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〔巻頭言〕

放射線化学から

放射線科学へ

広田鋼蔵

この度「放射線化学」の巻頭言執筆のご依頼があっ

た.しかし筆者は既に研究の第一線を十余年前に去っ

たOBである.定期的に送って頂く本誌は封は開くが，

内容はチラッと見るだけで保存する状態である.関心

が化学から既に科学史に移った事情による.そこで，

科学史的観点から再三のご依頼を引き受けることにし

た.

筆者の放射線化学との出会いは，まだ反応速度分野

の専攻者だった昭和34年に日本放射線高分子協会発足

で自分が同会大阪研究所を兼職した結果であった.以

来30年を経て，同会は一昨年三十周年記念会があった.

そのお蔭で文字通り久し振りに放射線化学研究の第一

線に接することになった.そしてその昔どのように，

どの分野へ応用したらよいのか分らなかったのに，予

想外の成果を放射線があげた事実を知って驚いた.と

共に嬉しくなった.というのは全く未知の多数の研究

者がこの各分野で活躍していたからである.思えば放

射線化学発足時の何を研究するかの五里霧中の状況で

努力していたが，やがて大阪研究所の原研移管の頃に，

この分野を去った者として，以上の感想は当然かも知

れない

さらにこの今浦島の夢をおどろかせたのが，本誌50

号の記念特集第50号である.同号には，なつかしい人

名に写真までついた記事があり，当時を思いだした次

第である.

さて，放射線化学会は発足当初の目的を今やーまず

達成したと言える.こうなると，当時まだ少なかった

理学と工学の異なる分野が対等の立場で交流を始めた

本会創立の方針が支持されたのである.本学会に集っ

た研究者，学者が全国の各大学及び各種の企業からで

昭和42年度会長

第 51号(1991)

あったのも特記すべき企画であった.この点から本会

の目的達成は，我国の技術水準を向上させ，経済大国

の道を生む上の一つの指針を与えたといえよう.

放射線化学会の成果は，これを生む母胎となった日

本放射線高分子協会にあったことは，人のよく知ると

ころである.筆者は前述した同会誕生三十周年記念会

で，この誕生を我国の化学史の立場から.分析し，極め

て進歩的性格であった点を指針した.その指摘通り，

同会の産物たる放射線化学会が順調な発展を遂げたの

は当然といえる.この事実は御同慶にたえないが化学

史家としては，更に筆を加えねばならない.

この世のならい通り，すべてに有為転変がつきまと

う.どの学術分野にも栄枯盛衰が伴うことは科学史が

示している.その期間は約30年である.すなわち若い

研究者が新分野に入りこれを推進し，やがて老齢とな

る一世代に相当する.筆者は本会の現情をよく知らな

いが，この史的法則を反映して，研究がマンネリ化し

だしてはいないか恐れる者である.幸い未だそうでな

くともやがてその日が来る.その対策を提案しておく

のも意味があろう.その対策が表題に揚げた本会の放

射線科学会への拡充である.

現在，医学と化学を除き，物理学，生物学，農学，

薬学などの分野で放射線利用の研究者がすでに存在す

る.彼等の一部は本会に在籍する人もあろうが，名和

を拡大することにより，入会者が増えるよう，もっと

重要な点は入会者が化学者と対等な気分となり，いき

いろな重要意見が生れる可能性がある.こうして会ι
再活性化が期待できるからである.

その昔短期間ながら本会会長を務めた一人として，

以上の提案をもって責任を果させて頂く.
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放射線化学の基礎研究

イオンクラスター

1 .はじめに

放射線化学の特徴は，反応粒子が広い運動エネルギー

分布を持つこと，多くの内部状態に分布すること，反

応が高速かつ非均質に始まることである.近年，多く

の観測手段の発達により，より広い理解を追及して生

成物分析の段階からより初期の段階であるイオン反応

に関心が払われつつある.対象とする反応系の密度が

上がるにしたがってイオンはクラスター反応を経由し

て最終反応生成物となる反応経路を考えなくてはな ら

なくなってきている.一方，イオンクラスターの研究

は表面反応，イオン溶液，レーザー，プラズマなどの

広い分野から関心を集めている.この内容の全部を網

羅することは能力をはるかに越えるので，個人的に興

味を持った論文の内容だけを簡単に紹介してみたい.

2.反応速度

イオンクラスター生成反応操作は通常三体反応で

A++B在日)・
(A+B)・+M主ιA+B+M

のLindemann機作を考えて，速度係数 kuk2の二つ

の二分子反応と速度係数 k-1の一つの単分子反応とに

分ける.二分子反応の方は古く Langevinから始まった

理論式を永久双極子のある分子にまで拡張し ADO，

classical trajectry methodと発展させた T.SuとW.

Chesnavichの方法が良く使われ，実験との一致も良く，

残る問題は単分子反応の速度係数をどのように見積も

るかである.これには RRK理論が使われてきたが任意

性がありすぎる点が問題であった.しかし最近は計算

機の利用が容易になったことに加えて，必要な分子定

数などが得られるようになったこと，状態密度の推定

方法も開発されたことにより，任意性の少ない RRKM

理論によって解釈をすすめている.一例は，

東北大学工学部

2 

武部雅汎

(Na+X)*-ー→ Na++X

X=NH3， ND30 CH30H， CH3CN 

で比較的良い実験との一致を得ている 1) しかし，RRKM

理論ですべて解釈できるかどうか問題も残っていて，

古くから議論されている.

N2++N2+N2一一→ N4++N2

O2++02+02-一→ 04++02 

02++N2+N2一一→ 02+N2+N2 

NO++N2+N2一→ NO+N2+N2

の反応について Potentialwellの深さと RRKM成立

との関係が指摘されている2)

3.反応機作

三体反応で生成する反応経路の他にリガンドが入れ

替わる二体の switching反応

Na+ (H20) +CH3CNー→ Na+CH3CN+ H20 

がcollisionrateで進むことが報告されている 1にまた

興味深い switching反応の例として(H20)2 +のように

従来の反応経路では生成されなかったイオンクラスター

が希ガスダイマーイオンとの反応，

Xe2++H20一一....Xe+H20+Xe 

Xe+H20+H20一一....(H20)2 ++ Xe 

によって生成することが報告されている.さ らにこの

イオンが興味深い点は化学的挙動がモノマーイオンと

変らない事である 3) また密度が低い際には，

A++B一一....(A+B)・-→ A+B+hv

のように radiativeclustering反応によるイオンクラス

ターの生成も観測されている4)

4. Large size cluster ion 

クラスターイオンの研究は三体反応で次第にリガン

ドの数を大きくしていく研究方法に加えて nozzle，

Lasser vaporization source (LA V A)などで一度に

大きな数のリガンドを持つイオンクラスターを作り，

反応性，構造，光吸収，光分解などの研究を行うこと

放 射 線 化 学



5.今後の動向

将来を予測するのは例え明日のことでも困難である

が，無責任な希望も入れて考えてみると，反応速度の

推定は ion-neutralpotentialが次第に明らかになるに

したがって Classicaltrajectry methodでより精密に

求められるようになるだろう.RRKM計算も分子構造，

クラスター構造がわかるにつれて計算に任意性は排除

されていく.しばらくは計算の精密化がすすむのでは

なかろうか.反応機作の方は高密度，高速度の反応観

測が十分でないことを考慮するとこれからも多くの反

応機作，イオン種の例が見つかるのではないだろうか.

また今回は省略した同位体効果についても興味ある報

告が多くあり，この点も今後楽しみな分野である.

放射線化学の研究はパルスラジオシスを中心に高速

反応の研究がさらに進むとともに光を利用した insitu 

計測が威力を発揮し，直接イオンクラスターの観測が

可能になり，上記の基礎研究を武器として結果の予想，

目的達成へより着実に付近くのではなかろうか.

• • 

『

0
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r
J尚
yhmhvmmU?2

1・

図1.反応(Cun++CO+ H2)のクラスターサイズと反

応速度係数

・は実験値を，実線は理論計算値を示す.

14 12 11 e 10 
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が盛んで，最近あらゆる金属，半導体，希ガス，の原

子，分子などのクラスターイオンが作られ報告数は急

速にのびている.一例として Bn+のクラスターイオン

では B13+は反応性が通常の 1/100，B8 +では 1/5にな

るとのことで構造と反応性の関係が判明しつつある5)

もう一つの例は，

Cun++CO+He一一-+CUn +CO + He 

の反応で n=lはn=7の1/1000の反応速度係数であ

る.この様子を図 1に示す.n=7からは Cuの金属表

現への CO吸着と同じになることなどが明らかにかった6)

光吸収の研究では Arn+のコアイオンはn<15までAr3+

の吸収がみられ，nが大きくなるとその吸収は長波長へ

次第に変る.すなわちクラスターサイズによってコア

イオンの構造が変ることなどが直接光吸収で分かるよ

うになった7) 光分解ではやはり RRK理論を修正した

理論でリガンドの結合エネルギーが推定されている8)

第 51号 (1991)



イオン反応における相の効果

クラスターは孤立系と凝集系との橋渡しをするもの

と期待されている.この小論では，クラスターに関す

る研究が相の効果，即ち，溶媒効果をどこまで明らか

にしてきたかを概観する.

1 .イオンの溶媒和 :凝集相への外挿

水溶液中でのアミン系列[NHH CH3NHH (CH3) 2 

NH， (CH3)3N]，アルコール，エーテルなどの塩基性

はほぼ同じオーダーとなる.一方，これらの分子の気

相での塩基性はアルキル置換とともに大きくなる.従っ

て，水溶液中で塩基性が平滑化されるのは溶媒効果に

よるものである.

水中での平滑化は，自由分子Bのプロトン親和力と，

プロトン化分子 BH+の水和の自由エネルギーが勾配 1

の線形関係にあるためであることが分かつたり.気相に

おける分子固有の性質が溶媒効果を評価する物差しと

して役立つのである.

クラスターイオンのサイズをどこまで大きくすれば

凝集相での溶媒和イオンに近似できるのであろう? こ

れを解明するため，クラスターイオンの熱力学的安定

性が広範に測定された2) イオンを H20などのプロト

ン性溶媒で気相溶媒和した場合は，イオンが何層もの

溶媒和殻で溶媒和されない限り凝集相相に漸近しない

ことが分かつため.これは，イオンとの相互作用で分極

した内殻の水分子がさらにその外殻の水分子を次々に

分極するという集団による効果(これを協同効果とい

う)のためである.イ対ンの水和に関与する水分子の

数が数百に及んではじめて凝集相に漸近する.一方，ア

セトニトリルなどの非プロトン性溶媒では協同効果が

殆ど効かず，内殻(おそらく第一層程度，第二層は構

造破壊領域)の溶媒和殻で急速に凝集相における溶媒

和イオンに漸近する.プロトン性および非プロトン性

溶媒のイオンに対する著しい溶媒効果の差の本質は両

者の協同効果の相違に起因するのである.

山梨大学工学部
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2.イオン反応の溶媒効果

負イオン Aーとメチルハライド CH3Xとの求核置換

反応 (SN2)は溶媒に極めて大きな影響を受けることが

知られている.例えば，プロトン性溶媒中では反応速

度が非プロトン性溶媒中のおよそ106分の lになる.ま

た，溶媒の存在しない気相では凝集相に比べて反応速

度が約1020倍になる.Bohmeらはこの反応の著しい溶

媒(S)依存性を検討するために，気相における反応(1)の

速度定数kのn依存性を測定した州.

A-(S)n+CH3X - X-(S)m+ [(n-m)S+CH3A] 

(1) 

例えば， A-=OH-， X=C1，では n=Oに対して n=l，

2， 3の速度定数は各々1.6， 500， 1000分の 1になる.

反応(1)のポテンシャルエネルギ一面は， Wa1den反転

に対応した極大値をもっダプルポテンシャルミニマム

をもっ.nの増加でダプルポテンシャル面は一つのエネ

ルギー障壁に変化していく.n=O，lでは反応中間体に

おいてイオンと分子の間の引力相互作用エネルギーが

活性化エネルギーに優るのでkのn依存性は小さい.

n=2以上で正味の活性化エネルギーが正となり kの値

が急減する.図 1は対称的な SN2反応，

(H20)nC1-+CH3C1一一歩 C1CH3+C1-(H20) n 

のポテンシャルエネルギ一面の計算値である6) 水溶媒

分子(W)の増加でポテンシャルエネルギーの値が下が

り，中央のエネルギー障壁が相対的に大きくなること

が分かる.計算では反応中間体における水溶媒分子の

移動を考慮しているが，実際の凝集相中の反応では，

生成系の中間体も溶媒分子に取り固まれているのでこ

のような溶媒分子の移動を考える必要はない.事実，

Hier1らは反応 (1)のような気相反応では最も少ない m

をもっ生成物イオンの生成が最優先され，残りの溶媒

分子の大部分は反応熱のため中間体から“蒸発"する

ことを確認した7) この点で Bohmeらの実験結果の解

釈には修正を要する.

SN2反応とは対照的にプロトン移動反応では溶媒分子

数を増加させても反応速度はほとんど変化せず，衝突

速度で進行することが分かつた.これは反応中間体の

放 射 線 化 学
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なかでのプロトンの動き易さ

類似する)に起因している 7)

大きな発熱を伴う電荷移動反応や N+移動反応ではク

ラスターイオンのサイズの増加と共に反応速度が増加

することもある 8) これは，反応の Franck-Condon因

子が大きくなること，および大きな反応エネルギーを

溶媒分子が蒸発の際に運動エネルギーとして持ち去り

反応中間体を“冷却"するからである (built-inthird 

body) .上記の反応例は凝集相における反応とよく対応

する.

(氷中のホールの移動と

の光電子スペ図 2.負イオンクラスター、(H20)n一、

クト lレ

2 )が重要な情報を与える 11) 図から電子の垂直脱離エ

ネルギー (VDE:電子束縛エネルギーの極大値)がn

と共に大きくなることが分かる.VDEは図 3に示すよ

うに n一川と線形関係を示し， n→∞の外挿点が水和電

子の光電子スペクトルの関値と一致する.この実験事

実は，(H20)n-クラスターが水和電子の embryoと見

なし得ることを示唆する. Jortnerらは (H20)n-の電

子状態を理論的に取り扱い1刊n<64では電子が(H20)n 

クラスターの表面と相互作用する表面状態のほうが，

電子がクラスター内部に取り込まれた内部状態よりも

5 

3.水和電子

溶媒和電子は1863年に液体アンモニア中ではじめて

発見され， 1962年に水和電子が観測された.水分子の

電子親和力は負なので，水和電子は溶媒水分子が再配

列して生じた近距離および遠距離引力相互作用によっ

て安定化していると考えられる.最近，中性水クラス

ターへの電子付着によりクラスター負イオン (H20)nー

が観測された9，10).n = 1と4以外のすべてのクラスター

負イオンが観測され，とく にn=2，6， 7およびn孟10

の強度が相対的に強く観測された.クラスター負イオ

ン(H20)n-はバルクでの水和電子とどのようにつなが

るのであろうか ? この点に関しては Coeらが測定し

た(H20)n - (n = 2""'69)からの光電子スペクトル(図

第 51号 (991)
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図3. (H20)n-の電子の垂直脱離エネルギー(VDE)と

n-l!3の関係

安定であると予測した.これは内部状態を示唆する Coe

らの実験結果 (n孟11) と食い違う.

クラスター負イオン(M)nーはM=H20のほか NH3'

C02t CS2t OCN， N20， CH3CN， SFs' CsHsN，な

どについて観測されている 9).(NH3)nーはn孟35から観

測され，表面状態は存在しないと予測されている(内

部状態のみ).

以上述べたように，クラスターに関する研究は分子

集団の構造と反応における多体効果を明らかにするも

のであり ，凝集相はもとより表面における諸現象の指

導原理を導きだしてくれる.
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主催 日本放射線化学会 共催 日本化学会

日時 10月8日(火)'""'-' 9日(水)

会場 大阪国際交流センター(大阪市天王寺区上本町8-2-6)

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1日(月)

講演 1件ごとに B5判用紙(縦長) 1枚に①~⑥を記入のう え申込み下さい。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Aとポスター発表Bの区別。

講演要旨締切 8月24日(土)

講演申込者には、原稿用紙をお送りします。

申込先 567茨木市美穂ヶ丘8-1大阪大学産業科学研究所高椋節夫

電話06-877-5111内線3485FAX06-877-4977 
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放射光の利用

放射光とは光速に近い速度で運動している電子がそ

の軌道を曲げるときに放出する光であり， X線から赤

外線，マイクロ波にいたるまでの広いスペクトル分布

を持っている.そのうち主に利用されているのは真空

紫外領域 (200nm"'O. 2 nm)およびX線領域 (0.2nm 

"')である.放射光が物理化学の研究に利用され始め

てから，かなりの時間が経過した.初期においては，

放射光は真空紫外領域， X線領域における夢の光であっ

た.放射線化学分野においても放射光の有用性は鎮野1)

により，はやくより指摘されていた.もちろん実際に

使ってみると，強度などの点においてさらなる要求が

出つつあるのが現状である.

ここでは，放射線化学の立場から放射光利用の現状

と今後の動向について簡単に考察したい.ただしそれ

ほど広く文献を検索していないので，かなり情報が片

寄っていることと思われる.この点についてはご容赦

いただきたい.文献については，できるだけ最新のも

のを引用することとした.

さて，放射線化学に限ったことではないが，光に対

する原子 ・分子の応答を広い波長範囲において測定す

ることはたいへん重要である.光吸収断面積の大部分

は，原子・分子のイオン化ポテンシャル(普通， 10 eV 

程度)以上のエネルギー領域に存在するが，それを波

長に換算すると120nmより短波長領域となる.この領

域，すなわち真空紫外領域における強い連続光源とし

ては，放射光がほとんど唯一である.したがって，放

射光を用いることにより，真空紫外領域における光吸

収断面積測定および光イオン化あるいは光解離などに

対応する部分断面積の測定が急速に進歩した.特に注

目すべきことは波長を連続的に広い範囲で変えること

ができることであり，これは真空紫外領域における従

来型光源(例えば放電ランプ)ではほとんど不可能で

ある.最近では多種類のかなり複雑な分子についても

測定が行われるようになった.真空紫外に対応するエ

ネルギー領域は，イオン化状態と電子の準束縛状態(超

励起状態)が混在している領域であり，したがって超

東京工業大学理学部
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励起分子の自動イオン化過程と中性解離過程の競争が

起こっている領域である.この点に注目すると光吸収

断面積に対する光イオン化断面積の比，すなわち光イ

オン化量子収率の重要性は明らかである.このように，

真空紫外領域は分光学の立場からもまたダイナミクス

の立場からも注目すべき領域である.

我々のグループは最近，上記の研究を積極的に推進

している.測定量は光吸収断面積，光イオン化断面積，

光解離断面積，光イオン化量子収率および，中性解離

フラグメント，イオンの蛍光励起スペクトルである.

我々の研究については例えば文献 2)を参照していた

だきたい.L.c. Leeらのグループもまた種々の分子に

ついて同様の測定を放射光を用いて行っている.彼ら

はもともとは従来型光源を用いて実験を行っていたの

であるが，その経験を生かして放射光だけでなく従来

型光源，レーザーをそれぞれの特徴を生かして使い分

けている.彼らの最近の仕事として文献 3)， 4)をあ

げる.それぞれアセチレン， BC13に関する研究である.

さらに光吸収測定用の多段電極式イオンチェンパー

の開発者として有名な J.A.R. Samsonのグループも同

様の研究を行っている.彼らも， L.C. Leeらと同様に

従来型光源も合わせて利用している.彼らの最近の仕

事として CH4 に関する文献 5)をあげよう .

さて，この様な一連の研究は今後も重要であること

は間違いないことであろう.今後の研究の流れは次の

三つになるだろう .

1 )放射光の波長高分解能化.これまで超励起状態と

いった場合，電子運動の自由度を主に考えていた

が，これからは振動，回転の自由度にもっと注目

する必要があろう.また，光イオン化の量子収率

が 1を大幅に下回る領域は超励起状態の密度が高

いと考えられる.したがって，超励起状態間の相

互作用も大きいと思われるので，この点からも波

長高分解能測定は重要である.もちろんこのよう

な実験を行うためには，放射光ビームラインの工

夫や分子のノズルビームによる冷却が必要となろ

っ.
2 )できるだけ多くの分子について波長分解能は悪く

7 



てもいいから光吸収断面積などを広い波長範囲に

おいて測定すること.これは， 1) と少し矛盾す

るように思われるが決してそうではない.化学の

観点からはこちらのほうが重要かもしれない.ま

た，それらの測定結果を大ぎつぼであってもいい

から説明する計算法が開発されれば大変いいこと

だと思う.

3 )凝縮相への拡張.超励起状態のかなりの部分は高

リドペルグ状態であることがわかっている6) それ

ではこのような状態は凝縮相ではどのようになる

であろうか.この問題は凝縮相におけるイオン化

とは何かということと深く関係しており，放射線

化学の立場からは大変重要な問題である.このこ

とについては次に述べよう.

凝縮相におけるイオン化とは何かという問題に対し

て，放射光を用いた研究が最近行われている.これは，

超臨界状態にある希ガスに種々の分子(例えばアント

ラセン)をドープし，その試料に放射光を照射して，

誘起光電流スペクトルおよび光吸収スペクトルを測定

するものである.希ガスの P-V-T関係はよく知られて

いるので，ある温度のもとで圧力を制御することによ

り，広い範囲で希ガスの密度を変えることができる.

このような実験により種々の希ガス密度のもとでのイ

オン化ポテンシャルが測定され，凝縮相中での光イオ

ン化過程や高リドベルグ状態についての知見が得られ

つつある.このような一連の研究については中川によ

る総説7)を参照していただきたい.光イオン化過程に限

らず凝縮相における放射線化学過程の研究に放射光は

たいへん有効ではないだろうか.

きて，残りの枚数がだいぶ少なくなってしまった.

そこで最後に放射線化学屋にとって，最もなじみのあ

る放射光の利用について述べよう.それは，放射光の

パルス特性の利用である.放射光は繰り返しパルス光

である.そのパルス幅は加速器によって異なるが，だ

いたい100psから数100psの程度である.また， パル

ス間隔は通常， 10 ns前後であるが，単ノてンチ運転する

ことによりもっ'と長くする ことができる.例えば，フ ォ

トンファクトリーでは，単パンチ運転時のパルス間隔

は624nsとずいぶん長くなる.そこで，放射線化学屋

にとってなじみのあるパルスラジオリシス法のパルス

放射線をパルス放射光に置き換えることを考えてみよ

う.新しい方法論が生まれることがわかる.このよう

なパルス特性を利用した研究として，我々が以前行っ

た研究8・9)をあげよう.また，新しい試みとして田川ら 10)

によるピコ秒放射光パルスラジオリシスの提案がある.
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少し趣が異なるが，放射光のパルス特性を S/N比を向

上させるために用い，アルケンの微弱な蛍光の励起ス

ペクトルを測定した岡田ら 11)による研究がある.この

方法も放射光のパルス特性の新しい利用法として興味

深い.パルスの利用は放射線化学屋の得意とするテク

ニックであり，今後の放射光利用における重要なポイ

ントになると期待している.

そろそろ予定の枚数を越してしまいそうである.本

来なら考察すべきこと，紹介すべき文献がもっとある

のだが，この辺で終わりにしたい.放射光発生技術は

急激に進歩しつつあり，放射光強度はより強く，放射

光の質もより良くなっている.その一つがアンジュレー

ター，ウイグラーと呼ばれる挿入光源12)の実現であり，

その延長上には自由電子レーザー13)が登場するであろ

う.このような技術革新に伴い，昨日までは夢物語で

あった実験が現実味を帯びつつある.このことを最後

に強調したい.
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溶液中の活性種

1 .はじめに

放射線化学における活性種の研究は 2つの大きな流

れに沿って進められている.その 1つは，放射線化学

の基礎過程の解明のための研究で，溶媒和電子，ラジ

カルカチオン，励起分子などの初期的な活性種の検出

により放射線と物質の相互作用が明らかにされてきた.

基本的には水や有機液体のバルク相が研究の対象とな

る.これらの系の反応機構の解析のために用いられた

添加物(溶質)に関する照射効果から次第に溶質から

生成する活性種の研究が派生してきた.研究の進展に

伴い放射線化学は低温マトリックス法やパルスラジオ

リシス法など活性種の研究には極めて有利な手法であ

ることが示され，活性種の研究手法として注目される

ようになった.“活性種の化学"の観点からは光化学や

電極化学など関連分野との接点も重要で，様々な手法

による研究を総括することにより，より放射線化学の

特徴が明確にされよう.

2.活性種の安定構造

活性種の電子状態およびコンホメーションは活性種

の化学反応性と密接に関連し，興味深い研究対象となっ

ている.オレフィンの三重項は捻れ構造 (twist)をと

るが，三重項エネルギーの低い芳香環が二重結合につ

くと，オレブイン部は平面構造 (planar)に近くなり，

異性化はシスからトランスへの one-wayとなり，しか

高椋節 夫

しかし，歪化合物に対応する verticalラジカルカチ

オンが存在しうるか否かは判定が困難なものが多いが，

低;温.ノ守ルスラジオリシスにより，クワドリシクラン1)や，

ジュワベンゼン9)でもその存在が示された.

では活性種が安定構造に移行する drivingforceは何

であろうか.オレブイン三重項では軌道が直交してピ

ラジカル性を示すように構造変化が起こるが，上に述

べた結果は三重項エネルギーの分子内分布が構造と反

応性に影響を与えていることを示唆している.一方，

気相のラジカルカチオンでは分子内で電荷とスピンが

相互作用をもたない位置に分離した状態(distonicラジ

カルカチオン)をとり，それぞれが安定化をうける方

向に構造変化が進むと考えられえいる 9) 液相でもこの

型の反応がみられる.たとえば，ピシクロ化合物 (1)は

置換基Rが塩素のときはー電子酸化により生成物 (2)を

与えるのに対し， Rがメトキシル基のときは 3を生成

する.3の生成は環の歪エネルギーの緩和のみならず，

カチオンおよびラジカルの両サイトの安定化が反応様

式を決める重要な因子となることを示している 10)

本C14

2 

月二 dx;CHZ
( R :: CI，OCH3) 

1 3 

も，連鎖的異性化も可能となる 1) ベンゼン中のパルス アルコールやアミンのラジカルカチオンのプロトン

ラジオリシスでも T-T吸収からオレフィン三重項のコ 移動やハロゲン化物の解離的電子捕捉など，ラジカル

ンホメーションと反応性が報告されているトベラジカ イオンの多くはこの様式に従って反応している様に思

ルカチオンでもその安定構造が対応する中性分子の安 われる.

定構造とほぼ等しい場合と，著しく相違する場合があ

る.Rothは後者に属する一連のラジカルカチオンを non

-verticalラジカルカチオンと名づけた5) その例を以下

に示す5，6)

均一うλ A九
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3.新規活性種

ヘテロ化合物についても研究が活発に行われ，ヘテ

ロ原子に特有の活性種が明らかになりつつある.有機

硫黄化合物のー電子酸化で生成するラジカルカチオン

は新しい三電子系のs-s結合(4)を形成することが

Asmusらにより報告されていたがllh同様の結合は窒

素化合物でも認められた (5)12).

9 
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また，ベンゼン誘導体のダイマーカチオンはサンド

イツチ型の π錯体であるのに，アニソールでは n-π型

のダイマーカチオン (6)の生成が認められた13) 異なる

分子間のヘテロダイマーカチオンは，両者のイオン化

電圧の差が大きい場合検出が困難であるが，低温マト

リックスの系でヘテロ錯体(7)が検出されたlべ溶液中

でのその反応挙動に興味がもたれる.ベンゼンとハロ

ゲン原子との CT錯体はパルスラジオリシスではじめ

て検出されたが15hピリジンと Cl原子の錯体は塩素化

の反応選択性が CT錯体より著しく高く，より tightな

三電子結合()N :.C1) による錯体と帰属された 16)

同様の錯体はジメチルスルホキシドーClの系でも報告さ

れている 17)

4.高励起状態

活性種がさらに光あるいは電子線の照射をうけて励

起されたときの化学反応性が注目されている 18) すなわ

ち，電子線とレーザー光の複合照射の反応ダイナミッ

クスが研究されつつある.例えば， Meiselら19)は塩素

化合物のパルスラジオリシスによりアリールメチルラ

ジカルを生成させ，これにレーザー光 (347nm)を照

射するとフルオレニル型のラジカルに環化することを

報告している.

σ:ο二一
σ50Lα~ 

.同様の研究はスチルベンのラジカルイオンの光異性化川，

不安定エノールの光環化21)などがある.このような活

性化状態の研究は，重イオン照射による高密度励起状

態や活性種同志の反応による多重励起や多価イオンの

反応とも関連があり，重要な研究分野になるものと思

われる.

5.おわりに

以上，放射線により誘起きれる化学反応において重

要な役割を果たす活性種の反応挙動について，活性種

の直接的な観測に基礎をおいた研究の流れについて述

べた.しかし，一般の化学反応において活性種が直接

検出される場合は少ない.したがって，反応機構の詳

細や反応効率，選択性を支配する因子についても不明

な点が多い.ここに述べてきた放射線による活性種の
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研究がさらに発展し，反応化学の詳細な理解に役立つ

ことを期待している.
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無極性液体中の電子輸送過程

無極性液体中の電子の挙動の研究は，乱れた系の電

子物性，放射線化学基礎過程，絶縁破壊現象の解明等

の基礎的観点からのみならず，高電圧工学，高エネル

ギ一物理学等に対する応用をも目的として盛んに進め

られている.例えば，高電圧開閉器や，ビーム衝突実

験用，天体物理学用，産業用，医療用のディテクタ，

イメージングデバイスなど，その応用は多岐にわたっ

ている.この小論で最近二，三年に Brookhaven国立

研と我々の共同研究で得られた知見を中心に，無極性

液体中の電子の輸送過程に関する基礎的情報を整理す

る.

電子移動度 μnに対する圧力効果 圧力効果の研

究は，超臨界状態の中の密度効果の研究の延長として

行われた.液体に加圧することで，さらに高い密度が

得られる.圧力下の液体中でμDが a)密度(圧力)と

共にわずかに減少し後ほぽ一定， b)高温では減少，

室温付近では逆に増加， c)一様に減少，の 3グルー

プに分類されるけ. a)グループには μDの大きい液体，

b)グループにはμDの中間的なものが属する. a， b 

グループの μDの挙動は変形ポテンシャル理論(次式)2) 

で説明できる.

μ= (2e/3) (2/πmkB T) 1/2π114m2 (s Vo) 2 (1) 

sVo= (δVo/dN)sN+ (1/2) (δ2Vo/dN2) (sN)2+ 

(2) 

(N:密度， Vo:伝導状態エネルギー)

μDの低い c)グループは電子の局在化が起こってい

ると考えられるので 2-statemodelが適用される.(3) 

式の平衡が成立しているとすれば(平衡定数K)仰は

(4)式のように表される.μDの低下は，加圧による平衡

(3)の右辺へのシフトの結果

e-Qr+T ( 1 e-tr (T :トラップ (3)

(qt:準自由状態)

μD-μQf/ (1 + K[T]) (4) 

sである.シフトをもたらすものは，局在化電子による

媒質の電縮 (electrostriction)によって起こる体積減

少である (LeChatelierの原理).反応 (3)による体積
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変化は (5)式で得られ， n-ペンタン (P)，n-ヘキサン，

3-メチルペンタン (MP)で，-28，-22， -19cm3/mol 

(250C， 1 bar)である1).s Vrが電縮の結果であること

は，Drude-N ernstの古典的な理論3)((6)式)に従うこ

とによって示される.

sVr=-RT(δlnK/δP)T=RT(dlnμ/δP)T (5) 

D. Ves = -(z2e2/2Rε2) (δε/dP) (6) 

電縮現象は電子捕捉により，電子が一分子上に局在

化すればさらに著しい.従って加圧により液体中の電

子捕捉反応は促進される.無極性液体中の CO2による

反応は平衡反応で，圧力上昇による平衡定数の増加は

300 barで約10倍にも達する. 2，2，4-トリメチルペンタ

ン (TMP)， 3-MP，テトラメチルシラン (TMS)中

で， sVrはー130"'-290cm3/molと著しく大きい4)

最近，高圧下の μDの挙動が上記の分類に当てはまら

ない液体が見いだされた5) ベンゼン(B)，トルエン(T)

がそれで，250"'750 barの圧力増加の際にー桁も仰が

減少し，より高圧領域ではほぼ一定 ("'0.1) となる.

B，Tは電子親和力が負で気相では陰イオンは安定では

ないが，液相中では電縮によって安定化するので，電

子が B-，Tーに変わるためである.この場合， (3)式の

右辺を B-，Tーに代えた平衡が成立し， (4)ー(6)式にし

たがった取扱いができる.高圧領域では従って陰イオ

ンが存在しているはずで，普通のイオン移動度('"10-4 

cm2/Vs)よりはるかに大きいμD値は， Hoppingによ

る電子の移動の結果と考えられる.(B-+B一一→ B+

B-)この反応では左辺と右辺で変化がないから，ムVr

では Oで圧力が増加しても μDも変化しない.

B，Tをn-ペンタンに 1"'6.5%添加した二成分系で

も1000bar付近から B，Tによる電子捕捉の結果と見

られる μDの低下が観測された6) トラップ B，Tによ

る2-stateが成立し，(4)式により μD値が定まると考え

られる.濃度を30%程度に高めると，neat系同様な一

定化が観測される 7)

Hall移動度 電場中 (Ex)の電子に磁場 BをZ方

向から印加すると，y方向に電場Ey=VxXBが生ずる

ため，電子のドリフト速度は次式のようになる.(μH 

Hall移動度)
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v=μoE+μHμoEXB (7) 

Hall効果は運動中の電子(準自由状態)にのみ起こ

るので，μH/μD比の大きさは液体中の電子の状態につい

ての決定的な情報であるが，測定技術上の制約からシ

グナル強度の比較的大きい μDの速い液体に限られる.

現在までに測定されたものはネオペンタン (neo-P)8)， 

TMSヘ2，2ージメチルプタン (DMB)， 2，2，4-TMP， 

2，2，4，2-テトラメチルペンタン (TMP)10)の五種のみ

である.2，2，4-TMPを除いて， μH/μD比はほぼ 1で，

室温の液体中のμD値が10.5の2，2-DMB迄は電子が準

自由状態にあることを示唆する.μD値6.5の2，2，4-TMP

では，この比が2------3.5と大きくトラップか存在し，2-state

modelが成立する.

μH値は温度に依って変化し， 2，2-DMBでは20------

1560Cで 6倍に増加する.これは，密度変化によるとし

て変形ポテンシャノレ・モデル2)によって半定量的に説明

できる.

μD値の小さい液体について直接仰が測定できないの

で， neo-P二n-P二成分系11)で測定を試みた.n-Pの濃

度と共に μD値は低下するが，濃度30%以下では，μH/μD

比がほぽ1で電子が局在化していないことが分かつた.

従って n-ペンタンはこの濃度範囲では，単に散乱面積

の大きい散乱体としてのみ働き， トラップを形成しな

い.この系でも仰の温度変化は，変形ポテンシャル・

モデルによって説明できる.但しこの場合，ポテンシャ

ルの揺らぎは密度だけでなく，濃度の揺らぎによって

も引き起こされる.以上のように無極性媒質中の電子

輸送過程は 2-statemodel，変形ポテンシャル理論，

hopping modelの何れかで，少なくとも半定性的には

理解できるというのが現状である.伝導状態エネルギー

12 

V。が液体中の電子の挙動を記述する最も基本的パラ

メータであるので，目下高圧下の液体中の V。値の測定

を行っている.これを用いて移動度，反応速度等のよ

り定量的な理解を進めたい.
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M. Dole博士の逝去

1990年11月29日， M. Dole博士が心臓発作のた

め，カリフォルニア， Los Gatosの自宅で亡くな

りました.享年87歳.夫人とパナマ運河のクルー

ズから帰って 6日後のことであります.

博士の業績につきましては，本誌40号に柏原先

生の詳しい紹介記事が掲載されております.
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固相重合と着色中心の研究

固相反応には脱離，付加，転位，異性化，重合など

数多くのものがあるが，ここでは i)有機結晶相にお

ける重合反応と， ii)無機絶縁体における着色中心の

生成について述べる.

i )結晶状態における重合は規則的分子配列のもと

で起こる反応であるから液相や気相の反応では起こり

得ない反応性，選択性が考えられ，生成されたポリマー

の化学結合様式，立体規則性，配向性等に特異性が現

われるものと期待される.これらの特異性はポリマー

の諸物性を大きく左右するはずであるから固相重合の

研究は応用的にもたいへん興味深い.放射線化学的に

固相重合反応を起こすには γ線，電子線などを主に利

用するが，これらの放射線は結品深部まで一様に活性

化できる点で有効な手段となっている.

圏内における放射線固相重合の研究が始まったのは

1950年代の末で，岡村，林ら(京大，放高研大阪)に

よるジケテンやホルムアルデヒド環状オリゴマーの固

相関環イオン重合，および祖父江，田畑ら(東大，放

高研東京)によるオレブインやピニルモノマ一等の低

温国相重合の研究がほぽ同時に開始された1) 両グルー

プの研究は1960年代に最も盛況を呈し，共役ジオレフィ

ンに関する光固相重合の研究2)も加わって華やかな関心

を集め数々の物質について一通りのスクリーニングが

行われた.中でも岡村，林らは生成したポリオキシメ

チレンが結晶化して美しく配向していることをX線回

折や偏光顕微鏡などにより示し，重合反応方向が結晶

構造の影響を強く受けていることを明らかにした.

1970年代にはいると国外では固相重合の研究が新た

な展開をみせ，共役ジアセチレンとよばれる新しい物

質について旺盛な研究が始まった.共役ジアセチレン

の固相重合は，共役ジオレフィンの光国相重合の場合

と同様，モノマーの結晶格子が反応性と生成物の構造

を支配するトポケミカル反応の典型例であることが示

され，モノマー結晶の外形を保持したまま巨視的大き

さのポリマー単結晶が得られる唯一の系として関心を

号|いたが，最初に手懸けた Wegnerらは圏内の放射線
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国相重合の研究成果をおおいに参考としたようである3)

共役ジアセチレンの研究はその後も発展を続け，ポリ

ジアセチレンが π電子共役構造を持つ特性に注目した

超高弾性率・超強力繊維，金属的導電体 ・超伝導体，

有機非線形光学素子，有機強磁性体等の合成 ・開発研

究をいたく刺激し，現在では固相重合法によりポリジ

アセチレンの LB膜をデバイス化する研究も行われ，ま

たクリスタル・エンジニアリングの分野では代表物質

のーっとみなされて固相重合の研究はその立場をます

ます高めているといってよい2) 圏内でもジアセチレン

の研究にはかなり多数の研究者が参加しているが，放

射線化学の分野では僅かに松山，山岡，山本ら(京大)

が相転移の興味から参加している程度であるべ林，山

本ら(阪大)は別に芳香族アセチレン化合物を扱って

いるが新しい系として興味深い5)

ii)透明な絶縁体結晶における点欠陥の多くが呈色

の原因となることから物性分野ではこれらの点欠陥を

着色中心とよんできた.かつては光物性といえば着色

中心の研究をきしたほどで，現在の光物性研究者の多

くが一度は手をつけた分野である.

着色中心の研究は生成された点欠陥の同定とその生

成機構の解明に主力が注がれてきたが，理論的・実験

的に広範かつ綿密な蓄積があるのは主としてアルカリ

ハライドについてである.点欠陥の同定には主に光吸

収と ESRの手段が用いられ細部にわたる原子論的構進

が解析された.また，生成機構にはパルス電子線を用

いた光学的過渡吸収が威力を発揮したが，この方法は

放射線化学ですでに始まっていたパルスラジオリシス

法そのものであった.アルカリハライドにおける着色

中心の生成は国体中の光化学反応のプロトタイプとし

て興味を引き，得られた結果は他の物質にとっても基

本的なものとして半導体等の放射線損傷の理解にも取

り入れられてきため.有機ガラスにおける捕捉電子のモ

デルとして F中心がおおいに参考とされてきたことは

よく知られたことである.

着色中心生成の手段として電子線， γ線， X線， uv 
光などは研究の当初から多用され，中性子や重イオン

13 



粒子もよく利用されてきた.したがって，一般的には

着色中心の研究は放射線化学的にもなじみの深い分野

のーっとなっている.これらの中で重イオン粒子の作

用は固体原子との衝突 ・弾き出しが主となるから着色

中心の生成にも特異性が現われる可能性があり，また，

高密度励起を伴うために重イオン粒子照射は非線形現

象の研究に好都合な手段でもある.

物性物理の方では1980年迄に一応の成果が出揃って

着色中心の研究は一定の収束をみせたのに対し，放射

線化学の分野では1980年噴からむしろ研究例が増えて

いる.松山，山岡ら(京大)は情報材料の一つである

高純度人工石英ファイパをとり上げ円宮崎，笛木ら(名

大)は核融合研究にリンクして石英中の H，D，T原子

の挙動を扱った8) また，核物理や放射線ドジメトリー

と関連して坂口ら(新潟大)は被照射K2Mg2(S04) 3 な

どの TL現象の研究を行い，浜ら(早大)は Li2B404

TLD素子の発光機構について論じている 9) これらの

研究は単純なアルカリハライドに比べるとかなり複雑

な物質を対象としているが着色中心の研究が深まりと

広がりをみせている証左でもある.より複雑な系を扱

態で X2一分子イオン(Xはハロゲン)， F中心は負イオ

ン空格子位置に捕えられた電子， H中心は一つの負イ

オン格子位置にはいりこんだ X2ーである.ところがつ

い最近，自己束縛励起子とは VK 中心核が一方のハロゲ

ン格子点まで押しこまれて電子が隣りの空格子点にと

り残された，いわば，できかけの F-H対の状態に他な

らない，と結論された.つまり，自己束縛励起子から

F-H対ができるのではなくて，自己束縛励起子は F-H

対そのものである，という結論である.この描像では

自己束縛励起子は結晶の並進対称性のみならず中心対

称性をも破っているので「オフセンターモデル」とよ

ばれ， FとHが空間的に分離して各々が独立に安定化

されて所謂フレンケル欠陥対としての F-H対が生成さ

れることになる lべよく研究されプロトタイプとされて

きたアルカリハライドにおいて着色中心生成機構の肝

心な部分が変更されるという事態は，他の物質におけ

る放射線損傷のこれまでの理解に見直 J を迫るもので

あり，放射線化学的にも重大な意味を もっていると思

われる.

うという意味では，無機・有機複合化合物という構造 文献

的には次元の低い結晶(CnH2n+1NH3)2CdCl.に関する 1)田畑，林，工業化学全書58r放射線高分子化学」
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東北大)が始めたアルカリ銀ハライドや超イオン導電 2 )日本化学会，“分子集合体化学総説40(1983). 

体の研究11)，鳥山ら(名工試)の粘土鉱物における水素 3) J. Kaiser， G. Wegner， E.W. Fischer， Israel ]. 

原子捕捉の研究12)などもそのような例にはいると思わ Chem.， 10， 157 (1972). 

れるが，いずれも単なる着色中心の同定にとどまらず 4 )松山奉史，放射線化学 No.48，13 (1989). 

機能と結びついた物性との関連に視点が置かれている

ところに特徴がある.これらの研究は主として定常ビー

ム法を用いた研究であるがパルスを用いた研究では木

村ら(理研)が1970年代に始めた重イオン励起による

5 )放射線化学討論会，第32回A113(1989) :第33回

2A08 (1990). 

6 )上田正康，放射線化学 No.17，2 (1974). 
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加速器の整備が急速に進んでいるので，重イオン粒子 B115， B116 (1984) :第29回A114(1986). 
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る 126A(1988). 

電子線や高エネルギー光子の固体に対する主な作用 10)吉成武久，放射線化学 No. 43， 26 (1987). 

は電子励起であり，アリカリハライドにおいてはこの 11)池沢幹彦，放射線化学 No. 45， 36 (1988). 

電子励起による着色中心の生成について励起子機構が 12)放射線化学討論会，第33回2B28(1990). 

提唱されてきた.即ち，自己束縛励起子rVK+eJの再 13)放射線化学討論会，第31回 310A(1988) :第33団

結合発光と競合して F-H欠陥対が作られるというもの 2B32 (1990). 

である.ここで rVK+eJはVK中心のまわりに有効質 14) K.S. Song，萱沼洋輔，日本物理学会誌， 45， 469 

の小さい電子が緩く捕えられた状態と表わし中心対 (1990) • 

称性をもっている.また， VK 中心とは自己束縛正孔状
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固 相反応

放射線化学の発展を考える時，二つの側面が在る.

第一は放射線化学の特殊性を強調する見方である.放

射線は高エネルギーであり，それによって引き起こさ

れる反応は分子に与えるエネルギーの面からも，また

生成する反応活性種の空間的分布の面からも，他の化

学反応(熱化学や光化学等)に比べて特色がある.こ

の特色ある反応を解明することが放射線化学の研究で

あり，今後の発展方向と捉える.一方，第二の側面は，

放射線化学も化学(広くは自然科学)の一分野であり，

その普遍性を強調する見方である.従って放射線化学

の発展方向を他分野との関連において捉える.固相放

射線化学反応についてもこの二つの側面があるが，こ

こでは後者の立場から固相反応を考える.他分野との

関連性から研究課題を考えると，多種多様の興味ある

未解決の問題が山積し，それらを紹介し解説すること

は筆者の力量を遥かに越えている.それで第二の側面

の一例として，最近筆者が出会った興味ある事項を紹

介することにする.

Y.Ohashi氏(東工大，構造化学)やy.Ohgo氏(新

潟薬大，有機化学)は各種の光学活性アルキルコパロ

キシム錯体のX線照射による結晶相ラセミ化反応をX

線回折測定によって研究した1，2). X線回折パターンは

H H 
X 線 ・

CH~-C発ーCきN 叩.CH，，-C-C芸N3 I ..，_.. ~------.，0" ""&3 i 
( Co錯体(Co錯体)

キラル ラセミ

反応が進むと共に変化し，アルキル基の転位が起こる

ことをX線回折より実証した.このような異性化反応

は結晶中の反応空間と関連があるとしている.この反

応は結晶構造化学の分野における発見であるが，まさ

に固相放射線化学とも云える興味をそそられる課題で

ある.

水素原子一分子反応は最も簡単な二分子反応であり，

信頼性の高いポテンシャルエネルギー曲面が得られて

後の研究課題と云える.またL.Mezhov-Deglin氏等11)
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いる.従って理論と実験との比較が出来るので化学反

応論では，これまで数多くの研究がなされて来た.こ

の反応におけるトンネル効果の関与は，物理化学の教

科書にも出ている重要な課題である 3，4)• T. Miyazaki 

等幻(名大，放射線化学)は固体水素の γ線照射法によ

り，また V.Shevtsov氏等6)(ソ連，低温物理学)は気

体水素の放電法により，4.2Kで水素原子一分子トンネ

ル反応を独立に発見した.特に前者は D+HDー→

D2+H トンネル反応の速度定数の絶対値をも測定する

ことに成功した.これらの実験的研究を受けて S.Sato 

氏等7) (千葉大，放射線化学)と D.Tr油 lar氏等8) (米

国，化学反応論)は極低温トンネル反応、の速度定数の

厳密な理論計算を行った.γ 線照射法の特色は極低温固

体中に正確な濃度の水素原子を作ることが出来るので，

水素原子の速度定数の絶対値を測定することが出来る

点にある.このように低温固相放射線化学は化学反応

論とも深い関連がある.

水素原子は最も軽い原子であり，他の原子に比べ波

動性が強い.従って水素原子は固体中をトンネル効果

によって拡散(量子拡散)する可能性が高い.量子拡

散の問題は低温物理学において一つのトピックスであ

る9). YU. Kagan氏等10) (ソ連，物性理論)は H原子

の量子拡散について理論的検討を行い，H原子の捕捉

サイトからサイトへのトンネル拡散の機構を提案した.

さらに V.Shevtsov氏等は固体水素中の日原子の拡散

をこの機構によって説明した6) 一方， T. Miyazaki等

は H2+H一一→ H+H2トンネル反応の繰り返しによる

量子拡散の機構を提案した5) 両機構の最終的結論は今

(ソ連，物性物理学)は固体水素に β線を照射した時の

正負電荷の移動度を調べている.測定温度がllK以上

のため量子拡散の現象を見出していないが，将来はさ

らに低温にして H+等の量子拡散を狙っているようであ

る.水素原子は固相放射線化学における重要な反応活

性種の一つであり，それの量子誌散は放射線化学と低

温物理学とが接点を持つ興味ある研究課題である.

T. Shida氏等1川京大，放射線化学)， M. Symons氏

等13)(英国，反応中間体)や F.Wi1liams氏等l的(米国，
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放射線化学)によって始められたブレオン固体中での

カチオンの ESR的研究には，多くの他の研究者も参入

し，カチオンの構造や反応について豊富な知見が蓄積

された.これらは固相放射線化学が反応中間体の化学

に貢献した最近の例と云える.

以上をまとめると低温固相放射線化学は幾つかの特

色がある.まず第一に放射線照射により容易に各種の

反応活性種 (H原子，電子，イオン，ラジカル等)を

低温固相中に作ることが出来，それらの反応を研究す

ることが出来ること.第二に77K以下の極低温では活

性化エネルギーの障壁を越えて起こる通常の化学反応

は完全に抑えられ， トンネル効果による反応だけを取

り出して研究することが出来ること.第三に極低温で

は分子は殆ど基底状態にあり，極低温反応は僅かなエ

ネルギー差(例えば回転状態の差や僅かな活d性化エネ

ルギーの差)によって著しい影響を受けること.これ

らの特色を生かして視野を広げると，他分野における

問題との新しい接点が生れてくる.

これらの低温化学反応の研究は日本では放射線化学

者が中心になって育て発展させて来たものであり，化

学において低温化学と云う新しい分野が誕生する可能

性がある.一方，ソ連でもこの分野の研究は盛んであ

る.このたび多くの先生方の御支援のもとに，この問

題に関する日ソセミナーを企画することになった.テー

マは「化学反応における量子効果(低温化学)Jであり，

開催地として1991年チェルノゴロフカ(ソ連)および

1992年11月名古屋を予定している(日本側:(名誉組織

委員長〕田中日本化学会会長， (組織委員長〕笛木教授，

〔事務局〕宮崎.ソ連側:(名誉組織委員長JGoldansky

アカデミー会員， (組織委員長JGordon教授， (事務局〕

Pugatchev博士).特に1992年名古屋開催では多数の日

本の放射線化学者の参加を期待しており，このセミナー

により今後の低温固相反応の展望がさらに拓けるので

はないかと思っている.
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新線源

はじめに

放射線化学の研究に，加速器が利用されるようになっ

てから，既に3D年余りを経過している.1960年から1970

年噴にかけて，電子線加速器はマイクロ秒からナノ秒

そしてピコ秒のビームを安定に発生できるようになり，

放射線化学反応の初期過程の解明に大きな役割を果し

た.

また，イオンビーム照射による物質のダメージ等に

ついて， 1970年代の核融合炉開発の活発化に伴い，そ

の研究の重要性が広く認識されるようになった.その

ためイオンビーム照射効果の詳細研究の重要性が認識

され，放射線化学の分野で取り上げられるようになっ

Tこ.

一方，従来は核物理の領域で利用されていた各種高

エネルギー加速器が，ポジトロンやミューオン更に SR
光等の発生のために用いられるようになってきている.

新線源とは?

ここでは放射線化学の研究に使用できる，新しいビー

ムを発生できるものを新線源ととらえている.新しい

ビームとは，第 1にビームそのものが新しいもの.例

えばSRやポジトロン・ミュオンビーム等がそれにあた

る.これらは高エネルギーの電子やプロトンの加速器

を用いている.またこれまでの研究の展開上，イオン

ビームもこの中に含める.第 2にそれ自体は新しくな

くとも，パルス幅が極端に短い等の場合も新しいもの

と考えられよう .

新しいビームの発生

1 .高周波電子線加速器 これには線形加速器(リ

ニアック)，マイクロトロ ン等がある.研究用の線源と

して，現在既に実用化されその有用性が広く認識され

ているリニアックからのピコ秒シングルビームは依然

として重要な新線源と考えられる.1980年頃， S-バン

ドで実測18ピコ秒であったパルス幅は1)，1988年頃には

住友重機械工業開
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L-バンドでも10ピコ秒以下を達成したという .このよ

うに電子銃や入射系，ビーム取出方法等の工夫によっ

てパルス幅の非常に短い(----.，サプピコ秒)，良質の電子

線を取り出せることが明確化してきている.この時間

領域の実験を実現するには，ツインライナック法2)(あ

るいはストロポ法3))を用いることになるため，短いビー

ムを出力するため電荷を非常に少なくしても，繰り返

しを上げる(最大は CW) ことで，非常に精度の高い

実験が可能となる.

マイクロトロンはコンパクトで，高エネルギーの電

子を取り出すのに有効な装置である.その形状には円

形，レーストラック，ダブルサイデッド等の形がある

が，いずれも 1つないしは 2つの加速管とマグネット

から成っていて，その加速管を繰り返し使う .出力ビー

ムは，高エネルギーでエネルギーのばらつきの非常に

少ない良質のものである.現在ではマイクロトロンを

放射線化学の研究に単独で使っている例はないようで

あるが，レーストラック型はコンパクトで実用性も高

い.なおマイクロトロンは現在SR用の入射器としても

使われているべ

2.光ビーム発生装置 ここでは放射光 (SR)とフ

リーエレクトロンレーザー (FEL)について概説する.

SRの利用については種々総説があり日1，詳細につい

てはそれを参照されたい.特に放射線化学との関連に

ついては，鏡野の総説に詳しい5) 従ってここでは SR

を線源の側からみた場合の種々の特徴について簡単に

述べたい.放射光の特徴を簡単に下にまとめておいた.

①高輝度である.全放射ノマワーPはエネルギーEの

3乗に比例し，又磁場強度 Bと電流値 Iに比例する.

すなわち

pcに E3・B• 1 

またパワー密度(単位立体角，単位波長幅当り)は Eの

6乗に比例し， BとIに比例する.②指向性がある.

③連続波長スペクトル分布を持つ.ピーク波長は Eの

2乗と Bに反比例する.④高繰返しの短ノ幻レス光で直

線偏光している.

SRの発生装置は大きく分けて 3つに分類できる.小
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型 (6000MeV"'-'l GeV)，中型(1.5"'-'2.5GeV)そし

て大型 (6GeV以上)で，それぞれ用途が異なる.

小型リングでは常電導や超電導のコンパクトな装置

があり，用途は半導体リングラブイ一等向けが主体で

ある.

中型エネルギー領域としては高エネルギー研の PFが

このグループに属する.中型リングとしては広島大学

のHISORがあるが，まだ予算の認可を受けていない.

国外でこのような新型リングを意図しているのは，米

国の LBLのALS，イタリアの TORIESTEマシンで

ある.用途として結晶構造解析やアンジオグラフィー

などがある.またアンジュレータ一等を利用してより

高いエネルギーあるいはより高い輝度の光を出せるよ

うにも工夫されている.

大型リングとしては，高エネルギー研のトリスタ ン

ARがあるが， SRの専用装置でないためいくつか使い

にくい点があるようである.スタンフォードの PEP(15

GeV) ，コーネル大学の CHES(5.5 GeV)も同じ事情

にある.新世代の大型リングとして建設が進められて

いるのは，ヨーロツパESRF(6 Ge V)，米国アルゴン

ヌの APS(7GeV) ，日本の理研一原研の SPRING8(8 

GeV)である.これらの完成によって硬X線を用いて

物理，化学，生物，医学，産業等への利用についての

検討が盛んに行われると期待される.

FELの特性等については，本誌50号の奥田の解説7)に

詳しいので詳細は省くが， 1976年のスタンフォードの

発振8)以来15年を経過し，自発放射光の測定例は数多く

ある.しかし実際のレーザー発振の成功例は10例にみ

たない.その成功例は紫外より長い波長領域での発振

であり，大出力はミリメータ以上の長い波長に限られ

ている.

FELの発振波長はエネルギーの 2乗に反比例し，ウィ

グラーの波長に比例するので，短い波長の光を必要と

する場合には，高エネルギー電子が必要になる.また

非常に強い磁場を持つウィグラーも短波長光の発振に

は有効である.しかしいずれにしても，マイクロトロ

ン，高周波リニアック，シンクロトロンのようなエミッ

タンスの非常に良好なビーム，あるいはパンデグラブ

やコッククロフトのように大電流で良好なエミッタ ン

スを持つビームでなければ発振は難しい.放射線化学

研究の観点、からは，紫外から軟X線領域の光が重要と

なるが，このような FEL発振を行おうとすれば，シン

クロトロンが適当ということになる.しかし成功して

も，放射線化学専用とするにはこれらの装置は余りに

高価である.ただ， FELはエネルギーの均一性，高ピー
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ム強度，波長可変といった優れたものであることから，

その有用性は非常に高く SRよりも一歩進んだ研究が可

能になるとも期待される.

3. レプトンビーム(電子を除く) 放射線化学研究

に利用されるレプトンビームの中には，正負のミュー

中間子，陽電子等がある.それぞれの利用等について

は，伊藤ヘ岡田10)等の解説があり，ここでくどくど述

べる気はない.しかしこれらのビームの単色化，大出

力化，パルス化は放射線化学研究の進歩にとっても非

常に重要なテーマであることは指摘しておきたい.レ

プトンビームにこういった特徴をもたすには，加速器

及び周辺の技術に非常に厳しい要求をすることになる

が，加速器技術は大出力，高エネルギー化に向けて着

実に進歩しているので，特徴ある研究のために必要な

性能は近く必ず達成できると考えている.圏内でのポ

ジトロンビームの加速は高エネルギー研で行われてい

るが，これは PFの入射に使われており，原研の計画し

ているポジトロンファクトリーのような施設の早期実

現を期待している.

4. イオンビームと中性子ビーム イオンビームの

利用については，原研の放射線高度利用研究の計画の

中で種々議論されているl九放射線化学の基礎研究の立

場に立つと，イオンビーム及び中性子ビームはパルス

化された大強度のビームであることが望ましい.もち

ろん定常ビームであってもその照射効果の研究上非常

に重要で，例えば PMMAのポジ→ネガ反転機構解明

や，イオンの種類やエネルギーによる反応の違いの理

解のために，イオンビーム加速器は欠くことが出来な

しに

静電型イオン加速器には，パンデグラフやタンデム

があり，高周波型にはシンクロトロンやサイクロトロ

ン(AVF，周波数変調，セパレートセクター等)，線形

加速器 (RFQ，アルパレ等)がある.これらの内大き

な出力が期待され，イオンだけでなく DTやスポーレー

ション反応による中性子ビーム発生にも利用ができそ

うなものは，セパレートセクターサイクロトロンやア

ルパレ型リニアックと結合空胴型リニアックの組合せ

であろう.パルスラジオリシス等への応用としての大

強度プロトンの加速には，リニアックが最も適してい

る.

謝辞)リニアックについては，高エネルギー研の小

林仁助教授に，また加速器全般については住友重機械

工業側，小寺正俊博士に多大なるご助言を頂きました.

ここに心より謝意を表します.
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記念出版案内

「放射線化学の歴史と未来」一30年の歩みー

責任編集岡村誠三

発行 者 30周年記念事業組織委員会(会長天野昇)

日本における放射線化学の研究は，昭和30年代当初 中の失敗も含め紹介.

から始まったと言えますが，原子力平和利用の一環と 3.伝統ある約20の研究機関の研究の歴史・進展を明

して，放射線化学の工業利用を目的として本格的な研 示.

究が開始されたのは，償却日本放射線高分子研究協会の 4.主要な研究者約40名の研究成果及びその変遷を「自

東京・大阪両研究所の発足からであると思われます. 分史」として記述.

過日，昭和63年11月7日に大阪で開催されました放 5.放射線化学，放射線高分子化学，線源工学に関す

射線化学の研究開始30周年記念講演会には，多数のご る基礎研究及び応用研究を紹介.

参加を得て，盛会裏にこの30周年記念を祝うことがで 6.工業化に成功した研究成果の具体例 5例を詳細に

きました.これも皆様のおかげであり，またご同慶の 紹介.

いたりと存じます 7.歴史的}経験 ・教訓のま とめから得られた放射線化

今回，その成果を基に，放射線化学，放射線高分子 学の将来展望を明示，また放射線化学の未来を予

化学に関する研究の30年間の歩みを振り返り，その歴 測.

史的経験 ・教訓陪集大成し，さらに，放射線化学の工 8.放射線化学に関するトピックス，関連雑誌 ・図書

業化の発展を図ることを目的として，本書を編纂いた 名の集録，紹介.

しました. 購入等についての連絡先

内容と特徴 〒572大阪府寝屋川市三井南町25-1

1 .放射線化学研究の動機，研究環境の整備，研究内 日本原子力研究所大阪支所

容の変遷，及び研究成果を研究 ・開発当事者が紹 30周年記念事業組織委員会 中瀬吉昭

介 TEL0720-31-0685 FAX 0720-31-0596 

2.重要な研究成果，及び発明 ・発見に到る過程を途
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理論

放射線化学に関連した理論の現状と今後の動向につ

いて簡単にまとめてみようと思う.

放射線化学の特徴の一つは，放射線から物質へのエ

ネルギー付与が空間的に非均一に起こることである.

空間的に非均一なエネルギー付与は，それに続いて起

こる化学反応過程に強く反映される.従って放射線化

学の初期過程は Freemanの言うところの非均一過程1，2)

の最も典型的な例である.

これまで， γ線や高速電子線のような低 LET放射線

の場合には，イオン化のイベントは空間的に互いに十

分離れて起こると考え，空間的に孤立した陽イオンと

電子の対を出発点として，イオン化に続いて起こる化

学反応過程を解析してきた.これが単一スパー・モデ

ルと呼ばれるものである.

しかし，低 LET放射線でも， 2つ以上のイオン化の

イベントが空間的に接近して起こる頻度はかなり大き

く 1つのスパーに 2個以上のイオン対を含む多重ス

ノマーの割合は30%以上に達する.従って多重スパーに

おける化学反応過程をきちんと把握することは極めて

重要なことである.

数年前から Hummelのグループは，多重スパーにお

ける電子と陽イオンの再結合反応をモンテ・カルロ法

によるシミュレーションによって調べている.彼らが

これまでに得た結果のうち，興味あるものを一，二紹

介しよう.

単一スノfーにおける電子と陽イオンの再結合では，

外部電場が小さい場合には，再結合を逃れる確率(逃

散確率)は外部電陽に比例して増加する.そしてこの

直線の傾きと切片の比は媒質の温度と誘電率にのみ依

存する定数になる.分子性液体に低 LET放射線を照射

してできたイオン対の逃散確率については，この関係

が良く成り立ち，このことが単一スパー・モデルを正

当化する根拠になっていた.しかし Hummelらは3べ
上の関係は多重スパーにおいても近似的に成り立つこ

とを示した.

単一スノfーにおいては電子は親の陽イオンと再結合

化学技術研究所
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(geminate recombination)する.しかし多重スパーの

場合には，電子は親の陽イオン以外の陽イオンと再結

合(crossrecombination)する可能性も生じる.この

場合，再結合によって，一重項励起状態ばかりでなく

三重項励起状態も生成する.Hummelのグループと著

者は5)，多重スパーにおけるイオン再結合反応とスピン

の運動を正しく考慮して，イオン再結合による三重項

励起状態の生成の収率を計算した.

Hummelらは，モンテ・カルロ法によるシミュレー

ションによって， α線のような高 LET放射線のトラッ

クにおけるイオン再結合反応についても調べている.

このような研究は多大の労力を必要とするが，非均質

過程としての放射線化学の初期過程を正しく理解する

ために，今後も地道に続ける必要があろう.

単一スノ~-・モデルは，それのみでは放射線化学の

初期過程を記述する理論として不十分であるが，低 LET

放射線の場合には，生成されたスパーの60%以上が単

一スノマーであることを考えると，依然として重要であ

ることに変りはない.また，分子性液体や固体の光電

導を理解する場合には，単一スパー ・モデルは適切な

理論である.単一スパー・モデルについても最近新し

い発展がある.その一，二について述べよう.

アントラセンのような分子性固体の場合には，誘電

率や電子の易動度が異方性を持つ.異方性を持つ媒質

における光電導を理解するには，異方性を考慮してイ

オン対の逃散確率を計算する必要がある. 10年以上前

に，著者は，異方性がある場合を含む一般の場合に対

して，逃散確率が満すべき微分方程式を導出した6) 最

近 Mozumderらは円著者の方程式を数値的に解くこ

とによって異方性がある場合の逃散確率を計算した.

液体メタンや液体アルゴンでは電子の易動度は非常

に大きい.電子の易動度が非常に大きいということは，

電子の平均自由行程が非常に大きいということである.

ところで， Onsagerの理論に代表される従来の逃散確

率の理論は，すべてスモルコフスキー方程式に基づい

ているが，スモルコフスキー方程式は電子の平均自由

行程が非常に小さい場合にのみ成り立つ式である.従っ
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て，電子の平均自由行程が大きい媒質では，Onsagerの

理論は破綻するはずである.著者らは，モンテ ・カル

ロ法によるシミュレーション8)及びエネルギー空間にお

げる拡散という概念9)を用いて，電子の平均自由行程が

大きい媒質での逃散確率を計算した.言うまでもなく，

電子は量子性の粒子であり，電子の運動を記述するに

は正しくは量子力学を使う必要がある.最近著者は，

電子の平均自由行程が非常に大きい場合に，逃散確率

を半量子論的に計算している 10)

極性液体のスパーでは，電子と陽イオンの再結合反

応の時間スケールと，誘電緩和(溶媒和)の時間スケー

ルが同程度である.この場合，再結合と誘電緩和は互

いに影響を及ぽしあいながら同時進行する.このよう

な状況における逃散確率の正しい計算はまだない.今

後の課題であろう.

従来の放射線化学の初期過程の理論では，イオン化

によってたたき出された電子が熱平衡化する時間とい

うものをやや窓意的に導入し，それ以前のエネルギー

損失過程11) と以後の拡散過程を分離して議論してきた.

その理由は，後の過程では熱平衡状態の力学(スモル

コアスキー方程式)が使えるからである.しかし，陽

イオンのクーロン引力の存在下で，特に電子の平均自

由行程が大きい場合には 2つの過程を分離すること

は概念的に無理がある.イオン化によってたたき出さ

れた直後の過剰のエネルギーを持つ状態から，陽イオ

ンと再結合するまでの，電子の一生を連続的に記述す

る必要があろう .この場合の問題点は，熱平衡状態の

力学を使えないので，多大のインプット ・データ(断

面積)を必要とすることである.
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放射線化学に関連するものとして，上で述べた以外

に，電子の溶媒和，電子移動反応，反応速度に対する

溶媒効果12)についても理論の著しい発展がある.特に

電子移動反応の理論については最近新しい展開があっ

た13，14)
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古
同

1 .序

1990年は放射線化学の分野でゴードン会議，水和電

子発見25周年記念会議，第200回米国化学会での放射線

高分子シンポジウムの三つの重要な会議1)があり，文献

のみで知っていた東欧の研究者の発表や意見が生で聞

けた記念すべき年であった.

高分子の放射線化学の研究が本格的に開始されてか

ら既に40年になる.最近の加速器やエレクトロニクス

などの科学技術の急速な進展に伴って，電子線や γ線

以外のイオンビームやシンクロトロン放射光などの多

くの新しい線源の利用が可能になるとともに放射線分

解生成物の分析方法や反応中間体の測定方法にも大き

な進歩があったことなどから，高分子の放射線化学の

基礎研究も大きく進展した.高分子の放射線化学の基

礎研究に関する論文は，最近のものだけでも膨大な数

になるが主な分野について以下に紹介する.

2.パルスラジオリシス法による研究

大部分の反応中間体は非常に短寿命なので，反応が

実際に起こっている条件とは異なる低温などの特殊な

条件下での測定を除けば，短寿命の反応中間体の測定

にはパルスラジオリシス法のような時間分解型の測定

法が不可欠である 2)

ごく最近になって，室温の固体高分子中でも放射線

照射によって生成する短寿命のイオン種や励起状態な

どの高分子の崩壊機構を調べる上で重要な反応中間体

が測定できるようになってきた日).また，時間分解能

の方も短波側はツインライナック，長波長側はごく最

近開発したピコ秒半導体レーザーと組み合わせたレー

ザー・ライナック (LL)ツインパルスラジオリシスを

用いて10ピコ秒程度の測定が開始されている.また，

イオンビームやシンクロトロン放射光パルスラジオリ

シス法が高分子研究に利用できるようになってきた.

ポリオレフィン，特にポリエチレンの放射線効果に

関する研究は膨大な数にのぼるし，パルスラジオリシ

ス法を用いる試みも古くから行われていたが，照射に

よって生じる主要な反応中間体の測定はほとんど失敗

東京大学原子力研究総合センター
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してきた2) ごく最近になって，照射ポリオレブインや

モデル化合物中における主要な初期反応中間体である

ラジカルカチオン，捕捉電子，励起状態，アルキルラ

ジカルの過渡吸収スペクトルの室温での測定が行える

ようになった4) それらの初期の反応中間体の反応によっ

て生成するもう少し長寿命のラジカルが照射した溶融

ポリエチレン中で最近測定されている 5) エチレン・プ

ロピレン・ジエン 3元共重合体(難燃性原子炉用ケー

プル材料)の耐放射線性に関するパルスラジオリシス

(発光)の実験も行われている 6)

側鎖に芳香族を持つ高分子に関してはポリスチレン

のダイマーカチオン，エキシマー，電荷移動錯体ラジ

カル，励起 3重項状態7)，ポリピニルナフサレンのダイ

マーカチオンヘポリピニルピフェニールの正負イオン9，10)

などの過渡吸収が測定されている.

また，電子線レジストの反応機構に関する研究がCMS

などのクロロメチル化ポリスチレン類7)やシリコン含有

レジスト類11)について行われている.

最近， σ共役系高分子のポリシラン12，13)やポリゲル

マン14)の正負ラジカルイオンなどや π共役高分子のポ

リアセチレンのモデル高分子であるポリフェニルアセ

チレンの反応中間体15)などがパルスラジオリシス法で

測定されている.

レジストや複合材料と関連の深い PMMAI6，17)やエポ

キシ樹脂18)などの多くの高分子で照射によって生成し

た重要な反応中間体がパルスラジオリシス法によって

測定されている.

3. レジストの最近の話題

電離性放射線によるレジストのプロセスとしては電

子線， x線およびイオンビームによるリソグラフィー

技術がある.電子線レジストは現在の LSI製造用のフォ

トマスクの製造技術やナノリソグラフィーの研究など

に使用されている.x線レジスト及びX線リソグラフィー

は64MDRAM以降の LSI製造の主リソグラフィー技術

として，エキシマーリソグラフィーとしのぎを削って

いる.256MDRAM以降になると X線もしく電子線リ

ソグラフィー，特に一括転写の可能なX線リソグラフィー
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への期待が大きい.

この分野での最大の研究課題は高解像度性とドライ ・

エヅチング耐性を失うことなく .X線レジストと電子

線レジストの高感度化を行うことである.特にX線レ

ジストの高感度化はX線源の強度をあげるのと同じ効

果がある上に，少ないX線照射量ですむのでX線リソ

グラフィーで大問題になっているマスクの熱歪や放射

線損傷が少なくなるという大きな利点がある.

X線レジストの高感度化の方法としては放射線グラ

フト法などの多くの試みが行われてきたが，最近になっ

て.IBMの伊藤と Willsonたちによって化学増幅法と

いう新しい方法が提案された.化学増幅法は一種の連

鎖反応であり，放射線によって生成した酸が連鎖反応

によって高分子の主鎖切断や分子構造変化を行う.IBM

はいろいろな系に対する化学増幅型のレジストの合成

及び反応に関する報告を行っている.ごく最近，フォ

トリソグラフィーではあるが.IBMでは 1MDRAMの

製造を化学増幅型のレジストを用いても行っている.

化学増幅の考え方を用いたレジストがごく最近シツ

プレーからネガ型の電子線レジストとして市販される

ようになったので簡単に化学増幅型のレジストが使用

できるようになってきた.このレジストはX線レジス

トしてももちろん使用できる.また，へキストは化学

増幅型のポジ型とネガ型のX線レジストを発表してい

る.これらの化学増幅型の電子線及びX線レジストの

正確な組成は発表されていない.ただし，ネガ型はフェ

ノール樹脂，メトキシメチルメラニンのような架橋剤，

トリクロロメチル化トリアジンのような酸発生剤の三

元系，ポジ型はノポラック，アセタールのような溶解

阻止剤， トリクロロメチル化トリアジンのような酸発

生剤の三元系である.

電子線レジストやX線レジストに関する最近の基礎

研究の成果は国際会議で報告されている川).

4.イオンビーム照射効果の研究

イオンビームによる高分子の崩壊の研究は電子線や

γ線により照射効果に比較するとはるかに少なく最近よ

うやく本格的な研究が開始されたばかりである.イオ

ンビームによる高分子の照射効果に関する最近の主な

研究を簡単に紹介する 20)

他の電離性放射線の照射効果との比較をした線質効

果の研究では，単純な構造の高分子では同じ吸収線量

に対しては芳香族環を持つポリスチレンのような高分

子ではイオン照射の方が電子線や γ線照射よりも照射

効果が大きい.また，一般的な傾向として，電子量や
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γ線に対して非常に耐放射線性のある高分子に対しては

同じ吸収線量ではイオンの照射効果が大きい.ただし，

ごく最近の研究では芳香族環を持っていても複雑な構

造の高分子の照射による機械強度特性の変化などでは

一般的な傾向と逆の効果も報告されており ，線質効果

の体系化は線質効果の機構解明が行われるまで困難な

状況にある.パルスラジオリシス法によるイオンビー

ム照射で生成する短寿命反応中間体の測定と線質効果

の機構解明の研究も最近開始されている.

大電流の電子線やイオンビームを高分子に照射する

と熱によって高分子のアプレーション(熔融現象)や

カーポニゼーション(炭化現象)が起こることは以前

から知られているが，電流値を極端に下げてもイオン

ビーム照射では熔融現象や炭化現象が起こることが最

近分かつてきた.また，高エネルギーイオツンの通過に

伴って，その飛跡に沿って非常に高密度のイオン化や

励起が生じて，照射後アルカリ溶液などでエッチング

するとイオンの飛跡に沿って孔が生成する.これを

N uclear Tracks (核飛跡)という.これらの電子線や

γ線照射のような低密度励起では起こらずに，あるしき

い値以上の励起密度のイオン照射のときのみ起こる現

象を高密度励起効果という .この高密度励起効果によ

る熔融，炭化，核飛跡は熱現象ではなく，す法精度が

高い.この特徴を活かして，高分子材料の微細な表面

加工，表面改質，機能性多孔膜や単孔膜の作製，イオ

ン顕微鏡やラジオグラフィーへの応用などの新しい応

用分野を切り拓きつつある.しかし，なぜ高密度励起

効果が生じるのかという本質的な問題はまだ解決され

ていない.高密度励起効果の研究は始まったばかりで，

新しい高密度励起効果の発見や機構解明など今後行う

べき問題が多く残されている.

半導体工業では確立した技術であるイオン注入法に

よるポリアセチレンやポリチオフェンなどの導電性高

分子の特性改善，シリコーンゴムと水との接触角の低

下，シリコーン膜の摩擦係数の改善などの研究が行わ

れている，

その他，集束イオンビームによる超微細加工，粒子

選別プラスチック ・シンチレーターの機構解明研究，

イオンビームによる薄膜生成などの多くの研究が最近

急に行われるようになってきている.

5.高分子の耐放射線性の基礎研究

最近の高分子の耐放射線性の基礎研究は最新の分析

技術を駆使したポリオレフィンに対する照射効果の研

究の精密化，最近進展の著しい芳香族を持つエンジニ
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アリング・プラスタックや有機複合材料の照射効果の

研究が盛んである.また，核融合炉や宇宙などの新し

い用途や原子炉事故のような極限的な環境下での照射

効果も精力的に行われている 21.22)

6.放射線酸化劣化

空気中での電離性放射線による高分子の崩壊の機構

を考える上で最も重要な放射線酸化劣化機構に関する

研究が最近開発された種々の新しい研究手法を用いて

盛んに行われている 22) 具体的には，線量率効果と高分

子園体内での酸素の拡散の問題，非常に複雑な放射線

酸化劣化機構の解明と主プロセスの定量化，種々の分

解劣化要因の相乗効果，高分子の放射線酸化劣化の防

止剤の防止機構の解明などの研究が精力的に行われて

いる.特に劣化防止剤が電子移動過程などの電荷の移

動過程，励起状態からのエネルギー移動過程，ラジカ

ルの補足過程，酸素やオゾンの反応過程などのどの過

程で最も有効に効くのかということが種々の研究手法

を用いて調べられている.

7.その他の研究分野

高分子の放射線化学の基礎研究は上記以外にも新し

い研究分野がどんどん広がっている.また，古い研究

分野でも粒子飛跡計用高分子やシンチレーターなどの

宇宙線の測定用高分子材料のように従来のものよりも

飛躍的に感度や精度の高いものの必要性を有する研究

分野が出てくると経験的な知識だけでなしこれらの

現象の本質的な理解が必要になってきている.

紙面の都合上パルスラジオリシス関係以外の研究分

野の文献を割愛し，かわりに総説や特集号のみを引用

した.
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水和電子・溶媒和電子

1981年に Accountsof Chemical Reserches誌に発

表された Kevanの論文には，さまざまなガラスマトリ

クス中の捕捉電子の幾何学的構造が具体的にわかりや

すく説明されている Iにこの論文が出たころをさかいに，

溶媒和電子をめぐる議論はしだいに終駕に向かうかの

ように見えた.ところが， 1980年代も半ばを過ぎて，

ふたたび溶媒和電子に関する重要な論文がつぎつぎに

発表されるようになった.その原動力となったのが，

新たに開発されたフェムト秒のレーザーパルスと，スー

ノfーコンビュータを駆使した大規模な量子シミュレー

ションである.

ここでまず，サプピコ秒の時間領域がどのような意

味をもつかを考えてみる.溶媒と放射線の相互作用に

よるイオン化は，ふつうの電子遷移と同じ速さの10-16

秒程度で起こる.このようにして生成した高エネルギー

の電子は溶媒の伝導帯に広がって移動し，溶媒分子と

衝突をくりかえして速やかに熱電子に変わり，最終的

には溶媒和される.問題は，熱電子から溶媒和電子に

変わるときに，中間の状態を経るかどうかである.ア

ルコール中ではたしかにこの中間の状態が観測される

が，水では 1ピコ秒以内に溶媒和が完了してしまうた

めに何とも言えなかった.サプピコ領域はこのような

熱電子から溶媒電子への過程が観測される可能性のもっ

とも高い時間領域として注目されていたのである.

Gauduelらの 2光子吸収の光イオン化の実験による

と，幅100fsのレーザーパルスの照射直後から110:t20

fsの時定数で1，250nrn以上の波長に広がる赤外ノてンド

がまず観測される2) ついで240:t20fsの時定数で720nrn 

に λmaxをもっふつうの溶媒和電子の可視バンドが現れ

る.この 2つの吸収ノマンドの関係を模式化して図 1に

示した.Eisenthalのグループは，625nm付近に重なっ

ている H20+の吸収の寄与をさし号|くことにより，850

nmに等吸収点があることを見いだした3) つまり近赤

外から可視へのスペクトル変化は連続的な変化ではな

く，可視ノマンドを与える状態と赤外ノTンドを与える状

態の 2状態モデルで解析される.このことは，電子の

北海道大学工学部
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図 1.溶媒和電子と未溶媒和電子の概念図2) ただし破

線のスペクトルは推定したもの.

まわりの溶媒が順次配向して溶媒和シェルが形成され

るのではないことを意味している.じっさい，スペク

トル変化の時定数は溶媒の再配向時間よりも速い.

赤外ノてンドを与えるものの候補としてまっ先に考え

られるのは，基底状態の来溶媒和電子である.Gauduel 

たちは，電子は水の中にあらかじめ存在するポテンシャ

ルのゆらぎによって捕捉され，ごく少数の水分子から

なる水のクラスターアニオン(H20)nーになると考えた.

そこで，過剰電子が出現する前の水の中にはどのよ

うなポテンシャルが存在するかが問題となる.ランダ

ムな水分子の配置による電子トラップのモデルは，立

矢と Mozumderによって10数年も前に提案されてい

るべこの考え方は，最近 MD計算やモンテカルロ計算

などの大規模な計算機実験に受け継がれて著しく発展

している.Schnitkerらの計算結果によると，電子密度

のかたよりや分子配向による水の中のポテンシャルの

くぽみの分布は，-1.4eVから OeVに向かつて連続的

に増加する 5) これは可視領域から立ち上がって1，250
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nmの赤外領域まで連続的に強度が増加する図 1の赤外

バンドと現象的によく一致している.Gauduelたちは，

このようなトラップに電子が落ちてできたクラスター

アニオンが，速やかに収縮して空孔の内側に電子を閉

じ込めると考えた.赤外ノTンドから可視ノfンドへの変

化は，このように電子トラップの収縮，すなわち「電

縮」で説明されている 2)

しかし，赤外ノてンドが電子的に基底状態にあるかど

うかについては異論もある.Eisenthalのグループは，

電子は水中に初めからある非常に深いトラップに電子

的励起状態で捕捉され，無放射遷移で基底状態に変わ

るのだと主張している 3)

量子シミュレーションによる水のクラスターアニオ

ンの研究は，上述のような溶媒和電子の生成機構のみ

ならず，溶媒和構造や電荷分布などにも密接に関係し

ている.Quantum Path-Integral Molecular Dynamics 

(QUPID)法では，過剰電子は量子的に振舞うが，周囲

の溶媒分子は古典的な粒子のように振舞うと仮定して

数値計算をおこなう. 1個の過剰電子と200------500個の

水分子とからなるクラス ターアニオンについての計算

結果によると，電子への配位数は 6個で， QH基が空孔

の中心にむかつて配向している6).e-Hの距離の分布は

2.05Aでピークを示すが，このピーク以外の位置でも

分布が波うって変化する.これは溶媒和構造における

統計的なゆらぎを示すものである.溶媒の配位数や e-H

の距離は，水和電子についての Kevanのモデルと一致

する.ただしこの計算では，電子のまわりのミクロ構

造は仮定したポテンシャルの形できまることに注意し

なければならない.溶媒和構造に関しては，計算結果

が実験結果と一致したというより，実験結果と矛盾し

ないようなポテンシャルが選ばれたと言うべきであろ

う.また今のところ， Emaxの計算値は実験値とくらべ

て0.7eVも高エネルギー側にずれている.この点に関

しては，第 1溶媒和層に水分子を置き，その外側の溶

媒を点電荷と近似して行った団地川らの abinitio計算

の方がより実験値に近い結果を与える 7)

電荷の分布はクラスターのサイズによって変化する.

QUPID計算の結果によると，クラスター(H20)nのサ
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イズが小さい (8豆n<32) ときは電荷がクラスターの

表面に分布し(表面型)，大きい (n>32) ときは内側

に取り込まれる(内部型)8). 内側に取り込まれた状態

の基底状態の波動関数はほぼ球対称の s-型関数で，ク

ラスターサイズが小さいときは電荷は 4A程度にひろ

がっているが，大きいときは 2------3Aのせまい領域に閉

じ込められている.最低励起状態は， Rosskyの計算に

よると縮退が解けた 3つの p-型の波動関数で電荷は半

径が 3A程度の領域に束縛されている 6) より高励起状

態ではエネルギー密度がしだいに高くなり，自由電子

に似た状態に収れんする.第 1励起状態の波動関数が

p-型であることは，前述の abinitio計算でも確かめら

れている 7) 最近Coeらは，クラスターアニオンから放

出される光電子のスペクトルがクラスターイオンのサ

イズに依存して系統的に変化することを見いだしたがへ -:....，，; 

このことについては本特集の平岡氏の解説(4ページ)

を参照されたい.
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-・:持集:三:111， 「放射線化学の現状と今後の動向」

日本の放射線照射施設

日本の放射線照射施設

1 .はじめに

昭和40年に日本放射線化学会が創立し，その翌年に

機関誌“放射線化学"の第 1号が刊行され，前号で50

号を数えることになった.日本で放射線化学関連の研

究が始められたのが学会創立前約10年という事なので，

日本に珍ける放射線化学の歴史は約35年にわたるもの

である.その間，放射線化学の基礎過程から応用，開

発研究に至る広い分野の研究が活発に行われてきてい

る.このような状況の中，機関誌50号を一つの区切り

として，これまでの研究を振り返り，現在のアクティ

ピティーを把握し，さらに将来の研究の方向を考えて

いく為に放射線化学に関連した活動の現状をまとめる

ことが必要であるとのことから，線源という立場で，

圏内の照射施設を調査することの依頼を受けたので，

微力ながら努力することにした.今回調査を行って得

られた数限られたデータと過去にまとめられた照射施

設に関する報告1-7)をもとに， RI線源として Co-60照

射施設，及び放射線発生装置として電子加速器施設に

ついて，まとめたものを以下に報告する.なお， Co-60 

の容量の単位として本来は，国際単位の Bqを使用すべ

青木 康，工藤久 明

きであるが，入手したデータの多くがCiを用いていた

ため，ここでは Ciに統ーした.

2. Co-60γ線照射施設

Co-60は，現在圏内で最も広く使用されている密封放

射性同位元素のひとつであり，ほとんどすべての照射

用線源は Co-60であるといってもよい.密封放射性同

位元素の販売量(Ci数)りからみると，1983年度から1988

年度までの実績では，毎年約99%が Co-60線源として

販売されてきており(表 1)，また， 1989年現在で密封

放射性同位元素を使用する事業所数は4269箇所1)，この

うち主要な密封放射性同位元素 Ni-63，Co-60およびCs

-137を使用している事業所数の割合はそれぞれ58.1，

22.5， 12.3%1)となっている.

Ni-63はβ線源であり，ほとんどがガスクロマトグラ

フ用のディテクタ一部に装備されて用いられ， Cs-137 

はγ線源として，主として密度計やレベル計に使用さ

れ，照射用線源としては核燃料サイクルから単体とし

て分離 ・精製することが難しいことから余り使用され

ていない2) それに対して Co-60は，線源形状を選べる

表 1.1983年度から1988年度までの主なアイソトープ国内販売量(単位:Ci)I) 

X 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

α線 源 僅少 僅少 僅少 2 .4X 10-2 僅少 僅少

β線 源 6.3X 10 7 .6x 10 9.1 x 10 8.6X 10 7.7 x 10 6. 7x 10 
n.a 

γ Co-60 l.2 X 106 l.8x106 l. 7 X 106 2.9 X 106 4.6X106 l. 7 X 106 l.8 X 106 

線 Cs-137 7.5x103 l.4x104 3.0x104 8. 7x 102 l.5 X 103 

源 その他 l.3X 104 l. 7 X 104 l. 7X 104 l.6X 104 l.4x104 l.2 X 104 

中性子線源 2.1 l. 5 x 10 5.1 l.6X 10 l.1 x 10 4.8 X 10-2 

その他 4.3x 103 2.1x103 l.0 X 103 l.8x102 l.1 X 103 9.4 X 102 
n.a 

日本原子力研究所高崎研究所
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表 2. 日本国内の主な Co-60γ線照射施設(地域別)

地 域 名 称

北海道 北海道大学工学部

士幌町農業協同組合

東北 側ニッショー大館工場

関東 日本アイソトープ照射協同組合

日本原子力研究所高崎研究所

ラジエ工業側

日立製作所日立エネルギー研究所

日本原子力研究所東海研究所

NTT茨城電気通信研究所

工業技術院筑波研究センター

工業技術院電子技術総合研究所

農業生物資源研究所放射線育種場

放射線医学総合研究所

倒産業創造研究所柏研究所

東京大学原子力研究総合センター

東京工業大学理学部

東京都立大学理学部

東京都立アイソトープ総合研究所

神奈川県工業試験所

中部 テルモ鮒甲府工場

名古屋大学工学部

工業技術院名古屋工業試験所

関西 制日本アイソトープ協会甲賀研究所

側コーガアイソトープ

京都大学理学部

京都大学農学部

京都大学原子炉実験所

大阪大学産業科学研究所

大阪府立大学付属研究所

日本原子力研究所高崎研大阪支所

中国 側日本メデイカルサプライ千代田工場

九州 九州大学工学部

旭メデイカル鮒大分工場

鹿児島大学

鹿児島県大島支庁

沖縄県ミパエ対策事業所

ことや比放射能が高いこと，また非水溶性のためにプー

ル内で安全に保存できること等照射用線源として優れ

ている点を持つため，小型の線源から大型照射施設用

線源として幅広く使用されている.

Co-60は，原子炉内でCo-59が熱中性子を捕獲する核

反応を用いて生産され，その主要な生産国は，カナダ，
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開設年度 貯蔵能力(Ci) 所 在 地

1963 10，000 北海道札幌市

1974 1.000.000 北海道河東郡

1988 3.000.000 秋田県大館市

1969 600，000 栃木県下都賀郡

1964 2.408.000 群馬県高崎市

1972 3，000，000 群馬県高崎市

1987 100，000 茨城県日立市

1958 83，000 茨城県那珂郡

1960 10，000 茨城県那珂郡

1980 3.000 茨城県つくば市

1980 4.000 茨城県つくば市

1961 3，600 茨城県那珂郡

1959 3.000 千葉県千葉市

1987 67，500 千葉県柏市

1957 6.000 東京都文京区

1966 6.000 東京都目黒区

1991 10.000 東京都世田谷区

1959 10，000 東京都世田谷区

1958 2.900 神奈川県横浜市

1983 6，000，000 山梨県中巨摩郡

1964 4.000 愛知県名古屋市

1966 20.000 愛知県名古屋市

1982 1.500.000 滋賀県甲賀郡

1987 2.000.000 滋賀県甲賀郡

1976 5.000 京都府京都市

1967 2.000 京都府京都市

1969 11 ，200 大阪府泉南郡

1968 160，000 大阪府茨木市

1959 350.200 大阪府堺市

1958 2.000 大阪府寝屋川市

1987 6.000.000 広島県山県郡

1961 5.000 福岡県福岡市

1988 1，500，000 大分県大分市

1978 12，000 鹿児島県鹿児島市

1981 60.000 鹿児島県名瀬市

1984 136.000 沖縄県那覇市

米国，英国，イタリアなどであり，このうちカナダ，

Nordion社による供給が大半(約90%)を占めている3)

1987年の米国エネルギー省報告にある Nordionの

Co-60線源生産年次計画案によれば，生産量は年々増加

の傾向を示し， 1990年以降では年間50M (メガ)Ci以

上の Co-60を生産する見込みになっている 2) また，

放射線化 学
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Nordionでは Co-60の世界需要の予測を行っており，

ガン治療，研究，高分子加工といった従来からの分野

の需要に加え，医療器具の滅菌，食品保存処理，廃棄

物の殺菌などの世界的な需要が増加し，これらの分野

による需要増大のため，Co-60の使用量も年間約 5%の

割合で増加することが必要であるとしている 2，4)

これに対し，日本国内の状況を眺めてみると，現在，

国内にある主だった Co-60照射施設の開設年度及び貯

蔵能力は表 2に示すとおりである.まず気が付くこと

は，大学・研究機関における Co-60照射施設の導入は

早く ，1950年代から始まり，その規模としては数千か

ら一万Ci強程度の貯蔵能力を持つ事である.また，都

立大において新たに設置される例からみて，今後も Co

-60からの γ線を用いた研究が推進される方向にある状

況が伺る.またもう一つの特徴としては，前記 Nordion

の予測通りに，日本においても， 1987年以降医療器具

メーカーにより百万 Ci規模の大型照射施設が開設され

てきていることである.

一方，圏内での地理的分布をみると，北海道ではジャ

ガイモの発芽防止を目的とする士幌町農協，関東・関

西地域では工業利用として，照射サービスや工業化開

発研究等のための大型施設があり，また関西地域では

大学として大型施設を持つ阪大産研，大阪府大付属研

究所，沖縄県では害虫であるウリミパエの根絶を目的

としたミパエ対策事業所等があることが，地理的な特

徴であると考えられる.また，医療器具・用具の殺菌

のための大型施設は全国に比較的均等に分布している.

なお， ミパエの根絶事業は現在，沖縄県八重山群島を

残すのみとなり，平成 5年には鹿児島・沖縄における

ミパエ根絶が達成される見込みとのことである.

圏内の全般的な統計1)を調べると，照射用線源 Co-60

を用いている照射装置の台数は，機関別・規模別に分

類して表3の通りとなる.ここで，教育研究機関にお

ける照射装置の台数は， Cs-137を含む γ線源全体につ

いてのものである.しかしながら，前述したように，

国内に配分されている照射用 γ線源のうち Co-60の占

める容量 (Ci数)の割合がきわめて高いことから，こ

の数はほぼCo-60照射装置の台数に一致すると考えて

もよいように思われる.また，医療機関においては，

治療用小線源を除く，遠隔照射治療装置のみの台数を

示した.

医療機関においては1000~5000 Ciの規模のものがき

わめめて多いこと，教育研究機関では理工関係に用い

られる照射装置が多く，規模としては100Ci以下の小

さなものと1000Ci以上の比較的大きなものが多いこと，
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表 3.Co-60γ線源の機関・規模別照射装置使用台数1)

以h医療 教育研究機関・2 民間 その他

機関*1 理工農 医 企業 の機関

----100 10 88 1 13 
100----500 26 30 2 8 6 

500----1000 21 7 4 1 1 1 

1000----5000 352 24 9 21 1 1 

5000---- 12 22 2 5 7 9 

総数 421 171 18 48 15 11 

*1遠隅治療照射装置数，*2γ線源全体の数字

さらに民間企業やその他の機関においては5000Ci以上

の大規模のものが多いことが特徴である.これらの各

機関における容量の分布の特徴は，医療機関では主と

してガン治療を目的とし，教育研究機関では実験用の

照射，一方これらに対して，民間企業では実用化のた

めの研究開発や生産・処理等の実用的な目的に使用さ

れていること等を反映しているものと思われる.

最後に，しばしば問題にされることであるが， Co-60の

供給の不安定性について触たり1980年代半ばに， Nordion 

でCo-60製造に使われていた原子炉が修理のため停止

され， Co-60の供給がおぼつかなくなり，価格の上昇を

もたらしたことがあるめ.後述するように， Co-60が従

来占めていた領域への電子加速器の進出の動きのあるめ

昨今において，照射線源として電子加速器との競争力

を考えるとき， Co-60にとって，この点供給の不安定性

は大きな問題である.しかし，そのような不安はある

とはいえ， Co-60の需要は依然として大きしその重要

性に変わりはないようである.

3.電子加速器施設

電子加速器の、産業への利用は，Charlesbyによるポリ

エチレンの放射線架橋の発見を受けて1960年に米国 GE

社が行った電子線架橋ポリエチレン絶縁テープrlrrath-

eneJの製造販売に始まる.その後，電子線照射プロセ

スの工業化にともない，ユーザー側からの電子加速器

に対する大出力・高信頼性化等の要望と，これに応じ

たメーカー側の開発努力によって，電子加速器は長足

の性能向上を遂げ，その事が，さらにまた新しい電子

線照射利用分野の開拓を遂げる原因となってきている.

工業用放射線源としての電子加速器を， Co-60γ線

源と比較してみると，①照射の開始・停止が容易，②

処理能力が大きい，③放射線を透過させる領域の制御

が可能，④単位線量当りのコストが安い，など数多く

の利点、を持っているが，同時に現在の所，①透過力が
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表 4.放射線発生装置の機関別利用台数1) (加速電圧 1MV以上)

77~¥土J1
サイクロトロン

シンクロトロン

シンクロサイクロトロン

線形加速器

ベータトロン

パンデグラフ加速装置

コッククロフトウォルトン加速装置

変圧器型加速装置

マイクロトロン

総 数

弱い，②装置の故障があり得る，③照射方法が制限さ

れる，④施設建設のための初期投資が大きい，などの

デメリットもある.

統計1)によると， 1989年 3月現在，放射線障害防止法

に規定する加速電圧 1MV以上の放射線発生装置を利

用する事業所の数は全国で553箇所で，発生装置の台数

は790台である.この790台の機関別，機種別の内訳を

表 4に示す.これによれば，医療用に用いられている

474台を除いた316台が，教育 ・研究・産業用に用いら

れていることになる.また，医療機関で所有する放射

線発生装置のほとんどは線形加速器で，教育 ・研究機

関では線形加速器のほか，パン ・デ・グラーフ，コ ッ

ククロフト ・ウォルトン加速器が多く，民間企業に珍

いては線形加速器が主で，コッククロフト・ウォルト

ン加速器が次いで多いことがわかる.ただし，ここで

言う放射線発生装置はイオン加速器も含んでいるため，

このうち電子加速器が何台あるかは不明である.また，

放射線障害防止法の規定を受けない 1MeV以下の加速

器は含まれてはいない.

そこで今回，圏内に販売実績を多く持つ加速器メー

カーを対象として，電子加速器の納入実績に関する調

査を行った.その結果得られた静電型加速器(合計225

台)の用途別・加速電圧別台数を表5に示す.また，

線形加速器(合計610台)に関してはその用途が医療用・

非破壊検査用 ・研究用と限られており，工業利用と研

究用の区分けが困難であったので，別に表 6に示した.

従来の方法では，一般的な電子加速器の分類は，障

防法の規定による加速電圧 1MVを基準として，低エ

ネルギーと高エネルギーの 2種に分ける方法をとって

いたが，最近，工業用電子加速器で300kV以下の加速
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医療 教育 研究 民間 その他
総数

機関 機関 機関 企業 の機関

11 12 14 37 

1 1 10 4 16 

1 1 

430 5 26 70 531 

27 2 2 4 1 36 

15 26 8 49 

21 40 27 88 

3 14 5 22 

5 1 4 10 

474 48 131 136 1 790 

器の重要性が高まって来たために，少なくとも電子加

速器の工業利用の分野では，300keV以下のものを低エ

ネルギーとし，300keVを越えるものから 5MeV以下

のものを中エネルギー， 5MeVを越えるものを高エネ

ルギー，と呼ぶ分類法が一般的になってきている日).

また，非破壊検査に用いられる線形電子加速器におい

ても，比較的薄肉の鋼板の検査用としての 5MeV以下

のものの需要が伸びてきている.そこで，図5，6では，

今回の調査の主旨から後者の分類を採用した.

エネルギ一分類別に，加速器の機種をみると，今回

調査した中では， 300keV以下のものでは，エリアビー

ム型，エレクトロカーテン型，プロードビーム型，中

エネルギーでは，ヴァンデグラーフ型，コッククロフ

ト・ウォルトン型，ダイナミトロン型，線形加速器，

5MeV以上の高エネルギーのものとしては線形加速器

が，それぞれのエネルギ一分類中で中心となっている.

しかしながら，最近では， 5MeVのダイナミトロン加

速器や，線形加速器の中でも数 MeVから 1MeV以下

の機種が製造・販売されてきているので，このエネル

ギー別の機種分類は中 ・高エネルギーに対しては絶対

的なものではない.また，線形電子加速器では 2つ以

上の異なるピークエネルギーのX線を発生できる装置

が最近一般化してきている.なお，上に異なるピークエ

ネルギーの挙げた各々の機種は，その照射方式や高電圧

発生方式並びに加速方式にそれぞれの特徴を持ってい

るが，ここではその詳細についての解説は割愛する 8)

電子加速器の持つ利点で述べたように，電子加速器

は照射する対象によってそのエネルギーが選択される.

表 5からもわかるように，各エネルギー別の主要な用

途は，まず300keV以下の低エネルギー加速器を用いた

放射 線 化 学



表 5.静電型電子加速器の用途項目・エネルギー別台数

hどで 低 エ ネ ル ギ ー 中エネルギー 高エネルギー
合計

E<0.2 0.2孟E<0.3 0.3<E<1.5 1. 5~五 E孟 5 E>5 

研究開発 1 41 5 7 54 

電線・ケープル 1 36 6 43 

PEフォーム 13 1 14 

熱収縮チュープ 3 4 8 

塗装 12 2 14 

タイヤ 4 16 20 

滅菌 1 1 

排煙 3 3 

磁気媒体 5 6 11 

印刷 4 11 15 

レジン 24 24 

紙加工 2 2 4 

ラミネート 1 1 

瓦 1 

粘着 2 1 3 

その他 3 3 3 9 

合計 39 83 82 21 225 

表 6.線形電子加速器の用途・エネルギー別台数

込理を低エネルギー 中 エ ネ ルギー 高エネルギー

E<0.3 0.3<E<1.5 

医療用

工業・研究用 46 

i口~ 三両ι l 46 

工業利用の場合，塗装，印刷，および磁気媒体・ラミ

ネートなど樹脂硬化の表面処理プロセスへの応用など

である.また，電子エネルギーが300keVから 4MeV

までのいわゆる中エネルギー加速器を用いた利用分野

は，耐熱性電線，熱収縮チュープ，熱収縮フィルムの

架橋，タイヤゴムシートの予備加硫，発泡ポリエチレ

ンの製造などである.一方，線形電子加速器を用いる

分野では，電子線を一旦X線に変換し用いている場合

が殆どであり，化学プラント用圧力容器の溶接部や舶

用ボイラー，橋梁の鋼板等の非破壊検査および癌治療

の目的で広く用いられている.また，欧米では 5MeV

以上の加速器を用いた医療器具 ・食品の殺菌などが実

用化あるいは研究の段階にあり，この種の加速器では

変換したX線を利用していることから，Co-60ガンマ線

第 51号 (1991)

合 計
1. 5~五E孟 5 5<E<15 E孟15

99 212 182 493 

27 28 16 117 

126 240 198 610 

の利用分野に徐々に進出しつつある6)

つぎに，年度毎の，静電型および線形電子加速器の

数の変化をそれぞれ図 1， 2に示す.静電型において

は， 1960年代に十数台納入され， 1970年代まではその

数はほぼ横ばいで， 1980年代に入ってから著しい伸ぴ

があったことが図 1からわかる.一方，線形電子加速

器は， 1960年頃から1970年代半ばまでは緩やかな増加

を示し，工業・研究用のものがまず1975年前後に伸び，

次いで1980年以降医療用加速器が急激に増加してきて

いる.

この台数の経年変化をさらに詳しく考察するために，

まず静電型加速器について，用途別の加速器台数の年

度変化を図 3に示した.まず， 1990年の統計において

最も大きなシェアを占めているのは研究開発用の電子
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別年度変化
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加速器であるが，これは1980年代に入ってからの伸び

が非常に大きい.実際，シェアのトップを占めるよう

になったのはここ 2，3年のことである.

現在，次に大きなシェアを占めるのは，電線・ケー

プル用である.この分野は， 1970年代から最近まで常

にトップを占め， 1970年代半ばからすでに利用が進ん

でいたが，加速器の絶対数では1970年代ではほぽ横ば

いで， 1980年代に入って増加はしているものの研究開

発のものほどではなし現在第 2位にとどまっている.

3位以下は，印刷・塗装，樹脂硬化の順になってい

るが，これらはいずれも低エネルギーの電子加速器が

中心に用いられる分野であり， 1980年代に入ってから

の数の伸びが著しい.

一方，工業・研究用線形電子加速器に関して，エネ

ルギー別の台数の年度推移を図 4に示した.高エネル

ギーの (5MeVを超える)ものが1960年から1990年ま

で一貫して緩やかな直線で増加して来ているのに対し，

低エネルギー機種は1975年前後から急速に増加してい

ることがわかる.これは，薄肉鋼板等の検査の需要増

加とポータプル化により現場検査を可能にした等のメー

カー側の努力によるものと考えられる 9)

最後に，公的研究機関において使用されている電子

加速器の一覧表を表 7， 8に示す.多種多様な機種が

公的研究概関で使用されている事がわかる.そして，

これらの機関では，高エネルギーのものが比較的多い

事が特徴であり，特に線形加速器は研究色の強い装置

であることがうかがえる.現在，線形加速器は，短ノT

ルスを用いた高速過程の研究や，陽電子発生，中性子

発生，自由電子レーザー，放射光リングへの入射器等

のほか，素粒子物理，加速器物理等の研究分野で広く

用いられている.

線形電子加速器の台数の経年変化図 2

4.あとがき

以上， Co-60γ線照射施設と電子加速器施設の日本

国内における現状を，得られたデータをもとに大雑把

に概観した.データの収集にかなりの制限があり，ま

た調査手段を首尾一貫することも困難を極めたので，

全てを網羅した本格的調査には至らず，十分な考察も

井-'4

子化線射放
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表 7.日本国内の公的研究機関における静電型電子加速器

設置年 機 関 名 型 式 定格電圧(MV) 定格電流(rnA) 所在地

1966 東大原子力研究総合センター ダイナミトロン型 3 25 東京都文京区

1975 原研高崎研大阪支所 変圧器型 0.8 25 大阪府寝屋川市

1977 原研高崎研究所 ダイナミトロン型 3 25 群馬県高崎市

1979 農水省食品総合研究所 パンデグラーフ型 2.5 0.25 茨城県つくば市

1979 原研高崎研大阪支所 パンデグラーフ型 2 0.25 大阪府寝屋川市

1980 原研高崎研究所 コッククロフトウォルトン型 2 30 群馬県高崎市

1985 原研高崎研究所 エリヤビーム型 0.3 100 群馬県高崎市

1988 東京都立アイソトープ研究所 エリヤビーム型 0.2 75 東京都世田谷区

1988 大蔵省印刷局研究所 エリヤビーム型 0.2 20 東京都北区

1990 通産省工業技術院 エレクトロカーテン型 0.2 10 茨城県つくば市

繊維高分子材料研究所

表 8.日本国内の公的研究機関における線形電子加速器

完成年 機 関 名 エネルギー(MeV)

1961 北海道大学工学部 4 

1974 北海道大学工学部 45 

1965 東北大学理学部 30 

1967 東北大学理学部 300 

1977 東京大学工学部 35 

1972 原研東海研究所 120 

1976 動力炉核燃料開発事業団 3 

1980 電子技術総合研究所 500 

1987 繊維高分子材料研究所 0.7 

1982 高エネルギー研究所 2500 

1983 高エネルギー研究所 230 

1985 日本大学理工学部 4.55 

1982 分子科学研究所 18 

1960 名古屋工業技術試験所 12 

1966 京都大学原子炉実験所 46 

1979 大阪大学産業科学研究所 38 

1987 大阪大学産業科学研究所 140 

1962 大阪府立放射線中央研究所 18 

1969 広島大学原爆放射能医学研 35 

加えられなかったことが残念である.しかし，現在の

照射施設に関して，多少の概観はできたものと思う .

将来，また放射線化学関連活動の歴史を振り返る場合

に，良き指標の 1つにでもなれば幸いである.

最後に，今回の調査にあたり ，多大な努力で貴重な

資料，情報を提供して頂きました，科技庁原子力安全

局，日本アイソトープ協会，および電子加速器メーカー

第 51号(1991)

用 途

放射線物理 ・化学研究用

放射線化学 ・中性子 TOF・放射光 ・陽電子発生 ・FEL研

究等

原子核 ・放射化学 ・中性子散乱 ・コヒーレント放射光研

究等

放射線化学 ・FEL研究等

陽電子発生 ・中性子ラジオグラフィー ・小型蓄積リング

入射 ・FEL研究等

核燃料非破壊検査等

放射線計測 ・電子蓄積リング入射 ・陽電子発生等

高分子材料 ・複合材料の照射

PFおよびトリスタンリングへの入射器

陽電子発生用

35MeVマイクロトロンへの入射器

単色中性子源

放射線化学 ・FEL等研究用

放射線化学 ・物理研究用

放射線治療 ・医学研究用

の方々に深く感謝致します.
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7 )吉田，日本原子力学会誌， 31 (9)， 975 (1989). 

8 )例えば，
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国際会議「ビーム利用研究の新展開J (ご案内)

日本原子力研究所では「放射線高度利用研究計画」 後 援:日本放射線化学会，ほか

が進歩し，すでにイオンビーム照射施設整備の第 1期 日 時:1991年11月5日(火)---... 8日(金)

計画として建設中であったサイクロトロン棟とイオン

ビーム研究棟が完成しております.平成 3年度中には，

2基のイオン加速器(AVF型サイクロトロンとタンデ

ム型加速器)の供用が開始され，また，第 2期計画の

複合ビーム棟の建設が始まる運びとなりました.

従来から研究や産業利用に広く用いられてきた電子

ビームだけでなく ，イオンビーム，レーザービーム，

ポジトロンビーム等の高品質高エネルギービームや，

これらの複合ビームを用いた放射線の高度利用が，近

年，世界的にも注目され，機能性材料，耐環境性材料，

ノてイオ技術，高度分析法，ラジオアイソトープの製造・

利用等の研究開発に大きく貢献するものと期待されて

います.原研ではすでに一部の分野で外部機関の協力

を得て先行的研究を行っています.

この放射線高度利用研究の本格的研究の開始に時期

を合わせて，国内外の研究者が一堂に会して会議をす

ることは意義があることと考えられ，日本原子力研究

所では表記の国際会議を開催することに致しました.

この会議は，基調講演2件，特別講演16件，総合講

演 4件，一般講演32件，及びポスターセッションを含

む本格的な国際会議を計画しています.現在，参加 ・

講演およびポスターセッション論文を募集しています

ので多数の方々のお申込みを期待致します.

主 催:日本原子力研究所

協 賛:国際原子力機関
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ヨコE 場:高崎市総合文化センター

使用言語:英語

参加費:無料

論文を募集しているセッションは，次の通りです.

口頭発表

無機機能材料の開発

有機機能材料の開発

耐環境性材料の評価 ・開発

新しい利用を目指すビーム発生 ・制御技術

医学 ・生物学での利用

解析手法の高度化

ラジオアイソトープの製造と利用

環境保全技術への応用

ビーム利用の可能性(総合講演とパネル討論)

ポスターセッション

(上記各セッションに関連のあるもの)

なお，詳細については下記の事務局にお問い合わせ

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研究業務課内

国際会議事務局

TEL: 0273-46-1211 (内線7263)桑原

FAX: 0273-47-2561 

放 射 線 化 学
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放射線エ業利用

電線・ケーブル

1 .はじめに

放射線照射プロセスが，電線 ・ケープル分野に利用

され始めておよそ30年余りになる.今では，約50台の

電子線加速器が電線の照射架橋プロセスに用いられて

いる.特に，電子ワイヤーと呼ばれる機器内用配線で

は，架橋プロセスとして電子線照射は不可欠のものと

なっている.そこで電線分野における放射線照射架橋

プロセスの特徴と，照射架橋電線の動向についてまと

めた.

2.放射線照射架橋プロセスの特徴

最初に電線分野で放射線照射架橋プロセスが検討さ

れたのは，高圧電力ケープルである.しかし，その後

経済性の点から絶縁厚みの厚い電力ケーブルは，化学

架橋が主流となり現在に至っている.一方，絶縁厚み

の薄い機器内配線用電線では，生産'性の点から放射線，

特に電子線照射架橋が架橋プロセスとして用いられて

いる.

表 1に放射線(電子線)照射架橋と化学架橋プロセ

スの特徴を比較した.放射線照射架橋プロセスでは，

有機パーオキサイドやビニルシランといった架橋剤の

添加が不要なため，押出し加工性に優れ，加工前の材

料のシェルフライフの問題もなく，電気的にも不純物

(架橋剤等)がないため高周波用ケープルにも適してい

る.但し，放射線架橋に用いる電子線加速器は，放射

線遮蔽室等の工事も必要で，高額な設備費が必要とな

る.

一方，有機ノTーオキサイド法では，パーオキサイド

の熱分解温度が140-----1500C付近にあり，押出し加工温

度はこれ以下にしなければならず，難燃剤や充填等の

ポリマーの流動性を悪くさせる添加剤は使用できず，

材料改質の範囲は限られている.しかし，厚肉品の架

橋には適しており，電力ケープルの一般的な架橋プロ

セスとして広く行われている.

住友電気工業側

第 51号 (991)

上 野桂 二

化学架橋には，ポリマーにピニルシラン誘導体をグ

ラフトさせ，水により架橋反応を起こさせる，いわゆ

る水架橋法がある.水架橋材料は，電子線加速器や水

蒸気等を用いた加硫管といった大がかりな架橋設備を

必要としないため，小規模，小ロットの架橋電線製造

には適している.しかし，材料コストが高く ，押出し

加工性も放射線架橋材料ほど良好とは言えず，難燃剤

等の添加も困難である.更に，材料が吸湿を嫌うため

材料の保存管理を十分にする必要もある.

この様な観点で比較してみると，放射線架橋プロセ

スの最大の特徴は，材料面での自由度が非常に高く ，

電線メーカーの材料に関するノウハウが十二分に生か

せるところにあると言える.

3.放射線照射架橋電線の動向

照射架橋電線に最初に用いられたポリマーはポリエ

チレンであるが，現在では架橋PVC(ポリ塩化ピニル)

電線が，機器内配線として使用量が最も多い.照射架

橋電線の動向を，耐熱温度と絶縁材料でまとめたのが

図 1である.1970年代は，PVCの優れた難燃性を生か

した耐熱PVC電線(UL1050Cグレード)が開発された.

1980年に入り，更に電気特性と耐熱性に優れた高難燃

ポリオレフィン電線 (UL1250

C，1500

Cグレード)も開

発され，各種熱器具等に用いられている.1980年代後

半からは，ユーザーの要求が多様化し，より耐熱性に

優れEつ配線作業性も優れた電線が求められるように

なった.配線作業性では，柔軟性に優れた EPゴム等を

ペースにした照射架橋ゴム電線が開発された.更に，

2000Cのオイル中でも使用できる高耐熱，耐油フッ素エ

ラストマー電線も生まれ自動車のエンジンハーネスと

して用いられるようになった.また，最近では照射架

橋材料として，ナイロンやポリウレタン等も成型品や

自動車用センサーケーブルに使用されるようになった.

今後の照射架橋電線の動向は，各種機器のコンパク

ト化，軽量化及び自動車の省エネルギー化等の促進に
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表 1.放射線照射架橋及び化学架橋プロセスの比較

化学架橋
項 目 放射線照射架橋

パーオキサイド シラン架橋

架橋方法
高エネルギー電子線 加熱(蒸気，

水
または γ線照射 赤外線等)

LDPE(非難燃) O O O 

LDPE(水平難燃) O O O 
使 LDPE(垂直難燃) O × × 

用
HDPE(非難燃) O × × 

HDPE(水平難燃) O × × 

材
ゴム O O × 

料 PVC O × × 

フッ素樹脂 O × × 

その他 O × × 

押出加工性 O × × 

コンパウンド寿命 O ム × 

コ 材 料 標準 高価 高価

ス 少量では割高 グラフト
架 橋 細物では割高

ト 量産効果大

高周波 良好
特

耐熱変形 優
性

外観 優

架橋設備 複雑・高価

照射集編ゴム

85年~

85年 ~

|繍フッ素樹脂|

将来「一寸重訂液晶ポリマヘ

1∞ 150 200 

耐微温度 (.Cl 耐熱化一一一一静

コスト高

不適 不適

優 良

荒れ 良

普通 簡単

伴い，電線もより薄肉で耐熱性，機械的強度に優れた

ものが必要とされる.更に加えて，対環境性や無公害

と言った要求に答えることも重要である.こういった

観点から，照射架橋電線用材料としては，例えば，耐

熱性，機械的強度に優れた液品ポリマーの検討や公害

対策としてリサイクル(燃料化等)できるポリマーの

開発が望まれる.

4.おわりに

図 1.放射線照射架橋電線の動向

現在，放射線照射架橋プロセスに用いられる放射線

としては，電子線がほとんどであるが，最近では SR光

(X線)や高エネルギーイオン加速器が開発され，新し

い放射線源として期待されている.材料面でも，これ

らの新線源に適した新材料の開発が行われると予想さ

れ，これに伴う新分野への展開が期待できる.

放 射 線 化 学



タ イ

1 .概況

世界のタイヤメーカーでは電子線架橋システムが既

に34(米国20，日本 8，欧州 6)実用化されており lh

また別の資料では世界中に納入された約500の電子加速

器の中で10%がゴム製品用途向け(主としてタイヤ向

け)であり，日本においても最近までに出荷された電

子加速器総数164基中約10%がタイヤメーカ一向けで，

'80年代に入り急速に伸展しており ，殆んどがタイヤの

製造工程の中で実用化されてきたと云われている2) 電

子線照射の工業利用を加速器の装置台数からみればタ

イヤ向け10%は他の主要工業利用，電線被覆架橋向け

29%，ポリオレフィン発泡向け10%，塗膜硬化向け 7%，

熱収縮チュープ向け 5%とくらべて決して少ないもの

ではない

タイヤの製造プロセスには周知のように不可欠な重

要工程として，天然ゴムや合成ゴムを熱エネルギーと

硫黄で架橋反応を行う加硫工程が含まれている.放射

線エネルギーによる高分子の架橋生成反応が発見され

て以来多くの研究者が放射線によるタイヤの加硫を意

図したと思われるが，多くの技術的，経済的難問に阻

まれて現在まで放射線によるタイヤの完全架橋を実用

化した話はない.

タイヤへの電子線照射の工業利用は，タイヤの製造

過程において使用する未加硫状態のいろいろな軟い配

合ゴム部材が必要以上に不適当に変形したり流動した

りすることを防止する手段として，これらを予備的に

部分架橋(プレキュア)することが殆んどである.こ

のことはタイヤメーカーを中心とした報告や特許出願

内容からも明らかである 3-5)

2.タイヤ製造工程への電子線照射の必要性

日本ではタイヤは既に乗用車用では90%，トラック・

パス用では68%がラジアルタイヤになっているが，ラ

ジアルタイヤは低燃費性や耐摩耗寿命にメリットがあ

るためオイルショックを境に世界的な普及が始まった.

ラジアルタイヤの製造においてはこれを構成する部材

日本ゴム協会

第 51号 (1991)

ヤ

吉本 敏雄

トレッド

図 l ラジアルタイヤの部材構成

の配置精度が重要で，特に低燃費性を強調した軽量化

ラジアルタイヤでは製造過程での部材精度の維持が重

要課題となっている.

参考までに典型的な乗用車用ラジアルタイヤを構成

する各部材の名称と配置を図 1に示す.各部材はゴム

ポリマーに所定量のカーポンプラック， ZnD， S，加硫

促進剤，老化防止剤等が均一に分散混合された配合ゴ

ムを押出機で適当な形状に押出し，タイヤ一本分に切

断してつくられる.カーカスプライはポリエステルや

ナイロンのコードの簾の両面に配合ゴムをカレンダー

でコーティングした後に裁断される.ベルトはスチー

ルコードを正確に並べてカレンダーで配合ゴムをコー

ティングして裁断される.

予め準備された部材はタイヤ成型機のドラム上で内

側のインナーライナーから順次巻き付けて積層され，

内側より空気で加圧されてトレッドとベルトの鉢巻き
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をした樽状の生タイヤ (グリーンタイヤ)に組立てら

れる.生タイ ヤは加硫機のタイヤ金型内に移され，タ

イヤ内部に挿入したプラダーの膨張力で拡張しながら，

外側を金型に押しつけ，熱で加硫反応をおこさせて固

化し，加硫タイヤに変る.

以上の製造工程の中で，特に成型工程や加硫工程に

おいては未加硫のゴム部材で組立てられた生タイヤが

内側の圧力によって拡張されるので，各部に大変形が

生じ，その結果ゴムの流動変形によって局部的に厚さ

が薄くなったり ，カーカスプライコードがタイヤ内面

に露出したり ，コードの配列が乱れたりして，タイヤ

性能が損なわれる場合がある.こうした問題を予防す

る方法として，従来は成型前のゴム部材のゲージや形

状を必要以上に厚くしたり配合を特殊化したりして対

処していたが，タイヤの重量が増加して好ましいもの

ではなかった.
グリ ーン ストレ ングスとタッキネス

グリー ンストレングスの温度依存性

の積層作業に必要なタッキネスは低下する.両者は成

型方法や条件によって適性範囲があるので，ゴム部材

ごとに照射線量の最適化が行われている.

図3はグリーンストレングスの温度依存性を例示し

たものであるが刊照射線量によって高温下でも高い応

力が保持されており ，加硫時の昇温過程で照射したゴ

ム部材が未照射物より有利な挙動をすることが理解さ

れる.

カーカスプライに使用するポリエステルコードは10

Mradまでの照射では強力保持率や耐疲労性の低下は少

ないが，ナイロンコードやレーヨンコードは低下が大

きいので注意を要する.

インナーライナーやカーカスプライに適切な照射を

することによりインナーライナー薄肉化，コードの内

放 L
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図 2

図3

3.電子線照射のタイヤ部材のプレキュアへの利用

'70年代に入りタイヤメーカーはゴム工業に対する電

子線照射の広範囲な利用研究を行った結果，電子線照

射を成型前のゴム部材のプレキュアに利用することが

上記の諸問題の解決に役立つこと，更に照射の電圧と

線量を適切に選べば後で通常の加硫をしてもタイヤ性

能に対する悪影響が少ないことを見い出した6) しかも

電子線照射は装置コストや環境保全コストが高いとは

云え，常温，常圧で連続的に行え，起動，停止の制御

も容易であることから，大量生産方式を採用している

タイヤ製造プロセスの中で実用化可能なことが多くの

タイヤメーカーに理解されるようになった.

タイヤ用ゴムには通常天然ゴム，スチレンプタジェ

ンコ・ム，ポリプタジェンゴムが使用されるが，サイド

ウオールにはエチレンプロピレン系ゴム，ネオプレン

ゴムが，またインナーライナーにはハロゲン化プチル

ゴンが混用されることもある.天然ゴムは結晶性のた

め凝集力をもっており，未加硫時の配合ゴム強度(グ

リーンストレングス)が大きく ，成型や加硫時に不適

当な流動変形をしにくい.しかしその他の合成ゴムは

低凝集性の無定形ポリマーであるためグリーンストレ

ングスが弱く ，従来は使用が制限されることも多かっ

たが，電子線照射の利用によって改善が進んできてい

る.

図 2はテキスタイルコード入りのゴム複合体のグリー

ンストレングスと表面粘着性(タッキネス)の電子線

照射による変化を例示したものである3) 照射線量の増

加によりグリーンストレングスは増加するが，成型時
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表 1 電子線照射のタイヤ部材への利用

汁ごLl
ゴヲ

製妻定 質安定化品滅ム量削 とスら与

インナーライナー O O O 

カ 一 カ ス O O O 

サイドウオール O O O 

r( lレ ト O 

卜 レ ツ ド O 

ビ 一 ド O 

ゴムチェーファ O O O 

面露出やコード間隔の乱れなどが防止されるためにタ

イヤの耐久性やユニフォーミティが改善され，タイヤ

品質の安定化に役立つている.同時にこれらの厚さを

薄くすることが可能で材料費の低減も行われている.

表 1に電子線照射のタイヤ部材のプレキュアへの利

用の可能性を文献・特許3-11)より整理した.

4.今後の動向

省資源，省エネルギーの社会要請や自動車の高性能

化の進展と共にタイヤの軽量化，低燃費化，高品質化，

高速化などが益々進んでいくために，タイヤ製造にお

ける部材配置精度の要求も益々シピヤーになってきて

おり，今後はタイヤ製造工程において電子線利用によ

第 51号(1991)

るプレキュア工程の採用が一般化していくと思われる.

特にタイヤ製造工程の自動化には電子線利用による安

定したタイヤ部材の効率的な生産が必要となるので，

電子加速器の高性能化，コンパクト化や前後工程を一

体化した合理的で安全性の高いタイヤ専用の電子線照

射システムの開発が望まれるであろう.
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お知らせ
1月17日に開催された応用放射線化学シンポジウ

ム「放射線環境と高分子材料」の講演要旨集 (P.

42)が十数部残っています。御希望の方は下記に

御連絡ください。 1部千円で頒布します。

干370-12高崎市綿貫町1233日本原子力研究所

高崎研究所瀬口忠男
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発泡プラスチック

大崎利政

|放射線|

|照射|
原料¥ L-.，.ーJ

》混合機ド|シート押出機開シートム発泡性シート斗加熱発泡機トフォーム

発泡剤/ ※ a 熱風炉 b 浴槽 C 他

図 1.発泡プラスチックの製造プロセス

1 .はじめに

電子線照射による発泡ポリエチレンが，世界に先駆

けて日本で企業化されてからすでに 4半世紀が経過し

た.その後，この電子線照射技術は，発泡ポリプロピ

レンの製造に応用され，この分野でも約15年が経過し，

着実に発展した.現在この技術は，ポリエチレン，ポ

リプロピレンのほかにエチレン酢酸ピニル共重合体

(EVA)等のポリオレフィンの発泡技術として定着し，

世界中の高い評価を受けている.

2.発泡ポリエチレンの製法

図 1に発泡プラスチックの製造プロセスを示した.

電子線は，ポリエチレンを適度に橋かけするために使

用される.分解型発泡剤を混合したポリエチレンを加

熱すると，発泡剤が分解し，発泡ポリエチレンが得ら

れるが，通常のポリエチレンでは，溶融粘度が低いた

め，泡の寸法や数を制御するのが困難である.電子線

照射は，ポリエチレンを適度に橋かけし，発泡に適し

た溶融粘度とする目的で行われる.したがって，発泡

ポリエチレンにおける電子線照射は，ポリエチレンの

橋かけ技術の応用であり，この技術の基礎は，チャル

ビーやドールに始まるポリエチレンの放射線橋かけで

ある.

発泡ポリエチレンの性質・発泡性(発泡倍率，気泡

構造，独立気泡率等)は，溶融物性(溶融粘度，機械

的物性，粘弾性等)に依存し，溶融物性は，橋かけ構

造(橋かけ密度，橋かけ点分布等)で規定される.さ

らに，橋かけ構造は，原料ポリエチレンの分子構造(分

子量，分子量分布，長鎖分岐，短鎖分岐等)と照射条

件に依存する.発泡プラスチックの開発では，これら

の錯綜する種々の因子を解析し，最適条件を追及する

積水化学工業側
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図 2.圏内における電子線橋かけ高発泡ポリエチレン

.EVAポリプロピレン関連製品の販売量推移

(単位トン)

必要がある.電子線橋かけ発泡プラスチックは，ポリ

マーの放射線化学を集大成して開発されたものである

といえる.

3.電子線法発泡ポリオレフィン工業の現状

圏内における電子線橋かけ高発泡ポリエチレン・EVA

関連製品の販売量推移を図 2に示した.現在圏内メー

カーは，東レと積水化学の 2社であり，メーカー別シェ

アを図 3に示した.

放 射 線 化 学



図 3.圏内における電子線橋かけ高発泡ポリエチ レン

'EVA関連製品のメーカー別シェ ア (1989年

実績)

積水化学 (8.7%)

図4.電子線橋かけ高発泡ポリプロピレンのメーカ ー

別シェア

ポリエチレンもポリプロピレンも順調な生産の伸び

が明らかである.

電子線橋かけ高発泡ポリプロピレンの販売量推移と

メーカー別シェアを，それぞれ図 2及び図 4に示した.

なお，電子線橋かけ高発泡ポリプロピレンにおいては，

古河電気工業側は，販売中断中であるが，近々再参入

の予定である.研究開発中のメーカーとしては，東燃

石油開がある.

国外においても本技術は多くの国で採用されている.

表 1には，電子線法による発泡プラスチックの生産メー

カーを示した.

4.電子線法発泡ポリオレフィンの特徴

電子架橋かけ高発泡ポリオレプインの特徴には，多

くの特徴がある.それらをまとめると以下のようにな

る.

第 51号(1991)

表 1.海外における電子線法による発泡プラスチ ック

の生産メ ーカー (1990年12月現在)

メーカー 国 状 況

HULS AM 米国 増設分を電子線(EB)に転換計画中

SEKISUI AMERICA 米国 積水化学現地子会社

HULS ドイツ 増設分を電子線(EB)に転換

SEKISUI. UK 英国 積水化学現地子会社

SEKISUI. ALVEO，BV オランダ 積水化学現地子会社

FREUDENBERG ドイツ 1988年SE阻SUIALVEOBVに買収される

PIlβN PLASTI岱 オーストラリア 積水化学と合弁現地子会社

ソ連化学公団 ソ連 積水化学技術輸出

映甫化学 韓国 古河電工技術輸出

台技プラスチックス 台湾 積水化学技術輸出

1 )架橋方法が大気中で行えるという ことと，助材を

混入する必要が無いので衛生的である.

2 )架橋工程と発泡工程が別々であることから発泡時

に急激発泡が可能であり，気泡径が小さくできる

ことにより表面がきれいである.

3 )架橋度が自由に調整可能であることから，表皮に

スキン層をつけることもできるため，表皮にパー

ル状の強くできれいな表皮がつけられる.

4 )表皮から中心まで架橋度が均一にできることから

加工特性が安定し，貼合わせ加工が容易である.

5 )架橋剤の影響をうけないので，色が鮮やかに出せ

る.

5.電子線法発泡ポリオレフィンの用途

発泡ポリエチレン及び発泡ポリプロピレンの市場別

販売量を，それぞれ図 5及び図 6に示した.これらの

図から明らかなように，発泡プラスチックの活用範囲

は広く，日常生活の隅々まで行き渡っている.今や，

発泡プラスチックは，豊かな生活に不可欠な素材に成

長したといえる.

6.今後の展望

環境問題に関連しても，その特性すなわち，断熱性

能・焼却しても有害ガスや煙を出さない・加工特性が

よい・衛生的である・耐熱性がある，等の特性が見直

され，益々幅広く活用されるものと期待できる.

例えば，発泡ポリプロピレンは，現在乗用車のイン

ストルメルツパネルやドアーのパッド材として，ポリ

ウレタンフォームや，ポリ塩化ピニルフォームの代替

材料ιして期待され， 2......... 3年後には，使用量は倍増

するものと期待できる.

一方，その他の発泡プラスチックとして，今後期待
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発泡プラスチック製品

されるものとして，ポリオレプイン樹脂・合成ゴムを

含めた，各種アロイ化ポリマーの架橋発泡があげられ

る.

さらに，最近では，連続気泡発泡ポリエチレンに難

燃剤を含浸させた後，電子線照射により反応させ，難

燃化処理する方法が開発され，発泡プラスチックと，

電子線 (EB)照射技術は切り放せないものと期待され

ている.

第 4回放射線プロセスシンポジウム(予告)

日 時:平成 3 年10月 24 日(木)~25 日(金)

場 所:東京(学士会館)

主 催:放射線プロセスシンポジウム実行委員会

事務局:日本原子力研究所高崎研究所

なお，詳細は次号のニュースレターに掲載予定
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熱収縮チューブ、

1 . 緒 言

放射線化学の工業利用に珍いて，電子線照射の利用

はその代表的なものである.電線，発泡製品と共に，

熱収縮チュープは電子線照射による架橋プラスチック

スの応用製品として，種々の分野・用途で使用されて

いる.本報告では，電子線照射を応用した熱収縮チュー

プの現状及び今後について述べる.

2.熱収縮チューブの現状

住友電工が，日新電機と共同で電子線照射設備を開

発し，この設備を使用して熱収縮チュープ，耐熱電線

等の製造を開始して30年になる.

現在，電子線加速器(電子線照射設備)は，日新電

機の関係会社である日新ノ¥イボルテージ他で各種の設

備が開発・製造され，国内のみならず世界各国で工業

生産並びに開発に利用されている.工業生産用として

は，電線を筆頭に熱収縮チュープ，塗料のキュアリン

グ，発泡製品等の製造に使用されている.

熱収縮チュープは，多様なユーザーニーズに対応し

たメーカーの開発 ・改良により，その特徴を活かして

種々の用途 ・分野で広く使用されてきている.

2.1 熱収縮チュープの種類・用途

熱収縮チュープに使用される材料は，電子線により

架橋する熱可塑性プラスチックスであり，電子線架橋

型であれば殆どのものは熟収縮チュープに適用できる

と言っても過言ではない.熱収縮チュープに使用され

る代表的な熱可塑性プラスチックスには，ポリエチレ

ン，塩化ピニル樹脂，各種ポリオレフィン，各種フッ

ソ樹脂，ポリエステル等があり，要求特性(耐熱，難

燃，絶縁等)に合わせて種々の改質が行われる.

熱収縮チュープの用途例を表 1に示す.その優れた

特性(電気絶縁性，架橋効果による耐熱性，耐油 ・薬

品性，機械的特性，防水 ・防食性等)と，処理の簡便

さ及び高信頼性により，種々の分野用途に使用されて

いる.例えば，家庭にあるテレビ VTRの中に，オフィ

住友電気工業側
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乾 稔 史

スの OA機器の中に，自動車の安全性・快適性の為に

各種の熱収縮チュープが人の自に触れない所で重要な

役割を果たしている.具体例として，近年プームにな

りつつある CATVに使用されている例を紹介する.

表 1.熱収縮チュープの代表的用途

分 野 用 途

電 気 電子機 器 各種電線の端末絶縁保護

電子部品 OA機器のローラー被覆

家電製品 各種部品の絶縁保護

配電機 器 プスパーの絶縁保護 等

情報通信 CA TV  電線・機器接続部防水保護

光ケープル 光ファイパ接続部防水保護

輸 送 自動車 電線ハーネスの絶縁保護

鉄道車 両 プレイキパイプの防食保護

電線端末絶縁 ・防食保護

建 設 配 管 パイプ接続部の防食保護

都市型 CATVの日本国内での普及は目覚ましく，高

度情報化社会の実現に向かつてその一翼を担っている.

CATVに使用される電線・ケーブルは，主として同軸

ケープルが使われる.この同軸ケーブルと機器(増幅

器，分岐器等)との接続部の防水 ・防食用に防水型熱

収縮チュープが広く使用されてきている.

従来の処理方法は，抗続部を自己融着テープとその

上から接着材っき塩化ピニルテープを各々ハーフラッ

プ往復巻きするテープ工法が一般的であった.しかし，

この方法は非常に手聞がかかり，かつ防水性にバラツ

キが生じ改善が望まれていた.

住友電工は，この要望に応えて防水型熱収縮チュー

プを開発し，各地の敷線工事に使用されてきている.

実際の工事の状況を写真 1に示す.同軸ケーブルと，

機器のコネクターとの段差の大きい接続部を簡便かっ

確実に保護する事ができる.熱収縮チュープの代表的

な使用例のーっと言える.
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写真 1.CATV工事状況

3.熱収縮チューブの今後

熱収縮チュープは，意外な所に，色々な使われ方で

使用されている事がお分かり願えたかと思う.しかし，

まだまだメーカーの開発・用途開拓の不足により使用

されるべき需要が埋もれているものと考える.例えば

高度情報化社会の基盤である通信網(前記の CATVも

その一つ)・各種装置機器，社会開発プロジェクト，OA，

HA，エネルギ一等の分野で，従来の使われ方は勿論の

こと，新しい用途が出てくるものと考えている.

その為には，今後共，多様なユーザーニーズを把握・

先取りして，製品開発・改良を進めて行くことが不可

44 

欠である.材料メーカー，電子線加速器等の設備メー

カーとの協業による所も文大である.

4.結言

放射線化学の工業利用の一環としての熱収縮チュー

プの現状・今後につき概要を紹介した.現在，熱収縮

チュープの世界の市場は約1，500億円と推定され，放射

線化学の工業利用の成功例の一つに数えられるように

までなってきている.しかしまだ成長期にあると考え

られ，その高信頼性・簡便さにより，益々，用途・需

要が増加するものと確信している.

放射線化学
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1 .はじめに

低エネルギーの電子加速器を利用する硬化(キュア

リング)技術が高生産性(高速硬化)，省エネルギー(常

温硬化)，無公害(無溶剤)などの利点をもっ実用的な

プロセスとして注目されるようになってからほぼ25年

になる.当初にはこの技術の典型的な応用分野として，

木材，金属平板などへの塗装が考えられ，企業化例は

期待されたほど多くなかった.しかし， 1980年代に入

ると EB硬化技術は，磁気媒体，感圧接着剤製品，印刷

などの分野にも応用が拡大され，現在では放射線化学

の工業利用として最も進展している分野である.

1986年10月に紫外線 (UV)・電子線 (EB)硬化技術

に関して，日本での初の国際会議，第 1回CRCA

(Conference on Radiation Curing， Asia '86)が東京

で開催された.また， この会議開催を機に発足した UV.

EB表面加工研究会は，米国を中心とする RadTech

International，欧州の RadTechEuropeの設立とそれ

ぞれの地域での国際会議の主催に呼応し，ラドテック

研究会 (RadTechJ apan)と改称し，圏内での情報交

換，連携に努めるとともに，本年4月に大阪で日本で

の3回目の国際会議 RadTechAsia '91を主催する.

2. EB硬化システムの発達

リニアフィラメント型電子加速器の出現はEB硬化技

術の進展に大いに寄与した.すなわち，この形式の加

速器は加速電圧は最大300kVで自己遮蔽(加速電圧

500kV以下で可能)だけでなく ，走査型の加速器に較

べて小型化が容易なため，比較的安価な実験機が企業

の研究開発用に購入された.

リニアフィラメント型電子加速器のもう一つの特長

は電流値が大きく取れることである.フィラメント(カ

ソード)を被照射物と平行に配置する形式の加速器で

は， 500 mA/m (W) の大電流値(今1，500Mrad/ m/ 

min)を発生することが可能となっている.被照射物と

直角にフィラメントを配置するいわゆるカーテン型の

ものでも，マルチフィラメントとすることにより300mA/ 

m近くの性能に達している.

日本原子力研究所 高崎研究所
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一方，走査型の加速器は，電流出力値の制限はある

ものの，加速電圧が自由に選択できること，横方向に

対する線量均一性の制御が可能なこと，装置の小型化

が図られたなどから，特に日本では工業ライ ンとして

数多く採用されているようである.

この他に装置としては，一時フラ ンスで喧伝された

ヘリウムイオンによって冷陰極を衝撃し，電子を発生

する電子加速器(ワイヤイオン型)も工業用加速器と

して実現しそうである.

EB硬化技術についてはいくつかの間題点も指摘され

ている.

先ず，基本的にはラジカル重合による硬化なので，

酸素による表面部での硬化阻害があり，不活性ガス雰

囲気を要することである.これに対しては，不活性ガ

ス(窒素)のリサイクルシステムや，エアーカーテン

方式により不活性ガスの消費量削減対策も考案されて

いる.

次に，形状物の照射が不可能という誤解である.こ

れは，電子は真空中では直進するということからの速

断であり，低エネルギー電子ほど加速器の窓箔及ぴ，

照射雰囲気中で散乱されやすいことを見逃している.

これについては，筆者らが自動車タイヤホイールの EB

塗膜硬化が可能なことを実験的に指摘し，後に西独で

このプロセスが実用化された.現在では，自動車部品

としての各種形状物(これは一時実施された)だけで

なく，ツーピース食缶の内外塗装が可能と考えられて

し3る.

また，紙やポリ塩化ピニル (PVC)が照射劣化しや

すいのは事実であるが，この技術的課題を解決して，

実用化に成功している例もある.

3. EB硬化樹脂

これまで EB/UV硬化用にラジカル重合性のすぐれ

たアクリル基またはメタクリル基を導入した各種のオ

リゴマー及びモノマーが開発されてきた.特にアクリ

ロウレタンオリゴマーは骨格構造の自由度が大きく ，

用途に応じた性能を付与できるため，研究開発・生産

の主流となっている.アクリル系のものは皮膚刺激性
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や臭いが強いのが難点、で，この点の改良が進められて

いる.最近，骨格構造にポリカーポネート，メラミン，

フェノールを用いたアクリレートも発表されている.

オリゴマー/モノマー系では，粘度，濡れなど塗工

性に限界があり，EB/UV硬化型水系樹指の開発も盛ん

である.元来，水系塗料は溶剤型塗料におけるような

爆発，火災の危険性(事故例あり)が少ないことが大

きな利点で，また，省資源，低公害対策にもなる.水

分の乾燥にエネルギーを要しても，なおメリットがあ

ると考えられている.モノマーを使用しないので低収

縮であることも利点とされている.

カチオン重合系では，酸素による硬化阻害および線

率依存'性がないこと，エポキシ化合物などを開環重

合できるので重合収縮が小さいことなど，ラジカル重

合系にともなう問題点の多くが解決される.UV硬化系

でカチオン重合を開始することが見出された各種のル

イス酸芳香族オニウム塩がEB硬化系にも利用されつつ

ある.樹脂系としてはエポキシ化合物だけでなくカチ

オン重合性の優れたピニルエーテル化合物，あるいは

低収縮性のスピロ化合物の開発が進められている.ま

た，ラジカル重合系と組み合わせてハイプリット系あ

るいは IPN(相互侵入型網目高分子)構造に関する発

表も多くなっている.ただし， UV硬化系で検討した結

果が多い.今後，応用が大いに進展すると期待される.

4.プロセス開発

現在，日本に設置されている低エネルギー電子加速

器は110台を超えている.EB硬化技術への応用が盛ん

なことがうかがえる.この内，実用ラインに使用され

ていると推定されるのは20数台であるが，新しいプロ

セス開発が目立つ. 1985年以降の例を列挙すると，

*紙容器印刷(オフセット) *プラスチック枚葉印刷

*フロッピーディスク *印刷回路基板(抵抗回路)

*プレコート鋼板(塩ピ鋼板のラミネート・表面改質，

及び印刷箔転写を含む)

*トンネル内装材(視線誘導反射板)

*防曇フィルム * 2軸延伸フィルム

*粘着剤(マスキ ングテープ) *感熱紙

米国・欧州、|では塗装の他に，オフセット印刷，粘着

剤化，シリコン剥離処理，転写(メタライジング)，ラ

ミネート加工の分野での実施例が多いようである.

いずれにしても，EB硬化技術は溶剤使用プロセスの

代替技術というより，高品質，高機能の差別化商品を

生産できる技術となってきた.
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放射線滅菌

武久正 昭

1 .はじめに 具は滅菌需要の半分をしめていたと考えてよい.

放射線滅菌は常温，連続的，再現性よく処理できる 表 1.放射線滅菌利用分野の現状

など放射線プロセスの特徴と医療用具のプラスチック

化に両立するため，世界的に最も普及した 60Coy線利

用の例として知られている.近年では γ線滅菌と並行

して電子線滅菌の弦大，さらには電子線をX線に変換

して利用する技術の実用化も目前に迫るなど技術面で

の進展が見られる.一方，医療用具関係の放射線滅菌

の規制が各国で異なるので国際規格(lSO)制定の作業

が進められるなどソフト面での整備での世界の動きも

活発である.

本文では滅菌と放射線のかかわりあいの最近の動向

を記して現状認識をいただく一助としたい，

2.各種工業滅菌法

現在広く利用されている滅菌法は 3種ある.

1)水蒸気滅菌(医薬品に多い，病院内滅菌にも)

2) EO滅菌 (温和な滅菌条件で材質劣化がない)

3 )放射線滅菌(プラスチック使い捨て用具が中心)

各滅菌法はそれぞれの特徴を生かして適切に使い分

けられている.放射線は主として EOとの競合となるが，

材質劣化，滅菌価格差の解消が将来の解決すべき課題

である.一方， EOは作業環境への濃度規制強化，回分

滅菌のため滅菌保証のための試験が繁雑などの弱点、が

ある.今後，放射線滅菌の高品質，連続処理性などの

特徴が人手不足対策として認識されれば現在の安定成

長から急増への変化も期待できる.

3.放射線滅菌利用分野の変遷

放射線滅菌は医療用具が対象と考えられていたが最

近ではダイアライザーを中心とする放射線滅菌の進展

は主として製造メーカーの社内照射施設で処理されて

いる.したがって照射サービス会社での医療用具滅菌

は安定成長の域にある.表 1に放射線滅菌，殺菌の分

野を示したが，バイオ実験器具，容器，包装材料など

周辺分野の伸びが目につく .ちなみに数年前は医療用

ラジエ工業側
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医療用具

ノてイオ実験器具

容器，包装材料

実験動物飼料

ダイアライザー 1 

メス | 
~ 30-40% 

カテーテル | 

ランセット，その他J

シャーレ 1 
~ 25-30% 

フラスコ，その他 j 

医薬品容器

ゴム栓

注ぎ口付ポリ容器 ~ 20-25% 
包装材原反ロール

ポリ袋，その他

SPF 
} 20% 

完全滅菌

この背景にあるものはバイオ実験器具のプラスチッ

ク化，使い捨て化が増加したこと，また EO滅菌では万

一残留 EOか存在した場合実験の失敗につながるため放

射線滅菌製品への要求が高まるなどの事情が推定され

る.また，容器，包装材料でも背景は同様であろう.

放射線滅菌の先駆的品目である実験動物飼料は現在

ではほぼ飽和状態にある.バイオ実験器具の伸びとあ

わせて考えると整合性が悪いと思われようが，滅菌飼

料の需要先での動物実験技術の向上，動物愛護団体か

らの圧力もあり実験動物使用数の伸びなやみもあると

言われるなど放射線照射利用の分野も社会情勢が反映

されている.

4.滅菌線量の低減化

滅菌線量は我が国では滅菌前の医療用具あたりの汚

染菌数，放射線抵抗性の菌が存在する場合はそのD値

(菌数が1/10になる線量，通常は指標菌より抵抗性の

菌は存在しない)，目的とする滅菌度(通常10-6，生存

菌 1ヶが残留する確率が医療用具100万ヶに 1ヶ)で定

まる.歴史的には25kGyが一般に適用できる線量と考

えられ，ヨーロツパ諸国では現在に至るまでこの線量
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が用いられている.北米では菌数，菌種分布を基礎と

する統計的な線量決定法を用いている.

最近では医療用具製造技術の進歩，特に製造工程環

境の菌数低下は著しく ，滅菌前の菌数も小型医療用具

で1ヶ以下，大型のものでも10ヶ以下が実現されてい

る.これに伴い滅菌線量が25kGy以下のものも認可さ

れ，この傾向は今後も続くものと考えられ，滅菌コス

トの低下だけでなく ，材料選択の幅が広がる利点があ

る.

照射による材料劣化試験は従来滅菌線量とこの二倍

線量照射し，照射直後と 6ヶ月後の強度，溶出物，着

色などの試験結果が必要とされていたが，昨年10月か

ら滅菌線量と滅菌線量×線量均一度x1.3照射した試

料について照射直後 6ヶ月後の試験でよいと改訂さ

れた.不必要な過剰照射試験を行う必要が無くなり ，

合理化された点高く評価できる.

医療用具以外の滅菌対象物は一般的にはさらに低い

線量が用いられている.

5.放射線源の多様化

γ線滅菌ではほとんど100%と言える施設が 6
0COを線

源としている 137CSの利用は我が国では認められてい

ないが，認可されている北米，ヨーロッパ諸国でも利

用されないのは線源型状，透過力の相違，線源の水溶

性などの理由で現在の施設の線源代替が不可能に近い

ためである.

機械的線源と言われる電子加速器は低エネルギー加

速器が一部製造プロセスに組込まれていると推定され

るが，主体は高エネルギー加速器であろう.大容量の

線源としては4.5MVのダイナミトロンが米国，ヨーロツ

パで各数台稼動しているが滅菌関係に利用される割合

は明らかでない.わずかではあるがエネルギーの高い

5MV電子加速器が2台我が国に設置された.電子線

を滅菌に使用する場合の弱点は透過力が低いことであ
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るがこのエネルギー差がどの程度応用範囲を広げるこ

とになるか今後 1"'-'2年の実績に注目する必要があろ

う.今後はエネルギーの高いライナックとの競合にな

ろう .

ライナックによる電子線照射は数 kW級の10MV前

後のものが10台程度世界各地で用いられてきたが最近

では10，20， 30 kW級の照射プロセス用の加速器が開

発され，ヨーロッパを中心に用いられてきた.大量処

理の点からは静電加速器に及ばないが医療用具製造会

社の社内処理用には適当な容量である.我が国でも近

く企業内施設として設置されると伝えられる.

電子線利用の最近の進展は 5MV電子線を重金属

ターゲットに当て発生する変換X線を利用する技術で

ある.5MV電子線では変換効率が8%程度と低く，

大部分の電子ビームエネルギーはターゲットでの発熱

となる.発熱除去を含むターゲット開発は我が国が世

界をリードしており，本年後半には照射サービスが開

始される.高線量率，高透過力を利用した新規利用分

野開拓が最初に開始されよう.将来の見通しとしては

使用済 60CO線源のカナダによる引取り価格(本年中に

提示される予想)によっては γ線の代替に用いられる

可能性が高い.我が国につづき，米国産業界での関心

が高まってきた.

6.医療用具放射線滅菌の規制

我が国の規制は滅菌が医療用具製造工程の一部との

考えから製造業者の品目毎に特定の照射施設で特定線

量照射を明記して申請を行い，許可を得る手続きがと

られる.医療用具以外の品目の滅菌については規制は

無い.規制，滅菌線量決定法は各国で異なり(前述)， 

国際貿易の障害になっている.ヨーロッパでは1992年

末の EC統合に向ってヨーロッパ規格の策定作業が進ん

でいる.この様な状勢をふまえて昨年10月に国際規格

(ISO)を作る作業が開始された.

放射 線化学
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1 .はじめに

仁3
口口

欧米で本格的研究開発が開始されてから約40年を経

過して食品照射は，健全性試験(健全性とはwholesome-

nessの邦訳で，狭義の安全性と栄養適格性の両面を含

む)に長い年月を要したが， 1980年の FOA/IAEA/WHO

合同の専門家委員会(JECFI)の結論をもって照射食品

の健全性が容認された.以来世界的にみると， 30カ国

以上の国での法的許可，約20カ国での実用化へと踏み

出した段階にあるが，いまだ規模は小さく，全世界で

工業的に生産されている照射食品は年間50万トン程度

である.食品照射という物理的な食品加工法は，発芽

防止，殺虫，殺菌という放射線の生物効果により，限

られた範囲の品目と照射目的に対して有効であるが，

米国では将来の照射食品の消費量は食品の 5%を超え

ないだろうと予想されている.食品への化学的効果を

直接利用する放射線改質技術の開発はあまり進んでい

ないが，食品照射の実用化ないし工業化に期待される

放射線化学の重要な役割について述べてみたい.

2.食品成分の放射線化学

放射線照射によって誘発される食品成分の化学変化

の解明は，この技術の有効性，健全性の評価や，実用

段階での消費者の強い関心と質問に対応するためにも，

きわめて重要である.放射線化学の近年におけるめざ

ましい発展により，この問題の全体像および特定成分

についての反応機構などが順次明らかにされて来た.

例えば開発当初は“storedenergy"として安全'性への

懸念となった放射線誘発の遊離基の問題，食品成分変

化に関するG値，放射線分解物収率の線量依存性など，

照射食品の健全性を評価する上で必要な知見が，実験，

理論両面から明らかにされた.このなかには酵素や生

活細胞の作用とリンクした放射線生化学的研究も含ま

れていて，野菜・果実類への照射効果を理解する上で

大きく貢献している.また殆んどすべての食品は水を

含んでいるので，水の放射線分解の初期生成物と 2次

的反応機構の知見は有用で，また殺菌・殺虫など放射

理化学研究所/東京農業大学総合研究所
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線生物作用の基本となる核酸・蛋白質などの重要な生

体高分子の放射線分解の知見を集積して，食品照射の

発展に直接・間接に重要な寄与が行われた.しかし食

品は各種成分により成る複合系で，かつ濃度は比較的

高いため，希釈溶液のモデル系で得られる知見だけで

は，食品の成分変化を論ずるには充分でなく，健全性

論議のためには食品の有する条件下での放射線化学の

発展が望まれる.糖類水溶液の照射で変異原性物質が

生成することが知られているが，糖分を多量に含む果

実の照射の際には変異原性の誘発が認められない.果

実成分間の保護作用を含めて研究しなければならない

が，放射線化学的解明は適切な健全性試験法の選定や

照射食品の安全性問題を深い次元で理解する上で有益

と思われる.

3.照射食品の健全性評価と放射線化学

食品照射の工業化には，製品としての照射食品の健

全性を確立することが必須条件の一つである.健全性

の科学的評価には，開発初期は実験動物試験データを

中心にしてきたが，後には変異原性や発がん性などの

特殊毒性試験に特別に開発された細菌やファージの系

が加わり，生物学的試験法は多彩なものとなった.し

かし生物学的方法では，各品目毎に試験せねばならず

試験の精度・感度にも難点がある.これらの欠点を補

うために，放射線化学的アプローチが1970年代に意欲

的に試みられ，従来の生物試験との併用により照射食

品の評価は大きな進展をとげた.その結果，米国や英

国そして ECでの法的許可や健全性論議は，品目毎でな

く香辛料とか果実・野菜類というように食品グループ

や照射目的毎に行われる傾向にある.

米国の規制当局 FDA(食品薬品局)は1986年の新規

許可の際，食品成分の放射線化学的収率を文献調査の

結果次のようにまとめた.食品の 1kGy照射では判食

品成分の全分解物収率は30ppm程度で，これは食品成

分の平均分子量を約300，G値約 1とみなしたことにな

る.非照射食品には見出されない特有の放射線分解物

(URP)は全分解物の約10%，すなわち約 3ppm，単一
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のURPは1ppm以下と推定.このように 1kGy以下

の照射では放射線分解物の収率が小さいので，動物に

よる毒性試験なしで人間の消費にとって安全であると

認め得るとした.また香辛料のように0.01%以下の少

量使用の食品の場合，完全殺菌線量である50kGyでこ

の少量添加物を照射しても毒性試験を要求されない.

食品成分の全分解物収率については，照射食品の健全

性を検討した英国政府の勧告委員会も同様の値，すな

わち10kGyで300mgの収率を採用した(食品成分の平

均分子量100，G値約 3). このような放射線化学的ア

プローチは照射食品の健全性評価法の確立にとって画

期的な着想といえよう.1976年と1980年の 2回の JECFI

で放射線化学の立場からの評価も行われ，上記の見解

へと発展した.食品の放射線化学のなかで，ビタミン

の損失，URPの生成などは健全性の観点から注目を浴

びているが，URPとして照射肉の検知への利用の可能

性が研究されてきた蛋白質中の o-，m-チロシン生成は

非照射肉中にもこの物質が存在することが分かり，ま

た照射ジャガイモ中に生成すると報告された変異原ラ

ジオトキシンはいくつかの追試で見出されず，URPの

実際例は多くない.

4.照射食品の検知と放射線化学

照射食品の健全性は証明されているから食品照射の

実用化には検知法は必要でないという見解もあるが，

適正製造基準や消費者に選択の自由を保証する目的や，

照射食品の法規制の観点から，照射食品の検知法が盛

んに研究されている.骨付き肉類への ESR法，香辛料

に対する熱ルミネセンス法，野菜・果実類への生物学

的方法のいくつかの成功例に比べ，化学的検知法も研

究されてきたが，その確立は意外に困難で，今後の研
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究課題となっている.URPで検知に利用可能なものが

上記のように容易に見出されないことにもよるが，照

射肉類については細胞 DNAの照射変性のうち，その塩

基の変性に着目して 32pもしくは 35Sを用いるポストラ

ベリング法と組合せた HPLCにより，照射を検知出来

るという報告もある.現実的には，法規制により表示

と認可された照射工場の記録保管の義務づけを基本に，

必要に応じて現場で適用可能な検知法を開発するのが

望ましいであろう.このような見地から，検知法に関

しても放射線化学研究を推進すべきであると考える.

5.おわりに

食品照射の実用化と工業化は，英国の新政策にみら

れるように，より衛生的に安全で保存性のよい食品を

消費者に供給するのに有効であり，また第三世界も含

めて世界の食糧問題の改善に寄与できるであろう.産

業界には将来の製造ラインにおいて計算制御による自

動化.食品包装とともに照射処理が活用されるという

予想がある.しかしこの分野の工業化は現在進捗して

いない.実用化のカギである消費者の不安を解消する

ための教育広報活動に多額の経費と時聞がかかるとし

て産業界が消極的態度を取っているのもその一因であ

ろう.欧米のみならずわが国にも，はげしい反対運動

家の活動が消費者の不安を増幅しているが，これは健

全性の情報が運動目的に沿って操作され，またマスメ

ディアにも報道の誤りがあり，照射食品の科学的評価

が消費者に正確に伝わらないことに主な原因がある.

同時に消費者に分り易い，換言すれば意図的に情報操

作が出来ない明快な健全性や有効性の研究データを充

実させる必要があり，この点にも放射線化学への期待

は大きいことを最後に指摘したい.
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環境保全

1 .はじめに

放射線の化学作用を利用して排煙・廃水中の微量の

有害成分を除去したり，汚泥を肥料として有効利用す

るため汚泥中の大腸菌等を殺菌する技術の開発が行わ

れてきた.その結果，放射線を用いた方法は他の方法

にない特徴を有することが明らかになり，実用化を目

指した研究開発が続けられている.そこで，この分野

における研究開発の現状について概略を述べる.

2.電子ビーム照射による#耀処理

2.1 電子ビーム排煙処理法

この方法においては，石炭や石油などの化石燃料の

燃焼排煙をアンモニア共存状態で電子ビーム照射する

ことによって，排煙中の亜硫酸ガスおよび窒素酸化物

をエアロゾル状の硫安・硝酸に転換する.生成したエ

アロゾル物質を電気集じん機やパグフィルターで除去

することによって，排煙を浄化する1)

2.2 研究開発の現状

電子ビーム排煙処理法は， 1972年に日本原子力研究

所(原研)と側荏原製作所とが共同で開発したプロセ

スである.以来，実用化を目指した大型装置による試

験が全世界の幾つかの国で行われてきた2ーペ現在ポー

ランドにおいてこの方法による石炭燃焼排煙処理のた

めのパイロットプラント (20，000N m3 /h)が建設中で

ある.また，我が国においても，火力発電所で多く使

用されている低硫黄炭の燃焼排煙処理のためのノTイロッ

ト試験計画が検討されている.さらに，電子ビーム照

射によって都市ごみ燃焼排煙の脱硫，脱硝，脱塩化水

素ガスを同時に行うための研究開発も進められている.

このような実用化を目指した大型装置を用いた試験

と並行して，原研等において，このプロセスの反応機

構の解明や脱硫・脱硝に必要な線量の低減化を目指し

た基礎研究が進められてきた.これらの基礎研究によっ

て，非常に複雑な混合ガスである排煙中の亜硫酸ガス，

窒素酸化物の除去機構の概要が明らかになった5) さら
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に，数年前から原研においては，窒素の安定同位元素

N-15で標識した 15NOや15NH3を含む模擬排煙を電子

ビーム照射し，照射後の模擬排煙や生成物中の N-15の

分布を質量分析法で調べる実験が行われており，窒素

酸化物の一部は窒素分子に還元されていることなど反

応機構に関する新しい興味ある事実が明らかにされつ

つある 6) また，ドイツのカールスルーエ原子力研究所

(KfK)では，エアロゾルの生成過程の解明やその効率

的捕集方法の研究が行われている 7)

3.電子ビーム照射による廃水処理

3.1 電子ビーム廃水処理法

廃水を放射線照射すると，水の放射線分解によって

OHラジカル， H原子，水和電子など化学的に反応性

の高い活性種が生成する.有機化合物を汚染物質とす

る廃水を放射線照射すると，汚染物質は上記の活性種

と反応する.廃水中に酸素が十分溶存している状態で

照射を続けると，汚染物質は次第に酸化され，最終的

には炭酸ガスと水になる.この様に，放射線を用いる

と汚染物質を無差別に分解することが出来るが，除去

に要する放射線の線量が大きい.そこで，線量を少な

くする方法としてオゾン添加と放射線照射とを併用し

た処理方法や既存の方法(微生物分解，凝集沈澱)で

処理できない物質の化学構造の一部を放射線の作用で

変えることによって，既存の方法で処理できるように

する方法が提案されている 8)

3.2 研究開発の現状

上記のような放射線による酸化反応を利用した廃水

処理の研究は，1960年頃から世界各国で行われてきた.

従来の方法で処理することが困難なフェノール，アル

キルベンゼンスルホン酸(界面活性剤)，有機リン酸剤・

有機塩素剤(農薬)，リグニン，染料などの汚染物質を

酸素を供給しながら放射線照射することによって酸化

分解する研究が行われ，放射線照射の有効性が示され

た.

現在，微生物で処理することが究めて困難な汚泥脱
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離液を，放射線照射したのち微生物処理することによっ

て効率的に処理する研究が原研で進められており， 12 

kGy照射でCODを30mg/L以下にすることが出来る

ことが示された9) また，下水放流水の殺菌を電子ビー

ム照射で行う研究も原研で行われ，僅か0.44kGyの線

量で99.9%の大腸菌を効率よく殺菌できることが示さ

れた10) この場合の大腸菌死滅の内の約50%は，電子ビー

ムの直接作用に，残りの50%が細胞膜内の水の中に生

成した OHラジカルの反応に起因する 1九さらに，最

近発がん性物質として関心が高くなっているトリクロ

ロエチレン (TCE)で汚染された地下水をオゾン添加

と電子ビーム照射の併用法によって浄化する研究も行

われている 12)

4.電子ビーム照射による汚泥処理

汚泥中には肥料成分となる有機物が多く含まれてい

るので，これを緑地や農地に有効に利用する方法が検

討されてきた.この場合，汚泥中には病原菌や寄生虫

が存在しているので，衛生化が必要である.放射線の

優れた殺菌力を用いてこの汚泥を衛生化する研究が各

国で行われてきた.汚泥の放射線殺菌の実施例を挙げ

ると， ドイツのアンバーグルツペ下水処理場では，コ

バルトー60ガンマ線を用いて130m3
/日のスラリー汚泥を

照射する実用プラントを10年以上運転し，照射された

汚泥は農地に還元されている 13) また，米国のポストン

やマイアミの下水処理場では，電子ビームによるスラ

リー汚泥の照射試験が行われ，また，サンディア研究

所では，セシウム-137ガンマ線による乾燥汚泥照射の

パイロット試験が行われた川.原研では，電子ビームの

優れた殺菌力を利用して汚泥中の病原菌や寄生虫を殺

すことによって，汚泥を衛生化した後，堆肥化するプ

ロセスの開発が行われた.さらに，パイロット試験に

よって，このプロセスの実用性を実証した.これらの

試験によって，含水率80%の汚泥の場合，病原菌汚染

の指標である大腸菌群数 (101-108個/g)が僅か 3-

5kGyの照射で検出きれなくなることが明らかにされ

52 

るとともに，汚泥中での飛程が短い電子ビームで汚泥

を均一に照射する方法等の工学的課題も解決された15)

5. おわりに

排煙，廃水を浄化したり，汚泥を殺菌し，堆肥化す

るなど，電子ビームを用いた環境保全技術の開発は，

既に，大型装置運転による実用性の実証の段階にある

と言える.一方，反応機構の解明やより効率的な処理

条件の探索等の基礎研究の課題もまだ多く残されてい

る.実用化を促進するために，これらの基礎研究分野

の課題の解決が望まれる.

文献

1 )徳永，鈴木，公害と対策第22巻， p. 537 (1986). 

2) K. Kawamura et al.， Environ. Sci. Tech.， 14 (3)， 

288 (1980). 

3 )河邑他，エパラ時報 No. 141， p. 2 (1988-9). 

4 )町，日本原子力学会誌第29巻， p. 297 (1987). 

5) O. Tokunaga and N. Suzuki， Radiat. Phys. 

Chem.， 24， 145 (1984). 

6) H. N amba et al.， Apρ1. Radiat. Isot.， 41 (6)， 569 

(1990) . 

7) S. Jordan and W. Schikarski， IAEA-TECDOC 

-428， p. 135 (1987). 

8 )作本，新井， RADIOISOTOPES， 34， 570 (1985) 

9 )新井他，水処理技術， 31 (11)， 29 (1990). 

10) T. Miyata et al.， Radiat. Phys. Chem.， 35 (1-3)， 

440 (1990). 

11)渡辺，化学工学第54巻(9)，656 (1990). 

12) E. Proksch et al.， Aρpl. Radiat. Isot.， 40 (2)， 133 

(1989) . 

13) T. Le部 eland A. Suess， Radiat. Phys. Chem.， 24， 

3 (1984). 

14) J. Sivinski and S. Ahlstrom， ibid.， 24， 19 (1984). 

15)橋本，町，水第29巻(1)，p. 25 (1987). 

放射 線 化 学



• 

一一軍軍

スウェーデン Linkoping大ルンド研

もう一年ほど前になりますが， 89年10月末より90年

の2月末までのー冬をスウェーデン， Linkδping大学

のAndersLund教授のもとで研究させて頂きました.

まず， Linkδpingという町がどこにあるかをご存じ

の方はほとんどいないことと思いますので，この町の

ことから始めたいと思います.日本を発つ前にLinkoping

がスウェーデンのどこに位置しているかを確認するた

め，中学のときの詳解世界地図を号|っ張り出し調べた

ところ，残念ながら見つけることはできませんでした.

“地図が古いからかも知れない"とJ思い，今度は，く地

球の歩き方北欧編〉を買ってきて，閉じ込みカラー地

図を見ても，やはりだめ.不安な気持ちでトーマスクッ

クの時刻表をヲ|いたところ，やっと Linkδpingの駅が

あることを見つけることができました.この様なこと

より， Linkopingという街が非常に小さい街であるこ

北大 ・工団地川浩人

とを予想して行ったのですが，実際は大きくはないも

のの，スウェーデンでの中都市くらいの規模であるこ

とがわかりました.位置的にはストックホルムから200

kmほど南下したところにあり，丘の上の大聖堂の下に

街の繁華街があり，そこを中心に，半径約 5kmに広がっ

た街並みを持つ美しい街です.気候は，冬は札幌より

も少し暖かく，雪は積もっても30cm位です.ストック

ホルムやウプサラに比べるとかなり暖かです.夏はス

トックホルムと同じくらいの気候だそうです.

Linkoping大学は，ダウンタウンからパスに乗って

10分くらいの所にあり，森と原野に固まれた広大なキャ

ンパス(どこまでが大学の敷地なのかわからない)を

もっ総合大学です.大学内での居住環境は非常に良く，

研究者や研究室の学生達は，個室ないしは 2人部屋の

研究室を持ち，ゆったりスペースの中でぬくぬくと研

写真 ルンド研のメンパー達
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究ができます.これは，この大学の売り物でもあるよ

うです.

ルンド研は，数年前に，隣街にあるスツーツピク研

究所からそっくり移転してきたらしく，古株の学生は，

ルンド教授と共に移ってきたとの事です.現在のルン

ド研のメンバーは，総勢8名です.メンバーたちは，

ルンド教授とデスカッションをしながらそれぞれ異なっ

たテーマで研究をしておりますが，大きく分けると主

な研究内容は，つぎのようなものです.

(1) 中性，イオンラジカルおよび捕捉電子の構造と電

子状態のESR，ENDORおよびESE法による研究.

(2) スピンダイナミクスの理論.

(1)のなかの ESR法等の結晶中の電子の研究は，古く

からルンド教授のテーマであったわけですが，最近少

し縮小され，現在はカチオンラジカルが大きな比重を

占めているようです.私が滞在中は，ピロリジンのカ

チオンラジカルの ESRをメインにやっておりました.

スピンダイナミクスの理論では，Freed教授のところ

からきた理論屋の N.Benetis助教授を中心に，ESRス

ペクトルの線幅の温度依存性のデータと Liouville方程

式を元に，低温マトリクス中でのラジカルの運動状態

を理論的に説明する仕事をやっております.また， (8= 

1/2， 1=1)または (8=1/2，1=3/2)のスピン系での

固有値の解析解の導出などもやっておりました.これ

らの研究の頂点に立つルンド教授は，端末室へ出向き，

自らプログラムをっくり計算もされている様子でした.

また，在室のときは教授室のドアを常に開けており，

いつでも自由に討論できる環境も作っておられたのも

印象的でした.私のテーマは，溶媒和電子(水和電子)
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の溶媒配位数(配位構造)と励起エネルギーの関係を

分子軌道計算をもとに明らかにすること.および水素

原子トンネリンク.反応速度へのマトリクスの効果の 2

つでした.水和電子はルンド教授と，マトリクス効果

はウプサラ大・量子化学チームの StenLunell助教授

とデスカッションすることにより研究を進めました.

スウェーデンでの生活は，とても快適なものでした.

特にうれしいのは昼食時にビール(ただしアルコール

分2.8%のライトビール)が飲めること，ステーキ(こ

れも昼食)が食べられることです.また，週末は朝 8

時にプールサイドにコーヒーやサンドイツチ，ビール

等を持ち合い，午前中の間，ゆっくりサウナ→プール

→昼寝→サウナ→……と繰り返し，極楽のような気分

でした.外に雪が積もっていれば，サウナ→雪中水泳

→サウナ→……の北欧ゴールデンコースを楽しめたは

ずですが，あいにしこの年は暖冬で雪がなく，残念

ながら味わうことができませんでした.

このように，楽しいスウェーデンでの生活でしたが，

強烈に印象に残っているのは，スウェーデン研究者た

ちの仕事の densityです.いつもコーヒーを飲んで政治

談義をしている様で，なぜか仕事が終わっているのに

何度も驚かされました.おかげで私自身も日本にいる

時の数倍の能率で仕事をこなすことができました.現

在，戻ってきて，もうすぐ一年が経とうとしておりま

すが，今の自分を見ると学習したはずの Swedishdensity 

がかなり薄れていることに気づきます.この海外レポー

トを書く機会を与えて頂き，また反省の気持ちで仕事

に打ち込む事が出来ることを感謝致します.

第 51号(1991)
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第 2回国際高線量測定シンポジウム報告

IAEA主催「第 2回放射線プロセシングのための高線

量測定国際シンポジウム」は， 11月5日から 9日まで

ウィーン国際センターにおいて行われた.今回は，基

調講演(4件)に始まる線量測定技術の開発(16件)， 

レフアレンス線量測定(4件)，品質管理と線量評価(17

件)の 3セッション構成であった.線量計測全般(9 

件)，線量測定技術及びシステム(18件)，線量標準化・

校 正 (9件)という各種線量測定技術の確立に関する

研究発表が主であった第 l回高線量計測シンポジウム

(1984年開催，参加80余名， 29カ国)と比べて，放射線

加工処理工程管理のための線量測定技術及びその標準

化に不可欠である基準測定に，より重点をおく構成で

あった.参加者は24カ国から100余名であったが，前回

7名の参加があった中国が不参加，一方ソ連から 7名

の参加があったことが注目された.

基調講演では，著名な線量計システムの紹介

(McLaughlin) ，放射線プロセスのための線量基準化

(Farrer)，品質管理における線量測定の役割(Miller)， 

食品照射プロセスのための線量計の選択(Ehlermann)

について講演があった.これらの講演では，高線量計

測分野は，個々の線量計の開発といった線量測定法の

ハード面よりも，いかに線量の校正や評価を行い放射

線加工処理工程における品質管理に寄与するかという

ソフト面に重点が移行してきていることが指摘される

とともに，放射線加工分野における国際的な線量基準

の必要性が強調された.

線量測定技術の開発のセッションでは，サーミスタ

を用いたグラファイトカロリメータ (Bums)，グラファ

イトチャージコレクタによる線量評価(FuochD，電子

流密度測定器と三酢酸セルロース (CTA)線量計及び

全吸収型カロリメータの 3種を組み合わせた電子エネ

ルギー及び線量計の同時校正法(筆者ら)，アラニン/

EVAフィルム線量計の開発(Janovsky)など電子線線

量測定法に関するものが多かった.これらは，現在進

められている lAEAの電子線線量相互比較プログラム

の活動を反映したものと考えられる.ガンマ線線量測

定法では，2-デオキシーD-リポース水溶液の旋光度変化

を利用した MGyレベルの線量計(l¥1cLaughlin)，セル

ロース粉末を用いた ESR線量計(Wieser)等の超高線
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量域の測定法が注目きれた.また，0.002kGy-110 kGy 

の測定範囲を持つメタロフタロシアニン溶液の ESR線

量計 (Pykhtina)，2 -6000 Gyのローダミン色素水溶

液線量計 (Pikaev)等液体化学線量計の開発がソ連に

おいては依然として積極的に行われていることが特筆

される.

レブアレンス線量計のセッションは 2つの招待講

演，アラニン/ESR線量測定の現状と将来 (Re思llla)

とUSSRにおける高線量計測の現状(Generalova)の

ほか，エタノールクロロベンゼン線量計 (Stenger)及

びフランス LMRIにおける線量測定サービス (Mosse)

に関してのレビュー講演であった.アラニン線量計が

高精度のレフアレンス線量計であることはすでに認識

されてはいるが，多くの研究機関においてレブアレン

ス線量計として普及するには，その読み取りに用いる

ESR装置が高価で操作に熟練度を要することが普及の

ネックであり，簡便かつ廉価な ESR装置の早期開発が

重要であることが指摘された.別のセッションであっ

たが，照射されたアラニンを水溶液とし，イオン選択

電極を用いて生成アンモニウムイオン濃度を自動測定

することによって， ESR装置を用いずに読み取りを行

う方法の開発 (VanLaere) は，精度がやや劣るが一

つの試みと言えるだろう.

品質管理と線量評価のセッションでは，ラジオクロ

ミック線量計 (McLaughlin)，アラニン線量計(筆者

ら)及びRedperspex 4043 (Al-Sheikhly)等の線量

計の照射中の温度の影響等を調べた信頼性試験に関す

るもの，リニアック照射場の特性 (Kovacs)や電子線

照射箱内の線量分布(Kuntz)等キャラクタリゼーショ

ンに関するもの，IAEA国際線量測定サービス (Nam)， 

ESR装置の特性比較を伴った線量相互比較(Coninckx

et aU及びUSSRにおける線量基準 (Generalova)

等線量標準化に関するもの，東南アジアや南米諸国等

における国内の線量標準化の現状などに関しての発表

があった.これらは，基調講演で示唆された標準化の

重要性を支持するとともに，放射線加工分野の拡がり

を示すものと思われる.

前回話題の中心となったアラニン線量計を用いた計

測技術に関しては全体で7件と予想外に少なかった.
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本シンポでもアラニン線量計に関して，パインダとし

て用いる材料とアラニンラジカル減衰との関係やラジ

カル再結合の機構について等の基礎研究的な議論や，

簡便な ESR装置の開発や ESR装置の感度比較等の必

要性等が時間を延長して活発になされ，出席者の関心

の高さが感じられた.したがって，第 2回ESR応用計

測国際シンポジウム(1988年，ミュンへン)において

25件も研究発表があったことと，さらに今年の10月に

NISTにおいて第 3回ESRシンポの開催が予定されて

いることによるためと考えられる.

全体として，プロセシングを目的としたせいか放射

線種としてはガンマ線，電子線のみであり，電子のエ

ネルギー，線量，線量率の範囲がかなり限られており，

また重粒子線等の計測技術や LETに関するものが全く

なかったため，研究の幅が狭く感じられたことを付記

しておく原研高崎小嶋拓治)

溶媒和電子25周年会議(アルゴンヌ)報告

真空中の電子の実体が研究されたのは，およそ100年

前である.J.J. Thomsonの陰極線の研究と物質構成粒

子としての電子の同定こそは20世紀科学の幕開けであっ

た.他方，溶液中にとり出された電子の存在が確認さ

れ，凝縮系における電子が同定されるのは今から25+

3年前であるという.そのセレモニーの主役，E.J.Hart 

とJ.Boag両氏を招き，今日の進んだ科学の眼を通して

「溶媒和電子」発見に至る道のりを振り返り，今後の科

学の広い分野における溶媒和電子の果たす役割を話し

合うのがこの会議の目的であった.溶媒和電子の研究

は， 1960年代がピークであり，パルス法という高速過

程の研究手法を普及させるとともに，電気化学，光化

学，生体反応，電導機構など広く化学，・生物・物理の

分野に少なからぬインパクトを与えてきた.そじてこ

こ数年来，フェムト秒レーザー技術の発展とともに再

ぴ研究プームが起こり，電子をプロープとする水の局

所構造の研究，電荷の動きに対する溶媒の緩和過程，

溶媒和電子の形成過程，分子動力学的研究，気相クラ

スターの研究，大型コンビューターによるモデリング

など，科学フロンティアの一つを成している.

会議は 3日間(1990年 7月16-18日)，参加者は約70

人， 25年前からの活躍者 Hart，Boag， Jortner， 

Symons， Swallow， Matheson， Sauer， Schwarz， 

Schiller， Thomas， Miller， Buxton， Fano，さらに

Jonah， Holroyd， Albrecht， Belloni， Pikaev， Sang-

ster， • Inokuti， Simon， Kroh， Schu1ten-Frolinde， 

Kenney-Wallace，いま活躍の Gauduel，Barbala， 

Bowen， Kestner，日本からも10人(田畑，田川，勝村，

白石，浜，小笠原，西川，伊藤，松浦，大野)が参加
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した.

Jortnerの基調講演

プログラムは「水和電子-Facts and FictionsJと

題する講演から始まった.Jortnerは，水和電子研究の

意義を凝縮系物理の解明であるとし，研究の歴史を大

きく 3つに分けた.第 1は， 1962年までの fictionから

factに移る時代.1930年代の水中アニオンの光吸収ス

ペクトルの解釈と光化学反応(水素生成)に対する

Frank， Weiss， Platzmanのfictionsを経て， 1958-

1963年における facts，すなわち 2つの還元種の存在と

一方が負電荷を有することの“kinetic"データとパル

ス放射線分解による“Spectroscopic"データが得られ

る時代である.第2は， 1963-1977年の青年期.誘電

分極や空洞理論，希ガス中の過剰電子，半連続体モデ

ルなど1977年 Ban任会議に至る水和電子の描像を得る

時代である.第 3は， 1977-1990年の最近の進歩.

Kestner， Rossky， Landmanらの(H20)n-クラスター

のめ initio計算，径路積分を入れた分子動力学計算，

Migus， Eisenthalのf秒レーザー分光による電子の水

和過程の直接観察，そして Bowenらの水クラスターア

ニオンの光電子スペクトル測定の紹介があった.そし

てクラスター化学及び電子局在化過程の研究としての

水和電子の意義を指摘しつつ，“Theimportant thing 

is to be there when the picture is painted"という言

葉で話を結んだ.

水和電子の青色と放射線工業利用

この後3日間にわたって， 25件のいろんな立場から

の講演，';17件のポスター発表， after dinnerプログラム

とじて Boagの話と Hartの長い思い出話が続Mた.

放射線化学
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Platzmanの提案 (1953)以後，水和電子の青色を求め

て照射後の水，トリチウムを含む水，Naを溶かした水，

X線ノ守ルス照射後の水 (Linshitz)の吸収スペクトル，

電導度変化 (Allen)の測定，さらに Hochanadelや

Keene， Mathesonなど多くの人が10年間にもわたって

水和電子を探していたことを知り，感じる所があった.

日本で水和電子ないし捕捉電子という言葉が学会発表

にあらわれるのは，私の記憶では1965年春である.そ

れまでに立派な施設の建設，放射線化学の工業利用が

活発に論じられていた.会議中，イスラエル，英，米，

独，ソの国からの報告では，自国がいかに「溶媒和電

子」の発見と研究に貢献したか，特に独自のアイデア，

実験手法の提案をしたかを論じ，その主張にも国ごと

の個性が感じられて面白かった.

フェム卜秒レーザー分光

1970年の Huntらのピコ秒パルス実験では，電子が

10-11秒以内に完全に水和されていることがわかった.

より高速領域の現象はレーザーにゆだねられる.パリ ・

エコルポリテクニクでは310nmの100f秒ノ勺レスを溶質

のない水に照射，多光子過程で電離させ，電子局在に

よる赤外吸収 (110f秒後)，水和電子による720nm吸

収 (240f秒後)の形成を見出した.GauduelはH20+

の反応や水和電子と H30+の反応を含めて，その後の

成果を報告した.Geminate再結合が直接観測されるよ

うになったのは， 1989年，やはり f秒レーザーの手法

(Eisenthalら)による.Keszeiはf秒パルス照射後の

光学スペクトルconvolutionから溶媒和過程をしらぺ，

親イオンが関与する新モデルを提案した.Kenney 

-Wallaceも65f秒色素レーザーとヘテロダイン技術に

より分子のどのモードがどの時間スケールで応答する

かを研究， Barbalaも20f秒を用いた溶媒和ダイナミク

スを論じた.

クラスターモデル ;その他

水クラスター負イオン(H20)nーを放電でつくり，特

定の nのみを QMでとり出し，レーザー光電子分光を

しらべる Bowenの発表が注目をひいた.電子の結合エ

ネルギーのn依存性と n→∞値と水和電子の関連が研

究されている.理論計算ではRobinson，小笠原，Kestner 

の報告がこの方面の進展をうかがわせた.水和電子の

反応としては， Clossの電子移動ET理論，Buxtonの

反応の温度依存性，Pikaevの超ウラン元素との反応速

度， Bartelsの熱力学定数の再評価， Thomasのコロイ

ド粒子との反応など，また井口の subexcitation電子の

エネルギー損失機構，Swallowの水和電子の歴史的ノー

ト， SymonsのFセンターモデルから始まる水和電子

のpictorialモデルなど興味深いものが続き，たのしい

3日間であった原研大野新一)

第 7回ティハニー放射線化学シンポジウム報告

1990年 9月10日(月)より 14日(金)までの 5日間にわ

たって，第 7回ティハニー (Tihany)放射線化学シン

ポジウムがハンガリーの景勝地ノマラトン湖南岸の小さ

な町パラトンセプラック (Balatonszeplak)で開催さ

れた.参加国は約28ヶ国，参加人員は200人足らず，同

じホテルに泊り込み，三食を共にし，昼は勉強，夜は

グラスを傾けての談笑という，形式ぼらない会合であ

る.日本からの参加者は吉田先生(北大)と私のみであっ

た.このシンポジウムは 4年毎に開催されるので，第

1回が同じパラトン湖畔の保養地ティハニーで開催さ

れてから， 25年以上経過したことになる.このシンポ

ジウムの特色は次の 3点であろう. 1) ソ連，東欧の

東側と米国，西欧，日本の西側との学術交流の場であ
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り， 2)放射線高分子化学にかなりの重点がおかれ，.

3) Informalな自由討議の場が持たれること，この 3

点である.第 1の特色は開催国ハンガリーの地理的，

政治的立場の反映である.この国は東欧圏に属しなが

ら，これまでも政治的にはかなり自由で，西側の人間

も殆ど自由に受入れられ，しかもソ連，東欧の研究者

は，勿論，自由にこの国を訪問出来る.この利点を生

かしたものである.これ迄，このシンポジウムに二回

参加したが，いつもソ連，東欧で得られた最新の成果守

の報告に刺激を受けた.ところが，昨年の共産圏の大

変革以来，この第一の特色はさほどの魅力とはならな

くなった.この点が今回の参加で一番感じたことであっ

た.今回の申込講演数約90，その内約25の講演が取消
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しとなり 1つのセッションそのものが取消にもなっ

た.この為，主催者がプログラムの再編成に苦慮して

いて，見ていても気の毒であった.主催側の説明によ

ると，これも最近の共産圏での変化の影響で，ルーマ

ニアの欠席は主として政治的理由，ソ連の多数の不参

加は国内の経済的理由によるという.東欧，ソ連の政

治的変化が参加者200人足らずの小さい学術的会合にも

大きな影響を与えていることを実感した.

会議は15セッションあり，その内，高分子関係，バ

イオ関係，食品関係にそれぞれ， 4セッション， 2セッ

ション， 1セッション割当てられていた.又，ポスター

セッションでの発表は約50件であったが，高分子関係，

バイオ関係，食品関係の発表は，それぞれ， 12， 9及

び4であった.こうした数字から，このシンポジウム

での高分子放射線化学の重みが推測されよう.

さて，肝心の研究発表の内容についてであるが，放

射線化学は各国で着実に発展しつつあるが，耳目をそ

ばだてるような発表はなかったというのが私の一般的

印象である.Mozunder， Chapiro，及びCanada，

Whiteshell Lab.のIversonが招待講演を行った

MozunderはLowLETでの水中のイオン種，励起種

の空間分布について，理論のレビューを彼の仕事を中

心に行ったが，中々よい内容であった.又 Chapiroは

N -vinylimidazol (NVI)の放射線重合について報告し，

NVIは水溶液中で放射線架橋しゲルを生成するが，こ

れにはイミダソール環の二重結合が関与していると述

べた.彼は，恐らく，第 1回のティハニーの会合から

参加している長老クラスの参加者であろうが，この研

究といい，討論への積極的な参加といい，依然として

彼が第一線の研究者であることを示した.又， Canada 

のIversonは，放射線をプラスチックの Curing等に利

用すれば化学的方法より汚染は少ないし，文， sewage 

sludgeの処理にも放射線が応用可能で，放射線化学は

環境問題の解決にも寄与し得ると強調していたが，fact 

としては特に新しい発表はなかった.一般講演，ポス

ター発表の中で，私の注意をひいたのは PolandのKroh

教授のグループの活動である.Plonka， Bartczacの凝
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縮相放射線化学の理論的アプローチから，パルスラジ

オリシス，高分子の放射線損傷まで幅広い活動を続け，

いずれも興味ある成果をあげていた.又，ワルシャワ

の核化学核工学研究所の Zagoskiがチェレンコフ光を

検知光に用い，アミノ酸結晶の固相パルスラジオリシ

スを報告した.難しい実験のようだが，注目すべき成

果と思われた.高分子関係では， Y oshida， Ichikawa 

がPMMAの放射線損傷という古くて新しい問題につ

いて ESE(電子スピンエコー)からのアプローチを報

告し関心をひいた.又，ユーゴ，ザクレプの Valicら

が二重変調 ESRを被放射 PS，PMMAに応用し，照射

による分子運動の変化，微小構造の変化を見出してい

るが，宮川が始めたこの ESRの新しい手法の放射線化

学への応用は始めてで，将来面白い応用も期待出来る

かもしれない.Sohmaは固相 NMRによる架橋の研究

を報告したが， Charlesby， Silvermanらとの論争をひ

きおこした.

このシンポジウムの特色の 1つ， Informal Meeting 

が，“Unsolvedproblem"という魅力的なテーマで，

3日目の夜に聞かれた.座長は Charlesbyであった為

もあってか， unsolved problemも，いつの聞にか高分

子関連の問題となった.色々論じられたが，高分子内

に放射線で誘起きれる反応，例えば架橋反応は低分子

について蓄積された成果から解釈出来るという，いわ

ば低分子派(意外にも Chapiroもこの派)と高分子固

有の現象を考慮しなければならないという高分子派

(Dobo， Sohma)に分かれ，活発な討論があって面白

かった.結果としては高分子派の方が優勢のよ うに思

えた.これで，はしなくも，高分子内架橋という古い

問題も未だに unsolvedproblemであることが明らかに

なった.

このシンポジウムでの発表は，会場でなされた討論

を含めて， Proceedings of the 7th Tihany Symposium 

on Radiation Chemistryとして，明年(1991)発行さ

れる予定である.

(神奈川大学 ・理学部相馬純吉)
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書評

J. Kroh編:Early Developments in Radiation Chemistry 

放射線化学の分野における歴史的な出来事や重要な

研究について解説した本が，このたびイギリスの王立

化学協会から出版されました.これは， 12カ国32人の

放射線化学者がいろいろな視点、から放射線化学の歴史

を書き，それをポーランドのウッチ工科大学の Kroh教

授が一冊の本にまとめたものです.全体で29章あり，

(著者名)のアルファペット順に並べられてあります.

共著は少なしだいたい一人が一章を担当しています.

各章はさまざまなスタイルで自由に書かれており，ほ

とんど学術的な総説に近いものから肩のこらない随筆

風のものまであります.そのため，この種の本にはめ

ずらしく個性的でバラエティーに富んだ内容となって

います.

興味のおもむくままにランダムに読むのもおもしろ

いかも知れませんがいくつかの系統的な読みもありそ

うです.

たとえば， 19世紀末のエックス線や放射能の発見か

はじまるオーソドックスな放射線化学の歴史を知りた

かったら，まずヨーロッパ勢が書いた 8章， 17章， 20 

章(それぞれ Ferradiniら， Kroh， Pikaevらが執筆)

を読んだ上で， Hartが Frickeの下でドシメトリーの

研究をした噴のことを書いた13章を読みます.こうす

ると放射線化学についての基礎的な知識がいちおう身

についたような気がするはずです.

また，第二次世界大戦中のアメリカのマンハッタン

計画に始まる近代的な放射線化学について知りたかっ

たら，Allen( 1章)や Dole(6章)や Gordon(ll章)たち

が書いたものを読むようにします.科学者動員をきっ

かけとする放射化学研究のダイナミックな展開がよく

描かれています.マンハッタン計画のパークレープロ

ジェクトの責任者であったノーベル賞受賞者 Lawrence

が，若い人たちを前に r後世において，マンハツタン

計画は原爆製造のためのものとしてではなく，原子力

発電設備の開発に貢献したものとして記憶されること

になろう」と述べたと Doleが書いています.今日では

マンハッタン計画は，水の放射線分解の研究を強力に

推し進めてそれを解決したものとして，また Magee，

Burton， Allen， Platsmanなどという大物を集めて近
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代的な放射線化学のいしずえを築いたものとしても記

憶されています.

高分子関係では， 4章， 6章， 3章(それぞれCharles-

by， Dole， Chapiroが執筆)を読んでから，岡村誠三

先生が書かれた19章を読むと，放射線高分子の基礎か

ら応用までを勉強することができます.それにしても，

フランスの Chapiroが，日本人の研究を一度も引用す

ることなく放射線フリーイオン重合の展開について述

べているのは奇異な感じがします.常識的に考えても，

日本の研究を無視して放射線イオン重合については語

れないと思うのですが.

水和電子の研究の歴史については， Allen， Boag， 

Gordon， Swallow， Schu1te-Frohlinde， Kevanなど

が書いています.水和電子の発見の経緯については，

すでに HartとAnberの本(Hartand Anber， Willey 

-Interscience， 1970年)にくわしく書かれていますが，

今回の回想記によって，はからずもクロスチェックが

可能になりました.結論から言えば， HartとAnberの

記述はきわめて正確でしかも公平であったということ

です.水和電子の発見は，マンハッタン計画に端を発

する水の放射線分解の研究の流れのまっただ中で行わ

れたものですが，それにいたるまでのアングロ・サク

ソン勢の水ももらさぬ協力ぶりには感心させられまし

た.

この本の著者たちがいずれも強い個性の持ち主であ

ることから，人物評価や研究結果の扱い方などの点で

多少の小ぜりあいが生じるのはさけられません.たと

えば，ポーランドのKrohは， Curie夫人はポーランド

で生まれてポーランドで育った正真正銘のポーランド

の科学者だと声高に主張していますが，それを知って

か知らずか，フランスの Ferradiniらは， Curie夫人は

Haissinskyに対して，気体への放射線効果の研究は研

究エネルギーの浪費だから止めた方が良いと言ったな

どとわざわざ書いています.一方， Swal10wは，水和

電子の発見についての BoagとHartの第一報は，同じ

吸収についての(同僚の)Keenの速報と一緒に Nature

誌上に発表されるはずであったが，アメリカ化学会の

全面的なあと押しにより，後に書かれた BoagとHart
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のフルペーパーの方がその前の年の JACSに出てしまっ

たなどとポヤいています.とはいえ，このような小ぜ

りあいにのみ注目することは，あまり品のよいことで

はないかも知れません.じっさい，大部分の章では，

他の分野には見られないほどの国際的なひろがりをもっ

た密接な協力関係が強調されています.

ス 11111111

日本からは岡村氏のほかに今村，吉田両氏が参加さ

れています.上の例に示したように自己主張の強い記

述とは対照的に，どちらかと言えばひかえめな書き方

が目だちますが，いずれの文章からも事実をもって語

らしめるという真塾な態度が感じられます.

(北大工小笠原正明)

新刊案 内

「工業照射用の電子線量計測」

放射線照射振興協会大線量測定研究委員会編

電子加速器による高分子加工，硬化，滅菌などの電

子線照射が，近年盛んに利用されているが，その基盤

となる電子線量計測に関する初めての単行書が刊行さ

れた.

(財)放射線照射振興協会の大線量測定研究委員会の

5年にわたる討議の結果まとめられたものである.導

入編として第 1章電子線照射利用の現状，第 2章電

子線量計測の意義が，基礎編として第 3章放射線量計

測の基礎，第 4章電子線量計測の基礎データが，計測

編として第 5章電子線量測定，第 6章フィルム線量

計を用いた計測法，第 7章吸収線量の計算法が目的の

それぞれの分野の専門家により記述されている.また，

付録として線量計測に関する定義，基本式，単位，市

販線量計の入手法などがまとめられている.

(245ページ，定価3，200円，発売元:地人書庖)

(財)放射線照射振興協会で入手可能

宮 0273-46-1639

第8回国際放射線プロセス会議

8th International Meeting on Radiation Processing 

日
.o.. 
:%J< 

時平成4年 9月14日""'19日

場 Fragrant Hill Hotel.北京，中国

(北京市街から北西20km) 

会議主題

1) Applied Radiation Chemistry 

2) Polymer Modification 

3) Radiation Curing 

4) Radiation Sterilization 

5) Food Preservation 

6) Environmental Application 

7) Dosimetry 

8) Industrial Irradiation Facility 

9) New Research， New Technology etc. 

10) Standards， Regulations and Guidelines 

60 

11) Technoeconomic Competitiveness of Radia-

tion Processing 

12) New Radiation Sources and Appication 

発表申込

要旨 (300語以内)を 8月31日までに会談事務局へ送

付する.

参加登録料

会議中の FragrantHill Hotel宿泊代等を含めて

$ 800 (1人部屋)

$ 650 (2人部屋)

会議事務局

Ms. Zhou Y ong-Tian 

Coordinator of IMRP 8 

P.O. Box 2102 (30)， Beijin 100822， China 

放射線化学
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第53回理事会

平成 2年10月7日午後6時より東北大学医学部艮陵

会館において役員18名出席のもとに開催された.田畑

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 2年度事業中間報告

下記のとおり報告があり了承された.

6月 NEWS LETTER N o. 9発行

第 8回放射線化学セミナー開催

テーマ :不安定活性種と周辺分野

日 時 :6月23日 13:00-16 : 30 

場所:名古屋大学工学部

7月 第27回理工学における同位元素研究発表会共催

日時:7月2日--...-4日

場所:東京国立教育会館

9月若手の会夏の学校援助

日 時 : 9月 1 日日日へへ--...-角ヘ~‘、~、，

場所:北海道ニセコ国定公園いこい村

会誌 (No.50ω)発行

10月 第53回理事会 (10/7，仙台)

第33回放射線化学討論会(10/8--...-9，仙台)

第26回総会 (10/8，仙台)

O議題2.平成2年度会計中間報告

別記のとおり報告があり承認された.

0議題 3.平成 3年度事業案

下記の事業案が事務局から提案され審議された.こ

のうち，第34回放射線化学討論会については高椋，林

両教授が世話人となって1991年10月8--"'-9日に大阪で

開催するとの提案があり了承された.応用放射線化学

シンポジウム及び放射線化学セミナーについては現時

点では具体的な提案がなく，希望があれば事務局へ連

絡することとした.日中放射線化学シンポジウムにつ

いては，第 5回は1991年10月に北京で，第 6回は1993

年に東京で開催予定であるとの説明があり，第 5回の

日本側組織委員の人選は田畑会長に一任することとなっ

Tご.
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平成 3年度事業案

1 .会誌 (No.52，53)発行

2 .放射線化学討論会(第34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28回)共催

5 .応用放射線化学シンポジウム(第11回)開催

6.放射線化学セミナー(第9回)開催

7 . NEWS LETTER (N o. 11， 12)発行

8.第 5回日中放射線化学シンポジウム

9 .ラドテック '91共催

0議題4.平成 3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.

0議題 5.平成 3年度役員候補

田畑会長から，新会長に笛木賢二名大教授，山岡副

会長の後任に志田忠正京大教授，柏原監事の後任に山

岡仁史京大教授，及び 2，3の理事の交替について提

案があり ，まとめて承認された.

0議題6.入退会の承認

入退会希望者はすべてその希望が承認された.高額

滞納者については，その処遇を事務局に一任すること

となった.

0その他

1 )賛助会員の勧誘について

前回理事会において田畑会長から提案のあった賛助

会員増強について，事務局が準備した新規会員候補案

をもとに審議を行った.田畑会長及び町副会長を中心

にして会員の勧誘を進めることになった.

2 )著作権について

事務局から会誌の著作権設定について事情説明と提

案があった.討論会要旨集の取扱いについての質問が

あり，さらに編集委員会で検討し，次回理事会で審議

することとした.

3 )日本放射線化学会賞の新設について

田畑会長から，提案された 2案についての説明があ

り審議を行った.別記の規定を決定し，平成 2年度か

ら施行することとした.
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。平成2年度会計中間報告

収入の部

平成 2年 9月20日現在(単位:円)

支出の部

項 目 金額 項 目 金額

前年度からの繰越金 1，888，817 事務費 33.206 

個人会費 734，500 通信連絡費 127.290 

雑収入 194，000 放射線化学討論会補助金 100.000 

預金利息 8，304 同位元素研院発表会共催費 6.000 

放射線化学セミナー運営費 50，000 

夏の学校援助費 100，000 

会誌発行費 30，000 

会議費 41. 575 

貸付信託へ預金 300，000 

下期へ繰越金 2，037，550 

iE当Z恥 計 2.825.621 」仁色ヨ、 計 2，825，621 

。平成3年度予算案

く収入の部〉

項 目 (平成元年度決算) (平成 3年度予算) (内 訳)

賛 助 バZふ:;;- 費 1.470.000 1，370，000円

個 人 dヱEヨ民t 費 1.052.500 1，131，500 正会員 437 学生 39

雑 収 入 711.000 260.000 会誌広告 13万円 X2

針 行 手リ 息 6.675 6.000 

計 3.240.175 2.767.500 

繰 越 金 1.103.739 1.888.817 

dにE3誌 計 4.343.914 4，656，317円

く支出の部〉

項 目 (平成元年度決算) (平成 3年度予算) (内 訳)

事務費(含人件費) 236，630 300，000円

通信連絡費 214.770 200，000 

EP 席リ 費 1，510，000 1，500，000 会誌印刷

~ 議 費 77.697 100，000 理事会，総会

会 誌発行費 20.000 180.000 郵送，謝礼

討 論会補助 100，000 100，000 

応用シンポジウム
140，000 140，000 

開催費

同位元素研究発表
6，000 6，000 

会共催費

放射線化学セミナ
50，000 50，000 

一運営費

夏の学校援助金 100，000 100，000 

予 備 費 91. 500 

計 2，455，097 2，767，500 

繰 越 金 1，888，817 1，888，817 

i仁E3h 計 4，343，914 4，656，317円

放射線化 学



。入退会一覧

く入会〉

正会員 土肥貞夫(マナック鮒技術研究センター)

工藤久明(原研高崎研究所)

三好弘一(徳島大学医療技術短期大学部)

吉野富雄(徳島大学医療技術短期大学部)

盛光亘(神奈川工業試験所)

学生会員 石岡邦江(京大大学院理学研究科)

長嶺真(東大大学院理学系研究科)

平工達也(名大大学院工学研究科)

柴達也(名大大学院工学研究科)

く退会〉

正会員 藤沢淳(東工大原子炉工学研究所)

原山 寛(積水化学工業側メデイカル事業部)

回附重夫(東工大資源化学研究所) (死亡)

鈴木康弘(三菱電機鮒生産技術研究所)

(死亡)

学生会員 谷村隆次(京大理学部)

藤坂嘉信(京大理学部)

井ノ岡博(京大理学部)

三木秀穂(慶応大学医学部)

賛助会員 藤倉電線側研究開発本部

側レイケム

。平成3年度役員

[会長]

笛木賢二 (名古屋大学工学部)

[副会長]

町末男(日本原子力研究所高崎研究所)

志田忠正(京都大学理学部)

[監事]

吉田 宏(北海道大学工学部)

山岡仁史(京都大学原子炉実験所)

[顧問]

岡村誠三 (生産開発研究所)

桜井洗(先端科学技術大学院)

今村昌(東京情報大学)

第 51号 (1991)

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)

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)

勝村庸介(東京大学工学部)

西川 勝(東京大学教養学部)

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 動(明治大学理工学部)

立矢正典(化学技術研究所)

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)

柏原久二(名古屋工業大学電気情報工学科)

嶋森洋(福井工業大学環境安全工学科)

中山敏弘(京都工芸繊維大学工芸学部)

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)

嘉悦勲(近畿大学理工学総合研究所)

上野桂二(住友電工鮒)

市川隆久(広島大学工学部)

入江正浩(九州大学機能物理科学研究所)
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日本放射線化学会賞授賞規定

(賞の名称)

本会に日本放射線化学会賞を設ける.

(賞の主旨)

放射線化学の基礎と応用，及ぴ関連分野の研究を奨

励することを目的とする.

(受賞資格)

放射線化学及びその関連分野において先駆的かつ独

創的な研究業績をあげた会員を対象とする.年間 3件

以内とする.

(選考方法)

会員の推薦に基づき，選考委員会で候補者の選考を

行い，理事会で決定する.

(選考委員会)

本会会長を委員長とし，理事の中から委員長より委

嘱を受けた委員若干名をもって構成する.

(賞の内容)

受賞者には賞状と記念品を授与する.
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日本放射線化学会賞推薦要領

1 .受賞候補者の推薦は，本会会員に限る.

2 .推薦にあたっては，候補者の業績要旨を含む推薦

理白書 (500字以内)に候補者の発表論文，特許の

リストを添付して送付する.送付先は選考委員長

(本会会長)とする.

3.推薦書類の提出期限は毎年 1月末日とする.ただ

し，初年度の平成 2年度分(平成 3年10月開催予

定の放射線化学討論会にて表彰)については，平

成 3年 2月末日とする.

放 射 線 化 学



口賛助会員名簿

名 称、

旭 化 成 工 業 綜 式 会 社

線 式 会 社 英 光 社

保式会社荏原製作所

関 西電力株式会社

関西ぺイント隊式会社

線式会社レイケム

九 州電力株式会社

コバルト照射センター

住友化学工業隊式会社

住 友 重 繊 械 工 業 係 式 会 社

住友電袋線式会社大阪製作所

住友電気工業徐式会社研究開発本部

積水化学工業繰式会社総合研究所

中 部電力綜式会社

電気化学工業係式会社中央研究所

東海ゴム工業株式会社

東京電力株式会社

東北電力練式会社

日 本 原 子 カ 研 究 所

日本原子力事業保式会社 NAIG総合研究所

日新ハイボルテージ徐式会社

日立化成工業保式会社下館工窃

古河篭工事章式会社平縁電線製造所

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

放射線化学第 51 号

平成 3年 3月28日印刷

平成 3年 3月31日発行

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

lOl 東京都千代田区美土代町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湾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

2lO 111崎市末広町250

615 京都市右京区侮津高畝町47

208 茨械県下館市大字小1111500

254 紳奈川県平塚市八幡2700

060 札幌市中央区大通東I

930 富山市緩衝通3-1

370 群馬県高崎市大八木町168
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