラップ濃度をノtラメターとして含むはずである. さら

に，正しい多段トンネリングモデルは， トラップ濃度が

非常に低いときには単純トンネリングモデルに一致する

はずである.ところが， Hamil1らの結果は， トラップ

濃度を陽に含まないばかりでなく， トラップ濃度が非常

に低いときにも単純トンネリングモデルに一致しない.

このような意味で，彼らの結果は多段トンネリングモデ

ルとしても正しくない.最近HFモデルに対する修正が

試みられているω.10>が本質的ではない.
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(化技研立矢正典〉

ピコ秒パルスラジオリシスーストリーク

カメラによる吸収測定

パルスラジオリレスの研究において，どのような観測

手段を用いるかは，どのような対象を研究するかと同様

に重要な課題である.現在までは，吸収スペクトル，発

光スペクトル，電導度測定が主な観測手段として用いら

れてきている.最近この他に， ESRu，マイクロ波吸収

法2) 光散乱測定3) 共鳴ラマンスペクトル測定4)が加

わり，反応活性種，励起状態について，より精密な情報

がえられつつある.

ピコ秒パルスラジオリレスにおいても，吸収スペクト

ル，発光スペクトルの他に.90PSの立上りの電導度測

定法が最近開発され5) 新しい知見がえられている.ピコ

秒領域において，発光スペクトル測定は，照射線量の低

い場合にも可能であり，測定系の設定も容易であるが，

検出対象が，発光を伴う励起状態に限定される.吸収ス

ペクトル測定は，検出対象が広く，より一般性をもつ

が，測定系が複雑であり，また高いパルス線量を必要と

する.阪大産研設置のピコ秒電子線ライナックは，パル

ス巾 40PS:の単一パルスの取出しが可能であり，その線

量も吸収測定可能の範囲にあることが確認されたことか

ら，吸収スペクトル測定系を組立てることを計画した.

ピコ秒領域の吸収スペクトル測定には， Huntらのス

トロボスコピック法以来，種々の方法が提案きれてい

る.Beckらは，早い応答性を持つフォトダイオードを

用い，パルス点灯光源を観測光源として吸収スペクトル

の測定に成功している6) アルゴンヌ ・グループは，単

一パルスを用い，ガスチエレンコフ光を観測光源とし，

270
0マグネットと，遅延光路との組合せにより，チエレ

ンコフ光と電子ビームとの試料への到達時聞を調節し，

吸収スペクトル測定に成功しているわ.

阪大ライナックにおいては，ストリークカメラを，吸

収測定に利用することを 2つの方法で試みている.その

1つは，アルゴンヌ方式の受光部に，ストリークカメラ

を置き，試料からのチエレンコフ光を，時間的に分離す

る方法である.このことにより，試料からの非常に強い

チエレンコフ光の観測光への妨害が完全に取りのぞけ，

2つの光量(電子線照射しない時のガスチエレンコフ光

量と照射時の光量〉の比較で吸収測定が可能になり，測

定精度の向上がみられた.

他の 1つは，電子線/"{Jレスにより生成する数ナノ秒以

上の寿命をもっνンチレータ一発光を観測光源として用

い，それより短寿命の吸収変化を測定する方法である.

νンチレーター溶液の入ったセルと試料セルとを密着し

ておき，電子ビーム を両方のセルにまたがって入射さ

せ，ビームと直角方向から，νンチレータ一光量の時間

変化を，ストリークカメラを用いて追跡し，その発光時

間内における試料セルでの吸収変化を測定している.ν
ンチレーターには，9，10ージフェニルアントラセ ン，テ

トラセン，ルプレンを組合せ，400nmから 700nmの範

囲を測定可能にしている，ストリ ークカメラを， ミニコ

ンビューター (Melcom70/25)に結合し，測定， デー

タ処理は，すべてコ ンビューターにより行っている.こ

の方法の利点は，ストリークカメラがあれば，比較的簡

単にサプナノ領域での吸収スペクトル測定のできる点に

ある.水和電子の酸による消滅反応 Pーターフ ェニノレ

ラジカルアニオンの生成， ピナフチル三重項状態生成

が，この方法により測定された.との方法の欠点、は， 短

時間領域 (100PS以内)の測定が不可能なことで，現在

その点を改良すぺく ，ガスチエ レン コフセル部に，レン

チレーターをいれることを検討している.
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(阪大産研入江正浩)

照射ポリエチレンの酸化過程

ポリエチレン (PE)の酸化の研究には，大きな 2つ

の流れがある. 1つは，室温付近での酸化劣化の研究で

あり，照射PEの酸化も この中に含まれる. もう 1つの

流れは，高温での自動酸化の研究である.

自動酸化の結果を低温まで外挿して， 室温の酸化劣化

の過程を推測することには，少々無理がある.文，その
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違いを指摘する論文1>も出てきた.そとで，どうしても

酸化劣化の研究は低温で行う必要がある.照射PEの酸

化過程の;研究には，放射線劣化の研究という意味の他

に，上記酸化劣化の初期過程を増巾して，研究し易くし

たという意味も含まれる.

PEの酸化の過程として，次の 6つの素過程がある.

イ〉酸素のPEへの拡散

ロ)RH-→R・+H・

ハ)R・+02一→ROO.

ニ)ROO.+R'H-→ROOH+R'. 

ホ)ROOH-→最終生成物+(他のラジカル〉

へ)R・， ROO.-→最終生成物

酸素の拡散イ〉については多くの研究がある.特に，

最近のPEの結晶中にも酸素が拡散するという結果2>は

重要である.勿論，この拡散は非常に遅いものである.

しかし，室温の酸化劣化を考えると， ロ)の R・と生成

がそれ以上に遅いので，結晶も R・の生成に応じて酸化

されるという結論となる. これは. 融点付近での結論

(非品質が優先的に酸化される1>)とまったく違ってし

まう.

ロ)に関しては，放射線によるR・の生成については，

膨大な研究が存在するが，光や熱による R・の生成につ

いては，酸化過程に関連しては，よく判っていないと思

うが，いかがなものであろう.

ノ、)，ニ)の連鎖反応については，この連鎖の長さは

全然判っていなし'.しかし，最近の PE-PPゴムで行な

われた，照射中の:酸素の消費量より連鎖の長さを知ろ

う3>とする試みは注目に値する.勿論， PEの結晶中で

ふ拡散律速でない程度に Dose-rateを下げることは困

難であろうが，この種のデータが蓄積されることを期待

したい.

又，ニ)のROO.による水素の引抜き反応は尿素ーPE

包接化合物 (UPEC)中では，確かに存在し，かっ同一

鎖よりのHの引き抜きであることが観測された4> この

UPEC中でのROO.の安定性と，普通のPE中での不安

定性別とにより， PEでのニ〉の反応は， ROO.が隣り

の鎖より水素を引き抜くと結論される.又，この結論は

ROO.の構造がC-O-O・平面はPE鎖に垂直であり，そ

の鎖の回りの振動・回転が， C-Oの回りの0-0・の回転

よりもずっと速い釦ことからも支持されている.

ホ)以下の反応については， ROOHー→ RO.+HO.

が，自動酸化の場合は殆ど確実視されているが，まだ誰

もこの反応をつかまえることには成功していない.いわ

んや酸化劣化の場合には，全く手っかずの分野である.

ポリプロピレンについては，少しずつ研究が行なわれて

いる引ょうであるから， PEについてもこれからの進歩

に期待したい.
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第22回放射線化学討論会をかえりみて

A会場

第 1日目A会場では午前中気相状態での研究を中心に

して 6件の発表が行われた.平岡(山梨大工〉は試料を

薄膜化し低エネルギー電子線衝撃によって国体物質のエ

ネルギーレぺル，特に光学禁制レペルの検出が可能なこ

とに着目し，その装置の試作および数種の有機化合物に

つきエネルギー損失スペクトルを測定し，この方法の再

現性と信頼性を確認した.さらに，平岡ら(山梨大工，

東大工)は凝縮系からの延長として液体中あるいは液体

表面でのイオン一分子反応をコロナ放電によるイオン化

法を用いて測定した.荒井ら(理研，早大理工研〉は電

子線パルスを用いて希ガスの励起2原子分子の吸収スペ

クトルを測定し，従来よりもさらにはっきり分離した吸

収スペクトルを得た.小角ら(東工大理〉は前回に引き

続き酸素分子による電子付着機構をマイクロ波空胴法を

用いて O2ー炭化水素系について検討し，これらの系に

おいても高圧領域においては Vander Waals分子への

直接の電子付着が重要になることを確認し，これらの反

応にかかわる速度定数などを得ている.swarm法では得

られなかった新しい情報であり，さらに系統的な研究を

期待したい.佐藤ら(東北大工)はDT法によるクラス

ター反応の研究の一環として. DT法の適用範囲の検討

も含めて.Li++2L+=コLi+(L)+Lで表わされる反応式

でL分子として N2，AR， KR. を選ぴ，その正逆の反応

速度定数を求めた.肥後ら(九大総理工)は高分解能電子

衝撃発光を用いて，水素の電子衝撃によって発生するパ

ルマ-s線を測定し. H* (n二 4)の並進運動エネルギ

一分布を求め，水素の解離励起過程について検討した.

放射線化学における気相反応の重要性はいうまでもな

いが，これらの研究にも見られる様に，新しい測定装置

の開発，改良によって高精度の測定を目指しており，新

しい情報を種々得ていることはうれしいことである.今

後さらに測定系の充実によって気相系の研究における新

しい展開を期待したい早大理工研浜義昌〉

1日目午後のA会場では，主に気相放射線化学の基礎

および応用の研究発表があった. 基礎分野では， 励起

Ar原子の脱励起(東工大理). H20. CH4などの超励

起状態(東工大理，原子炉)およびO原子とオレブインと

の反応(東工大理，理研)についての報告がなされた.

これらの研究においてはいずれも，基礎過程の解明にと

って重要な知見が得られているが， さらに数歩すすめ

て，生成物分析まで行われれば，基礎面ばかりでなく応

用的にも興味ある成果が得られるのではないかという気

がした.たとえば希ガス原子の脱励起の研究では，エネ

ルギー受容体に反応性ガスを選んで，エネルギー移動過

程のみでなく，その後の化学反応を調べるといった巾広

い研究ができないであろうか.

応用面では，放射線による C1化学の研究(原研大阪)

およびCO2の放射線分解(原研高崎)の報告があった.

C1化学の研究発表では，残念ながら，このところ聴衆

もやや少し 討論も活発とは言えない.聴衆をひきつけ

るほど大きな成果がまだ得られれていないためでもあろ

うが， 時宜を得た研究であり，工業利用という夢もあ

る.また基礎的にも多くの問題を含んでいる.よ り多 く

の討論参加を望みたい.

以上のほか，重イオンビーム衝撃による固体表面から

の発光(東北大グループ〉およびiポジトロニウム化学

(東大ク・ループ〉の報告があった.固体表面の発光の研

究は，表面分析などへの応用を開拓した新しい研究であ

り，今後の発展が望まれる.ポジトロニウム (PS) 化学

の報告では，従来から種々の実験事実による PS生成モ

デルの妥当性が論じられているが.PS生成の本質が解

明されるのはまだまだ先との印象を受けた.

(原研大阪永井士郎〉

2日目午前中のA会場は電子の挙動とこれに関連する

反応など 9件の報告がなされた.これらの報告では固相

特に有機ガラス中での電子捕捉や移動に関するものが多

かった. 入江ら(阪大産研)はアントラセンの Diels-

Alder付加物の解離型電子捕捉反応について報告した.

取り扱っている化合物がユニークであり， また反応過程

の検討もよくまとまっており 印象的であった.小笠原ら

(北大工〉は4Kアルコールガラス中でトルエンによる

eirの捕捉効率が evisの10倍にもなることを報告し，そ

の捕捉過程をトンネル機構によって説明した.このよう

な知見は電子の捕捉過程を論じるために重要であり興味

深いものであった. 4 Kでの捕捉剤添加系では今後も重

要な結果が得られるものと思われる.その他有機ガラス

での報告として塩素化合物の電子捕捉(下川ら)や清水

ら(北大工〉の 4K混合アルコールガラス中の捕捉電子

の移動をトンネル機構で議論した報告がなされた.
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フエペトロンを用いて中村ら(東工大理〉は国相テト

ラメチルミラン中での電子の移動度について報告した.

また南波ら(東工大理〉 も固相ミクロヘキサンについ

て，同様の報告をおとなった.これらの研究は固相での

電子の状態について貴重な情報を提供しており，液相と

の比較など興味深い議論を展開した.一方，西川ら(東

大教養〉の高密度エタン気体中での電子の挙動について

の報告は興味深いものであったが，内容が高度に専門的

であり， もっと充分時聞をかけて聞けないのが惜しまれ

た.

このほか興味深いものとして小掠ら(都立大理〉の不

均一相での電子の反応についての報告があけ.られる.彼

らはレリカゲルに吸着させた塩化メチルの分解について

調べ，比表面積が増加するほど反応する電子の収率が大

きくなることを示した.このような不均一系での反応は

活性種を有効に利用する方法として期待できるものであ

ろう.また川口ら(東大工開研)の放射線照射下での金

属腐食現象についての報告は，この会場ではやや異質の

感もあったが原子力発電所に限らず放射線施設に使用き

れる金属材料の開発や安全性に対する放射線化学の立場

からのアプローチとして貴重なものであった.今後この

ような報告がさらにふえることを望みたい.

(都ア研下川利成〉

二日目午後のA会場はまず松山ら(名大工〉による捕

捉電子の光電導度スペクトルの側定結果が報告された.

また.長谷ら(京大原子炉〉はアルコール中の捕捉電子

の吸収スペクトルに対する外部電場効果 (50kV/cm)を

報告した.スペクトルはそれ程極端な変化を示さないが

興味深い.最近，捕捉電子と溶質の反応に対して Hami11

と Funabashiは新らしいモデルを提出している.立矢

(化技研〉はこのモデルが結局の所トンネリングモデル

に立脚して解釈し得ることを示した.また佐野(東大教

養〉はN個の陽イオンによりクーロン力で束縛された電

子が，拡散により自由化する確率を求めている.吉良ら

(理研〉は770K Sec-塩化プチルガラス中において捕捉

ホールの電荷移動の研究を報告した.以上の報告はいづ

れも，溶媒和電子やホールなどの化学的な挙動を明らか

にする上で重要な問題である.放射線照射により生成す

るイオン種，励起種，ラジカル種の反応や吸収スペクト

ルについては，高綜ら〈阪大産研)によるテトラフェニ

ルνクロブタン，末松ら(阪大産研)によるレクロプタ

ン誘導体のイオン種経由の環開裂反応，北村ら(阪大産

研〉の励起種経由の νクロブタン環開裂反応， 星野ら

(理研〉による2ーメチルテトラヒドロプランジカルから

TCNEへの電荷移動反応， 野坂ら(理研〉によるエチ

レン誘導体と酸素複合体の吸収スペクトルおよび ESR

の研究，星野〈理研〉らによる水和クロロフィル a二量

体のカチオン種の吸収スペクトルについて報告があっ

た.ことにνクロブタン誘導体の開裂反応は今後MOか

らの統一的解釈が期待される.この他，山崎(東工大)

は今後も増加が予想される素反応やその速度定数に対し

て記号処理や数値処理で情報を処理する試みを報告し

た.唐沢ら(東工大〉による N20 や CO2溶液中の芳

香族炭化水素の γ線照射により生成する生成物の分析か

ら推定される中間体の研究も興味深く，他の手段による

今後の研究進展が期待される.この日の午後はいくつか

の異なるテーマが雑居した感がする.また今回の討論会

では放射線化学と他の分野の境界領域に踏み込んだ研究

報告が少なかったのは少々残念である.

(理研星野幹雄)

B会場

第 1日目 B会場の講演 (16件)のほとんどが ESRを

主として用いた研究であった.スピントラップ法は数年

来続いている相馬らのグループ(北大)によるラジカル

捕捉反応機構の研究報告を含めて 4件あった.反応速度

の定量化へ進展しつつある様である.松山ら(京大炉)

はハロゲン化ベンゼンのラジカル対を観測したが '""109

rads程度照射すれば， どんなものにも低温ではラジカ

ル対ができるということらしい.志田ら(京大理)およ

び太田ら(広大工〉よるオレブィンカチオン種の電子ス

ペクトルの同定が ESRスペクトルとの対応によって一

段と進んだ.特にこの種の測定にはフレオン類がマトリ

ックスとして適している点が志田らにより指摘された.

極低温におけるサーマル水素の挙動については昨年に引

き続いて岩崎・鳥山ら(名工試〉の精力的な仕事が目立

った.捕捉種の局所構造については市川ら (北大工)に

よる電子スピンエコー法，長谷ら (京大炉)による極低

温スピンフリップ信号解析を用いた銀原子，水素原子に

ついての報告があった.大野ら (北大工〉は蒸気凝縮法

による ESR試料作成を報告しているが，今後どんな溶

媒まで進めるか楽しみである.

(京大炉長谷博友)

2日目 B会場の午前の部は，宮崎ら(名大〉のネオペ

ンタン中HIの光分解生成Hによる，溶質分子の水素引

き抜き反応の報告から始まった.照射紫外線の波長に依
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存した溶質ラジカルの生成速度の差を推定しており， 4 

Kでも励起波長によ っては溶質ラジカルの選択的生成が

起る.このネオペンタン中での選択的溶質ラジカル生成

は，ここ数年来話題になっているが，水素原子の引き抜

き反応によることは明確であるものの，水素原子のエネ

ルギー状態については見解が分れるようである.続いて

4Kでのナノ秒パルスを用いた溶質トルエンからの発光

挙動の報告(宮崎ら〉があったが，今後，低温でナノ秒

からピコ秒への進展が期待される.大矢ら〈京工織大)

のアントラセン誘導体のフォトリレス，ラジオリレスの

比較実験も興味を号|いた.鷲尾ら(東大〉は溶質カチオ

ンの生成効率と反応性をエチルカノレパゾール， νクロダ

イマー，ポリピニルカルパゾールを用いることから，重

合度の依存性を検討した.カチオンの生成量は重合度に

依存しないが，反応性は重合度 5のオリゴマーでは大巾

に低下する. 続いてコピ秒ライナックに関連した講演

が続いた. 阪大産研ライナックは， 単パルスモードで

40psecパルス巾で電荷量は 12nC(2 ~ぢサテライト〉に

も及ぶ.さらに，このライナ ックを利用した吸収iノステ

ムの一例が入江らにより紹介された.特徴は，従来のパ

ルスランプやチ ェレン コフ光の代りに，液体レンチレー

タからの発光を光源、とすることで，時間分解能はサプナ

ノ秒である.従来の吸収測定よりは簡便であるように感

じた.さらに，東大ライナ ック(小林，上回ら)からの

報告があり，ピコ秒オーダーでのより高い精度の実験を

進める上で欠くことのできない，ビームの安定化，ビー

ムの計測の仕事が紹介された.阪大産研の Lパンドライ

ナックが順調に稼動を始め，東大Sパンドライナックと

ともに圏内で2つの超短ノ〈ルス線源が存在することにな

り，今後は国際的にも注目されるであろう.各々，その

特徴を生かした実験研究がなきれることを期待したい.

(東大工勝村庸介〉

2日目の午後は，東大グループのピコ秒ノくルスラジオ

リレスの研究発表から始まった.勝村らは PPOの励起

状態の内，非常に速い生成過程をもつものにはイオン過

程が介在している事を種々の電子捕捉剤を利用して示

し，また気相の dataとの比較など興味深い内容を含ん

でいたように思われる.続いて上林らは，飽和炭化水素

と芳香族炭化水素の混合溶媒にレンチレーターを溶質と

して含む系について，過去の γ線照射による Burtonあ

るいは Satoらの実験と対比した実験を行ない， ピコ秒

の時間分解能をもっνステムを用いてその内容をよ り深

く解釈できることを示した.また筆者らは，溶液中でポ

リピニルカルパゾールの励起状態の動的な挙動について

調べ，タクティレティによって発光スペクトルが大きく

異なること.及び高分子鎖の運動と励起状態についての

報告を行なった.これら 3件は，放射線化学の基礎と応

用の両面に渡って，興味深いが，非常に難かしい点を併

せもっており，今後更につっこんだ議論が為されてゆく

必要があると感じた.早大理工研の津村らは，熱ルミネ

ッセンスを利用し，放射線照射によって生成する種々の

活性種について正確な情報を得てゆこうという，地道な

研究を続けているようである.

次に勝村らは， LETの異なる放射線によって生成す

るラジカルの分布を ESR法を用いて検討した.

なお，討論会全体として，討論が余り活発でないよう

に感じたのは筆者だけであったろうか.もう少し，若手

の研究者が頑張ってゆかねばならないと痛感した次第で

あ る東大工鷲尾方ー)

特別講演 (名大工 ・伊藤憲照) r固体中のイオン ・トラ

ック飛跡中の電子の挙動」

演者は放射線固体物性の権威者であり，その研究室で

は日夜精力的に研究が進められている.研究内容は放射

線化学とも密接に関連しているように思われながら，そ

の講演を学会で聞く機会は今までなかった.今回，始め

て研究の一端を拝聴出来たことは，放射線化学会にとっ

て大変有益なことであり，また新鮮な刺激を与えられた

と思う.講演内容は，CdSとCuClの物質に高 LETの

荷電粒子を照射し，そこからの発光を観測することによ

り，超極短時間('""-'lO-13sec)での初期過程を解明しよ

うとするものである.対象物質の励起過程についてはレ

ーザ一光によってくわしく研究されている.すなわち，

高密度励起の場合は 2個の励起子からなる励起子分子の

発光がみられる.さらに高い密度の励起では励起子集団

からなる電子 ・正孔液滴が生成し，これらの発光がみら

れる.以上の励起子の性質を利用して高 LETの各種荷

電粒子を照射した時の発光を解析した. CdSの場合，

LETが高くなるにつれて励起子分子の発光は弱まり，

電子 ・正孔液滴からの発光が強くなる.また電場を加え

ると電子と正孔が分離されるため液猪からの発光が減少

する.一方 CuClの場合は，液滴の発光に対し LET効

果や電場効果がみられない.この両者の違いは CdSで

は正孔と電子の質量がほぼ等しく，同じように自由に系

内を動くのに対し， CuClでは正孔の質量が電子のそれ

に対し著しく重いため電子だけが動き，電子と正孔の分

布の重なりが少いためである. CdSの場合，液滴生成
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の臨界濃度から荷電粒子の飛跡の広がりを求めると約

200Aとなった. このことは， これまで理論上考えられ

ていた Spurの大きさを実験的に求めると云う重大な意

味がある.

以上の講演は，放射線化学の初期過程にとっても重要

な内容であり，大変興味深く話しに引きつけられた.高

速荷電粒子の照射効果の問題は放射線物性だけでなく，

放射線化学，核融合における炉材の問題やホットアトム

化学等とも密接に関連している.今後，放射線化学もこ

れまでの成果をふまえて，周辺領域の問題にも積極的に

関与していく必要があるように感じられた.

(名大工宮崎哲郎)

第23回放射線化学討論会

下記の要領により放射線化学討論会を開催いたします

ので御案内申し上げます.

日 時昭和55年10月3日(金入 4日(土〉

場 所京大会館(京都左京区吉田河原町15)

主テーマ 放射線化学の基礎と応用

発表申込み期限

昭和55年 6月28日〈土〉

題名と発表者および 2， 3行の簡単な内容説明を記

してハガキにて申込んで下さい.なお討論会申込み

とハガキに表記下さい.

講演要旨締切り

昭和55年8月9日(土〉

所定送付の原稿用紙 2枚に纏めて提出(詳細は原稿

送付時に連絡します〉

申込先・連絡先

干572 大阪府寝屋川市三井南町25-1

日本原子力研究所・大阪研究所

大島裕之助

電話 0720-3]-0685

INTERNA TIONAL MEETING 
ON 

RADIA TION PROCESSING 
October 26-31， 1980 

MIYAKO HOTEL TOKYO 

TOKYO， JAP AN 

第3回放射線プロセス国際会議(IMRAP)は， 既に

一部の方には FirstCircularでお知らせしております

が，“RadiationProcessing-Modern Technology in 

the Service of Mankind"のキ守ツチプレープのも と

に，本年10月26日----31日東京ミヤコホテルで開催されま

す.この会議は. 1976年フ.エルトリコ. 1978年マイアミ

に続いて，今回，東京で聞かれるもので，現在着実に進

展しつつある放射線工業利用の現状と問題点について大

学，研究所及び企業の研究者が一堂に会して討議を行う

ものであります.現在第 3回会議のプログラムが固まり

つつあり， その骨子を紹介しますと， 放射線工業利用

の現状と展望， 応用放射線化学の進歩などについての

reviewからなる PlenarySession， Radiation Source 

Technology， Industrial Polymer Applications， Food 

Irradiation， Sterilization of Medical Supplies， En-

vironmental Protection and Recyc1e of Resources， 

Promissing New Applications， Radiation Chemistry 

Related to Nuc1ear Powerなどのトピックスについて

各々いくつかの招待講演が計画され，更に放射線になじ

みの薄い参加者に，線源や放射線化学反応，食品照射や

放射線滅菌について， その道の権威がわかり易く講義

をする tutorialsessionがあります.“Economicsof 

Radiation Processing"，“Reliablity of Radiation 

Source"の2テーマについて Panel discussion，“In・

ternational Activities and Technology Transfer"に

ついて RoundTable Discussionが計画されておりま

す.

最終的には， 日本を含めて世界各国から 300名程度の

参加者を期待しておりますが， i現在既に 26ヶ国より約

200名の参加希望がきております.予定されている外国

からの参加者には.W. Baird. A. Chapiro， A. Char1-

esby， P. M. Cook， P. Leveque" ]. Laizier， K . Mo-

rganstern， S. V. Nablo， J. Silverman， V. T. Stannett 

などの名前も見られます.

会議最終日の10月31日には，原研高崎の見学を中心と

した technicaltourが計画されております.第1， 2回

の会議はいずれも， リゾートで開催され，全ての参加者

が同じホテルに宿泊し，午後は自由時間としてスポーツ

等を楽しみ，懇親をはかるというスタイルで行われまし

た.今回は東京の特殊事情によって，この形式を取るこ

とはできませんが，代りに日本情緒を満喫しながら参加

者の交換をはかるためNighttourも予定されています.

一般講演申込の締切は 7月1日となっております.放

射線工業利用に関心をお持ちの方々は多数参加されます

ようお願い致します.

なお，会議については，下記あてお尋ね下さい.

干370-12 群馬県高崎市綿貫町1233

日本原子力研究所高崎研究所内

第 3回放射線プロセス国際会議組織委員会事務局

折田良生

電話 0273-46ー 1211 (石樽顕吉〉
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Swarm実験国際セミナー (ISSE)

立大理小川岩雄

「原子衝突研究における群れの実験に関する国際セミ

ナーJ(International Seminar on Swarm Experiments 

in Atomic Col1ision Research，略称ISSE，通称 Swarm

実験国際セミナー〉は1979年9月6日， 7日の 2日間に

わたり，東京の立教大学セント ・ボールズ会館で開催さ

れ， 日米豪3カ国から，それぞれ32名， 4名(うち l名

はオブザーパー)， 2名，合計 38名の専門家が参加して

盛会裡に閉会した.

このセミナーは，物理学，応用物理学，核工学，化学，

電気工学，放電工学など，多くの関連分野の研究者から

成る ISSE組織委員会*(正式名称「群れの実験に関す

る国際セミナー組織委員会J)と，原子衝突研究協会(委

員長:高柳和夫氏(東大宇宙研))の共催により，この

セミナーの直前 (8月29日-9月4日)に京都で行なわ

れた第11回原子衝突国際会議(正式名称「電子および原

子の衝突の物理学に関する第11回国際会議J，略称 XI-

ICPEAC)に付随するサテライト集会のひとつとして聞

かれたもので，その経費の大部分は日本学術振興会から

の昭和54年度国際研究集会補助金によってまかなわれ

た.組織委員長としてこの援助に深く感謝している.

Swarm実験とは， 電場のもとで気体中や液体中を流

動・拡散する低速の電子やイオンの集団(群れ， swarm) 

のふるまいをしらべる実験のことをいい，流動速度や拡

散係数などの輸送ノ〈ラメータや電離係数， 電子付着係

数，号電荷交換係数などの系統的な測定が主な課題とな

る.またときには分光学的方法や質量分析などが使われ

ることもある.

このような測定の結果をBoltzmannの輸送方程式に基

づいて解析すると，低エネルギーの電子やイオンの衝突

諸過程に対する断面積の値を決定したり，検証したりす

ることができる.最近実験技術やコンビュータの性能が

めざましく進歩・向上した結果，このような方法による

ミクロ諸量の決定精度は著しく向上し， いわゆる beam

実験(向きとエネルギーの斉一な粒子線を使う実験)の

適用が困難な低エネルギー領域(約 1eV以下)でのほ

とんど唯一の衝突研究の手法として， swarm実験の重要

集委員長:小川岩雄;委員:土手敏彦(理研)， 鎌野嘉

彦(東工大)，田頭博昭(北大)，福田国蒲(京大)，

生田信暗 (徳島大)，武部雅汎(東北大)の各氏(JI慎

不同).

性があらためて注目され始めた.

Swarm実験はまた，放射線，放電， ガスレーザー，

プラズマ，上層大気などを扱うさまざまの応用諸分野で

も， ミクロな衝突過程とマクロな諸現象を結ぶ橋渡しと

して大きな役割を果たしており，本誌の読者の中にも関

心の深い方が多いと思われる.

こういう重要性にかんがみ，この分野の研究は各国で

早くから活発に進められ，とりわけ米国では故 Loeb教

授らが創始した GEC(Gaseous Electronics Confer-

ence，気中電子工学会議)を中心として，またオースト

ラリア (Canberraなど)や英国 (Liverpool大など)で

は故 Townsend教授の門下の精力的な指導のもとに，

それぞれ重要な貢献が積み重ねられてきた.一方，わが

国でもこの分野への関心が最近急激に高まり，研究活動

が盛況を見せはじめている.たとえば昭和53年度には文

部省科学研究費総合研究Bのひとつとして「電子または

イオンの swarm実験の精密化と多角化J(代表者:筆

者入 54年度には総合研究Aのひとつとして「電子およ

びイオン・スウォームの挙動に関する研究J(代表者:

筆者)が引続き採択され，数回にわたる研究会や研究者

調査などを通じて各分野に散在していた研究者の聞の連

携が急速に進みつつある.

このような状況の中で，この分野での国際的討議の場

がいまだに存在しないことを惜しむ声が国際的に高ま

り，オーストラリアの Crompton教授，米国の Biondi

教授や Phelps博士ら，わが国の土手，福田，旗野，田

頭，武部各博士らおよび筆者など，関係者の聞で国際セ

ミナー開催の必要性と可能性が1977年ごろから真剣に検

討されはじめた. ちょうどその頃 XI-ICPEACの京都

での開催が決まり，この分野に理解の深い高柳和夫組織

委員長の示唆もあって，本セミナーが開催される運びと

なったのである.

セミナーではまず R.W. Crompton教授の招待講演

“Electron Swarm Experiments: a Progress Report" 

が行なわれた.同教授はその中でまず低エネルギー電子

の衝突断面積についての精密かっ広汎なデータが要求さ

れはじめた結果 swarm実験の精度が向上し， それに

伴って理論的な解析も一段と精密化される必要が生じて

いることを指摘された.たとえば非弾性衝突の関与する

エネルギー領域では，電子の速度分布関数を球関数で展

開するさいに，第 3項まで取る必要性があるばあいが多

いことを同教授は注意された. このほか swarmのデ

ータから断面積をきめるときの一義性をめぐる問題や，

金属蒸気. 付着性気体などの特殊な気体中での swarm
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実験の進歩にも触れられた.引き続いて電子付着に関す

る3つの原著講演〈旗野ら，小川らおよび Crompton

ら〉があり，初日の午前の部を終えた.

6日の午後はまず A.V. Phelps博士 (Colorado大〉

が“TheDetermination of Electron Col1ision Cross 

Sections from Swarm Data"という題で招待講演を

行なわれた.同博士は swarmデータの解析上の問題点

を整理されたのち，原子気体と分子気体に分けて断面積

決定の現状を大観された. そのあと混合気体中の 電子

swarmやK蒸気および液化希ガス中の電子 swarmにつ

いて 4つの興味深い原著講演 (Cromptonら， Haydon 

ら(豪， New England大)，中村義春(慶大〉および

柴村英道(埼玉衛生短大)ら〉が発表された.

以上は専ら電子 swarmに関する報告であったが， 7 

日の午前は主にイオンの群れにあてられ，最初に M.A.

Biondi教授(米 Pittsburgh大〉が..Ion-Molecule 

Collision and Reaction Studies by Varius Swarm 

Techniques"と題する招待講演を行ない， この分野の

現状の全容をわかりやすく紹介された.ついでイオン・

クラスタリングなどについて武部氏，低温 (82K)での

He中の Ar+の易動度について小泉哲夫氏(都立大〉が

それぞれ報告，最後にグロー放電やアフタ・グロー中で

の原子過程についての分光学知見を福田氏が披露した.

7日の午後は再び電子の群れにもどり， 6件の原著報

告があった.まず速度分布関数の 3項近似について真壁

利明氏(慶大〉とPitchford嬢 (Colorado大， JILA) 

がこもごも報告，次に高電界下の電子輸送解析について

田頭氏，輸送方程式式法による swarm解析について土

手氏がそれぞれ発表，さらに電離係数などの測定検果と

モンテ・カルロ・レミュレーレョンの結果との比較につ

いて林真氏(名工大)，群れの実験でのエネルギー非平衡

などについて生田氏の報告があり， 最後に Crompton

教授の挨拶でセミナーを終了した.なおこのセッレョン

では， Jacob博士らの iBoltzmann方程式の拡散近似の

有効性」という報告も予定されていたが，同博士は都合

で出席できなくなり，大へん残念であった

以上がこんどのセミナーでの報告の概要であるが，討

論が終始和やかに，また活発に行なわれ，この分野での

世界最初の国際研究集会としては小規模ながらかなりの

成功を収めたように思われる.この点は外国からの参加

者を含め，全参加者が一致して評価しており，参加者有

志の聞では次回の会合をどこで開くかについてすでに真

剣な検討が進められている.

このセミナーはまた，圏内のこの分野の研究者の連携

を強め，研究意欲を喚起し，各方面にこの分野の重要性

を認識させる上でも少なからず役立つた.このほどこの

セミナーの議事録が発行されたので，本誌の読者の方も

興味のある方はぜひご覧いただきたい.申込み先は下記

のとおり.干351埼玉県和光市広沢 2ーし理化学研究

所プラズマ物理研究室， 土手敏彦 (TE L 0484-62-

1111 (代)).

第 6回国際放射線研究会識を終って

会 長御園生圭輔

長い準備と会期をはさんでの前後にわたって，会員各

位とそのご家族にまで大変なご苦労をおかけし，お蔭で

わが国で初めて開催された本大会を大盛会裡に無事終ら

せることが出来，感謝の気持でーぱいです.

華美にわたらず実質的な内容をと願う心持ちが皆様に

よくご理解いただき，大変お世話をかけましたが， 実に

美事な成果を挙げることが出来ました.有難う ございま

した.

以下会議の概要を報告します.

本会議は昭和54年 5月13日----19日週間の会期で，

東京都千代田区平河町，都市センターならびに全共連ピ

ルで聞かれ，参加者は登録組数1， 495名(海外803名，圏

内692名入国別参加数は，西欧 12カ国 242名，合衆国を

含む南北米州8カ国 393名， ソ連邦を含む東欧諸国 8カ

国49名，アジア・オセアニア17カ国75名，アフリカ 2カ

国4名で，この内初参加11ヶ国 (メキνス ウルガイ，

エジプト，中国，台湾，インドネレア，フィ リピン，タ

イ，マレイレア，パングラディレュ，パキスタン)であ

った.

また， アソレエイト・ メンパーは，圏内14名，海外95

名で，若手研究者の参加は，圏内56名，海外34名となっ

ている.

会議は上記の隣接する 2会場に12の会議場を設け. 7 

日間に亘って全体会議 5，レンポジウム29. ワーク レョ

ップ1および一般講演 125の発表，討論が活発に行われ

た.

各セ ッレョ ンの発表論文は895で，内602は海外提出分

である.

発表内容を概略会類する と，物理 (基礎，線量測定，

機器を含む) 9 %，化学(生体分子，ホ ット アトム化学

を含む)20%，放射線生物 38弘医学， (うち障害，内

部被曝，代謝， リスタ 14%，放射線治療14%)28%.環

境放射能 3~ぢ等となっている.
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発表内容は，会期中発行されたアブストラクト ，およ

び同年10月に刊行されたプロレーデイングスを参照され

たい.なおまた，一部は「放射線科学1979-6 r-..J 7月号

J r日本放射線化学会誌 1970-No.28号」等にも掲載され

ている. (配本は末尾参照〉

会議は初日の開会式に始まり，御園生本会議会長，伏

見日本学術会議会長およびカプラン IARR会長の式辞と

在日各国大使，駐在科学アタッ νェの参加を得て開催さ

れた.会期中，日本学術会議主催のレセプレョン(第 l

日夜)， コングレス ・パーティー(第 3日夜)，東京都知

事招待パーティ ー 〈第 6日夜)， またエクスカーレョン

として東京都内および鎌倉へのパス旅行(第 5日午後〉

とアソレエイト ・メンパーズ ・プログラムが催された.

会議終了後， 10月末に本会議に提出された論文 122篇

を集録したプロ νーデイングスと会議の報告書が発刊さ

れ，会員ならびに関係先に配布された.

なおまた，特記しておきたいことは，皇太子殿下にお

かれては本会議の開催とその学術的意義に深い関心をは

らわれ，会議終了後直ちに会議関係者ならびに海外参加

者代表を東宮御所に招かれ，親しく長時間にわたって，

会議と研究の現状につき聴取され，斯学の発展をご激励

賜わった.

また最後にご心配をおかけしました本会議の会計も皆

様のお力添えで，何とか収支償うことが出来ました.

以上のとおり極めて実り多き成果を上げ，今後会員各

位の一層のご活躍とご健康を願って止みません.

お知らせ

第6回国際放射線会議資料は次のように市販きれて

おります.

配布先丸善株式会社(貿易部輸出第 1課)

(東京都中央区日本橋 2-16-1 電272--7211)

アブストラクト @￥2.700.-(送料込み〉

プロレーデイングス @￥7，500.-( υ 〉

記 事 !
 

1
 
1
 本 .6. 

";Di;' 

。第31回理事会

昭和54年10月13日午後12時15分より名古屋工業大学材

料開発研究施設会議室において役員25名出席のもとで開

催された.昭和54年度上半期事業経過報告および会計中

間報告がなされ，とりわけ今年度は大巾な赤字が予想さ

れ学会活動(会誌発行等)に支障をきたす恐れがある旨

指摘された.昭和55年10月に日本で開催予定の放射線プ

ロセス国際会議の準備状況について報告された.若手の

会夏の学校が8月25，26日北大大滝村セミナーハウスで

学生14名講師2名により開催された旨報告された.

議題1. 55年度放射線化学討論会開催について

大阪地区で開催し，京大原子炉および原研大阪研が中心

となって準備することとなった.

議題2. 第17回理工学における同位元素研究発表会運

営委員の選出について.

荒井重義氏(理研〉が上記運営委員に選出された.

議題3. 賛助会員の洗い直しと拡大について

40社について賛助会員新規加入および口数拡大を依頼す

ることとなった. なお， 依頼担当役員も合せて決定し

た.当面の作業としては，

(1) 該当会社に担当役員が中心となヮて打診する.

(2) 加入見込みがつき次第事務局に連絡する.

(3) 上記作業を12月初旬までに行ない，その結果を持ち

よって財政特別委員会を12月初旬に聞き今後の作業に

ついて協議する.

議題4. 入退会希望者について

下記の者についてそれぞれ入退会が承認された.

く入会者〉正会員 6名，賛助会員 1社 2口

植田義文(広大 ・工)，太田信昭(広大 ・工)，星野貞夫

〈宇部興産)， 伊藤泰男(東大原子力総合センタ-)，市

川恒樹(北大 ・工)，長谷川明紀(広大 ・理〉

側英光社 (2口〉

く退会社〉正 ・学生会員 4名

上野捷二，岩本威生，品川睦明，吉田清美

- 53-



Seventh Symposium on Microdosimetry 
8-12 September 1980ー OxfordjUnitedKingdom 

First Announcement and Cal1 for Papers 

The Commission of the European Communities in collaboration with the National Radiological Protection 

Board， Harwell， United Kingdom， wi1l organize the 7th Symposium on Microdosimetrγin Oxford from 

8 to 12 September 1980. 

Research in microdsimetry is concentrated on investigations of the spatial and temporal distributions of 

energy deposition in biological materials and on using the results of these investigations to broaden 

the understanding of the dependence of physico-chemical， biochemical and biological effects on radiation 

quality. Consequently， microdosimetry should contribute to the assessment of the radiation hazards 

presented by external radiation and by radionuclides incorporated in the human body as a result of 

medical treatment or radiation contamination of the environment. 

The particular contribution of microdosimetry is in increasing the understanding of the dependence 

of radiation hazards on radiation quality and of the problems of low doses and low dose rates. The 

“Schwerpunkt" of the Symposium is directed therefore to the application on of microdosimetry in the 

fields of radiobiology and ・chemistry，of radiotherapy and-diagnosis， and above all in radiological 

protection. 

The provisional programme embraces the following subject groups: 

- Physical principles of radiation interaction and energy deposition， spatial and temporal distribution 

of radiation interaction processes， experimental and mathematical determinations of energy deposition 

spectra and their mean values; 

- the definition of radiation quality， its distribution within phantoms and the human body， biological 

systems as quality dependent dnsimeters; 

- dependence of biomolecular and radio-chemical effects and kinetics on radiation quality and their 

explanation in terms of primary energy deposition processes; 

- dependence of biolngical effects on external radiation and incorporated radionuc1ides and their inte- ~与
rpretation in terms of microdosimetry， influence of local distribution and nature of sensitive targets; 

- analysis and interpretation of dose-effect relationships， including epidemiological data， in terms of 

radiatiation effect mechanisms and their relevance to radiological protection. 

Programme Committee: 

G.E. ADAMS， Sutton 

A. ALLISY， Paris 

G.W. BARENDSEN， Rijswijk 

J .A. DENNIS， Harwell 

L.E. FEINENDEGEN， Julich 

D. HARDER， Gottingen 

A.M. KELLERER， Wurzburg 

N. PARMENTIER， Fontenay-aux-Roses 

H.H. ROSSI， New York 

W.K. SINCLAIR， Argonne 
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Scientific Secretaries: 

]. BOOZ， ]ulich 

H.G. EBERT， Bruxelles 

Local Organization: 

].A. DENN1S， Harwell 

Participation: 

Scientists wishing to attend the Symposium or to receive further information are requested to fi1l in 

the preliminary notice of attendance as soon as possible. 

Papers and Posters: 

Preliminary notice of papers and posters to be presented should be given on the enc10sed form as 

soon as possible. The deadline for the final announcement is 31 ]anuary 1980. Papers， can be read in 

English， French or German. Translation wi11 be foreseen. 

Conference Fee: 

The conference fee is FB 2.500. 

Second Announcement: 

A second announcement will be issued in November 1979. 1t wi11 include information on hotel bookings. 

Further 1nformation: 

Secretariat of the 

SEVENTH SYMPOS1UM ON M1CRODOS1METRY 

Commission of the European Communities 

DG XJIー Biology，Radiation Protection and Medical Research 

Dr. H.G. EBERT. 

200， rue de la Loi 

B-1049 Brussels/BELG1UM 

Tel.:735.00.40 or 735.80.40，ext. 4045 

Telex 21877 COMEU B 

- 55ー



<書評>

放射線化学工学第一巻 「放射線化学工学その課題と

方法J (ロレア語〉

A.Kh.Breger (Moskva， Atomizdat， 1979) 

日本価----120円

本冊子は，放射線化学工学<Radiatsionno-Khimich.

eskaya Tekhnologiya>というレリーズの第一巻として

発行されたものである.ソ連における放射線化学の研究

の歴史は古く，第1. 2回全ソ放射線化学会議(1957，

1960年〉以来，放射線化学プロセス会議，荷電粒子加速

器利用会議，応用放射線化学会議がそれぞれ数回ずつ聞

かれていることからも，ソ連の力の入れようがうかがえ

る。放射線化学はソ連でも原子力の平和利用の一環とし

て位置づけられていることは云うまでもないが，従来の

化学工学の中の新分野として把え，その方法論を確立し

ていこうという，より積極的な姿勢がうかがえる.この

ように把えたとき，放射線化学工学は，放射線化学の反

応の理解にとどまらず，技術的有効性，経済性， (放射

線〉安全性，市場価値等が評価されなければならない.

本書はとくに放射線化学過程の基礎と放射線化学反応機

器設計の 2つの側面から概説を試みたものと云えよ う.

目次は次のとおりである。

o. νリーズへの巻頭言

Ya. M. Kolotyrkin (アカデミ ー会員)

1. 放射線化学工学

他工学の中における位置づけ

2. 放射線化学過程の物理化学

放射線重合

高分子の放射線架橋

放射線化学合成

無機化合物の放射線化学改質

放射線による排水，排ガス，固体廃棄物処理

3. 放射線化学機器設計

放射線化学工学に用いられる放射線源

放射線化学装置

γ線源を用いた放射線化学装置

電子線加速器を用いた放射線化学装置

放射線化学工学の経済性

4. 結論

A5版 本文68頁小冊子の中に，これだけの内容を盛

ってあるので，記述は概説的であり，図の引用は全くな

い.引用文献は200. 巻頭言にもあるように，放射線化

学工学の可能性は大きく開けているにもかかわらず，そ

の実用化のテンポは遅い. その大きな原因の 1っとし

て，この分野の可能性が広く知られていないことが指摘

されている.その当否はともかくこれが本νリーズを企

画したことの理由としてあげられているのだが，この分

野の入門書として格好の材料となろう .ただ具体例の例

示が少いが，それらは同じレリーズの以下の号で示され

るのであろうか.本レリーズは約20巻の冊子からなると

のことである.現在分っている冊子題名は下記のとお

り.

「自己粘着耐熱性絶縁材料の放射線架橋」

「放射線化学コーテイング」

「放射線乳化重合の技術」

「放射線化学工学における放射線安全確保」

(東大伊藤泰男)

事務局移転のおしらせ

日本放射線化学会事務局は，昭和55年度より，京大原子炉実験所東村研究室から

下記に移転いたします.

京都大学理学部化学教室波多野研究室内

(干 606)京都市左京区北白川追分町

電話 075(751) 2111 (内線 4047)

銀行口座第一勧業銀行(庖番号476)京都百万遍支庖

普通口座 1475903 日本放射線化学会 波多野博行

郵便振替口座 大阪 316558 日本放射線化学会(従来通り〉
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本 ~ 、

~賛 助 ~ 、 貝

名 称

旭化 成工 業株式会社

株式会 社英 光 社

オーツタイヤ株式会社

鐘淵化学工業株式会社 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

株式会社島 津 製 作 所

株 式 会社レ イ ケ ム

九 州1 電 力 株式会社

四 国 電 力 株 式会社

士幌町農業協 同 組 合

住友化学工業会株式社

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式ゆ社中央研究所

段谷 産業株式 会社

中国電力株式 会社

中国塗料株式 会社 滋賀工場

中部電力株式会社

東海電線株式会社大阪製作所

東 京電力株 式会社

東 北電力株 式会社

動力炉 ・核燃 料開発事業団

電気化学工業株式会社中央研究所

ぷ』
コ::s;

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

日新ハイボルテー ジ株式会社

日本電信電話公社茨城電気通信研究所

古河電工株式会社平塚電線製造所

放射線照射振 興 協 会

北陸電力株式 会社

北海道電力株式会社

三菱 電機株式会社中央研究所

目立化成工業株式会社下館工場

レンゴー株式会社

員 名 簿

所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

531 大阪市大淀区中津5-10-6

595 大阪府泉大津市河原町9-1

520-01滋賀県大埠市比叡辻2-1-1

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1

530 大阪市北区小深町3-1 阪急ターミナルピル

108 東京都港区白金台2-9-6

810-91福岡市中央区渡辺通2ート82

760 高松市丸の内2-5

080-12北海道河東郡士幌町字士幌2線159

540 大阪市東区北浜5-15

554 大阪市此花区島屋1-1-3

618 大阪府三島郡島本町百山2-1

803 福岡県北九州市小倉区東港町4-3

730 広島市小町4-33

520-23滋賀県野洲郡野洲町三上

459 名古屋市緑区大高町字北関山20-1

590 大阪府和泉市万町1076

100 東京都千代田区内幸町トト3

980 仙台市一番町3-7-1

107 東京都港区赤坂トト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関西ペイント側内

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

319-11茨城県那珂郡東海村白方白根

254 神奈川県平塚市八幡2700

370-12高崎市綿貫町1233

930 富山市桜橋通3-1

060 札幌市中央区大通東 1

661 尼崎市南清水字中野80

208 茨城県下館市大字小JII1500

553 大阪市福島区大関町4-43

(アイウエオ順)
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