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〔巻頭言〕

私学における

放射線化学研究

浜 義昌本

今まで多くの放射線化学の研究に関わる方々が興味

ある巻頭言をお書きになってこられましたが，私立大

学に所属する教員の立場から日本の私学における放射

線化学研究について言及されておられる方が少ないよ

うに思われますので，一私学の教員として日頃考えて

きた一端を記してみたいと思います.

日本での放射線化学の始まりは第二次大戦後の原子

力利用の重要性の認識と時を同じくして来たと思いま

す.国，公立大学，研究機関を初めとして，私立大学

においても原子炉の建設が行なわれました.私の所属

する大学においても当時，今後原子力関連の研究は重

要性を増すであろうとの認識から，付置研究所の重要

課題として原子力関連の研究が開始されています. し

かし，大型の研究設備を設置するには資金的な制約が

伴うため，その研究分野も自ずと制限を受けざるを得

なかったと思います.放射線関連の研究においてはそ

の設備面において多額の費用を要するというのが，私

学における放射線化学研究があまり発展しなかった一

つの要因であると思います.日本の私立大学では，そ

の予算の大部分を学生納付金に依存しているため，そ

れを高額の研究施設建設に当てるなどと言うことはほ

とんど不可能です. したがって，大型設備の設置に関

しては外部資金の導入を計るしか方法はないと言えま

す. しかし，ここにもう一つの問題があります.たと

え，そのような大型設備に対する資金が獲得されても，

通常その費用のなかにそれを収容する施設に対する費

用は含まれないため，大学にとっての負担が増すこと

になります.また，その後の運営のむずかしさがあり

ます.オペレータの問題，研究スタッフの充実，経常

費の問題等，国公立大学，研究機関とは違った面での

難しさが山積みしています.私立大学に建設された原

子炉の運営においても常にそうした苦悩が付きまとっ

ていたと思います.

このような多くの問題を抱えた中では，私立大学に

おける放射線化学的研究の分野は自ずと制限されてく

るしかありません.大型設備を持つことを諦めるなら

ば，そこには理論的研究か，何か斬新なアイディアの

研究に頼らざるしかないでしょう. しかし，そう簡単

においしい話が転がっているはずはありません.

そこで私は大型設備を有する外部共同利用施設を積

極的に利用し，外部研究者との共同研究を積極的に推

進して行くのが最良の方法ではないかと考えています.

現在，日本ほど超(?)大型の放射線関連の共同利用

施設を有する国はないでしょう.これらを有効に利用

できればわが国における研究レベルは一段と向上する

ことは間違いありません.共同利用施設においてもそ

の運営上色々の問題を包含していると思いますが，効

率的，有効的利用ができるよう願っています.このよ

うな共同利用施設を使用しながら，それに関連した基

礎的な研究を学内に展開していくのが，最良の研究手

段ではないかと考えています.

もう一つの方法は，最近の傾向である産・官・学共

同による研究組織の形成です.私の大学においても積

極的に社会との連携を行なうべきであるとの認識から，

研究所を改組しました.このような体制のなかで私立

大学として最適な放射線化学的研究も含めた研究組織

の構築を模索している段階です.放射線化掌の研究も

時代の流れとともに変化していると思いますすが，色々

の分野において放射線利用の有用性は増して行くと思

います.本会においてもそのような流れを的確に把握

しながら，会員の皆様とともに発展の方策を考えて行

きたいと思います。

Rerearch on Radiation Chemistry in Private University in Japan. 
Yoshimasa HAMA 
〒169 東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学理工学総合研究センター
3舌:03-3202-9542 FAX: 03-3202-9542 
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〔展望〕

リュードベリ分子の化学
_0 DABCO分 子 の 2波長レーザ一分光

CheIT1istry of Rydberg Molecuie-Two-Color 
Laser Spectroscopy of DABCO Molecule 

早稲田大学理工学部化学科助教授 藤 井 正 明(理博)

1.序

超音速ジェット(超音速分子線)と波長可変レーザ

ーの組み合わせにより孤立極低温状態で多原子分子の

電子励起状態が可能となってから20年が経過した.超

音速ジェットはノズルから試料を真空槽中に噴出させ

て試料分子を断熱膨張により冷却する手段である.こ

の方法を用いると，非平衡状態ではあるが孤立分子状

態でしかも極低温(並進温度-O.lK，回転温度-0.5

K，振動温度~数+K)に分子を冷却できる 1)，2) このよ

うな分子を波長可変レーザーを用いて観測すると，常

温では気相でもブロードな吸収しか与えない大きな多

原子分子に対し振電(回転)準位まで分離した電子ス

ペクトルが得られる.これにより電子励起状態に対す

る研究は急速に進歩し，現在では二原子分子から生体

関連分子に至るまで電子励起状態の分子構造や緩和 ・

反応過程が明らかにされつつある.

超音速ジェットレーザ一分光法は画期的手段であっ

たがこれを用いてもなお解明困難な状態がある.それ

は5000cm-1以上のいわゆる真空紫外領域に現われる

電子状態(高励起状態)である.本稿で取り上げたリ

ュードベリ状態は代表的な高励起状態であるが，多原

子分子に関しては「分子カチオンの遠方を電子(リュ

ードベリ電子)が周回している原子類似状態」といっ

た程度の理解しかされておらず，分子構造や緩和・反

応に関する詳しい研究はほとんど行われていなかった.

この原因は 2原子分子の様に簡単な分子を除くと真空

紫外域のスペクトルは通常連続的で電子状態の判別さ

Masaaki FUJII 早稲田大学理工学部化学科助教授

え困難なためである.このため高励起状態に関する情

報は乏しく，議論は電子状態の帰属に終始する事がほ

とんどである.多種多様にわたる多原子分子のわずか

3冊の本 (Higher excited states of polyatomiピ〉
molecules3

)斗))にまとめられる事がこれを象徴してい

る.

ではなぜこの領域で多原子分子のスペク卜ルがブロ

ードになるのであろうか.緩和も重要な要因であろう

が，スペクトルが連続的になる主たる原因は電子状態

が極度に密集しているためと考えることが出来る.一

般に高励起電子状態と基底状態の分子構造は大きく異

なる.このため真空紫外光を用いて基底状態から直接

高励起状態を観測する場合， Franck -Condon因子に従

い単一の電子状態に対して多数の振電遷移が出現する.

多原子分子の場合は真空紫外領域に多数の電子状態が

存在するので種々の電子状態に対する遷移が重なり合

ってしまいスペクトルはフロードとなったと理解でき

る.従って超音速ジェットにより分子を極低温に冷却

して高励起状態を観測しても振電状態が分離できない

か，できても解析困難なほど複雑なスペクトルが得らa邑

れる.即ち，高励起状態の研究を進めるには多数の準事

位の中から特定の準位だけを取り出して観測できる手

段が必要不可欠である. 2台のレーザーを用いる 2波

長分光法 (two-colorspectroscopy)はこの選択的観測

を実現する分光法である.本稿では 2波長分光法をか

ご型アミン分子の一種 1， 4ージアザビシクロ[2 . 

2. 2 ]オクタン (DABCO)に適用し，大きな多原子

(略歴)昭和57年東北大学理学部化学科卒， 59年間博士前期課程終了， 60年博士後期課程中退，同年東北大学理学

部助手， 63年日米科学技術協力事業派遣研究員(在任のまま)平成 5年より現職 (専門)分子分光学 (趣味)

ジャズ 2輪車， リュート (連絡先)干169 東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学理工学部化学科 tel.03-3203 

-4141 (大代表)内線73-3720 fax.03-5272-5049 (直通)
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図 1 2波長分光法の遷移の模式図

分子のリュードベリ状態における分子構造と緩和過程

に関して述べる 6)寸

2. 2波長分光法の方法の原理

2波長分光法の方法の原理を図 1で説明する.まず

第 1のレーザ一光ω1により分子を良くわかってる中

間状態A(Sl等)の単一振電(回転)準位へいったん励

起する.次に第 2のレーザ一光叫により Sl状態から高

励起状態Rへと励起する.このように中間状態を経由

すると高励起状態への遷移はいろいろな制限を受ける.

第 1は中間状態と高励起状態との聞の Franck-

Condon因子による制限である.これにより，高励起状

態と類似したポテンシャルを有する状態を中間状態と

して選択すれば限られた数の振電準位のみを選択的に

観測できる.回転準位に対しても同様の選択性が期待

できる.また，中間状態を変える事で観測する状態を

変える事は容易であり，しかも基底状態からは

Franck -Condon禁制となる状態(たとえばイオンペア

状態)も観測できる.第 2に対称性による制限が挙げ

られる.基底状態と異なり中間状態は一般に非全対称

電子状態であるから，ここから許容となる電子状態は

対称性から制限される.第3に軌道による制限が挙げ

られる.n7l'*ー πf状態聞の遷移は軌道禁制なので，中

間状態がn7l'*状態ならば高励起n7l'*状態やn軌道のイ

オン化ポテンシャル(電離限界)だけが選択的に観測

できる. リュードベリ状態を中間状態とした場合も同

様な事が期待できリュードベリ状態間の遷移が強く観

第 58号 (1994)

測される.以上の制限により 2波長分光法を用いると

電子状態が密集した真空紫外域でも高励起状態の振電

(回転)準位が分離された単純なスペクトルが得られ

る.さらに，これらの制限は観測した高励起状態を帰

属する有用な情報であり，中間状態の帰属が明確なら

ば高励起状態の帰属は容易である.このように 2波長

分光法は状態選択性の強い手段であり，電子状態が混

み合った高励起状態に最も敵した観測手段である.

2波長分光法で用いられる高励起状態Rの検出法は

3種に大別される.第 1はイオン化を利用する 2波長

MPI法である.イオン電流を測定しながら均を中間状

態Aの分子に照射して波長掃引する場合を考える. w2 

が高励起状態Rに共鳴すると(図 1a)，中間状態から

の共鳴多光子イオン化によりイオン電流が増大するの

で高励起状態Rを検出できる.この方法はイオン化ポ

テンシャル(電離限界)IPより低エネルギーの状態を

検出する場合に有用である.またイオン化ポテンシャ

ルIPにごく近い状態ならば，中間状態Aから叫により

高励起状態Rへ遷移した後，高励起状態Rの分子を衝突

によりイオン化して検出する事も可能である(図 1

b). この方法は衝突イオン化効率が高い高励起リュー

ドベリ状態を検出する場合に有効である.2波長MPI

法は，図 1cのように叫が中間状態から直接イオン化

ポテンシャルIPに到達すると，イオン電流が増大して

スペクトルに階段状のイオン化thresholdを与えるの

で，イオン化ポテンシャルを直接観測する事もできる.

イオン化ポテンシャルより高エネルギーの状態であれ
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ば，図 1dのように叫により中間状態Aから高励起状

態Rへ励起された後，高励起状態の分子が自動イオン

化して検出される事もありうる.

第2の方法は高励起状態からの蛍光を利用する 2波

長蛍光励起である.図 1eのように蛍光をモニターしな

がら的の波長を掃引すれば，高励起状態を検出でき

る. しかし，一般に多原子分子の高励起状態は発光し

ないので，この方法は二原子分子等の小さな分子に応

用が限定される.

第3の方法は中間状態からの蛍光量(図 1f)やω1だ

けによるイオン量(図 1g)の減少により高励起状態を

検出するfluorescencedip， ion dip分光法である.こ

の方法は中間状態から高励起状態への選移が起きると

中間状態の分子数が減少する事を利用して高励起状態

を検出する方法である.中間状態の分子数の減少に伴

い，中間状態からの蛍光量及びここを経由して生ずる

イオン量が減少し，高励起状態をdipとして検出でき

る.この方法は高励起状態のイオン化や発光とは無関

係なので，中間状態からの吸収スペクトルに相当する.

2波長分光法により高励起状態が観測されている大

きな分子は本研究で取り上げたし 4ージアザピシク

ロ [2. 2. 2Jオクタン (DABCO)6)-10)の他にアザ

ピシクロ [2. 2. 2Jオクタン (ABCO)10)ーll)，グ

リオキザーノレ12)，ベンゼン13)，ピラジン14)，15)，アニリ

ン16)，17)，Pージフルオロベンゼン18)，trans・スチルベ

ン川等が挙げられる.二原子分子を含めた 2波長分光

法の適用例は詳しい総説制があるので省略する.

3.実験

リュードベリ状態の分子はリュードベリ軌道が著し

く広がっている為，極めて容易に衝突イオン化する.

本研究ではこの影響を除く為，特別な場合を除き孤立

分子状態を実現できる超音速ジェット中で実験を行な

った.図 2に実験装置の模式図を示す N2レーザーあ

るいはXeClエキシマレーザーの出力をビームスプリ

ッターにより 2つに分け 2台の波長可変色素レーザ

ーを同時に発振させる.一方の色素レーザーの出力を

倍波発生結品により第 2高調波(紫外光)に変換する.

これを第 1のレーザーω1として超音速ジェット中の

分子へ照射し， SI状態の分子を多数発生させる.次に

もう一方の色素レーザーの出力的をSI状態の分子へ

照射し，さらに高励起状態へと遷移させる.高励起状

態への遷移はイオン電流の増加及ぴSIからの蛍光量

の減少 (fluorescencedip)として検出される.ω1+叫

により生じたカチオンは超音速ジェット及びレーザー

4 

M 

ジ2

M 

図 2 実験装置図

と直角方向に電場により加速し，接地したスキマーを

通してイオン検出用真空槽へ導かれ二次電子増倍管に

より検出した.同時にSIからの全蛍光をイオン検出系

と反対方向から光電子増倍管で検出した.

4.高励起リュードベリジェッ卜の分子構造

a) 2波長MPIスペクトル

1， 4ージアザピシクロ [2. 2. 2Jオクタン

(DBACO)のSI電子状態は3s(+)リュードペリ状態

(A1) である.従って， SI中間状態とする 2波長分光

法を行なうと高励起リュードベリ状態が選択的に観測

されると期待される.この電子状態は常温気相21)-お)並

びに超音速ジェット中27)で l光子蛍光励起スペクトル

及ぴ 2+ 2 MPIスペクトルが観測されており，振電準

位の帰属は確定している.これによるとSo(A1) から

は1光子禁制 2光子許容であり， ωlによる 2光子吸収

を用いるとSIの全対称振電準住 1光子吸収を用いる

とE'対称性の振電準位に分子を励起できる.

図3に典型的な超音速ジェット中のDABCOの 2波

長MPIスペクトルを示す.図 3はωlの 2光子吸収によ

り分子をSIのゼロ振動準位 00 (25783cm-1
) へ励起

し，生成するカチオン量を測定しながら的を掃引して

得た 2波長MPIスペクトルである. 58000cm-1付近の

階段状のイオン化thresholdはDABCOの断熱イオン

化ポテンシャ/レIPo(58000cm-1
)に対応する.図 3bは

ω1の l光子吸収により SIの振動モード20の l量子準

住201(e'， 00+ 1007cm-1
)へ分子を励起して得た 2波

長MPIスペクトルである.ω1により SI00を励起して

得た 2波長MPIスペクトルと同様に階段状のイオン

化thresholdが現れている.しかしthresholdの位置は

IP。とは大きく異なっており， IP。とこのthresholdの間

に多数のシャーフ。なノインドが現れている.thresholdの

位置がIP。と異なる事からわかるように，このthresh-

放射線化学
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図3 DABCOの2波長MPIスペクトル. a)はω1によ

りS1のゼロ振動準位 00(35783cm-1)， b)はS1

201 (00+1007cm-1)振電準位を励起して得た.

oldは垂直イオン化ポテンシャルIPy，即ちイオンの201

振動準位 (1・201) に対応する.シャープなバンド群は

イオン化thresholdに向かつて収束しており，リュード

ベリ状態である事がわかる.これらのリュードベリ状

態はIP。より高エネルギー側だけで出現しているのが

特徴である.この現象はω1でS1の他の振電準位'を励起

して得たスペクトルでも観測される.またこれらのバ

ンドの強度は的のレーザー強度に対し一次の依存性

を示す.従ってこれらのリュードベリ状態はS1から第

二のレーザ一光崎を 1光子を吸収して遷移した後，自

動イオン化してMPIスペクトルに現れたと結論きれ

る.

観測したバンド群がリュードベリ状態である事を確

認する為， リュードベリ状態の式

E=IPy - R/ (n-o)2 (1) 

を当てはめてみる.ここでRはリュードベリ定数

(109737cm-1)， nは主量子数， oは量子欠損である.結

果を図中に実線で示した.計算値は実測ときわめてよ

く一致している.この結果，観測された状態はn=

11-35のリュードベリ状態であり， o=0.41:t0.01， 

o . 23 :t 0 . 02， O. 05:t 0 . 01という 3つの系列に帰属され

た(誤差は標準偏差).またIPyは59046cm-1(7.3183 

eV)と精密に決定する事が出来た.系列の収束点(IPy)

とthresholdが異なっているのは，イオン補収用電場

(20V /cm)による電場効果でイオン化ポテンシャル

が低下しているためである.量子欠損δの値からこれ

第 58号(1994)
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図4 ω1により S1の種々の振電準位を励起して得た

DABCOの2波長MPIスペクトル.

らの系列はp(δ=0.41)， d (o=0.23， 0.05)系列と帰

属した.従ってS1(3sリュードベリ)状態からpまたは

d系列へ 1光子遷移している事になり水素原子での選

択律ム Q=:t1 (ε は方位量子数)は成立していない.

原子のリュードベリ状態に対する選択律は球対称なク

ーロン場を前提として導かれたものである.従って上

記の結果はDABCOのリュードペリ電子が球対称では

ないイオンコアの周囲を周囲しているために引き起こ

されたと解釈出来る.これは分子のリュードべリ状態

の大きな特徴であり，主量子数n=35というイオンコ

アから造か遠方を周囲しているリュードベリ電子でも

コアの形を感じていることを明瞭に示している.

図4にω1でS1のいろいろな振電準位を励起し，崎を

掃引して得た 2波長MPIスペクトルを示す.これらの

スペクトルは的の波数に対してそろえである.シャー

プなリュードベリ状態は自動イオン化によりIP。より
高エネルギー側だけで出現し， IPyに対応するイオン

化thresholdに向かつて収束している.ω1により S1の異

なる振電準位を励起しているにもかかわらず，イオン

化thresholdやリュードベリ系列は叫に対してはぽ同

じ位置に出現している.この事はカチオンとリュード

ベリ状態の振動数がS1の振動数とほぼ等しく， しかも

ムv=Oの遷移だけが選択的に起きる事を示している.

従って図 5に示すようにイオン， リュードペリ， S1の

各状態で振動に関するポテンシャル曲線はほぼ同一で，

ムv=Oの遷移だけがFranck-Condon詐容となった

と結論される.

b) fluorescence dipスペクトル

2波長MPI分光法は高励起状態を研究する上で優
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図 5 リュードベリ状態の振動ポテンシャルと遷移の

模式図

れた手段であるが，自動イオン化した分子を検出する

場合，観測できる領域がIP。より高エネルギー側に限定

されてしまう点が問題である.高励起状態の全体像を

把握する為にはIP。より低エネルギー側へも観測領域

を拡大する必要がある.この問題を解決するには，超

音速ジェット中で高励起状態Sn←S1吸収に相当する

情報を与える方法を用いれば良い.江幡らにより開発

されたfluorescencedip分光法28)，Cooperらにより提

示されたiondip分光法29)はまさに上の条件を満たす

分光法である.この方法はSn←S1遷移が起きるとS1の

分子数が減少し， S1からの全蛍光量も減少する事を利

用してSnを検出する方法である.図 6にω1をS1201

(e'， 1007cm-1)準位に固定し， S1からの全蛍光量を

モニターしながら叫を掃引して得たジェット冷却し

たDABCOのfluorescencedipスペクトル(上段)を示

す. u>zを入射しない時の蛍光強度(100%)とゼロ点(0 

%)を左端に示した.下段のスペクトルは同時に測定

した 2波長MPIスペクトルである.リュードベリ状態

はMPIスペクトルではピークとして観測されるのに

対し， fluorescence dipスペクトルでは蛍光量のへこみ

(dip)として現れている.また 2波長MPIスペクト

ルではリュードベリ状態のピークはIP。より高エネル

6 
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図 6 a)ω1により S1201(00+ 1007cm-1)振電準位を

励起して得たDABCOのfluorescencedipスペ

クトル，及ひも)同時に測定した 2波長MPIスペ

クトノレ

ギー側だけで現れているのに対し， fluorescence dipス

ペクトルではIP。より低エネルギー側でn=10の状態

が現れており全領域にわたり観測可能な事がわかる.

まず最初にIP。より高エネルギー側の領域を 2波長

MPIスペクトルと比較しながら詳しく検討する. 2波

長MPIスペクトル(図 6b)に自動イオン化して現れて

いるリュードベリ状態は既に実線で示す 3つの系列

(δ=0.41， 0.23， 0.05)に帰属した.日uorescencedip 

スペクトルにも一見したところ 3つの系列が現れてい

る.図からわかるように，o=0.41と0.23の系列は臼uo・

rescence dip にも出現している.しかし，残る 1つの系

列はo=0.05の系列に対応しておらず，新たなリュー

ドベリ系列が出現した事がわかる.この系列にリュー

ドベリ状態の式 (1-2 式)をあてはめたところδ~
o . 11 :t 0 . 02 (誤差は標準偏差)の系列である事がわか

った.。の値はこの系列である事を示唆する.以上のよ

うなMPIスペクトルとfluorescencedipスペクトルの

比較から，系列ごとに自動イオン化効率が異なってい

ることがわかる.fluorescence dipスペクトルはSn←S1

吸収に相当するので， fluorescence dipだけを示すo=

0.11の系列は極めて自動イオン化効率が低い.逆に

MPIスペクトルだけで観測されたo=0.05の系列の自

動イオン化効率は高い.従って各系列の自動イオン化

効率φa(o)は， φa(0.05)>φa(0.41)-φa(0.23)>

φa (0.11)となる.自動イオン化効率に関してもう 1

つ興味深い点がある. 2波長MPIスペクトルでは，最

も強く現れているリュードベリ状態(n=11，o=0.41) 

放射線化学



よりもイオンイヒthresholdの方が5倍以上強い.これに

対しfluorescencedipスペクトルでは，リュードベリ状

態は顕著なdipを示すがイオン化thresholdに対応する

階段状の構造は観測されない.これから， DABCOのリ

ュードベリ状態の自動イオン化効率が相当に低い事が

予想される.

2波長MPIスペクトルとfluorescencedipスペクト

ルは子のほかに 2つの点で異なっている. 1つはリュ

ードベリ状態のバンド形状である.MPIスペクトルで

はすべての系列が左右対称なピークを示すのに対し，

fluorescence dipスペクトルではδ=0.41と0.23の系

列が左右非対称なFano形のdipを示す.もう 1つは，連

続吸収帯の存在である.MPIスペクトルにはω1+叫に

よる連続的なシグナルが全くないが， fluorescence dip 

スペクトルではベースラインが的を入射しない時の

蛍光強度(100%)よりも顕著に下がっており， リュー

ドベリ系列に加えて連続吸収帯が現れている事がわか

る.

以上をふまえて観測領域を拡大する.図 7にω1でSI

00および201を励起して得た全領域にわたるfluores-

cence dipスペクトルを示す.およそ9000cm-1に渡りリ

ュードベリ状態が現れている事がわかる.IP。緩り高エ

ネルギー側のリュードベリ状態 (n孟11)を解析して得

たδの値 (0.41，0.23， 0.11)をリュードベリ状態の式

に代入して得た計算値を実線で示した.計算値との対

応からこの 3つの系列についてn=4 -39までの状態

を観測できた事がわかる. リュードベリ状態と計算値

との対応は主量子数が小さくなるにつれて少しずつ悪

くなる.たとえばo=0.41の系列について， n= 5で

-40cm-1， n= 4のバンド群に対し-300cm-1計算値

と実測値は異なる.n注目のリュードベリ状態はリュ

ードベリ電子とコアが充分分離している理想的リュー

ドベリ状態と見なせるので，計算値とのずれは理想的

リュードベリ状態からのずれを意味する.しかし， n=

4に対するずれでも励起エネルギー(-50000cm-1)に

対して 1%以下であるから，エネルギーに関しては

n= 4の状態でもほぼ“良い"リュードベリ状態と考え

るべきであろう.

次にバンドの形状に着目する.前述のようにo=

0.41， 0.23の系列は低エネルギー側にすそをヲ|く非対

称なFano形のdipを示し， nが小きくなるにつれてこの

傾向が顕著になる.特にo=0.41の系列はn=20からす

でにこの傾向が現れ， n= 5では 2本， n= 4では数本

のブロードなノfンドに分裂する.一方fluorescencedip 

だけで観測されたo=O.l1の系列はnが小さくなるに
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図7 ω1により a)S1201 (00+1007cm-1)及ぴb)Sl 

00 (35783cm-1)準位を励起して得たDABCOの

fluorescence dipスペクトル

つれて左右対称な形を保ったままバンド巾が広がる.

またn=10以下の状態では 2本のバンドに分裂し， nが

小さくなるにつれて間隔が広がっている.o=0.41， 

0.23の系列が示すFano形のバンド形は，離散状態と連

続状態への遷移が共に許容で， しかも両者が相互作用

している場合に出現し，波動関数の干渉効果により生

じる現象である30)前述のようにfluorescencedipスペ

クトルのベースラインは崎を入射しない時の蛍光強

度から明らかに下がっており， 54300cm-1より高エネ

ルギー側に連続帯が現れている事がわかった.この連

続帯と重なっているリュードベリ状態 (δ=0.41，

0.23)はFano形のdipを示すが重なっていない状態

(n孟 5)は左右対称なdipを示す.従ってこの連続帯

がリュードペリ状態と相互作用していると結論できる.

Fano形のdipはIP。より低エネルギーの状態でも観測

されるので相互作用は前期解離であり，連続帯は解離

連続帯と解釈した.一方， δ=0.11の系列はこの連続帯

と重なっている状態でも左右対称なdipを示すので連

続帯との相互作用が弱く，前期解離効率が低いことが

7 



分かる.従って自動イオン化効率のみならず前期解離

効率も系列毎に大きく異なる事が明らかとなった.

主量子数nが小きいリュードベリ状態の分裂はもう

1つの特徴である.この分裂はnが小さい状態がJahn-

Teller効果により SIとわずかに異なる分子構造となり

ム Uヰ Oの遷移が出現したと解釈される.詳細は省略

するが図 6で最も低波数側に観測された 4pリュード

ベリ状態 (o=0.41)はSIの全対称準位(図 6b ; S1 00) 

から観測した場合と縮重対称性準位から観測した場合

ではバンドの数が異なっており，これからJahn-Teller

分裂の存在が明らかにされている.DABCOカチオン

の電子状態は全対称なのでイオンコア自身はJahn・

Teller効果を起こし得ない. しかしPXY (E')のような

縮重対称性のリュードベリ電子を有するリュードベリ

状態の場合，主量子数が小きくなるとリュードベリ電

子がコアへ強く浸透しJahn-Teller効果を起こす事が

できる.即ち浸透誘起Jahn-Teller分裂であり多原子分

子のリュードベリ状態に特有の現象である.

5.高励起リュードベリ状態の自動イオン化機構

4. a)節で述べたようにDABCOのリュードベリ状

態は自動イオン化する.これは 2波長MPIスペクトル

中でIP。より高波数側だけでリュードベリ系列が観測

された事から結論された.自動イオン化は高励起電子

状態に特有な無輯射過程であり，原子，二原子分子に

ついては理論，実験両面から良く研究されている. し

かしDABCOのような大きな多原子分子について自動

イオン化機構を研究した例は全くなく，興味が持たれ

る. 2波長分光法は自動イオン化状態の単一振電準住

へ選択励起可能なので，複雑な多原子分子についても

自動イオン化機構を明らかにできる.そこで 2波長

MPI分光法と 2波長MPI光電子分光法を用いて

DABCOの自動イオン化機構の詳細を明らかにする.

自動イオン化機構は，振動，回転自動イオン化の 3

つに大別される31) DABCOの高リュードベリ状態の

コアはイオンと同じポテンシャルを持つので振動自動

イオン化 (VibrationalAutoionization)を起こす事が

期待される.そこでω1でSIの結合振電準位を励起して

得た 2波長MPIスペクトルを検討する.図 8にω1でSI

31201 (00+ 1790cm-1)準位を励起して得た 2波長

MPIスペクトルを示す.イオンの振動準住1.31， 1・

201も図注に点線で示してある.ωlでS131201を励起し

た場合(図 3-11a) ， cu2により生成するリュードベリ

状態Sn3 1201はI・31より高エネルギー側だけで出現

し，これより低エネルギー側では自動イオン化してい

8 

図8

s，・31201(1790crrr!) 
1'31 

: 11: n 12 ! 1315 16 20 2s 3035 IF? 
ド 0.41!lF-止-JJLl ，， l'l

l a b l c d 
! ~ ~ 1 -2.5 (j . 
;よ~斗---...Jv.叫.....1-..J仏ん川刷"'/".f

59i∞ 
W2日明ERGY(αn-l) 

ω1により SI31201 (0 0+1790cm-1)振電準位を

励起して得たDABCOの2波長MPIスペクトル.

2波長MPI光電子スペクトルを測定したノ〈ン

ドをa-dで示す.またカチオンの振動準位I・

31， 1. 201のエネルギーを点線で図示した.

ない.従ってIP。とI・31の聞の領域でリュードベリ状

態が現れない事は，IP。即ちイオンのゼロ振動準位への

自動イオン化(ム v=ー2)が禁制である事を示して

いる.またI・31を越えるエネルギーのリュードベリ状

態 (Sn3 1201)は自動イオン化しているので， 1. 31へ

の自動イオン化は許容である.これは自動イオン化が

ムv=ー1という選択律に従う事を示唆している.

そこで光電子スペクトルを用いて結合音を構成する

2つの振動の両方に選択律ム v=-lが成立するかど

うかを検討した8) 図9はω1でS131201を励起し，cu2を

o=0.41系列のa)n=11， b) n=12， c) n=13，及ぴd)

n=16リュードベリ状態に固定し，放出される電子の

運動エネルギーを飛行時間法により測定したDABCO
の2波長MPI光電子スペクトルである.cu2を固定した

状態は図 3-121矢印と記号a-dで示した.図 8と図 9

の記号は一致している.光電子スペクトル中のピーク

ごとに測定した電子のエネルギーを示しである.各ス

ペクトルに共通して現れている飛行時間-0.5μsのピ

ークはω1だけの 2光子イオン化(2ω1 )に由来するも

のである.これにより自動イオン化に由来するピーク

の数，即ち自動イオン化経路の数はI・201より低エネル

ギーのn=11及びn=12リュードベリ状態に対し 1つ，

1.201及ぴ1.31双方より高エネルギーなn=13及びn=

16リュードベリ状態に対し 2つである事がわかる.さ

らにこれらのピークの光電子運動エネルギーからn=

11とn=12の場合はI・31へ自動イオン化し，n=13及ぴ

n=16リュードベリ状態からは1.31とI・201準位へ自

動イオン化しており ，IP。への自動イオン化は全く検出

放 射 線 化 学
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図9 飛行時間法により測定したDABCOの 2波長

MPI光電子スペクトル.ω1はS131201振電準位

に固定した.cvz はo=0.41のリュードベリ系列

に属するa)n=l1， b) n=12， c) n=13， d) n= 

16リュードベリ状態に固定して得た(図 8参

照>.

きれなかった.これはら 31201からI・31及ぴI・201へ
の自動イオン化(各振動モードに対してム v=-1) 

が起きた事を示している.ム v=-lは振動自動イオ

ン化に特有な選択律なのでDABCOの自動イオン化は

断熱近似のやよれにより誘起きれる振動自動イオン化

と結論される32)，33) この機構の例としてはH
2分子の自

動イオン化が知られているが制利，多原子分子に於け

る振動自動イオン化はDABCOが最初の例であり，多

原子分子の振動自動イオン化は各振動モードごとにム

v=-lという選択律である事が明らかとなった.
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6. まとめ

多原子分子の高励起電子状態を観測する上で 2台

のレーザーを用いる 2波長分光法は非常に優れた手段

であり，従来の方法(真空紫外吸収等)では構造のな

いスペクトルしか得られなかった真空紫外領域で多数

のリュードペリ状態を明瞭に観測することができた.

これにより大きな多原子分子でも高励起リュードベリ

状態の分子構造と自動イオン化，前期解離といった緩

和・反応過程を明らかにすることができた.

リュードペリ状態の分子構造はおおむねカチオンと

同じ，という比較的常識的な結論であるが実験により

証明できた点で意義がある.また多原子分子の振動自

動イオン化が振動モード毎にム v=ー 1という選択律

で起きることが明らかとなった.一方，前期解離効率

が高い事は驚きであり， リュードベリ状態は「原子類

似なので長寿命」という理解が覆された.現在，軌道

放射光は特殊な光源ではなく容易に利用できる事を考

えると高励起リュードペリ分子を反応素材として利用

する光化学の出現も考えられる.ここで概説した内容

が何等かの参考になれば幸いである.

本研究は東北大学理学部化学科において伊藤光男教

授の研究室に於て遂行したものである.伊藤光男教授

(現分子研・所長)，三上直彦助教授(現東北大理・教

授)，江幡孝之博士(現東北大理・助教授)，阿部晴雄

博士(現理研)，木村克美教授(現北陸先端大機構

長)，佐藤健二博士(現本田技研)に深く感謝致しま

す.
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〔解説〕

高温水の放射線化学

1.はじめに

近年， 300.C程度までの高温における水の放射線分解

に関する研究が世界各国で活発に進められ，過去10年

間に著しい進展が見られた.この契機となったのは，

次節で述べる原子炉冷却系における材料腐食の問題で

あり，このニーズに応える形で，研究が進められるう

ちに，初期過程やLET効果など放射線化学の基本的な

問題と深く関わりのあることが明らかとなり，応用面

ばかりでなく，基礎面の興味をも刺激することとなっ

て，研究の急速な展開を見るに到っている。

放射線化学において，水は最もよく研究きれている

物質である.その研究進展の駆動力の一つは，軽水炉

の設計段階において，水を冷却材として使用するため

の基礎データの収集にあった.このため，水の放射線

分解に関する幅広いデータの収集を目的とした活発な

研究が進められ，その結果はAllenの成書等に収められ

ている.当時の研究の大部分は室温近辺のものであっ

たが，その成果は軽水炉の設計に生かされており当時

としてはこれで充分であった.その後軽水炉の定着化

にともない，軽水炉技術の高度化の時代を迎え，より

高度な冷却水の化学管理が求められ，高温におけるデ

ータの必要性が強く認識されることとなった.

2.高温データの必要性

高温水の放射線分解に関する研究の引き金となった

のは，燃料被覆管材料であるジルカロイの腐食に対す

る照射効果の問題である.ジルカロイは沸騰水型炉

東大工学部 石樽 顕吉

(BWR)の環境で，その腐食が照射により加速される

ことがよく知られている.この加速効果は中性子によ

る酸化皮膜の照射損傷と水環境の放射線分解による変

化が重なり合って引き起こされると考えられてい

る υ) Burnsら

酸化種がジルカロイの腐食反応応、に関与していることを

示すために，原子炉の炉心におけるβγ線と中性子の高

線量率下で生成する化学種の定常状態濃度の分布を計

算機シミュレーションにより求めた.この計算には水

の放射線分解生成物の一次収量 (primaryyield)と関

連する化学種の反応の速度定数 (-40個)が入力デー

タとして必要である。 BurnsらはG~直 (primary yield) 

については室温でのγ線と中性子に対する値を，反応

速度定数については当時まだ実測値が少ないため，推

定した活性化エネルギー値を用いて高温へ外挿した値

を使用した.これはSchmidtの3)開発した手法を原子炉

系に適用したものであったが，大いに注目を集めた.

一方，当時BWRではステンレス鋼配管が粒界応力

腐食割れ(IGSCC)によって損傷するという事象が世

界的に起こっていた.IGSCCの要因の一つは炉心にお

ける水の放射線分解によって生成する酸化種(主とし

てO2) にあると考えられ，炉心の化学環境をより正確

に知ることが求められた.Burnsらの手法はBWRの炉

内化学環境の評価に利用できると考えられた.

その頃スウェーデンのBWRで炉水に水素を注入す

ることによって再循環系のO2濃度を低減することに

成功した 4)炉水に水素を注入して，炉心の放射線分

Radiolysis of water at elevated temperatures Kenkichi Ishigure 

(所属等)東京大学工学部教授工学博士 (略略)昭和37年東京大学工学部応用化学科卒昭和42年東京大学大

学院工学系研究科博士課程修了(工学博士) 同 東京大学工学部原子力工学科助手昭和48年間 助教 授昭和

57年 同教授 (専門)原子炉化学 (趣味)ゴルフ，水泳 (連絡先)〒113東京都文京区本郷7-3-1

東京大学工学部システム量子工学科
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解を制御する手法は既に加圧水型炉 (PWR)で設計段

階から採用されている.BWRではPWRと異なって炉

心で沸騰があるため，注入した水素が気相へ逃げて有

効に働かないと考えられてきた. しかし，スウェーデ

ンの試験結果は，比較的少量のH2注入が，炉心部分は

ともかく，再循環配管部分の酸化種の低減に有効であ

ることを示したもので，脚光を浴びることとなった.

この成功を受けて，本格的な技術開発が進められ，

今日ではスウェーデン，米国で恒常的に水素注入を実

施するBWRが増えている.日本でも動力炉・核燃料開

発事業団の所有する「ふげん」炉(圧力管タイプの沸

勝水型ATR)において1978年から水素注入が続けられ

ている.日本のBWRではIGSCC感受性の低い材料の

配管に取り換えるなどの対策を着実に実施してきたと

いう経緯があり，さらに水素注人時にタービンを中心

とする蒸気系の線量率が上昇する事もあって，これま

で恒常的な水素注入は実施されていない. しかし最近

では，次に述べる事象との関連もあっていて，次第に

関心が高まっている‘

軽水炉プラントの運転年数の増大に伴って，ステン

ス鋼を中心とする炉内構造材の照射誘起応力腐食割れ

(IASCC)の問題が注目を集めている.これは結品粒

界に沿って割れが進展するIGSCCの一種であるが，中

性子照射によるCr欠乏層の形成や不純物であるP，Siな

どの粒界偏析が割れ感受性を誘起する原因と考えられ

ており，中性子フルエンスの敷居値 (5-10X1020n/ 

cm2
) が存在する. 5) IASCC'まIGSCCの場合と同様水

素注入によって抑制することができる. しかし，注入

した水素が炉心のどの範囲まで有効に働くかを知るこ

とは容易でない.水素注入時に炉心にセンサーを挿入

して，化学環境をモニターした例もあるが，測定には

多くの困難が伴い，測定点の数も限られる.そのため，

計算機シミュレーションを適用して炉内の化学環境を

推定し，水素注入の効果を評価しようという試みが活

発に進められている 6)-9) この場合，シミュレーショ

ンに相当の精度が要求される.この要求に応えるため

には入力データである水の放射線分解生成物の一次収

量 (G値)や高温における反応速度定数の精度をさらに

高める必要があり，高温での実験によってこれらのパ

ラメーターを決定することが活発に始められた.

PWRでは，既に述べたように炉水に水素注入を行っ

ているが，この水素注入にあらためて関心が集まって

いる.一つは燃料の燃焼度の増大に伴う被覇管の腐食

の問題である.ジルカロイの酸化被膜の厚みが-20

μm程度に達すると，腐食が加速され始め，燃焼度とと

12 

もに急速に増大することが高燃焼度燃料のデータが得

られるとともに明らかになってきた.この原因の一つ

の可能性として，被膜が薄い状態では注入した水素が

水の放射線分解による酸化種の生成を抑制しているが，

厚い被膜に生じるクラックやポアー内部では水素が有

効に効いていないのではないかとする説がある

(Thick oxide film hypothesis). 10) 被膜厚みの増大

による局所的な温度上昇がサブクール沸騰を引き起こ

し，クラックやポアー内でのH2濃度の低減や界面反応、

の促進が腐食を増大させる可能性が考えられている.

他方，PWR一次系の水素濃度が高すぎると，蒸気発

生器伝熱管のインコネル材の一次側応力腐食割れに悪

い影響を与えるとの考えがあり，この水素濃度を現在

の仕様値 (25-40mlkg-1STP)より引き下げようとす

る動きがある 11) 現在の仕樹直は炉心での水の放射線

分解を抑制するに必要な量より相当裕度をもった値で

あり，水素必要量の見直しが行われている.山

以上，軽水炉の構造材料の腐食の問題に関連して，

水の放射線分解による炉水環境の変化に関心が高まり，

関連した研究が活発になってきた経緯を述べた.必要

とされるデータは水の放射線分解生成物のG値 (pri-

mary yield) と関連する反応の高温における速度定数

であり，現在これらの測定が活発に進められている.

3.放射線分解生成物のG値 (primaryyield) 

水の放射性分解は(1)式のように書き表され，生成す

る化学種の収量はG値 (Gx)の形で表示してprimary

yieldと呼ばれる.

H20→eaq， OH， H， H2， H202， HsO+ (1) 

このG値はスパーの拡散過程における反応が終了した

時点での収量であり，希薄水溶液系での実験から求め

られる.室温近辺におけるG値は古くから数多くの実

験によって求められており，その値は確立されている.

しかし， 100.C以上の高温でのG値の測定は従来ほとん

ど行われていなかった 13) この問題に最初に着目した

のはBurnsである. Burnsら14)は水の臨界温度(374.C)

の前後 (300.C-410.C)でガンマ線照射実験を行って

G値を求めた.照射した系はKBr( 2 X 1O-3mol・kg-1
)

溶液及びCH‘(1.3X 1O-3mol・kg-l) を含む飽和N20

溶液であり，生成するH2とN2 (CH.-N20系)の測定

を行った.前者では， H2の生成量 (G(H2)) がGH2の

目安になり，後者では，G (H2) がGH2+GH， G (N2) 

がGeaq+GHの目安になる.最終的には計算機シミュレ

ーションを行って，各G値を決定した.また，プロトン

照射を行って，300-400.CではLET効果が認められ

放射線化学
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ず，ガンマ線と中性子に対してG値は同じで， Geaq= 

0.4， GH = 0 . 3， GH2 = 2 .0， GOH = 4 . 7， GH202 = 0とし

た 15) この結果は今日では正しくないと考えられてい

るが，当時関連する研究者に大きなインパクトを与え

た.ここで特に注目されるのは300.CでLET効果が無

くなること及ぴGeaqが著しく低下することである.

Geaqの低下は，高温における水の誘電率の低下(400.C

でε=8) により， geminate recombinationを免がれ

る電子が減少するためであると考えた.また，イオン

の中和によって生成するH20・から 1分子的にH2が

生成する過程 ((2)式)が

H20・→H2+O
高温では重要になると説明した.

Burnsらの報告が契機となって，その後高温のG値の

測定が活発に進められることとなった.

(2) 

TemperatureCC) 

Fig.l 0.4mol也n-3H2S04系における水の放射線分解

生成物のG値の温度依存性(ガンマ線照射)

この系はH202とOHの識別が可能であり，高温でも安

定である.

Elliotら18)は脱気のFricke系及びH2SO，ーメタノー

ル水溶液系のG (Fe3+)とG (H2)を測定して， 300.C 

までのGOHとGH+GH2 +Geaqの温度依存性を求め，われ

われとほぽ同様の結果を得ている.

われわれはガンマ線照射に用いた手法を利用して，

高速中性子照射に対するG値の測定を行った.同，20) 線

源、としては東大工学部付属原子力工学研究施設の高速

中性子源炉「弥生」を用いた.原子炉内では高速中性

子とガンマ線の混合照射となるので，線量測定により

これを分離して，ガンマ線の効果を差しヲ|いたものを

高速中性子の照射効果とした.脱気のFricke系と重ク

ロム酸系を用いて測定したG値の温度依存性をFig.2

に示す 20)

Fig.2において， GH+GeaqとGOHは温度の上昇ととも

に増大し，GH2とGH202は温度とともに低下している.高

速中性子の照射は反跳プロントンの照射とほぼ等価で

あり，反跳プロントンの平均LETは-6eV/Aで，ガン

マ線の-0.02eV/ Aに比較して相当大きな値である.

前述のG値の温度依存性は室温で観測されるLET効果

が温度上昇に伴って，次第に消滅していくことを示し

ているように見える.しかし， 300.Cの中性系で，ガン

マ線と高速中性子照射に対しG値が同じで， LET効果

が無くなるとするBurnsらの主張とは全く異なってい

る.またGH202は高温でも Oとなることは無く，ガンマ

線に対するGeaqも高温で著しく低下する傾向を示すこ

13 

(1)酸性系

高温でのシステマティックな実験が最初に行われた

のは硫酸性系である.脱気。及び空気飽和ω系での

Fricke線量計とセリウム線量計を組み合わせると下

式により全ての化学種のG値を決定することができる.

G(Fe3+)A=3(GH+Geaq) +GoH+2GH202 (3) 

G(Fe3+)o= (GH+Geaq) +GoH+2GH202 (4) 

G(Ce3+) = (GH+Geaq) -GoH+2GH202 (5) 

Fricke系でOHとH202は同じ働きをしており，その区

別ができないが，セリウム系を組み合わせることによ

って識別が可能となる.

これらの系は，高温でFe2+が仇によって容易に酸化

され， ce4+が水によって還元されるという欠点を有し

ている.われわれは16) 高温でFe3+とCe4+の測定を行

い，酸化・還元反応を補正して，ガンマ線照射下での

G値を求めた.G値の温度依存性をFig.1に示す.セリウ

ム系ではCe4+の不安定性のため可能な実験の上限が

150.Cで，それより高温側は外挿値からの推定となって

いる.Fig.1より，GOHは温度の上昇とともに明らかに増

大しているが，Geaq+GHやGH202は温度上昇によりや

や減少し，GH2は温度とともにやや上昇する傾向が見

られる.

温度の上昇に伴う GOHの増大とGH202のわずかな減

少はKabakchiらによっても報告きれている 17) この

実験においては空気飽和のFricke系と重クロム酸溶

液系が使われている.後者は重クロム酸の照射による

還元反応を利用しており，そのG値は(6)式で表される.

G( -Cr2072一)= 1/6 (GH+Geaq 

-GOH +2GH202) (6) 

第 58号 (1994)
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とはない.このように，酸性系での高温実験の結果は

Burnsの中性系の結果と大きく相違しており，中性系

でのより詳細な実験が必要となった.
4∞ 

Fig.3 純水中におけるtagの吸収の時間プロフ ァイル

上:20.C 下:200.C 

(1)3.9Gy (2)8. 7Gy (3)20Gy 

3∞ 100 2∞ 
Ti..e /間

増大した.

添加剤を含む水溶液の定常照射実験からG値を決定

する方法も試みられている2.)，25)が，高温で熱的に安定

な系を選ぶことが肝要である.Elliotら2川ま亜硝酸イオ

ン(N02-)?容液及びアセトン+メタノール又はN02-+
HP032-溶液のガンマ線照射によって生成するH2の収

量を測定してGH2及ぴGH2 +GH • アクリルアミド溶液の

ガンマ線照射によ って生成するH20 2の収量からGH202

またメチルピオローゲン (MV2+)及びHC03-溶液のパ

ルス・ラジオリシスによるMV九とC03-の吸収スペク

トルから各々GeaqとGOHを算出している .26) H20 2を除

いて，いずれのG値も300.Cまで温度とともに単調に増

加するが.H202は逆に温度上昇によってG値が低下す

る.各G値は温度trC)の関数として下式で表すこと

ができるとしている.

Geaq = 2.56+ 3.40 x 10-3t (7) 

GH2 =0.43 x 0.69 x 10-3t (8) 

GH=0.54+1.28X10-3t (9) 

GH202 =0.72-1.49 x 1O-3t (10) 

高温定常照射実験の問題点の一つはH202が熱的に

不安定で測定が困難な点にある.日liotらは上記の実

験において照射後反応容器を急冷してH202の熱分解

主14
寸ー化線射放

(2)中性系

高温の中性系におけるGeaqをパルス・ラジオリシス

法を用いて直接観測することが試みられた.Fig.3に純

水系で得られるeaqの吸収の200.Cにおける時間プロフ

ァイルを室温と比較して示す 21) いずれの温度でも，

eaqの減衰は照射線量の増大とともに大きくなるが，パ

ルス直後の短い時間範囲では線量に依存せず，同ーの

減衰曲線に収束する.この早い時間の減衰はスパー内

反応によるものと考え，スパー内反応が終了する時点

での収量からG値の評価を行った.吸収スペクトルの

測定から直接G値を算出する場合の問題点は吸光係数

εの温度依存性である.水和電子の吸収は明らかに温

度の上昇とともに長波長側にシフトするが吸収ピーク

での吸光係数 (εmax) は温度に依存しないと仮定して，

G値の推定を行った.一方，生成するeaqを全てCd2+や

べンゾニトリルと反応させ，生成するCd+イオン及ぴ

べンゾニトリルアニオンの吸収スペクトルからeaqの

収量を評価する方法も試みた 21).22) これらのイオン

の吸収スペクトルは温度上昇によってブロードニング

を起こすが，吸収帯の積分強度は温度によって変化し

ないと仮定してG値を推定した.Shiraishiら2叫ま.eaq 

がメチルピオローゲン (MV2+)と反応して生成するカ

チオンラジカル (MV+)が比較的安定であることに着

目し，その吸収スペクトルの測定から.eaqのG値の温

度依存性を求めている.このいずれの場合においても

Geaqは20.Cから200.Cへの温度上昇によって30%程度

14 



を避けているが.100.Cまでのデータのみが示きれてい

る.

Kentら27)はフロー系でガンマ線照射を行って，

KN02溶液からのH2の測定により GH2 • N20+シクロ

ヘキサン溶液からのN2とH2の測定により各々Geaqと

Geaq+GH • ギ酸ソーダ+N03 -溶液からのCO2測定によ

りGOH+GHを求めている.H202についてはN20+KI

の溶液を用い.OHとの反応で生成する12から下式によ

って生ずるO2を測定するという手の込んだ

12+ H20→HOI+H++I-

HOI→IO-+H+ 

H202+IO-→02+H20+I-

手法を用いた.得られたGH • GH2 • Geaq• GOH• GH202の

温度依存性はElliotらの結果と類似している. H202に

関しては測定上の問題もあり，高温の値 (270.Cで

GH202 = 0.28)は下限値を与えるとしている.

われわれ28)，制は，あらかじめ各成分の熱的安定性を

確 認 し た 上 で . (1) NaN02 (2)アセトン(10-3

molkg-1) +メタノール(10-2molkg-1)及ぴ(3)HC10.

(10-3molkg-1) +メタノール(10-2molkg-1)溶液のガ

ンマ線照射によって生成する H2 を測定して，各々GH2 •

GH2 +GH• GH2 +GH十Geaqを求めた.またメタノールを

含む系で生成するメタノールラジカルは下記の反応に

よって消滅すると考えられるので，生成するホルムア

ルデヒドとエチレグリコール及ぴ残存するH202の

• CH20H+・CH20H→(CH20H)2 (14) 

・CH20H+・CH20H→CH30H+CH20 (15) 

H202+・CH20H→CH20+H20+OH (16) 

分析を行った.H2の収量はいずれの系でも照射線量と

ともに直線的に増大するが，フォルムアルデヒドやエ

チレングリコールの収量は直線ではなく，高線量で飽

和する傾向を示した.またH202は200.C以上で観測不

能であった.そこで計算機シミュレーションによって

HCIO.+メタノール系及びNaN02溶液のフォルムア

ルデヒドとエチレングリコール及ぴ測定結果が得られ

る場合のH202についてフィッテイングを行ってGOH

と GH202 を決定した.室温ではk1• + k15の和の値が測定

されているのでk14/klSの比と k16を入力パラメータ

としてフィッティングをすることができた 27)

ガンマ線照射及ぴ高速中性子照射の場合のG値の温

度依存性をFig.4及び 5に示す.ガンマ線照射の結果は

ほぼElliotらの結果と類似しており.GOHやGeaqは温度

の上昇とともに増大する.しかしGeaqは250.C近辺で頭

打ちとなっている.GH2 • GH202はいずれも温度とともに

増大し.GH202はElliotらと全く逆の傾向を示す.

第 58号 (1994)
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LETの大きい中性子照射ではGOH • GH2 • GH202• Geaq 
はいずれも温度の上昇とともに増大し，ガンマ線照射

の場合と類似の温度依存性を示す.一方.GHはガンマ

線照射，高速中性子照射いずれの場合も余り顕著な温

度依存性を示さない.ガンマ線の高速中性子照射のG

値の比較から.LETの増大によって分子生成物である

H2とH202の収量が増大し，ラジカル生成物である

GOH • GH• Geaqが相対的に減少するという室温近辺で観

測されるLET効果が高温においても観測される.とり

わけGeaqの高LETでの低下が著しい.

ガンマ線及ぴ中性子照射のG値の各々の温度依存性

は相互に類似しており，定性的には高温でスパーが広

がると考えることによっておおよそ説明できそうであ

る.スパーの拡大によってスパー内反応をまぬがれる

OHやむqのG値は増大するが. GH2やGH202は逆に減少

するはずである.GH202はともかく .GH2は必ずしも温度

とともに増大していない点が上記のスパー拡大モデル

では説明できない.この点に関して.H20・からのH2の

直接生成 ((2)式)が高温では重要になるとする考え方

もある.

Laverneら30)は各化学種の初期収量(Initialyield)・

は温度に依存せず，更にeaq以外はその初期分布も温度

に依存せず.eaqのみその初期分布半径が温度とともに

拡大するという条件で拡散を伴ったスパ一反応を計算

機シミュレーションしてこれまで述べてきたガンマ線

照射におけるG値の温度依存性を説明できるとし，ス

パー拡大モデルを支持している.この計算結果はGH2

とGH202が温度上昇とともに低下することを予測して

おり，高温側でH2の実験値との不一致が見られること

は既に述べたとおりである.

H202の実験データの信頼性の向上と高温における

スパー拡大モデルを含むLET効果の定量的説明が今

後の課題であろう.

4.高温における反応速度定数

計算機シミュレーションに必要なもう一つの入力パ

ラメーターは関連する化学反応の高温における反応速

度定数である.室温の反応速度定数については，よく

知られているように，彪大なデータベースがある 31)

しかし，シミュレーションが始められた当初は高温デ

ータか極めて数少ない状況であった.そのため室温の

データをもとに，拡散律速反応と推定されるもの(25.C

で109-1011也n3mol-1s-1)については，→律に12.6

kJmol-1を，活性化律速と推定されるもの (106-108

dm3mol-1cl)には18.8kJ mol-1を活性化エネルギーと

15 



定が進められることとなった.

高温でのパルス・ラジオリシス実験には幾つかの困

難が伴う.70-100気圧の耐圧を有し，なお電子線の透

過が確保される照射セルが必要であるが， 200'C以上で

は石英からのシリカの溶出が増大し系を妨害する.ま

た 2次反応の速度定数を決定する場合には，高温に

おける吸収スペクトルと吸光係数εの変化が問題とな

る.間，33)，34)このょっな種々の制約にもかかわらず高

温データの整備は着実に進められた.その結果，前述

のような画一的な活性化はエネルギーの見積もりによ

る反応速度定数の推定手法は妥当でないことが，次第

に明らかになってきた.

まず反応速度定数のアルレニウス・プロットが直線

とならない例が幾つか見出されている.制その最初の

例はeaqの(閉式の反応である 32)

eaq+eaq→H2+20H-

Fig.6に示すように150'Cまでのアルレニウス・プロ ッ

トは直線となり， 23:t 1k]mol-1の活性化エネルギーを

与えるが，その後反応速度は低下し，250'Cでは室温の

値に近づく.この温度依存性は， (18)式のような

dielectronを反応中間体として考え，その解離の活性

化エネルギーを-125k]mol-1と仮定して説明された.

eaq+eaq~三(e2 2一 ) aq→H2+20H- (18) 

Elliotらお)は， eaq， H， OHについて一連の高温の反応

速度定数を整理し， (19)式によって分類することを推奨

している.

l/kobs = 1/kd1ff十l/kact (19) 

ここで， kObSは観測値，kdlffは反応する化学種が拡散

により相互に遭遇する速度の係数，kactはもし拡散が

影響を与えることが無ければ観測されるであろう活性

化律速の反応速度定数である. kd1ff'まSmoluchowski

の式側を用いて計算し，イオン聞の反応では

kd1ff =4π(DA + DB) (rA +rB) 

Debye因子の補正を行っている.

kObS= kd1ffとなる真の拡散律速反応は少なく ，H， 

OHについては見出されていない. eaqとニトロベンゼ

ンやメチルピオローゲンとの反応がほぼこれに近いと

している.他の多くの早い反応は(19)式における拡散と

活性化両項の寄与が無視できず，アルレニウス・プロ

ットは直線からずれ，程度の差はあるが高温側でフラ

ットになる.また(19)式で整理できない反応も見出され

ている.いずれもeaqが関与するもので，(1司式の他， N2 

0， N03 -， N02 -， S203 -， Mn2+， Se04ーなどとの反応

である.Buxtonら36)は電子ドナ-(D)からアクセプター

ωへの移動であるとし， (21)式に示すように反応をさら
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Fig.4 中性系における水の放射線分解生成物のG値の

温度依存性(ガンマ線照射)
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Fig.5 中性系における水の放射線分解生成物のG値の

温度依存性(高速中性子照射)

企:G-H20， .: Ge;q， 0: GOH 

口:GH202，・:GH，・:GH2 

Temperature 

して与えることによって250-300'Cの反応速度定数を

評価することが試みられた 2) しかし，シミュレーシ

ョンの計算精度の向上が求められるに伴って，高温で

のパルス・ラジオリシス法を用いた反応速度定数の測

学化線射放16 



ンレス製パイプなどの反応容器中で行うと表面での接

触反応の寄与が無視できない. 4l) H202の高温水蒸気

中での分解はω式による事が

H202→20H (22) 

H202→H20+ 1/202 (23) 

知られているが .2) 表面における接触分解はω式に従

うと考えられている.水溶液ノ勺レク中での反応、カ-r(22)式

に従うという実験的証拠は得られていない.

反応速度の温度依存性をもとに反応種の熱力学デー

タを得ることができる.Buxtonら(3)はアルカリ性の炭

酸塩溶液を照射して， ω式により生成するC03ーをpH

を変えて測定し，常にω式の平衡が成立しているとし

て，その平衡定数K25を求めた.

OH+C032-→COs-+OH- (24) 

OH+OH-→0-+H20 (2日

OH守主ア+H+ 位。

得られたK25の温度依存性は仰式のようにvan'tHoff 

の関係が成立している.

lnK25 = -1.18:t0 .15+ (1.85:t0 .05) x 103/T 自力

これにより， ω式のエンタルビー変化aH・は-

15. 4:t0 .5kJmol-1と求められた.aGO(T)は(28)式で表す

ことができるから，

aGO(T)= aGo (298) -as・(298)x (T -298) 

t /oC 

0.1 
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Fig.6 eaqの 2次減衰速度定数のアルレニウス・プロ

ット (32)

H2圧力 6 -12MPa 

0:添加無し， ・:50mMケイ酸ソーダ

+ : 10mM t-プタノール

3.0 

1000/(T/K) 

2.0 

(28) +JJACぜdT-TJJACがdlnT=-RTln 

間式はacp・が温度によらずはぽ一定であることを

意味している.K25と水のイオン積Kwを用いて算出し

たK26のvan'tHoffフ。ロットは直線とはならなず， (26)式

のacp。は温度に依存する.これは化学量論式の両辺に

同種のイオンを同数含む場合そのacp・は温度に依存

せずほぽ一定であるという経験則 (pricipleof balance 

of identicallike charges)“)が成立していることを意

味し興味深い.

Buxtonら州lまO2飽和したギ酸溶液を照射して，下

式により生成するO2ーを測定してK31を求めた. K31の

OH+HC02-→CO2 -+ H20 (29) 

CO2-+02→CO2 -+ CO2 (30) 

H02手当O2-+ H+ (31) 

van't Hoffプロットから， aHo~oと結論しているが，

むしろK32をプロットする方が良しこの場合はほぼ

H02+OH-=02-+H20 (32) 

直線となり aH・ ~43kJmol-l と求められる.“}

われわれ37)は， HCIO.*溶液のパルスラジオリシス

により高温では側の逆反応 (k_S3) が無視で

に幾つかの過程に分解して，パラメータフィッティン

グにより実験結果をシミュレーションした.

D+A手=士D/A手=さ (D/A)や=士

(D+ / A-)・→D+/A-→生成物 。1)
X/Y;錯合体の形成， (X/Y)・;系の再配置

eaqとアニオンの反応ではFig.6に示すように上方に凸

のアルレニウス・プロットとなるが，逆に下方に凸の

例として後出のk33やk35などカチオンとの反応例が挙

げられる 37)同じカチオンでもMn2+との反応はS字型

で複雑なアルレニウス・プロットとなる 36)

遅い反応で原子炉水のシミュレーションという実用

的な観点から極めて重要な反応はH202の熱分解反応

である.H202はO2と合わせて炉水環境における重要

な酸化種であるが，プラントにおける測定が熱的不安

定性のため困難であり，計算による評価が不可欠であ

る.

H202は高温水中で 1次反応で分解し，その活性化エ

ネルギーは60-70kJmol-1である 38)，39)，.0) 分解をステ
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k33 
eaq+H+子二三 H (33) 

k-33 

eaq + NH. ~H + NH3 
。。

eaq + H2~H +OH- (35) 

きなくなり， Fig.7に示すようにパルス照射後凝平衡に

近い状況が現れることを見出した.NH3水溶液中でも

(34)式により，類似の現象が観測されるので，この両者

を詳細に比較検討して，平衡定数K35を200
0

Cの高温ま

で測定した.これは100
0

C以下でω式の平衡定数から評

価したSchwarz州の結果とも一致している.K35のvan'

t Hoffプロットはやや直線からずれるが，ムCp。は25
0

C

で-34:t27JK-lmol-l，250
0

Cで-18:t54JK-lmol-lと

評価され，その温度変化はわずかである.これらの結

果をもとにeaqについて25
0

CでsGf
・=277:t2kJmol-l， 

sHfO=274士4kJmol-2，SO=61:t8JK-lmol-lの{直を得

た.最近Hanら<47)がESRデータから評価した値と比べ

ると， sGfo， sHfoはほぼ一致しているが， SOは約 1/

2となっている.

5.計算機シミュレーション

BWRプラントでのH2注入の有効性の限度を検証す

る目的で，既に数多くの計算機シミュレーションが試

みられている.その一例をFig.8に示す 48)

この図は標準的な110万KWのBWRの給水系に250

ppbのH2を注入したときの炉内各系におけるO2，H202 

の平均的な計算値を示している.O2， H202はサンプリ

ング系で観測されないが，他では未だ相当残存してい

る.このように注入水素レベルと関連化学種の分布を

正確に知ることが，このシミュレーションの目的であ

る.入力データとして用いられるG値はBumsらの

値14)川が長い間使用されてきた.この値を用いる場合

にはガンマ線と中性子の効果を区別する必要が無いと

いう実用的なメリットがある.その後G値のデータが

整備されてきているが，新しいG値のシミュレーショ

ンへの取り込みは必ずしも進んでいない

反応速度定数については，実験の進展により新しい

値が報告されるに従って，順次取り込まれてきた.純

水系で関与する反応は40-50と数多いが，計算結果に

大きく影響するkey反応、があり，その数は

OH+H2→H+H20 (36) 

OH+H202→H02+H20 (3司

それ程多くない.key反応の例として， (36)， (3~などが挙

げられる.

一方， H2 注入を行う BWRプラント数の増大ととも

18 

に，プラントデータが蓄積されるにつれて，これらの

プラントデータを説明するに充分な精度をシミュレー

ションが有していないことが明らかになってきた.例

えば，再循環ラインのO2を抑えるに必要なH2の注入量

はプラントによりまちまちで大きな幅を持つが，各プ

ラントの設計の相違を考慮しても，これを説明するこ

とが困難である.この原因の一つはG値や反応速度定

数など入力パラメータの精度に起因するものと考えら

れ，その整備が進められてきた. しかしこれ以外にも

計算精度に影響するパラメータが幾つかある.

その一つはBWRの炉心での沸騰に関連する問題で

ある.水蒸気湘での放射線分解がそれ程大きな影響を

与えないことは明らかにされている.州水相から蒸気

相への化学種の物質移動は現在H2'O2について考慮さん

れているが，H202， H， OHなどについては考えていな

い.また，炉心やダウカマ一部の線量率分布や冷却水

の流れ(混合)のパターンも計算に大きな影響を与え

るが，データは必ずしも充分でない.最近のシミュレ

ーションではこれらの入力パラメーターの精度の向上

にも次第に注意が向けられている 50)

われわれは沸勝のない単純化した系で新しく測定さ

れたG値のシミュレーションに及ぼす影響について検

討した 51) ガンマ線に対してはElliotら26)とわれわれ

の値の相違は制計算結果に大きな影響を与えないが，

中性子のG値制とガンマ線のG値では計算結果が大き

く異なる.

。3)式の逆反応、の速度定数k-33は，最近の実験結果か

ら250
0

Cで 1X 105s-1 
.6)，更に側式の逆反応は熱力学

データから250
0

Cで1100s-1程度と推定される.いずれ

も25
0

Cでは遅い反応であるため，シミュレーションの

中には加えられてこなかった.しかし， H2注入の効果

という観点からは無視できない影響を与えることがこ

のシミュレーションの結果から明らかとなってきた.

特に側式の逆反応については今後検討が必要である.

6. おわりに

純水系を中心とした高温水の放射線分解の研究は原

子炉内の水化学環境をシミュレーションするという実

用的なニーズが駆動力となって，過去10年間に著しく

進展した.未だ多少の問題は残されてはいるが，実用

的に必要とされるデータはほぼ出そろってきた.今や，

計算機シミュレーションの精度の向上には放射線化学

以外の入力データの整備が求められる段階である.最

近ではシミュレーションは単にバルク水中での反応に

とどまらず、金属の界面反応や電気化学ポテンシャル

放射線化学
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Fig.7 200'Cにおけるeaqの吸収 (824nm)の時間プロフ

ィル (0.1μs電子線ノ勺レス， 0.8Gy) 

(HCIO，) = 2.5 x 1O-6moldm→ 

の計算といった新しい局面へ展開し始めている.

一方，実用的な見地から高温水データが蓄積される

過程で，高温におけるスパー構造やLET効果，反応速

度の温度依存性といった基礎的な立場から極めて興味

深い問題が摘出されており，今後この面での進展が期

待されるところである.
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〔解説〕

放射線を利用した超耐熱性

炭化けい素繊維の開発

1.はじめに

技術革新が急速に進むなかで，宇宙航空分野では宇

宙往還機やスペースプレーン，エネルギ一分野では高

温燃焼ガスタービン，原子力では高温ガス炉，核融合

炉などが，先端的なビッグプロジェクトとして世界的

に計画され開発が進められている.これらの構造部材

には高温 (1，200-2，OOO.C)における高強度と材料と

しての高い信頼性(靭性・耐衝撃性等)，耐環境性(耐

酸化性，耐食性，耐放射線性等)が要求されている.

また宇宙航空機ではできる限り軽量であることが望ま

しい.これらの要求に適合する材料として繊維強化セ

ラミックス複合材 (CMC)が最も期待され注目を浴び

ている.

耐熱性が優れたセラミックス材料は最近ニューセラ

ミックスとして高強度の窒化ケイ素や炭化ケイ素材料

が開発されているものの，この固有の性質として脆さ

という欠点を有しており小さな傷に対しても極めて脆

く，また熱的，機械的衝撃に対しても弱い.このセラ

ミックスの欠点を克服する手段としてCMCが開発さ

れた.CMCは高温において高強度，高靭性と優れた耐

衝撃性，耐環境性を有しているため，超耐熱構造材料

の主流として欧米を中心に研究開発が盛んに行われて

いる.

このCMCの強化繊維として主に用いられているの

が炭化けい素繊維である.これは炭化けい素繊維が軽

量で高強度，高弾性率であるだけでなく，炭素繊維に

ない優れた耐熱，耐酸化性を有しているからである.

日本カーボン(株) 市 川 宏

炭化けい素繊維は，その製法から二つに大別される.

有機けい素ポリマーを前駆体として，これを紡糸，不

融化，焼成して製造する前駆体法炭化けい素繊維と，

炭素畿維の芯線に化学気相蒸着 (CVD)法で炭化けい

素を被覆した複合型のSiC(CVD)繊維がある.前者は

繊維径が 8-15μmと細いマルチフィラメントヤーン

であるのに対し，後者は直径が140μmと太いモノフィ

ラメントであり，米国のテキストロン社で製造されて

いる.

前駆体法炭化けい素繊維には，ポリカルポシランを

前駆体とした日本カーボンのSi・C-o系繊維「ニカロン」

と，ポリチタノカルポシランを原料とした 3%のチタ

ンを含むSi-C-Ti-O系繊維「チラノ」がある.現在工業

化され市販されている細径の炭化けい素は，世界中で

2種類だけであり，この分野でも日本は世界をリード

している.

ここでは炭化けい素繊維の中でも最も実用化が進ん

でいる「ニカロン」とそのセラミックス複合材への応

用について述べると共に，放射線を利用して耐熱性を

さらに改善した超耐熱性炭化けい素繊維「ハイニカロ

ン」について紹介し，その展望を述べる.

2.炭化けい素繊維「ニカロン」の製法と特性

ニカロンの製造工程を図 1に示す.ポリカルポシラ

ンはジメチルジクロロシランを出発原料として製造さ

れる.この物質はシリコーン工業の出発原料でもある

ため入手は国内外を問わず容易である.これをナトリ

Development of Heat Resistant SiC Fibers by Radiation Curing 

Hiroshi ICHIKA W A日本カーボン(株)研究所，所長，工博

(略歴)昭和39年東北大学工学部応用化学科卒，同年日本カーボン(株)入社，昭和55年ニカロン研究室長，昭和62

年工学博士(阪大)，平成元年研究所長 (専門)有機ケイ素化学，セラミックス繊維，複合材料 (趣味)ミュー

ジカル鑑賞， ドライブ (連絡先)〒221 横浜市神奈川区新浦島町 1の 1 日本カーボン(株)研究所 Tel.045-459 

-4654， Fax.045-459-4664 
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ジメチ Jレジク ロjレシラン

図 1 炭化けい素繊維ニカロンの製造工程

ウムと反応させて脱塩素し， Si-Si骨格をもっポリジメ

チルシランにする.さらにこれを450-500'Cで加熱す

ると， Si-C骨格をもっポリカルポシランが得られる.こ

のポリカルポシランは平均分子量1500-2000の有機け

い素重合体である.これを溶融紡糸により繊維状にす

る.ポリカルポシランは分子量 4-5万の高分子から

なるナイロン，ポリエステルなどの合成繊維にくらべ

分子量が小きいため，細い糸に紡糸しにくく，その引

張強さは-5MPaと極めて脆弱である.従って，この

脆弱な繊維からSiC連続長繊維を工業的に製造するた

めには，紡糸技術と繊維のハンドリング方法に独特な

技術の開発が必要であった.紡糸繊維は次の焼成工程

で繊維同士の融着を紡糸するため，空気中約200'Cで不

融化処理をおこなう.この処理によりポリカルポシラ

ンは橋かけ高分子化し融解しなくなる.つぎに不融化

繊維を不活性ガス雰囲気中で1200-1500'Cに加熱焼成

して側鎖のメチル基と水素を脱離させると，骨格成分

のSiCだけが残り， β-SiC構造をもっ炭化けい素繊維

(ニカロン)が得られる.

ニカロンはSi-C-Oの3成分から成り，ほぽSi3C.Oの }

組成をもっ. Siに比べCが過剰なのは前駆物質である

ポリカルボシランのCがSiに比べ多いからである.ま

たOは不融化工程で導入されたものである.その構造

はβ-SiCの約20Aの超徴粒子が主成分であり，炭素と

アモルファスなSi02がそれぞれ均一に分散し，鰍密に

結合している.ニカロンの一般性を表 1に示す.ニカ

ロンは繊維径14μmの連続長繊維で，標準品のフィラ

メント数は500本である.

ニカロンの特徴を次に示す.

( 1 )軽量で高強度，高弾性率である.

( 2 )耐熱性，耐酸化性に優れているため，高温大気中

においても高強度，高弾性率を保持する.特に繊

表 1 炭化けい素繊維「ニカロン」の一般特性

Ceramic Grade HVR Grade LVR Grade Carbon Coated 
NL-200 NL-400 NL-500 NL-607 

Diameter {μm) 14/12 14 14 14 

Numbers of filaments (fil./yarn) 250/500 25015∞ 500 5∞ 
Tex (g/10∞m) 105/210 110/220 210 210 

Tensile strength (MPa) 3000 2800 30∞ 3α)Q 

Tensile modulus (GPa) 220 180 220 220 

Elongation (%) 1.4 1.6 1.4 1.4 

Density (kg/m3) 2550 2300 25∞ 2550 

Sp倒 ficresistivity (ohm-<:m) 1伊-104 1()6-107 0.5-5.0 0.8 

Co-efficient of thermal expansion 

(l~/K) 3.1 3.1 

Specific heat (J/(kg.K)) 1140 1140 

Thermal conductivity (W/(m.K)) 12 12 

Dielectric constant (at 10 GHz) 9 6.5 20-30 

Applications Heat resistant materials PMC PMC CMC 

PMC， MMC， CMC 
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( 4 )電気比抵抗が半導体領域にあり，熱処理温度によ

り，比抵抗を10-1-1060cmの領域でコントロール

することができる.

( 5 )細くしなやかな長繊維であるため，織布，プレイ

ド，ロープなどの各種形態に加工できる.

( 6 )化学的に極めて安定である.

( 7 )樹脂，金属，セラミックスとの適合性が良く複合

材料の強化繊維として優れている.

-0-Nicalon 

-.....・Tyranno
一 ・咽ーホlexlel480

-・"'FP
』骨一PRD166

3.炭化けい素繊維(ニカロン)の応用

ニカロン及ぴ繊維強化複合材料は，その優れた特性

から各種用途に使用されている.

まず織布は，その耐熱性からスペースシャトルの外

壁タイルの耐熱シール材(ギャップフィラー)として

使用されている.次に繊維強化複合材のうち樹脂基複

合材料は，その優れた機械的特性と炭素繊維にはない

電波透過性あるいは電波吸収性能から，航空機の機体

構造部材として採用されつつある.金属基複合材料で

はニカロン繊維/Al複合材が，その軽量性，耐熱性，

高強度，耐疲労特性から航空機及ぴ自動車用部材， 一

般機械部材，スポーツ用品などの各種用途で，それら

の高性能を図る目的で開発が進められている.

1600 

(in air) 

4.炭化けい素繊維(ニカロン)強化セラミックス基

複合材料

セラミックスを強化することにより，その高温強度

を向上させると共に，セラミックス特有の脆さを著し

く改善する効果がある.ニカロンCMCにはガラス基複

合材， SiC基複合材などがあり，これらは宇宙ロケット

や航空ジェットエンジンの耐熱部品として実用化され

つつある.

ここではニカロン繊維強化セラミックス複合材につ

いて，マトリックス別に分類し，その複合化法とその

特性を述べる.
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炭化けい素繊維(ニカロン)の空気中高温曝露後

の強度変化
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4-1.ガラス・ガラスセラミックス基複合材

1980年米国ユナイテッドテクノロジーリサーチセン

ター (UTRC)のPrewoらがニカロン強化ガラス複合

材を試作して高温で優れた強度，破壊靭性を示すこと

を発表した3)ベこれがきっかけとなってCMCの研究

開発が盛んになったといえる.

マトリックスガラスとしては米国コーニンググラス

社製の耐熱ガラスとして知られているほうけい酸ガラ

ス(パイレックスガラス)，結晶化ガラスのリチウムア

ルミノシリケイト (LAS，耐熱食器のパイロセラム)

23 

維で錘を吊って加熱するバーナーテストでは，他

のいかなるセラミックス繊維よりも優れた耐熱性

を示す.ニカロンの高温空気中での強度変化を各

種セラミックス繊維(チラノ繊維，アルミナ繊維)

と比較したのが図 2である 1)

ニカロンは各種繊維の中でも最も耐熱強度が優れ

ていることがわかる.次に高温空気中に長時間暴

露した後の室温での引張強度の変化を図 3に示

す2) 空 気 中 で の 使用温度は，長時間では

1 ，OOO'C，短時間では1，200'Cである.

( 3 )熱膨張係数が小きいため寸法安定性に優れている.
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図4 炭化けい素繊維(ニカロン)/LAS複合材の高温

曲げ強度

などが使用される.

ニカロン強化LAS複合材の高温曲げ強度の変化を

図4に示す.ニカロン/ガラス複合材の特徴は室温強

度が高いだけでなく，高温において強度が上昇するこ

とである.高温における強度上昇はマトリックスが溶

融軟化する温度の直前で起こり，ニカロン/LAS系

(一方向強化)では1，000.Cで900MPaの曲げ強度が得

られている.

このような高温で高強度を保持する材料は，ニッケ

ルあるいはコバルト系の耐熱鋼でも類はなく，最近の

ファインセラミックス系の窒化けい素よりも優れてい

る.耐熱鋼にくらべ密度が2.5g/cm3と1/3も軽い

ということも優れた特徴である.

つぎにガラス複合材の破壊靭性 (K1C)の高温におけ

る変化を図 5に示す.ニカロン/LAS複合材の破壊靭

性は，室温で17MPaJffi， 1， OOO.Cでは25MPaJffiであ

る.これをほかの材料と比較するとノートン社の窒化

けい素材料 (NC-132)は室温で4.5MPaJffiであり，ニ

カロン/LAS複合材は窒化けい素の 3倍以上も靭性

が優れている.2024-T6アルミ合金の22MPaJffiとは

大差ないことから機械用構造部材としても十分実用性

を有しているといえる.

このようにニカロン強化ガラス複合材は，軽量で空

気中1，000.Cの高温でも高強度，高靭性を有し，す法安

定性に優れている点で，軽量耐熱構造材として最適で

ある. しかし，マトリックスがガラス系であるため，

24 

24 
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図5 炭化けい素繊維(ニカロン)/LAS複合材の高温

破壊靭'性

ほかのセラミックスと比べ，耐熱性は限られてはいる

が，最近は1，300.Cまで耐熱性をもっCAS(カルシウム

アルミノシリケイト)複合材も開発されている.

3 -2. SiCマトリックス複合材

(1)CERASEP 

まずフランス， SEP社で開発商品化されたニカロン

強化SiC複合材(商品名:CERASEP)について述べ

る.

ニカロンの織布の積層品あるいは 3次元織物を基材

(プリフォーム)とし，これにSiCをCVI法 (Chemical

Vapor Infiltration method :化学気相浸透法)で浸透

させて複合材をつくる.基材を1，000-1，200.Cの高温

に加熱し，そこにメチルトリクロロシラン (CH3SiCb)

ガスを水素ガスとともに流してやる.シランガスは高

温でけい素と炭素に解離するため，基材の繊維表面に

SiCとなって沈積する.

CERASEPの2方向 (2D)強化材の特性を表 25
)に

示す.比重が2.5と軽量であり 1.400.Cの高温でも曲げ

強度280MPa，破壊靭性30MPaJ百とモノリシックセ

ラミックスの 6-10倍も靭性が改善された材料が開発

されている.

(2)ニカロセラム

次に， 日本カーボンで開発商品化されたニカロン/

SiC複合材(商品名:ニカロセラム)について述べ

放射線化学
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表2 ニカロ ン強化SiC複合材(CERASEP)の一般特

性

23'C 1，OOO'C 1: 400'C 

繊 *11 含有 w % 40 

比 lfi. g'cm-3 2.6 

多 干し ヰt % 8 -15 

.コm さ MPa 200 200 150 

イlt ぴ lt'(う|張 1)) % 0.3 0.4 0.5 

ヤング率(ヲI~Lt 1) ) GPa 230 200 170 

ポ ア ソ ン 比 v1-2 0.15 

ポ ア ソ ン 比 v1-3 0.40 

Ilh 'f j文 MPa 300 400 280 

圧 tlii 強!支庁 MPa 580 480 300 

圧 *lii 1~1 J主よ MPa 420 380 250 

せ ん 断 強 さ MPa 40 35 25 

熱 tJi: 技 弓 I! 10-6m2cl 12 5 5 

熱 ~Ji: 技ヰ:ょ 10-6m2s-1 6 2 2 

膨似{系数 H 10-6. K-1 3 

A:l; 5長 係 数 よ 10-6.K-l 2.5 

r~l 1'! M ↑ヨ: MPa/百ー 30 30 30 

比 ~II. J. kg-1 K-l 620 1，200 

~ ユ 放 射 当l 0.75---0.80 

る6)7)

ニカロセラムの複合材成形プロセスを図 6に示す.

ニカロ ンの織布に，ニカロ ン繊維の原料であるポリカ

ルポシラン変成溶液 とSiC粉を配合 したスラリーを含

浸 しプ リプレイグをつ くる.このプリ プレイグを戸庁定

の形状に積層 して加熱プレスある いはオートクレーブ

で成形する.成形品を硬化，焼成しニカロン/SiC複合

材を得る.さ らに，この複合材にポリカルポシランを

含浸し焼成する工程を数回繰返してマトリ ックスをち

密化し，最終的にl，200.C以上の温度で焼成しニカロセ

表 3 炭化けい素繊維/SiC複合材(ニカロセラム)の

一般特性織布(平織)強化

Density (kg/m3) 1.9 x 103 

Fiber volume (%) 30 

Tensile strength (MPa) 110 

Tensile modulus (GPa) 50 

Flexural strength (MPa) 110 

Flexural modulus (GPa) 40 

Fracture toughness (KIC， MPa I苛 51)

Coefficient of thermal 

expansion (K-l) 

Thermal conductivity (Wm-1K-l) 

Specific heat (、Jkg-1K-l)

1) Fracture toughness (Klc) 

il 
AE5=『?

ラムを得る.

9.52) 

3.6 x 10・6

0.56 (at773K) 

0.73 (at973K) 

1130 (at773K) 

1170 (at973K) 

2) Fracture toughness (Klc) 

Jl 
81 1 1 1，.，.，且 白目目

u坊山山守.J.I

以上のようにニカロセラムは成形法がFRP(餓維強

化プラスチ ックス)と同様なプロセスであるため，ほ

かのセラミ ックス複合材と比べ成形が容易であり 1

m-ttイズの大型品から厚 さ0.5mmの薄物まで製造が

可能である.また形状も板，円筒，など各種異形品の

製造が可能である.

ニカロセラムの特性を表 3に示す.これは平織のニ

カロ ンクロスを積層してつくられたニカロセラム平板

の特性で繊維体積含有率は30%である.密度は金属は

もとよ り一般のセラミ ックスより軽量である.曲げ強

度はムライト並みであるが，繊維強化複合材であるた

め破壊靭性は 6-9 MPaJmと一般のセラミ ックスに

図 6 ニカロセラムの製造工程
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図 8 ニカロセラムの熱衝撃試験後の室温曲げ強度

比べ高い.また，破壊仕事量も大きいため，いっきに

割れることはない.

図 7はニカロセラムを高温大気中で暴露した後の曲

げ強度であるが， 1，300.Cでは一旦強度が下がるが，そ

の後は100時間の暴露にも変化がない.また，図 8は高

温加熱後直ちに水中に投入する熱衝撃繰返し試験の結

果であるが，温度差800.Cの熱衝撃を与えても強度は変

化しない. 一般にセラミックスは熱衝撃に弱く水中投

下により割れてしまうが，繊維強化複合材は耐熱衝撃

性でも優れていることがわかる.

5.超耐熱性炭化けい素繊維の開発

ニカロンは現在市販されているセラミ ックス繊維の

中では最も優れた耐熱性を有しているが，前述した様

26 

Dimethyldichlorosilane 

Dechlorination 

Dimethylpolysilane 

Rearrangement 

Polycarbosilane 

Spinning 

Green Fiber 

Electron Beam 

Irradiation Oxidation 

Cured Fiber 

Pyrolysis Pyrolysis 

Me 

l吋-CI

Me 

(il 
liFCHl 

|Si-C Fiber 11 Si-C-O Fiber I 

(HトNICALON) (NICALON) 

図9 炭化けい素繊維の製造工程

(電子線不融化法と熱酸化不融化法)

に耐熱限界が1，200.Cであるため，世界的にニーズが高

まっている1， 200 -1 ，500.Cの超高温耐熱構造材には使

用できない.この高温での劣化は繊維中に含有されて

いる酸素が主な原因である.すなわちニカロン繊維を

不活性雰囲気中で1.300.C以上の高温で処理すると繊

維中の遊離炭素が酸素と反応してCOガスとなって脱

離し，主に下記の様な反応が起こる.

SiOxCy→xSiO+ (x+y-1)C+ (l-x) SiC 

2C+SiO→CO↑+SiC 

このCOガスの脱離により生ずる欠陥とβ-SiCの結

品成長により強度が極端に劣化する.この酸素は不融

化工程で導入されたものである.そこで繊維中に酸素

を導入しない不融化方法として電子線照射不融化法が

日本原子力研究所，大阪府立大学， 日本カーボン(株)

の共同研究により開発された6)

5-1.電子線照射不融化法

図9にニカロンと今回開発して電子線照射不融化法

による炭化けい素繊維の製造フ。ロセスを示す.現行の

ニカロンは溶融紡糸したポリカルポシ繊維を空気中で

約200.Cで加熱し， Si-O-Siの架橋反応を行って不融化

している.これに対し，ボリカルポシラン繊維に非酸

素雰囲気中で電子線を照射した結果，酸素の介在なし

放射線化学
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5-2.電子線照射SiC繊維の耐熱性札10)

電子線照射不融化法で製造したSiC繊維の酸素合有

率とArガス中， 1， 500'C， 1時間熱処理後の引張強度及

び弾性率の関係をそれぞれ図10，図11に示す.繊維中

の酸素含有率が減少するほど，繊維の引張強度，弾性

率は上昇する.

つぎに電子線照射不融化法による極低酸素SiC繊維

(0 : 0.4wt%) と熱酸化不融化法によるニカロン

(0 : 11. 2wt%)をAr中1，800及ぴ2，OOO'C， 1時間熱

処理下後の外観を図12に示す.ニカロ ンは1，800'Cでは

チョップ状に破断し，2，000'Cでは粉末に変化してしま

う.しかし極低酸素SiC繊維は2.000'Cでも繊維状を保

ちフレキシブルであった.また2.000'C処理後のSEM

写真を図13に示す.電子線照射SiC繊維の表面は滑ら

かで変化は認められないが，ニカロンはβ-SiCの組大

粒に変化している.

この様に電子線照射不融化法による極低酸素SiC繊

けい素 (SiC)繊維を得ることに成功した.
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にポリカルボシランが自己架橋し不融化することが判

明した.即ち電子線照射エネルギーによりポリカルポ

シラン中のSiとCにフリーラジカルが発生し， -Si-C-の

架橋が行われたのである.不融化を完全に行うために

は10MGy以上の電子線照射を必要とする.この電子線

照射不融化糸を1，000'C以上の高温で熱処理すること

により酸素含有量0.5重量%以下の極低酸素量の炭化

第 58号(1994)



維は，今までにはない優れた耐熱性を有することがわ

かっ fこ.

炭化けい素繊維「ハイニカロン」の一般特性表 4

..，. 

5-3.極低酸素SiC繊維「ハイニカロン」の特性

電子線照射不融化法によるSiC連続繊維(商品名:

ノ、イニカロン)の一般特性を現行ニカロンと比較し表

4に示す.繊維形態はニカロンと同じである.酸素含

有率が0.5wt%と非常に少なく，引張強度はニカロン

とほぼ同等，弾性率は高い.

この繊維の特徴はその優れた耐熱性である，図14，

15に現在市販されている各種SiC系繊維の高温暴露試

験後の強度及ぴ弾性率の変化を示す11) アルゴンガス

中， 1， 500
o

C， 10時間での曝露試験では，ニカロンを含

め他のセラミックス繊維は何れも強度を失ってしまう

のに対し，ハイニカロンは2.0GPaの高強度を保持して

いる.又，弾性率は1.600
o

Cでも不変である.

以上のように電子線照射不融化法によるSiC連続繊

維「ハイニカロン」は1.500
o

C以上の耐熱性を有するこ

とが分かった.従ってこのハイニカロンにより，セラ

ミックス複合材の耐熱性が大幅に向上すると共に，こ

れまで焼結温度が1.600-1.800
o

Cと高いため，不可能

であった粉末焼結法による炭化けい素，窒化けい素を

マトリックスとしたセラミックス複合材の製造が可能

となることが期待される.現在このハイニカロンを用

いた各種セラミックス複合材の試作を進めている.

予備試験での参考データであるがニカロセラム方式

で試作したノ、イニカロン/SiC複合材の曲げ強さを図

16に示す.ハイニカロン/SiCはニカロン/SiCと比べ

高い強度を示しており，ハイニカロンはセラミックス
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複合材の強化繊維として優れた適合性を有しているこ

とを示唆している.

ハイニカロンは現在新技術事業団の開発委託を受け

日本カーボン(株)で工業化を進めている.今後この繊

維を用いた超面撤構造材が宇宙航空，高温ガスタービ

ン，核融合炉等の早期開発に寄与することが期待され

ている.
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第 4回日本放射線化学会賞

日本放射線化学会賞選考経過

平成 6年 3月30日に第 4回日本放射線化学会賞選考

委員会が開催され 2名の授賞候補者を理事会に推薦

することが決定された.本選考委員会は 5名の委員で

構成され，委員は次の通りである.

高椋節夫 大阪大学(委員長)

小川禎 一 郎 九 州大学

志田忠正 京都大学

西川勝 東京大学

浜義昌 早稲田大学

なお，選考委員会では慎重に審議が行なわれたが，

その過程に於て，学会賞にふさわしい候補者の選考の

あり方，選考基準について突っ込んだ意見交換が行な

われた.選考委員についても議論が及ぴ，選考委員の

数はもっと多いほうが好ましいのではないかとの意見

も出きれた.

以下に，授賞候補者の業績の概念を述べる.

市川恒樹氏

北海道大学工学部助教授

「電子スピンエコー法による反応j舌性種の研究」

業績概要

市川恒樹氏は電子スピンエコー法の研究に逸早く携

わり，測定法の開発および放射線化学の研究への応用

に於て多くの先駆的業績をあげた.

1.電子スピンエコー法の開発

電子スピンエコーの測定に要求される高い時間

分解能を達成するため新たな電子回路とマイクロ

波共振器を開発し，電子スピンエコーの測定装置

の製作が極めて容易かつ安価に行なえることを実

証した.

2. 常磁性活性種の局所構造

30 

電子スピンエコー法で測定される核変調効果の

解析により，放射線照射で生成する常磁性種の局

所構造が決定できることを示し，氷や低温有機ガ

ラス中に照射で生成する銀原子の配位構造ならび

に捕捉電子やラジカルアニオンの溶媒和構造を明

らかにしアこ.

3.活性種の局所空間分析

励起ラジカルにその励起エネルギーを移すこと

による常磁性緩和の測定からラジカルの局所空間 戸

分布が決定できることを示し，数ナノメートル以

上離れたラジカルの距離がこの方法により始めて

測定された.

4.固相ESRスペクトルの分解能向上

電子スピンエコー法を用いることによりスペクト

ルの分別測定が可能になることを示し，この手法

を用い高分子の放射線分解の機構解明に応用し，

成果をあげた.

木村一宇氏

理化学研究所先任研究員

「重イオン照射による高密度励起の研究」

業績概要

木村氏は加速器を用いた高エネルギー重イオンビー

ム照射によるLET効果を中心とする放射線化学に於

ける線質効果の研究を行ない以下の成果をあげた.

1.動的トラックスコープ法の開発と高密度ヘリウム

の研究

差分発光スペクトル，発光効率，発光時間変化

を重イオントラックの深さ方向に住置分解して測

定する動的トラックスコープ法を開発した.さ ら

にこの方法を用いて液体およひ'高密度気体ヘリウ

ム中のトラック内励起状態の深さ方向に依存した

反応性やブラ ックピークに関する挙動など新しい

現象の解明を行なった.

2. 重イオンパルス励起の高速時間分解発光装置の開

発

発光の時間分解測定は重要な測定手法であり，

レーザ一光や電子線ではすでに行なわれているが，

励起源を重イオンとする装置は作られていなかっ

放射線化学



た.木村氏は種々の難問を解決し， 100ピコ秒の時

間分解能を持つ測定装置の開発に成功した.

3.発光寿命測定による高密度励起の研究

BaF2の内核励起子発光について上記装置を用

いて研究を行ない，高密度励起に由来する発光寿

命の短縮現象を見いだした.また，緩和励起子発

光に於ても，個体中で初めて交換相互作用による

消失を観測し，高速測定法の高密度励起の研究に

対する有用性を実証した.

(文責高椋節夫)

電子スピンエコー法による反応活性種の研究

物質に放射線を照射すると，反応性の高い常磁性種

が初期生成物として発生する.これらはさらに反応し，

最終的には安定な生成物となる.このため常磁性種を

選択的に観測できるESR(電子スピン共鳴)法は，放

射線化学研究のための有力な測定手法として広く用い

られてきた.

ESR法には，これまで一般に用いられてきた，連続

マイクロ波を用い，エネルギー領域で信号を測定する

CW-ESR法と，近年急速に発展した，パルスマイクロ

波を用い，時間領域で信号を測定するパルスESR法が

ある.CW-ESR法では常磁性種のスペクトル測定・同

定が主目的となるのに対し，ノ-{)レスESR法では，常磁

性種の動的挙動やスピン・スピン相互作用の検出が主

目的となる.

現在広く用いられているパルスESR法として 2つ
以上のマイクロ波パルスを用いてESR信号を検出す

る電子スピンエコー (ESE)法がある.この方法を用

いると， CW-ESR法では獲得できない，常磁性種の局

所構造や常磁性緩和についての直接的な情報が得られ

るため，放射線で生じた常磁性種の物性や反応性に関

する新たな知見を得ることが可能となる.

筆者はESE法の禁明期からその研究に携わり，測定

法の開発および放射線化学研究への応用に関する様々

な研究を行ってきた.以下にその内容の概略を述べる.

第 58号 (1994)

北海道大学工学部 市川恒樹

1.電子スピンエコー法の開発

筆者がESE法に関連する研究に関与したのは， 1977 
年に米国Wayne州立大kevan教授のもとに出張した

ときからである.当時は市販装置などは無く，既存装

置としても世界に数台あるのみであった.このため装

置の製作から着手することになった.

ESE測定装置の特徴としては，時間分解能が高いこ

と，強力なマイクロ波ノ勺レスを要すること，が挙げら

れる.これらの要求を満足する電子部品は高価である

ため，筆者らによって製作された初めての装置もきわ

めて高額となってしまった.筆者はその後新たな電子

回路およぴパルスESR用ループギャップ共振器を開

発し，これらを用いると装置の製作がきわめて容易か

っ安価となることを示したり.また，現在一般に用いら

れているノイズの少ない窒素ガス冷却型ESR測定用

Heジュワーも開発した2)

電子スピンエコー法で得られる信号には核変調効果

とよばれる周期的強度変動が観測される.これを理論

値と対比すると不対電子に対する核の配置が判り，配

位構造など局所構造が決定できる.筆者は三次の摂動

法を用いることにより，ほとんどの核種に適用可能な

核変調効果の理論式を導くとともに，実測核変調効果

から局所構造を決定するためのデータ解析手法を開発
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した3) これらの成果により，局所構造の正確，かつ簡

便な決定が可能になった.

2.常磁性活性種の局所構造決定

放射線化学的に生じた低濃度の常磁性種の局所構造

を決定することはこれまでの手法では困難であるが，

電子スピンと溶媒分子の核スピンとの相互作用で生じ

る核変調効果の解析により，これが可能となる.核変

調効果解析により，写真での潜像生成過程で重要な，

氷や低温有機ガラスの中での銀原子(銀イオンの電子

捕獲で生成)の配位構造を決定したところ，非品質国

体では銀イオンの配位構造を保っているのに対し，氷

中では， 4.2kでは銀イオンの配住構造を保っている

が，これを77k'こ昇温すると，銀イオンから銀原子にな

る際に生じる静電的な長距離結晶歪を解消すべく配位

構造が変化することが判った“.このような手法を単

一あるいは混合媒中に生じた様々な常磁性イオン種に

適用し，それらの溶媒和構造やその温度変化，および

構造決定因子などについて明らかにした.例えばアル

コールの中のべンゾフェノンは，そのカルポニル酸素

の非結合電子対を通じて 2個のアルコール分子を配位

しており，これに電子が付加してラジカルアニオンと

なっても， 4.2kでは中性分子種の構造を保っている

が， 77kに昇温すると，電荷一双極子相互作用により溶

媒の再配向および不対電子π軌道を通じての新たな 2

個のアルコール分子との水素結合が生じること，およ

び昇温によりラジカルアニオンの電子スペクトルの変

化はπ軌道を通じての水素結合生成に依ることが判っ

た5)

3.活性種の局所空間分布の決定

イオン化や化学結合の切断で生じるラジカル種は通

常，対生成するため，ラジカル生成反応やその後のラ

ジカル反応を理解する上で，ラジカル聞の距離やラジ

カルの局所濃度を知ることが必要となる.

ラジカル種の縦緩和機構の一つに，マイクロ波で励

起されたラジカルが非励起ラジカルにエネルギーを移

す交差緩和がある.これによる緩和速度はラジカル聞

の距離に強く依存するので， ESE法で測定きれる縦緩

和速度の解析によりラジカル間距離が決まる.

エタノールを77kでγ線照射すると，スパー内に電子

と溶媒ラジカルがペアで生じる.溶媒に捕捉された電

子は光プリーチされると溶媒ラジカルに，溶質である

テトラシアノエチレン (TCNE)に捕捉されると

TCNEラジカルアニオンになる.このため 1スノfー内

にN個の電子・溶媒ラジカル対が生じると，光照射した
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純溶媒の場合には2N個の溶媒ラジカルが， TCNE溶媒

の場合にはN個の溶媒ラジカルが生じることになる.

よって低線量照射によってスパ一間距離を十分長くと

った試料では，純溶媒の場合には 1個の溶媒ラジカル

が2N-l個のスパー内溶媒ラジカルと， TCNE溶液の場

合には 1個のラジカルアニオンがN個の溶媒ラジカル

およびN-l個のラジカルアニオンと交差緩和すること

になる. しかしながらラジカルアニオン聞の交差緩和

はきわめて遅いので，実質上ラジカルアニオンはN個

の溶媒ラジカルとのみ交差緩和することになる.よっ

て交差緩和速度から求めた溶媒ラジカルのスパー内局

所濃度は，一方は2N-lに，他方はNに比例することに

なる.実測値は両者とも等しい局所濃度を与えるので，

2N-l=Nより N-l，よってスパー内電子一ラジカル対

の数はほぼ 1個ということが判った.また電子スピン

聞の平均距離は4.5nmと求まった6)

同様な方法により，低分子化合物や高分子化合物中

でのスピン間距離や局所濃度を求めた7)

4. 固相ESRスペクトルの分解能向上

団体中に複数の常磁性種が存在する場合，通常の

ESR測定ではそのスペクトルが重なり合い，常磁性種

の同定が困難である. しかしながら，両者の緩和速度

に差があると， ESE法によって緩和速度の遅い常磁性

種を選択的に観測することができる.例えばγ線照射

したn-ヘキサン結品のESE信号を， 77kで磁場を掃引

しながら測定すると， 3-ヘキシルラジカルのESE検出

ESRスペクトルがえられる.試料中にはこれよりより

もはるかに多量の2-へキシルラジカルが共存するが，

これの緩和は3-ヘキシルラジカルよりも速いため，測

定条件下では観測されない.常磁性種の熱運動によっ

てESRスペクトルの線幅が広がっている場合には， (1) 

スペクトル強度とスペクトル滞留時間は比例する， (2) 

縦緩和時間はスペクトル拡散(移動)に要する時間，

すなわちスペクトル滞留時間に比例する，という一般

的関係により，縦緩和の時聞が増大すると共に線幅が

減少する.このため3-ヘキシルラジカルのスペクトル

では縦緩和の時間増加に伴う分解能向上が観測きれ

るべ
このように，複雑なCW-ESRスペクトルを与える試

料でも， ESD法を適用することによってそのスペクト

ル解析が容易となり，重なり合うスペクトルの分別測

定が可能となる.真空紫外・放射線レジスト材料とし

て重要なポリメチルメタクリレートを低温γ線照射す

ると，複数のラジカル種から成る複雑なESRスペクト

ルを示す.また昇温時のスペクトルも複雑となるため
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ESRスペクトルの解析から主鎖切断機構を明らかに

することは困難である.しかしながらESE検出ESRを

用いるとラジカルの分別測定が可能となる.その結果，

主鎖切断は放射線で直接生じるのではなく，側鎖エス

テルのメチル基の脱水素で生じたラジカルが200k以

上で脱側鎖して 3級主鎖ラジカルに変化し，これのβ

解裂によるアルケンと主鎖末端型ラジカルの生成に伴

って主鎖切断が起きていることが明らかになった幻.

現在このような手法を用いてC-H水素の低温引き抜

き反応について研究している 10)
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イオントラック内励起状態の

トラック深さ・時間分割ダイナミクス

ー はじめに

Bragg曲線はイオンの停止直前で鋭いピークを示す.

この素朴な驚きを感じさせる現象は， Bethe， Lindhard 

らの理論を用い，阻止能計算により再現できる.ピー

ク位置のエネルギー付与は，凝縮系試練と重イオンの

場合O.lnmあたり約1000eVが可能である 1) これは，極

端な高密度エネルギー付与である.加えて，このピー

ク以降では，集団励起，荷電変換， wake場，コンポイ

電子発生等々のイオン特有の過程が台頭する. したが

って，イオン照射効果はBraggピーク近傍以降が重要

である.では，その結果物質がいかなる変化を受ける

のかという観点から従来の研究を見ると，物理学では

1次素過程の研究は盛んだがターゲット物質の変化の

研究には進まない.一方，化学の方は生成物分析は行

うが，イオンでなければという結果に乏しい.本研究
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では 1次過程の直後，生成物から見て前駆体である

励起状態について，それらのトラ ック内ダイナミクス

を，深き，差分阻止能，同イオン速度，励起密度につ

いて詳細に研究したものである.

[ 1 ]トラックのの深さ分解励起状態ダイすミクス

イオン照射高密度ヘリウムの発光体

高密度ヘリウムガスのイオントラック府発光のほと

んど全ては励起 2原子分子(エキシマー)のRydberg状

態聞の遷移と同定出来た2，3) 低密度で多薮あったピー

クも密度とともに高いRydberg状態から姿を消し，密

度O.02g/ cm3 (10Kで)以上ではピーク数の変化は無

くなり， d-b， D-B， J-C，とH-Cの4本となった

(大，小文字はそれぞれ 1， 3重項を表し，アルファ

ペット順にエネルギー順位が高い>.ここではこの密度

33 



範囲に限って述べることにする.この 4本の強度比は，

密度や励起密度や励起過程の変化に対して不変であっ

たので，生成は既に明らかにした2)最低励起3重項(無

幅射で長寿命)聞の再生成反応に限ると結論できた“.

a+a+He→d， D， ]， H， A， He (1) 

この 3体反応のため，高LETでもLET増加に対して発

光効率が増加する.これに対して，一般のシンチレー

タとその理論は逆で効率は減少する 2，4) 発光強度の密

度依存性の測定結果には，もう 1つ面白い現象が見い

だされた.密度を0.005から0.078g/cm3まで変化させ

ると (0.05以上は液相)，スペクトル強度は0.01g/cm3

で鋭いピークを示した.この増加部は反応(1)で，減少

部はエキシマーバブルのバブルの半径縮小による不安

定化で説明できた4)

トラックに沿ったエキシマーダイナミクス

凝縮系試料について，中低エネルギーイオン (4

MeV/amu以下)のいわばBragg曲線を撮像するとい

う，他に類例の無い試みを実現させるためトラックス

コープの開発を行った2-7) これにより，深さ分解(差

分)スペクトル，光強度， decay曲線が得られ，深さは

理論を使い阻止能，エネルギー，速度や励起密度に変

換した.利点は，差分量のほぼ連続的な変化，集光に

優れ高感度，ビーム強度変動に無影響ということであ

る.さて，ヘリウム密度を変えて深さ分解発光強度測

定すると，ピーク位置を異にしたBragg曲線が得られ

た.深さの代わりに励起密度でプロットすると，ピー

ク位置は見事に揃った. したがって，励起密度の増加

に対する発光強度の増加は，反応(1)によって説明され

る.一方，減少は，更に高い励起密度では反応(1)の第

3体がHeでなく aとなり，反応系はエネルギ一過剰の

為分解過程に進むことをkineticsにより示した.

a+a+a→分解

発光効率に現れた第2Braggピーク

発光強度の代わりに，発光効率dL/dEでフ。ロット

すると，最大阻止能近傍に現れるBraggピークに加え

て，更に深部に新たなピークが認められ，その位置は

ヘリウム密度で異なる.このようなシフトは深さ，阻

止能，エネルギーでプロットしても同様に現れるが，

イオンの速度でプロットした場合に限り一致した.そ

の速度はHeのlS軌道の電子の速度を僅かに上回った

値であり， Fano型の瞬間的準分子形成による荷電変換

およびPlatzmanが電子照射で示した飛程末端での直

接励起のピークに対応するものと考えた.このピーキ
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ングは， Lindhard理論には荷電変換や直接励起過程を

加える必要のあることを暗示している4) このような

低エネルギーイオンの詳細なプロットは初めてであり，

これがあって第2Braggピークの検出も可能であった

と考える.

[2 ]イオン照射下発光の高速dacay測定

イオン照射効果の大きな特徴は高密度励起であり，

生じた励起状態は相互の反応の為孤立状態のときに比

べて寿命が短くなる.したがって，高速decay測定が要

求される.このために， SISP (Single Ion hitting Single 

Photon counting)と命名した装置の開発を行い，現在

イオン励起としては最も高い時間分解能100psを行て

いる 5，6) 以下にその応用例を述べる.

BaF2単結晶における内殻励起子生成と消滅

この結晶は，高速応答，高効率及び優れた耐放射線

劣化を有することから，新しいシンチレータとして期

待されている.新しい発光現象として光物性的にも興

味がもたれている.発光帯は220と310nmの2つがあ

り，前者は内殻空孔に価電子が遷移する際オージェ電

子の代わりにフォトンを放出することからオージェフ

リー発光と呼ばれ，後者は緩和励起子発光である.光

励起オージェフリー発光は指数関数型decayであり，

800psと短命である.これと異なり，イオン励起の場合

はdecayは最初と最後が2つの指数関数の曲線で，速

い方はLET増加で寿命が短縮される一方，遅い方は

LETに依存しなかった.イオン励起では放出電子の局

部密度が高く，これらが価電子と内殻空孔との再結合

と競合するというモデルを提案し， kineticsにより現

象を説明した.また，内殻空孔の単位LETあたりの生

成効率はLET依存性を示し， Nイオンで極小であった

(用いた各イオンは1.5MeV/amu).この結果は，前

項のヘリウム試料の結果と同様Fano型の準分子形成

による内殻空孔生成を強く示唆するものである 6)

緩和励起子の消滅の高密度励起効果

緩程励起子 (STE)発光のdecayは，光励起で指数関

数であるが，イオン励起では非指数関数で，励起直後

のdecayは急激でLET依存であった.これに対ltail部

はLETに依存せず指数関数であった。結局，このdecay

はSTE聞の無幅射的交換相互作用と自然発光との競

合で説明できた.導出した速度式は実験結果を良く再

現した.用いた速度定数はSTE聞の距離関数の交換相

互作用で表されるが，交換相互作用ばかりでなく国体

放射線化学
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中の活性種の遠隔自己相互作用に応用が広いと考え

る6・ベオージェフリー発光を有する他の結品CsBrや

CsCIでも同様の結果が観測されたが，同類に見える

KBrなど多くのアルカリハライドは非常に異なった結

果を示した5)

[ 3 ]今後の展望

トラ ックスコープによる実験は，今後の発展性が小

さくないと考えている.第2Braggピークは普遍性があ

るのか.希ガスは原子が大きくなると，パブワレから励

起子形成，エネルギーや電子の移動度の増加， V。の反

転のような変化があるが，これらはトラック効果をど

のように変えるのか.水ではどうか.半導体等の団体

の場合はどうか.今後，これらについて実験を続けた

い.また， decay測定の時間精度をあと少し向上させれ

ば，高密度励起効果の立ち上がりが観測できる.これ

は， SISP法の改良で可能である.
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〔特別寄稿〕

重み増すIAEAの担う役割

国際原子力機関 事務次長

1991年 6月 1日， IAEA事務次長としてウィーンに

着任いらい，イラクや北朝鮮の核査察問題で， IAEAは

いやがおうでも政治の渦の中に巻き込まれ，理事会で

はテレビカメラが会場に押し寄せるという状況がつづ

いている.

IAEAが北朝鮮やイラクの核兵器問題で日本で良く

知られるようになったのは最近のことだが，実は35年

の歴史を持つ大きな国際機関である.有名なアイゼン

ハワーの rAtoms for PeaceJの国連演説が基になっ

て設立された r原子力の平和利用の推進」と「核兵器

拡散の防止」が憲章に定められた重要な役割で，日本

も初期の原子力開発の時代にはIAEAからの貴重な支

援と恩恵を受けている.かつて，東京でIAEAの総会が

聞かれた事もある.いまや日本はアメリカについで 2

位の通常予算の12.5%の分担金を支払う重要な理事国

のーっとなっている.

原子力発電所はいまや世界に430基が運転中で世界

の電力の17%を賄っているのである.環境問題を引き
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町 末 男(前・原研高崎研究所長・工博)

起こす炭酸ガスも亜硫酸ガスも発生せず，経済性もす

ぐれたエネルギー資源である.日本では原発の電力は

27%だがフランスでは75%にもなり，エネルギーの根

幹である. (図 1参照).ついでながら，今は安いウラ

ンも来世紀半ば過ぎには枯渇する可能性がある.世界

の長期的なエネルギー確保にはプルトニウム利用が必

要である. IAEAはプルトニウム利用路線を支持して

いるが，同時にその透明化を図るために，国際的な管

理を日本などと共に検討している.

一方，原発の燃料であるウラン，プルトニウムは高

濃縮にすれば核兵器の原料になりうる.核物質の兵器

への転用は核拡散防止条約 (NPT)で禁止されてい

る.IAEAは転用が行われていないことを確認するた

めに，保障措置条約にしたがって，各国の核物質を査

察している.原子力の利用は平和目的に限って進めら

れるべきであり，日本をはじめ多くの国がこの核査察

を全面的に受け入れて，核物質を国際的に透明な状況

に置いているのである.原子力の平和利用を検証する

87.2 
n.7 

20.0 40.0ω.0  
N蝿』個r5h・s・1%)

ω.0 tω.0 

図1 電力における原子力発電の占める割合(IAEA最新の統計)
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IAEAの役割は極めて重要で、ある.このために， IAEA 

は予算の 3分の lを使い年間2.000余りの査察を59ヵ

国において実施している.

IAEAの憲章にはもう 一つの重要な役割，原子力の

平和利用がうたわれている.平和利用は前に述べた原

子力発電に代表される.特に原子力の安全性の向上 ・

確保には国際的立場から指導的役割を果たしている.

今年 9月の総会では開発途上国や東欧諸国を含めて原

発安全性の向上と確保を目ざす条約が調印される運び

である.

原子力の平和利用(特にアイソトープと放射線)に

は我々の日常生活に欠かすことの出来ない，食糧，農

業，医学，工業，医学，環境といった分野がある.IAEA
の5人の事務次長(局長の直下)のうち私の担当する

「研究・アイソトーフ。局」がこの分野の平和利用を推

進している.IAEAの職員2.200人のうち480人がこの

活動に従事しているのだから，重要な分野として力を

入れている事がわかる.

急激な人口増加に応えて食糧の増産は緊急の課題で

ある.FAOによれば2020年までに食糧生産を倍増する

ことが必要である.IAEAの放射線による品種改良，ア

イソトープを利用した濯概・施肥の効率化，動物生産

の向上，農薬の効率的利用，害虫駆除などのプロジェ

クトはこの課題に直接に寄与している.開発途上国に

おける医療の普及・向上は人道的な課題である.IAEA 
はガンの放射線治療，ガンマカメラや放射性医薬品を

用いた診断法の普及に力を注いでいる.多くの開発途

上国では十分な照射治療装置もなく，患者は命をおと

している.現実に 1年前に筆者が出張したケニアの国

立ナイロビ病院では古い非効率的な照射装置があるの

みで，患者は 4ヵ月も待たなければ治療を受けられな

いとのことであった. 日本では想像できない状態であ

る.

工業の近代化を目ざす開発途上国にとっては放射線

やアイソ卜ープを利用した工程管理，検査，生産性向

上も魅力的な技術である.放射線フ。ロセスの利用は医

療用具の滅菌以外は開発途上国にとって，いささか遠

いところにある.

このようにアイソトープ放射線利用技術の取得・普

及は優先度の高い課題であり，初期投資も原発などに

比して少なく，高い効果が期待できることから，技術

移転の重点項目になっている. (図 2参照). したがっ

てIAEAの技術協力の70%がこれらの非発電分野であ

ることも領けるのである.私のところには，インドネ

シア，インド，タイ，サウジアラビア， トルコ，ポー
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原子力発電

線郷軍専サイクル

廃獲物管理

食糧 ・..開通

人間の健庫鋼連

遭難/地E事制学

物理学/化学

t1J.射鑓防御

安全性

保鱒措置

行E軍支tI

o 2 4 

(1991年:単位100万ドル)

6 8 10 12 

図2 IAEAの技術協力分野とその資金

ランド，ルーマニア，タンザニア，ベトナムなど，様々

な途上国の大使や代表が支援の要請や相談にこられる.

この様にIAEAは核兵器の拡散防止，原発安全，医

学，食糧，開発途上国支援と原子力分野の幅広い活動

を展開しているが，実は資金不足に悩まされている.

核査察を必要とする施設の増加，技術支援 ・人材養成

プロジェクトの増加，原発安全確保など活動の量と緊

急性は高まるばかりだが，通常予算は約200億円で，過

去10年実質ゼロ成長である.技術協力資金ーっとって

みても，年間約50億円であり，これは日本のODA資金

に比べればあまりにも小額である. とても80ヵ国にも

およぶ途上国の要請に応えられるものではない.そこ

で，プロジェクトを先進諸国や他の国際機関に提示し

て特別拠出金をお願いするのであるが，計画通り資金

が集まらないのが現状である.

経済大国日本に対しては人的国際貢献も強く求めら

れている.ここ，ウィーンにも日本の製品は氾濫して

いるが，在ウィーンの国際機関に働く約3，000人余りの

職員の中で日本人の数は約50人ときわめて少ない.

IAEAを例にとれば，職員の数は18人，わずか専門職の

2.3%を占めるに過ぎない.なぜ日本からの職員の応募

が極端に少ないのか. ドル安のために国連機関の給与

が日本に比べかなり安い，子供の教育の難しき，帰国

時のポスト，英語力の問題など現実的な困難が待ち構

えているのである.

それに「日本人とは習慣も言葉も違う外国人のなか

で気を使いながら働くのはご免こうむりたい」という

人もいる.英語力の問題は日本人の国際社会での活躍

の一つのボトルネックになっていることは事実である.

日本の中学・高校の英語教育は実用という点では不十

分で，実用英語の教育方法を考え直す必要がある.仕

事の仕方も国際機関と日本とではかなり違っている.
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会議での寡黙は美徳とはならない.また，事前の根回

しはほとんどなく，物事は会議の席上で決まっていく，

したがって以心伝心というわけにはいかず，弁舌が必

要になる.

このような環境の中で外国人と競争・協力して仕事

をしていくのはそう容易ではない。しかし，可能な事

である.国は人的国際貢献推進の施策をとり，人材を

育成・発掘する，民間も市場開発という観点だけでな

く長期的に見て国際機関へ人材を派遣する，ことなど

が必要で、あろう.今後，国際社会へ貢献する使命感と

挑戦心を持つ人材の活躍が心から期待される.

また，国際機関には公用語があるが，英語，ロシア

語，スペイン語，フランス語，中国語である.公用語

には通訳が付き，主要な書類は公用語に翻訳されてい

る.残念ながら日本語は公用語ではないので，日本人

は不利である.

(在ウィーン:1994年 7月30記)

応用放射線化学シンポジウム
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テーマ 環境問題へのアプローチ

日時:平成 7年 1月25日 9 : 50-16 : 40 

場所:東京都立アイソトープ総合研究所講堂 干158世田谷区深沢2-11-1

(新玉川線駒沢大学駅下車徒歩18分、 JR恵比寿駅より用賀行きパス20分駒沢公

園下車 2分または JR 渋谷駅より田園調布行きパス20分国立第二病院下車 5分)

9 : 50 

開会挨拶

10 : 00-10: 30 

環境保全 と放射線

10 : 30-12: 00 

環境に関する法規制の概要

フ。ログラム

放射線硬化プロセスにおける作業環境改善の化学

医療用具の滅菌と作業環境(EOGから放射線へ)

ーーーーーーーーーー畳食休憩ーーー

13: 15-14: 15 

環境にやさしい高分子の開発

放射線によるフロンの分解

14 : 15 -15 : 15 

排水処理への放射線利用

放射線による都市下水処理

一一一一一一ーコーヒーフ'レークー

15 : 30-16 : 30 

電子ビームによる排煙処理 一基礎研究ー

電子ビームによる排煙処理 一パイロ ット試験一

(中部電力、松戸市等)

16 : 30 

閉会挨拶

16 : 40-17 : 10 見学 :希望者のみ

参加費:1500円(予定)

原研高崎 佐藤 章一

原子力委員 田畑米穂

(交渉中)

東洋インキ 狩 野 文 久

原研高崎 佐々木隆

都ア研 細沸!和成

原研高崎 幕内恵三

都ア研 下 川 利 成

原研高崎 新井 英彦

都ア研 i畢井照子

原研高崎 南 波 秀 樹

原研高崎 徳永興公

都ア研 津井 健

連絡先:東京都立アイソトープ総合研究所 今井正彦

T E L 03-3702-3111 
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司匝目司君
Experience with the High Energy， High Power IMPELA⑧ 

Electron Accelerator 

ANDREW JSτlRLING 
AECL Accelerators1 

436B Hazeldean Rd.， Kanata， Ontario 
CANADA K2L lT9 

1 町TRODUCI10N

In November 1992， AECL-Accelerators commiss-
ioned the world 's most powerfull0 MeVelec甘on
accelerator for commercial use. The plant is owned 
and operated by E-BEAM Services Inc. in New 
Jersey， USA (figure 1) . In December 1993， AECL・
Accelerators installed a similar 10 MeV， 50 kW 
accelerator for IOTRON Indus甘iesof Canada in 
Vancouver， British Columbia. Both accelerators are 
IMPELA electron linear accelerators (Ref 1). In 
addition to these commercial electron beam service 
centres， AECL has operated a prototype IMPELA at 
its Chalk River laboratory since 1989. 

IMPELA 's high power level opens new horizons for 
the use of electron beams for modifying materials. 
The products which are currently treated include 
mωic剖devices，plastic pellets， and formed plぉtic

Figure 1 : IMPELA Component Layout and 
Shielding 
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parts. Future applications willlikely include 
advanced aerospa印 composites，celluloseand 
materials that require quarantine treatment. 

2 ACCELERATORSPECIFICATION 

The key specifiωtions for an electron accelerator 
are: 

• Energy (contro1ling penetration) 10MeV， and 
Power (controlling throughput) 50kW. 

The beam power in kW， the dose required and the 
efficiency of electron use determine the throughput of 
pfω阿佐'eatedsuch that 

Power(kW)=Throughput(kgls) * Dose(kGy)/Absorpト
ion Efficiency . 

百le50kW acceleraぬrcan sterilize 12 cubic m. of 
medical disposable items per hour at a cost of 
￥1500 to y2∞o per cubic metre when operating at 
full capacity.2 

3 FACILITY DESIGN 

It is essential to shield the staff and public from the 
electron beam， yet maintain the flow of a large 
volume of material into the irradiation chamber. For 
industrial electron accelerators the most cost 
effective shielding materials are concrete or earth. 
Three metres of concrete adequately shield a 10 
Me V electron accelerator. Measu児 mentsmade at 
both commercial IMPELA's have confirmed this. 
The IMPELA user has the option of orienting the 
acceleraωr vertically (either up or down)， or 
horizontall y. 

E-BEAM Services and IOTRON chose to locate the 
accelerator structure vertical1y within a concrete 
tower with the m可orelectrical and cooling 
components on the surface of the shielding which 
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Figure 2 :IOTRON Plant 

covers the entrance maze. The prototype IMPELA at 
Chalk River is horizontal. Performance of the 
accelerator is independent of orientation. 

4 ACCELERATOR CONSTRUCTION 

AECL' s IMPELA is constructed to some 2300 
contro11ed drawings， calling on standard and custom 
∞mponents from both remote and local suppliers. 
The key item is the 3m high-purity ∞pper 
accelerating structure. This consists of 58 close-
tolerance cavities brazed face to face. To the 
accelerating s甘uc旬reis added the electron gun， scan 
hom， window shield， vacuum manifold and cooling 
connection. A11 components are rigidly attached to a 
strongback which ultimately bolts to the shielding. 
Construction t∞k about 12 months for the units 
being described， though this wi11 become shorter 
with experience. 

Other key components include the k1ystron which 
genera飽srf power， mod叫aωr，waveguide， high 
voltage supply， rf and gun cabinets， control console， 
and second訂yc∞lingsYstem . The k1 Ystron from 
France， the high voltage supply from the USA a.nd 
民∞nd紅yc∞lingsystem were句stedin their 
respective manufacturer' s plants and shipped directly 
for installation. The electrical and electronic 
cabinets were assembled in Canada before shipping. 
The accelerator assembly was shock-mounted on a 
steel shipping frame for transportation. A11 
electrical components were tested prior to shipping 
using a simulator . 

5 FACILITY CONSTRUCI10N 

The construction of the facilities followed straight-
forward bui1ding practices for the exterior cladding， 
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roofing and loading docks. Specialist local 
consulting engineers were engaged for the design of 
footings for the shield and for the shielding itself，. 
A specialized grounding sYstem embedded in the 
shield is important to achieving maximum 
avai1abi1ity. The principle differences between the 
E-BEAM and 10TRON plants are the form of 
conveyor and the fact that the 10TRON plant has 
housed the electrical components within a concrete， 
firepr，∞fr，∞m for maximum fire safety (figu陀 2)

6 町SfALLATION

Installation， which took about 12 weeks， was carried 
out by contractors engaged at the c1ient 's sites and 
by AECL engineers and technologists. Contractors 
included a surveyor， electricians， riggers， and 
pipefitters. The principle tasks were: lIt〆

Survey to locate positions and alignments of key 
components. 

Place all m司jorelectrical and c∞ling 
components 10 poslt1on. 

Install acceleraωr structure through opening left 
in roof and shield. 

Interconnect electrical cabinets包1dcontrol 
console. 

Interconnect accelerator structure cooling with 
secondary and primary cooling systems. 

Install personnel safety system. 
Install product-handling ∞nveyor. 
Install software in industrial controller. 
Perform official safety inspection prior to 

energlz10g eqU1pment. 

7 COMl¥但SSION町 G

During commissioning， each component was bro 
to full operating performance and sequentially 
integrated toge出er.The vacuum envelope was 
baked and evacuated to the target pressure and 
power was then applied to the structure at ever 
increasing levels. Raising the power in carefully 
chosen steps heats and field-etches the inside of the 
accelerating cavities to permit ever be抗ervacuum
levels. As the vacuum increases so the sustainable 
power level increases. 
Commissioning ぬぬ11power was remarkably quick 
forthe 10τ'RON accelerator， where出e抗ructure
achieved 50 kW after on1y 8 beam hours.百1e
elapsed time of several weeks resulted from 
simultaneously combining structure commissioning 
with∞nveyor commissioning. 

放射線化学
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A 10 Me V electron accelerator is a radiation 
producing machine， rather than a nuclear facility . 
In the State ofNew Jersey， accelerators must be 
registered with the Particle Accelerator Safety Office 
(P ASO). Nuclear Regulatory approval was no 
required. In Canada， the Atomic Energy Control 
Board did not問quirea nuc/ear licence for an 
accelerator出atoperates at energy levels below 10 
MeV. The US and Canadian practices which 
permi枇eda 10 Me V accelerator ωoperate without 
nuclear licensing set a pre切 dentthat is expected that 
other ∞un釘ieswill use 

Experience shows that public opposition to isotope-
wered irradiators can be aroused by activists， and 

hat proposals to irradiate food become centres of 
∞ntroversy. An electron accelerator neither uses nor 
produωs radioactive materials. However， municipal 
politicians， labour leaders and neighbours can easily 
confuse radiation with radioactivity. A small， 
targeted educational program for municipal staff 
and councillors ensured support in both localities. 

10 AV AILABll.JTY AND OPERATIONAL 
EXPERIENCE 

百leavailability of the prototype IMPELA 
accelerator at Chalk River has been 99% over the 
last 12 months ( figure 3). 

For the first six months of operation， the commercial 
accelerator at E-BEAM Services demonstrated an 
availabi1ity of 95%. The mean-time-to-repair has 
been four hours. This ∞vers血eperiod of infant 
mortalities inherent in any∞mplex system and the 
riod when staff were learning to operate the 

accelerator.句eratorsdo not necessaril y have and 
formal旬chnicaleducation but find no difficulty 
running the accelerator. The high avai1abi1ity is 
principallya result ofthe inherently rugged design. 
A1so important is in-built diagnostic so食wareand a 
telephone linkωAECL whereby qualified staff can 
monitor many parameters in the accelerator.百lis
permi包 themanufacturer 's鈍 rvicesta釘todiagnose 
incipient failures before they occur and to instruct 
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operators on how to retum the accelerator to power 
without having to make a service call. 

11 REFERENCE 

The Commercial Launch of IMPELA ， by D 
Ker1uke and J McKeown， Radiation Phvsics and 
Chemistry V 46， No 4-6， 1993. 

Notes. 
1.AECL is Atomic Energy of Canada Ltd. AECL 
Accelerators is a Division of AECL 

2.Calculation based on irradiating products with a 
Specific Gravity of 0.15 at a sterilization dose of 25 
kGy and Absorption Efficiency of 25%. Interest 
charges are based on rates of 8% p.a. 
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「亙国亙ヨ

γ線照射法Wood-Plastic Combinationの

有用性とゴルフクラブヘッドの製造
大阪府立大学・附属研究所 山上允之，三好浩文

1.はじめに

放射線照射による Wood-Plastic Combination 

(WPC) は，木材に適当な重合性モノマー(一般に

は，ビニルモノマー)を含浸きせて放射線重合を行う

ことにより得られる木材とプラスチックの複合材であ

る.研究者によっては， Wood-Plastic Compositeまた

はPolymerW oodと呼ぶこともある.一般的には，化

学触媒法も含め， WPCまたはウ ッドプラスチックと略

称することが多い.この研究は， 1959年に旧ソ連の

Karpovら1，2)によって始められ，ついで、米国のKentら3)

のグループにより WPCの基礎的技術が一般化された.

WPCには，一定の木材に適当なモノマーを添加し

て，特殊な機能を付与することにより新規材料を開発

する目的と，単に低品位木材の高級化を目指す場合の

両面が考えられる. 1960年代の米国では，数社の企業

によってパーケットやフローリングなどの床材を中心

に，製品化4，5)されている.圏内では，村山らが国産の

木材を用いたWPCの詳細な研究6)と木材の耐燃化7)に

ついて検討している.われわれの研究所?では， WPCの

基礎的技術の確率8)と織機用シャトルの強化方法山}

について研究した.最近では， WPCを高品質な電気絶

縁体として利用する研究11，12)もある.米国のWPCの企

業化に引き続き日本でも検討されたが，同じ頃第一次

石油ショックに遭遇したこともあって企業化は見送ら

れた.その後の国内では，放射線によるWPCを利用し

た工業製品は見あたらない.

本報告では， γ線照射法WPCの有用性を示すと共

に，さらに著者らが企業と共同で開発した高性能を有

するゴルフクラブヘッドの製造方法1川こついて概要を

述べる.

2.γ線照射法WPCの有用性

自然に存在する樹木の空隙率は，数%から90%程度

まで広範囲にわたっており，これが木材の比重に反映

して比重が小さいほど空隙率が高いことがわかってい

る6) 理論上この空隙の全てにモノマーが浸透しWPC
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表 1 各種木材のγ線WPC加工川(文献14より)

木の名称木の.さ“本の比.WPCの重さ糟量"ボリマー袋線率・4

(g) (g) (g) (%) 

編 29 0.27 65 36 124 
杉 83 0.37 164 81 98 

米4・89 0.65 174 85 96 

9・90 0.67 172 82 91 
米事公 174 0.70 263 89 51 
締 113 0.75 155 42 37 

カパ綴 102 0.76 158 56 55 
事公 130 0.79 202 72 55 
修 129 0.93 154 25 19 
樫 184 1. 18 214 30 16 

事1t)，司 Y~9Dニトリル50~ + HY/50~ (W/W) • 吸収線盆 28iGy.
線量率:uG1/h. 

事2自然乾燥状態の木の.さ.

事3JI量=曹PCの.さ-*の.さ.
事4ホ.q，-量産機率覧=100 (婚量/;木の盆さ).

を形成するものと仮定すれば，比重が小さいほど木材

へのポリマー装填率(表 1参照)は高くなる.表 1に，

種々の木材とアクリロニトリル+スチレン系を用いた

γ線WPCの結果を示した14).WPCの原木の比重が小さ

いほどポリマー装填率が高くなっていることがわかる.

化学触媒法によるWPCでは，ラジカル開始剤の分解

温度に重合熱が加わるため温度を100.C以下に保つこ

とが困難である.このため，木材に亀裂やひび割れが

生じやすくなり WPCの物性にしばしば悪影響をお

ぼすことがある.一方，放射線WPCでは触媒を用いな

いため，反応中の温度を50.C以下に保つことは容易で

あるω とくに放熱の困難な厚物のWPCを製造する

場合は，木材の持つ特徴をより生かしながら修飾した

り強化することができる点で有利である.

表 2に放射線照射法と化学重合法で得られるWPC

の製法上の比較15)を示した.放射線照射法では，木材内

部への反応の均一性に優れていることが特に利点であ

る.反面，放射線照射による木材繊維の劣化も考慮す

べきである.大まかな経験則から予測すれば，ほぽ

? 昭和34年11月創立より平成 2年 3月までは大阪府

立放射線中央研究所.
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表 2 WPC製造法の概略比較(文献15より)

放射線量合法

(1)軍合時加熱の必要なし

(2)モノマーの侮発少ない

(3)モノマーの可使時聞が長い

(4)初内部への反応が均一

(5)放射線による木賞の劣化

(6)般備費が高い

化学重合法

(1)加熱を必要とする

(2)モノマーの揮発多い

(3)モノマーの可使時聞が短い

(4)材内怒への反応が不均一

(5)熱による木紛の劣化

(6)般備費が安い

20-30kGy程度の吸収線量でたいていのピニルモノマ

ーの重合が完結する 3)が，ちょうど同程度の吸収線量

付近から木材の機械的強度の減少が測定可能な値とし

て発現し始めてくる6)ため， 一般には支障を来きない

場合が多い.

放射線源として電子線の利用が考えられるが，電子

線は透過力が小さいことと，被照射物への深さ方向で

の吸収線量に大きな差を生ずるため，非常に特殊な場

合を除きWPCには適きないと考えるのが妥当である.

3. ゴルフクラブヘッドの製造13)

ゴルフクラブヘッドの材料は時代と共に激しく移り

変わってきた感がある.某ゴルフ用品メーカーの現在

の市場予測では， ドライパーと称する打ち出し用のク

ラブに用いられている材料は，ステンレス及ぴチタン

を中心とする金属類》カーボン>パーシモン(柿材)

〉ポ リウレタンの順に多く販売されているとみられて

いる.従来からウッドとして親しまれてきた柿材を用

いたものは，それでも一割程度の市場を占めていると

推察されている.

ウッドとして柿材を用いるのは軽き，強度，弾力性

及び均一性などが適度に備わっているからである 9)

① 

図 l モノマー含浸用装置の模式図

第 58号(1994)

我々が使用した柿材は，節目のない新潟産をクラブヘ

ッドの形状に荒削りしたものを用いた.図 1に示すモ

ノマー含浸装置に30個の柿材を入れて減圧脱気した後，

窒素置換されたアクリロニトリル (AN) とスチレン

(St)の混合モノマーを柿材に注ぎ込み，窒素加圧に

よりモノマーの浸透を確実にした.

この試料を用いたγ線WPCの概要を表 3に示した.

表中の平均値は，試料30個の測定値の平均値を表し，

測定範囲は，その測定値の最小値から最大値を示す.

表 3を要約すれば， 413g (Wo)の柿材にモノマー138

g (Wm-Wo)を含浸し， γ線重合により 538g(Wp)の

WPCができた.この時のモノマ一変化率は90.6%であ

り，柿材へのポリマーの装填率は30.3%であった.そ

のため柿材の比重は，当初0.73(do)であったが， WPC 

となり 0.96(dp)に増大した.

本研究の主な反応、を短絡化し，式1， 2及び 3に示

す.

共重合:

Y線

A(AN){又はS(St) }一一一う A. 

(モノマー)

A， S 

一一→ ASAAS・

(モノマーラジカル)

.SAAAS 

-一一う ASAASSAAAS (1) 

(成長ラジカル)

グラフト重合:

(コポリマー)

γ線

一一一う

A， S 

一一一う

(セルロースセルロースラジカル)

SASAAASSAA 

(2) 

(グラフトポリマー)

橋かけ反応:

γ線

完改定とえ+3 (ASSAA)一一一う だなだな+3 (ASSAA) 

(コポリマー) (コポリマーラジカル)

一一今

A

A

 

A

A

 

Q
U
I
l
l
-
-
Q
U
 

S

S

 

A

A

 
+
 

(3) 

(橋かけポリマー)

本重合系では，式 1のAN-Stコポリマーと式 2の木

材繊維と結合したグラフトポリマーが生成する.さら

に照射の後半ではポリマー濃度が高くなり，式 3の橋

かけ反応が起こりやすくなる.これらが一体となって

WPCを形成し，木材が強化される.

クラブヘッドとして重要なWPCの機械的性質を，
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表3 γ線照射、法により製造した柿材ーアクリロニトリル(AN)/スチレン (St)のWPC*1

処理前 含浸モj"?_*3 照射後

試料・2

Wo・4 dO*5 W IJ). .~-W。 Wp・4 変化率.6 ホ・リマー

(g) (比重) (g) (g) (比重) (出) 装填率(覧).7 

平L均値 413 O. 73 138 538 O. 96 90. 6 30. 3 

実:測範囲 374 O. 71 114 494 O. 92 83.0 22. 8 

-479 -O. 75 -162 -602 -1. 01 -9 5. 1 -38. 6 

本! γ線吸収線量 20kGy，線量率 3.33KGy/h.

*2 30個の柿材試料を用いた.

本3 モノマー混合物 :AN=48. 1%， St=47.3払顔料=4.6目(重量).

ヰ4 Wo， WmとWpは，それぞれ処理前試料の重量，V"?-含浸試料の重量及び照射試料の重

村 山とdpは，処理前試料の比重及び照射試料の比重.

刊変化率(目 100(Wp-Wo)/(Wm-Wo). 

本7 ホ・リマー装填率(見) = 100 (Wp-Wo)/Wo・

表 4 WPCの機械的性質*1

ロリウエル硬さ叫 デュロメータ硬さ叫 ショ7-硬さ刊 圧縮破壊強さ 破墳時曲げ応力." 

[J[SK7202(Rスケール)) [JIS K 7125 D) [J[S Z 2216) [JIS K 7208) [J[S K 7203) 

試料

ム -EiiEY 
3FR' L 

130・500h 0-4帥

同/cdlz
めが-宅ムl守2bh2 

(kgf) (gf) (kgfjcm") 

未処理長処理 く50(測定不能) 70.3 30. 3 144 18.3 

WPC' ~ 62.3 84. 0 11.3 353 25.4 

集者夜組 70.3 80.7 46. 0 一

県祖県 102.3 81.0 55. 3 

* 1 5回測定した平均値.

キ2 h:くぼみの深さ (mm)， f:加重の単位はまたはkg)
事3 k:係数， ho:ハンマーの基準高さ， h:ハンマーのはね上がり高さ.

本4 F u:破壊時の加重， b:試験片の縞 (mm)， h:試験片の高さ(皿血)， L:支点間距厳 (mm). 

吋 変化事:90目 2%，ポリマー装撲率 30.1%，比重:0.95. 

写真 1 WPCで造ったゴルフクラブヘッド

JIS規格に基づいて測定し，その結果を表4に示した.

また，クラブヘッドとしての強度の目安として，高強

度木材である紫檀と黒檀との比較を行った.(なお紫檀

と黒檀は，比重の大きさや硬すぎることなどの理由に

よりクラブヘッドの材料には適さない.) 

ロックウエル硬さ:表 4より WPCの鋼球の押し込

み硬さは，未処理の下限値50以下に対し， 62.3と大き

な値が得られた.

テタユロメータ硬さ :WPCの針の押し込み硬さは，未

処理の70.3に対し84.0と向上した.この値は，紫檀と

黒檀を含めた 4品のうち最も高い値であった.

ショア反発硬さ :WPCがポールを反発させるのに

対応するハンマーの跳ね返り硬きは，未処理の30.3か

ら41.3へと36%向上した.

放射線化学
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圧縮破壊強き :WPCの押しつぶし破壊強さは，未処

理の144に対し353を示し， 2.4倍に強化した.

破壊時曲げ応力 :WPCのブリッジ破壊応力は未処

理の18.3に対し24.5を示し， 1.3倍に増大した.

表 4の結果により，ゴルフクラブヘッドを目的とし

た柿材のWPCは硬さを中心に強化され，とくに反発力

は36%アップした.また，顔料を同時に混入できるた

め塗装工程は，ヘッド表面に透明塗装を施すだけで天

然木目を生かした紺青色の表面を形成することができ

た 写 真 lはヘッド部分の外観を示す.
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司恒国担

グロー放電プラズマ中での気相分解反応と

非品質シリコン系薄膜上での膜堆積表面反応
コニカ株式会社情報機器事業本部第一開発センタ一 山崎敏規中西達雄

1.はじめに

シラン (SiH.)のグロー放電分解によって基板上に

薄膜として作製される水素含有非品質シリコン (a-

Si : H)の魅力的な特徴の 1つはSi-Si結合の格子点

をC，Ge， N， 0，等の原子 (X)で置換した非品質水

素化シリコン系化合物 (a-SiX:H)が比較的容易に

作製でき，且つ， Si及ぴXの組成を連続的に変化させる

ことによって，連続的に変化する電気的・光学的性質

を持った非品質膜が大面積に亘って作製できる点にあ

る.

一例であるが， a-Si太陽電池や電子写真用a-Si感

光体の応用分野で種々のa-SiX:H膜が使われてい

る. a-Si: Hと比べて，高抵抗・絶縁性・低誘電率の

光学的バンドギャップの広い非品質膜として， a-

SiC : H， a-SiN : H， a-SiO : Hが使われ，また，長

波長光に大して光導電性の光学的バンドギャップのよ

り狭い非品質膜としてa-SiGe:Hが使われている.

一方，グロー放電プラズマから基板上にa-SiX:H 

膜を作製する際に使われる反応性ガス (M) として，

Si3Hs， Si2H6， SiHれ SiF.，Si (CH3) .， GeH.， 

GeF.， C3HO' C2H6， C2F6， C2H.， C2H2， CHれ

CF.， NH3， N20， N2， O2， F2'等がある.多くの反

応性ガスから種々のa-SiX:H膜が作製され，また，

プラズマ・プロセシングとして多くの反応動力学パラ

メータが取り扱われ，気点目・界面反応、のモデル化およ

びシミュレーションがおこなわれている 1)しかしな

がら，これらの反応性ガスのグロー放電プラズマ中で

のガス分解効率や分解反応速度，および，非品質膜上

での膜堆積・表面反応速度に関する実験データは意外

に少ないのが実情である.

K...u 
M+e-一一一ぅR ¥ 

¥拘

> a-SiX: H (1) 

Kd，5IH. ./ペY<:IH"

SiH. +e-一一一うSiHn/
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そこで，私達は，反応図式(1)で記述される 2種類の

反応性ガス，ガス (M)とSiH.，およびArをキャリア・

ガスとしたグロー放電プラズマ中での電子eーとの衝突

によるガスMの総体としての分解反応の速度定数Kd，M

のSiH.の総体としての分解反応の速度定数Kd，5IH.に

対する比 (Kd，M/Kd，5IH.)，およぴ，ガスMの分解反応、

で生成したラジカル (R)のa-SiX:H膜への挿入・結

合確率γRのSiH.<7)分解反応で生成したSiHnラジカル

のa-SiX:H膜への挿入・結合確率γ51Hnに対する比

(γ'R/γ51Hn)を12種類の反応性ガス (M)について求

めた2)，3)ので，ここに紹介する.

2.プラズマCVD装置とガス分解効率ηの測定

図 1はSiH.-M-Ar系グロー放電プラズマより円

筒基板上にa-SiX:H膜の製膜とガス分解効率格IHれ

仰の測定を行うプラズマCVD(Chmical Vapor Depo-

sition)装置を示す.円筒Al基板はその周りを距離dご

け離れて高周波電力Rtの印加された円筒電極によっ

て同心円筒状に固まれている.混合ガス (SiH.+M+

Ar)は外周電極面上に穿けられた多数の小孔より，

夫々，ガス流量速度F5IH• ， FM' FArで放電空間Vに導入

され，ガス圧力pで高周波電力密度Rt/Vによる放電に

さらされ，基板上にa-SiX:H膜を堆積する.ガス分

解効率η51Hれ仰はCVD装置の排気口部分で四重極質量

分析計により未分解のSi凡およぴMのガス量を測定

することにより求められる.この実験系で， SiH.は電

子eーとの衝突による直接的な分解反応，および，生成

したSiHn(n = 0 -3 )ラジカルとの二次的反応を受け

るが，ラジカルの寿命(= 1. 6 x 1O-3sec.))はSiH.の放

電空間Vにおける平均滞留時間 (τi-=O.1-2. 5sec)よ

りずっと短いので，排気口部分では分解反応は全て完

了している.分解効率格刷は式(2)より求める.

桃山=l-[SiH.JRt，on/[SiH.JRt，ott (2) 

また，グロー放電プラズマ中での恥IH.，仰の測定と

同時にA1基板(基板温度Ts=200.C)上にa-SiX: H 

膜を堆積させ，膜組成 [Si]， [XJはオージェ電子分光

放射線化学
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図 l アモルファス・シリコン感光体製膜用同心円筒

状プラズマCVD装置.

Q-Mass :四重極質量分析計， Rf :高 周 波

(13. 56MHz)電力パワー， V:放電空間体積，

FS1H" FCH4' FArガス流量速度， P:ガス圧

力， ι:(Rf電極-Al基板)間距離.

計で分析した.

3.ガス分解効率η

グロー放電プラズマ中における反応性ガス (M)の

分解効率制は平均エネルギ-Ee=2 -10eV5)の電子と

の衝突における分解反応、の速度定数Kd.MとガスMの放

電空間Vにおける平均滞留時間τrによって決められる.

ところで，スウォーム実験6)において，スウォーム中の

平均電子エネルギーは島氏 (l/pt)2によってガス圧

力p，電極間距離tと関係付けられる.類推して，高周

波グロー放電プラズマ中でのεeも， Rf/Vおよびガス

流量速度Fが一定の下では， l/pLの関数として与え

られるだろう.また，ガスMの放電空間Vにおける%

は， Fが一定の下では， τr江戸と近似できる.よって，

加および分解反応の速度定数比Kd.M/Kd.SIH'は l/pL

の関数で表せるだろう.

図 2にa-SiX:Hを製膜するSiH，一CH4-Ar系グ

ロー放電プラズマにおける恥H'，η'CH'をl/pLでプロ

ットした.仇IHれ ηCH'共， 1/pL=0.25(Toη・cm)ー1

で極大を示す l/pι<0.25(Toπ・cm)→での急激

な増加は l/plの増加に伴うゐの増加によるSiH"

CH，の分解反応の加速度化に帰することができ， 1/ 
pL > 0.25 (Torr-cm) -1での減少は l/plの増加に伴

うτrの低下に帰することができる.因みに， l/pL> 

0.25 (Torr.cm)→での棋倒について解析を進め， (1 

一杭IH')の値を%に対して片対数プロットしたデータ

第 58号 (1994)

&Qjr~六大
o 0.5 1.0 1.5 2.0 

'/Pl (Torr.cm)-l 
Reclproc・Iof (Gas Prnsure. 
Oistance b・tw・enElectrodes) 

図 2 (SiH4-CH，-Ar)系グロー放電プラズマ中で

のSiH，およびCH，のカ・ス分解効率引横軸:

l/pt}. 

電力密度Rf/V  : O. 060W / cm3， F SIH' = F CH' = 

FAr=1.5XlO-4mol/sec， p: 0.25-2.5Torr， 

L : 2.0 (ム)， 3.0(0)， 4.0(口)cm.

に加えて， 1/pL=0.50 (Torr.cm) -1の一定の下で

FS1H'を増加して%を変化(減少)きせた時の(1ー

杭IH')のデータを解析することにより， 1-η'SIH，=exp 

(-2. 6・'Z'r)の実験式を得た.この式は， SchmitF) 

が示したグロー放電プラズマ中での電子との衝突によ

るSiH，の分解反応(3)を説明する.そして， Rf印加から

%後の定常ガス流れ状態になるまでに式(4)が成り立つ

と考えられる.ここで， Kd.SIH4はSiH4の分解反応の速

度定数，neはフ。ラズマ中での電子密度である.よって，

式(2)の栴IH'とSiH，の分解反応(3)を結び付ける式(5)を

得る.

Kd訓 H'
SiH， +e-一一一う SiHn(n=0 -3) 

+ [ ( 4 -n) / 2 ] H2 (3) 

[SiH，] Rf.on/[SiH，] Rf.off =exp( -Kd.S刷・ne・τi-) (4) 

1一栴IH'= exp ( -Kd.SIH'・ne・τi-) (5) 

上の実験式は， l/pι>0.25 (Toπ・cm)→ではεeが

SiH，の解離エネルギー以上であり，分解速度(Kd.SIH'• 

ne)は， 2.6sec-1の一定で，勿S仰はτをの減少と共に減少

することを表す.一方， 1 /pl <0.25 (Torr-cm) -1 

ではτrの減少にも拘らず杭IH'が増加するが， l/plの

増加 (εeの増加)により Kd.SIH'・neが約10倍も急増する
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SiH.に対する反応性ガス (M)の分解反応の速

度定数比Kd.M/Kd.SIH.とガス (M)の熱力学的最

低解離エネルギ-sH.

表 1ことに因ると解析できる.これはεeの増加に伴う SiH.

の解離反応の立上がりを反映していると思われる.

図 2のη'CH4についても栴IH4と同様に考えられ， CH. 

の分解反応、と結び付ける式(6)が得られる.

1-ηCH' = exp ( -Kd.CH'・ne''Z"r) 
Reahcs tive Eel-Rtiawt-cDi。"ns“tai批atlon DEni"er。zychu{・mV} 
S i2H. {d3em.o d側-17fp.a5j 2. 0 

GeH4 3. 9 2. 0 

SiH4 1 3. 3 

C，H， O. 67 5. 4 

C，H4 O. 63 ~4. 7 

NH， O. 27 4.8 

C，H， O. 22 4. 1 

C，H， O. 18 4. 3 

CH4 O. 18 4. 5 

CO， O. 16 5. 5 

CF4 O. 14 5. 6 

Si F4 0.055 5. 6 
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4. 速度定数比Kd.M/Kd.SIH'

反応式(1)で表される a-SiX:H膜を堆積する

SiH，-M-Ar系グロー放電プラズマにおいても，同様

に，ガス分解効率制， η'5IH'とそれらを結び付ける分解

反応の速度式が得られる.さらに 2種類の反応性ガ

ス混合系では 2つ速度式中のne，τrの値は夫々同じな

ので，式(6)を式(5)で割ると， SiH，に対するガスMの分

解反応の速度定数比Kd.M/Kd.S仰が式(7)によって得ら

れる.

Kd.M/Kd.SIH' = ln (1一加)/ln (1一栴IH4) (7) 

因みに，図 2に示した ηCHれ桃山4から速度定数比

Kd.CH，/Kd.SIH' = 0 .18:t 0.02の値が，見掛けに拠らず，

0.1-2.0 (To汀・cm) -1の全領域において l/ptに依

存することなく得られた.

表 1には， SiH，も含めて12種類の反応性ガスについ

て得たKd.M/Kd.SIH'の値を大きい順に示す.ガス種に

よって約100倍の違いがある.また，右欄にはガス種の

熱力学的最低解離エネルギーsHを示す.特に， SiH‘の

sHは，松田と田中川によって報告されている 3つの解

離反応(1mち， SiH，からの2H2'H2' H脱離反応)の

寄与率を考慮、し， 3.3eVとした.そして， K仁d.M/Kd.S訓s釘叩n

をßH~にこ対して片対教をプロツトした(図 3ω>. 反応、性

ガスの分解反応の速度定数Kd•Mは 2 桁の範囲に亘って

式(8)で記述できる.

Kd.MCにexp( -sH/l.10) (8) 

Kd.MがsHの指数関数で表されることは，ガスMにつ

いての放電分解の関エネルギー，即ち，解離反応の活

性化エネルギーEaとsHとが比例関係にあるように思

われる.そこで， EaをガスMの真空紫外光吸収の立上

がり値で援用すると， Si2H6， SiH" C3Hs， C2H6， CH， 

について夫々6.1，7.7， 7.6， 8.0， 8. 6e Vであり， Ea::::;= 

2.2・sHという関係がありそうである.図 3の横軸を

sHの代わりにEaでプロットし直したとすると，式(9)

と式側より，プラズマ中での平均電子エネルギ-eeと

して 3-4eVが見積もられる.

Kd.M cx:exp (-sH/l.10) 

αexp ( -Ea/kT e) 

εe = (3/2)・kTe

= (3/2)・1.10・(Ea/sH) 
=3-4(eV) 

(6) 

/ 

図3

ここで， Teはプラズマ中での電子温度である.私達は

文献5で，グロー放電プラズマに対して測定したVp_p

値 (Rr電極上のRr電位のpeak-to-peak値)およびVOC

値 (Rr電極上のDCバイアス電佐)の特異的な l/pt依

存性と，種々の希ガス・分子ガスについて報告6)札 10)さ

れている運動量移行衝突断面積のぬのゐの依存性と

の類似性を比較することによって，ぉ=2 -10eVと推

定していた.今回，より確からしい値としてee=3 -4 

eVが見積もれた.

5. 結合確率比γ'R/γSIHn

最後に，反応図式(1)でグロー放電プラズマ中でゐ=

3 -4eVの電子との衝突によって反応性ガスMから

生成するラジカルRと， SiH，から生成するラジカル

(9) 

学化線射放

(10) 
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SiHn(n= 0 -3)とによるa-SiX:H膜堆積の表面反

応における， RおよひちiHnのa-SiX:H膜への挿入・

結合確率γについて示す.

ラジカルRおよびSiHnは，温度Ts=200.Cの基板上

に堆積したa-SiX:H膜上での表面反応における反

応、性の違いによって夫々異なった確率γR，γSIHnて"a-

SiX: H膜に挿入・結合していくだろう.その結果とし

て，膜組成の比 [XJ/[SiJは式(11)によ って与えられ

るだろう.ここで，ラジカル濃度比 [RJ/[SiHnJは

夫々のガス分解効率ηとガス流量速度Fの積の比で近

似されると仮定する.そして，膜組成 [XJ，[Si]はオ

ージェ電子分光計で分析する.

[XJ/[Si] = (γR/γ'SIHn)・([RJ/ [SiHnJ) 

=(γR/γ'SIHn)・(加FM/仇IH4FSIH4) (11) 

一例として，図 4に， a-SiC:H膜中の組成比[CJ/

[Si]をグロー放電プラズマ中での耽H，FcH4/杭 IH4

FSIH4の関数としてプロ ットした結果を示す.膜堆積速

度Roが4つの異なる製膜条件下において，直線の傾き

から，いずれも同じ結合確率比γCHm/γ51Hn=0.37が得

られる.

表 2には，この様に推測した結合確率比拘/γSIHnを

まとめて示す.SiH4も含めて 6種類の反応性ガスから

生成するラジカノレRの中でSiHnの反応性が最も高いが，

ラジカル種のa-SiX:H膜表面での結合確率γRにお

ける違いは高々 3倍でしかない.

以上，紹介した内容をまとめると，反応図式(1)で総

体的に表されるグロー放電プラズマ中で， εe二 3-4

eVの電子との衝突による反応性ガスMおよびSiH4の

分解反応で速度定数比Kd.M/Kd.SIH4における違いはガ

ス種によって 2桁の範囲にも亘り，式Kd.Mαe-6Hによ

ってガスMのsHと関係付けられた.また， a-SiX:H 

膜上でのラジカルRおよぴSiHnの表面反応で膜中へ挿

入・結合する確率比γR/γ51Hnにおける違いは高々 3倍

しかなかった.
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一一E宮

最近のアルゴンヌ国立研究所

東京大学工学部大阪大学産業科学研究所 関 修平

1993年 6月より 10月までアルゴンヌ国立研究所に滞

在しました.昨年のシカゴ周辺はミシシッピ川の大洪

水で広く知られるとおり，異常気象に悩まされたよう

で，滞在当初から非常に暑い日，そして激しい嵐に遭

うことが多く，東京よりすごしやすい気候を期待して

いった私としては，アルゴンヌ到着当初から戸惑う羽

目となりました.

私は以前のアルゴンヌ国立研究所をよく知っており

ませんので，このような形で「最近のアルゴンヌ国立

研究所」についてまとめてみろとのお話を承るにあた

り，何がアルゴンヌにおいてトピックスなのかがはな

はだよく分かっていなくて恐縮なのですが，自分なり

に私が滞在中に受けた印象を綴ってみたいと思います.

さて，私がアルゴンヌ国立研究所において所属いた

しました研究室はChemistry DivisionにありますA.

D. Trifunac博士らのグループで，アルゴンヌ国立研究

所内では比較的開けた地域であります.ちょう ど

Chemistry Division全体をあげて研究設備更新の時期

になっていまして， Trifunac博士のグループは昨年の

4月に竣工したばかりの，まだ真新しいウイングに移

ったばかりでした.そのせいか，実験自体はまだ引っ

越しの混乱から抜けきっていないようでしたが，ご存

じの通り A.D. Trifunac博士のグループの研究の主力

は別棟になっていますLパンドライナックを利用した

分光学的実験，及ぴパンデグラフ型の静電加速器から

の電子線パルスを利用したESR測定にありますので，

そちらでの実験は順調に進んでいたようです.現在新

規に導入したレーザーによるフラッシュフォトリシス

実験の系を組み上げ中であり，中国からのポスドクの

学生である林さ んを中心に様々な装置を揃えている最

中でした.私自身はやはりポスドクでA.D. Trifunac 

博士のグループにいらっしゃっておられる K

Cromack氏とともに，パンデグラフからの電子線パル

ス励起による時間分解及びCWESRスペクトル測定，

またChemistryDlvisionに付随した施設であります

60COガンマ線源を利用したESRスペクトル測定と分

光学的手法による実験をして参りました.幸いなこと

にパートナーとなりますK.Cromack氏が，大学院在

学中に行っておられた研究テーマが高機能性高分子の

電子構造評価に関するテーマでありまして，私のメイ

ンのテーマでありますシリコン骨格高分子ポリシラン

について多大な興味を示してくださり，それではとい

うことでポリシランについての実験を始めることとな

りました.この実験結果については本年度の放射線化

学討論会において発表させていただく運ぴとなってお

ります.実験自体は順調に進みK.Cromack氏を始J

アルゴンヌのロッジングの前にて
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D. Wurst氏， C. D. Jonah博士， A. D. Trifunac博士ら

の助言をいただき何とか短期間にある程度まとめるこ

とが可能となりました.

研究に際し，驚きを持って感じたのがアルゴンヌ研

究所内での研究環境の充実度であります.図書書籍の

管理等においては日本の大学では考えられない位に洗

練されたシステムを持っており，例えば文献のコピー

にしろオンライン化されたキ凡上の端末に，文献の情報

を入力すれば研究所内どこの施設の図書館にあっても

即座にコピーが自分のデスクの所にまで送られてき，

なおかつマイクロフィルム化された文献はフィルムの

コピーを項くことができるなど，こんなシステムが大

学にもあったらなあと思うことしきりでありました.

また非常に優れたガラス器具製作技術部門があり，石

英の特殊なセルなどでもこんなものをつくってほしい

という簡単なスケッチを持参すれば翌日の朝には届く

という具合で，その他薬品，器具納入，液化ガスファ

クトリー，事務部門，安全管理など非常にシステマテ

ィックに管理された様子に大変驚かされると共に日本

においても見習うべきところが多いと思わされた次第

です.

アルゴンヌ国立研究所全体としましては7GeVシン

クロトロンの建設が現在かなりの段階まで進んでおり，

巨大なトレーラーやトラックがひっきりなしに研究所

内を行き来する様子が毎日見られておりましたが，さ

すがは巨大な敷地内につくられた国立研究所だけあり

まして，所内にある緑の比率は，日本の研究所におい

第 58号 (1994)

ては考えられないほど高く，そこから流れ出すクリー

クや池，また緑が生きづく頃でもありましたので木ノ

実や新芽を求めてアライグマや名物の鹿，またリスや，

なんだかよく分からない種類のたくさんの鳥たちが，

夕方になるとどこからともなく現れ，縦横無尽に辺り

を閲歩したり飛ぴ回ったりしておりました. 7GeVの

シンクロトロンの完成予定は当初予定よりは遅れる見

込みとのことで，いつ頃から利用できるようになる

の?との問いには，周りの皆が首を傾げていました.

けれども，シンクロトロンの計画，建設に関しまして

はA.D. Trifunac博士らのグループは直接には関与し

ていないと言うことでしたがSR光の利用などはでき

るかもしれないと仰っておりました.

私事ですが， 1993年はシカゴに本拠地を置くバスケ

ットボールチームのプルズ，アメリカンリーグのホワ

イトソックス共に優勝した年でもあり，大の野球ファ

ンであります私は私生活の面でもアルゴンヌ国立研究

所~シカゴ滞在を大変有意義に過ごさせていただいた

次第です.この滞在記を執筆するにあたり，私の短期

留学にご助力くださいました東京大学の石樽顕吉先生，

田川精一先生(現大阪大学産業科学研究所)またアル

ゴンヌ国立研究所滞在中大変お世話になりましたK

Cromack氏を始めD.Wurst氏， C. D. Jonah博士， A. 

D. Trifunac博士，また研究上ご助言を項きましたアル

ゴンヌのいよだ氏，理化学研究所の丑田氏に深く感謝

いたします.
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マンチェスター大学滞在報告

昨年 7月から今年の 3月までの 8ヵ月間，英国のマ

ンチェスター大学物理学科(シユースター研究所)の

原子分子物理グループに滞在する機会があった.

18世紀後半から，綿工業を基に工業都市として発展

し，さらに19世紀の運河や鉄道の発達と共に英国北西

部における商取引の中心地となっていったマンチェス

ターは，ロンドンから鉄道で 2時間40分のところにあ

り，いまも街の中心部の商業地域には19世紀の石造り

の建造物が堂々と立ち並んでいる.

天気は一日の問にも固まぐるしく変わり，涼しい気

温と低く雲の流れていく空に，あたかも高原に居るか

のような錯覚に陥いった.市街地にも緑が多く，街の

中心から歩いて20分程の大学キャンパス内や私の借り

ていたフラットの前庭でも大きなリスが樹から樹へと

駆けまわっていた.ナトリウム灯の燈色が空に映った

ほんのり赤い夜空や，古びた赤煉瓦造りの家々に点る

東京工業大学理学部化学科 亀田幸成

薄暗い白熱電球のひかりにも英国らしさを感じて過ご

しアこ

私の滞在中の研究課題は，放射光による光電子分光

実験に供するための準安定状態原子源の製作であった.

マンチェスター大グループでは， Dr. P. Hammondを

中心にこれまで準安定状態原子の電子エネルギー損失

スペクトル測定を工夫を凝らして試みてきた.そこで，

これと相補的な光を用いた実験としてダルスペリーの

シンクロトロン放射光施設での光電子分光実験を行お

うというものである 既存の光電子分光用チェンパー

内の限られたスペースに組み込み可能なように，コン

ノfクトでかつ衝突領域における十分な粒子密度が得ら

れる原子源を目指して設計・製作した.ニ一ドルから

のHe原子ビームに対して平行に電子銃からの低エネ

ルギー電子を衝撃することにより当初の目標の粒子密

度と小型化を達成することが出来た.さらに実際にこ

写真 1 マンチェスター大学物理学科(シュスター研究所)
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の原子源を用いての実験室実験を計画し，電子のスー

パーエラスティック散乱実験のセットアップを行った.

マンチェスター大学は全体としておよそ12，000人の

学生と1，200人のスタッフを抱えた総合大学である.理

学部は化学，計算機科学，電気工学，機械工学，地質

学，物質科学，数学，薬学，物理学，心理学の各科に

分かれていて，生物科学関係は別の学部になる.この

内，物理学科は，天文学，原子分子物理，高エネルギ

一物理，レーザー・液晶，低温物理の研究グループか

らなり， 450人の学部生と60人の大学院生， 73人の教

官， 50人のポスドクおよび訪問者が所属する大きな学

科だ.向かいの建物の化学科も規模が大きく， 300人の

学部生， 150人の大学院生， 40人の教官， 35人のポスド

ク，および多数の訪問者を擁する.

原子分子物理グループは，シユースター研究所の 4

階(英国式 3階)を使っている. 10台に近い新旧のチ

ェンパーが動いており，学生それぞれが自分のチェン

パーを使えるうらやましい環境である.古いポンプや

部品を大事に使っているので規格が混在しており，何

か部品を使い回そうとするときには工夫がいる.

古いものを大事にするのは，彼らの生き方なのだろ

うか.テレビを見ていても老人が主人公のドラマや，

何年も続いている長寿番組が少なくない.アンティー

ク・ロードショウなんていう骨董品の品評会も放映さ

れていた.住宅街の各街々には，中古の家具や家電品

を扱う庄が必ずあり，電気屋の新品オーディオセット

には，ほとんどLPレコードプレーヤーが付いていた.

郊外では蒸気機関車が各地で保存され，ボランティア

の手によって実際に走っている.住居もマンチェスタ

ーでは田舎に比べて新しいものが多く趣に欠けるが，

数十年は経っているものばかりだ.

研究についても20世紀初頭のRutherford， Bohr， 

Moseley， Geiger， Braggなどによる輝かしい伝統を確

かに引き継いで，新しい技術を開発している.

Prof. F. H. Reedは，コンビュータによる自動運転

が可能な装置を使つての，低エネルギー (e，2e)電子

散乱実験や新しいタイプの電子エネルギ一分析器の設

計 ・解析を行っている.家は大学から車で 2時間近く

離れた郊外にある大きな石造りの建物で，以前は牧場

家が使っていたものだという.羊があちこちに件む丘

陵の項にあり，住居の一部を使って奥様が民宿をされ

ている.

Dr. ]. Comer は放射光を使った分子の光電子分光実

験を行っている.マンチェスター科学技術大学と共同

で開発し，光電子 2次元スペクトル測定に用いている
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位置敏感型検出器は，マシンタイムごとに改良が施さ

れているようで，装置には常に手が入れられている.

非常勤講師のDr.D. CubricとポスドクのDr.A. Willが

中心になって仕事をしている.

Dr. G. C. Kingは，実験室での内殻領域の電子谷光

や放射光を用いたしきい光電子分光実験を行っている.

今回一緒に仕事をしたDr.P. Hammondは，高リュ

ードベリ原子の励起関数測定や先に記したように準安

定状態原子の電子衝撃実験などを行っている.彼は，

研究所内でも運動着を着け，自転車で通勤している.

若い学生やポスドクに混じって学科のサッカーチーム

でプレーしたり，スカシュで汗を流す明るい人だ.

その他，マイクロ波分光を行っているDr.J. Baker 

が原子分子物理グループに属する.

グループに所属する大学院生は15名でポスドクおよ

び訪問者が15名.訪問者はユーゴスラピアのProf.

Cvejanovic夫妻， Dr. G. C. Kingと一緒に電子衝撃実

験をしているポーランドのDr.M. Zubekなど旧東欧

圏を含む外国人が多くいる.様々な国際的な共同研究

が非常に効率よく行われている.また，夏休み期間中

にはDr.M. Zubekの学部学生が 2人，研修に来てい

た

研究環境としては，学科およびグループに機械工作

室があって，小さな物ならグループに属する 2人のス

タッフに話せばすぐに細工してもらえる.手の込んだ

ものは，学科の工作室に頼めばよい.簡単な図面を描

いてデザイン室に持って行くと，きちんと製図して工

作室に回してくれる.

電気工作室にも数人がいて，装置の修理や回路の相

談にのってくれた.さ らにグループ内にも実験装置に

用いる電子回路を研究しているスタッフがいてプリア

ンプなども自分達で設計している.彼らお得意のコン

ビュータ制御による電子分光装置に用いているDAC

や電源，ピコアンメータなども自家製だ.グループ内

の共用コンビュータやそのネットワークシステムも専

任スタッフが管理している.また，基本的な部品材料

は，まとめて学手ヰのストアルームに常備し℃ありすぐ

に入手できる.

こういった大学内の環境に限らず，この国の生活環

境の充実はさすがだ.病院の診察代や薬代は幼児や妊

婦に対しては無料だし，大学の学費も(制度が変わり

つつあるというが)まだ負担しなくてよいようだ.地

区ごとに日本のカルチャーセンターと職訓を合わせた

ような公立の成人教育センターがあって非常に安い費

用で学べる.多くの市立や大学付属の美術館，博物館
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も無料だった.

物理学科の学部生は一週あたりおよそ12の講義とチ

ューターとのディスカッション，それに学生実験を取

る.学生実験は， 1. 2年生は 1テーマを 2日 3年

生は10日または20日かけて行う. 3年生のテーマリス

トには固体・低温物理，核物理，光学・分光学，マイ

クロ波・電磁気，電子回路，天体物理，電子計算機と

いった分野別に73のテーマが並んでいる.このうち

1/3位がプロジェクトという 20日間を要するテーマ

で，装置の組立や実験の立ち上げを含む実験になって

いる.学部学生は 3年で卒業し， 40%が産業界に， 25 

%が大学院， 5 -10%が銀行等，残りが公共機関，教

師，海外に行くという.学部最終学年における研究グ

ループに入つての卒業研究はない.この後 4年間で

博士の学位を取得できる.

昨年の約160円/ポンドのレートでは，ほとんどの物
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の値段が日本での 1/3から 1/2に感じたが，書籍

はそれに比べるとやや高く思えた.そのせいかどうか

分からないが，学生掲示板には「教科書売る」のビラ

がたくさん張ってあった.本屋でも専門書・教科書の

中古コーナーがあったし， 学生組合主催の古本市もた

びたびあるようだった.

今回の訪問を通して，エレクトロニクスや理論，コ

ンビューターシュミレーションにも強いマンチェスタ

ー・グループの装置の設計・製作に対するアプローチ

や，研究テーマに対する興味のもち方など，化学科育

ちの私にとって新鮮に感じるところが多くあった.

この訪問の機会を与えて下さった原子衝突物理・日

英共同研究・日本側代表の小林信夫先生(都立大物

理)，並ぴにグラントを与えてくれたブリティッシュカ

ウンシルに感謝いたします.
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一つ薩震".. 量=-
ドイツ重イオン研究所

私は，共同研究のため， 1年間ドイツのGS1で研究す

る機会を得ています. (現在10ヵ月目)そこで，この研

究所の様子とドイツの生活について，お知らせしたい

と思います.

GS1は，フランクフルトから南へ約30km離れた町で

あるダルムシュタ ットにあります.周りを畑と森に固

まれた，とてものどかで自然にあふれた所です.普通，

この研究所に通うには，自動車か自転車を使いますが，

路面電車やパスなどの公共交通機関を使うと，最寄り

のバス停から1.5kmあり少し不便です.でも，春と秋の

天気のいい日に散歩がてら歩くのには，ちょうどよい

距離だと思いました.

この研究所の特徴は，巨大な加速器を 2台持ってい

ることです. 1つは線形加速器 (UN1LAC)で，ウラ

ンまでの原子を20MeV/u (光速の20%)まで加速する

ことができます. もう 1つは直径69mのシンクロトロ

ン (S1S)で， UN1LACから来たビームを最大2GeV/u

(光速の90%) まで加速することができます.これら

の加速器を使って， ミクロからマクロまで(クオーク

~細胞・高分子)の幅広い研究が行なわれています.

GS1は1969年12月17日に設立され，今年で25周年に

なります.この研究所は，ハイデルペルクのMax-

Planck 1nstitute にいた研究者が，高エネルギーの加速

器を物理研究のために使いたいと考えて，へッセン州

の物理系教授と伴に政府に働きかけて設立したのだそ

うです.そのこともあって，ここの研究者はほとんど

が物理系で，化学系生物系は全体に比べるとごく少数

です.研究室としては，核物理 I・核物理II・核物理

III・原子物理・レプトン・プラズマ物理・理論・生物

物理・核化学・マテリアル研究室があります.

この研究所では，約700人が働いており，そのうち300

人が研究者，約100人が加速器関係，約200人がエンジ

ニアやテクニシャン，約40人が事務系だそうです.1994

年の予算で見ると，収入は1.27億マルク (80億円)で，

このうち90%を国から， 10%をへッセン州から得てい

ます.そしてこれの使途は，半分以上が核物理 (57.5
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原研高崎 菊池正博

UN1LACの前で

%)に費やされ，以下，原子物理(13.1%応用研究(11.9

%)，運営管理費 (7.5%)，加速器維持費 (6.4%)，開

発費 (3.6%) という具合です.

この研究所の成果は周期律表にも見ることができま

す.1980年代前半にGS1で発見された原子がそれで，原

子番号107・108・109があります.これらに対して， 1992 

年 9月の1UPACでそれぞれ， "Nielsbohrium(Ns)"， " 

Hassium (Hs) "， "Meitnerium (Mt) "の名前が与え

られました.この"Hassium"はGS1があるへッセン州

(Land Hessen，ラテン語でHassia)に由来していま

す.

最近の話題としては lOOSnの発見とイオンビームに

よるガンの放射線治療が挙げられると思いますlOOSn

は4He・12Cなどと同じく Z=Nの原子で，陽子50と中性

子50をもっ特異な原子です.それまで知られていた

Z=Nの原子よりもさらに重く，世界中の物理学者によ

って約20年間捜し求められていた原子だそうです.こ

れは， Beターゲットに124Xeビームを277時間照射する

ことによって検出されました.この成果は， Nuclear 

shell modelを検証するのに重要なのだそうです.ま

た，イオンビームによる放射線治療は，私がお世話に

なっているBiophysikが中心となって進めているプロ
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ジェクトです.この研究室は， Prof. Dr. G. Kraftをリ

ーダーに，研究員 4人，ポスドク 6人， ドクタ一課程

6人，エンジニア 3人，テクニシャン 2人，外国から

の研究員 3人，線量測定補助 4人の総勢29人で構成さ

れています.研究内容としては， CHO細胞のDNA損傷

とその修復，各種buffer中でのDNA二本鎖切断の収

率，培養細胞の染色体異常，物理的線量と生物影響の

相対的比較， リポソームの損傷，フラグメンテーショ

ンの測定， Bragg-peakの測定，ラスタースキャン法の

開発， トンネル顕微鏡によるDNA損傷部位の検出など

で，イオン種やLETを様々に変化させて照射していま

す.これらの研究は，すべて放射線治療のための基礎

データとなっています.イオンビームによる放射線治

療の臨床研究は日本の放医研ですでに実施されていま

すが， GSIでは1996年から年間60-70人の患者を実際

に照射できるように準備を進めています.付属施設(待

合室，処置室など)の建設やファントムを用いた照射

実験は，来年からはじめられます.この計画は，ハイ

デルベルク大学のRadiologische KlinikとDeutsches

Krebsforschungszentrumと協力して進められるプロ

ジェクトです.GSIで考えている放射線治療は， C原子

-0原子をSISで300-500Mev/uに加速して照射するも

のです.腫蕩を等間隔で輪切りにした状態を考え，そ

の切片をイオンビームのBraggピークでスキャンしな

がら照射するのです.スキャン法として，ピクセルス

キャンとラスタースキャンが提案されていましたが，

前者は照射位置を変える度にビームを中断してマグネ

ットを操作するので，ビームのオンオフやマグネ ット

が照射の律速になり，後者はビームを一筆描きのよう

に照射するので，ビームのオンオフの必要がないかわ

り， リアルタイムでビーム電流を測定して移動速度を

変化させる必要があります.GSIでは，デジタルタイプ

のラスタースキャンシステムを構築しています.照射

領域はPETカメラで実測され，線量がコントロールさ

れます.

4月28日には，研究・技術担当大臣Dr.Paul Kruger 

がGISに来訪され，ここでの研究内容を視察され，ここ

に挙げたトピックについて多大な感心をよせていまし

た

GSIの人は，私が見た感じとしては rよく働きよく

遊べ」タイプなのだと思います.勤務時間は，フレッ

クスタイムなので定かでないが，朝は事務系で 8時か

ら，研究系で9時から来て仕事をはじめ，午後3時位

になるとチラホラと帰り始めます.事務系の人の中に

は朝 5時半から仕事を始める人もいました.私が直接
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お世話になっているDr.Gisela Taucher-Scholz'ま， 2 

人の子供を持つ女性研究者ですが，契約では 1日4時

間勤務になっていますが，ほとんど毎日 6時間位働い

て帰ります.彼女は r一生に一度の人生だから，仕事

ばかりしていてはいけない.友達とパーティしたり，

旅行に行ったりして楽しまなくちゃ.Jと言っていまし

た. しかし，そう 言う本人は仕事が忙しく，家に帰っ

ても論文を書いたりしているのです.

2月の中旬に， GSIで仮装パーティがありましたが，

みんな存分に楽しんでいました.それは，一日の勤務

を終えた後，夜 7時半からはじまりました.バンド演

奏あり，ダンスあり，ショーありで，結構盛り上がり

ました.参加者の中には子供を寝かせつけてから夫婦

で来た人， 子供も一緒に連れて来た人，恋人を連れて

来た人などがいました.私は妻と一緒に参加しました.

そして驚いた事に，このパーティは夜中12時を過ぎて

も終る気配がありません.私はいつ終るか見とどけよ

うと思いましたが， AM2時を過ぎて眠くなり，家に帰

りました.結局，何時まで続いたのか不明です.

私は， 10月中旬ここに来ましたが，その頃は既に冬

が始まっていて，皮のジャケ ットが手放せない感じで

した. ドイツの冬は，寒く薄暗いため沈んだ気持ちに

なってしまいましたが，クリスマス市とカーニパルが

あったのは救いでした.クリスマス市は，クリスマス

用品や生活必需品を売っているのですが，きれいに飾

りつけた小さなお庖が軒を並べているので，何も買わ

なくても見ているだけで楽しい気分になります.それ

に，立喰いの食べ物屋もあって，グリューワイン(紅

茶と赤ワインにレモンと砂糖を加えたもの)を飲みな

がらアツアツのソーセージを食べると，冷えきってい

た体がホカホカになってきて，幸せな気分になります.

カーニパルは 2月の一番寒い時に行なわれます.

みんな，寒くて足ぶみをしたり手を擦り合わせたりし

ながら見ています.私の感じとしては，カーニパルと

いうよりは仮装行列という気がしました.カーニパル

の参加者たちは，口々に「ハロー，ハロー」と言いな

がら，見物人たちに向ってアメ玉などお菓子をばらま

くのです.それを子供たちは競って拾い集めていまし

た.私達の収穫は，アメ玉20個位とリキュール酒の入

った小瓶 1本でした.このカーニパルは，寒さを吹き

とばすこと， もうすぐ春が来るという喜ぴを表してい

るらしいです.

春になると，移動遊園地がやってきました.広い敷

地に，ジェットコースターや大観覧車などの乗り物が

所狭しと組み立てられています.町から町へ移動しな
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がらやっているとは， とても思えない程，本格的な乗

り物ばかりで，こんな所にもドイツの技術力のすごさ

を見せつけられた気がしました.この移動遊園地は，

刺激的なものが多いです.夜になると，色とりどりの

電気がつき，見た目にもとてもきれいでした.

夏になると，ダルムシュタットでは， Heinerfestとい

う夏祭りがあります.昔は宗教的な意味合いがあった

らしいのですが，今ではそれもほとんど忘れられてい

るそうです.この時は，会社や底が午後から休みにな

るので，大変なにぎわいになります.夜になるとます

ます人出が増え，花火(日本製!?)も上げられて， き

れいでした(残念なことに15分位で終ってしまいまし

た).周りにいるドイツ人は，歓声をあげて喜ぴ，お祭

り気分は最高潮に達した感じでした.

これから秋になると，各地でワイン祭があります.

モーゼル，フランケン，ラインガウ，パーデンなどド

イツワインといっても産地によって種類も豊富です.

第 58号(1994)

Giselaさんのお宅で(御主人も一緒に)

今年の夏は気温が高くて雨が少なめでした.このよう

な年のワインはとても良い昧だそうです.私もこのワ

インを味わって日本に帰りたいと思います.
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ペンシルパニア州立大学材質研究所

ペンシルパニア州立大学材質研究所 (Materials

Research Laboratory， MRL)は，この州の丁度真ん

中に位置するStateCollege郊外のUniversityPark に

あります.State Collegeは小さな田舎町のため，小型

のプロペラ機しか飛んでいません.実際，筆者がワシ

ントン・ダレス空港からStateCollegeへ飛んだときの

飛行機は18人乗りの小型機でした.たまたま筆者の座

席が最前列で， しかも，コクピットへのドアが開放さ

れたままなので，筆者はパイロットの運転仕草をつぶ

さに観察できると同時に，あたかも自分がパイロット

になったような感触を楽しむことができました.加え

て，飛行機が着陸態勢に入ったとき滑走路の中央に黒

い帯状のものが見えましたが，これは飛行機のタイヤ

が擦り付けられた跡だという小さな発見を楽しむこと

ができました.

私事で恐縮ですが，筆者の現在の研究テーマは「圧

電性薄膜の形成に関する研究」であり，これは原研の

「特別基礎研究制度」によりサポートされています.

この研究制度は，一言で言えば r個人的にやってみた

いと思う研究テーマに予算が付くという，研究者にと

っては非常に魅力のある制度」です. 筆者は，平成 3

年度に，この研究制度に応募しました.そのとき提案

した研究内容は r構造材料の表面に圧電性薄膜を形成

写真 1 State Collegeののどかな飛行場
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し，この薄膜を構造材料と一体化した振動センサ及び

亀裂センサとして使用すれば，異常振動や微小亀裂の

発生・蓄積が直接原因となる航空機事故や原子炉事故

を未然に防ぐことが可能になる」というものでした.

この研究提案は首尾よく採択され，今年はスタートし

てから 4年目になります.この 6月には，パージニ

州ウィリアムズパーグで開催された第 2回インテリジ

ェント材料国際会議において，今迄に得られた研究成

果を発表する機会に恵まれました.この会議のあと，

ペンシルパニア州立大学の材質研究所を訪問できたと

いう次第です.

この材質研究所は， 筆者が「圧電性薄膜の形成に関

する研究」を開始して以来， どうしても訪問したい研

究所の一つでした.その理由の一つは，圧電セラミッ

クスと高分子から成るいわゆる圧電複合体の先駆者で

あり世界的権威であるR.E. New出 am教授がこの材

質研究所に所属しておられることです.筆者の圧電性

薄膜もこの圧電複合体の一種であり，いつかNewn・

ham教授にお会いし，直接御指導を仰ぎたいと考えて

いました. もう 一つの理由は，筆者が圧電セラミック

スの教科書として使用している「圧電/電歪アクチュ

エータJ (森北出版， 1986年)の筆者である内野研二教

授もまた，この材質研究所に所属しておられるというl

ことです.内野教授は1985年から上智大学理工学部物

理学科の助教授をされておられましたが， 1992年には

この材質研究所内に新設されたばかりのアクチュエー

タ・トランスデューサ国際センタ(InternationalCen-

ter for Actuators and Transducers， ICA T)の初代デ

ィレクターに就任されています.内野先生の研究経歴

の詳細は r科学技術の最前線XIIIJ (ダイヤモンド社，

1993年)に記載されています.

今回の訪問では，内野先生にホストになって項きま

した.内野先生の説明によれば，材質研究所の設立は

1962年で，研究スタ ッフの数は1994年現在で約200名で

す.研究ターゲットは設立当初からセラミックス材料

一本に絞られており，新材料の研究開発に重点が置か

放射線化学



写真 2 ペンシルパニア州立大学材質研究所の玄関前

で(左から，現在この研究所に留学中の山形

大学工学部の広瀬精二先生，内野研二先生，

筆者)

れています.また，研究すべき材料物性としては，電

気的，光学的，化学的，及び，機械的性質に重点が置

かれています.因みに，筆者が所属する原研高崎の設

立は1963年で，職員の数は1994年現在で約200名です

(学生研究員は除く).また，研究ターゲットは設立当

初から放射線化学の工業化一本に絞られてきたし，新

材料の研究開発にも重点が置かれています.

このように見てみると，原研高崎と材質研究所との

間には見掛け上幾つかの類似点が有るように思えます.

しかし，材質研究所では約200名のスタッフに対し原研

高崎の研究棟一棟分程度のスペースしか無いためか，

人口密度がかなり高いように思えました.また，内野

先生には叱られるかも知れませんが，原研高崎のイオ

ン照射研究施設 (TIARA)が誇る強力な実験装置群を

見慣れた目からすれば，材質研究所にはこれといった

ユニークで大きな実験装置は見当りませんでした.尤

も，原研高崎では，現在のところ「より強力な実験装

置を持つ者のみが科学技術の織烈な競争に勝ち残り得

る」とするいわばノ、ード至上主義路線をとっている訳

ですから，この点で比較するのは公平ではないと思い

ます.一方，材質研究所ではろくすっぽ成果がでて

いない実験装置を単に保守管理しているだけのテクニ

シャンはそのうち辞めて貰う J (内野先生談)とのこと

で，装置よりはむしろ人を重視する路線をとっている

ように見受けられました.

内野先生の研究業績を一言で言えば，原理的には19

世紀の後半に見い出されていた圧電材料を実用的に使

い物になるレベルにまで高めた開拓者であると言える

と思います.このことを先生に話したところいや，

第 58号 (1994)

12mm jc二二>

Holder (acryり
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Nail (cover glass) 
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図 1 光照射により駆動されるマイクロ歩行装置

単に，世の中のニーズが高まってきたことと，希望す

る材料を創製する技術レベルが向上してきたことが偶

然重なっただけで，要するに，運が良かっただけです

よ」と謙遜しておられた.内野先生は，圧電材料以外

にも，電歪材料，磁歪材料，光歪材料など，いろんな

刺激に応答して誘起きれる歪に興味を持たれ，その基

礎と応用とを研究されています.一例として，先生が

最近開発された光駆動のマイクロ歩行装置を図 1に示

します.この装置は，アクリルの板に 2本の足を付け

ただけの簡単なものです. 2本の足には，透明な圧電

セラミックスであるPLZT[(Pb， La) (Zr， Ti) 03J 

に少量のニオブとタングステンをドープして作製した

ノ〈イ モルフが使われています.この足に紫外線を交互

に照射すれば，この装置は-O.lmm/minの速度で、尺取

り虫のように歩行するのだそうです.

今回の訪問のもう一つの目的であったNew叶lam教

授は，生憎， ドイツにサパテイカル・リーブ中のため，

面会できませんでした. しかし，内野先生のセンター

で助教授をされているS.B. Krupanidhi博士に面会で

きたことは大きな収穫でした.博士の現在の研究は，

イオンビームスパッタリングやレーザーアプレーショ

ン等の手法を用いて，圧電セラミックスの薄膜をシリ

コン等の基板上に形成しようとするものです.最近掲

載された論文の別刷りを請求したところ，この 2年間

だけでも10報以上のレギュラー論文があると言われ，

凄いHardWorkerだなといっ印象を受けました.内野

先生自身も，若いころには 2年間に22報の論文を投

稿した実績があるのだそうです.アメリカの研究者は

凄いなあと恐れ入ると同時に，筆者が12年前アルゴン

ヌに留学していたとき覚えた"Publishor Perish"とい

う言葉を久し振りに思い出しました.
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第37回放射線化学討論会プログラム

主催:日本放射線化学会

共催:日本化学会

日本化学会北海道支部

日本高分子学会北海道支部

日本原子力学会北海道支部

日時:平成6年 9月26日(月).......28日(水)

会場:北海道大学学術交流会館

(札幌市北8条西 5丁目，電話 011-706-2141) 

第 1日(9月26日)

口頭発表(小講堂、講演時間12分，討論時間 3分)

9時-10時05分 (座長:小泉均)

1001. 電子ビーム石炭燃焼排煙処理技術の開発(田)

ーノfイロット試験結果の報告

(原研高崎・中部電力・荏原製作所)0南波秀樹，徳

永興公，田中 雅，小倉着己，土居祥孝，青木慎治，

井筒政弘

1002. 塩化パラジウム酸ナトリウム水溶液のγ線照

射による徴粒子固体の生成

(原研大阪・大阪電通大)0畑田元義，藤田岩男，是

川圭一

1003. 硫酸ノfラジウム水溶液のガンマ線照射による

微粒子の生成と成長

(原研大阪・ ANL)0畑田元義， C. D. Jonah 

1004. t-プタ ノールの水中オゾン併用ガンマ線照射

分解に及ぽす銅イオンの添加効果

(韓国原研・原研高崎)Myun J 00 Lee， 0新井英彦，

宮田定次郎

10時05分-10時55分 (座長:長谷博友)

1005. 放射線重合による機能性高分子徴粒子の合成

(近大生物理工)0仲 幸彦，山本幸男，吉田陽一，

田川精一

1006. 半導体超微粒子による高分子膜の放射線損傷

抑制効果とその量子サイズ依存性

(理研・東大原総セ・長岡技科大)0丑田公規，柴田

裕実，野坂芳雄，肥沼克周，吉良 爽

1007. 微生物細胞を吸着する機能性高分子材料の開
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発

(東大工・千葉大工・原研高崎)OWilliam Lee，斉

藤恭一，古崎新太郎，須郷高信，幕内恵三

10時55分 -12時 (座長:中川和道)

1008. 主鎖にゲルマニウムを含む新しい放射線分解

性ポリマー

(京大工・東北大工)0山岡仁史，小林四郎，岩田

悟，正田晋一郎

1009. ポリシランラジカルカチオンの電子状態につ

いて

(北大工)0熊谷純，小泉均，市川恒樹，吉田宏

1010. ポリシランの主鎖骨格次元性による電子構造

変化

(阪大産研・東大工・アルゴンヌ国立研・東大原総セ)

O関修平，石樽顕吉，古沢孝弘，柴田裕実，吉田

陽一，田)11精一， K. R. Cromack， A. D. Trifunac 

1011. 60COγ線照射によるポリジメチルシランラジ

カルのESRスペクトル

(阪大産研・東大工・アルゴンヌ国立研)0関修

平，石樽顕吉，田川精一， K. R. Cromack， A. D. 

Trifunac 

ポスターセッション(ホール)

13時-14時30分

1P01. 低エネルギー電子線の深部吸収線量分布

(原研大阪・大阪工大)来島利幸， 0中瀬古昭

1P02. 電子線照射された水溶液中の吸収線量深度分

布測定一ノマノレスラジオリシス法による測定

(北大工)0沢村員史，高橋憲司，新川伸之，安倍

建，北市雅敏，片山明石

1P03. フリッケ，メチレン7'ルー，およひ'インドフェ

ノール化学線量計の測定感度の比較

(北里大医)0大田顕成，劉晩嵐，松林隆，高原

斉，上前峰子

1P04. Arイオンビームによる気体Ar中でのマイク

ロドシメトリー

(原研高崎・原研東海・東海大開発技研)0南波秀

樹，田口光正，古川勝敏，青木康，大野新一

1P05. アラニンからのラジカル生成に対するLET効

放射線化学
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(北大工・原研高崎)0小泉均，市川恒樹，吉田

宏，南波秀樹，田口光正，小嶋拓治

1P06. 放射線殺菌された抗生物質 (Ampicil1in等)の

照射線量について-ESR測定による推定

(名大工・ルパーンカトリ ック大薬)宮崎哲郎，新井

淳嗣，金子哲也， 0山本健治， M. Gibella， B. Tilquin 

1P07. イオン再結合反応によるラジカル生成一国相

アルカン中でのテトラリンラジカルカチオンからの

べンジル型ラジカルの生成

(北大工)0影井公一，市川恒樹，吉田 宏

1P08. Layer boundary等を含む不均一系の放射線

化学(11): alkane結晶中における水素原子の移動に

対するポテンシャルエネルギーの結晶構造依存性

(名工研)0松浦かおる，武藤八三

1P09. n-アルカンに生成したフリーラジカルの紫外

線照射によるプライマリーラジカルへの転換

(広大工・近大工)秋本 浩， 0太田信昭，市川隆久

1P10. 低温マトリ ックス中の銀原子および銀クラス

ターの光学およびESRスペクトル

(京大原子炉・阪大基礎工・京工繊大工芸・理研)長

谷博友，石岡邦江，宮武陽子，荒井重義，寺津昇久，

O磯村彰宏，星野幹雄

1Pll. n-alkane diol中に捕捉される活性種の光およ

ぴ熱による変換

(早大理工総研)0斎藤景一郎，金子車巴，浜義昌

1P12. ODESRシグナル反転現象におよぽす溶媒及

ぴマイクロ波強度効果

(早大理工総研)0長谷川寛，国分晋裕，石田 淳，

浜義昌

1P13. FTIRによるポリメタクリル酸メチルのX線

分解反応、の研究

(北教大函館)寺津輝義， 0小笠原正明

1P14. 光誘起Co-C結合の結断により生ずる結晶相

反応を支配する因子

(北教大函館)竹中康之

1P15. 等温発光蛍光成分測定による紫外線照射ーポ

リエチレンテレフタラート (PET)の再結合発光機

構

(明星大理工・いわき明星大理工・早大理工総研)0
大野秀樹，井上和久，三浦寛之，金津恭士，合田一

夫，鈴木辰三郎，浜義昌

1P16. 多層膜ベンゼンからのイオン脱離の炭素K殻

励起効果

第 58号 (1994)

ス圃
(神戸大発達・千葉大工 ・KEK-PF)0下山巌，中

川和道，丸山純夫，関谷徹司，田中健一郎

1P17. 高強度紫外レーザ一光によるマレイン酸水溶

液の光化学反応の波長依存性

(原研大阪)0清水雄一，河西俊一

口頭発表

14時30分-15時20分 (座長:古津孝弘)

1012. Radiation Induced Oxidation of Liquid Par-

affin as a Polymer Compound 

(東大工・日本石油・原研)0ヤンティ ソエビヤン

ト，勝村庸介，石樽顕吉，久保純一，工藤久明，瀬

口忠男

1013. 電子線照射による高溶融張力ポリプロピレン

の合成

(原研高崎・チッソ石油化学)0吉井文男，幕内恵

三，菊川伸午，斉藤純

1014. 純炭化水素型ラジカル捕捉剤添加によるポリ

プロピレンの放射線架橋

(日石中研・レイテ ック・原研高崎)久保純一， 0池

田重利，乙幡和重，瀬口忠男

15時20分-16時25分

1015. ポリテトラフルオロエチレンの放射線架橋と

その物性

(東海大工 ・レイテ ック・原研高崎)0大島明博，田

畑米穂，池田重利，瀬口忠男

1016. 高分子シートのイオン照射効果ーIII(G値とエ

ネルギー付与の相関)

(早大理工総研)0松本英哉，浜中建一，高野友晴，

浜義昌

1017. ポリスチレンの高温γ線照射効果

(東海大工・出光石油化学 ・原研高崎)0高鹿和信，

田畑米穂，蔵本正彦，瀬口忠男

1018. ノポラック系化学増幅型電子線・ X線レジス

トの酸発生機構

(東大原施・阪大産研・ソルテック)0古津孝弘，上

坂 充，吉田陽一，田川精一，渡漣健夫，山下吉雄

16時25分-17時30分 (座長吉田陽一)

1019. ポリマーの熱分解に対する放射線照射効果

(原研高崎)0長谷川伸，藤田 潤，吉井文男，佐々

木隆，幕内恵三

1020. 高分子材料の力学特性に及ぼす高エネルギー

イオン照射効果

(原研高崎)0工藤久明，貴家恒男，瀬口忠男

1021. イオントラック深さ分解励起状態ダイナミク
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ス:高密度アルゴンガスの場合

(理研)木村一宇，吉兼隆生

1022. 重イオン照射による気体からの電子放出に対

する微分断面積

(東海大開発技研・原研東海・原研高崎)0大野新

一，古川勝敏，南波秀樹，田口光正

第 2日目(9月27日)

口頭発表

9時-10時05分 (座長:沢村員史)

2001. 拡張スパー拡散モデルによる水溶液の放射線

分解の初期過程の研究

(東大工・ Inst.Theor. Exp. Phys.) 0堂前雅史，勝

村庸介，石樽顕吉， V. M. Byakov 

2002. 液体アルカン中におけるジェミネートイオン

再結合とイオン分子反応

(阪大産研・東大工・東大原総セ)0吉田陽一，田川

精一，山本幸男，仲 幸彦，古沢孝弘，柴田裕実

2003. 直鎖炭イtj(素の放射線分解水素生成とポジト

ロニウム生成に対する添加物効果の類似性

(東大原総セ・東大工)0伊藤泰男，勝村庸介， V.M. 

Byakov 

2004. 水表面での芳香族分子のレーザー 2光子イオ

ン化過程

(九大総理工)0小川禎一郎，佐藤美紀，陳杭亭，井

上高教

10時05分 -11時10分 (座長:丑田公規)

2005. 無極性液相中のフラーレン (C60-CS4)のイオ

ン化ポテンシャル

(神戸大発達・北陸先端大・学習大理)0下山 巌，

中川和道，森井克行，藤井智栄美，三谷洋興，加藤

隆二

2006. アルカン溶液の光電導の圧力依存性

(ノ、ーンマイトナー研)0加藤隆二， Klaus Lacmann， 

Werner F. Schmidt 

2007. 超臨界エタン中の電子一イオン再結合過程:

クラスターモデルの検討

(神戸大発達)0中川和道，大森信彦

2008. 凝縮相希ガス中での電子一正イオン再結合過

程

(東工大理・金沢工大工)0小高貴浩，磯田敬子，新

坂恭士，鵜飼正敏，河内宣之，鎌野嘉彦

11時15分-12時

特別篇演1. Pulse Radiolysis Studies in Gas 
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Phase: Reactions of Methyl， Hydroxyl， 

and Amino Radicals 

(Linkoping Univ.) Anders Lund 

ポスターセッション

13時-14時30分

2P01. 電子イオン化によるアルキルケイ素化合物イ

オンの分解過程の研究

(奈良女大理)0山本正夫，竹内孝江，村田伯子

2P02. 電子線パルス法による励起原子の生成とその

反応性

(京工繊大工芸)0大山博昭，倉増毅，寺津昇久，

石川洋一，荒井重義

2P03. Ar+イオンのクラスター反応(2)

(東北大工・原研東海・東大原総セ・東大工)0佐藤

義之，武部雅汎，池添康正，柴田裕実，古津孝弘

2P04. ブロモフルオロカーボンの負イオンCI-MSに

よる負イオン生成反応

(都ア研)0中川清子，下川利成，沢井照子

2P05. Collisional Deexcitation Processes of Ne 

(3P2) by Rare Gas Atoms 

(東工大理)ODeba Bahadur Khadka，福地雄士，

北島昌史，鵜飼正敏，河内宣之，鎌野嘉彦

2P06. Ar-H20-D20の放電によるイオンの生成にお

ける同位体効果

(原研東海)0曽我猛，池添康正，鈴木和弥，大野

新一，森山昇

2P07. マイクロ波加熱空洞法による低エネルギー電

子付着過程の研究ーヨウ素化合物の電子付着反応

(福井工大)0砂川武義，牧田武志，辰巳佳次，嶋森

洋

2P08. 電子付着性気体を含む系での電子の熱平衡化

過程

(福井工大)0牧田武志，砂川武義，嶋森洋

2P09. 放射線一半導体触媒法による水分解，水素製

造

(動燃))11口浩一，明珍宗孝， 0和田幸男

2P10. 中性子照射した金属間化合物βーLiAl中の構造

欠陥の研究

(原研)0須良宏行，棚瀬正和

2P11. 種々のポリイミドにおけるポジトロニウムの

形成と寿命(放射線化学の視点、による考察)

(東大原総セ・山口大工)0伊藤泰男，岡本健一，田

中一宏

2P12. ジフェニルヨードニウム塩の放射線化学反応

放射線化学
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(阪大産研)永原誠司，米村浩治，山東伸明， 0山本 (北大工)市川恒樹

幸男，吉田陽一，仲幸彦，田川精一

2P13. BaF2の電子線ノfルスラジオリシス一発光過

程

(東大原総セ・東大工・理研)0柴田裕実，古津孝

弘，木村一宇

2P14. 電子線・レーザーパルス照射法による環状化

合物ラジカルカチオンの光環開裂

(阪大産研)石田昭人，藤乗幸子，小川浩充， 0真嶋

哲朗，高椋節夫

2P15. ピリミジンOH付加ラジカルと銅アミノ酸錯

体の反応

(阪府大研・ BharachidasanUniv.)藤田慎一，堀井

英雄，谷口良一， S. Lakshmi， R. Renganathan 

2P16. 5-置換ウラシルの放射線二量化反応特性

(京大工・阪府大研)0八田博司，川野光伸，藤田慎

一，上野徹，西本清一

口頭発表

14時30分-15時15分 (座長:加藤隆二)

2009. 突然変異を起こす生体内ラジカルとは何か?

(長崎大薬・名大工)0小山真治，児玉靖司，宮崎哲

郎，渡遁正己

2010. 動物赤血球へのγ線及びイオンビーム照射効

果

(原研高崎・群馬大工・北大電子研)0安達勝彦，藤

村卓，大道英樹，渡辺宏，府川政史，蛸井慎，

小橋治通，田村守

2011. 非タンパク質性チオール捕捉能を側鎖にもつ

ニトロアゾール誘導体:低酸素細胞に対する放射線

増感作用機構

(京大工)周玲，井野彰， 0西本清一

15時15分-15時45分 (座長:南波秀樹)

2012. 放射線還元によるミチジル (3'→5')チミジン

の分子内二量化反応

(京大工)0伊藤健雄，篠原英樹，八田博司，上野

徹，西本清一

2013. モデル生体膜間で生じるピレンからメチルピ

オローゲンへの電子移動過程

(北海学園大・コロンビア大)0相川雅之， N. J. 

Turro 

学会賞表彰および受賞講演

15時45分-17時 (座長:吉田宏)

受賞講演1. 電子スピンエコー法による反応活性種の

研究

第 58号 (1994)

(座長:吉良爽)

受賞構演2. イオントラック内励起状態の時間，空間

分割研究

(理研)木村一宇

懇親会 18時より

第 3日(9月28日)

口頭発表

9時-10時05分 (座長:住吉孝)

3001. アミノ酸水溶液のパルスラジオリシス:ー電

子酸化還元反応機構

(京大工・阪府大研・京大原子炉)0森本承太，藤田

慎一，松山奉史，八田博司，西本清一

3002. コウジ酸水溶液のパルス放射線分解

(阪府大研・農化)0堀井英雄，中田邦彦，森田尚文

3003. 濃厚過塩素酸水溶液の放射線分解

(東大工・阪大産研)0堂前雅史，勝村庸介，千歳範

害，太田 隆，広石大介，永石隆二，石樽顕吉，古

津孝弘，吉田陽一

3004. ノマルスラジオリシスによるシクロデキストリ

ン包接錯体の会合状態の検討

(阪大産研)0山本幸男，仲 幸彦，吉田陽一，田川

精一

10時05分-11時10分 (座長:勝村庸介)

3005. 水素化芳香族化合物からのラジカル生成機構

(北大工・日石中研)0小泉均，高 凌，名古屋

義則，堀正三，深村真史，吉田宏，久保純一

3006. ハロカーボン中の芳香族アミンカチオンの反

応

(北大工)0住吉孝，山村晃一，山下雄一郎，片山

明石

3007. オキソーアセタト架橋ルテニウム二核および

三核錯体のアセトニトリル溶液のパルスラジオリシ

ス

(北大理・北大工)0岸本 憲，住吉 孝，高 橋堅

太，福本達磨，今村平，片山明石，佐々木陽一

3008. 電子線・レーザーパルス照射法によるオレフ

インラジカルイオンのシスートランス光異性化

(阪大産研)石田昭人，福井正幸，小川浩充， 0真嶋

哲朗，高椋節夫

11時15分-12時 (座長:小笠原正明)

特別講演2. 放射線化学から見た放射線生物影響につ

いて
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(名大工)宮崎哲郎

ポスターセッション

13時-14時30分

3P01. 高分子材料の極低温下における γ線照射効果

(4) 

(原研高崎)0工藤久明，笠井昇，貴家恒男，瀬口

忠男

3P02. 超耐放射性樹脂BEKと原子炉内照射カプセル

への応用

(出光興産中研・原研東海・原研高崎)0村上滋，

有金賢次，大友昭敏，瀬口忠男

3P03. 放射線グラフト重合法によるバイポーラ膜の

新規合成法

(原研高崎)0片貝秋雄，叶 寅，須郷高信，幕内

恵三

3P04. PVAフィルム中の1， 2， 4， 5-テトラシアノべ

ンゼンに対するイオン照射効果

(群馬大工・原研高崎)田口光正， 0富田 玲，松本

裕一，南波秀樹，青木康，平塚浩士

3P05. 配向分子集合系における放射線重合一分子の

形や極性が異なる系の共重合反応

(埼玉大理)柴崎芳夫， 0比気清隆，堀江玲子，高橋

寿樹

3P06. 放射線重合によってゼオライト中に生成した

ポリテトラフルオロエチレンのESRによる検討

(広大工)山地ー満， 0八尋秀典，塩谷優

3P07. 放射線グラフト重合法によって合成した酸加

水分反応触媒の評価

(原研高崎・東大工・千葉大工)0須郷高信，幕内恵

三，溝田智敏，常田聡，斉藤恭一

3P08. ポリシランの放射線照射で生じるラジカル種

の同定

(北大工)0小山健一，市川恒樹，吉田 宏

3P09. イオン励起BaF2結晶の内殻励起子及び緩和

励起子の生成効率とdecay

(理研)0木村一宇，吉兼隆生

3P10. 高分子シートのイオン照射効果- N(He2

ヘ
DヘAr8+の照射効果)

(早大理工総研)0浜中健一，松本英哉，高野友晴，

浜義昌

3P11. 鉄酸化物へのヘリウムイオン照射の化学効果

(原研東海)0荒殿保幸，中島幹雄，佐川千明

3P12. 鉄担持多孔質ガラスへのイオン照射効果

(原研東海)0中島幹雄，荒殿保幸，佐川千明
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3P13. 重イオン照射によるポリマーフィルムの穿孔

性

(原研高崎・群馬大工・日大生産工・ GSI)0浅野雅

春，吉田 勝，玉田正男，大道英樹，長岡範安，久

保田仁，片貝良一，小倉紘一， R. Spohr， ]. Vetter 

3P14. 重イオンパルスビームを用いた時間分解発光

測定システムの構築

(原研高崎・阪大産研・東大原総セ)0田中光正，南

波秀樹，青木康，田川精一，吉田陽一，柴田裕実

3P15. イオンビーム蒸着法による炭素薄膜形成ーオ

ージェ電子分光法による形成機構の解明

(原研高崎・明星大理工)0大野秀樹，青木康，永

井士郎

口頭発表

14時30分 -15時35分 (座長:松浦かおる)

3009. パルス電子線照射によるハムスター細胞から

の発光

(名大工・長崎大薬)宮崎哲郎， 0長坂滋，前田

功，渡辺正己，小山真治，児玉靖司

3010. アデノシン水溶液のパルスラジオリシス:ー

電子酸化反応機構

(京大工・阪府大研)0久野 晋，藤田慎一，八田博

司，上野徹，西本清一

3011. 中性系の高温水の放射線分解回一分解生成物

の250.Cでの挙動

(東大工)ゲニ リナ スナリオ， 0勝村庸介，石樽

顕吉

3012. 酸水溶液中におけるウラニルイオン (UO/+)

の光還元反応

(東大工・原研東海)0永石隆二，勝村庸介，石樽顕

吉，青柳寿夫，木村貴海，吉田善行

15時35分-16時25分 (座長:柴田裕実)

3013. ケイ素を骨格中に含むアルカンの固相放射線

照射によって生成する遊離基

(広大工・近大工)0太田信昭，吉川 茂，片岡英

也，市川隆久，井藤壮太郎

3014. シクロペンタンメチル誘導体カチオンラジカ

ルの非対称歪構造と熱反応、

(広大工 ・Linkoping大)0駒口健治， Mikael 

Lindgren，塩谷優

3015. JTまたは擬JT効果により歪んだアルカンカ

チオンラジカルの常磁性緩和:ダイナミックスと捕

捉環境に関する考察

(名工研)0鳥山和美，岡崎正治

放射線化学



-ニ ュ
16時25分-17時15分 (座長:高橋憲司)

3016. ヨウ化水素光分解により固体窒素中に捕捉さ

れた水素原子

(クルチャトフ研・原研)Valeri A. Shevtsov， 0正

木信行

3017. 77Kγ線照射した2，3-ジメチ1レブタンにおけ

るテトラメチルエチレンカチオン生成に対する著し

い同位体効果-H2分子のトンネル脱離反応

(名大工)0宮崎哲郎，北村晋，小園康之，松永浩

明

3018. アルカンのガンマ一線照射で生じる水素分子

スーのオルト/パラ比に対する温度効果

(北大工)0市川恒樹，石井薫，吉田宏

参加費 (講演要旨集を含む)4，000円

懇親会 9月27日(火)18時より，百年記念会館にて開

催します.

会費5，000円(学生2，500円)

連絡先 060札幌市北区北13条西 8丁目 北海道大学

工学部原子工学科片山明石

(電話(011)706-6672， FAX (011) 736-1149) 

イオン照射施設の利用案内

(7年度・ TIARA実験課題募集)

日本原子力研究所・高崎研究所では，平成 7年度のイ 0.4MV静電加速器(イオン注入装置)

オン照射研究施設 (TIARA)の利用に係わる実験課題の 研究分野 :耐宇宙環境材料，核融合材料、ノ守イオ技術，

募集を10月に行います.応募される方は下記に間合わせ 新機能材料， RI・核化学，放射線化学，そ

るか，または応募資料をご請求下さい. の他関連基盤技術等

間合わせ先・資料請求先:

対象加速器 :AVFサイクロトロン 日本原子力研究所高崎研究所

3MVタンデム静電加速器 放射線高度利用センタ一利用計画課

3MV静電加速器(シングルエンド型) 鷲野正光(電話(0273)46-9614， FAX (0273) 46-9690) 
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第 6回日中放射線化学シンポジウムのお知らせ

すでにお知らせしたように平成 6年11月6日(日)か

ら11月11日(金)まで標記シンポジウムが早稲田大学に

おいて開催されます.発表申込はすでに締め切りまし

たが，参加のみご希望の方は受け付けておりますので

下記要領にしたがってお申し込みください.

現在まで，約120件の発表申込がありました. 9月末

にはプログラムをお届けする予定です.

第6回日中放射線化学シンポジウム開催要領

1.日時:平成 6年11月6日(日 )-11日(金)

2.場所:早稲田大学国際会議場

(干169東京都新宿区西早稲田1-20-14)

3.主催:早稲田大学， 日本放射線化学会， 日本原子力

研究所

後援:放射線照射振興協会

4.参加費:一般 20，000円

学生 8，000円

パンケット参加費 5，000円

5.参加申込要領 :FAX，または葉書にて下記宛お申し

込みください.折り返し振込用紙をお送りします.

6.申込み・問い合わせ先

干169東京都新宿区大久保3-4-1

早稲田大学理工学総合研究センター

浜義昌

TEL&FAX (兼用): 03-3202-9542 

e-mail:hamayoshi@cfi.waseda.ac.jp 

(追記)日本原子力研究所が共催となりましたのでお

知らせします.

応用放射線化学シンポジウム報告

去る 3月10日， 11日の両日，原研高崎研究所におい

て r生物医用材料への放射線利用」と題して第13回シ

ンポジウムが開催された.このシンポジウムの目的は，

放射線化学，医学生理学等の学際領域である生物医用

材料への放射線利用に関して，広く国内外の研究者の

参加を得て，研究開発上の課題，将来への展望等を討

論することにより，放射線利用分野の一層の拡大と国

民生活への新たな貢献の可能性を探索することにある.

今回は，平成 2年10月に原研高崎研究所で行われた国

際シンポジウムの第 2回として，本会，原研及ぴIAEA
の3者の共催， 日本化学会，高分子学会， 日本バイオ

マテリアル学会等 6団体の後援で催され，国外からは

シャピロ氏(フランス)，ホフマン教授(アメリカ)な

ど6名，国内からは嘉悦教授(近畿大)など19名が招

待されて，ハイドロゲル，固定化，バイオマテリアル，

機能性バイオマテリアル及び滅菌の 5分野で活発な議
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論が展開された.

先ず，主催者を代表して，田畑原子力委員(シンポ

ジウム名誉組織委員長)，高椋大阪大学教授(本会会

長)，佐藤高崎研所長(本会副会長)及びマルコピッチ

IAEA担当官の挨拶があったのち，シャピ口氏及び佐

藤高崎研所長が特別講演を行った.シャピロ氏は，高

分子材料を生物医用材料として応用する際の放射線の

メリットは，添加剤の存在なしに比較的マイルドな条

件下で目的とする部位のみを処理できることであると

述べ，具体的な例として，ハイドロゲルの放射線橋か

けによる合成と種々の高分子材料へのハイドロゲルの

グラフト重合を取り上げた.このあたりの議論は，本

会会員の諸氏には先刻ご承知のことであろう.佐藤高

崎研所長は，同研究所に導入されたサイクロトロン及

ぴ 3種の静電加速器からなるイオンビーム照射施設

TIARAによる材料開発の現状を紹介し，特に，有機・

放射線化学
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無機の機能材料，高性能材料の開発とイオンビームに ときの徐放性についてスライドを使って説明したが，

よる材料の解析法について触れた.

ノ、イドロゲルのセッションでは，ハイドロゲルの合

成及ぴ物性に関して 5件の発表があった.まず，吉田

氏(原研高崎)及ぴ国岡氏(物質研)は，それぞれ，

アミノ酸を含有するポリマーゲル及ぴ〆クテリアが生

産するグルタミン酸ゲルの相転移現象について紹介し

た.一保氏(物質研)は，ピニルメチルエーテルのポ

リマーゲルとアルギン酸塩との混合物を繊維状とし，

γ線照射により前者を橋かけさせ，後者を分解させる

ことによってポーラスな繊維ができることから，アク

チュエータとして応用することを検討していると報告

した.吉井氏(原研高崎)は，ポリピニルアルコール

ゲルをアセチル化したのち電子線照射して得た材料で

モルモ ットの外傷を被覆すると，包帯を用いる通常の

方法に比べ早く治癒したと述べた.この延長線上の話

として，ロジャック教授(ポーランド)は，ハイドロ

ゲルを利用したパッチ材を'HDR'，'Aqua-gel'の名称

でポーランドで商品化していると報告した.

固定化のセッションでは，放射線による薬物や生理

活性物質の固定化について 4件の報告があった.まず，

ホフマン教授は，グロー放電による有機材料の表面処

理が次の 4つに分類されるとした.すなわち， (1)基材

表面の改質， (2)ノfリア一層の形成， (3)活性基の形成，

(4)生理活性物質の固定化である. (1)では，酸素，アン

モニア，メタノール，アセトン，モノマー蒸気など，

各種の反応性ガスが用いられ，タンパク質の単分子層

吸着を向上させる. (2)では， アルゴン中での放電やモ

ノマーのプラズマ重合によりバリア一層を形成させ薬

剤の基材からの放出をコントロールする. (3)はモノマ

ー蒸気の放電により生じるアミン，ヒドロキシル，酸

などの官能基を利用して生理活性物質などを化学的に

結合させる.また， (4)では，生理活性物質をアルゴン

放電により基材表面に直接結合させる.これらの方法

をうまく利用すれば，生理活性物質の固定化が簡便に

行えるとの主張であったが，グロー放電自体は古くか

ら知られており，話の中身に特に目新しいものはなか

った.徐放性薬剤に関する 2件の発表のうち，宮嶋氏

(ゼリア新薬側)は，放射線重合によって得たアミン

酸含有アクリロイルモノマーと2-ヒドロキシエチルメ

タクリレート (HEMA)の共重合体ゲルに含有させた

薬剤の繰り返し放出性能について紹介した.医師であ

る高橋氏(群馬大)は， HEMAの放射線重合によるゲ

ルで男性ホルモン剤を固定化させ，体内に埋め込んだ
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あまりにリアルな映像の前に，言葉を失って見とれた

聴衆が多かった.現在でも，世界で毎年数百万の人々

がマラリアに躍っており，これを予防するため，簡便

に抗原・抗体反応を行える手法の開発が待たれてる.

シャフラーニュ氏(原研高崎)は，マラリア抗原の構

造の中で有効な最小単位を取り出し，これをモノマー

として合成し，さらに放射線重合法によりポリエチレ

ンシート上に固定化した.まだ改良の余地があるが，

将来性の期待きれる結果であった.

バイオマテリアルのセッションでは，放射線利用も

様々であった.先ず，フィリップス教授(イギリス)

は，人体に広く分布するヒアルロン酸に着目し，その

重合体をバイオマテリアルとして使用する際の放射線

滅菌の効果について触れた.大西氏(テルモ側)は，

プラズマによるグラフト重合で透析膜を合成した.得

られた膜は，弱い親水性を持っていることから，従来

品のように，膜を生理食塩水で前処理する必要がなく，

透析後の血紫成分の回収率がよいという.久米氏(原

研高崎)は，卵タンパク質のオパルプミン及ぴオポム

コイドの放射線照射による抗原性の変化が， 二次構造

のαヘリックスの減少とともに，一次構造のペプチド

結合の欠落によると報告した.三友氏(群馬大)は，

徴生物由来のポリエステルにMMAやHEMAを放射

線でグラフト重合した後の微生物分解性について述べ

た.斎藤氏(東京大)は，ポーラスな膜へのグリシジ

ルメタクリレートの放射線グラフト重合により，スル

ホン酸基とジオールをもっ「ポリマーブラシ」を合成

し， リゾチームを含む溶液からのリゾチームの回収が

効率よく進むことを示した.

機能性バイオマテリアルのセ ッシ ョンでは，放射線

重合を用いた新規材料の創製や，イオンビームによる

材料開発について報告があった.嘉悦教授は，脳の神

経システムへの放射線化学的アフ。ローチの可能性につ

いて触れ，固定化，架橋，グラフト重合などの様々な

手法が利用できることを解説した.赤間氏(日本油脂

側)は，ヘモグロビンを固定化したリン脂質を放射線

重合して得たものが，安定性もよく，人工血液として

臨床応用可能なことを報告した.鈴木氏(ソニー側)

は，イオンビームを照射したポリスチレンへの細胞の

付着性について調べた.付着は，イオンビームの当た

った直径O.lmm程度の円形のドメインに限定される.お

そらく，照射によって基材のポリスチレンの炭素骨格

が変化したことと，ラジカルが生じることが付着の原
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因であろうと述べた.放射線治療法は，今やポピュラ 下であれば，基材ポリマーが変質せず徐放速度も変化

ーだが，人体の外から照射すると他の健全な組織への

影響が避けられない.宮路氏(京都大)は，直径20-30

μmのシリカガラスのマイクロビーズにリンのイオン

ビームを照射して， SiOZ-PZ05の形でβエミッターのP

-32を固定化した.このようにすれば，例えば，癌組織

にこのビーズを注入して局部だけの放射線治療が可能

になると述べた.

最後のセッションでは，滅菌について 5件の発表が

あった.まず，マルコピッチ氏は，医療用具の放射線

滅菌が約40年前に開始されて以来，北アメリカ，西ヨ

ーロッノ℃ 日本，オーストラリアではすでに60%が放

射線法になっていること，開発途上国も含め45ヶ国以

上がこの方法を採用していることを報告した.ウー教

授(中国)は， 124種の薬草の滅菌について検討し， 2 

kGy以下であれば分解生成物が検出されないこと及ぴ

フルクトースやグルコースが分解を抑制することを明

らかにした.吉岡氏(国立衛試)は，生分解の可能な

ポリラクチドのマイクロビーズにホルモンを含有させ

た徐放性薬剤の照射効果を検討した.線量が25kGy以
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しないが， 200kGy以上の照射を受けると，基材のTgが

署著に変わり徐放速度が大きくなると述べた.臓器移

植というと，心臓や腎臓などの内蔵の移植を思い浮か

べがちだが，骨も移植されている.南津氏(北里大)

は，生体由来の骨を移植するための，骨の放射線滅菌

処理による保蔵性について報告した.最後に，武久氏

(ラジエ工業側)は，医用材料の放射線滅菌における

基準作りに関して，国際的な取り組みがなされつつあ

ることを報告した.

以上，かい摘んでシンポジウムでの発表の要旨を紹

介したが，放射線化学の分野では，生物や医用材料を

ターゲットにした研究が未だマイナーであり，また，

私自身の理解の範囲をこえるものも多かったので，講

演者の意図したとおりの紹介になったかどうか，はな

はだ心もとない.ともあれ，連日， 90名を越える参加

者が熱心な議論を行ったことは，この分野への関心の

高きを物語っていよう.

(原研高崎大道英樹)

放射線化学
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日本放射線化学会第60回理事会議事録

日本放射線化学会第60回理事会は，平成 6年3月30日

(水)18: 00から日本原子力研究所東京本部第 3会議室

において開催された.出席役員は次のとおりである.

会 長:高椋節夫

副会長:鎌野嘉彦，浜義昌

理 事:住吉孝，田川精一，勝村庸介，西川勝，

宮崎哲郎，新坂恭士，鴫森洋，矢立正典，

木村一宇，大道英樹，橋本昭司，田村直幸，

今井正彦，武藤八三，上野桂二，鷲尾方ー，

水津健一

新任理事:伊藤泰男，鈴木信三，河内宣之，塩谷優，

江草茂則，岡本次郎

主な議事内容は，次のとおりである.

議題1.審議事項

1 )平成 5年度事業報告

事務局から別紙のとおり報告があり，了承された.

2 )平成 5年度収支決算

事務局から別紙のとおり報告があり，監事の監査報

告の後，承認された.

3 )平成 6年度予算執行計画

事務局から別紙のとおり報告があり，承認された.

4 )入退会

事務局から別紙のとおり報告があり，承認された.

5 )平成 5年度学会賞

学会賞 2件の選考経過報告が選考委員長より行われ，

承認された.選考結果は次のとおりである.なお，今

回は技術賞の該当者はなかった.

〈学会賞〉

木村一宇氏(理化学研究所)

「重イオン照射による高密度励起の研究」

市川恒樹氏(北海道大学工学部)

「電子スピンエコー法による反応活性種の研究」

議題2.報告事項

1 )各委員会活動報告

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員会，編

集委員会の各委員会活動報告が委員長及ぴ委員から行

われた.報告の一部は r放射線化学J No.57に掲載.

2 )第37回放射線化学討論会準備状況報告

第 58号 (1994)

住吉理事から第37回放射線化学討論会の準備状況が

報告された.会場は，北海道大学学術交流会館.日程

は 9月26日(月)から28日(水)の 3日間.発表申込締

切りは 6月17日(金).なお，次回以降の放射線化学

討論会は次のとおりである.

年度 開催地 担当者

平成 7年度 金 沢 新坂理事

平成 8年度 茨 城 未
疋，ι， 

平成 9年度 原、 都 未 疋.... 司.

3 )平成 6年度役員紹介

別紙のとおり提案され，承認された，高椋会長より

新任役員の紹介が行われた.

4 )平成 6年度各委員会委員紹介

別紙のとおり提案きれ，承認された.高椋会長より

役員の紹介が行われた.

5 )その他

今井理事より第31回理工学における同位元素研究発

表会の共催の報告が行われた.

すでに承認されているとおり，平成 6年 4月から事

務局が鯛放射線照射振興協会に移転されるとの報告が

行われた.

第16期学術会議会員選出の状況について，高椋会長

より報告が行われた.また，日中放射線化学シンポジ

ウム.IARR. ICRRに関する報告が行われた.

次回の第61回理事会は，本年9月26日北海道大学に

おいて開催の予定.

く〉平成5年度事業報告

平成 5年

6月 NEWS LETTER No.16発行

7月 日中放射線化学シンポジウム実行委員会(6日，

東京)

第27回理工学における阿佐元素研究発表会共催

(12-14日，東京)

企画委員会 (20日，東京)

8月 若手の会夏の学校 (30日-9月 1日，福井県

芦原町芦原研修会館)

10月 国際交流委員会(5日，東京)
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将来構想委員会(5日，東京)

第59回理事会(6日，八王子)

第36回放射線化学討論会 (6-8日，八王子)

第29回総会(7日，八王子)

編集委員会(7日，八王子)

日中放射線化学シンポジウム組織・実行委員会

( 7日，八王子)

会誌 (No.56)発行

11月 応用放射線化学シンポジウム「放射線高分子と

先端技術J (20日，東京)

第 5回放射線プロセスシンポジウム共催

(24-25日，大阪)

12月 NEWS LETTER No.17発行

放射線化学セミナー「メゾスコピック系の物

理・化学J (13-14日，熊取)

平成 6年

3月 応用放射線化学シンポジウム「生体医用材料へ

の放射線利用J (10-11日，高崎)

第60回理事会 (30日，東京)

企画委員会 (30日，東京)

将来構想委員会 (30日，東京)

編集委員会 (30日，東京)

会誌 (No.57)発行

72 

。平成5年度収支決算

収入の部

項 目

賛 助 ぷz込z 費

個 人 会 費

雑 収 入

(会誌広告料他)

銀 行 手リ 息、

計

前年度繰越金

メロ入 計

支出の部

項 目

事 務 費

通信連絡費

印 属。 費

メ~ 議 費

会誌発行費

討論会補助

応用シンポジウム

同位元素研究発表会

放射線化学セミナー

夏 の 学 校 援 助 金

国際交流委員会経費

将来構想委員会経費

企画委員会経費

編集委員会経費

学会賞経費

予 備 金

基 金 手責 立

計

次年度繰越金

メ口入 計

予算

1，600，000円

1.100.000 

200.000 

10.000 

2，910，000円

2，342，651 

5，252，651円

予算

300，000円

300.000 

1. 700.000 

150，000 

130.000 

150.000 

150.000 

6.000 

150，000 

150，000 

100.000 

100，000 

100.000 

100.000 

100.000 

566.651 

1，000，000 

5，252，651円。
5，252，651円

学会基金積立総額3，051，968円

く〉入退会希望者

〈入会〉

正会員(4名)

河合 潤京都大学工学部

決算

2，020，000円

1，024，500 

532.282 

3，031 

3，579，813円

2，342，651 

5，922，464円

決算

171，051円

185，665 

1.800.000 

136.698 

50，000 

150.000 

150，000 

6.000 

40，000 

150，000 

100.000 

100，000 

100.000 

100，000 

38，807 。
。

3，278，221円

2，644，243 

5，922，464円

竹中康之北海道教育大学教育学部

藤原邦夫株式会社荏原製作所

放射線化学



福田 嘩夫古河電気工業株式会社平塚研究所

学生会員(1名)

音田典久神戸大学(院)理科教育専攻M2

〈退会〉

正会員(6名)

江川博明熊本大学工学部

松浦富雄東海大学工学部

大谷武治三菱レイヨン株式会社

浜田 昌之近畿大学農学部

加 藤 立 久 分 子 科 学 研 究 所

i賓之上熊男 京都工芸繊維大学
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。平成6年度予算執行計画

収入の部

項 目

賛 助 会

個 人 ~ 、

雑 収

銀 行 手リ

"IJ 年 度 繰 越

メ口入

支出の部

項 目

事 務

通 信 連 絡

~p 届リ

~ 議

メ~ 誌 発 行

費

費

入

息

金

計

費

費

費

費

費

放射線化学討論会援助

応用 シン ポジ ウム 援助

同位元素研究発表会共催費

放射線化学セミナー援助

夏 グ〉 .!且F 校 援 助

国 際交流委 員会経 費

将来構想委員会経費

企 画委 員会 経費

編集委員会経費

Aザ且ーー ~ 賞 経 費

日中放射線化学シンポジウム

予 備 金

基 金 積 立

次 年 度 繰 越 金

メ口入 計

金 額

2，000，000円

1，000，000 

500.000 

3.000 

2.644.243 

6，147，243円

金額

300，000円

300.000 

2.000.000 

200，000 

100.000 

350，000 

150，000 

6，000 

150.000 

150.000 

50，000 

50，000 

50.000 

100.000 

35.000 

150.000 

500，000 

1，000，000 

506.243 

6，147，243円
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く〉平成6年度役員等 。平成6年度委員会

会長高椋 節夫(阪大産研) 国際交流委員会(国際交流及び協力の計画・実施)

副会長浜 義昌(早大理工総研) 委員長高椋節夫(阪大産研)

佐藤章一(原研高崎) 委員浜 義昌(早大理工総研)

西川 勝(東大教養) 鎌野嘉彦(東工大理)

理事 住吉 孝(北大工) 勝村庸介(東大工)

中川和道(神大発達) 上野桂二(住友電工)

武部雅汎(東北大工) 武久正昭(ラジエ工業)

塩谷 優(広大工) 川上和市郎(原研高崎)

関根 勉(東北大理) 将来構想委員会(長期計画，学会のあり方検討)

入江正浩(九大機能物質研) 委員長西川 勝(東大教養)

伊藤泰男(東大原総セ) 委員小田英輔(古河電工)

立矢正典(物質研) 宮崎哲郎(名大工)

勝村庸介(東大工) 平岡 賢三(山梨大工)

木村一宇(理研) 山本幸男(阪大産研)

鈴木信三(都立大理) 市川恒樹(北大工)

橋本昭司(原研高崎) 大野新一(放射協)

仲111 勤(明大理工) 企画委員会(年間行事の計画・実施)

江草茂則(原研高崎) 委員長佐藤章一 (原研高崎)

河内 宣之(東工大理) 委員田川精一 (阪大産研)

正木信行(原研基研) 立矢正典(物質研)

平岡賢三(山梨大工) 今井正彦(都ア研)

田村直幸(放照協) 鷲尾方ー (住友重機)

宮崎哲郎(名大工) 松山奉史(京大原子炉)

岡本次郎(放照協) 橋本昭司(原研高崎)

新坂恭士(金沢工大工) 編集委員会(会誌及ぴニュースレターの発行)

今井正彦(都ア研) 委員長浜 義昌(早大理工総研)

嶋森 洋(福井工大工) 委員水沢健一(日新ハイボルテージ)

武藤八三(名工研) 丑田公則(理研)

中山敏弘(京工繊大工芸) 江草茂則(原研高崎)

河西俊一(原研大阪) 勝村庸介(東大工)

田川精一(阪大産研) 亀田幸成(東工大理)

上野桂二(住友電工) 南波秀樹(原研高崎)

山上允之(阪府大付属研)

鷲尾方ー(住友重機)

嘉悦 勲(近大理工)

水沢健一 (日新ハイボルテージ)

長谷博友(京大原子炉)

監事志田忠正(京大理)

小田英輔(古河電工)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

』西ぺイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーガアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

島津製作所株式会社

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

& 友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

中国電力株式会社

第 58号 (1994)

東京電力株式会社

東北電力株式会社

東燃タビルス株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本鋼管株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

目立化成株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

株式会社ブリジストン

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線照射振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

リンテック株式会社

(アイウエオ順)
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