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〔巻頭言〕

光化学と放射線化学

編集委員会から巻頭言の執筆を依頼されたが，ここ

では自分のやっている光化学の研究に関連して，また

それと放射線化学のかかわりに関することも含めて二，

三の感想めいたことを書かせていただくことにした.

私の書棚の隅に“マダム ・ピエール ・キ ュリー著 ・

放射能"(皆川他訳，白水社，昭16年)という古ぼけた

本がある.旧制高校の時に図書館で見て，その後どこ

かの古本屋で買ったものである.つまりその頃から放

射線と物質の相互作用には興味を持っていたことにな

る.大学では振動スペクトルによる構造化学的な研究

を行ったが，卒業と同時に大阪市大の小泉研究室に採

用され光化学の研究をやることになり，そこで放射線

化学と少し近づいた.というのは，私は小泉研究室で

励起分子の分子間相互作用を蛍光を使って調べる研究

を始め，励起エネルギー移動の問題に関連して放射線

によるシンチレーションの機構に興味を持って論文を

調べた記憶があるからである.阪大基礎工で光化学初

期過程，特に励起CT錯体やエキサイプレックス系の

動的挙動，光誘起電子移動反応，光励起による電子放

出，ラジカルイオンのダイナミックス等を高速パルス

レーザーを用いて研究するようになって関係は一段と

深くなった.現在，ピコ秒，フェムト秒レーザーホト， リシス法の開発とそれによる定量的な測定技術の進歩

により，測定の時間分解能の飛躍的な向上のみならず

精度の高い測定も可能になってきており，上記の電子

移動関連反応やその他の水素移動，陽子移動，異性化

等の本質的に超高速の光化学基本過程のメカニズムと

ダイナミックスの解明は目ざましく進歩しつつあり，

それとともに理論的な面でも新しい展開が進行しつつ

ある.

このようなフェムト秒，ピコ秒の化学では，極めて

短い時間の窓を通してよりミクロに時々刻々の状態変

化を見ることにより，溶液，液体における反応ダイナ

ミックスに対する我々の理解は格段に深められつつあ

り，特にこのような超高速ノ幻レスレーザーによる研究

は光誘起電子移動と関連現象の場合に重要であるが，

溶液，液体中の光化学反応の場合に限らず，アモルブア
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スな固体や結晶，さらに生体反応の場合にもそうであ

り，特に光合成反応中心での超高速電子移動の解明に

おいて，重要な役割を果しつつあることは周知の通り

である.Deisenhofer， Michel等による光合成細菌反応

中心の 3D構造の解明は，光合成反応機構の研究に大

きなインパクトを与えたが，そ こでの反応ダイナミッ

クスとメカニズムの直接的な解明にフェム ト秒，ピコ

秒分光による研究が重要な貢献をしており，また種々

の光合成モデル系の合成とそこでの反応過程の超高速

分光による解明は，生体反応中心における反応機構の

理解に有用な情報を提供しつつある.

上記のような光化学反応や光生物反応の最も重要な

基本過程である光電子移動と関連過程は，言うまでも

なく，放射線化学反応のメカニズムを支配する，その

根底をなす素過程でもある.イオン化乃至 ・電子放出

とそのトラッピングや移動，ジェミネート対のダイナ

ミックスは，長年にわたって放射線化学の分野で，特

にパルスラジオリシスにより盛んに研究されてきた中

心的問題であり，現在は上に述べたようにフェムト秒，

ピコ秒レーザー分光による研究も進行中であるが，こ

れは勿論，その最も初期の過程はパルスラジオリシス

の場合と同じではないと考えられる.私達は，今まで

二，三の問題について，高速乃至超高速レーザーホト

リシスとパルスラジオリシスによる比較研究を放射線

化学の方と協力して行ったが，未だその結果の解釈に

ついて，自分で納得の行く所までは至っていない.さ

らに詳細な研究が必要と考えている.

私は，基礎的な反応過程の解明のために，さらに短

いパルスによるラジオリシスに我国でも取組んでいた

だきたいと思っている.そのよ うな研究と，フェムト

秒，ピコ秒レーザーホトリシスによる研究結果を合わ

せて，光化学，放射線化学，光生物反応等に共通の，

励起状態，イオン化状態の反応ダイナミックスとメカ

ニズムについてより深い理解と新しい洞察を得ること

ができると思われ，このような基礎的な最先端の研究

を進めることが，極めて重要であると考えている.

・大阪大学基礎工学部



〔展望〕

凝縮相と気相で放射線のエネルギー吸収は

どのように違うか

1.はじめに

表題の質問をうけたことは長年にわたってたびたび

あった.この質問の出る理由はつぎの通りである.放

射線作用の初期過程を詳しく論じると，個々の荷電粒

子なかんずく照射された物質中に数多く生じる電子が，

物質中の原子や分子に衝突する様子を考えることにな

る.この衝突の素過程についてわれわれは何を知って

いるかと考えれば，われわれの知識として最も確かな

のは，個々の原子や分子に関するものである.つまり

気相に関するものである.

気相に関する知識がまだ不完全ではあるものの比較

的に確かである理由は，実験にも理論にも関連してい

る.実験の例としてイオン化エネルギーを測ることを

考えてみよう.測る予定のイオン化エネルギーは大ざっ

ぱに見当がついているとして，それより高いエネルギー

の光子，つまり充分短い波長の光をあてて，放出され

る電子のエネルギーを測ればよろしい.この方法は光

電子分光と呼ばれ，多くの原子や分子について信頼に

値する結果を与える.同じ方法を固体や液体に使うと

きには，いろいろな問題点がある.まず入射光子が国

体や液体のなかにどこまで入るかである.そして出て

きた電子のエネルギーを測るのは，物質の外の，高真

空のなかである.測ったエネルギーの値は，物質内で

発生したときの電子の運動エネルギーとは一般に等し

くない.昔から周知のように電子が凝縮相の表面を通

るために必要なエネルギーがあり，仕事関数と呼ばれ

る.その他に凝縮相で発生した電子は表面に達する前

に，衝突を経ていくらかエネルギーを失うこともあろ

アルゴンヌ国立研究所井 口 道生*

つ.

理論を考えてみても，孤立した原子や分子が，凝縮

相のなかの同じ原子や分子よりも取り扱いが簡単であ

ることはいうまでもない.

ところが，放射線作用の研究の上で応用上大切なの

は凝縮相である.放射線化学の対象も凝縮相，と くに

液体が多い.放射線生物学の対象は直接的に凝縮相で

ある.放射線加工でも放射線測定器でも気相は用いら

れているけれども，凝縮相もまたしばしば登場する.

2 .光子の吸収:最も基本的な場合

放射線吸収の様子を立ち入って考えれば，様々な問

題がでてくる1)しかしその大要は次のようになる.ど

んな放射線照射によっても，たくさんの高速電子が発

生する.γ 線やX線からは，Compton電子，光電子が発

生する.陽子その他の重粒子は直接原子や分子を励起

するけれども，多くの二次電子を発生させる.中性子

は，まず核反応や反跳?陽子その他の重粒子を発生さ

せ，それからまた高速電子が発生する.というわけで，

どんな放射線からもたくさんの電子ができる.そして

その電子の衝突で与えられるエネルギーがいつでも，

全吸収エネルギーのかなりの部分を占める.物質中に

生じる電子のエネルギーは一定でなくて，広い範囲に

分布している.この分布を記述するのが電子の減速ス

ペクトルである.これを詳しく論ずることは本稿の範

囲外であるが，ひとつだけここに注意したいことがあ

る.すなわち，イオン化やごく多数生じる励起種の数

あるいは収率を求めるためには，かな り高速の電子(運

How is Radiation Energy Absorption Different in the Condensed Phase and in the Gas Phase? 
‘Mitio INOKUTI Senior Physicist， Argonne N ational Laboratory，工博

(略歴)昭和31年東京大学教養学部教養学科卒.昭和33年東京大学大学院数物系修士課程修了.昭和37年同工学博士，

昭和37年 Northwestern U niversity研究員.昭和38年 ArgonneN ational Laboratory研究員.昭和49年同主任研

究員. (専門)放射線物理・分子物理. (趣味)読書，現代ヨーロッパの諸言語，モーツアルトを聴くこと連

絡先 ArgonneNational Laboratory， Argonne， Illinois 60439， U.S.A. 
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動エネルギーでいって数百 eV以上の電子)の寄与が欠

くことのできないほど大切であるという点である.こ

のことを定量的に表わすために，図 1を挙げる 2)

こうして高速電子の大切な役割がわかる.ではこの

ような電子は原子や分子にどのようにエネルギーを与

えるか? 電子の衝突でもっとも頻度が多いのは，衝

突パラメタの大きい場合である.つま り電子が問題に

2.4 

(b) 
2.0 

与~ 1.8 

1.6 

ト、、::: 1.4 
E ト・

炉E・ 1.2 

Z砂ー。1.0

Eー~ 0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

図 1.電子減速スペクトルの一例.(a)， OOC 1気圧の H
2

気体のなかにTo=10 keVの電子が単位時間あた

り単位体積あたり 1個定常的に入射している.

そのときに気体中に定常的に生じている電子で，

エネルギーが Tないし T+dTであるものの飛

跡の総和をy(To• T) d Tと書く .y( To. T)を電

子減速スペクトルと呼ぶ.両座標軸とも対数目

盛にとってある. (b).この気体のなかで生じる

イオンの数は，分子の数密度を肌エネルギーT

の電子による H2分子のイオン化断面積を司 (T)

とすると，入射電子 1個あたり

N1 (To) = n J d Ty ( To• T)伺 (T)

と書ける.図 1bは被積分関数を示すのである

が，横軸を1nTにとってあるのでd(lnη 二 T-l

dTに注意して，縦軸はy(乃.T)TIσdT)比例す

る.さらに定数因子 n/おをかけて無次元にして

ある.文献 2)から転載.
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している原子や分子のずっと外側をはるかにかすめ通

る衝突 (glancingcollisions)である.そのような衝突

は，広いエネルギー範囲にわたる光の吸収とよく似て

いることがわかっている.光の吸収は，分光学で古く

から研究されていて，材料が豊富にあるので議論しや

すい.この考えの創始者はたぶん FermP)であろう.そ

して厳密な定式化は Betheりによる.放射線化学の関係

でこのことを初等的に論じたものは.Platzman5)の論

文があるし，私もすでに書いたことがある 6-8)結論を

いうと，広いエネルギー範囲の光の吸収の頻度分布を

みることがもっとも基本的に重要だということになる.

光，つまり電磁波の物質による吸収を論じる一般理

論はよくわかっている.その概要を述べて，本論の準

備とする.

3 .誘電率の古典論

いろいろな教科書にこの話題がとり上げられている.

そのうち私がもっともよく書けていると思うのは，Landau 

とLifshitzの「連続体の電気力学J 9)の第9章である.

ここではごくかいつまんだ要約を述べる.

空間的には一様で，時間的には角振動数 ωで正弦的

に振動する外電場の振巾をE(ω)exp(ー iωt)と書こう.

もっとくわしくいえば，その実数部分が物理的に意味

のある外電場である.この外電場によって誘き起こさ

れる電気変位をD(ω)exp(ー iωt)と書こう.この間の

比 D(ω)/E(ω) =c(ω)を誘導率という.これは物質に

固有な性質で， ωの関数である.そして，これは一般

に複素数の値をもっ.いいかえると，

ε(ω)=ε1 (ω) + i ε2(ω) (1) 

と書けば， ε1(ω)が実部で， ε2(ω)が虚部である.ε1(ω) 

は電場の分散，散乱などを記述する.たとえば屈折率

を主として決めるのはム (ω)である.む(ω)は電場のエ

ネルギー吸収を決める.ε1(ω). E2 (ω)の聞には，有名

なJ(ramers-J(ronigの分散公式がなりたつ，すなわち

∞ ε2 (ω) 
e:l (ω。)-l=-=-PJ一一一一 dω

ー π -~ ω一 ω。
(2) 
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内

4r」 (3) 

である.ここ に記号 Pは.Cauchyの定義した主値をあ

らわす.結局，ひとつの実数値関数 ε1(ω)またはむ(ω)

がすべてを決める.振動数 ωのごく高いとき，つまり

光のエネルギー克ωがごく高いときはどうなるかを考
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えてみよう .もっと詳しくいえば，光子のエネルギー

克ωが，物質中のあらゆる電子の束縛エネルギーより

もずっと大きいときである.そのときは，電子はほと

んど自由とみなしてよい.この場合の電子の運動を論

じるには，量子力学を使っても古典力学を使っても，

結論に違いはない (Bohrの対応原理の一例である)，

簡単のため古典力学を使えば，電子の座標 x(t)を時間

の関数をみて，単位の強さで角振動数 ωの電場 exp(-

iωt)の下での運動は，

mx(t) = -e'exp(-iω。
できまる.・ωt三1のときの過渡的な振舞いは，初期条件

によるけれども，定常的な解は Xoexp(-iωt)の形で

ある.代入により Xo=e/mω2であることがわかる.つ

まり電子 1個は， -ex(t)二 (e2/mω2)exp (ーiωt)_だ

けの双極子能率を発生させる.単位体積中にN個の電

子があると，P=-Ne2/mω2だけの電気分極が生じる.

つまり

dω)=1+4πP=1-4πNe2/mω2 

となる.これが ω→∞のときの ε(ω)の振舞いである.

右辺を 1-("ωp/ω) 2とかくと ωp=(4πNe2/m) 112が自

由電子の自然な角振動数で，密度N に対応するプラズ

マ角振動数と呼ばれる.

物質の中の電子は，実は他の電子や核と相互作用し

ているから，自由ではない.電子が，平衡の位置から

の変位以t)に比例する力で束縛されているとして，そ

の束縛による調和振動の角振動数を ωnと書こう .さら

に電子には速さに比例する減表力 -mgx(t)も働くとす

る.この力は，電子が他の電子や核にエネルギーを与

えること，光を放出したりすることなどによるエネル

ギーの散逸を大まかに記述する.そうすると，運動方

程式は

mx(t)= -mω~x(t) -mg土(t)-e'exp( -iωt) 

となる.前と同様にして，定常解を求め，やはり ε(ω)=

1 +4πPを求めると，

A斤Ne2 1 
ε(ω) =1一 一一 _ V - 2  

m ωω 一19ωn

となる.物質内にある電子の束縛角振動数 ωnは単一で

なくて，いろいろな値があると考えるのがもっともら

4 

しい.(この考えの創始者 Thomsonらは，物質がいろ

いろな ωの光を吸収すること，つまりスペクトルがあ

ることを知っていた.)そこで角振動数 ωlの電子がI1個，

角振動数的の電子がん個，……あると考え，それが独

立に ε(ω)に寄与するとすれば，式(7)を拡張して

4πe2 _ fn 
dω)=1一一一-2.;

m 百 ωJ一 ω“一 19ωn
(8) 

(4) 

と書ける.さらに角振動数が，連続に分布していると

してさらに拡張しよう .つまり束縛による角振動数が

ω'から ω'+dw'のあいだにあるような電子がdf(ω')=

(df<ω，) /dω，) dω'個あるとする.とすれば，

1l1T 0 2 _∞，  df( ω') /dω I~\ • 

ε(ω) =1- 'llfe-.r~ dω '2 . 2 庁-;- (9)・
m "0ω&一 ω&ー lJl

と書ける。式(8)，(9)を書くときの前提として当然

三nln=N (とびとびのスペクトルだけのとき(10)
iちるいは

(5) Jdω， df(ω，) /dω'=N (一般に連続スペクトル (ll) 

を考えるとき)

でなくてはならない.別のいい方をすると，外電場の

角振動数 ωが，束縛角振動数 ωnまたは ω'のいずれよ

りもずっと大きいときには，極限に当る式(5)に帰着し

なければならない.そのためには，式(10)または式(1Dが

必要な条件である.これが f総和則である.

以下式(9)について考えてみよう .右辺の積分の値は

明らかに複素数値である.実部と虚部にわけでみるた

めに，近似をしよう .g→ Oとするのである.よりくわ 4 

しくいうと g<<w'と考えることである.物理にもどっ . 

ていうと，減衰力は束縛力よりもずっと小さいと見る

ことである.これは，経験によってよい近似であると

わかっている.こうすれば，よく知れた公式

(6) JMzJ7y)寸 +urojω )
 

np'hM
 

・E-A(
 

が使える.PはCauchyの主値，δはDiracのデルタ関

数である.式(12)を式(9)で用いて，

(7) 
国 df(ω')/dω'

εdω)= 1 -一一一 PJ~ dω ，，' 2一一2m υ 凶 凶

)
 

n
，Bυ l
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2π2e
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が得られる.式(14)により ，ωε2(ω)は，df(ω) /dω と定

数倍を除いて同じ関数であることがわかる.式(9)が，

また ω→∞の極限で式(5)と一致すべきことを考えてみ

ると，式(1Uが充たされなくてはならないことが，再確

認される.総和則〔式(1U)をωε2(ω)について書くと，

一人dωωε2(ω)=N
2π2e2

υ 

となる.プラズマ角振動数 ωpを用いて書き直すと，

f:d(ω/ωp) 2ε2(ω)=π 

となる.つまり (ω/ωp)2を独立変数として凸(ω)を積分

すると，物質のいかんを問わず，答は πである.

上に論じた df(ω)/dω を振動子強度分布という ，よ

り詳しくいえば， .dバω)/dω は，Thomsonの模型の範

囲で ε2(ω)を表現する振動子強度分布である.さらに

式(5)以下を導くときには D=E+4πPという電気力学

の式を使った.この式は，ごく簡単な物質を仮定した

ときのみ成立つ.たとえば，物質が等方的であること

が必要である.一般に D，E，Pの関係はもっと厄介な

ものである 9)

4.誘導率の量子論

式(8)または(9)は，量子力学の誕生のときに重要な役

割を演じた.古典論の範囲では，振動子強度分布(叫，

UJ:! ，… f1.Jz.…… という数の組，あるいは dパω)/dω 

という関数)は，現象論的なパラメーターであった.

つまりその値は，実験事実にあうように決める他なかっ

た.

量子力学でも式(8)が出せる.そのときには， ωn，fnの

計算の仕方も同時にでてくる.その結果はまず Bohrの

振動数関係

ωn = (En -Eo)/五

である.ここでEoは基底状態のエネルギー，Enはη番

目の励起状態のエネルギーである.そして

fn = (2m(En -Eo) /克2)・l(nl2:jxjIO)12

である.ここで (η I 0) は状態 nと状態 Oの

間の行列要素をあらわす.Xjは電子の座標であり ， ~ j は

すべての電子について加えることを示す.そして量子

第 49号 (1990)

力学では式(8)をHeisenberg-Kramersの分散公式とい

う.そして，式(10)をThomas-Kuhn-Reicheの総和則と

いう .いくらか奇妙に聞こえるかもしれないけれどあ

えて言えば， Heisenbergを始めとする創始者たちは，

分散公式も総和則もちゃんと出てくるような理論を求

めて，遂に量子力学にたどりついたのであろう .座標

ω と運動量の間の交換関係の認識はその好例である.

量子力学の応用はまず原子スペクトルの解明だった.

そして数年のうち，Beth~4 )が荷電粒子の衝突の基礎的

な理論を与えた.この話題は，かつて詳しく述べた6)の

で，ここでは深く立ち入らない.ただ本稿の目的から

みて欠くことのできない点を書いておく .充分高速の

荷電粒子が， glancing collisions でエネルギ一五ωを

物質に与える確率は

)
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(17) 

に比例する.この結果は，凝縮相を論じるときの基本

である.事実，Fermi川が阻止能に対する物質の密度の

効果を論じたときに，この結果を導いている.やはり

LandauとLifshitz8)の第12章によい解説が書いてある.

量子論でもっと現代的に論じたものとしては.Fano1!) 

の論文がある.

式(19)を見ると，最右辺での分母 ε/(ω)+ε22(ω)が注

目に値する.この分母は，粒子の飛跡とエネルギーを

うけとる電子の間にある物質の分極による相互作用の

さえぎられる割合を表わす.私はこれをさえぎり因子

と呼ぶ.(これに対し光の吸収は む(ω)そのままで記述

される.)

まず気相，あるいは低密度の物質を考えよう .一般

にε1(ω)は，ごく 1に近く ，ε2(ω)はlよりもずっと小

さい.そのときは分母は 1にごく近くて，n(ε)三 ε2(ω) 

cx::ω一ldjてω)/dω となる.こうして荷電粒子からの，エ

ネルギー吸収は光の吸収と，閉じように ω に依存する.

光の吸収断面積は，厳密にいうと ωε2(ω)氏 dバω)/dω

に比例する.因子 ωがなぜつくのかについては，前に

説明した 7)

高密度の物質，たとえば凝縮相では，さえぎり因子

が 1と大いに違うことがある.一番顕著なのは ε1(ω)= 

Oとなるような ωの値がある場合である.そのときに

は，n(ω) = 1/ε2 (ω)となる.これは光の吸収を決める

ε2 (ω)の逆数になっている.実際に ε1(ω) = 0が起るの

は，金属である.低い ωで ε1(ω) < 0，高い ωで ε2

(ω) > 0であり，連続性によりある値 ωPCでε(ωPC)= 0 

(18) 
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となる.この ωPCを伝導電子のプラズマ角振動数という.

ω開=(4πnce2/ m) 1/2 として有効密度 ncを求めると，大

体伝導電子の密度に当る.Alだと克ωpc=15 eVで払=

2.7となり，原子のときの価電子 3個(3 s23p)が伝導電

子になっていることがわかる.
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5 .気相と凝縮相の違いが小さい場合:希ガス

He， Ne， Ar， Kr， Xeの原子は閉殻の電子構造をも

っ.このような原子間の力は， van der Waals力で，

低温で凝縮相ができるときにも，一般に密度が低い.

そして原子の個性はほぽ孤立した原子のときと同じで

ある.事実，光吸収断面積のデータを見ても，そうなっ

ている.図 2にその例をあげる川.

df(ω)/dω の大ざっぱな振舞いは，気相と固相で同

じである.気相と固相のちがいは，特定なエネルギー

克ωの領域に微細構造としてみられるだけである.そ

して，その特定領域は，原子の殻構造と結びついてい

る.つまりそれぞれの穀のイオン化のしきい値の前後

である.なぜそうなるかは，原理上は簡明である.た

とえばイオン化エネルギーをわずかに超えるところで

は，その殻からでてくる電子がごくわずかな運動エネ

ルギーをもっており，したがって，その運動の様子は，

わずかな力によって左右されるからである.気相なら

ば，電子は，もとの原子がイオンになって生じたクー

ロン場に似た場のなかを運動してでてくる.固相の場

合には，イオン化ででてきた電子は，もとのイオンの

場を感じるほかに，近傍にある他の原子のつくる場も

感じる.電子がおそいときは，これらの場をゆっくり

と感じるわけだから，運動への影響は小さくない.吸

収エネルギーが内殻のイオン化のしきい値よりわずか

に低いときも，事情は似ている.気相では，内殻の電

子が 1個外にでた Rydberg状態ができて，その後たぶ

んAuger効果がおこって外殻の電子が放出されること

になる.凝縮相でも同じようなことになる.たゾ固

体物理の人々は「内殻の励起子が生じて…」という言

い方をする.

図 2.希ガスの，気相および固相における吸収スペク

トル.横軸は光子のエネルギー克ω，縦軸は原子

一個当りの光吸収断面積を表わす.実線は固相，

破線は気相に当る.文献13から転載

2・lS1・
6.気相と凝縮相の違いが大きい場合:金属

第 4節ですでに金属にふれた.ここでは Alの例をも

う少し立ちいって論じよう.ε(ω)のほぼ完全な数値的

表現を図 3にかかげる 13).14) 他の金属についての同じ

ようなデータも文献15)に見出される.

まず数 eVまでの低エネルギーでは， ε(ω)は大ざっ

ぱにいって

，>iL， 
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図 3.Al金属の誘導率横軸は光子のエネルギー克ω

を表わす.実部 ε1(ω)は低エネルギーで負で，

絶対値が大きいので，一ε1(ω) X 10-3を示しであ

る.プラズマ・エネルギー克ω=14.geVで ε1(ω)= 

Oとなる.高エネルギーでは ε1(ω) X 10-3を示し

である.ε2(ω)は全域で正の値をとり ，全体とし

ては克ω の増大とともに減る傾向がある.克ω 2

2eVの小さな山は価電子のバンド間遷移，克ω三

110eVの大きな山はL殻の励起，克ω主主1200eVの

山は K殻の励起に相当する.1m Cー1/ε(ω))は

低エネルギーで小さな値をとるので，図にはそ

の103倍を示す.1m Cー1/ε(ω))は克ω=15.0eV 

で鋭い山をもっ.高エネルギーでは， 1m(ー1/ε

(ω)とε2(ω)は，ほとんど変りない.文献1)か

ら転載.

という Drude模型の式で表わされる.ここに克ω・=12.5

eV，克γ=0.0614eVである.この克ω・の値は，実測さ

れる価電子のプラズマエネルギー克ωpc=15eVに近い

けれども等しくはない.これは簡単な模型が，ひろい

第 49号(1990)

14 

12 

10 

~ 8 

~ 6 

4 

ALUMINUM 

neft(ω) 

10 10Z Id 10
4 Id 

lNERGY.ω(eV) 

図 4. Al金属における総和則.横軸は光子のエネルギー

元ω を表わす.ε2と符した曲線は，積分

neff (ω)=~竺- r:dω'ω'ε2 (ω， ) 
L π2e2 ・U

を表わす. 式(15)により， ω→∞でこれが N

Alのときは13に等しいはずである.院ff(ω)ト

段階的な振舞いが見られるのは，殻構造を反町

している.M電子の有効数が3.11，L電子の手

効数が8.27，K電子の有効数が1.61というわ』

である.式(15)でむ(ω)のかわりに， 1m(-l/.

(ω) )あるいは κ(ω)とおきかえた式もまた正L

い.ここで κ(ω)は〔ε(ω)) 1/2の虚部である.そ

の理由は 1mC-1/ε(ω) )も κ(ω)も，ε2(ω)と戸

じように ω→∞で振舞うからである.この図で，

IC， 1mCー1/ε〕と符した曲線は，上の叫fr(ω)と

同じ形の積分を表わす.文献14)から転載.

エネルギー範囲にわたっては，現実を表現できないこ

との好例である.克γの値が小さいことは，価電子の運

動がわずかしか減衰されないことを表わしている.(式。2)を使ったときの仮定が妥当であることを示す例と考

えてよい.) 

第 4節でふれたように，克ωPC=15 eVで価電子のプ

ラズマが励起され，その現われとして II(ω)がこの近く

で顕著な極大を示す.II (ω)の振舞いを全エネルギーに

ついて見ることにしよう.低エネルギーでは εdω)も

ε2 (ω)も大きい.これはバンド内遷移のためである.そ

の結果，式(19)の分母が大きい.それゆえに II(ω)はごく

小さい.克崎cをはるかに超えたエネルギー領域では，

ε1 (ω)はほとんど 1に近いし，E2 (ω) ~ 1だから，II (ω) 

はむ(ω)と変りない.ということは，気相と金属とで

ほとんど何も違わないことになる.(唯一の例外は L殻

のしきい値110eVとK殻のしきい値1260eVの近傍で

ある.) 

総和則の検証の例14) もあげておこう(図 4). この図

でみると， M殻(価電子)の電子数が3.11，L殻のそ

7 



れが8.27で， K殻のそれが1.61となっている.これは

大ざっぱにいって，原子配置 ls22s22p63s23pに対応して

いる.しかしこの対応が厳密になっていないことは驚

くに値しない.殻構造は，そもそもー電子近似に基ず

く考えであって，現実の物質では事情はもっとこみいっ

ている.電子相関が効いて殻構造からの外れが出るの

である.
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7.気相と凝縮相の相違が生じることを判定するひと

つの指標

特定の原子または分子が集って凝縮相をなすと考え

よう.個々の原子または分子を単量体 (monomer)と

呼ぶことにする.単量体の，薄い気相で測った振動子

強度分布を dfm(ω) /dω と書く.凝縮相のスペクトルが

dfm (ω) /dω と，どんな場合に違うであろうか? この

問題については， Niels Bohrl6
)も触れているし， Aage 

Bohrl7
)も論じている.私の見るところで，もっとも明

快な議論を与えたのは， Fanol8
)であった.

その結論は，関数

が指標であるということになる.ここで ωp=(4πne2/ 

m)山は凝縮相における電子密度nに当るプラズマ角振

動数である.式ωの微分は ωでなくて， ω2に関するも

のである.u (ω)の意味は，振動子強度の空間的および

エネルギー的な密度である.

Fanoの指標の意味するところは，個々の単量体分子

の励起が重なりあうかどうかということである.重な

りあうためには，振動子強度の空間的・エネルギー的

な密度が充分大きい必要がある.そして重なりあいが

起れば，凝縮相のスペクトルは，気相のスペクトルも，

高エネルギー側にずれる.それは，一般に励起した電

子の運動領域が空間的に多少とも制約されるからであ

る.この効果は，ごく一般的なものであって，広い克

ωの領域で起り得る.

したがって，u (ω) ~ 1となるような ω については，

凝縮相のスペクトルは，単量体のスペクトルとほとん

ど変りない.u (ω)~ 1となることがあれば，そのよう

なωの領域で，凝縮相のスペクトルは単量体のスペク

トルと大いに違う .u (ω)~1 ならば，両者のスペクト

ルは，同じではないが，あまり違わない.

u (ω)を論じるには，単量体のスペクトルdん(ω)/dω

が充分わかっていなければならない.1960年に Fanol8)

は，当時の乏しい知識から推論して，多くの凝縮相の

図 5.Li原子の吸収スペクトルと Fanoの指標.横軸

は光子のエネルギー克ω，縦軸は気相のLi原子の

振動子強度分布d//d(克ω)を表わす.第 1イオン

化エネルギー4.5eV以下では，離散スペクト ル

なので，棒グラフで示してある.棒の面積がそ

れぞれのスペクトル線の振動子強度に相当する.

第一イオン化エネルギーの上では連続スペクト

ルである.u=lと符した直線は，金属Liの密度

0.534 g/cm3から求めた電子密度 nによってきまる

怖を用いて，勾配2/(元帥)2をもっ.この直線よ

りも上側の強度が， Fanoによれば集団励起に効

くはずである.こうして金属 Liでプラズマ励起

が生じることがわかる.

d
H
H
 

n
，λM

 

，，I

、

2 d/m (ωl u(ω)=ωp-47一
l' d(ω勺

物質について広い ωの領域でu(ω)は1を越えるだろ

うと述べた.この結論は，今からみると正しくない.

現在では，少なくもありふれた原子分子のd/(ω)/dω

は広い ωの領域についてわかっている 19)ので，それを

利用して u(ω)をもっとしっかりと考えることができる.

例として金属から始めよう.最も簡単な Li原子を考

える.そのスペクトルは図 5のようなものである.u= 

1と記した直線の意味は次の通りである.式ωを単量

体のスペクトルについて解いた形

(22) 

学

dfm(ω)/dω= (2ω/ωp2)U (ω) 

に書き直す.u (ω) = 1のときには， ω を横軸にとると

放 化線射8 



きdん(ω)/dω を表わす曲線は，勾配2/ωp2の直線と交

るはずである.そして，曲線が直線の上側に出るよう

な ωの領域でu(ω)> 1である.逆に曲線が直線の下

側にとどまるような ωの領域でu(ω)< 1である.Li 

原子の電子配置は 18228だから，原子 1個当り 1個の価

電子 (28)があるとみて，Li金属のプラズマ角振動数

ωpを求めると，九ωp=4.6eV となり ，図5のような直

線が引ける.こうして， 原子の 28→ 2p遷移に相当

する振動子強度が，金属では集団励起(プラズマ)に

寄与することが理解される.

放射線化学や生物の立場から興味のあるような物質

はまず水，有機物などである.このような物質の構成

分子のスペクトルは多くの例で広い ωの範囲でわかっ

. ている 19) このデータを用いて，u (ω)の値を上のよう

にして調べてみると，u(ω)はせいぜい0.1'"'"'0.3位にし

かならない.このような値は，tantalizing (人をじら

じらと苦しめる)ものである.集団励起によるスペク

トルへの影響は決して金属のプラズマほど顕著ではな

いはずである.だからといって，それは無視できるほ

どだとも言えない.例外として，ベンゼン分子のデー

タを用いて固体に相当する密度を用いて u(ω)を求めて

みると ， 九 ω ~7eVの狭い領域でu (ω) > 1となる.こ

れはまさによく知られた結品の励起子を予測されるも

のである.

8.中間的な場合:水，有機物などの分子からなる凝

縮相

分子性物質の典型的なもの，たとえば水や有機物に

ついて，ε1(ω)，ε2 (ω)の値を実験から決めた報告はか

なりある.たとえば Birkhoff，Painterらの協力者は，

. 過冷却した液体の水ゃ，液体固体の有機物について，

光の反射などを測定して，ε1(ω)，E2 (ω)を克ω:520eV

で求めている 20-26)

別の方法としては，電子のエネルギー損失スペクトル

を測って 1m[-1/ε(ω) ]を決め，さらにこれから εl

(ω)ε2 (ω)を求めることもできる.札制この種のデータ

は，たとえば KochとOtto29
)の綜合報告を見るとかな

りあることがわかる.図6に一例をあげる 26)

一般にこの種の物質の凝縮相において，電子のエネ

ルギー損失スペクトルに当る 1m[-1/ε(ω)Jは克ω

~20 eVに巾広い山をもっ.だが，この山は，相当する

気相の分子のスペクトルの山と余り違わない.2，3eV位

だけ高エネルギー側にずれているだけである.そして

克ω~20 eV位でε1(ω)は極小をとるが，値は零ではな

い.一般に ε1(ω)はω→ Oで正のかなり大きな値をも

第 49号 (1990)
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図6.ポリエチレンの透電率.(a)は実部 ε1(ω) ，虚

部 ε2(ω)を示す.(b)は1m(-1/ε(ω) )を示す.

文献26)から転載.

つ.(誘電体として当然のことである.)そして九ω壬20

eVで，かなりの構造をもつが，いつも ε1(ω)は正であ

る.もちろん高エネルギーでは，式(5)の形で lに近ず

く.結局 ω>0の全域でεl(ω)> 0である.克ω::::::20eV 

で ε(ω)が零でないから，ε2(ω)と1m[-1/ε(ω) ] 

は，かなり似ている.

以上のことは，物理的に何を意味するのだろうか?

まず元ω~20 eVの山は ， 金属のときのプラズマとは全

く違う .しかし，凝縮相における集団励起が多少はあ

ると言わざるを得ない.これは Fanoの指標 u(ω)が，

lに比べて無視できるほどは小さくはないこととも符

号している.たぶん，数個ないしは数十個の分子が励

起をわけあっていると考えるのが妥当であろう .この

様子をくわしく解明することは，今後に残された問題

だと思う.

9 



9.凝縮相と気相の違いの生じるもうひとつの理由 :

遅い電子の発生

Fanoの指標とは，別の角度から凝縮相の効果を考え

ることもできる.それは，エネルギー吸収の結果放出

される電子がどう振舞うかということに注目すること

である.放出された電子は，気相な らばそのまま遠方

に去ってしまう.凝縮相では，近くの原子や分子と相

互作用するであろう.一般にいって，電子と原子分子

の相互作用は，電子が速いときは弱 くて，電子が遅い

ときは強い.ここで速いというのは，運動エネルギー

が100eVよりもずっと高いときである.電子散乱の総

断面積は，電子のエネルギーが100-----200e Vで最大に

なっていることは多くの分子についてわかっている?

歴史的にいうと，この種の相互作用の効果が凝縮相

でしっかりと認識されたのは，比較的エネルギーの高

い場合であった.すなわち， X線の内殻による吸収ス

ペクトルを見ると，ある決った内殻，たとえばK殻の

イオン化エネルギーIKよりもすこし高い(100eVから数

100 eV位まで)エネルギーに相当する光子エネルギー

克ωのところで，規則的な波形の構造が，分子あるい

は凝縮相で見出されることがある.これをEXAFS(ex-

tended X-ray absorption fine structure)という 31，32)

その原因は簡明である.克ωの光子が吸収された結果，

運動エネルギー T=克ω-hをもっ電子が放出される.そ

の電子は，凝縮相内の近くの原子によって弾'性散乱される

こともある.散乱された電子と散乱されなかった電子では，

波動関数の位相が違う.電子の波数をk=(2mT)1/~ 九 一 1

とし，原子の間の距離をR とすれば，位相の違いは kR

の程度である.(もっと詳しく考えれば，散乱による位

相のずれもあるけれども，いまこれを無視する.)その

結果，X線の吸収スペクトルの強さに(kR)ーlsin(kR)の

形の振巾変調がかかる.変調の大きさはせいぜい 1%

の程度であるから，振動子強度を大きく変えるわけで

はない.広いエネルギー領域について平均をとれば，

強度は変らないといってよい.変調が小さいのは，EXAFS

の現われる領域つまり Tが100eVないし 1keV位のと

き，電子散乱の断面積はあまり大きくないからである.

Tが大きくなるとともに， XAFSはだんだん弱くなっ

て，しまいには見えなくなる.

T 勾 100eVの電子の原子や分子との相互作用の効果

を調べるようになったのは，過去20年位のことである.

10 

気相の原子分子の電子散乱でよく知られている現象の

ひとつは共鳴である 31) すなわちある特定のエネルギー

をもち，そして特定の角運動量をもっ電子は，原子ま

たは分子に一時的に捕えられることがある.(理論化学

の言葉でいうと， LUMO，lowestunoccupied molecular 

orbitalに電子がちょうどよいエネルギーをもっときに

は入ることができると考えればわかりやすい.)内殻に

よる光子の吸収によって生じた光電子が，あとにのこ

された分子イオンの場の中で一時捕えられることの効

果はよく知れている 33，34) 典型的な例は N2分子の場合

である.N2のどちらか一方の N原子の K殻から出る電

子が，約10eVをもっとき，吸収スペクトルに顕著な山

ができる.この ことは，理論的にも，実験的にもよく

わかっている.すなわち，電子は N2+の場の中で一時 a 
捕えられるのである.この現象は N原子の K殻イオン ' 

化のときには起らない.ゆえに，これは，分子内にお

ける他の原子の存在による効果である.

以上は単独分子の話であるが，凝縮相の中でも， 100 

eV程度以下のエネルギーの電子が何らかの理由で放出

される場合には，その電子は近くの原子ないし分子と

一般に強い相互作用をするし，エネルギーと角運動量

その他の量子数の特定の値では，共鳴を起す.それは，

もとの光子の吸収スペクトルに顕著な構造として現わ

れることがあるのような強い相互作用が100'eV程

度以下に限って主じる理由は，原子や分子によって電

子が受けるカの場のポテンシヤルが大体数十 eV程度だ

からである.凝縮相の中での場のポテンシヤルがその

程度であることは，バンド理論その他によって計算さ

れた電子密度分布からわかる.そしてその密度分布が

大体において正しいことは X線や電子線の回折の実験

からもわかっている t

10.凝縮相のなかの遅い電子に関する研究:Sancheら

の実験の結果をどう考えるか?

運動エネルギーTが数十 eV以下約 1eV位までの電

子の固相のなかでの振舞いを調べる実験がSancheらに

よって，ここ十数年精力的に行なわれている 35ー州本

論に入る前に，この種の仕事が従来の固体物理からみ

て大きく違うことを注意しておこう.従来の固体物理

ではたしかに 「遅い」電子の運動を問題にしてきた.

古くは電気伝導，新らしくは Hall効果など多岐にわた

る研究があるーだがこのような研究の主な対象は，Fermi

面から測って殻エネルギー広hの程度のエネルギーの電

子である.&hは室温ならば， 0.025 eV位である.Ethよ

りずっと高い 1eV以上の電子の研究は，従来ほとんど

放射線化 学



図 7. N2の気相と固相における電子の透過.横軸は電

子エネルギー，縦軸は透過率を表わす.気相の

結果は P.D.Burrowによる.固相の結果は， Pt 

の表面に N2の四分子層を造って測定したもので

ある.(L. Sanche and G. Perluzzo，未発表).

ギーの一部はこれに費やされる.これを electric-polar.

ization hysteresisと呼ぶ.これは新しい種類の凝縮相

効果である.すなわち，一時的にせよ電子の局在化が

起れば，凝縮相ではエネルギー損失が起るという認識

で，これは一般的に重要だと思われる.

11.おわりに:一般的な理解のための方針

表題の問いに答えるべく述べてきたことを，表 lに

まとめておしこの表の内容は，これまでに認識され

た事項であって，けっして充分ではない.まだほかに

も大切な事項があるに違いない.

ここでは，凝縮相のなかでの電子と原子または分子

の相互作用を考えるときの方針として，私の考えてい

ることをまとめてみよう .この方針に沿った一般論を

展開できたらよいと思う .

気相における(孤立した)分子による電子の散乱を

考えてみる(以下分子というときは，原子の場合もふ

くめる.)散乱の一般論叫によれば，ある決った過程の

(微分)断面積 σは，相当する散乱振巾A を用いて σ民

1 A 1 2と書ける.そして，Aはつぎのように表わすこ

とができる.

問題にされていなかった.

Sancheらの実験の要点は原理上簡単である.すなわ

ちPtなどの金属板を高真空かつ低温において，気体を

わずかずつ加えて表面に蒸着相を生じさせる.気体と

しては，普通ありふれた分子 N2，O2， CO， H20， CO2， 

CHれ…などを用いる.こうして用意した分子性の固体

膜を標的として，電子の透過，反射，エネルギー損失，

散乱などを測る.そのとき用いる電子は，数十 eVから

1 eV以下の範囲であって，しかもエネルギー巾を0.1

eVよりもずっとほそく決めである.

Sancheらの実験から得られた結果は，いろいろあっ

てすこぶる豊富である.結果の物理的な意味は，とて

も理解しきれていない.今までにわかっていることの

うち二，三を挙げると次のようになる.電子の透過係

数，すなわち前方散乱の断面積は，同じ分子について

気相と固相でかなり違うエネルギー依存を示す(図 7).

エネルギー依存'性が固相で強いのは，広い意味でのバ

ンド構造を示唆していると思う 37) 透過係数が固体の膜

の厚さに対して周期的に変動する例が認められている.

これは deBroglie波が膜の界面の聞にちょうどうまく

入るかどうかに依ることと解釈される. Sancheらは

quantum size effectと呼んでいる 36)

ほかに注目すべきことは，共鳴である.電子が約 2

eVで気相の N2分子で共鳴を起すことは周知である.

固体でも同じ機構によると解釈される共鳴がはっきり

と見られる.ただしエネルギーは0.4eV位低い値にず

れている.このずれは，媒質の電気分極のためである

と考えられる.共鳴が国相で生じることは，それが空

間的に局在していることを示している.つまり N2の固

相のなかで，共鳴状態の電子の拡がりをうけ入れるだ

げの空間がひとつの N2分子のまわりにあるということ

を示している.

気相では，共鳴の影響は，弾性散乱にも，非弾性散

乱(振動励起など)にも現われる. ところが，固相で

は，共鳴の影響は非弾性散乱にははっきりと現われる

のに，弾性散乱には認められない.これは次のように

解釈される 41) 気相の分子では一時的な負イオン状態が

できて，そこから電子がとれてとぴ去るとき，もとの

分子をもとのまま，つまり基底振動状態に残していく

ことが可能であり，これが弾性散乱として観測される.

固相では， 一時的にせよ負イオン状態ができると，局

在した電荷のために周囲のいくつもの分子が分極変位

する.そして電子がとれてとび去るときに，多くの分

子の分極を完全に解消することはむずかしい.結局い

くらかの分極や変化が残ることになり，電子のエネル

16 

N2 

14 4 6 8 10 12 

ELECτRON ENERGY (eV) 

2 

{ωLF-Zコ
.
凶

g
d『
)
ド
Z
凶
g
gコ
U

O
凶
ト
LF-
芸
的
Z
d司
区
し

F

(お)

" 

A=2:cKと

第 49号(1990)



ここでKcは適当な量子数の組c (散乱理論では，よく

channelというので，その頭文字 Cを使う)に相当する，

遷移行列要素である.これによって S行列が

5= 1+2iK 

と書けるようなものである.要するに K行列は散乱を

完全に記述するためのひとつの量である.この行列要

素を一般に

Kc= KC<I，out) Kc(S) KC<I，in) 

の形に因数分解できるということに注目しよう.理論

の詳細はここでは論じない，物理的あるいは直観的に

どういう意味であるかだけを述べる.図 8に模式的に

示したように，散乱過程は，まず右から電子が分子に

近ずくことから始る.この状況からのK行列への寄与

が，Kc♂[υl刷.

-イra加ng伊einteractions) を表わし， inは「近ずく」とき

という意味である.電子が分子のごく近くにきている

ときの寄与が，Kc(S)である.肩符 Sは短距離相互作用

(short-range interactions) を表わす.そして，電子

が分子から遠方に去ってゆく状況からの寄与がKc(l，out)

である.肩符のうち， 1はふたたび長距離相互作用を表

わし， outは「去る」ときという意味である.式(25)で表

現される因数分解は，物理的にまことに自然である，

にも拘らず，この数学的表現は必ずしも周知でない.

このような考えをたぶん始めて述べたのは， Wigner43
) 

であろう.R行列理論として知られている.(しかし R

行列理論と言うと，専門家は特定の理論形式を思いう

かべることがあるので，私はrWignerの方針」州と呼

んでいる.) 

分子が凝縮相のなかにあればどうなるだろうか? 電

子からエネルギーをうけとる分子を中心として考える

ことにする.電子がこの分子に遠方から近づくときに

は，途中で他の分子の影響をうけるだろう.それゆえ

Kc(刷)は気相のときとは一般に違う.電子がこの分子の

ごく近くにきたときには，もはや他の分子の影響はほ

とんどないだろう.それゆえKc(S)は，気相の，孤立分

子のときと変らないはずである.そして，電子が中心

の分子から遠方に去っていくときには，また他の分子

の影響がなくてはならない.それゆえKc(l，out)は，気相

のときと一般に違う.

言いかえれば，Kc{叫ま気相でも凝縮相でも同じもので
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図9.光イオン化過程の描像

ある.そのよい例証が， Sancheらの実験で見られる共

鳴である.

他方Kc♂(υ1，1刈川i川川川n川ぺ)，Kc♂{υ1川.

わすことになる.Sancheらの実験でいうと，たとえば

quantum size effectはKC(l，lr九Kc(1，out)によって表現さ

れる.

光子の吸収断面積 σphは，普通は双極子能率M の行

列要素によって σph∞1M12と書ける.このMがまた

いろいろな channelcからの寄与 Kcの和である.すな

わち，

M='2cMc 
。。

そして，Mcがつぎのように因数分解できる.

Mc= MC<S) KC(I，out) 。7)

ことで，Mc(叫ま光子を吸収した電子がまだ分子内にい

る場合，つまりもとの軌道関数 (MO)の空間領域で積

分して得られる行列要素である.Kc(l，out)は，こうして

エネルギーを得た電子が遠方に去ってゆく状況からの

寄与を表わす.Kc(S)は分子の個'性によるもので，気相

でも凝縮相でも同じである.Kc(J，out)は気相と凝縮相と

で大いに違う.その典型的な例証は EXAFSである。

以上のように考えれば，表 1にあげた内容が少くと

もおおまかには理解できると思う.

放射線化学



表 1.振動子強度スペク トルにおける凝縮相の影響

分類 | 例 | 特徴

高エネルギー側への |水，炭化水素，I巾の広いエネルギー領域にみられる

強度のずれ |有機物

特別な運動のモード|金属における|特定のエネルギーでみられる 強度

プラズマ |はかなりある

分子結晶にお|特定のエネルギーでみられる 強度

ける励起子 |は小さい

放出される電子と他 IEXAFS 内殻のしきい値の上数100eVのあた

の 原 子分子の相互作り 強度は小さい しきい値のすぐ上

用 |共鳴 |数十 eVまで強度はかなりある
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〔解説〕

アレニウス式の改良(? ) 

1 .緒言

アレニウスの式は，化学反応の速度定数の温度依存

を表わす実験式として，大変便利な式である.ほとん

どすべての速度定数の実験データがこの式で整理され，

解析され，議論されてきた.

k=Aexp( -E/RT) (1) 

しかし実のところ，この式は温度範闘を著しく低温に

まで拡張すると使えないのである.というのは，どん

な化学反応でも，低温極限では(1)式とは違った温度依

存をすることが証明できるからである.例えば，化学

反応でしばしば現れる中性な 2つの粒子(原子でも分

子でもよい)間の発熱反応の速度定数 kは低温極限に

おいて，必ず一定値になることが量子力学によって証

明できるのである.

lim kαTO (2) 
下。o

要するに，アレニウスの式は著しい低温へは外挿でき

ない.一言で言ってしまえば， トンネル効果のためで

ある.

電子の移動が律速となるような反応ではトンネル効

. 
果が重要であることは言うまでもないが，原子やイオ

ンなど，電子より這かに質量の大きなものが移動する

化学反応では，少なくとも室温付近では， トンネル効

果は重要ではないだろう ，というのが，なんとなく化

学反応を研究する者の常識であった.しかしどうもそ

うではないらしいのである.

次章以下，その辺の事情を少し整理して，我々の研

究の経緯も含めてお話し，最後に我々の作ったアレニ

ウス式の改良(? )式を紹介することにしたい.

A modified Arrhenius equation 
.Shin SATO 千葉大学教養部，教授，工博.

佐藤 伸

2 . Wignerのしきい値則

Wignerの名前を冠した理論や法則は沢山あるので，

そのうちの 1つであろうと思って理化学辞典のような

辞書を繰っても，このしきい値則は出てこない，散乱

を取り扱った量子力学の専門書に化学者には分かりに

くい形で載っているに過ぎない1) 我々も George(G. 

C. Schatz教授，ノースウエスタン大，1986年夏学振で

来日)に聞くまでは知らなかった法則である.しかし，

後で知ったことだけれども，高エネルギー粒子の衝突

実験に携わっている人達にとっては，常識であるらし

し3

相互作用している 2粒子の散乱は，換算質量をもっ

粒子の中心力場での散乱として取り扱うことが出来る.

いま入射してくる粒子を，散乱中心に対する衝突径数

の大きさで図 1のように区分けする.

lが角運動量量子数，尤=λ/2π，λがド7'ロイ波長，

1= 0， 1， 2に相当するのが S波，p波，d波である.

すると，これらの入射波の反応断面積は入射波の全断

図 1.入射粒子が図面の直角方向から入ったとすると，

角運動量 fの衝突は，図に示したリングに入る

ような衝突に対応する.

(略歴)昭和26年東工大卒，前東工大教授.(専門)反応速度論 ・光化学 ・放射線化学.(趣味)碁 ・将棋. (連絡

先) 〒260千葉市弥生町ト33 千葉大学教養部，電話0472-51-1111 内線 3065
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面積を越えることはないから，

σl孟(21+1)π大2

とかける.そこで，それぞれの波についての反応確率

をP1とし，大の代りに波数ベクトルの絶対値 k(= 1/;え)

を使うと，

σ1=(π/k2
) (2t+1)PI 

とかけ，全反応断面積は次式となる.

σ=子σI

σIづ仙1)k2
1+1 

<x k21-1 (7) 

(3) 

著しい低温では1=0以外の寄与は小さい，すなわち

r.-1 ~ _-1/2 σα 克江 E (8) 

(4) 

2)吸熱反応の場合:反応を起すために必要な最小の

エネルギーに相当する hとεをιとaとすると，反応

断面積は次のように表わされる.

(5) 
σlづ伽υk21

+3 (9) 

それゆえ k>九では， σ∞(k-keJ，すなわち， ε>aで
中心力によるポテンシヤルは，粒子の散乱中心からの は，次式が成立する.

距離を rとして次のようにかける.

l(1+1)克2

Ul (r) =V(r) + ~ぬ
L.μr~ 

第 1項の V(r)が 2粒子間の相互作用ポテンシャル，第

2項が遠心力による項である.

V(r)のいろいろの形について(4)式の P1を計算するの

が散乱理論である.その詳細をここで述べる余裕はな

いが，量子力学の教科書によくかかれているように，

P1の計算方法は，V(r)の r→∞での振舞いで少し変わっ

てくる.すなわち，クーロンポテンシャルのような長

距離力のときと中性粒子間のポテンシャルのような短

距離力のときとでは取扱い方が違う.

しきい値則というのは，k → Oにおける P1の関数型

を述べたものである 当然クーロンポテンシャルのと

きと，それより短距離のときとでは違った形になる.

また，反応が発熱か吸熱かでも違ってくる.それらを

表 1のように纏めることが出来る.

表 1.k→OにおけるPtの関数型

反応 発熱反応 吸熱反応 熱の出入無し

中性粒子聞の反応 k21+1 k21+3 k41+2 

同じ電荷聞の反応 exp(-A/k)叫がexp(-A/ k) 
異電荷聞の反応 k2 

・ 1A 二号 2πμZlz2e~2，μ:換算質量， ZI' Z2 粒子の電荷数

以下の議論では，中性粒子間の反応に話を限ること

にしたい.イオン間の反応にも拡張できるはずなのだ

が，我々はまだそこまで踏み込んでいない.

hの値は速度に比例するから，kは当然粒子の相対運

動のエネルギーεの平方根に比例する.そこで，中性粒

子聞の反応断面積は次のようにかける.

1)発熱反応の場合:

16 

σcに (c-a) 1/2 (10) 
(6) 

3)熱の出入の無い場合:

σ1 <x Itl 
)
 
I
 

'a『

A(
 

そして 1=0のときは

σ<x kOαcO 
)
 

n
，ι“
 

-
a
E
A
 

(
 

となる. 3つの場合を図 2に示した.

化学者にとっては，反応断面積よりも速度定数k(T)

の方が身近である.

k昨 (土)~BT)ーペωexp(-EiT)dε ω 

μは換算質量，kBはボルツマン定数である.この式に，

(8)， 00)，ωを代入して T→ Oを計算すると， 3つの場 .

合について次の関係が得られる.

1)発熱反応

a ε ーーーーー一一ーーーー・

図2.反応断面積のしきい値付近での挙動
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lim k (T) cx:To 
T→O 

2)吸熱反応

lim k(T)αTOeXD ( __a_) 
ー ¥kBTノ

3)熱の出入の無い反応

lim k(T)αT} 
T→O 

3. Goldanskiiの収集データ

Vita1ii 1. Goldanskiiは1970年頃から低温固相反応に

おけるトンネル効果に着目し，これらの反応の温度依

存のデータを収集して解析している.その中には，名

工試の鳥山さん達のジメチルグリオキシム単結晶中の

ラジカル対の異性化やメチルラジカルのアルコールか

らの水素原子引き抜き反応等も入っている.

Goldanskiiはあちこちに同じような論文をかいてい

るので，ここではデータが沢山載っている論文と今村

(昌)さんの訳が出ている解説と最近発売になった著書

だけを紹介する 2)

図3が Goldanskiiの集めたデータである.実線が描

かれているが，これは後章で紹介する我々の実験式を

使って描いたものである.Goldanskii達も実験式ら'し

きものを提案している.それはアレニウス式に定数を

加えたものである.

k(T) =K + Aexp( -E/RT) 

しかし，実験値をこの式に載せることはしていない

図3から明かなように，どの反応の速度定数も著しく

低温では温度に依存しなくなっている.これらの反応

はいずれも発熱反応だから，明らかに Wignerのしきい

値則を満足している.因に，彼らの論文から判断する

ところ， GoldanskiiはWignerのしきい値則は知らな

かったようである.

Goldanskiiはまた，波流にト ンネル温度というもの

を定義しているが，実はその定義に使われる近似式が，

しきい値則と矛盾するので余りよい定義とはいえない.

このことは後章でまた触れる.

4.遷移状態理論小史

1941年に出版された Eyringの“TheTheory of Rate 

Processes"は反応速度を議論するものにとっては，今
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図3.Goldanskiiの収集した低温における速度定数と

改良アレニウス式との比較. 1. フォルムアル

デヒドの重合(2， 5 x 101， 0.8， 31) 2 .光解

離後におけるヘモグロビン中の Feとcoの再結

合反応 (2， 3 X 1022， 6， 60) 3 .立体障害の

あるアリルラジカルの異'性化で起る H原子の移動

( 2， 1010， 16， 280) 4.メチルラジカノレによる

メタノールガラスからの H原子の引き抜き(2 ， 

3 X 106， 6.6， 140) 5 .エチレンと臭化水素の

連鎖的付加反応(6， 1015， 5， 77) 6 .メチル

ラジカルのエタノールガラスからのH原子の引

き抜き (4，101，4.5，95)7. シクロペンタジェ

ニルラジカル中の c-c結合形成(2， 3 X 107， 

4.5， 90) 8 .γ 照易すした ジメチルグリオキシム

中のラジカル対の異'性化反応(2， 109， 12， 190) 

各反応に続く括弧内の数字は，改良アレニウス

式 (27) を適用したときのパラメータの値で，

4つの数値は順に (27)式の (n，A (S-l)， E。
(kcal/moO， T 0 (K) )に相当する.

でも必読書である 3).Eyringはこの本の中で展開した速

度論を絶対反応速度論と称した.しかし，どんな理論

も絶対ではありえないという批判が出て，現在では，

活性錯合体理論あるいは遷移状態理論と呼ぶのが普通

である. (USAでは活性錯合体理論と遷移状態理論を

区別する人もいる.) 

遷移状態理論では，よく御存知のように，反応の途

中に遷移状態なるものを考え，反応速度はその遷移状

態が生成物へ移っていく速度であるとする.すなわち，

17 



A+BC → AB+Cという反応を次のように分解して考

え ，

A+BCご ABC*-AB+C

反応速度 νを次のように表わす.

u= v* (ABC*) 

fが頻度， [ABC*Jが遷移状態の濃度である.ゆっ く

りした反応ならば，遷移状態は反応の原系と平衡にあ

るとしてよいだろう，すなわち平衡定数を K・として次

のようにかける.

u= v*K* (A) (BC) 

一方， u= k (T) (A) (BC) 

だから k(T)=v*K* 

となる.

平衡定数K・は分配関数を使って表わすことができる

はずである.しかし，遷移状態では，ある振動状態だ

けは不安定になっているはずなので，いまその振動状

態に対する分配関数だけをとりだし，基準振動数を νと

し， ν→ Oの操作をする.
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そして，v*=νとおけば次の式がえられる.

kBT __ ~ kBT ム

k(T) =ν.ーァ-=-Kキ=ーでー ヰ

nν n 

£を分配関数で表わす際に原系と遷移状態の電子状態

のポテンシャルエネルギー差 V。を別にしてかき，しか

も補正項 xを掛ければ，よく見なれた次式となる.

kBT QABC 
k(T) = x一一 一一~ exp( -VO/kBT) 例

h QAQBC 

Eyringは補正項 xは1に近い値を持つことにして，

多くの議論を展開した.その成功例が“TheTheory of 

Rate Processes"に集約されているわけである.

こうして，遷移状態理論は化学反応を考えるときの

出発点になった.しかし，この理論を使って速度定数

の絶対値を計算することが出来ないことは，少なくと

も化学反応の研究者は知っていた.それは，(幼式の V。

18 

)
 

nvnu
 

l
 
(
 

の値をどんな反応についてでもo.1kcal/molの精度で

理論計算から出すことは不可能だったからである.そ

の結果，遷移状態理論の正否，言い換えれば，補正項

xが本当に lに近いかどうかは，30年以上もの問答え ら

れずに過ぎたのである.勿論，)(についていろいろな研

究があり ，)(に寄与するのは，トンネル効果ばかりでな

く，recrossingすなわち，一度生成系に移ったものが

遷移状態を逆に越えて帰って来る割合に対する補正な

ども含めなければならない，というようなことは明 ら

かになっていた.

遷移状態理論はこの10年で大変厳密になった.その

原因は H+H2反応の量子力学的散乱計算が出来上った

からである.遷移状態理論が近似理論であることは誰

でも知っている.出来ることならば量子力学的散乱理
)
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(20) 論で計算したいと誰でも思っていた.その試みに最初

に成功したのが SchatzとKuppermannの1975年の論

(2l) 文であるべ計算値と実験値との一致は実は余り良 くな

(23) 

いが，それは散乱計算に使っているポテンシャルエネ

ルギー曲面がまだ正確でなかったためである.しかし，

遷移状態理論を改良しようとしている者にとっては一

つの基準が出来たことになった.すなわち，遷移状態

理論を使って同じポテンシャル曲面上で計算して散乱

計算と比較すれば，遷移状態理論の正否が検討できる

ことになったわけである.読者はここで，何も選移状

態理論など使わずに，すべて量子力学的散乱計算をし

てしまえばよいではないかと思われるかも知れない.

しかし，1975年以降未だに H+H2反応以外の反応では

完全な散乱計算 (Coupledchannel計算という)は行

われていない.Hより重い粒子が関与すると計算しな

くてはならない状態の組合せ数が莫大にな り手間が掛

かり過ぎるのである.

それはとにかく ，遷移状態理論は，比較できる基準

が出来たので，だんだん厳密になった.特に(制式の Q;BC
とxの計算である.その結果分かったことは，厳密に

近似していくと，遷移状態理論が量子力学的散乱計算

と思いの外良く 一致することであった.そうこ うする

うちに，1978年になって，H+H2反応、のポテンシャル

曲面が完成する. この曲面は，ab initioの計算を した

人とそれを関数化した人の頭文字を採って，LSTH曲

面というが，曲面のどこの場所でもo. 15kcal/mol以内

の精度を持つと考え られている.こう して，この曲面

を使って H+H2および同位体の反応，例えばD+H2→

DH+H反応などが改良された遷移状態理論で計算さ

れ，実験値と比較され，よい一致をすることが分かっ

たのである.図4にその一致の様子を示した.
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5 .遷移状態理論改良版

遷移状態理論の改良に取 り組んだのは，主に Truhlar

のグループである.その主な改良点は，遷移状態なる

ものの見直しとトンネル効果の計算である.Eyringの

取扱いでは，遷移状態すなわち活性化状態はポテンシャ

ル曲面の峠tこ当たる点と，初めから決めているが，当

り前のことだけれども，反応の速度を決めるのは一番

通り易い経路の中の一番通り 難い場所である.実はこ

のことは，大昔に堀内寿郎先生が既に議論されておら

れる5) 当時はまだそのことを議論しても，具体的な計

算に反映 しょうがなかったのである.

Truhlarはまず，電子状態だけの(いわゆる Born

-Oppenheimer近似の)ポテンシャル曲面の峠と，実際

の反応が進行していると思われる，振動の零点エネル

ギーを各点で加えて出来るポテンシャル曲面の峠とで

は，だいぶ位置が違ってくることを沢山の例で示した6)

すなわち，本当の遷移状態は電子状態だけに よるポテ

ンシャル曲面の峠でないことと，速度定数を計算する

には，各衝突エネルギーで調べる必要のあることを示

した.実際の計算では，零点、エネルギーを考慮、したポ

テンシャル曲面の峠を遷移状態として計算している例

が多い.

トンネル効果の計算の方は，遷移状態理論初期の頃

から盛んで，Eyringの書いたもう一つの名著“Quantum

Chemistry"にも，いくつかの大事な議論が載っている

が，最近の議論の端緒となったのは Marcus-Coltrin

pathである.この Marcus-Coltrinpathを一口で言う

ためには，次のような見方を理解して戴かなく てはな

らない.すなわち，化学反応をー質点の運動 として記

述すると，反応が起るということは，質点が曲線を描

いて運動するということに対応するということである.

言い換えると，化学反応ではショートカットの可能性

をいつも考えておかなくてはならないのである.Marcus 

-Coltrin pathとし3うのはこのショートカットのことで

ある.詳しくは原著を見て戴かなければならないが，

図6がD+H2→ DH+H反応に対する LSTH曲面で，

座標が直交していないのは，反応を質点の運動として

取扱えるように座標変換したためである.

図の中で太い線で示したのが Marcus-Coltrinpath， 

細い点線が minimumenergy pathである.図 7にそ

れぞれの pathに沿ったポテンシャルエネルギー変化を

示す.改良版の遷移状態理論では，Marcus-Coltrin 

pathについて一次元の透過係数を次式によって計算す

るのである.
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図4.LSTH曲面上において改良版遷移状態理論で計

算された D+H2→ DH+H反応の速度定数と実

験値との比較
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図 5.D+ H2→ DH+H反応における xの温度依存

(300Kにおいてすでに 6を越えている.) 
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1000/T [K] 

4 2 。

また，このとき計算された xの温度依存を図 5に示

す.xが低温で大きくなることは，昔から言われていた

ことであるが，室温でも 6を越える のである.
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6. Wignerのしきい値則の検証

x(T)の計算法のーっとして昔からよく使われている

ものに，ポテンシャル曲線を Eckartのポテンシャルで

近似しておいて計算する方法がある.こうすると p(ε)

が解析関数としてかけるので， (25)が計算し易い.我々

はまず，この方法で H+H2反応およびその同位体の反

応を計算した.図 8がその結果である.Truhlar達は高

温から200Kまできり計算してなかったのである.

図 8の各曲線の T→ Oの部分と， 2章で導いたしき

い値則と比較して戴きたい.当然そうなるべきである
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子化線射放
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u
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，ムM(
 

ここで， p(ε)は εという運動エネルギーを持つ粒子の

透過確率で，昔からいろいろな近似関数が提案されて

きたものである.最近は，プログラムが普及したせい

か，シュレーディンガーの方程式を数値的に解いてい

る例が多い.図 4， 5も数値計算の結果である.
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図 9.H+Hz→ Hz+H反応の量子力学的散乱計算

(点線)と改良版遷移状態理論による計算(実線)

との比較

とはいえ，しきい値則がよく成り立っているのが分る.

透過係数の近似式には，いろいろのものが提案されて

いる.Wignerのトンネル因子7) (しきい値則とは関係

ない)，放物線を逆さにした障壁で近似計算したトンネ

ル因子8)などである.実は，これらの近似を使うと Wigner

のしきい値則と矛盾する.すなわち，これらの因子は

著しい低温では使えないのである.勿論 X= 1の近似も

低温では許されない.また，量子力学の近似計算でWKB

法というのがしばしば使われるが，この近似も Wigner

のしきい値則と矛盾する.2章で Goldanskiiがトンネ

ル温度というものを定義している話をしたが，そのと

きに使われているのが WKB法なのである.しきい値

則と矛盾しないようにするためには，いまのところ直

接シュレーディンガーの方程式を解くか， Eckartのポ

テンシャルを使うのがよいようである.

図9は， H+H2反応について xをMarcus-Coltrin 

path上で数値計算してえた速度定数と，量子力学的散

乱計算でえたものとの比較である.驚くほどよく一致

している.量子力学的散乱計算は Georgeが来日したと

きに持ってきた反応断面積の表を利用して計算したも

のである.彼の断面積の表は残念ながらO.3eV以下の

相対運動エネルギーでは計算されていないので，60K以

下の速度定数は計算できなかったのである.図 9の計

算を延長して，もっと低温さらには Dや HD，D2の反

応についても計算した.勿論しきい値則はどの場合も

成立した.図にすると，図 8と同じようなものなので，

ここでは割愛するが，4.2Kでの値だけは表 2として示

したへ

第 49号 (1990)

表2.4.2Kにおける気相原子交換反応と固体水

素(H2，HD，D2)中のHまたはDの減衰速度

反応 k (cm3 molecule-I 
cl  ) k'(CI) 

H+H2→ H2 +H 2.80 (-25) a) 7 .28( - 3) 

H+D2→HD+D 1.12(一77) 3.38(ー55)

H+HD→ H2 +D 4.02(-68) l.17 (ー45)

H+DH→ HD+H 2.59(-27) 7.59(-5) 

D+D2→D2 +D l.36( -31) 2.05(-9) 

D+H2→DH+H 3.56，( -25) 9.26(-3) 

D+HD→DH+D 7 .58( -30) 2.22(一 7)

D+DH→D2 +H 3.41(-27) 9.99( - 5) 

a)括孤内は10の指数を表す，すなわちX10-250 

7.宮崎君達の実験

名大工学部の笛木・宮崎研では 5年ほど前，低温固

相の水素同位体 HDにγ線を照射し，生成する H とD

の時間変化を ESRで測り，大変面白いことを発見した.

すなわち， Dの減少に伴って， Hの量がDの減少量に

見合うだけ増加するのである.これを説明するために

はどうしても次の反応が起っていると考えざるを得な

いのである.

D+HD→ Dz+H 

温度は4.2Kである.室温で得られている活'性化エネル

ギー(6 '"'-7 kcal/moDをアレニウス式に代入して得

られる4.2Kの速度定数では小さすぎて，こんな反応は

測れるような速度にはならないはずなのである 10) 宮崎

君達は固体ヘリウムの1.9Kでも測定し，同じ位の速度

で反応が起ることも確かめている.その後彼らは， H? 

とDzの混合物でも実験し，上と同じように Dの減少に

伴って Hが増えるのを見いだし，次の反応が起ってい

ることを確定的にした.

D+Hz→ HD+H 

実は，この話を聞いたとき私ははじめ信用しなかった.

何か回相であるがために起っていることがあるのでは

ないかと考えたのである.たとえば， H-イオンか H3+

イオンのようなものが上の反応を仲介しているのかも

知れない，イオン一分子反応ならば活性化エネルギー

はほとんどないから，4.2Kのような低温で起ってもお

かしくないからである.

ちょうどその頃我々の研究室では，遷移状態理論の

改良版を勉強していた.Truhlar達の計算はもっぱら室

温付近を中心に行われていて，低温の計算は発表して

いない.そこで，低温の計算をしてみようということ

になった.その結果の一部が前節で示した表 2である.

表 2のkは気相反応の 2次の速度定数である.この
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値に固相の水素分子の濃度を掛けてやれば，一応原子

の固相中での減衰速度定数が得られるはずである.そ

れが表の中の k'である.一応というのは，固相なので

隣合う分子の影響が効いて来るはずなのだけれども，

これを評価する方法が確立していないので，そのこと

は無視しているということである.

こうして計算した速度定数が，何と宮崎君達の実験

値と意外によく合うのである.と言うわけで，私も宮

崎君達の実験と説明を信用するようになった.だがま

だ不安がないわけではない.

途中で挫折したけれども，我々も宮崎君達の実験を

真似したことがあるが，大変難しい実験である.定量

的な再現性がなかなか得にくいのである.γ 線を使う代

りに HIやDIの光分解を使うこと， H2やD2をパラま

たはオルトの純粋な状態にすることなど，いろいろや

らなければならないことが多いのだけれども，まだ研

究例はないll)，まだ温度依存すら測られていない.費用

が掛かることなので，私も役に立ちたいと思い，宮崎

君達と重点研究に出願したが掻られた，残念である.

8.改良アレニウス式

Wignerのしきい値則から明らかなように，アレニウ

ス式は極端な低温へは外挿できない.そこでアレニウ

ス式に代る式を作ろうということになった.初めのう

ち私自身は，

k=2:削Aiexp( -Ei /kBT) 

というようなまともな式を考えていたのだが，これで

は全く飛躍がない.そのうち中村君が言い出したのが

次の式である 12)

k =Aexp( -Eo/R(T"十TO")1I2)

A， Eo， To' 
nがパラメータである.T。くTならば当

然アレニウス式に戻る.早速高柳君と 3人で検討し，

なかなか良さそうだということになった.

この改良(? )式を Goldanskiiの集めたデータに適用

してみたのが図 3である.n=2とした場合が一番多い.

nは整数である必要は当然ないが，実験式としては整教

の方が扱い易いし，何となくもっともらしい.T。をト
ンネル温度と名付けてみたが，まだ他の物理量と相関

が得られているわけではない.

上で述べたように，我々は遷移状態理論の改訂版で
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図10.改良版遷移状態理論による計算値に対する改良

アレニウス式のフィッティング
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(26) 

HとDのいろいろ組合わさった水素原子分子反応の速

度定数を低温で計算したので，これらに(訂)式を当ては

めてみたところ，どの反応でも n=2がもっともよく合

うことを見出した.しかも， E。の値が改訂版で計算さ

れる峠の高さとよく一致するのである.表 3に，計算

した E。と，それを使って速度定数の温度依存に合うよ

うに決めた AとT。の値をーまとめにした.

図10が改訂版で計算した速度定数と(25)式の比較であ

る.一致はまずまずである.この図を見ていると，何

故 n=2が良いのか?また，図10に示した 3つの反応は，

零点エネルギーのことを考慮すると 1つは発熱，他

のlつは吸熱，もう 1つは熱の出入りのない反応なの

に，何故10K位までは同じ形の式に乗るのか?など，

新しい疑問が生じてくる.正直なところ，まだこれら

の疑問に答えられるほどの考察は進んでいない.

しかし，この計算から実験家にとって重要だと思え

ることが 1つはっきりしてきたので，それを紹介して

みたい.図11はH+H2反応の計算値だ、が，一般に実験

では余り広い温度範囲では速度定数を測定できない.

いま温度範囲を200Kから400Kとしてみよう，すると

点線で示したように，アレニウスプロットから得られ
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図11.アレニウスプロットから得られる活性化エネル

ギーは，遷移状態理論でいう峠の高さではない

ことの説明図

る活性化エネルギーは6.2kcaI/molである.ところが，

表3に示したように，この反応の峠の高さは9.2kcaI/

molなのである.すなわち，実験で得られる活性化エ

ネルギーは，実は障壁の高さよ り大分低いのである.

その差は意外に大きい.化学反応とくに生体内の反応

では， Hや H+の移動する反応が多いから，ニの点はと

くに重要なのではないかと私は考えている.

見方を変えて，透過係数 xの立場から言うと，もし

xが10だとすると，反応の90%以上が トンネル反応とい

うことである.移動する原子が Hでなければ，Xの値

はほとんど 1であろ うと，思われるかも知れない.私

も実はそう思っていた.しかし， どうもそうではない

らしいのである.計算の詳しいことは省略するが，量

子力学的散乱計算の近似計算と，その計算に使ったの

と同じポテンシャル曲面を使って遷移状態理論で計算

し，X を計算した Schatzの論文がある 13) それによる

と，Brの移動する反応でも室温において xの値が 3程

度なのである xが 3ということは66.7%がトンネルと

いうことである. どうも化学反応というのは，室温付

近ですらトンネル反応が主なのだと考えた方がよさそ

うなのである.

9 .おわりに

遷移状態理論というのは，本来古典近似である.xが

1に近いことを前提に成立している.改良版遷移状態

理論は H十九 のような反応では成功したが，一般化し

ようとすると，結局散乱計算と同じような計算をしな

第 49号 (1990)

表 3.改良アレニウスd式のパラメータ

反応 Eo (kcal/mol)') A 0010cm3/molecule.s) To (K) 

H+H2→ H2+H 9.22 4.66 137.9 

H+HD→ H2+D 9.69 7.19 139.7 

D+H2→ DH+H 8.86 3.29 131.5 

D+D2 → D2 +D 9.36 1.61 99.7 

D+DH→ D2 +H 9.06 0.57 123.2 

D+HD→ DH+D 8.93 1.60 104.2 

H+DH→ HD+H 9.52 1.09 129.6 

H+D2→ HD+D 10.04 7.24 132.0 

a) LSTH曲面に零点エネルギーを考慮、したときの障壁の高さ

くてはならなくなる.反応速度論は，今また Eyring以

前に戻ってしまったよ うである.量子力学的散乱計算

の世界では， SchatzとKuppermannが H+H2反応を

計算して以来，いろいろの計算法が提案されてきては

いるが，実用になる速度定数の絶対計算としては先に

進んでいない 14) 行き止まりとは思いたくないが，事態

は深刻である.

図の作製は高柳君に手伝ってもらった.記してお礼

とする.
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クラスターイオンに関する最近の話題

クラスターイオンは大気中のエアロゾルの形成や宇

宙塵の形成など大気 ・宇宙物理に関連する.また，ク

ラスターイオンは自由イオンでは見られない特異な物

理化学的挙動を示し，その構造，物性，および反応性

を調べることにより ，解明が難しい凝集系における諸

現象の基礎過程が検討できる.クラスターイオンは

孤立した自由イオンと凝集系での溶媒和されたイオン

との橋渡しをするものであり ，クラスターに関する研

究は，放射線物理化学，溶液化学，相変化，結晶成長，

表面化学，触媒化学，生化学，量子エレクトロニクス

など広い分野に波及効果のある基本的な情報を与える.

クラスターイオンの構造は，イオンと分子を互いに

近づけようとする分散力，分子の配向によって鋭敏に

変わるイオンー電気多極子相互作用，および電子雲の

重なりによる共有性結合(電荷移動)や反発力(交換

斥力)などの微妙なバランスによって決まる.凝集系

におけるイオンの物理化学的性質を理解するためには，

クラスターイオンの熱力学的安定性を測定するととも

に，その構造を理論計算で決定することが基本的で重

要な事柄となる.実験と理論はクラスターの化学にお

いては相補的で，かつ欠くべからざる両輪となってい

る.以下に，いくつかの代表的なクラスターイオンを

挙げ，これらの熱力学的安定性，構造，結合の性質な

どが実験および理論によりどこまで明らかにされてき

たかについて述べる.

(a) (N2)+n 

N2+・..N2の結合エネルギーは25.8kcal/moP)と測定さ

れた.この大きな結合エネルギーは N2+・..N2に共有性

結合が形成されたことを示す.理論計算によればヘN.+

は平行型，T型，および直線型の 3つの安定構造をも

っ.これらの結合エネルギーは，各々19.9，24.2，お

よび30.4kcal/molと計算された.執れの構造において

も，正電荷が 4つの窒素原子にほぼ均等に非局在化し

ている. 3つの構造異性体間のエネルギー差は比較的

小さいので，高温においては構造異性体間の異性化反
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応が容易に起ると予想される.すなわち，N.+内の N2

ユニットが大きな分子内回転の自由度をもっ.

N.+…N2の結合エネルギーは僅か2.8kcal/molであ

る1)また，(N2)n+の結合エネルギーは n孟 3で殆ど n

に依存しなくなる.これより ，(N2)n+において，n= 2 

→ 3で結合の性質が共有性結合から静電的な結合に不

連続的に変化することが分る.クラスターイオンにお

いて，イオンと溶媒分子間で電荷移動が起らず相互作

用が主に静電的(物理的)な場合，溶媒分子はコアイ

オンの周囲の比較的等方的なポテンシャル面内で溶媒

分子間の交換斥力を極小にするようにお互いに避け合っ

て対称性の高い配向をする.このため，溶媒分子の数

nが増加しても結合エネルギーは大きな減少を示さない.

また，逆に，結合エネルギーが緩慢な n依存性を示せ

ば，クラスターイオン内の相互作用が静電的なもので

あるという証拠になる.

( b ) (02) n¥(02) n-

酸素分子は正の電子親和力をもつので，酸素ガスの

電子衝撃により O2+およびO2-イオンが生成する.これ

より ，(02) n土クラスターの熱力学的安定性が測定でき

る3).(02) n +は n=3-4間で，また (02)-nはn=2 -3 

間で結合エネルギーが急減する.(02) n士においても，

ある特定の n値で結合の性質が共有性結合から静電的

結合に変化するのである.(02) n士クラスターは，各々

(02) 3 + (02) n-3および(02)2 -(02) n-2で表されるような殻

構造をもっ.液体酸素の放射線照射によって生成する

初期イオン O2+と二次電子は，最終的に酸素溶媒分子に

よって主に静電的に溶媒和された 06+およびO.ーとして

存在すると考えてよい.

O.士は共にトランス型の trapezoid構造(C2h対称性)

をもっと予想されている.)

(C) 03-(02) n 

正の電子親和力をもっ分子の“対称的"ダイマーア

ニオンには電荷移動による共有性結合が形成される(た
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とえば(02)2-，(S02h-， (C6F6)2ーなど).オゾンと酸

素分子の電子親和力には大きな差がある(各々47.3お

よび10.4kcal/moD.“非対称的"ダイマーアニオンで

ある 03-"'02においては，03ーから O2への電荷移動が

起るのであろうか? 測定された 03-…O2の結合エネ

ルギーは2.08kcal/molで，静電的相互作用のオーダー

であることが分ったS).03ーから O2への電荷移動は無視

でき ，03-…O2中の負電荷は 03-に局在する.このよう

に電子親和力が共に正であっても，両者の電子親和力

の差が大きくなるにつれ， A-…B間の電荷移動による

共有性結合の寄与は薄れ，結合様式が静電的なものに

なる.03-"'02では，交換斥力によるエネルギーの不安

定化の寄与が大きいため電荷移動が起らず，静電的な

相互作用がエネルギー的に最も安定な形態となるので

ある.放射線照射で液体酸素中に生じた 0-イオンは最

終的に酸素分子によって溶媒和されたオゾナイドイオ

ンOょとして存在する.

(d) 希ガスクラス夕一イオン， Rgn 

希ガスクラス夕一イオン Rgn+ (Rg : He， Ne， Ar， 

Kr， Xe)の結合エネルギーの測定がなされた6，7) 全て

の Rgn+クラスターの結合エネルギーは n=3-4間で

急減し， n=4以降で殆ど nに依存しなくなる.これよ

り， Rg3+で共有性結合が生じ， n=3を境に結合の性質

が静電的なものに不連続的に移行することが分る.Rgn

は Rg3+Rgn一3で表される殻構造をもつ.理論計算によ

り，Rg3 + (Rg: He， Ar)が対称的な直線構造 (D∞h)

をもっと予想されている 8，9) Rg3 +の中央の Rg原子の

分子軸上の運動に対するポテンシャルエネルギ一面は

平坦で， Rg3+は極めて軟かい非対称伸縮振動モードを

もつ.すなわち，対称的な直線構造で共有性結合をも

っ (Rg-Rg-Rg]+から， Rg2+とRgが主に静電的に

相互作用する構造 Rg2+…Rgへの変化が極めて容易に

起る.

Rg3+の結合エネルギーは Rg2+に比べて遥かに小さい.

Rg3+に共有性結合が生じ，クラスターイオン Rgn+のコ

アイオンが Rg3+であるという結果は一見奇異に思える.

クラスターイオン Rgn+中のコアイオンが Rg2+である可

能性はないのであろうか? もしもクラスターイオン

中のコアイオンが Rg2+であれば， Rg2+が 2つの Rg原

子と相互作用する Rg…(Rg-Rg)+…Rgのような殻構

造が形成される筈である.しかし， nが 4以上の Rg原

子と Rg3+との相互作用は殆ど等価と見倣してよい.Rgn+ 

において， n孟 4で全く異質な相互作用が始まる.n孟

4の Rg原子の付加によって Rg3+の構造が大きな摂動
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を受けることはない.クラスターイオン Rgn+中のコア

イオンが Rg3+であることに疑いはない.

(e) H3+(H2)n，D3+(D2)n:クラスターイオンの安定

性の同位体効果

H3+(H2)nクラスターの熱力学的安定性の測定から，

H3+(H2)nが殻構造 H3+(H2)3(H2)3をも つことが分っ

た10) 理論計算により H3+(H2)n(n=0ー 3)の構造が

決定された11) 計算結果によれば， H3+…H2 (すなわち

Hs +)の C2VとD2d構造のエネルギー差は 1kcal/mol以

下で，中央のプロトン (H2…H+…H2)の運動に対する

ポテンシャルエネルギー面は浅く平坦であることが分っ

た.Hs+→ H7+で，主に共有性結合から成る Hs+から，

H3+が 2つの H2分子と主に静電的に相互作用する構造

に変化する.H3+(H2)2の H2分子の結合距離0.749Aは ' 

自由分子 H2の0.739Aよりも長いので，クラスターH3+

(H2) 2中の結合における共有性結合の寄与は無視できる

程小さなものではない.H3+(H2)3(H2)3の構造におい

て 2組の 3分子は，各々コアイオン H3+の 3つの頂

点および辺と相互作用すると考えられる.H2分子同士

の交換反発により ，H3+(H2)3(H2)3は三角形の三重構

造から成ると思われる.

D3+(D2)n(n= 1-6)の結合エネルギーは同位体効果

により H3+(H2)nに比べて約0.2kcal/mol程大きいこと

が分った 12). Hs + (および Ds+)で共有性結合が生じる

ので， Ds+の結合が Hs+に比べて強いのは零点、エネルギー

レベルの差によると考えられる.零点エネルギーの同

位体効果はポテンシャルが浅くなると共に急速に小さ

くなるので，n=2 -6でのほぽ等しい結合エネルギー

差が零点エネルギー差によるものとは考えられない.

n= 1→ 2で主に静電的な結合様式に移行するので， n= 4 
2-6のエネルギー差は，コアイオンと しての D3+とH3+

の性質の差に起因すると考えてよい.D3+の結合距離は

ポテンシャルエネルギ一面の非調和性により H3+に比

べて僅かに短い.このため，コアイオン D3+の電荷密度

は H3+に比べて大きく，クラスターD3+ (D2) n内で働く

クーロン引力は H3+(H2)nに比べて大きくなるであろう.

これが重水素系の僅かに大きな結合エネルギーを説明

する.n孟 7では， D2系のクラスタリング反応の平衡定

数が H2系に比べて 1桁近く大きくなる.すなわち，n孟

7でとくに顕著な同位体効果が現れる.n孟 7では D3+

(D2) nとH3+(H2)nは殆ど同じ結合エネルギーをもっ.

つまり， D3+(D2)nが H3+(H2)nよりも安定なのはエント

ロビー効果によるものである.エントロピ一変化は分

子内振動モードの状態密度に大きな影響を受ける.D2 
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はH
2に比べて質量が大きし3から，クラスターD3+ (D2) 6 

(D
2
)nは H3+(H2)6(H2)nに比べて大きな振動状態密度

をもっ.このエン トロ ビー効果のために D3+(D2)n(n孟

7 )が H3+(H2)nよりも安定になるのである(同位体濃

縮).
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アントラセン単結品中での励起子の光イオン化過程

孤立分子をたくさん集めて整列させたものが固体で

あるわけで固体になったときの種々の物性が孤立分子

と比べてどのように変化 していくかは分子間相互作用

で決まるだろう .アン トラセン，ナフタレンなど芳香

族の有機物質は固体になった場合，分子間相互作用が

弱く分子としての性質を保っており ，国体と分子の中

間的な'性質を持っている. このことは紫外光電子分光

の研究などから指摘されている. このような有機結晶

における固体中の分子の光イオン化(固体物性の言葉

では光伝導)について考えてみるのは少々おもしろい

いままでのこの分野の総説をあげておく 1.2)

有機結晶中でのイオン化ポテンシャル 1sは溶液や液

体中でのイオン化と同様に以下のように表わされる.

15 = Ig - P + -P --Ag (1) 

ここで Igは孤立分子のイオン化ポテンシヤル，P+はカ

チオンの媒質の分極による安定化エネルギー，Pーは電

子によるそれであり， Agは孤立分子での電子親和力で

ある.有機結晶内のイオン化ポテンシャル(またはバ

ンドギャップ)はこの式でかなりよく説明できる 3) さ
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てこのような，溶液系にも似た弱い分子間相互作用を

持つ固体，有機結晶中での分子のイオン化過程はどう

なっているのだろう .

イオン化が起こるようなエネルギーの光(>4 eV) 

を照射した場合有機結晶は光の吸収係数が大きしま

た分子密度も高いため結晶の表面でのみ分子のイオン

化が起こる.そのため表面と励起子の相互作用が起こ

りやすい. また高密度に励起することになるため電子

や励起子同志の再結合も起こる. これらのことはイオ

ン化の研究上，障害になることが多い.一方，多光子

励起によるイオン化ではそのような障害はかなり 抑え

ることができる.イオン化効率は(イオン化/光吸収)

で与えられるが，多光子吸収はその吸収断面積の見積

りが困難で，イオン化効率が決めにくい. このように

固体を扱う上での実験的な困難は多い.

これらの実験的な困難を克服し信頼できる光イオン

化のデータを得るために我々は 2波長 2段階励起法を

用いて研究を進めている州(図 1). この方法ではまず

最低励起一重項状態(以下 SI)の吸収端を励起し，比
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Sn 巳:>e-十h-

Abs 

:51 

S。

図 1. 2波長 2段階励起によるSIの
光吸収(Abs)、光イオン化(PI)

較的一様に結晶中に SIを生成させる.ただしこの波長

では 1光子励起によるイオン化は起こらない.ここに

さらに 2つめの光を入射し SIを光イオン化させる.こ

のイオン化の測定と同時に 2段目の光の吸収 (Sn← SI

吸収)を測定し，それらの比からイオン化効率 φが求

められる.

アントラセンにおいては 1段目の光として420nmの

波長の光を用いた.このとき，この420nmの光だけで

も2光子過程による光電流が観測された.420nmの光

は結晶中に一様に SIを生成させる.この場合のイオン

化機構としては一重項消滅によるもの (SI+SI→ e-+ 

h+)，また SIの光イオン化によるもの(SI+hv→ e-+ 

h+)の2つの可能性がある.両方の機構とも 2光子過

程であるので光強度依存性からは通常区別できない.

しかしながち励起光を強くし高密度励起を行なうと光

電流の励起光強度依存性が 2つの機構で異なっている.

この解析からアントラセンを，その SIの吸収端である

420nmで励起した場合， SIの光イオン化が優勢である

ことが明らかになった6)

420nrnの光と同時に結晶 に吸収のない可視光

( 480-600nrn)を入射すると光電流の増加が観測された.

2段目の光の波長を変えて SIの光イオン化スペクトル

(pI)を Sn← SI吸収スペクトル (Abs)とともに測定し

た(図 2). (光イオン化/光吸収)は SIの光イオン化効

率@を与える.φ は励起エネルギー5.1-5.5eVまでほ

ぼ一定 (φ=10-4
)であり， 5.5eV以上では励起エネル

ギーとともに急激に増加していく 7)

一般に凝縮相のイオン化過程ではジェミネート再結

合が効率良く起こり光イオジ化効率は比較的低い.こ

司
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図 2.アントラセンにおけるSIの光吸収、

光イオン化スペク トル。 φはSlの
光イオン化効率

化して放出された電子の運動エネルギーが大き くなれ

ばイオン化効率も大きくなると予想される.ア ントラ

センでの測定例はこの予想に反し φ が励起エネルギ- ~

に依らず一定，つまりイオン化の際の余剰エネルギー 曹

(=hν-15)が変わっても放出電子の運動エネルギーが変

わらないことを示している.この現象は p-ターフェニ

ルの観測でも見出された5) またピフェニル， t-スチル

ベンなどについて予備的な測定をした結果でも同様な

現象が見られており，有機国体の光イオン化過程につ

いて一般的な挙動として解釈できそうである.我々は

現在この現象を次のように，ある同一の状態 S*まで緩

和した後の自動イオン化 (AI)として解釈している.

So一→Sl-→ S**八八 r̂→S*-ー→ e-+h+
hV1 hl々 A1

の場合のイオン化効率はイオン化した電子が親イオン 一方5.5eVからの φの急激な増加は，上記の過程とは

とのクーロン場から逃散する確率であるので，イオン 異なり余剰エネルギーが放出電子の運動エネルギーに
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変換されていることを示しているようにみえる. この

過程として速い緩和を経ないでイオン化を起こす過程

として以下のような直接イオン化が適当ではなし 3かと

考えている.

So-ー→Sl一一→ e-+h+
hlll h 均

ここで紹介してきた有機結晶内の分子のイオン化過

程は溶液，液体を含めた凝縮相でのイオン化過程を総

合的に理解する上で興味ある分野である. また有機結

晶の光イオン化では光伝導のような結晶中でのイオン

化だけでなく外部光電効果もあるので，それらの関連

も興味深い.我々は最近，SIからの光電子放出の測定

に成功し固体内でのイオン化，光伝導， との比較を検

討している的.
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ASTMにおける放射線加工線量計測の標準化について

医療品滅菌をはじめとする放射線加工処理について

は，工業化が定着化 して照射製品の流通，特に国際的

な通商が盛んになってきたことなどから，最近では照

射製品の品質保証が重要な関心事となっている.また，

医療品滅菌の品質保証については，線量値をよりどこ

ろにしてリリースするという国際的基準が普及しつつ

あり ，信頼できる線量計測が工程管理の基礎となって

きた.

一方技術的な面では，ガンマ線よりきめの細かい工

程管理を要求する高エネルギーの電子線及びX線が新

しい照射用線源として利用されるようになってきたこ

とも，線量計測の比重を一段と高めている.

以上のことを背景として，放射線加工用の線量計測

に関する標準化 ・基準化の重要性が認識されるように

なり ，そのための国際的活動が盛んになってきた.線

量計測の標準化は，従来は AAMI(Association for the 
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Advancement of Medical Instrumentation)， IAEA 

などで医療品滅菌を主対象もする工程管理の一般的な

規範の形で整備されてきたが，数年前から，より実際

的な個々の線量計の使用に関する標準化が米国試験材

料学会 (ASTM)に設置された E10/J、委員会の中のタ

スクグループにおいて精力的に進められている. これ

らの基準は単に照射プラントのオペレータに限らず，

大線量測定を様々の研究開発のために利用する実験者

にとっても有益と考えられる.

このタスクグループは，当初食品照射を主対象とし

て北米を中心に小人数で組織されたが，その後参加者

は世界的規模に拡大し，現在では食品工業界，政府関

係，規制機関，製造業界，大学等の研究機関をまたが

る100名以上のメンバーが信頼度の高い線量計の取り扱

いや共通する測定技術の基準作成に取り組んで、いる.

基準化の対象も食品照射に限らず放射線加工全体を包
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含するようになっている. 討論が行われた.各セッションでは，異なった分野の

専門家や現場の技術者などによる積極的な意見交換が

行われた.

こうした活動の一環として，ASTM主催による第 1

回放射線加工処理のための線量計測に関する国際ワー

クショップがモン トリオール近郊の保養地で昨年10月

1'"'-'6日に開催された.参加者は約140人で，その多く

は米国とカナダであったが，品質管理に関心をもっ先

進国の研究機関をはじめ，食品 ・滅菌工業界，関連製

造業界，政府関係，規制機関等幅広い分野から参集し

た.日本からの参加者は 3人であった.

表 1にこれまでに作成された基準および現在作成中

の基準の一覧を示す.上記小委員会では11基準が取り

上げられ，そのうち上の 4基準は最近成文化されたも

のである.さらに 7基準も各検討グループで試案を作

成中である.残りの 4基準は材料試験などを対象とし

てすでに出版されているものである.

原研を含む主要研究機関からのオーバービューや各

線量計システムの現状の発表の後，線量計の選択，ガ

ンマ ・電子照射プロセスの線量計測，線量校正法，法

規制と工程管理などの各テーマについて順にセッシヨ

ンがもたれ，それぞれ数件の導入的報告と小グループ

成文化された 4基準のうち 2基準は食品照射を具体

的対象としており ，食品加工用の電子線及び制動放射

線照射施設における線量計測に関する基準についても

現在作成の作業が進められている.工程管理における

線量測定の不確定さの評価と適用に関する基準は工程
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表 ASTMにおける大線量計測標準化の現状

STATUS OF ASTM STANDARDS 

New Published Standards ---developed bγSubcαl1T1ittee EI0. 01 

E1204 -Practice for App1ication of Dosimetry in the Characterization and 
Operation of a Gamma lrradiation Facility for Food Processing 

E1261 -Guide for Selection and Application of Dosimetry Sγst町 1S for 
Radiation Processing of Food 

E1275 -Practice for Use of a Radiochr側 icFilm DosimetrγSγstems 

E1276 -Practice for Use of a Polγmethylmethacrylate Dosimetry Syst側 S

Standards to Be Published ---developed bγSubcαl1T1ittee EtO.Ot 

Practice for Use of a Radiochrαnic Optical Waveguide DosimetrγSyst開

Practice for Use of a Dichromate DosimetrγSγst馴

Practice for Use of an Alanine Dosimetry System 

Guide for Use of Radiation-Sensitive lridicators 

Practice for Dosimetrγin Electron and Br制 Isstrahlunglrradiation Facilities 
for Food Processing 

Practice for the Characterization and Performance of a High-Dose Gamma 
Radiation DosimetrγCalibration laboratorγ 

Guide for Estimation and Application of Dosimetric Uncertainties in the 
Process Control of Gamma and Electron lrradiation Facilities 

Published Standards ---developed by Subc伺 miteeEt 0.07 

E666 -Practice for Caluculating Absorbed Dose fr側 Gammaor X Radiation 

E668 -Practice for Application of Thermoluminescence Oosimetrγ (TLD) 
Sγstems for Oetermining Absorbed Oose in Radiation Hardness Testing 
of Electronic Devices 

Et026 -Method for Using the Fricke Dosimeter to Measure Absorbed dose in 
Water 

Et205 -Test Method for Using the Ceric-Cerous Sulphate Oosimeter to 
Measure Absorbed Dose in Water 
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管理の現場や精密さが要求される研究開発のための測

定などにおいて特に重要な意味をもっ.線量計測用語

についても最近の技術的な多様化に対応して新しい定

義や見直しがなされており ，今後ASTMの基準に合わ

せて国際的統一化が進んでいくものと思われる.

各標準の作成は定期会合や郵送による意見交換をも

とに着実に進められている.他の技術分野でもよく見

られることではあるが，こ うしたソフト整備に関して

日本では想像も及ばないほど多大なエネルギーが費や

されている.

これらの基準は国際的レベルでの専門家によるコン

センサスを表わしており，今後各国規制機関によって

食品照射工程管理などのプロトコールあるいは基準ガ

イドのモデルとして採用されることが望まれている.

米国では食品照射の発展について近い将来それほど

明るい展望はないように見えるが，工程管理などの基

準作りを急ぐことの重要性は強く認識されている.日

本では線量計測のハード面では欧米先進国より進んで

いる部分もあるが，その反面，工程管理，標準供給等

のソフト整備が非常に遅れている.

今回のワークショップでも線量計の話題の中心はア

ラニン線量計であるが，日本はアラニン線量計用簡易

リーダーの開発の先頭にあり ， トランスファ一線量測

定に限らず，工程管理への積極的な実用化の動きが各

国から注目されている.他の線量計については特に新

しいものはなかったが，米国及びカナダで開発途上に

ある GafChromicフィルム (GAFChemicals Corp.， 

USA)線量計が線量マ ッピングを目的とした新しい実

用的手段として注目された.

線量計測標準化に関連してその役割が今後重要とな

る線量校正施設については，原研に最近設置された60Co

ガンマ線高線量率用の標準測定 ・照射設備は，広範囲

の線量率自動設定，照射環境の温度 ・湿度が広範囲に

わたって独立に設定できることなどの点で，線量校正

用の設備として最も優れた性能をもっており ，貴重な

利用価値があることが今回のワークショップにおいて

確認された.また，原研で独自に開発中の電子線量校

正システムは，電子エネルギーの校正も可能であるこ

となどの点で優れた多機能性をもっており ，現在進め

られている電子線量計測に関する IAEA協力研究プロ

グラムの中でのこの開発研究の意義が確認できた.

小グループ討論では各企業の技術者やユーザーから

の意見がオープンで率直なのが印象的であった.こう

した計測の専門家や規制担当者などとのオープンな討

論は照射製品の健全性の確保や照射産業の質の向上に

大きく寄与するに違いない.また，多くの参加者にとっ

て絶好のトレーニングの機会ともなっている.本会議

は今後 1年おきに開催の予定である.

第33回放射線化学討論会のお知らせ

主催 日本放射線化学会 共催 日本化学会

日時 10月8日(月)-----9日(火)

会場 仙台市戦災復興記念館(仙台市青葉区大町 2-12-1)

討論主題 放射線化学の基礎と応用(ビーム利用 ・他分野との境界領域研究を含む)

講演申込締切 7月2日(月)

封筒に「第33回放射線化学討論会申込書」と朱記し、①題目、②発表者全員の氏名(ふりがな、講演者にO印〉

③所属、④申込者氏名および連絡先(郵便番号、住所、電話 ・Fax番号)、⑤ 2-----3行程度の概要、⑥口頭発表

③とポスタ ー発表⑮の区別記入。

講演要旨締切 8月25日(土)

申込先 980仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学理学部化学科吉原賢二(電話(022)222-1800 内線3371、

Fax (022) 262-6609) 

第 49号 (1990) 31 
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単色陽電子ビーム発生・利用海外技術調査

一飛行機墜落と大地震の合聞をぬって-

原研高崎では，高強度エネルギー可変単色陽電子ビー

ムの発生と利用を総合的に行う施設としての『ポジト

ロンファクトリー計画』の検討が進められています.

そこで，海外関連施設の調査を行うため，1989年 9月

から10月にかけて，ベルギーのゲン卜大学，および米

国のプランダイス大学，プルックへプン国立研究所

(BNL)， オークリッジ国立研究所(ORNL)，ローレン

スリパモア国立研究所(LLNL)を駆け足で回って参り

ました.

最初に訪れたゲン卜の街は，1988年に第 8回陽電子

消滅国際会議が開カ亙れた所で，プリュッセルから電車

で 1時間あまり ，中世の大聖堂とゲント大学の各学部

が街中に散らばっており ，アカデミックな雰囲気を持っ

ています. と思いきや，中華料理の匂いを求めてぶら

つくと，突然飾り窓に出くわしてしまうという ，まあ

そういった一面もないわけではない，なんとも不思議

な街でありました.ゲント大学の核物理研究所にはポ

ジトロンセンタ ーというのがあって，Dorikens教授夫

妻を中心に，最大ビームエネルギー90MeV，最大平均

ビーム出力 6kWの CGR-Mev社製 Sーバンド電子リ

ニアックを用い，低速単色陽電子ビーム発生に関して，

非常に系統立った徹密な研究を行っており ，電子ビー

ムエネルギー30MeV，平均電流85μAのときに，低速

陽電子ビーム強度107clを得ています.このリニアック

は，加速管部分が僅か 6mで， 90MeVまでの加速が行

えるもので，ポジトロンファクトリーのリニアックの

仕様を検討する上で参考になるものでした.ターゲツ

ト系では，制動放射に引き続く対生成の過程で発生す

る陽電子に加えて，(γ， n)反応の結果生成する陽電子

放出核からの陽電子も併せて利用するための研究を進

めています.

プリュツセルで小便小僧などを見物した後，プラン

ダイス大学を訪問すべくボストンへ飛び、ました.プラ

ンダイス大は，Berko教授を中心として，消滅ガンマ

線 2次元角度相関測定法の確立など，歴史的に見て常

に陽電子利用研究の最先端を進んできた所です.最近
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では，Karl Canter教授を中心に，低エネルギ一陽電

子線回折 (LEPD)，再放出陽電子顕微鏡など，単色陽

電子ビーム利用の先駆的研究を行っており ，世界の陽

電子利用研究を地道な活動でリードしています.但し

ここでは，線源としてアイソトープが用いられており ，

ビーム強度が弱いため，ポジトロンファクトリーで計

画しているような高強度ビームに強い期待を寄せてい

ます.この Canter教授は実は ロックンローラーだそう

で，20代の娘さんと息子さんがいるとはとても思えな

い若くて美しい夫人(事実，夫妻に連れて行っていた

だいたロックパーでナンパされそうになり逃げ回って

いた)によると ，rKelvin (BNLの Lynn博士のこと)

は40になってまた煙草を始め，Karlは50になってまた

ロックを始めた』のだそうです.

ロックの強烈なリズムがまだ残っている頭を抱えて，

BNLのあるロングアイランドへ飛び、ました.空港では

荷物が出てこず，係のおねえさんに尋ねるとステイ

ル・イン・ポストン』と事もなげに言われました.BNL 

では，近接する原子炉 (HFBR=High Flux Beam 

Reactor)から得られる大強度アイソトープ('"'-'100Ci 

の64CU)を用いて，高強度の単色陽電子ビーム('"'-'108 

cl)を得ています. これを用いて，従来から原理だけ

は提案されていたが手はつけられていなかった陽電子

消滅誘起オージェ電子分光 (PAES)など新しい陽電子

利用技術を，ここ し 2年で次々に精力的に開発して

います.特にニューヨーク市立大の Roellig教授を中心

に進めているポジトロニウムビーム発生 ・利用研究の

展開はめざましいものがあります.BNLでは，Lynn博

士を中心としたプロパーのスタップ以外に，Roellig教

授のように大学関係の人々も常駐しており ，またプラ

ンダイス大やベル研との古くからの共同研究，最近で

は，高温超伝導研究や半導体欠陥のデプスプロファイ

リングに関連して，フィリップス，IBMなどの民間企

業とのタイアップも進んでいて，常時20名近い研究者

が陽電子ビーム利用研究に取り組んでいます.当研究

所の研究体制の多彩さは， ビーム利用の多様性とあい

放 射 線 化 学



まって，ポジトロンファクトリーのモデルとなるもの

といえます.しかしながら，現在 HFBRをシャットダ

ウンして安全審査が行われており，運転再開が 6カ月

後になるかあるいはそれ以上先になるのか目途が立っ

ていません.この状況を見ますと，高強度単色陽電子

ビームの安定供給を目指すポジトロンファクトリーは，

原子炉から得られる大強度アイソトープ(半減期が13

時間しかない)に依拠するのではなしやはりリニアツ

クを中心とした施設にすべきであるという感を強くし

ました.

ロングアイランドからは電車で中継地のニューヨー

クへ向い，セントラルパークで，かの有名な『ニュー

ヨーク恋物語』のシーン(田村正和がうらぶれて公園

を歩く)の真似をしたりして週末を過ごしました(似

ても似つかない).さて，ニューヨークから次の目的地

オークリッジへ行くには，いったんラガーディア空港

からシャーロットへ飛ばなければいけないことになっ

とりまして，この飛行機が 2週間前に謎の墜落事故を

起こしたのと同じ便でした.機が無事にシャーロット

に着陸したとたん，機内からは拍手が沸き起こり，タ

ラップを降りる乗客が次々に機長に向かつて「素晴ら

しいランディングだった』と皮肉を言っているのには

笑っちゃいました.

ORNLでは， Hulett博士を中心に，最大ビームエネ

ルギー180MeV，最大平均ビーム出力60kWの電子リニ

アック (Varian社製)を用い，単色陽電子ビームの発

生 ・利用研究を行っています.一般には，タンタルな

どのコンパータで発生する白色陽電子を，同一真空中

に置かれたタングステンなどのモデレータに導き減速

するのですが，ここでは，空気中に置かれた中性子発

生用のターゲットからの制動放射ガンマ線をタングス

テン(コンパータでありモデレータでもある)で受け

て，単色陽電子ビームを発生させるという，他とは異

なるユニークな方法で，実測値としては世界最高強度

の108s-1を得ています(エネルギー150MeV，出力33kW

運転時).このターゲットシステムは，冷却の容易さや

堅牢性の点で優れており，安定なビーム供給を重要課

題とするポジトロンファクトリーにとっておおいに参

考になるものでした.また，低速陽電子ビームの加速

も， リニアックのパルスに同期させて，ビームが来た

ときだけパルス電場をかけるというユニークな方法を
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とっています.この方法は，ターゲット系をグランド

ポテンシャルに保てる点で実際的であり，検討に値し

ます.単色陽電子ビーム利用では， Donohue博士を中

心に陽電子消滅誘起質量分析という新しい測定法を開

拓し，成果をあげつつあります.これは，単色陽電子

ビームの化学，生体系への利用に新しい道をつけるも

のであり，注目に値します.

最後の訪問地 LLNLは，ビームエネルギー100MeV，

最大ビーム出力40kWの電子リニアックを使った低速陽

電子ビーム発生の先駆的研究機関(Howell博士が中心)

で，これまでの世界最高強度8.6X108s-1を発表してい

ますが，これは実は， リニアックの低出力運転時の値

を，フルパワー運転の場合に外挿したものであり，実

測値ではないことが判明しました.陽電子ビーム利用

では，高温超伝導体の研究が外部の研究者との共同で

盛んに進められていますが，ポジトロニウムのレーザー

による励起などの基礎物理の実験にも力を入れていま

す.現在計画中なのは，西独 GSIにおける高 Zターゲッ

トへの高 Zイオン衝突実験で見出された異常陽電子ピー

ク(1.8MeVあるいはもっと軽い質量の新素粒子に由

来するものかどうか騒がれている)を説明するための，

陽電子一電子散乱実験です.これには，冷陽電子ボト

ル(磁気ボトルの中に10川固/crrfの密度で低速陽電子を

閉じ込め，これを液体ヘリウムで冷却することにより，

エネルギーのゆらぎを 8meV程度に抑える)にヴァン

デグラフ加速器からの単色電子ビームを導くことが予

定されています.この計画には異常陽電子ピークの発

見者のひとりである Cowan博士も参加しており，ポジ

トロンファクトリー計画に強い関心を示しました.

以上 2週間たらずの調査ではありましたが，民間

とのタイアップ，高温超伝導研究者の参加，さらには

素粒子物理への応用と，低速陽電子ビーム利用が急速

に陽電子研究者以外のアウトサイドビープルへの広が

りを見せていることが実感され，またこれらの人々が

高強度ビームに強い期待を抱いていることをあらため

て知り，ポジトロンファクトリー計画実現への意欲を

新たにした次第です.LLNLからサンフランシスコへ

の帰路，やはり陽電子一電子散乱実験に参加している

Rohatgi博士の運転する車でベイブリッジの高速を走り

ました. 2週間後に大地震が起こ り，この道路が崩落

してしまうとは，この時は考えてもみませんでした.
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ソ連科学アカデミー ・シベリア支部，Institute of 

Chemical Kinetics and Combustion (化学動力学 ・燃

焼研究所)の Raitsimring教授の招待で， 1989年 5"-'6

月の 2カ月間同研究所に滞在しました.研究所はノポ

シピルスク市の郊外，緑豊かな研究学園都市アカデミ

ドグラードにあります.ノボシピルスクは北緯55度，

ユーラシア大陸のほぼまん中に位置する，人口160万の

シベリア最大の都市です.アカデミドグラードには，

日本の筑波と同様，ノポシピルスク大学や多くの研究

所があります.化学動力学 ・燃焼研には分光学や光化

学，放射線化学などに関するいくつかの研究室があり，

Raitsimring教授は ESRや紫外線レーザーを使って電

子やラジカルの空間分布などを測定しています.

ESR発祥の地ということもあり ，ソ連における ESR

研究のレベルは非常に高く，Raitsimring教授の属する

研究グループ (Tsvetkov教授が名目上の Head)のパ

ルス ESRに関する研究は世界の最先端をいっておりま

す.ソ連では ESR屋の多くが物理出身で理論に強く，

新しい原理による測定法などを数多く考案しています.

実験装置 ・器具も多くは自作しており，先端実験装置

の性能は先進諸外国のものと比較して遜色ありません.

ただし研究者のつくる装置の常として，小型化や使い

勝手の良さに対する注意はあまり払われていないよ う

です.また最高性能はすごいが故障も多いというのも

手作りの宿命です.

ESRに限らず，ソ連にはオリジナリティーのある優

れた研究が多くありますが，その成果の詳細はあまり

我々の目にふれません.その原因の第 1は，ソ連の外

貨事情が悪く，投稿料が必要な外国の雑誌に投稿する

のが困難なこと，その第2は，外国の雑誌に投稿する

場合には，まずロシア語論文を見せて投稿許可を得，

その後これを訳すという煩雑な手続きを踏まねばなら

ないことにあります.そういうわけで，計画経済圏・

自由経済圏間の学術情報交流はあまりスムーズではあ

りませんが，情報量が多すぎると人の後を追いかけて

一生を終わるということにもなりかねませんので，オ

リジナリティーを追求するにはこの程度で良いのかな
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との気もします.

ソ連は著名な物理学者を多数輩出した地ですから，

数学や理論的物理に関する教育レベルは高く，私など

30過ぎてから学んだ，密度演算子による量子力学的集

団系の解析手法を，すでに学部段階で教えているといっ

た状態です.学生への成績評価や dutyも厳しく ，1/3 

程度がドロップアウトしてしまうそうです.厳しく鍛 てJ

えられた若い研究者を日本に招待できれば，我々にとっ

ても大いに研究発展の助けになりそうです.

独断偏見的シベリア四方山話

1 .気候 5月初めに着いたときには街を流れるオピ

川が流氷で覆われるほど寒かったのに，次の日には気

温が25度に上がり 1日にして氷が解けてしまいまし

た.その後 1週間は暑い日が続き，次に O度近くまで

下がる寒い日が続くといった案配です.要するに純大

陸的な気候でして，北極の寒気回がやってくれば寒く

なり，引っ込めばとても暑くなるのです.北緯55度の

夏至の太陽は入射角32度となり，赤道直下の冬の太陽

と大差ありません.

2 .日常生活 ホテルで寝泊まりし，レストランで食

事していたので買物をする必要もなく，食事のメニュー

を選ぶ以外ほとんど不自由はありませんでした.だい

たい値段が高いものがメインディッシュですが，時に

は予想が外れてメインディッシュが 2つ来たりします.

調理法は若干ワイルドですが，日本料理しか駄目，人

工調味料が大好きという人を除けば，味で因ることは

ありません.美味しいのはパンとキャピヤで，新鮮な

キャピヤは名前だけで食べる瓶詰ものとは全く違った

味がします.

シベリアに限らず，ソ連では買物が大仕事ですので，

自炊するのはなかなか大変かと思います.計画経済の

宿命で，物価が需要と供給の関係で決まらないので，

過剰な通貨がかなり存在しています.このため貨幣は

あまり重要ではなく，物資の供給に余裕がないことと

相いまって，商品が出たらすぐに行列をつくって買い

込むという習慣ができています.ちょうど日本のオイ
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ルショック時のトイレットペーパー騒動が慢性的に続

いている状態で，石鹸などは屈に出るとすぐになくなっ

てしまいます.そういうわけで，欲しいものを売って

いる外貨ショップ以外の屈を見つけるのは大変困難で

すが，各家庭ではある程度の在庫を持っています.通

貨と物資の価値のアンバランスは，輸送など物資流通

の問題とも相いまって経済面で多くの無駄を生んでい

るようです.

物価は生活基本物質等(パン，バター，家賃など)

は非常に低く，近代的物資は高くなっています.大衆

車の値段は 3年分の収入，ラジカセは 2カ月分10万円

といった調子です.食料品以外の値段はほぼ日本より

高いようです.特に金製品の値段が高いのは， これが

貴重な外貨獲得物資であるためでしょう .公式な通貨

交換レートは 1ループル約240円ですが，金の圏内価格

から推察するに，実勢は30円といったところではない

かと思います(旅行者用交換レートは最近実勢近くに

なった).

ソ連のテレビ番組は NHK教育テレビのようにお堅

いため(日本の民放が柔らか過ぎるのですが)，人々は

おしゃべりを楽しみ，読書(知的階層が知的興味のゆ

えに刊行を推進した本，儲る本かどうかには関係ない)

や香り高い芸術を鑑賞するという知的生活を楽しむか，

飲んだくれるかということになります. したがってイ

ンテリの知的レベルは全般に高くかっ広く，我々テレ

ビ・ビデオ・スポーツ新聞族はヨーロッパで話題となっ

た小説も知らず，恥をかくこととなります.自国の不

条理を鋭く突くソ連人のジョークは我々にとっても面

白く，知的にも洗練されたものです. しかしながら知

的生活を楽しむ人は，ソ連といえどもそれほど多くあ

りません.よって残りは飲んだくれることになります

が，アルデヒド分解酵素の生産が活発という人種的宿

命のため，飲む量も多く，当然アル中 2日酔いという

ことになります. このため政府はアルコールの個人へ

の販売を基本的に禁止しましたが，砂糖とイーストを

原料とする酒の密造が当然流行りだし，砂糖の品不足

という事態が発生しています.酒は馬鈴薯からも造れ

ます.アカデミドグラードの住民は各自広大な家庭菜

園をもっており ，休日 には馬鈴薯や野菜の手入れ〈生

活のための仕事.趣味ではない)を します.

ソ連というと KGBを気にしながら生きる暗い世界を

思い浮かべがちですが，決してそんなことはなく，政

治批判は挨拶替わりですし，個人的言論については日

本より自由かっ達です.世界の事情についても，驚く

ほどよく知っています.ソ連人は個人的にはとても親
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切で，外国からの客を大切にする，人情家で面倒見の

よい人たちです.

3 .ペレストロイカ 私が滞在中に新制度での選挙後

初の国会が開かれ，ペレストロイカについて活発に論

議されていました.その目的は，言い古されてはいま

すが，経済的困難の打開にあるようです.ソ連は資源

的には豊かな国ですから，肉や外国の珍味を毎日食べ

たいなどと思わなければ，基本的食料は足りています.

しかしながら，人間ノ守ンのみにて生きるものにあらず

で，ジャムも欲しいし，西欧で開発されたラジカセや

匂いのよい石鹸も欲しくなります. ところが現在の生

産システムには，市場を通じての消費サイドからのフィー

ドパックがないため，商品開発や改良はどうしても遅

れがちです.自由経済圏では利潤をてこに強力な製品

開発を進めますから，否応なしに競争しなければなら

ない軍需品を除いて，自由経済圏との製品格差は年々

拡大してしまいます.ESR技術から推測するに，ソ連

の軍事関連エレクトロニクスの技術レベルは相当高い

ようですが，その技術は，守秘の必要性のため，民生

部門に活かされていないようです.軍備競争は，経費

の面だけでなく，そこで開発された技術が以後民生部

門に使えなくなると言う意味でも，ソ連経済を圧迫し

ています.それやこれやで， このままでは国民の経済

要求に応えるのが困難になっています.

このような事態を打開すべく，ゴルバチョフはペレ

ストロイカを提唱したわけですが， これが成功し，経

済的な繁栄が訪れると予想するのは困難です.その理

由の第 lは人材不足です.国家の支配層はこれまでマ

ルクス ・レーニンの頭を借りて経済運営を考え，大衆

は，素晴らしいロシアンジョークから判るように，党

の運営に対して傍観者的に文句をいえるだけでしたの

で，自分の頭で活きた経済を運営できる人材が決定的

に不足しています. これを補うため外国資本の助けを

借りようとすると，経済の植民地化が問題となります.

その第 2は社会主義の大義の問題です.良かれ悪しか

れソ連は労働者の国でして，頭脳労働者が高給を取る

ような不条理や貧富の差もさしてない，邪悪な拝金・

競争主義とは縁の薄い社会です.労働者は，仕事中お

しゃべりをしたり買物に行ったり，労働者の所有物で

ある生産材や製品の横流しをしたりできます.お客に

愛想良くしたり製品の質に気配りをしたりというよう

な資本主義的な卑屈な態度を強制されることもなく ，

気楽に働けます.首になることも滅多にありません.

“不便な生活，気楽な仕事"がソ連社会です.これに対

してペレストロイカでは，競争原理や独立採算制，倒
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産という非社会主義的制度を導入してこれらの既得権

を剥奪し，大衆をして“豊かな生活，気楽でない仕事"

に追いやることを目指します.生活基本物資の値上げ

も当然必要となります.これらの政策は一時的にせよ

反労働者的であり ，社会主義の大義に反しますので，

強力な反撃が予想されます.

4.ソ連旅行に特に必要なもの 全ての訪問地が記載

されたピザ，ロシヤ語辞書と会話テープ，カラーフィ

ルム，トイレツトペーパー，歯磨き(大きいチュープ)， 

化粧石鹸(洗剤兼用)，直径 4""'-'5 cmのボール(パスタ

プ，洗面台の栓用)，千円程度のディ ジタル時計・計算

器など(物々交換あるいは土産用)，ゆったりとした心.
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「非平衡不均一系の非線形現象」報告

非線形非平衡の問題は自然界に現われる現象の多様

性を理解するうえで重要な手がかりを与えるものと考

えられており ，近年は化学の分野でもカオスやフラク

…………・東工大理 北原和夫

3.非線形非平衡の化学現象……名大教養 吉川研一

4.錯体を触媒とする化学振動…奈良教大 松村竹子

タルといった話題が語られるようになってきた.しか 5.化学反応における自己秩序形成

も興味深いことには，化学の分野では放射線化学が対 …………...・H ・-…...・ H ・-……・・分子研 花崎一郎

象としているイオンが密接にかかわっている場合が非

常に多い.ところが，非線形，非平衡，不均ーという

言葉には最今馴染みが薄いという印象はあまりないも

のの，いざ研究テーマとして放射線化学がどれくらい

関与し得ているか考えてみるとついぞ思い当たるとこ

ろがなしこの意味で今のところ非線形非平衡の問題

は放射線化学にとっては縁遠い存在になっているといっ

てもよい.しかし一方でイオンが関与しているという

ところを放射線化学と非線形非平衡現象との接点とみ

るならば 2つの関係は意外と至近距離にあって近い

将来には放射線化学の分野でも非線形非平衡の問題が

新しいテーマとして展開される可能性があるようにも

思えてくる.このように，はなはだ漠然とした問題意

識からの発想であったが，標記のセミナーを1989年12

月5日，京都大学原子炉実験所において開催した.ま

ずは化学の分野における非線形非平衡の問題を幅広く

吸収 ・勉強してみようということに主眼をおいたので

講演は全て学会外の先生方にお願いし下記のようなプ

ログラムとなった.

プログラム

1 .リズムを生み出す化学反応…東大生研妹尾学

2.平衡から離れた系を扱う理論の問題点
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以上のうちし 2は理論 3，4， 5は実験の立場

からの講演であった.全ての講演は報告者の理解を超

えるものであったが，メモを頼りに感想、を交えながら

簡単に内容の報告をさせていただし

先づ 2はより一般的な立場からみた非平衡熱力学

あるいは非平衡系の統計物理の講演であった. 1873年

のBoltzmann方程式に始まった線形非平衡(平衡に近

い非平衡)から近年盛んな非線形非平衡(平衡から遠

く離れた非平衡)への歴史的経過をたどり，非平衡条

件下で巨視的系が示す時間的空間的構造(散逸構造)

へ平衡熱力学理論を知何に発展させてきたかが語られ

た.非線形非平衡系の特徴は系の状態が空間と時間の

関数であり ，また，系内に熱流，物質流，電流などの

流れがあることにある.さらに，化学反応がある場合

には反応物質から生成物質へという反応の流れが存在

する.したがって，数学的取り扱いも平衡系や線形非

平衡系にくらべて極端に困難さを増し現在なお理論上

の未解決問題を多々残しているが 1次元プラズマ中

のホール形成，電子 ・イオン再結合過程等への応用に

よって得られつつある成果についても合わせて紹介が

あり ，この分野が急速に発展している様子が伺えた.

1は化学反応系が相転移することにより現われる周

放射線化学
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期的(時間的)，あるいは空間的な秩序形成に関するレ

ビュー講演であった.新しい相の化学振動または化学

波とよばれる現象は，放置すれば自発的に定常状態と

なりそしてやがて平衡状態へ落ち込むという系では決

して見られなかった現象である.講演では，非線形非

平衡系でのみ出現するこの現象の本質を1977年度ノー

ベル賞を受けた Prigogineの散逸構造理論の解説とと

もに語られた.これまでに知られている振動系や振動

現象として， Belousov-Zhabotinsky反応(B-Z反応と

略記)とその類似系(ハロゲン酸塩系など)， Cuの振

動的酸化反応， Liesegangリング現象，斜長石に生じる

縞絞様， pHの振動変化などが紹介され，また，非線形

化学反応系を用いる絶対不斉合成，膜にみられる能動

輸送など化学反応それ自体がもっ機能を利用できる可

能性についても触れられた.新しい化学振動系がどん

どん設計されっくり出されているとともに理論的解明

も着実に進んでいることを感じた.

3はVTRによる演示実験を交えた楽しい講演であっ

た.新聞紙上でもとり上げられた塩水振動子をはじめ，

B-Z反応，人工膜を用いた振動，油水界面での振動現

象など数々の例を報告されてきただけあってお話しは

わくわくするような内容であった.講演では，非線形

かつ非平衡条件下の分子集合体が示す時間的・空間的

秩序の発現は生物がもっている自己複製，形態形成，

自己修復，サーカディアンリズム，心筋拍動，呼吸，

脳波，神経興奮，味覚，パターン認識など様々な生体

機能のモデルとして捉え得る点を強調された.各々の

生体機能は何を駆動力とし何を自触媒としているか，

また， リズムを生み出す系の構造はどんな因子によっ

て支配されているのだろうか，そして，生物は完全に

制御された化学反応システムとして理解されるのであ

ろうか.研究はまだ始まったばかりで限りない科学的

ロマンが待ち受けていると述べておられた.

4の講演は化学振動の中ではとりわけ多く実験がな

されている B-Z反応に関するものであった.B-Z反応

は化学振動系が示す特徴のほとんど全てをもったプロ

トタイプとして理論的解明も進んでいる.B-Z反応は，

硫酸酸性中でクエン酸またはマロン酸がセリウムイオ

ンを触媒として臭素酸イオンにより酸化されるときに，

Br-， Ce3+などの反応中間体濃度が時間的・空間的に変

動する反応である.セリウムイオンをフエロイン F(II)， 

Mn2+としても反応は起きるが，本講演は Ru(bpy) 32+な

どのルテニウム錯体を触媒とした新しい B-Z反応を設

第 49号 (1990)

計しその触媒作用を検討した内容であった.この系は

光感受性があり光照射下で蛍光を発するそうで，講演

中ずっと燈ー緑の呈色変化が机上で実演され，また，

VTRによる演示実験もあって不思議な魅力のとりこに

なってしまいそうであった.

最後は分子集団の自己秩序形成について新しい例を

見い出したいと常日頃からうずうずしておられた様子

が伺える講演で， eriochrome cyanineおよび erio・

chrome black Tの水溶液で蛍光振動を観測された最

近の結果を述べられた.光照射中何か光反応生成物が

できるらしいことや対流現象が起きている らしいこと

などから，この蛍光振動がほんとうに非線形非平衡系

の振動現象の一つであるのかどうかはなお検討を要す

るとのことであった.また，硫酸酸性にした Rhodamine

BとBru3-の系に現われる redoxpotentialの振動は光

照射を行なうことにより制御できること，その他塩化

アンモニウムの周期的折出現象や多くの自触媒反応の

例を紹介された.光化学を利用した化学振動現象は実

験的に考慮すべき要因が多いためか今のところ確かな

例はあまりなさそうな印象であった.

以上要約らしきことを書いたが，非線形非平衡系と

いう問題の大きさに圧されて興奮気味だった当日の折

角の内容が伝わっていないのではないかと危具してい

る.講演に出てきた全ての反応系はこれまで対象とし

てきた化学反応系とは随分性格の異なる不思議な現象

を示す点だけでも感じとっていただければと念じてい

る.その上興味をもってもらえる方があるとすれば喜

ばしい限りである.報告者にはこの分野の現状は，言

わば現象の不思議さに圧倒されている段階ではなし功ユ

と思われ，振動周期も分 ・時間スケールでしか知られ

ていないが放射線化学が得意とするもっと短い ms，μs，

ns領域にはないのかどうか，反応中間体の存在形態は

全て確かめられたことなのかどうかなど当日出された

素朴な疑問も禁じ得ず，精密化をはかるにはまだまだ

研究が量的に不足しているのではないかと考えている.

また，この系からどんな斬新な情報が得られるのか，

そのためにはどのような測定方法を開発した らよいの

かなどを見極めることが必要になってくるだろうと思

われる.将来，放射線化学の中にも自前のうまい新し

い系を見い出せる機会が十分残されていると推測され

るが，それが現実のものとなることを是非期待したい

ものである.

参加者の一人としては日頃断片的にしか触れること
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のできなかった問題にたっぷり浸れたことに感謝して

いる.講師の先生方，セミナーに参加された方々，お

よびセミナー開催にご協力いただいた方々にこの機会

を借りてお礼申し上げる.最後に報告の不足分を補う

意味で講師の先生方が書いておられる解説等のうち手

元でみつかる最新のものを挙げておいた.

妹尾学:化学 43，249 (1988). 

北原和夫 :数理物理 No.308，5 (1989). 

吉川研一:Dojin News No. 50， 3 (1989). 

松村竹子:化学と工業 38，269 (1985). 

花崎一郎他:分子構造総合討論会要旨集

2P39 (1989). 

(京大原子炉松山奉史)

第 9回応用放射線化学シンポジウム

「原子力発電と放射線化学」報告

1月24日・ 25日の両日，東大の石樽教授がオーガナ

イズされた本会主催(原子力学会共催)の表記シンポ

ジウムが東大の山上会館で行われた.近年，原子力発

電プラントや再処理 ・廃棄物処分に関係する放射線化

学的な問題がいくつかクローズアップされ，各方面で

研究が進められている.このシンポジウムでそれらが

まとめてとり上げられたわけであるが，各セッション

のテーマを列記すると 1.原子炉環境での腐食 2.事

故時の化学 3.炉内反応 4.放射線照射下での材

料の劣化 5.廃棄物処理・処分 である.それぞれ

数件の講演が行われたが，ほとんどが広い意味での原

子力の安全性に関係する研究課題についてのものであっ

た.以下に概要を紹介する.詳しくは要旨集(一部2，000

円，東大 ・石樽宛請求の事)を参照されたい.

セッション 1では炉の腐食環境側の研究として伊部

(目立)による冷却水の放射線分解に関する講演があっ

た.沸騰水炉 (BWR)での一次系配管の応力腐食割れ

を抑制する対策のーっとして，放射線分解により生ず

るO2や H202の濃度管理が有効であり，また炉の長寿

命化の観点、からも炉心材料に対する腐食環境の緩和が

重要であるという事情がある.ここでは外国で行われ

ている BWRへの水素注入試験に関する解析結果が主

に述べられた.関連する講演として高木ら(東芝)に

より，高温水中でのステンレス鋼の腐食電位測定につ

いての研究発表があり， γ線照射による電位変化と O2，

H202濃度と の関係が議論された.これらの講演に珍い

て，高温の水の放射線分解に関する基礎データを充実

させる必要があると指適された.
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一方，いわゆる放射線化学の分野の研究ではないが，

材料側に着目した腐食研究の紹介が 3件あった.即ち，

小松(MAPI)により燃料被覆管に使われているジルカ

ロイの腐食挙動や併発する水素吸収の問題が議論され，

木内(原研)及び仲田(目立)により ，照射誘起偏析

など中性子照射によるステンレス鋼の組織変化と腐食

との関係に関する研究現況が話された.これらも燃料

の高燃焼度化や炉材の長期健全性の観点から注目され

ている研究である.またこのセッションでは古田(原

研)によってジルカロイー水蒸気反応など事故時の被

覆管の反応に関する講演も行われた.

セッション 2では原子炉の重大事故に関係する研究

紹介があった.まず佐伯(原研)により TMI事故以降

盛んに議論されてきた放出ょう素の化学形態に関する

研究レビューが行われた.燃料中の存在形態について

は必ずしもはっきりしないが，格納容器への放出主成

分は CsIと考えられるとの事であった.次いで白石ら

(東大)は格納容器の水相中で CsIがどの程度放射線酸

化されるかという問題に関し実験結果を報告した.揮

発性の分子ょう素の生成を抑制するには高 pH，低濃度

の状態に保つ事が重要であると述べた.ま た渡部(東

芝)らは，格納容器水相からの放射線分解による水素

生成について実験結果を発表した.ょう素イオン等の

不純物が水素生成量に影響するが，各種条件下に於い

て，安全評価基準である初期 G値 (0.5分子/100eV)

にくらべ，短時間で飽和する傾向にある事が確認され

た.これらの研究は重大事故の実相をより正確に把握

する事を目的として行われているものである.

放 射 線 化 学
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セッ ション 3では池添(原研)によりガス冷却炉に

診ける放射線分解の問題が議論された.即ち，炭酸ガ

スの分解過程に関する温度効果， クラスターイオンの

反応，不純物効果の問題についてである.高温ガス炉

用の Heの場合にも不純物効果が問題になりうると指適

された.一方，荒殿ら (原研)は原子炉の放射線利用

に関して，特に核融合炉からの中性子エネルギーを化

学反応に利用する可能性について検討した結果を述べ

た.C02からCOを生成するプロセスの効率が高いよ う

である.また間接的に高温熱化学サイクルを用いて水

を分解させる方法などについても議論された.

セッション 4では原子力発電所に於ける電線ケープ

ルの経年劣化を推定評価する方法について瀬口(原研)

による講演があった.低温量率下での劣化は酸素の拡

散によって律速される事から酸素加圧下での照射によっ

て加速試験が可能となる事が示された.また放射線劣

化と熱劣化の複合効果についても議論された.中西(松

村石油)はぺンタフェニルエーテルなどを基油とした

耐放射線性のグリースの開発について講演した.従来

品にくらべ格段に優れたものが得られている.また，

井垣(東レ)らは，再処理溶媒(ドデカ ンとTBPの混

合液)の放射線分解に関し，生成物の同定，溶媒性能

への影響，分解生成物の除去法などについて詳細な研

究結果を述べた.

最後のセッショ ンでは廃棄物問題に関係する 2件の

講演があった.中島(原研)は高レベル廃液のガラス

固化体に対する照射効果などについて研究紹介した他，

シリカゲル等に吸着されたトリチウム水の放射線分解

について実験結果を述べた.一方，村岡ら(原研)は

ガラス固化体を封入する金属キャニスターの耐食性や

応力腐食割れの問題に関し，水環境下での γ線照射の

影響を中心に講演した.

シンポジウムは以上のような内容であった. 2日間

で延べ約90名の参加者があった事を記しておく .

(東大工 白石浩二)

International Conference of Kinetics of 
N onhomogeneous Processesに参加して

上記国際会議が1989年10月7日から13日までカナダ

のバンプで開催されました.この会議の主催者はアル

パータ大学のフリーマン教授で，彼はこの会議の企画，

資金面，運営を一人でこなしました.そういう意味で

は，この会議は文字通り「フリーマンの会議」で，彼

の個性が強く反映された会議でした.

会 議の主題の Kinetics of N onhomogeneous 

Processesに関して少し注釈したいと思います.フリー

マン教授によれば，nonhomogeneous system (非均質

系) というのは，少くとも 1成分が一様(あるいはラ

ンダム)に分布していない系のことです.また no-

homogeneous process (非均質過程)というのは 2つ

あって 1つは非均質系で起る過程であり ，まう 1つ

は，一様(あるいはランダム)な系から非均質系を作

り出す過程です.放射線トラックやミセルで起る化学

反応等は前者の例であり，ジャポチンスキー反応や対

第 49号 (1990)

化 学技 術研 究所 立矢 正典

流による散逸構造の形成等は後者の例です.会議では

2つの過程がともに議論されました.

会議の参加者は100名余でした.日本からの参加者は

玉井尚登(北大工)，唐沢英年(目立)，大中康誉 (東

大地震研)，大西輝明 (CRC)，仙名保(慶大理工)，町

田方隆(ソニー)，櫛田孝司(阪大理)の各氏に私の8

名でした.放射線化学分野の参加者としては， Magee， 

Schuler， Jonah， ].H. Miller (以上米国)，Walker， 

Percival (以上カナダ)，Hummel(オランダ)， Buhler 

(スイス)，Fuochi (イタリア)等がいました.また放

射線化学に関連の深い分野の参加者として，Noyes(米

国)，Leknedニュージーランド)，Siebrand (カナダ)

等がいました.参加者は理論家と実験家がほぼ半々で

した.

会議は，毎年夏米国北東部で開催されるゴード ン会

議に似た形式で行われました.すなわち，毎日午前中
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2っと夜 1つの招待講演が行われ，午後は自由時間で

した.講演の内容が多岐にわたったにもかかわらず毎

日活発な議論が行われました.

毎日，夜の部の後半に自由討論の時間が設けられて

いました.これは 1日目は「真空とは何ぞや」とか

左旋性・右旋性の問題等で議論が盛り上がり，終った

後フリーマン教授は rIt'sa funJと喜んでいましたが，

2日目以降は議論の焦点が定まらず，あまり盛り上が

りませんでした.

以下に会議の内容を簡単に紹介します. 1日目の冒

頭に Prigogine(ベルギー)が Lawsand Events : The 

Case of Quantum Mechanics"という題で講演する予

定でアプストラクトも提出されていました.しかし急

に体をこわしたとかで代りに共同研究者の Petrovsky

(米国)が非可逆性について話しました.二番手として

Winfree (米国)が自己組織化について講演しました.

彼は“WhenTimeBreaks Down" (Prinston U.P.) 

等の著書もあるこの分野の権威で話も聞きごたえのあ

る内容でした. 1日目の夜と 2日目は放射線関係にあ

てられました.先ず Mageeが放射線効果研究の歴史を

概観した後， Mansur (米国)， Paretzke (西ドイツ)， 

Hummel， Goodhead (英国)がそれぞれ照射損傷，放
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射線物理，放射線化学及び放射線生物学における非均

質過程について講演しました. 3日目は地球・宇宙関

係にあてられ， Yuen (米国)が地球のマントル対流に

ついて講演し， Pudritz (米国)や Silk(米国)が銀河

系や宇宙の構造の形成について講演しました.Silkは

ビッグ・パンや宇宙の構造に関して著名な物理学者だ

そうです.彼の話は素人受付する内容でした. 4日目

はミセル・膜関係にあてられ，私がミセルにおける化

学反応の動力学について講演し，MobiusとSackmann

(ともに西ドイツ)がそれぞれ LB膜及び生体膜におけ

る非均質過程について講演しました.最後の 5日目は

de Gennes (フランス)と Noolandi(カナダ)が高分

子の reptationmodelとその応用について講演しまし 可

た.招待講演以外に70件余のポスター発表がありまし

た.会議のプロシーディングズは Can.J. Phys.の今

年 6月号に掲載される予定です.

この会議で私が特に興味を持ったのは Abromeit(西

ドイツ)の発表です.私は，放射線化学反応によって，

振動する化学反応や空間的パターン形成が実現できな

いかとかねがね夢想しτいます.彼の発表は，金属を

照射した時の微視的自己組織化に関する研究で，私の

夢想、に関連する研究として大変興味深く拝見しました.

放射線化学
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会議の行われたバンプはカナディアン ・ロ ッキーの

ど真中の観光地です.バンフに着いて先ず驚いたのは

日本人観光客(特に新婚)が多いことです. またパン

フの繁華街は大橋巨泉の庖を始めとして日本人経営の

庖が軒を連ねています.会議は，パンフの町はずれの

パンフ ・センターで行われました.参加者は全員そこ

に宿泊しそこで食事をしました.センターに着いた時

至る所に「構内に熊が出るから注意しろ」という掲示

が貼ってありましたが，私達の滞在中に熊は捕えられ

たよ・うです.また野性の鹿がのんびりと構内を歩いて

いるのをしばしば見かけました.私達の滞在中に雪が

降り山があっという聞に白くなりました.

以下に参考のために招待講演者の講演題目を記しま

す.

1) Laws and Events: The Case of Quantum 

Mechanics (Petrovsky) 

2) Three-Dimensional Self-Organization in Excita-

ble Media (Winfree) 

3) N onhomogeneous Processes in Radiation 

Effects : The Early Years (Magee) 

4) Defect Reactions and Clustering in lrradiated 

Solids (Mansur) 

5) Radiation Physics: Stochastic Deposition of 

Energy (Paretzke) 

6) N onhomogeneous Kinetics of Chemical Reac-

tions in High Energy Charged Particle Tracks 

(H山 nmel)

7) Radiation Effects in Living Cells (Goodnead) 

8) N onlinear Phenomena in Mantle Convection 

(Yuen) 

9) Formation of Structure in Star-Forming Clouds 

(Pudritz) 

10) Origin and Evolution of the Large-Scale Struc-

ture of the Universe (Silk) 

11) Reaction Kinetics in Micellar Solutions 

(Tachiya) 

12) Organized Monolayers and Monolayer Assem-

blies as Potentlal Components of Molecular 

Devices (Mobius) 

13) Molecular and Global Dynamics of Biological 

Membranes and Lipid Bilayers (Sackmann) 

14) Simple Views on Adhesion and Fracture (de 

Gennes) 

15) Polymer Molecular Dynamics (N oolandi) 

第32回放射線化学討論会報告

1989年10月19日， 20日の 2日間にわたり広島市にあ

る広島県情報プラザで第32回放射線化学討論会が開催

された.以下に私の印象を述べる.

よく言われることであるが，放射線化学の範囲はた

いへん広い.例えば物質に注目してみよう.今回の発

表では簡単なものではヘリウムから複雑なものではハ

ムスター細胞まで多様な物質が取り上げられている.

しかもそれらの物質の状態も気相から固相，それも4.2

Kの極低温固相まで様々である.これらのいろいろな

系に対して各人各様の手段でもって放射線の作用を研

究しているのである.また一口に放射線といっても γ線，

電子線あり，新しいところではイオン，ポジ卜ロン，

シンクロトロン放射光ありで非常にバラエティーに富

んでいる.しかも各研究者が興味を持っている現象も

いろいろである.このように放射線化学の間口は広く，

第 49号(1990)

また奥行きも深い.この特徴がプラスにも，またマイ

ナスにも働いているのであろう.正直に言うと私には

よくわからない部分が多く，理解すると言うよりも自

分の研究に何か役に立つ情報，概念はないか，あるい

は，うまく使える実験手段はないかと言うことに重点、

をおいて聞いていた.そこで明かに偏った報告になっ

てしまうことをお断りして，いくつかの講演について

簡単な印象を述べる.

東工大の亀田らはシンクロトロン放射光を用いて行っ

た有機分子の超励起状態に関する研究を報告した.超

励起状態は放射線化学において生まれた概念であるが，

最近では物理においても次第に定着しつつある.この

概念がより一般化することを望んでいる.理研の木村

らは高密度気相 ・液相ヘ リウムに窒素イオンを打み込

み，発光強度の深さ分解プロフィルをバンドルブアイ

41 
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パーをもちいて測定した結果について報告した.木村

らは以前より新しい方法を駆使してイオンビームによ

る高密度励起効果の研究を進めており今回の発表もた

いへんおもしろかった.この種の研究は固体内原子衝

突の分野とも深く関係しており，これからの重要課題

であろう .福井工大の中谷，嶋森はパルスラジオリシ

ス ・マイクロ波空洞法を用いた電子付着速度定数の測

定について報告した.測定用マイクロ波とは別に電子

加熱用のマイクロ波をもちい，電子エネルギーをleV付

近という非常な低エネルギー領域で変化させて測定を

行うというユニークな方法を用いている.このような

低エネルギー領域におけるビーム実験は今のところた

いへん困難であり，このような実験は重要なものであ

る.山梨大の森らもまたユニークな質量分析計を用い

たカルボニウムイオンクラスターの安定性，構造の研

究について報告した.最近，クラスターは気相と凝縮

相の接点として注目を集めているが，放射線化学の分

野において，し3くつかのグループにより早くからクラ

スターの研究が行われてきたことは重要である.千葉

大の佐藤らの.トンネル効果を考慮したアレニウス式の

話にはかなり驚かされた.室温においても，また重い

原子の移動においてもトンネル効果による反応が重要

であるとのことであったが，と にかく新鮮な驚きであっ

た.原研の古川らによる重イオンビームによる気体の

電離測定の話も私には興味深かった.細いビームを用

いトラックの構造を明らかにすることを目指している

実験である.今回，実験装置およびアルゴンの W 値測

定結果が報告された.非常に難しい実験であると思わ

れるが，これからの進展が楽しみである.都立労働研

の峰岸らは簡単な N-アセチルアミノ酸に γ線を照射

したときの最終生成物の収率とシンクロトロン放射光

を照射したときの収率を比較した.その結果から超励

起状態の中性断片化から生じたと考えられる生成物が

存在することを示した.このことは，私にとって，た

いへん興味深いものであった.それは，対象分子が複

雑なものだからであり，また凝縮相中の超励起状態の

存在を示唆しているからである.原研の青木らはナノ

秒パルスイオンビームを用いたパルスラジオリシスに

よる研究を報告した.また東大の田川らは電子線，イ

オン，シンクロトロン放射光を用いたパルスラジオリ

シス実験について報告した.よ り新しい放射線を用い

ることによりパルスラジオリシスの新展開を期待する

ことができる.今後の研究が楽しみである.また，実
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験方法としておもしろいと思ったものに北大工の大野

らによる ESRイメージングがある.この方法によりラ

ジカルの空間分布がわかる.イメージングテクニック

は次第に身近なものになりつつあるが，これをうまく

使うことによりこれまで測定不能だったものが測れた

り，これまでよ りもより短時間に測定できるようにな

る.我々もこの技術に注目する必要があろう.すでに

述べたことであるが，理研の木村らはバンドルファイ

パーを用いてトラックに沿った発光のイメージング測

定を行っている.

以上が私の独断と偏見に基ずいた討論会の印象であ

る.も ちろん，他にもおもしろい研究がたくさんあり，

有益な 2日間を過ごさせていただいた.ここ数年，私

が学生の頃と比べて討論会出席者の顔ぶれが余り変わ

らないことを感じていたが，今回の討論会では生物系

の方々が出席しておられたのが強く印象に残っている.

また，放射線の種類がだんだんに豊富になってお り，

これからもこの傾向は続くことであろう.次に放射線

の仲間入りするのは何であろうか.

(東工大・理河内宣之)

2日目の午前は主と して液相に於けるパルスラジオ

リシスの研究発表が行われた.溶媒を選択して溶質の

カチオンあるいはアニオンの挙動を調べるという従来

からの手法に加えて，イオンや放射光のパルスラジオ

リシスの実験も報告された.励起密度が高くなれば，

より速い時間分解能が要求されるので，今後の発展を

期待したい.

放射線化学討論会は，基礎から応用，理論から実験，

気相から固相までとかなり幅広い分野を 2日間で勉強

できる絶好の機会ではあるが，全ての発表を理解する

ことは極めて難しい.従って発表者が聴衆にわからせ

る努力をすることが今後ますます必要であると思われ

る.また，過去の討論会においては，発表の技術的な

面についての問題点がしばしば指摘されている.その

一方で，発表の内容が興味深く，理解しやすい講演に

は最後の一言まで強く引き付けられる.そのよ うな観

点から，トンネル効果を考慮、したアレニウス式(AI05)

の発表は若い人達にとって良いお手本と言える.

初めて訪れた広島の一番の印象は，やはり原爆ドー

ムや平和記念公園の数々のモニュメントと，そこを訪

れる修学旅行の生徒の数の多さであった.

(北大工 住吉孝)

放 射 線 化 学
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第 3回放射線プロセスシンポジウム報告

1989年11月28日・29日の 2日間にわたって，放射線 (原研 ・高崎 田中隆一)の講演があった.

プロセスシンポジウムが東京神田の学士会館で聞かれ イオンビーム ・SORのセッションでは放射線高度利

た.放射線プロセスシンポジウムは今回で第 3回目の 用研究計画の進捗状況(原研 ・高 崎萩原 幸)につ

開催であり，参加者も約270名に達し，毎回着実に増加 いての報告がなされた.これは原研 ・高崎研での放射

し，すっかり定着してきたように思われる.本シンポ 線の高度利用のためのさまざまな施設の整備状況をま

ジウムは放射線プロセスシンポジウム実行委員会の主 とめたものであり ，将来の共同利用なども考えられ，

催のもと， 12の学協会の共催・協賛をえて開催された. 多くの研究者の関心を集めていた.また，イオンビー

放射線化学会は共催団体として本シンポジウムに参加 ムによる表面加工についての講演ではイオンビームミ

している.放射線プロセスシンポジウムの特徴は放射 キシング技術が手際よくまとめて報告されていた(豊

線利用の現状をほとんどすべての分野について知るこ 田中研野田正治).SORを利用したリソグラフィは最

とができることにある.このため，本シンポジウムは 近最も注目を集めている技術である.NTTに建設され

企業の研究者の参加が多いことも特徴の一つである. たSORの話題を主にして，急速に発展しているこの分

今回の放射線プロセスシンポジウムは特別講演 3件， 野の様子が報告された (NTT 北山豊樹)，

一般講演31件の規模であった. 第一日午後は特別講演で放射線化学の最近の基盤研

第一日 究(東工大震野嘉彦)について原子 ・分子のイオン

第一日は実行委員長の開会の辞(東ア研 池田正道) 化を中心に紹介されていた.

のあと，線源 ・線量測定のセッションから始まった. 環境のセッションでは電子線による排煙処理の実証

まず内外の工業用電子線加速器の開発の現状が報告さ プラントについて(荏原 河邑啓太)の報告があ った.

れた(住友重機小寺正俊).また工業用 X線照射装置 この方法は大気汚染の問題に関連して世界の注目を集

開発のための変換技術の現状を実例をあげての報告が めており，今後の発展が期待される.水処理関係では

あった(日新ノ¥イボルテージ 谷口周一).この他，大 下水の殺菌について(原研 ・高崎富田定次郎)と上

線量計測におけるトレーサビリティと標準化について 水の処理について(大放研虎谷博一)の 2件が報告

第 3回放射線プロセスシンポジウムの講演風景

第 49号(1990) 43 
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された.

キュアリングは本シンポジウムの各セッションのな

かで最も講演数が多く 7件の報告があった.最初に

放射線キュアリングの動向(原研・高崎佐々木隆)

がまとめて報告された.続いて電子線硬化型インキに

ついて(大蔵省 河村英司)，印刷抵抗体への応用(東

洋インキ 八柳好美)，プラスチックの表面コーティン

グ(大日本印刷 滝口良平)，鋼板への応用(日新製鋼

輿石謙二)，ポリプロピレンフィルムの印刷性・接着性

の改善について(東ア研今井正彦)の報告がそれぞ

れなされた.最後に放射線キュアリングの装置の研究

動向と現状についての報告があり，第一日を終了した.

第二日

第二日は滅菌のセッションから講演が開始された.

まず医療用具の電子線殺菌の現状と問題点(原研・高

崎石垣功)について，その歴史やガンマ線法との比

較など総括的な報告がなきれた.さらに，放射線滅菌

法の問題点 (RI協会・甲賀 真室哲雄)，医療用高分子

材料の耐放射線性(松村石油 中西博)についての報

告がなされた.また，医薬品そのものに対する放射線

滅菌の問題点(大阪薬大 木村捷二郎)についてもま

とめて報告された.滅菌への加速器の利用は大きな発

展が期待される分野であり，関心も高いものであった.

食品照射のセッションではその世界的な動向(食総

研林徹)についての報告がなされた.1この中で各国の

実用化の動きについて紹介されており，また安全性へ

の取組についても細かく報告されていた.食品照射研

究開発基本計画(7品目)の健全性試験結果(国立衛

試 降矢強)についての報告のなかで温州みかんの場

合，品質を守るためには電子線のほうが良いことが明

らかにされ，興味深いものであった.この他，ソパ粉

の殺菌(原研・高崎伊藤均)や照射コショウの検知法
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(大放研古田雅一)の報告がなされた.

放射線利用のついて考える時，世界的な視野を持つ

ことは重要である.このよ うな観点から，放射線利用

をめぐる国際情勢(東海大 田畑米穂)と放射線利用

におげる国際協力の展望(原研・高崎町末町)が報

告された.いずれの講演も国際協力の重要性を指摘し，

日本の立場を明確にする内容であった.

本シンポジウム最後のセッションは材料開発であっ

た.この分野では 7件の講演がなされた.ポリプロピ

レン材料の耐放射線化(京大 西本清一)は基礎的な

研究成果の報告が主な内容であった.さらに耐放射線

性ケー7+ル(古河電工藤村俊一)について，放射線

架橋を利用した新材料(住友電工 上野桂二)は実用

化された研究の報告であった.また同様に放射線架橋

を利用したプラスチックス発熱体(日立電線 柏崎茂)

の報告がなされた.その他，連続気泡型ポリエチレン

フォーム(原研・大阪梶加名子)と木綿(東ア研飴

谷和夫)についての放射線による難燃化の報告がなさ

れた.また，グラフト重合による脱臭材の開発(原研・

高崎須郷高信)の報告があり，全部の講演を終了し

た.

最後に閉会の辞(原研・高崎町末男)があり，全

日程を終了した.

本シンポジウムではキュアリングと材料開発のセッ

ションでの報告数が多く，これらの分野での放射線利

用が日本では中心であると考えられる.また，照射食

品の安全性の問題への関心が高いように見受けられた.

本シンポジウムは討論も活発に行われ，その意味で

は大成功であったが時間の制約により途中で打ち切ら

れた質疑もあったのは残念であった.次回のシンポジ

ウムでは討論時間の改善を是非お願いしたい.

(東ア研下川利成)

放射線化 学
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rpolymers for Microelectronics '89J (PME'89)の報告

最近のマイクロエレクトロニクス関係の技術の進歩

は非常に急激であるし，今後の進展はますます急激で

あろうと予測される。このマイクロエレクトロニクス

技術において，高分子材料はレジスト，絶縁材料，被

覆材料，封止材料として非常に重要な役割を演じてい

る。また将来の問題としては分子素子等の非常に高密

度でかつ高速の高分子(有機)記録材料の可能性も検

討されている。このような背景をうけて，レジストを

中心としたマイクロエレクトロニクス関係の高分子材

料に関する本格的な国際会議 PME(Polymers for 

Microelectronics)の第 1回が昨年 (1988年)の10月29

日から11月2日まで本学会の主催で東京大学の山上会

館で開催された。共催および協賛団体としては高分子

学会，日本化学会，応用物理学会等の学協会にもなっ

て頂いた。実際の運営は組織委員会(組織委員長:田

畑米穂，副委員長:三田達，野々垣三郎，事務局幹事:

田川精一，堀江一之，玉村敏昭)の下に実行委員会を

設けて行った。この分野で現在東京近辺で活躍されて

いる大学や企業の中堅の研究者の方々に実行委員会の

常任委員になって頂き，実質的な運営を行って頂いた。

会議ではレジストの材料とプロセスに関する論文を

中心に，ポリイミドと関連高分子材料，光応答性と光

記録用高分子材料に関する発表が行われた。また，発

表件数は少なかったがマイクロプロセス用高分子を含

む高分子の光および放射線化学と物理に関する基礎的

な報告も行われた。

海外(ほとんど欧米)38件，圏内47件の計85件の招

待及び一般発表， 19件のコマーシャル・セッションの

発表，特別セッションの 3件のコメントと全体で107件

の口頭発表があった。この分野として国内で初めて開

催された本格的な国際会議であることとこの分野に対

する日本の研究者(特に企業の研究者)の貢献度の高

いこととを反映して，発表論文の内容と参加者の質の

点ではマイクロエレクトロニクス関連の高分子材料の

国際会議として今まででも最高の水準の会議となった。

参加者は会場の広さの制約もあったので，宣伝をあ

まり大々的には行わず，参加者を300名で打ち切った。

第 49号(1990)

東大・原総セ田川精一

外国から参加者は70名程であった。

本報告ではこれら107件全部についてすべて説明する

紙面はないので，中心となったレジスト関係の分野の

最も話題になったトピックスと放射線化学に関連した

発表に重点、を置いて簡単に紹介する。

最初に行われた 3つの基調講演について簡単に紹介

する。トップの IBMのWillsonは最近のレジスト研究

のまとめ的な話をしたがIBMの仕事以外にも AT&T

ベル研究所の仕事などかなり広範に紹介されていた。

EB (電子線)リソグラフィーに用いられる10eVから

50keVの電子線だけでなくかなり低エネルギーの電子

線の反応についても紹介があった。 2番目の東京大学

の三田はトランスーシス異性化反応やケミカル ・ホー

ル ・パーニングなどの固体高分子中での光化学反応に

ついて実例も含めて系統的に紹介された。

最後のポリテク大学の Reiserはポジ型ノボラック ・

レジストの機構についての詳細な説明を行っていた。

レジストの分野で最も大きな話題を集めたのは16M

DRAMのリソグラフィー技術の主技術となると思われ

るi線リソグラフィー用のレジストのコマーシャル・セッ

ションと64MDRAM以降のリソグラフィー技術に用

いられるレジストとして最近非常に大きな話題を集め

ている化学増幅型レジストに関する特別セッションに

おける集中討議の 2つであった。

i線リソグラフィー用のレジストのコマーシャル・セッ

ションを立案した時点以後も i線リソグラフィー技術の

伸びは着実に進み，第 2世代の i線ステッパの登場も確

実になり，将来の16MDRAMの量産だけでなく 1M

DRAMや4MDRAMにおける g線から i線へのシフ

トが進む可能性もでてきた時点での会議となったこと

もあり，参加者の関心も非常に強かった。チッソ石油

化学，富士ハントエレクトロニクステクノロジー，日

立化成工業，日本合成ゴム，米マクダミドと東レ(共

同)，三菱化成，長瀬産業，シプレイ ・マイクロエレク

トロニクス，住友化学，東京応化工業の i線レジストの

主要10メーカーが自社の i線レジストの加工精度などの

主要性能について報告を行った。コマーシャル ・セッ
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ションであるが各社の説明の後で質疑応答を行った。

i線の主要メーカーが一堂に会していたことと聴衆にユー

ザーのプロセスの方々とレジストの研究者である材料

の方々の両者がおられたので，他のメーカーおよびプ

ロセスと材料の両方の研究者に納得のゆく発表と質疑

が行われ，聴衆側にとっても各社の i線レジストの相互

比較ができた。このセッションは会社からの参加者の

方々に大変好評であった。また，各メーカーの発表に

先だって，沖電気工業の大野から i線リソグラフィーの

現状の概観と位相シフト法などの解像度を改善する方

法についての丁寧な解説が行われたので，専門外の方々

にとっても理解しやすかったし，専門家にとっても問

題点が整理しやすかった。質疑も大変活発に行われた。

特に質問の多かった位相シフト法についてはこの方法

の生産ラインへの採用の可能'性の有無と複雑なパター

ンに対するマスクの製造方法について質疑が集中した。

化学増幅型レジストの特別セッションは通常の国際

会議では会場ががらがらになる最終日の最後のセッシヨ

ンに行われたのにもかかわらず会場は満席となり，こ

のタイプのレジストに対するマイクロエレクトロニク

ス関係者の関心の高さをよく示していた。化学増幅型

の反応は古くは連鎖反応として，最近ではオニウム塩

によるエポキシやピニルエーテルの光カチオン重合と

して知られていた。しかし，レジストの分野で急に注

目されるようになったのは IBMの伊藤らによって微細

加工用レジストへの応用が示され，化学増幅型レジス

トという命名が行われて以後のことである。さらにプ

ロセス側の方々の注目を集めるようになったのは，シ

プレーから試験用試料として供与されたことと電子線

リソグラフィー用の化学増幅型レジストとして市販さ

れ，多くの研究者が化学増幅型レジストの研究に着手

できるようになったことが大きいと思われる。特に最

近， KrFエキシマレーザー用の高感度の化学増幅型の

レジストの開発に成功してからは益々関心が高まって

いる。その後， IBMでは lMDRAMの製作にも化学

増幅型レジストを使用していることが分かったので，

いよいよ化学増幅型レジストに対する関心が高まって

いくものと思われる。特別セッションの前に，現在，

化学増幅型レジストの研究を行っている IBM，AT & 

Tベル研究所，日立， BASFとシーメンス(共同)，シツ

プレー，ヘキストのすべてのメーカーから各社それぞ

れ1つずつの計6つの論文を発表してもらった。 IBM

の伊藤は彼自身の行ってきた化学増幅型レジストに関

46 

する膨大な研究のまとめではなく，レジストデザイン

への化学増幅の考えの導入の例として酸触媒によるエ

ステルの脱保護基反応について詳細な報告を行った。

AT&Tベル研究所の Reichmanisは化学増幅型 deep

-uvレジストのリソグラフィー性能の保護基を持つス

チレン型高分子と酸発生剤の分子構造依存性について

報告した。目立の上野は化学増幅型レジス トの新しい

型の酸発生剤を発表した。酸発生剤，溶解抑止剤，ノ

ボラックの三元系で，従来の三元系化学増幅型レジス

トとは多少挙動が異なる。反応の機構等については現

在検討中とのことであった。BASFのSchwalmはSUC-

CESSと命名した二元系の化学増幅型deep-UVレジフ

トの合成方法と主要特性について報告した。 三元系と

比較してポリマーの選択の自由さの増大などのメリ ッ

トがある。シップレーの Lamolaは現在シップレーか

ら市販されている化学増幅型電子線レジストや最近開

発した化学増幅型エキシマ・リソ グラフィー用のレジ

ストの特性ではなく，化学増幅型レジスト中での電子

移動反応などの基礎的な研究成果について報告を行っ

た。また，従来化学増幅型レジストは短波長レジスト

もしくは高解像度用レジストを目的として開発されて

きたが，シップレーは長波長増感剤を加えることによ

りi線や g線にも感光する化学増幅型型レジストの開発

を進めており，その検討結果についても報告があった。

へキストの Dammelはへキストの開発した化学増幅型

X線レジスト(ポジ型の RAY-PF，ネガ型の RAY-PN)

の特性についてベルリンの放射光リング BESSYを用

いて得られた結果について報告した。

これらの化学増幅型レジスト開発の最先端の研究報

告を受けた後で特別セッションでは化学増幅型レジス

トを利用しているプロセスの第一線の研究者である日

立の岡崎，東芝の中瀬， NTTの覚知から化学増幅型レ

ジストをエキシマ・レーザー，電子線， X線リソグラ

フィーに使用したときの問題点についてのまとめがそ

れぞれ報告された。これらの問題点のまと めと会場か

らあらかじめもらっていた質問を司会者の筆者と AT&

Tベル研究所の Taylorで整理して IBMの伊藤， AT 

&Tベル研究所の Reichmanis，目立の上野， BASFの

Schwalm，シップレーの Lamola，へキストの Dammel

の6人のパネラーに議論してもらった。 パネラー以外

にも会場からの議論への参加を司会者の判断で適宜認

めたので IBMのWillsonや目立の岩柳など会場からも

活発な議論と質問が出された。特に，化学増幅型レジ

放射線化学
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ストの露光後から現像までの聞における感度のバラツ

キ，レジストの保存中の感度の経時変化，レジストパ

ターンの基板依存性，酸の拡散距離と解像度の限界，

高コントラストなどの原因や問題点についてプロセス

側とレジストの開発者側と問で非常に活発なやりとり

があった。化学増幅型レジストではナフトキノンジア

ジド型のフォトレジストに比較してプロセス上の問題

点が多く残っている点に関しては，この型のレジスト

が生まれたばかりの技術でありプロセス上の問題は今

後急速に改善されるだろうという見とおしが材料開発

の専門家側から出されていた。これら議論を通じて同

一の現象に対する両者の見方に大きな隔たりがあった

ことがかなり明確になったこととお互いに議論を率直

に交わすことができたので聞いている側でも問題点が

明確になり，聴衆の側の評判は大変よかった。特に実

際に化学増幅型のレジストを利用しているプロセス側

の研究者は通常の会議ではほとんど得られないプロセ

ス側の問題点に対するレジスト開発者のまとまった生

の意見をレジスト開発者(会場からの参加者も入れた)

間の議論も含めて聞けたことで大変満足された方が多

かったことょうである。

化学増幅型レジスト以外でも高感度の短波長レジス

トが今後開発されると思われるし，化学増幅型レジス

トが現状では多くの問題を抱えていることも事実であ

るものの，化学増幅型レジストの持つ非常に大きな潜

在能力に対しては多くの方々が強い関心を持たれたよ

うである。

レジストの分野では i線レジストと化学増幅型レジス

ト以外にもイメージ ・リバーサル ・レジスト DESIRE

の開発者である UCBのRolandによる DESIREの改良

にもなる0.5ミクロン・リソグラフィー用の表面イメー

ジング法についての報告などのレジスト分野における

最近の進展に関する報告が多かった。

最後に放射線化学の発表について簡単に報告する。

上述の Willsonの基調講演で簡単にふれられたのを除

くと放射線化学に関連した発表は基礎とレジストの 2

つのセッションに集中し，ポリイミドと記録材料のセッ

ションにはほとんどなかった。

O'Donnell (Queensland大)はポジ型電子線レジス

トで使用されている崩壊型の高分子について報告した。

また，化学増幅レジストの反応の一つである解重合反

応の研究についても報告した。有名なポジ型電子線レ

ジスト PBSの初期の基礎的な仕事はこのグループが行っ

第 49号(1990)

たものである。田川(東大)は固体の高分子の中でも

反応中間体の反応をパルスラジオリシス法を用いて調

べることができることをポリスチレン，エチレン ・プ

ロピレン共重合体，ポリシランフィルムを例にして説

明した。また，最近では電子線のパルスラジオリシス

だけでなく，イオンビームとシンクロトロン放射光パ

ルスラジオリシスも開始し，国体高分子系にも応用さ

れていることも示した。吉田(北大)は電子線レジス

トの第一号の材料であり，かつ現在でも新しい研究や

新しい露光法の評価などに頻繁に用いられている

PMMAについて報告した。依然として未解決のままに

なっている PMMAの放射線分解機構について ESRと

エレクトロン・スピン ・エコー法を用いて詳細に調べ

た結果について分かりやすい説明が行われた。稲木(阪

大)はピリミジン光二量体を含む光や X線に対して高

感度なレジストについて報告した。本当に X線レジス

トとして使用する方向を目指すと高感度とともに高解

像度(発表ではコントラストはかなり悪かった。)をは

じめとした多くの要求を解決して行く必要があると思

われた。城田(阪大)は松下電器と組んで研究室とし

て長い研究歴のあるカルパゾール環を含む交互共重合

体の研究を報告している。上述の電子線レジスト PBS

では使用されているものの系統的な研究がほとんど行

われてこなかった交互共重合体をレジストに応用する

ときの得失についての系統的な評価を行うことが試み

られている。露光は KrFエキシマ・レーザーが用いら

れている。吉田(東大)は凝縮系で放射線照射による

イオン化や励起が起こった後に一般的に起こる放射線

化学初期過程についてジェミネート ・イオン再結合反

応を中心にピコ秒パルスラジオリシス法による最近の

研究成果を報告した。山岡(京大)は珪素や塩素を含

む高分子の放射線化学の総説と最近行ったポリアセチ

レンのパルスラジオリシス研究の二つの講演を行った。

総説の方は種々の珪素及び塩素含有ポリアセチレンの

高分子の主鎖切断の G値など照射効果の系統的な報告

とレジストへの応用の可能'性についてであった。レジ

ストへの応、用の可能'性については基礎研究と実用研究

にはまだかなりのギャップがありそうである。ポリア

セチレンのパルスラジオリシス法による短寿命のイオ

ン種の測定は初めての試みであり，まだ始まったばか

りの興味深い研究であった。また，イオン種の同定等

については会場からの核心にふれた質問も多く今後の

課題であろう。ベル研の Taylorは特殊な表面イメージ
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ング法を採用することによって大量生産プロセス用の

X線リソグラフィーでも0.1ミクロ ン以下の高解像度パ

ターンが得られる可能性を示した。森田(名大)はシ

ンクロトロン放射光を用いたスチレンの CVDで微細ノマ

ターンをドライプロセスで製作できることを示してい

る。 Bowden(ベルコミュニケーション)は彼の開発し

た高感度電子線レジストである PBSを珪素含有モノ

マーとの共重合によって改質した新しい二層レジスト

法用の電子線レジストの開発と電子線反応について報

告した。伴 (NTT)は実用上重要なアルカリ水溶液可

溶性を持つ二層レジスト法用の新しい電子線レジスト

の開発と電子線露光特性について報告した。吉川

(NTT)は動きだしたばかりの NTTの X線露光用シ

ンクロトロン放射光施設も含む NTTの仕事を中心に

X線及び電子線リソグラフィーの現状について分かり

やすい報告を行った。山下(沖電気)は材料的に新し

いタイプの二層レジスト法用レジストの性質と電子線

露光特性について報告した。片岡(東レ)は東レの開

発した電子線レジストである EBR-9の共重合法による

改良とその電子線露光特性について報告した。上述の

ように化学増幅型のレジストとしても Dammel(へキ

スト)が化学増幅型の X線レジストの発表した以外に

Lamola (シップレー)が彼らの開発した電子線レジス

トについて軽くふれたし，電子線露光特性について伊

藤 OBM) もふれていた。

今回の会議は主催が本学会であったことと吉田(北

大)や山岡(京大)をはじめとする大学の研究者のレ

ジストに関連した高分子の放射線化学に関する本格的

な報告があったこともあり，この分野の会議としては

もっともレジスト研究者と放射線化学者の意見のかみ

合った会議だった。基礎研究と実用的な研究の違いの

大きさをよく認識した上で，お互いに良い面を吸収し

あうと大変有意議だという趣旨のことを何人かの参加

者の方々から伺った。

本会議のアプストラクトは当日会場で配布されたが，

審査した論文は本年の 7月頃に講談社からハードカバー

の本として出版される予定である。

最後に次回以降の PMEの開催については正式な決定

はしていないがアメリカ化学会と共催する形で行うこ

とになる予定である。(本文中敬称略)
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第51回理事会

平成元年10月18日午後 6時30分より広島県情報プラ

ザにおいて役員17名出席のもとに開催された.吉田副

会長が議長となり下記のとおり審議が進められた.

0議題1.平成元年度事業中間報告

下記のとおり報告があり承認された.

4月 第 4回放射線化学シンポジウム (4/10"-'15， 

京大会館)

5月 第 6回放射線化学セミナー「イオン化とは何

かJ (5/8，早大理工)

6月 NEWS LETTER No. 7発行

7月 第26回理工学における同位元素研究発表会共

催 (7/3"-'5，東京)

天然ゴムラテックス国際シンポジウム後援(7/

26"-'28，東京・高崎)
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8月 若手の会夏の学校援助 (8/30"-'9/1，長野)

第11回国際磁石技術会議協賛(8/28"-'9/1，つ

くば)

9月会誌 (Nu48)発行

10月 第51回理事会 (10/18，広島)

第32回放射線化学討論会 (10/19"-'20，広島)

O議題 2.平成元年度会計中間報告

別記のとおり報告があり承認された.昨年度並の繰

越金を見込むと，今年度末に若干の不足がでることが

予想されるが，この理由は会費の入金不足にある こと

が報告された.

0議題 3.平成 2年度事業案

下記の事業案が事務局から説明された.ニュースレ

ターについても 2回発行することが，追加提案された.

吉原理事から来年度仙台で開催を予定している第33回

放射線化学



放射線化学討論会について，開催日時は1990年10月 8

'"'-'9日を，場所には仙台市戦災復興記念会館を予定し

ていること，及び運営を吉原及び武部理事が担当する

旨の提案があり，事務局からの提案も含めて了承され

た.

平成 2年度事業案

1 .会誌 (No.50，51)発行

2.放射線化学討論会(第33回)開催

3.若手の会 夏の学校開催援助

4.理工学における同位元素研究発表会(第27回)共

催

5.応用放射線化学シンポジウム(第10回)開催

6.放射線化学セミナー開催

0議題 4.平成 2年度予算案

別記のとおり事務局から説明があり，承認された.

ただし，本予算案は問題となっている会費未収分の回

収を前提としており ， もし，例年と同程度の未収分を

残すと，繰越金をあと 3年で使い尽くして赤字に転落

するので，回収のための対策が必要であることが指摘

された.

0議題 5.平成 2年度役員候補

吉田副会長の後任として町末男氏を推薦したいとの

田畑会長からの提案が示され，まとめて承認された.

また，高椋監事の後任に吉田現副会長が就任すること，

西川勝氏が中川理事と交代することが承認された.吉

田副会長から，会員名簿は前回作成後長時間経過して

おり，修正すべき時期に来ているとの指摘がなされた.

0議題 6.入退会の承認

入会希望者及び正会員退会希望者はすべてその希望

が承認された. 2件の賛助会員の退会希望については

結論を留保し，さらに会員としての継続をお願いする

方向で努力することとし，最終的な判断については会

長及び副会長に一任することとした.

報告事項

1)日中放射線化学シンポジウムについて

高椋監事から 4月に開催された第 4回日中放

射線化学シンポジウムについての報告がなされ，

第 5回は 2年後に北京で開催したいという中国

側か らの意思表示が紹介された.第 5及び 6回

(日本で開催)はワンセットにして決定すること

になっているため，第 6回開催に関する本学会

の対応を次の理事会で明らかにする必要がある

ことが確認され，その対応の問題点を含めてい

くつかの意見が出された.その結果，田畑会長，

山岡副会長及び高椋監事の 3者による検討グ
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ループを設置し，次の理事会に成案を提出して

いただくこととした.

2 )会費滞納者について

長期高額滞納者については，会費の徴収を事

務局に一任することとした.

3 )その他

浜理事から 5月に開催された第 6回放射線

化学セミナーの報告，田川理事から 1月に開

催された第 8回応用放射線化学シ ンポジウムの

報告があった.山間副会長から， 12月に京都大

学原子炉実験所で開催を予定している第 7回放

射線化学セミナー「非平衡不均一系の非線形現

象」についての説明があった.また，田川理事

から r原子力発電と放射線化学」をテーマとす

る放射線化学会主催による応用放射線化学シ ン

ポジウムを来年 1月に東京大学で開催すること

についての提案があり，了承された.

。平成元年度会計中間報告

く収入の部〉

項 目 (平成元年9月末現在)(平成元年度予算)

賛助会費 1，130，000円 1，380，000円

個人会費 761.000 1，101，000 

雑収入 250，500 260.000 

銀行利息 2，869 3，000 

小計 2，144，369 2.744.000 

繰越金 1，103，739 886.096 

合計 3，248，108円 3.630，096円
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く支出の部〉 く支出の部〉

項 目 項 日

事務費(含人件費) 66，150円 300，000円 事務費(含人件費) 340，200 300，000円
通信連絡費 155，656 180.000 通信連絡費 167.852 180，000 
印刷費 1，500，000 印刷費 1，490，000 1，500，000 会誌印刷

会議費 35，205 100，000 会議費 67.770 100，000 理事会，総会

会誌発行費 180.000 会誌発行費 102，600 180，000 郵送，謝礼

討論会補助 100.000 100，000 討論会補助 100，000 100，000 
応用シンポジウム開催費 140，000 応用シンポジウ 140.000 140.000 
同位元素研究発表会共催費 6，000 6，000 ム開催費

放射線化学セミナー運営費 25，000 50，000 同位元素研究発 6，000 6，000 
夏の学校援助金 100.000 100，000 表会共催費

予備費 88，000 放射線化学セミ 25，000 50，000 

ナー運営費

4¥言十 488.011 2.744.000 夏の学校援助費 100，000 100，000 
繰越金 2，760，097 886，096 予備費 20，000 106，500 

合計 3，248，108円 3，630，096円 小言十 2.559.422 2，762，500 

繰越金 1，103，739 1，103，739 

合計 3，663，161 3，866，239円

。平成2年度会計予算

項 自 (昭和63年度決算)(平成2年度予算) (内訳)

賛助会費 1，480，000円 1，370，000円

個人会費 1，067，000 1，129，500 正会員437

学生37
雑収入 227，400 260，000 会誌広告

13万円 X2

銀行利息 2，665 3，000 

小計 2，777，065 2，762，500 

繰越金 886，096 1，103，739 

合計 3，663，161 3，866，239円
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。入退会一覧

〈入会〉

学正会員 千葉亮(東京工業大学理工学研究科)

く退会〉

盛島泰正(東京工業大学理工学研究所)

蔵重和央(東京工業大学理工学研究科)

金村貴永(東京工業大学理工学研究科)

永野和則(東京工業大学理工学研究科)

森 昌之(早稲田大学理工学研究科)

宮沢徹(早稲田大学理工学研究科)

正会員 野口英世(藤沢薬品工業側)

中沢秀伸(旭化成側)

小林秀一郎(東京農工大学工学部)

柴山恭一(三菱電機側)

平成 2年度役員

[会長]

田畑米穂(東海大学工学部)

[副会長]

町 末男(日本原子力研究所高崎研究所)

山岡仁史(京都大学原子炉実験所)

[監事」

柏原久二(名古屋工業大学電気情報工学科)

吉田 宏(北海道大学工学部)

[顧問]

岡村誠三(生産開発研究所)

桜井洗

今村畠(東京情報大学)

後藤田正夫

相馬純吉(神奈川大学理学部)

[理事]

石垣 功(日本原子力研究所高崎研究所)
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永井士郎(日本原子力研究所高崎研究所)

田中隆一(日本原子力研究所高崎研究所)

田畑昌祥(北海道大学工学部)

武部雅汎(東北大学工学部)

吉原賢二(東北大学理学部)

池添康正(日本原子力研究所東海研究所)

田川精一(東京大学原子力研究総合センター)

中川和道(神戸大学教育学部)

鎌野嘉彦(東京工業大学理学部)

増田高広(東京都立大学理学部)

浜 義昌(早稲田大学理工学研究所)

仲川 勤(明治大学理工学部)

立矢正典(化学技術研究所基礎化学部)

吉良爽(理化学研究所)

山内愛造(繊維高分子材料研究所)

沢井照子(東京都立アイソトープ総合研究所)

貞光和夫(古河電気工業側)

小野勇(神奈川県工業試験所)

宮崎哲郎(名古屋大学工学部)

岡崎正治(名古屋工業技術試験所)

嶋森 洋(福井工業大学環境安全工学科)

志田忠正(京都大学理学部)

中山敏弘(京都工繊大学工芸学部)

林晃一郎(大阪大学産業科学研究所)

堀井英雄(大阪府立放射線中央研究所)

竹崎淳一(日本原子力研究所大阪支所)

星野貞夫 (UBE科学分析センタ一大阪営業所)

上野桂二(住友電工側)

市川隆久(広島大学工学部)

入江正浩(九州大学機能研究所)
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日本放射線化学会会則

第 1章 総員IJ

第 l条 本会は日本放射線化学会(英文 Japanese80-

口etyof Radiation Chemistry)と称する.

第 2条 本会は放射線化学K関する物理.化学およびそ

の他の分野の研究者相互の連絡をはかり.放射線化学

の基礎的ならびに応用的研究の発展に寄与する乙とを

目的とする.

第 3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う.

( 1 )研究発表会.討論会.講演会および講習会等の

開催

( 2 )刊行物の発行

( 3 )内外の学協会等との連絡

( 4 )その他本会の目的達成iζ必要な事業

第 4条 本会の事務局を日本原子力研究所高崎研究所内

におく.

第 5条 本会に必要な地に支部をおき.専門分野の必

要lと応じて部会をおく乙とができる.支部あるいは部

会に関する規定は.別lζ定める.

第 2章会員

第 6条 本会の会員は正会員.学生会員.賛助会員およ

び名誉会員の 4種とする.

第 7条 本会の会員は，本会の趣旨iζ賛同し.所定の会

費を納めるものとする.

第 8条 本会の会費年額は，正会員 2，500円.学生会員

1.∞o円.賛助会員 l口10，000円とする.名誉会員は

会費を免除する.

第 9条 本会lζ入会を希望するものは.所定の様式によ

り入会申し込みをし.理事会の承認を得なければなら

ない.退会を希望するものは書面でその旨申し出る乙

ととする.

第10条 会費を滞納した会員は.理事会の議決を経て乙

れを除名する乙とができる.

第 11条 本会iζ特lζ功績のあったものを，会長の推薦に

もとづく理事会の議により名誉会員とする乙とができ

る.

第 3章 役員

第 12条 本会には次の役員をおく.

会長 l名 副会長 若干名

理事若干名 監事 2名

顧問 若干名

第13条会長.副会長は理事会で推薦し総会で決定す

る.

第14条会長は本会を代表し会務を総開し.総会およ

び理事会を招集してその議長となる.副会長は会長を

補佐し会長iζ事故あるときはその職務を代行する.

第15条理事および監事は 総会で会員の中から選任す

る.

第16条顧問は会長が委嘱する.

第17条 監事は会務および財産の状況を監査し，総会お

よび理事会lζ出席して意見を述べる乙とができる.

第18条役員の任期は)ifとする.ただし再任をさまた

げ"tJ.い.

第 4章会 .b. 
~ 

第19条総会は毎年 1回乙れを聞く.その他会長が必要

と認めるとき，監事の請求.また会員の 5分 1以上の

請求があったときに会長が招集する.

第20条 総会は全会員の10分の l以上の出席をも って成

立する.ただし委任状を含む.

第21条総会では次の事項を決議する

(l)会則の変更

( 2 )役員の選任

( 3 )事業計画および収支予算

( 4 )事業報告および収支決算

( 5 )その他理事会が必要と認める事項

第22条総会の議事は出席会員の過半数で決する.

第23条理事会は会長.副会長.理事をもって構成され

会長が筒時乙れを招集し.会の運営にあたる

第 5章 資産および会計

第24条 本会の資産は会費ならびに本会の目的を達する

ために寄付された金員および物件.事業lζ伴なう収

入.その他雑収入とし，その管理は総会の定めると乙

ろによって理事が行う.

第25条本会の事業年度は 4月1日に始まり.翌年 3月

31日におわる.

第 6章解散

第26条 本会の解散と それにともなう残余財産の処分

は理事会および総会の議決を経るものとする.

付則

( 1 )本会則は昭和40年1IJj 13円から乙れを施行する.

( 2 )昭和62年10月20日総会における改正は昭和63年

4月 1日から乙れを施行する.

放射線化 学
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口賛 助 会員 名 簿

名 称

旭 化 成 工 業 株式会 社

株 式 会 社 英光社

株式会社荏原製作所

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

株式会社レイケム

九 州 電 力 株 式 会 社

コバルト照射センター

住友化学工業株式会社

住 友 重 機 械 工 業 株 式 会 社

住友電装株式会社大阪製作所

住友電気工業株式会社研究開発本部

積水化学工業株式会社総合研究所

中部電力株式会社

電気化学工業株式会社中央研究所

東海ゴム工業株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

日 本 原 子 力 研 究 所

日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

日立化成工業株式会社下館工場

藤倉電線株式会社技術開発本部材料開発部

古河電工株式会社平塚電線製造所

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

ラジエ工業株式会社
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所 在 地

100 東京都千代田区有楽町1-12-1

531 大阪市大淀区中津5-10-6

108 東京都港区港南1-6-27

530 大阪市北区中之島3-5

254 神奈川県平塚市東八幡4-17-1

108 東京都港区白金台2-9-6

810-91 福岡市中央区渡辺通2-1-82

080-12 北海道河東郡士幌町字士幌2線159

540 大阪市東区北浜5-15

101 東京都千代田区美士代町1

590-02 大阪府和泉市万町1076

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

459 名古屋市緑区大高町字北関山20-1

194 東京都町田市旭町3-5-1

485 愛知県小牧市北外山寄津3600

100 東京都千代田区内幸町1-1-3

980 仙台市一番町3-7-1

370-12 高崎市綿貫町1233

210 

615 

208 

135 

254 

060 

930 

370 

川崎市末広町250

京都市右京区梅津高畝町47

茨城県下館市大字小}l11500

東京都江東区木場1-5-1

神奈川県平塚市八幡2700

札幌市中央区大通東1

富山市桜橋通3-1

群馬県高崎市大八木町168

(アイウエオ1慎)
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