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〔巻頭言〕

日本の放射線化学の

伝統と魅力

宮崎 哲 郎

昨今，大学や研究所において様々な改革が試みられ，

基礎科学の振興が叫ばれているが， ともすれば，いち

早く流行を嘆ぎつけ，それに飛びっく競争をしている

ようにも感じられる.筆者が日本の放射線化学に対し

て持っている魅力を 2点ほど挙げ，御批判を受けたい

と思う .

第 1の魅力として，我が国の放射線化学は日本人が

発見し提唱した研究テーマを日本の他の研究グループ

が取り上げ，議論を戦わせて発展させ，独自の成果と

して世界に発信してきた伝統がある.我が国では，古

くは遣唐使以来，外国の文化を積極的に取り入れてき

た人を尊重する風土がある. しかし，遣唐使は中国文

化の盗人であること，および，それを許した中国人の

寛大な国際性については，歴史教育の上でも教えてい

ない.この風土は化学においても根強く残っている.

外国に留学しその方法やテーマを日本に持ち帰った人

や外国で提唱されたテーマを素早く日本で行った人に

学会賞や人事の選考等において高い評価を与えている.

このような中で我々自身が独自に研究テーマを提唱し，

その研究を長期間続けることは非常に勇気がいること

であり，周りの人達からの積極的な評価がぜひとも必

要である.これまで日本の放射線化学は日本人が見出

したテーマを受け入れ，真撃な討論を展開して来た.

その結果，放射線重合，極低温における捕捉電子，続

いて，超励起状態， H原子の低温固相トンネル反応，フ

レオンマトリックス法によるカチオンのESR，電子線

照射による廃ガス処理等，この他にも様々な研究テー

マを我々は独自に発掘し，成果を世界に発表して来た.

最近，研究者の任期制や短期研究プロジェク トな どが

Fascinating Activity of Radiation Chemistry in J apan 
Tetsuo MIY AZAKI 

多くなり，自ら研究テーマを提唱し，長期間かけて育

てることが難しくなりつつある.せめて， 日本の放射

線化学の分野では独自の研究テーマをお互いに尊重し

合い育てる雰囲気を大切にしてほしい.このような伝

統を維持して行けば，日本の放射線化学は今後一層魅

力ある分野となろう.

第 2の魅力として，日本では欧米のように電子の研

究だけに集中せず，放射線化学の周辺分野の問題も含

めて取り上げて来た伝統がある.その結果，電子の研

究が一段落した現在でも，様々な研究課題がある.そ

もそも，放射線はエネルギーが大きいため，化学反応

で重要な反応活性種(カチオン，アニオン，電子，ラ

ジカル，励起分子)は殆ど全て生成する.さ らに， γ線

は透過力が大きいため，様々な条件下(高圧，低圧，

高温，低温， 気体，液体，固体等)で活性種を作るこ

とが出来る.放射線化学は特殊な分野ではなく，化学

そのものであるとも云える.さらに，その研究は放射

線物理学，低温物理学や放射線生物学等とも関連して

おり，視野を広げると境界領域の問題を容易に研究出

来る.このような多種多様な発展性を秘めた放射線化

学から今後とも新しい発見が期待される. もしここか

ら何も見つからないならば，化学そのものから新発見

が生まれないであろう.このような確信を持って，独

自なテーマを見出し，研究を持続 ・展開すれば， 日本

の放射線化学は今後とも生命力にあふれた分野となろ

っ.
いづれにしても，これらの伝統は放射線化学の研究

者自身が皆で作り上げるものであり ，今後の発展が楽

しみである.

干464-01名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学部物質化学専攻・日本原子力研究所先端基礎研究センター

Tel : 052-789-4612， Fax: 052-789-4612 
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〔 展望〕

陽電子の化学の最近の進歩

東京大学原子力研究総合センター 伊藤泰男

Recent progress in positron chemistry is reported. The long lasted debate between the two different models 

of positronium (Ps) formation， the epithermal model and the spur reaction model， is going to be settled by 

considering that the both processes must occur in the terminal positron spur， which is a short track， that 

provides strong oxidizing environment for Ps formed by the epithermal process (short track model of Ps 

formation). Recent topics on two ortho-Ps states， mobility of Ps in polymers， and the dependence of Ps 

intensity on structural relaxation are also given. 

Ps is becoming popular as a unique tool of molecular size vacancies in substances like polymers. However 

due to its small mass Ps is characterized as “seeker and digger" of holes having a tendency of seeing the size .. 量

of holes larger than actual. This might seem to limit the applicability of Ps， but Ps should rather be regarded ・F

as a usefull active probe. Examples are given how Ps can be used as the active probe: measurements of glass 

transition temperatures and study of sorption mechanism. 

KのI Words: positronium ・spurmodel . short track . vacancies in polymers . sorption 

1.はじめに

一昔以上前ポジトロニウムがまだめずらしい存在で

あった頃，陽電子消滅の化学を代表するキーワードは

、ポジトロニウム化学かであったが，今は、陽電子と

ポジトロニウムの化学' と呼ばれる.いまだにポジト

ニウムについて分かっていないことも多いが，さかの

ぼって考えると結局陽電子の化学が分かっていないこ

とが実感されているためであろう.

陽電子の化学は陽電子消滅研究の発展とあいたずさ

えて進んでいるが，研究手法の本質的な進歩はしばら

く無い.例えば，陽電子消滅の全情報(寿命と角相関

測定)を漏れなく取得して全体像に迫ろうという努力

は(必要性を認識されながらも)ほとんど無いし， 最

近開発されつつある陽電子ビームも化学面ではめざま

しい成果は出ていない.それでも， 寿命測定の時間分

解能が半値幅200ピコ秒に迫り，ドリフトの少ない安定

Research Center for Nuclear Science and Technology 

The University of Tokyo 

Yasuo ITO 

な測定も可能になって統計精度の良いデータが得られ

るようになったのははやり進歩ではある.そのような

中で陽電子の化学の現状を拾ってみる.

2.陽電子とポジトロニウム

本稿では研究方法の記述を割愛するが1)，馴染みの

少ない方のために以下の点だけ述べておく.通常の陽

電子消滅の実験ではβ+崩壊性同位元素を用いて高エ

ネルギー(数百keV}の陽電子を試料に打ち込む.打ち

込まれた陽電子は最終的には対消滅するが，その寿命

の分布を測定することが出来る(陽電子寿命測定法).

本稿で取り扱う絶縁材料中では，陽電子は物質中の電

子ーっと結合してポジトロニウム (Ps) という水素状

原子 旬、-}を作ることが出来る. Psは e+とeーの

スピンの配向によってノマラポジトロニウム (p-Ps:e+と

eーのスピンが反平行)とオルトポジトロウム (o-Ps:ぜ

(略歴) 1971年東京大学工学系研究科原子力工学博士課程修了， 工学博士.現在東京大学原子力研究総合センター

の全国共同研究部門主任助教授.日本原子力研究所の大型施設や立教大学原子力研究所の研究用原子炉を用いた共

同研究のお世話をしているが，研究は大学院時代から一貫してエキゾチ ック粒子の化学への利用，陽電子ビームの

開発などを主として行っている.

(連絡先}319-11 茨城県那珂郡東海村 日本原子力研究所内東京大学 原子力研究総合センター 東海分室

Tel/Fax: 029-283-2374， E-mail : tsu01314@koryu.statci.go.jp 
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とeーのスピンが平行)がある.前者は自分自身で消滅

する寿命が短く (真空中で125ピコ秒).寿命スペクト

ルでは寿命の短い成分を構成する (τ'1). 後者は真空中

で自己消滅する寿命は142ナノ秒だが，物質中では結合

相手の電子よりも周囲の電子との重なりあいの方が大

きく，寿命は数ナノ秒にまで短縮される.o-Psのこの

ような消滅様式を、pick-off"消滅と云い，物質中の0-

Psの寿命の基本的な部分を占めている.これが最も寿

命の長い成分で，その平均寿命をτb強度(打ち込まれ

たe+の全数に対する長寿命成分の割合)を13と定義す

る.τ3と13は寿命スペクトルの中から最も精度良く抽

出される値なので，これを用いて陽電子やポジトロニ

ウムの挙動を解析するのが普通である.中間の寿命成

分(巧=400 -500ps)はPsを作らなかった陽電子の消

滅やPsが反応して化合物になった状態から消滅した

ものからなる.

陽電子消滅では消滅した電子対の運動量を測定する

手段(角相関測定， ドップラー拡がり測定)もあり重

要な情報源であるが，本稿では記述しない.また陽電

子を低エネルギーのビームとして試料に打ち込むこと

も化学に使われだしているが，今のところ化学として

の重要な知見はconventionalな方、法から得られている

ので，ここでは扱わない.

Psは最も軽いフリーラジカルでもあるので，反応性

に富んでいる.この反応性を調べることが、ポジトロ

ニウム化学'の中心課題であった.本稿の関係で特に

大切なPsの特性は，電子を一つだけ持っていることか

ら，反磁性分子からはパウリの禁制にもとづく反発を

受けて電子密度の小きな場所に押しやられることであ

る.そのためPsは完全結品中では格子間位置に入って

ブロ ッホ波として存在するが，ゆらぎのある物質中で

は空孔にトラ ップされる Psがトラップされた状態を

半径R。で高さ無限大の井戸型ポテンシャルで近似的

に記述すると，その零点エネルギーは

Eo=π2克2/4meR2=0.188/R2 (R:nm， Eo:eV) (1) 

と表される Psの質量が小さいため零点エネルギーが

高いことが特徴である.

凝集状態でのo-Psの寿命を決定する基本的な過程

はpick-off消滅であるが，その速度は陽電子と周囲の

電子との重なりに比例し，

N 1" 

Aんんp似 舟z

δ(r+一 Yηi)d:γ(2)

と記述される.ここでr。は電子の古典半径. r+ と r 1 •

…. rNは陽電子とN個の電子の座標で，積分の前の係数

第 63号 (1997)

πr2
0cは消滅の断面積に相当する.この式でo-Psと電

子の波動関数を分離して取り扱うと， N個の電子につ

いての和は電子密度ρとして繰り出される.物質中に

トラップされたPsに対しては，球形井戸型ポテンシャ

ルに閉じこめられた状態を考える.適切なポテンシャ

ルの高さを与えてPsが物質側に存在する確率を計算

するのが正攻法である 2ゆえより簡単に半径R。で無限

大高さのポテンシャルを想定し，その内壁に実効的に

厚さsRの電子層が法み出してR=Ro-sRの大きさの

空孔を形成し， o-Psの中の陽電子はこの電子層との重

なり積分に比例して消滅すると考えるへその場合(2)

式は次のように簡単化される.

λ附ω…hト 日一寸off戸 =1Cr例dcpiR
れ「川。

01<1>仰<1>(Ps附州附s)1川)川げ12向2河41Cr2

R ， 1 . 12πR¥， 
=211ー τπ++-sinl一芸1r=-llns-1

l.L Rυ2π".，.¥ RU jJ ，." (3) 

1Cr20Cρの項を物質の電子雲の中に入り込んだ陽電子の

寿命 (τ=0.5ns)にとったことから，最後の項の係数

2が現れる.この式は， sR=0.166nmととると実験値

によく合うことが知られているへちなみに円筒型の

ポテンシャル井戸にトラップされたo-Psの消滅速度

を同じように取り扱うと

I !::J.R¥3/， 3!::J.R¥ 
…パ6¥Ro'ハ1-IEjm (4) 

となる 5) 同じ半径では，球形空孔の方が表面積が小き

いため寿命が短い.楕円形型の空孔中のo-Ps寿命も同

じように計算されている 6) これらはo-Ps寿命からか

Psが入っている分子サイズ空孔の大きさを求める基

礎を与えている.こうして求めた、o-Ps空孔。の大き

さがo-Psが関与しない時のnaitiveな空孔と同じかど

うかは別途問題となる.

3.ポジトロニウムの形成のsho吋 trackモデル

Psの形成機構に関する問題は放射線化学にとって

身近な課題を提供している Psの存在が知られだした

初期の頃， Oreの提案したモデルは原子衝突の素過程

としてであった7)

e+*+M→P♂+M+ (5) 

これはわかりやすい反応で， Psの結合エネルギー(真

空中でIps=6. 8eV)が分子のイオン化エネルギー1Mよ

り小さいから閥エネルギー&h=IMー Ipsが存在する.す

なわちこの反応はepithermal反応である.また， e+の

エネルギーが十分大きいと電子的な励起の断面積もあ

るので相対的にPs形成の割合が少なくなる.このよう

な意味でのPs形成の上限エネルギー(おおまかに第一

3 



電子励起エネルギーかイオン化エネルギーのあたりに

取られる)と闘エネルギーの聞の領域をOre巾と呼ん

でいる.PsはこのOre巾に相当するエネルギ一分布を

持って生成する.すなわち生成するPsはホットアトム

である.実験によると， Ps形成確率が種々の条件によ

って影響されるが，このモデ/レの枠内でそれを解釈し

ようとすると，陽電子の減速過程での反応，生成した

ホット Psが引き続いて起こすホット反応など、ホット

アトム化学。の概念を輸入する必要があった8) Oreモ

デルの時間スケールは1O-14sの程度である.

1974年にMogensen9)とByakoy10)が個別に発表した

、スパーモデルグは放射線化学の知識に基づいている.

高いエネルギーで物質に入射したぜは電子と同じよう

にスパーを形成しながら減速していくが，最後のスパ

ーを作るとその近傍に停止するに違いない.そしてス

ノfー内の過剰電子と結合してPsを作ることが出来る

はずである.

ピ+e-→Ps (6) 

この反応は発熱反応である.時間スケールは10-12sの

程度である.Ps形成機構をスパーモデルの側から検討

してきたグループ。はMogensenを中心とするRiso国立

研究所のグループ12)，ストラスプルグのグループll)，ロ

シアのByakoy-Stepanoy親子，そして我々13)と限られ

ている.

これら 2つのモデルは，関与するエネルギー領域，

時間スケールともに異なっていて一見両立しそうにな

い.そこでどちらが正しいか， 20年近く熱い論争が交

わされてきた.気体ではOreモデルでよく説明出来る

が，それはスパーが出来ないことと符丁が合っている.

ところが液体では電子捕捉剤の効果や電場効果など放

射線化学の知見とよく対応している.例えば，陽電子

スパー内で陽電子 ・親イオン・電子捕捉剤が電子を奪

い合っているとして解析することが出来る [13J.一方

固体表面から放出されるおのエネルギーを測定する

とバンドギャップ程度のエネルギーを持っているとい

う結果が出る 14，15)が，これはスパーモデルに反すると

された.そのような中で「包括的モデル」を自称する

考、えも現れた16，17) 例えば電子捕捉剤によってスキャ

ベンジきれないPsがあるが，それはOreモデルに帰属

されるもので，スキャベンジされるPsがスパーモデル

に帰属されるという訳である. しかし「包括的モテソレ」

では単に両方可能で、あると述べるだけで，どのような

ときにどちらが現れるのかは答えが与えられなかった.

最近筆者は 2つのモデルを真に包括する新しい考え

方 (shorttrackモデルと呼ぶことにする)を提案し

4 

た18) よく知られているように，数百keVの電子の

LETは0.02eV/ Aである.ここではスパーは互いに遠

く離れたビーズのようにイメージされる.ところが，

減速して数keVになるとLETは数eV/Aにもなる19)

ビーズは接近して重なり合い， short trackと呼ばれ

る，イオン対を高濃度 (0.1-1 mole/dm3)に含んだ

特別なスパー構造になる.衝突論的には高エネルギー

の陽電子は電子と同程度の断面積を持っているmので，

同じようにshorttrackを作ると予想される.エネルギ

ーが-100eV程度以下になると陽電子の衝突断面積は

電子のそれよりも小きくなるので，陽電子がshort

trackの中で止まる様子は電子と異なる可能性がある

が，いずれにしてもshorttrackの中で陽電子が止まる

であろう.陽電子はshorttrackの中でOre巾のエネル

ギー領域を通過し， epithrmalなPs形成を行うであろ

う. しかしこうして出来たP♂は， short track 内に高

濃度に存在する陽イオンや電子と反応せざるを得ない.

次に示すような反応が可能で、あるが，

Ps*+M+→ピ+M(酸化 ・電子移動 (7)

(0-Ps/ρ-Ps)*+ィ→(ρ-Ps/ 0-Ps)* + e-
(スピン交換) (8) 

Ps+e-→ Ps-(負ポジトロニウムイオン (9)

重要なのは反応(7)で，これによって陽電子が酸化され

て裸のぜに戻されてしまうと， epithernalなPs形成の

痕跡は消滅する.次の可能性はスパ一反応によるPs生

成であるが，ここで生まれたPsのエネルギーは低く，

short track 内のイオン対濃度も再結合によって少な

くなっているだろうので，酸化を免れて長生きする確

率が高い.このPsが我々の観測にかかる.図 1は以上

のshorttrackモデルを図式化したものである.陽電子

がスパー末端で、shorttrackを作るだろうことはスパ

ーモデルが提案された頃も認識されてはいたが，まさ

にそこにOreモデルとスパーモデルの対立を解く鍵が

あることに20年近く気づかなかったことになる.

Ps形成のshorttrackモデルは，凝集状態てーのPs形成

はスパ一反応によって説明されるとするこれまでの

我々の主張を補完するが，超微粉末を試料としたとき

や固体に低速陽電子を打ち込んで表面近傍でPsを形

成させた時には， epithermal過程の側面が現れること

を予言する.これらの系で'L:tshorttrackはいくつかの

微粒子にまたがって，あるいは表面に接して出来る.

この場合epithermal過程によって生成したホット Ps

は空間に飛び出して物質に戻らない (Psの仕事関数は

負であることが多い)ので，陽イオンによって酸化さ

れることを免れる.イオン結晶表面14)やアエロゲル(5 

放射線化学
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図 1 陽電子shorttrack内での過程(10-12秒程度ま

で)

陽電子の最終スパーはイオ ン化や励起の濃度の

高いshorttrackである.ここではOre巾に相当

するエネルギーのぜはOreモデルに基づいてホ

ット Ps.を生成することが出来るが， Ps.は親イ

オンによって酸化されることを免れない. Ore 

モデルのPsはOre巾でPs形成しなかったザと混

ぜ合わされて区別が出来なくなる.最終的に現

れるのはスパ一反応によるPsである.台形線

は，イオン対が生成したあと時間とともに再結

成して少なくなっていく様子を模式的に示して

いる.

nm程度のシリカの徴粒粉末の商品名) 15)で観測され

た，ノ〈ンドギャップに相当するエネルギーをもったPs

はこのようなものである可能性がある. しかしOre巾

の閥エネルギー以下で減速していく途中のぜとeーが飛

ぴ出しつつ結合しても運動エネルギーを持つ筈なので

状況は複雑である.最近石英の単結晶に低速陽電子を

打ち込んで，出てきたPsのエネルギーを飛行時間法で

測りエネルギーの異なる 2つのo-Psがあることが報

告された21)が，あり得ることである.short trackモデ

ルは， track内で、のPs・の酸化が完全でない場合には，

epithemal過程によるPsとスパ一反応によるPsが混在

することも予言する.

我々のこれまでの研究は， Ps形成のスパ一反応の側

面を掘り下げようとしたものであるが，その結果を図

2に図解する.short track 内の過剰電子は伝導帯のエ

ネルギー準位に落ち，親イオンとの再結合を免れたも

のは捕捉されてアニオンとなり，あるいは分子の励起

準位に収まる.これら種々の電子の状態のうち，どれ

がPsの前駆体になるだろうか?Ps形成のエネルギー

第 63号 (1997)
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図 2 陽電子のshorttrack 内での過程(10-12秒程度以

降)

左端の三角形部分は図 1を圧縮したものに相当

する.それ以降e-は伝導帯に落ち，電子捕捉剤

があれば捕捉きれてアニオンS-，Xーとなり，あ

るいは励起分子?をつくる.このような過程の

中で，時間的には陽電子の寿命(-400ps)以

内，エネルギー的には (10式)を満たすe-(図

中Psformation probableとある時間・エネルギ

ー領域の電子)がポジトロニムの前駆体となり

得る.

条件は

-Ee+-Ee-+ Eps三三/P. (10) 

と表すことが出来る.ここでEは前駆体e+，eーと生成す

るPsの(真空レベルから測った)エネルギー準位， 1は

Psの結合エネルギーである.こ のエネルギ一条件は

epithemal過程，スパ一反応の別によらず常に満たさ

れなければならない.例えば電子が分子に結合した状

態にあるとすると， -Eeーはイオン化エネルギー1Mに

等しく，上式はEe+注IM-IpsとなってOreモデルの闘エ

ネルギーを記述している.スパーモデルではEe+，Ee-

ともに仕事関数程度の値なので，上式は満たされる.

さらに，図 2に示されたような捕捉状態の電子も上式

を満たすならばPsの前駆体となり得るに違いない.

C6F6やナフタレンなど多くの芳香族系の電子捕捉剤S

に捕捉された電子はそのようなものであることが実験

的に知られたのは10年以上前である.

ピ+s-→Ps+S (11) 

この反応では，捕捉剤Sは電子を親イオンとの再結合

から保護してe+に引き渡す役割をしている (anti-

recombinationと呼ばれる)ので， neatな媒体中よりも

さらにPs形成が増大する効果を引き起こす.ハロゲン

5 



化炭化水素RXに捕捉された電子はPsの前駆体となら

ないことも知られているが，これは解離型電子捕捉の

結果現れるハロゲンイオンXーの電子親和力が大きく

て(10)式が満たされないためとされる.

e-+RX→ [RX]一→R+X- (12) 

ピ+X一千 (13) 

筆者はSの型の捕捉剤を、良い捕捉剤ヘ RXのようにPs

形成を防げるものを、悪い捕捉剤。と冗談めかし呼ぶ

ことがあるが，良い捕捉剤と悪い捕捉剤を同時に加え

て両者が電子を取り合いする様子をPs形成を通して

観測して両者の捕捉効率の比を割り出すことが出来

る23) この場合良い捕捉剤の効果を、anti-inhibition"

効果と呼ぶ13)

このように考えてくると，励起状態?の励起電子も

Psの前駆体になる可能性がある.我々は、良い捕捉剤。

である一連のフッ素化ベンゼンC6FnH6-nの、anti-

inhibition"の効率を比較した結果，それが1M-Eex(Eex 

は励起状態の電子エネルギー)と良い相関を示すこと

を見いだし，

ピ+C6FnHt-n→ Ps+ C6FnHt -n (14) 

の反応を推定した22) ここではさらに， 1M -Eex -6. 8e V 

でanti-inhibitionの効率が最も高いことも見いだされ

たので，反応(14)が共鳴的に起こっている可能性

(、resonantPs formation") を指摘した.

図 2は以上を整理して， エネルギー的にはS-，S.ま

での電子が前駆体になること，時間スケール的には媒

体中のe+の寿命-400ps程度まで許されることを示し

ている.

4. 空孔スペクトロスコピーに向けて

4. 1 Q-PSの寿命・強度と空孔サイズ・空孔密度と

の関係

Psが分子サイズの隙間に入って，その大きさに応じ

た寿命で消滅することは定性的には古くから知られて

いた.以前我々はこのことを用いて放射線固相重合過

程で空孔の大きさが変化する様子を定性的ながら測定

したのであった川.しかし空孔の大きさとo-Ps寿命の

対応が(3， 4)式のように定量的に与えられるように

なったのは最近のことである.空孔の半径が10A程度

を越えると， Psが壁に引きつけられる相互作用が現れ

てきて，反発力のみからなる簡単な井戸型ポテンシャ

ルの問題ではなくなるため， (3， 4)式では空孔径を

小さく見積もることになって適用できなくなるが，ポ

リマー内の空孔はそんなに大きくないので多くの場合

安全圏内でこれらの式を使えそうである.さらに，陽
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図3 図 3 o-Ps寿命の指数関数分布解析によって

求めた寿命(空孔径)分布

統計精度の良い陽電子寿命スペクトルを連続的

な寿命を持った指数関数の分布として解析する

と， τ3の成分から図のような分布が抽出される.

寿命(句)と空孔径は (3)式によって関連づけら

れる.Aはエポキシ樹胞に水分を吸わせると空

孔径が小さい方にずれることを示している.B 

は非結質のpoly(ethylene terephthalate)を熱

処理して結晶化させると30-40A 3の空孔が消

滅していることを示している.これは結晶化の

核形成がこの小さな空孔と関係していることを

示唆している.
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電子消滅測定の統計精度が高まると陽電子消滅スペク

トルは少数個の離散した指数減衰関数の和で近似する

よりも，寿命の分布を持ったスペクトルとして解析す

べきことが分かってきた25) 図3に，樹脂に水分を吸着

させたときにo-Ps空孔の分布が小さい方にシフトす
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る様子26)，非品質poly(ethylene terephthalate)の結

晶化の過程で非品質部の小さい空孔が消費されている

(結晶化の核形成が空孔の小さい部分で起こってい

る)ことを示す結果27)を紹介する.

o-Psに関係するもう 一つの観測量はその強度13であ

る.ポリマーのように結品部と非品部とがある場合，

密度の小さい非品部ではo-Psによる長寿命成分が観

測されるのが普通であるが，結晶部でo-Psがあるかど

うか自明でない.結晶部にPsがない場合は13は非品質

部の割合に対応するので， 13は結晶化度と極めて良い

負の相関があり，結晶化度100%で13=0になる.一

方，例えばpolyethyleneでは結晶化度に対してしをプ

ロットすると結晶化度100%への外挿はしこ Oになら

ない28) これには結晶のab面内にある面状の隙聞がPs

の居場所になっている可能性が考えられる.いずれに

しても，結品部・非品部からの異なる寄与によって13が

決まる場合には単に結晶化度を測定しているだけのこ

とがある.一方，完全に非品質のポリマーでも13が温

度 ・圧力 ・添加物 ・収着などによって変化する.この

ような場合しは「非品質部の空孔の数密度」に関連づけ

られることがある.Psの入り得る空孔の数が多いほど

13が大きいと考えるのである.最も単純な取り扱いで

は， 13は空孔の数に比例すると考え，空孔の大きさには

o-Psの平均寿命τ3から (3)式によって求められる値

昨 すπR3をあてて，、自由空問。分率Fvを=aX昨sX

13とすることが提案された (aは比例定数)29)が，次項

で論ずるようにこれは一般的に適用するには問題が多

L 、

4. 2 o-Psと空孔の関係についての問題点

Psと空孔の相互作用を考える際に注意すべき点は，

"Psは空孔を探しかっ掘る /f 30)ことである.Psがどの

ように移動するかは最近議論されているところであ

る31，32刈が，筆者は以下のように考えている.ポリマー

のように空孔の大きさに分布がある系で， Psが空孔に

トラップされたとする.数人程度の空孔では， Rが

-0.2%小さくなると(1)式の零点エネルギーは熱エネ

ルギー以上に離散するから.Psは小さい空孔に移動す

ることは出来ず，より大きい空孔に一方的に移動して

いく(空孔を探す)であろう .零点エネルギーが高い

ことのもう一つの帰結として， Psは自らの内圧で空孔

を拡大し，それに要する仕事は零点エネルギーの低下

分で補うことが出来る.その典型的な例が液体中の

中sパフ'Jレグで，そこでは零点エネルギーEo，表面張

力エネルギー， PdVエネルギーの和が極小になる径の

第 63号 (1997)

バブルの中にPsがself-trapされる.

"an ( Eo+471R2y+土7lR3Pex )=0 (15) aR ¥.L.JU ， -x ".. ~ I ' 3 ".. ~ .. ex J 

ここでγは表面張力係数， Pexは外部圧力である.固体

中でも同じように、空孔を掘る。のかどうかは定説が

無いが，十分あり得るとすべきであろう .但し "Ps+

空孔。複合体のエネルギーは(15)式のようなマク ロス

コピックなパラメータを用いた記述ではなく，ポリマ

ーの主鎖や側鎖が押しのけられる歪エネルギーのよう

なもので記述されるのであろう.

きて， Psが、空孔を探しかっ掘る。ことはPsが空孔

分布を大き目に偏って見る傾向をもつことを意味する.

F v = a X Vps X 13とする類の取り扱いが一見うまく行

くことがあるのは， Psのこのような偏りを比例係数a

の中に繰り込んでしまっているためであろう .Psが空

孔の大きさを偏って見るとすれば，空孔プロープとし

ての価値が下落するように思えるがあながちそうでも

ない.例えば%を温度の関数として測定すると，図 4の

ようにガラス転移点Tgが大きく増加するので，これを

T
gを決める手法として使えることが知られている 20)

が， Tgでこの顕著な屈曲は，集団的なセグメント運動

が解放されたゴム状態で，Psが、空孔をより大きく掘

る。ことが出来るようになったためと考えられる. Ps 

は能動的なフ。ロープなのである.

PVA 寸3.0
2.1 

，、2，h，崎，、 1.9 
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図4 ポジトロニウム寿命測定によるガラス転移点測

定の例 (polyvinylalcohoI) 

T3を温度に対して測定していくと Tgで屈折す

る.これは号与がTgで屈折することと相関して

いるが，Psが空孔を、掘る。性質によって， Ps 

による測定では屈折がより顕著である.
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o-Ps強度13が空孔密度と正の相関を示す理由はよく

理解されていない.ポリマーの中でPsが形成される機

構，空孔にトラップされる機構が分かっていないため

である.筆者は(10)式のPs形成のエネルギ一関係の中

で. Epsを(Psが入っていく)空孔内のPsエネルギーに

とることを提案した34)が，そのように考えると.(10)式

が成り立たなくなるような臨界的な空孔径が存在する.

その臨界は前駆体e+， eーのエネルギーに依存する.我々

はポリマーフィルム中のCO2やCH4の拡散係数としと

を比較して，これらの分子が見る空孔よりも大きい空

孔をPsは見ることと結論した35)が. CO2やCH4の幾何

学的直径はそれぞれ0.34.O. 38nmであるので.Psはそ

の幾何学的な大きさ(直径0.105nm)に比べ温かに大き

な空孔でなければ入れないことになる.これは上記の

エネルギー的な臨界条件によるものであろう.

Psの形成が電子のエネルギー準位に依存すること

は，ポリフェニル団体について電子親和力が増すとと

もにPsが生成されにくくなる事実36)などによって知

られていたが，最近我々は一連のポリイミドについて

Ps形成実験を行い，電子親和力の大きい無水酸モイア

ティを持つポリイミドでPs強度が小さいことを見い

だした(図 5)37) 電子親和力が大きいことは-Eeーが

大きくなることなので. (10)式を満たすEpsの値は小

4ト o I O~ xr屯 1.38eV 
。。
0 ・o _ 

t"¥ ~ 0 
.めo 0 

ト

ω
C
¥
 .2 .::0-0: 

BPOA ¥.羽 eV。
E 

~ 21-+・
‘4二 1 ・・
:二~ +. 
ω1 ・0... トロ。

• 
竹刀10:1.55 eV iiよ-yRソート

o 0 

Generol SlrUCfure 

10 20 
o-Ps intensity /覧

0トilD 

4 

ロ1 lX 
PUI)A 

1. 90 eV 

図5 図 5 種々のポリイミド中のo-Psの寿命巧と

強度13無水酸モイアテイ (R1 :右の化学式)とジ

アミンモイアテイ (R2 :化学式はここには表示

していない)の組み合わせで種々のポリイミド

が出来るが，それらのPsの寿命と強度はRlによ

ってグルーピングされ，電子親和力(右端の数

字)の大きいほどPsが作られにくい.カプトン

(1D)でPsが作られないことは強い電子親和力

のせいであることがこの実験によって説明され

アこ.

8 

きくなる.これはPs形成可能な空孔径の臨界が大きく

なることを意味するので.Ps形成サイトとなる空孔の

数は少なくなることになる.従ってしは小さくなる.こ

れは，ポリマー中をe+とeーが動き回り，都合の良い大

きさの空孔の位置で共鳴的に結合して孔の中の (vir-

tualな)エネルギー準位に入り込む…という描像であ

るが，これがどの程度正しいのかは今後は委ねられる.

図 5は電子親和力は13を小さくするだけでなく .'t3 

も小さくすることを示している.ガス拡散のデータか

らはどのポリイミドにも同じような大きさの空孔があ

ると考える根拠があるので.'t3が小きいことを空孔径

の違いに求めることは出来ず.o-Psが電子親和性のモ

イアティに引きつけられているものと考えなければな

らない.閉じ無水酸塩をベンゼンの溶液にしてPs形成

実験を行なう モデル実験では

1/ r3=tlo-ps=んω Off+k[X] (16) 

の関係でo-Ps寿命と無水酸塩濃度 [X]が関連付けら

れて (λplCk-Offはベンゼンの中のPsの消滅速度. kはPs

と無水酸塩の反応速度定数)Psとモイアティとが反応

することが示され3へこの考えが裏付けられている.

5.最近の話題から

5. 1 2つのオルトポジトロニウム

テフロンやポリエチレンのようなポリマーでは寿命

の異なる 2つのo-Psがあることは古くから知られて

いた.最も単純な解釈は物質の不均一性に帰するもの

で，非品部のo-Ps(寿命が長い)と結品部のo-Ps(寿

命が短い)とがあるとするものであるが，寿命の短い

o-Psの帰属はまだ決着がついていない.

10年ほど前，ヘキサンなどの有機溶媒の中にも 2つ

のo-Psがあることが見いだされた38) 図6に溶媒の陽

電子消滅寿命スペクトルを寿命の分布として解析する

ソフトウエアMELT2川こよって求めた結果を示す.水

では1ns程度の成分と2nsの成分があるが，これまでは

この 2つの成分が分離されずに1.8nsの寿命として認

識されていたことになる.いくつかの溶媒中で見つか

っている -1nsの第 2のo-Psの強度は第 1の成分の強

度(長い寿命成分)より小さい.平出はこの-1nsの成

分は.o-Psが放射線分解による活性種と反応した結果

によるものであると提案している39) 類似の解釈では

あるが.Stepanovはshorttrackが膨張している初期の

段階でo-Psと活性種との反応が速しある程度膨張し

てしまうと反応が遅くなるというモデルで解析してい

る叫.そこでは.o-Psの消滅速度がshorttrackの拡散

に伴って時間依存していることになる.

放射線化学
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図6 室温液体中の陽電子寿命スペクトルの寿命成分

の分布 (MELTによる)

水についてし 2nsの2つのピーク， n-ヘキサン

について1.5，4nsのつのピークがo-Psに帰属さ

れる.図からはベンゼンには 1つのo-Psしかな

いように見えるが1.7ns'こ極めて小さな成分が

ある.1 -1.5nsのこれらの小さな寿命成分の正

体はまだ明らかになっていない.

3節で述べたように， short trackモデルによれば

epithemal過程とスパ一反応という生まれの異なるPs

がともに観測されるような状況を想定することが可能

である.ここで述べた 2つのPsがこのような生まれの

違いによるものなのかどうか，まだ分かっていない.

いずれにしても， 2つのPsの問題は放射線化学と密接

に関係している可能性が高い.

5. 2 o-Psの移動度

溶媒に反応性の添加物を加えるとo-Psの平均寿命

第 63号 (1997)

%が小さくなることがあるが，それに式(16)をあては

めて速度定数kを求めることはポジトロニウム化学の

常套手段である.これにスモルコフキス一式を適用し

てPsの拡散係数を求めると， Dps= 10-←-5cm-2s-1の

程度になるが，これはPsパフソレの拡散係数を求めてい

ることになる.最近ボリマーにドープした添加物と 0-

Psとの反応について同様の試みが行われ40，41)，拡散係

数は液体の場合よりも 1桁以上小さいという結果

(Dps = 1O-6cm-2s-1
)が報告されている.これは 1-2 

nsという短い時間の聞に数ステップしか動かない状況

に対応するので，酔歩の問題の適用性に注意しなくて

はならないが，、o-Psは動きにくい。と結論づけること

には問題はない. o-Psがポリマー中で動きにくいこ

と，そしてそれはo-Psがポリマーの空孔に深く捕捉さ

れているためには違いないことはほぼ間違いがない.

さて rpsは空孔を探しかっ掘る」特性があることを

先に述べたが，空孔を探しかっ掘っている過程は速く

てrealtimeで、は観測出来ないであろう. "3という値に

よって我々が観測しているのは， 空孔を探しかっ掘っ

た最終の結果の「空孔に捕捉されたO-PSJからの消滅

速度であると思われる.とすればその拡散係数が小さ

いことは何の不思議もない.

ポリマー中のo-Psの反応速度定数の温度依存性も

測定され，活性化エネルギーが 3-6 kJmol-1と求め

られた叫41) 同じボリマー中のガス分子の拡散係数

(20-40kJmol-1
) に比べて格段に小さい活性化エネ

ルギーは， Psの移動が熱活性化によるものではないこ

とを示唆している.Psが空孔から近くの空孔へわたり

歩く動きはトンネル効果によるが， Psの零点エネルギ

ーが高いことと，空孔径が分布しているために量子力

学的なエネルギーマ ッチングのある空孔を探すことが

困難なことが，移動が遅いことの原因だろう， と我々

は推定している.

5. 3 構造緩和

polystyrene43
)， polycarbonate44

)， poly (vinyl ace-

tate) 45)をガラス転移点以上の温度から急冷した後効

果 (aging)を陽電子消滅で追跡出来ることが報告され

た.これらの結果では，巧と13の一方または両方が日の

時間スケールで小きくなっているので，ゴム状態また

は溶融状態から急冷によってクエンチされた状態が平

衡状態に向かつて緩和していくものと考えられた.さ

らに，ポリマーの緩和現象は空隙と密接に関係してい

るであろう .従ってPsのτ3としを温度の関数として測

定してその変化が検出されれば，すなわちポリマーの

9 



， 

構造緩和を検出したことになるという論法で"polyeth-

yleneやpolystyreneのガラス状態での緩和を検出した

とする研究も発表されている州.

しかし温度を下げると13が常に小きくなるわけでは

ない.図 7-A刊)に， polyethyleneの温度を室温からス

テップ状に低温に変化させると，近づいていく平衡状

態の13が小さい場合と大きい場合があることを示す.

別の結果(図 7-B47
)) に示すように， τ3は単調に変化

するが， 13はTg1を境にしてV字型の変化を示す.v字

が現れる理由， とりわけTgより低温で'13が大きくなる

原因は議論のあるところであるが，筆者は液体 (Tm以

上)と剛性固体 (TgII以下)で13が等しいことに注目す

る.スパーモデルによれば， Ps形成を抑制するために

は前駆体をトラップすればよい.液体と剛性国体の両

極端で、はそのようなトラッピングサイトは無いが，中

間の温度領域では種々のセグメント運動がトラッピン

グサイトを提供しているので， v字型が現れるのでは

ないだろうか?
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5. 4 収着機構の研究

ポリマーにガス分子を接触させると，ガス分子は空

孔を埋めて，または鎖に溶け込んで収着される.典型

的に前者がLangmuir型の収着，後者がHenry型の収着

と呼ばれる.Psから見ると前者は有効な空孔が少なく

かっ小さくなるので， τ3，13ともに小さくなる.図 8に

異なるポリマーにベンゼンを収着させたときのポジト

ロニウムの寿命と強度の変化を示すが， polyimide (ガ

ラス状態)ではこの典型的なLangmuir型収着が迅速

に起きている.polyethylene (ゴム状態)では勾， 13が

反対の方向に変化しているのは，典型的なHenry型の

収着によるものであり，収着分子が鎖に溶け込んで集

団的なセグメント運動をともに行う状態では，ポリマ

一分子鎖聞の結合がゆるんで自由空間の分布が広がる

(可塑化).このためPsがより形成しやすしかっPsの

空孔は大きい.

このようにPsは異なる収着機構を全く反対の効果

と感じる.図 8では， polyimideについてLangmuir型

の収着の後に徐々にHenry型の収着が進行していく様

子も観測されているが，収着の進行状況をこれほど鮮

明に分離して示す手段は他にないであろう . さらに図

8のpolycarbonate(ガラス状態)についての同じ実験

結果では， 13が減少してτ3が増加しており， 2つの収着

機構の混合のように見える.これはLangmuir型収着

と同じく収着サイトがあってそこでは収着のために

Psの捕捉効率が低下しているが，一度そこに捕獲させ

回ι
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12 
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temperatu~e 

polyethyleneのポジトロニウム寿命と強度の温

度依存性

A:試料温度を室温から低温に変えると， 13が長

い時間をかけて大きい方向あるいは小さい方向

に緩和して行く .B:巧は温度に対して単調に変

化するが， 13はTg1を境にV字型の依存性を示

す.
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陽電子消滅をやっていた研究者も有機固体やポリマー

を手がけるようになってきている.その裏には金属な

どでは課題が少なくなってきたという事情もあるのだ

が，おかげで，例えば、スパーモデルグが全く理解さ

れなかった一昔前とはだいぶ雰囲気が違って化学の言

葉が少し通じやすい.

本稿の話題がポリマーに偏っているように見えるか

もしれない.そこには筆者の興味と読者を想定した選

択が働いていることは否めないが，最近の傾向を反映

していることも確かである.実際最近ポリマーの陽電

子消滅の論文の数は多い.紙数の関係で本稿から割愛

せざるを得なかった話題の多くはポリマーに関係して

いる.その中では日本の陽電子研究が健闘している.

最後に，現在最大の課題はPsの生成機構を解明する

ことであることを強調したい.これを明らかにしない

ままでは， 13と、空孔の数。との関係を正しく解析でき

ない.放射線化学の研究者に多くが期待されていると

思う所以である.
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〔解説〕

無極性液体中の過剰電子

東京大学大学院総合文化研究科 伊藤健吾

An overview of the current status of our understanding on the behavior of electrons excessively introduced 

into nonpolar liquids is given， The drift mobility of the excess electrons is the main source of information 

togerher with the conduction band energy (Vo) • The magnitude and the temperature， liquid density and 

electric field dependence of the drift mobility reflect the nature of the interaction between the electrons and 

the liquids. Transport mechanism of the electrons is discussed based on the behavior of the drift mobility， as 

well as on the available Hall mobility data. Finally， an investigation on the role of the short range， repulsive 

part of the electron-molecule interaction， and cavities in liquids is proposed. This is an issue which should be 

addressed in the future in order to arrive at more comprehensive understanding on the behavior of excess 

~ electrons in nonpolar liquids. 

Key Words : nonpolar liqud • excess electron ・driftmobility ・Hallmobility ・V。

1.はじめに

放射線照射によって生成する荷電種のーっとして，

凝縮相中での過剰電子の挙動を解明することは，放射

線化学の重要な課題の一つであるが，実は筆者の基本

的な興味は，むしろ物理的で，液体中に電子を 1個放

り込むとどうなるだろうかという点にある.同じ凝縮

相でも固相の場合，特に結晶固体には，完全結晶とい

う理想的モデルがあり， Blochの定理により電子の波

動関数は全空間に広がる.勿論， 結晶固体でも完全結

品の近似が成り立たない場合，例えば，格子欠陥が存

在する場合，あるいは，ポーラロンのように格子が歪

む場合などは話は別であろうが，いずれにせよ，完全

結品の性質が研究の基本的な出発点となることは確か

であろう.液体中では分子の配置が固体に比してラン

ダムであり，長距離秩序が失われる.その結果，非局

在化状態の存在に関して何ら保証はなくなる. しかし，

このような液体中でも，系中を自由に動き回る非局在

化状態電子が現実に存在する.良く引き合いに出され

る例は，水銀の電気伝導であるが，これにはトリック

Excess Electrons in N onpolar Liquids 

Kengo Itoh 

がある.金属の場合， もともと電気伝導に寄与するの

はFermi面近傍の電子のみである. Fermi面より下の

エネルギー準位にある大多数の電子はもともと電気伝

導には関与しないのであるから，これらの準住がたと

え乱雑さによって局在化しても全体の電気伝導に及ぼ

す影響は小さい.この点から見ると，液体の乱雑さに

敏感なのは，半導体，あるいは，絶縁物にごく微量の

電子を導入した場合であろう. ところが，実際に電気

絶縁性の液体に導入された過剰電子の挙動を支配する

因子でわかっているものは，液体という凝集状態の性

質よりもむしろ液体を構成する分子の性質である.一

般に，分子の電子親和性が高ければ，電子はその分子

に付着し陰イオンを形成する.電子親和性が低い場合

には，分子の極性の強弱が問題となる.極性が強けれ

ば，周囲の分子を配向させた溶媒和状態が安定となる.

そこで，液体という凝集状態の性質と過剰電子の挙動

の関係を調べる上で問題となるのが，電子親和性が低

く，極性も弱い分子から構成される無極性液体である.

無極性液体中での過剰電子の状態は液体の種類に応
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じて局在から非局在まで広範囲に変化する.希ガスの

場合，一方の極限は液体ヘリウム中のバブルであり，

電子は周囲の原子を押しのけ液体中に空孔を作りその

中に安定化する 2) 他方の極限は液体アルゴン中の非

局在化状態電子である.炭化水素液体の場合，異性体

であるノルマルペンタンとネオペンタン(2， 2-ジメ

チルプロパン)を比較すると，電子の移動度はそれぞ

れ， 0.14およひr70cm2/Vsで， 50倍もの差がある.ノル

マルペンタンでは，電子は主に局在化状態にあり，ネ

オペンタンでは非局在化状態にあると考えられている.

同ーの範曙にある液体なのに何故このような違いが出

てくるのか，電子親和性 ・極性に相当するキーワード

が存在するのかは未解決の問題である.希ガスの系列

に関していえば，電子原子聞の斥力的相互作用の強弱

が鍵となりそうであるが，無極性液体すべてに通用す

る統一的な理解には到達していないのが現状である.

本稿では，無極性液体中の過剰電子について，移動度

やV。の測定値から得られる情報，過剰電子の状態につ

いての理解の現状について概観したい.

2.移動度

移動度μは，電場下に置かれた電荷担体が電場方向

に獲得する平均の移動速度Vdの電場の強きEに対する

比例定数である:

Vd二 μE (1) 

物質中での電荷担体の動き回り易きの尺度となる.試

料さえ充分に純粋なものが得られれば，どの無極性液

体中でも電子移動度の測定が可能で、あるため， V。と共

に広く測定されてきた2-4)無極性液体中での過剰電子

の挙動に関する主要な・情報源である.移動度を測定す

れば， 電子の動き易いがわかる. しかし，それ以上の

情報を引き出そうとすれば何等かの解釈をしなければ

ならない.場合によ ってはこの解釈が一通りではなく，

決定的な結論が導き出せない事 も多々ある.

2. 1 絶対値

移動度を測定してまず第一に問題となるのがその大

ききである.一般に，移動度が 1cm2/Vs以下ならば電

子は主に局在化状態に， 10cm2/Vs以上ならば非局在化

状態に分布していると考えられている.詳 しくは3-1で

述べるが，局在化の基準として 1cm2/Vsを持ってくる

のは，電子が非局在化状態にあると仮定すると 1cm2
/ 

Vs以下の移動度が説明できないからである.非局在化

の基準として10cm2/Vsを用いる根拠はやや暖昧で状

況証拠的な面がある.両者の中間の移動度 1-10cm2
/ 

14 

Vsの領域では，電子は局在化状態 ・非局在化状態聞に

平衡分布するものと考えられている.

2. 2 液体依存性

先に挙げたぺンタンの例でもわかるように移動度の

大きさは，液体の巨視的な性質が似通っていても大き

く異なる.移動度， Vo，液体構成分子の幾何学的形状

の 3者の相関は周知の通りであり，より対称性が高い

分子からなる液体中では移動度は大きく， V。値は低

い.この相関は，実は，移動度とVo，V。と形，形と移

動度の 3つの相関を一度に表わしており，それぞれ分

けて考えるべきである.形と移動度の相関に関しては，

分子が鎖状の場合，液体中で電子が感じるポテンシャ

ルには凹凸が激しく，電子は動きにくくなるというの

が一応の定性的解釈である.移動度とV。の相関は， 局 l

在化のし易さの観点から，非局在化状態の最低エネル

ギー準位V。が高ければ，より局在化状態に電子が分布

し易いと説明できる.この説明だと，果たして比較の

基準が一定であるか否か，つまり，すべての液体中で

局在化状態のエネルギー準位がほぼ一定であるか問題

となる.この問題点とV。と形の相関については後に触

れる.

2. 3 温度依存性

移動度10cm2/Vs前後を境に温度依存性の様子は異

なる.移動度が10cm2/Vs以下の場合，アレーニウル型

の温度依存性

μ=的 exp(-Ea/ks T) (2) 

が観測される.液体によってパラメーターの値は多少

異なるが， μ。は100cm2/Vs，Ea は0.1-0.2eV程度であ

る.この温度依存性が， 電子輸送は局在化電子の非局

在化状態への熱的励起によ って起こるとするいわゆる

二状態レデル(図 1)の有力な根拠となっている.た

だし， 二状態モデルではなく，電子輸送は非局在化状

態を経由する事なしに局在化状態間で直接に起こると

するホ ッピングモデルでもアレーニウム型の温度依存

性に近似的に説明できる.

図 1 二状態モデルでの電子伝導

放射線化 学



移動度がおおよそ10cm2/Vs以上の場合，温度依存性

は比較的弱く，温度とともに増加することも，減少す

ることも，またほとんど変化しないこともある.特筆

すべきは特徴は，より広範囲に温度を変えていったと

きにどの液体でもほぼ共通に移動度に極大が現れる点

であるトlO} 移動度が10cm2/Vs以上の場合，ほとんど

の液体で現れるこの移動度の極大は，温度よりもむし

ろ液体密度の効果であると考えられている.

2. 4 移動度極大

移動度の極大が密度の効果を考える第一の理由は，

気相液相共存下で温度を変える，液体に外部から圧力

を加える，また，超臨界流体を利用するなどの実験的

に媒質密度を変化させる方法に関わらずに，他の条件

。を無視して，移動度を媒質密度に対してプロットする

と，ほぽ同ーの位置で移動度に極大が現れるからであ

る.

ここで，第二の理由を述べる前に， V。をについて説

明しておく .V。は，非局在化状態の最低エネルギー準

位である.希薄気体中では電子分子聞の平均距離は比

較的長く，相互作用は誘起双極子と電子聞の引力であ

るから，この領域ではV。は負で，媒質密度を増加きせ

ると減少する.媒質密度をさらに増加させ液体になる

と，平均の電子分子間距離は短くなり，電子は分子の

斥力ポテンシャルを感じるようになる.この斥力ポテ

ンシャルが優勢になると，今度は媒質密度の増加とと

もにV。も増加するようになる.広い密度範囲でのV。の

媒質密度依存性は，真空中(密度ゼロ)の Oから最初

は減少，次いで極小値を取り，増加に転ずることにな

る.通常の液体の密度では， V。は液体密度とともに増

加する.V。をより定量的に記述するためには，

Springett， J ortner， Cohen 12}によるWigner-Seitzモ

デルが用いられるが，このモデルでは， V。は，分極エ

ネルギ-Upと電子の運動エネルギーTの和として与

えられる.分極エネルギーは，電子が持つ電荷と媒質

との静電的相互作用で，媒質密度とともに減少する.

一方の運動エネルギーは，分子に電子が侵入できない

硬い殻の領域があり，そこから電子の波動関数が排除

されることによって生ずるとされる.空間全体に広が

った波動関数が，細かく見ると分子間に許された距離

の程度で振動しているイメージである(図 2).媒質密

度が増加すると，電子に許される空間は小きくなり，

波動関数はより短い距離で振動しなければならなくな

り，運動エネルギーは増加する.V。が媒質密度の増加

とともに減少するか増加するかは分極エネルギーの減
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図2 SJCモデルでの電子の波動関数

少と運動エネルギーの増加のバランスで決まる.この

理論によれば， V。は液体密度のみの関数となり，温度・

圧力等の他の条件には依存しないため， V。は媒質密度

のみの関数と一般に考えられている.

重要な点は，移動度の極大とV。の極小を与える媒質

密度がほぼ一致するという実験事実にある 13-16}.V。が

最も低いところで移動度が極大となるのである.これ

は， V。と移動度の相関の同一液体版である.この相関

の解釈には3-1で触れるが， 2-2に述べた局在化のし易

きでは通用しない.移動度に極大が現れる液体中では

移動度自体の絶対値が大きく，電子は非局在化状態に

あると考えられるからである.いずれにせよ，やや間

接的ではあるが，媒質密度のみの関数と考えられてい

るV。の極小と，移動度の極大との間に相関があること

が，移動度極大に関しては，媒質密度が他の条件に比

して重要であることの第二の理由である.

2. 5 電場依存性

電場が強くなると，式(1)の比例関係が成立しなくな

ることがある.高電場での平均の移動速度が比例関係、

よりも下方にずれる場合 (sublinear)と，上方ににず

れる場合 (superlinear)がある.ここでも，平均の移

動速度の電場依存性がsublinearあるいはsuperlinear

かは，低電場での移動度の絶対値によって決まる.移

動度10cm2/Vs以上の場合， sublinearな電場依存性

が1日 O}，逆に移動度 1cm2/Vs以下の場合， superlinear 

な電場依存性が観測される 19，21，22}(図 3). sublinearな

電場依存性は，高電場で電子が電場から得るエネルギ

ーを媒質が吸収し切れなくなり，電子が持つ平均の運

動エネルギーが高くなるホットエレクトロンの効果で

あると解釈される.何故，平均の運動エネルギーが高

くなるとsublinearな電場依存性が観測されるかにつ

いては， 3-1で述べる.

炭化水素は分子内に運動の自由度があり，希ガスに

15 
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図3 電子移動速度に対する電場の効果

比べてより効率的に余剰エネルギーを吸収する.その

ため，電場効果が現れるのにはより高電場を必要とす

る.希ガスの場合にも極徴量の分子を混入すると，電

場効果が現れはじめるしきい値の電場はより高くな

る23) superlinearな電場依存'性は，高電場により局在

化された電子がトラップからより引きずり出され易く

なる効果であると解釈される.

3.輸送機構

移動度を測定してわかるのは基本的に電子の動き易

きである.当然ながら，電子が液体中をどのように動

き回るのかが問題となる.

3. 1 散乱機構

局在化状態が関与しない場合，即ち，非局在化状態

中での電子輸送のみを考える場合，結晶半導体中の伝

導帯に類似の伝導状態を想定する.液体中で頭からそ

んな状態を考えても構わないかと異論もあろうが，液

体中でも移動度が半導体並みに大きい非局在化状態電

子が存在することは，厳然たる実験事実であり，議論

の出発点として許されてもよいと筆者は考えている.

この場合に基本となるイメージは電子の散乱である

(図 4).電場がない状態では，電子は媒質中を熱運動

している.この熱運動速度Vthは，3ks T /2=me Vth 2/2か

ら見積もると，室温で120km/sにもなる.電子は平均距

離(平均自由行程)Aだけ走った後に系中の散乱体によ

って散乱され，その運動状態を変えるということを繰

16 

図4 散乱機構による電子伝導

り返している.距離Aだけ電子が走行するのに要する

時間は， τ=A/Vthで、ある.熱運動は，三次元方向に等

方的であり，巨視的に見た電子の平均の移動速度Vdは

ゼロである.

電場下では，電子は電場方向に有限な平均の移動速

度Vdを獲得する.通常の実験条件では， Vdの大きさは，

10-1000m/s程度であり，電子の熱運動速度に比較し

て無視できるほど小さい.そのため，電子が時間τ中に

距離Aだけ移動した後，何か散乱体に衝突してその運

動状態を変えるという事情に変わりはない.

ここで，移動度とA，Vthの関係を求めるために，時間

τ内での，電子の運動量変化を考える.時間τ内に電子

が電場から獲得する運動量は，一回の散乱によってす

べて失われるものと仮定する.散乱の直後の電子の電

場方向の平均の移動速度はゼロ，その後電場によって

次第に加速され，次の散乱の直前には2Vdになる.した

がって，時間τ内に電子が電場方向に獲得する平均の

運動量は， me *2Vdである.この運動量変化は，力積eEτ

に等しいから，

2me*Vd=eEr 

vd=eEr/2me * 

=eEA/2me *Vth 

なる関係が導ける.移動度の定義式(1)から，

μ=eA/2me *Vth (3) 

である.平均自由行程Aが短いほど，また，電子の熱運

動速度が速いほど，移動度は小さくなる.2-5で述べた

sublinearな電場依存性は，電子が電場から過剰のエネ

ルギーを受け取った結果，電子の熱運動速度が増加す

る効果である.

その物理的意味から，平均自由行程が媒質分子間の
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平均距離よりも短くなることは有り得ない.液体によ

って異なるが，室温液体の平均の分子問距離はO.lnm

のオーダーである.(3)式によれば，平均自由行程が0.1

nmになるのは，移動度が 1cm2/Vsのときである.した

がって， 1 cm2/Vs以下の移動度は，電子が非局在状態

にあるとことを前提とした (3)式では説明しきれない.

これが， 2-1で，電子局在化の基準として移動度 1cm2
/ 

Vsを持ってきた理由である.

(3)式より進んだポルツマン方程式による取り扱い

では24)，移動度の表式は，

μ=(2e/3)(2/ 7rm*kB T)山 xA (4) 

で置き換えられる.以下に取り上げる四種の理論はす

べて，この(4)式で表わされる.平均自由行程Aが理論

によって異なるだけである.

希薄気体のように，系中に散乱断面積σの散乱体(分

子)が単位体積当たり N個，ランダムにある場合には，

A=1/Nσ ( 5 )  

である 25)

液体では，希薄気体と異なって，分子の配置は完全

にはランダムではない.CohenとLekner26
)は，この液

体構造の効果を，液体の構造因子S(K)の長波長極限

S (0) =NkB TXTによって取り込み，

A=l/NS(O)σ (6) 

とした.アルゴン中の電子移動度が固体の融解に際し

てはぽ1/2に減少する実験結果が，等温圧縮率の変化と

して説明できる 27) しかし，このままでは2-4に述べた

移動度の極大が説明できない.表式中の支配的因子は

等温圧縮率であり，等温圧縮率は温度を下げた時ある

いは密度を増加させた時に単調に減少するからである.

また，等温圧縮率が発散する臨界点近傍でも問題が出

てくる.

西川ら却}は，等温圧縮率の替わりに断熱圧縮率Xsを

用い， S(K) -NkB TXs=S(K)とした.

A=l/NS(K)σ(7)  

この場合の移動度の表式は，半導体中の音響フォノン

散乱によるそれmと一致し，圧縮率の置き換えという

よりも，半導体中の理論をそのまま持ってきたという

方が解り易いであろう .この方法で，直鎖状炭化水素

超臨界流体中での臨界密度近傍の移動度の挙動がうま

く説明できる凡30-32) 電子が見ているのは， S (0)が

表わす長波長極限の媒質の構造ではなく，有限距離の

構造であり，断熱圧縮率による等温圧縮率の置き換え

はこの効果をeffective'こ取り込んでいるのであろう .

しかし，移動度の極大は依然として説明がつかない.

また，この式が有効なのは直鎖状炭化水素に限られる.

第 63号 (1997)

この制限に関しては 6で触れる.

移動度の極大を説明する一つの見方は， (6)または

(7)式で，分子当りの散乱断面積σが媒質の密度と共に

変化すると考える方法である.大雑把にいって，電子

分子聞の相互作用は遠距離で引力，近距離で斥力であ

る.希薄ガス中では分子同士が遠く離れているために

電子は個々の分子のポテンシャル全体を感じる. しか

し，媒質の密度が高くなってくると，それぞれのポテ

ンシャルの裾野が重なり合うようになってくる.国体

物理で言うところのマフィンティン型のポテンシャル

を考えなければならない状況になってくる.希薄気体

中での相互作用が引力的であり散乱長が負でも，充分

に密度が高い液体中では遠距離の引力ポテンシャルは

隣同士重なり合い，結果的に散乱に寄与するのは近距

離の斥力ポテンシャルのみになり，散乱長は正となる.

すると，どこか中間の密度で，引力と斥力のポテンシ

ヤルの効果が互いに打ち消し合い，散乱が最小となる

点があるはずである.これが移動度の極大に相当する

というのがLeknerの有効ポテンシャル理論による説

明である 33，34)

移動度の極大を説明するもう 一つの見方は，個々の

分子を散乱体と考えずに，液体全体を電子が運動する

場と考え，伝導状態の底のエネルギーV。の空間的揺ら

ぎを散乱のポテンシャルとして使う変形ポテンシャル

理論である.V。は液体密度のみの関数と考えられるか

ら，この散乱ポテンシャルは，液体密度の局所的揺ら

ぎdNに起因する.

ムV=(avo/ aN)dN 
移動度の計算の途中で，密度揺らぎを投じて液体の構

造因子がここでも入ってくる.Cohen-Leknerの式同

様に長波長極限S(0)を用いると， Basak-Cohen 35) 

の式

A=l/NS(O)σBC 

σBC=(me*/π炉) IVo'12 (8) 

が得られる.この理論では，移動度の極大は，散乱ポ

テンシャノレムVが最小となる結果であると説明される.

3. 2 ニ状態モデル

ここまでは電子輸送に局在化状態が関与しない場合

を考えてきた.電子局在化の効果が効きはじめ，電子

がある程度の時間を局在化状態で過ごし，動かずにい

た場合はどうなるか.基本となる考え方が二状態モデ

ルで制ある(図 1). 電子が非局在化状態・局在化状態

にある平均の時間をそれぞれ九 τ1としよう .引は非居

在化状態にある電子が局在化されるまでの平均の時間，
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気は逆に局在化された電子が非局在化状態に熱的に励

起されるまでの平均の時間である.全体の移動度は電

子が非局在化状態にいるときの移動度μfと，局在化状

態にいる時の移動度μtとの重み付きの平均で与えられ

る.

μ= (μrfr+μt ft) / (fr + ft) 

μfに比べてμtは非常に小さいと考え られるのでμtの項

は通常無視する.μrとμtの比は. N r• Ntをそれぞれ非

局在化状態，局在化状態の状態密度.Eaをトラップの

深さとして，

fr/ ft = (N f/N t)exp(ー Ea/kBT)

と評価できる.電子がトラップされている時間気が，自

由でいる時間句よりはるかに長ければ，

μ=μfrr/( rr+ ft)=μf( ff/ ft) 

=μf(Nr/Nt)exp( -Ea/kB T) (9) 

となる.移動度のアレーニウス型の温度依存性が説明

できる.

3. 3 ホッピング伝導

さらに，局在化が進み，電子が実質的にすべての時

間をトラップされるようになった場合はどうなるだろ

うか. トラップされた電子が周囲の構造ごとイオンの

ように動いていくのが一つの可能性であるが，実際に

観測される電子の移動度は分子性イオンに比較すると

温かに大きく，他の可能性を考えなければならない.

二状態モデルの延長で考えると，電子が非局在化状態

にとどまる時間が短くなり. -!i励起された電子が一

度の散乱にも会うことなく再びトラップされてしまう

ことも考えられる.また，非局在化状態を経由しない

方がエネルギー的に有利となるかもしれない.いずれ

にせよ，中間状態の性質をあまり問題にせずに， トラ

ップ聞を直接に電子が移動するランダムウオークと見

た方が良さそうである(図 5). このような機構をホ ッ

ピング伝導と呼んでいる.

移動度は拡散係数Dによって， μ=eD/kBT(Ein-

steinの関係)と表される.拡散係数は，ホッピング長

をλ，ホッピング周波数を νとすれば三次元ではλ2ν/6

で与えられ37)，

μ=e.-12ν/6kB T (10) 

である. 三次元のランダムウオークの一般的な式であ

るが，中間状態への活性化エネルギーをEaとすると，

ν= voexp ( -Ea/kB T)であり 38).これでも移動度のア

レーニウス型の温度依存性が近似的に説明できる.
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図5 ホッピングモデルでの電子伝導

4.局在化状態

局在化状態の抽像として現在受け入れられているの

は，基本的にはバブル状態である.ただし，液体ヘリ

ウム中のパフソレが半径2nmにも及ぶのに対して，炭化

水素液体中では半径0.3-0.4nm程度の分子サイズの穴

が想定される.炭化水素に対するバブルモデルの適用

性の根拠としては，液体ではないが.Kevan39
)らが3-メ

チルペンタングラス中での局在化電子に対するESR

スピンエコーの実験から，局在化電子は0.30-0.32nm

程度の距離にある18-21個の等価な水素に固まれてい

るとしていることが挙げられる.

2-3で述べた移動度とV。の相関の説明では，局在化

状態のエネルギー準位が液体によらず同じであること

を仮定した.この仮定は，局在化状態がバブル状態で

あると考えれば正当化される. もし，穴のサイズが液

体の種類によらずに同一ならば，電子の運動エネルギ

ーは同程度，液体の誘電率は炭化水素の場合どれも 2

程度であるからBornの式で計算される分極エネルギ

ーも同程度と期待されるからである.

局在化状態が安定となる条件は，電子が局在化され

ている時のエネルギー準位Etが，電子が局在化されて

いない時のエネルギー準位Efよりも低いことである.

Efとしては普通はV。を持ってくる.Schiller40
)は. Et 

は，電子のエネルギー，バブルの表面エネルギー，圧

力に逆らってバブルを作る仕事pVの 3項からなると

した.分極エネルギーは電子のエネルギーに含めて考

える. ところが，実際に計算をしてみると，バブル状

態がエネルギー的に安定とならない.安定にするため

には，バブルの周囲だけ局所的に誘電率が高くなるよ

うな状況を想定しなければならなくなると 言うHam-

mer州らによる批判が出てきた.彼らは，誘電率が局所

的に高くなる原因としてCHの持つ電気双極子を挙げ

ている.木村ら 42)の半連続体モデルでは，分子形状の効

果をより直接に取り込むためにC-C結合の分極率の異

方姓を考慮し，最接近分子をEtが最も安定となるよう

に配置する.一方，市川・吉田川の電縮モデルでは，バ

ブル周囲の液体密度が電荷一誘起双極子聞の引力的相

互作用のため局所的に高くなるとする.一体，どれが

真実なのか，未だに未解決の問題だと筆者は考えてい
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図6 直交する静電磁場下での電子の移動速度

'る
5.ホール移動度

静電場E，静磁場Bのもとで電子が獲得する平均の移

動速度vdは，

Vd=向E+仰向ExB (11) 

で与えられる(図 6). ここで， μHはホール移動度であ

る.通常の意味での移動度を仰と区別するために， ド

リフト移動度の意味で仰と書いた.Jidは，電場から電子

が受ける力eEに対応して電子が獲得する平均の移動

速度vdに対する比例定数を素電荷で割ったものであ

ったが， μHは，見かけのLorentz力eVdx B=e的 ExBに

対応、して電子が獲得する平均の移動速度のLorentzfJ

の方向の成分に対する比例定数を素電荷で割ったもの

である.

ホール移動度に見かけのLorentz力に対する電子の

動き易さの尺度であり， LorentzfJは，非局在化状態に

あり運動している電子に しか働かない. したがって，

ホール移動度は非局在化状態電子の移動度であるとい

われるが，そのより詳しい説明のために，二状態モデ

ルを考える.電子は，単住時間内のうち，気/(τ"t+T，) 

だけ， トラ ップされて動かない状態にあり，電子輸送

は，電子が非局在化状態にある τ'r/(τi+句)のうちに起

こる.簡単のために電場と磁場が直交している状況を

考えると，単位時間内に電子が電場方向に移動する距

離dEは，速度μ，Eと時間負/(気+τ")の積

dE=μ，Ex n/(rt+ n) 

である.ここで， μfは非局在化状態でのドリフト移動度

である. ExBの方向の移動距離dLも同様に， μf(H) 

を非局在化状態でのホール移動度として，

dL=μ，(H)μ，EBxη/(れ+η)

第 63号 (1997)

である.

ここでもう一度定義式に戻って，単位時間内の全体

の移動距離dEを考える.電場方向には速度μdEと時間

1の積

dE=μdE 

で，これと先の結果を比較すると，二状態モデルによ

る移動度の表式が得られる.ExB方向では移動距離dL

は，速度仰向EBと時間 lの積

dL=μHμdEB 

となり，これも先の結果に等しいはずである.両者を

比較すると，州=μ，(H)が得られる.すなわち，観測

されるホール移動度は，電子輸送に局在化状態が関与

するか否かに関わらずに，非局在課状態での電子のホ

ール移動度である.また，ホール移動度のドリフト移

動度に対する比は電子局在化の程度に依存し，

μH/μd=(μH/μ，)(1 +れ/rt)

となる.

ホール移動度仰と非局在化状態電子のドリフト移

動度的は厳密には別物である.しかし，ポルツマン方程

式による取り扱いで，

μH/μf=< r2>/< r>2 

なる関係があることが示せる州.厳密に言えば自乗の

平均と平均の自乗の差があるが，緩和時間τに余程妙

なエネルギー依存性がない限り，この比の値はおおよ

そ 1である.ホール移動度は，非局在化状態電子のド

リフト移動度とほぼ同じと考えてよい.

実際的に得られるホール移動度とドリ フト移動度の

比は，電子輸送に局在化状態が関与せずに電子が非局

在化状態にある場合には，ほぽ 1程度の値，局在化が

進み，電子がある程度の時間をトラップきれて過ごす

様になると，その分だけ 1よりも有為に大きな値とな

ってくることが期待される.室温液体の場合， ドリフ

ト移動度の絶対値が10cm2/Vs以上のテトラメチルシ

ラン (μd= 100cm2 /V s)，ネオペンタン (70)， 2， 2-ジ

メチノレフ.タン (12)， 2， 2， 4， 4-テトラメチルペン

タン (28) では，この比はいずれも 1程度とな

る45-50) しかし，ドリフト移動が6.5cm2/Vsと10cm2
/

Vs以下のイソオクタン(2， 2， 4-トリメチルペンタ

ン)の場合には， 3.5と 1より有意に大きな値とな

る刷.電子局在化が起こりはじめる境界はドリフト移

動度にして10cm2/Vs前後にあることになる.

イソオクタンの場合，二状態モデルを用いて，上旬H/

仰の温度依存性から電子局在化に関してもう少し詳細

な情報を引き出してやることができる 50) 3-2では，

Nt， N，をそれぞれ局在化状態，非局在化状態として，
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それぞれ唯一つのエネルギー準位を時黙のうちに想定

したが，非局在化状態の方に結晶半導体類似の伝導状

態を考えると，

μH/μd=(μH/μf) x (1 + (Nt/Nf*)exp(Ea/kBT)) 
~(1 + (Nt/Nf*)exp(Ea/kBT)) 

Nf*=2(2πm本kBT/h2)1/2 

となる 51)ここで， Nf*は，非局在化状態の有効状態密

度である.有効質量として静止質量を用いてしまえば，

実験値の温度依存性から，パラメーターの値として，

Ea-0.05eV， Nt- 8 X1018cm-3が得られる.厳密に言

えば，得られたパラメーターの信頼性には，例えば，

Ea， Nt， mXの温度依存姓など，多少の問題はある.し

かし，イソオクタン中での電子トラップの深さが熱エ

ネルギー程度の浅さであることは確かであろうし，

Nt，いわゆるpreexistingtrapの濃度の見積もりはお

そらく 1桁程度の精度はあるであろう.特に， Ntは筆

者が知る限り，これが現在までになされた唯一の見積

もりである.
SJCモデルでのハードコア半径と運動エネルギ

ーの関係

く説明できそうである.

2-4で述べたV。のWigner-Seitzモデルでは， V。は，

分極エネルギーUpと電子の運動エネルギーTの和と

して与えられる.分極エネルギーは，誘電率に大差が

ない炭化水素ではどの液体でもほぼ同じであり，一方

の運動エネルギーは，分子のハードコア半径が大きけ

れば，大きくなる(図 7).V。値が高い液体の場合に

は，分子のハードコア半径が大きいと言う事になる.

ここで，対称姓が高い分子は外側にメチル基ばかりが

出ており，電子分子聞のポテンシャルはほとんどこの

外側のメチル基によって決まる.一方，直鎖状の分子

では両端のメチル基以外に， C-C結合が外側に出てく

る. したがって，相互作用はより斥力的になり，ハー

ドコア半径が大きくなると仮定すれば，分子の形とV。

の相闘が定性的には説明できる.

分子形状と移動度の相関も，分子の外側にメチル基

以外の，電子と斥力的に相互作用する部位が出ている

場合， V。値が高くなり，電子はより局在化し易くな

る. したがって，移動度も小きくなると説明できる.

3-1で述べたように，式(7)で超臨界流体中での移動

度が記述できるのは直鎖状炭化水素に限られる.これ

は，媒質密度を変化させ，平均の分子間距離を変えた

ときに，電子分子聞の相互作用ポテンシャルのうち遠

距離引力部は隣接分子のそれと重なり合いやすいが，

放
，u.ι 
寸ー化線射

図7

6.希望的観測

これまでも.筆者の主観的な立場が随所に現れてき

たが，ここからはさらにその色合いが濃くなる，最初

の疑問‘液体中に電子を 1個放り込むとどうなるたろ

うか γに戻る.この質問に答えるためのキーワードと

して分子の電子親和姓と極性が重要であることは明ら

かであろう.これらのキーワードに続くものとなるか

どうかは保証の限りではないが，少なくとも今後の研

究上の鍵となりそうだと筆者が考えているのが，電子

分子聞の近距離斥力ポテンシャルと液体中の空孔の二

つである.

LiuとBeme2)は， エタン液体中の電子状態の計算機

実験を行っている.このとき， 電子ーエタン聞のポテ

ンシャルとして，両端のそれぞれのメチル基にメタン

と同形のポテンシャルを振り分けた2sitemodelと， c
-c結合上にさらに斥力ポテンシャルを置いた3site

modelの二通りの計算を行った. C-C結合上の斥力ポ

テンシャルは，c-c結合の分極率の異方姓，結合電子に

よる反発を考慮した結果である.計算の結果，電子局

在課は2sitemodelでは起こらず， 3site modelで起こ

り，新たに導入したc-c結合上の斥力ポテンシャルの

存在が電子局在化には必要であることがわかった.飽

和炭化水素の場合，電子分子間ポテンシャルを構成す

るのは，末端のメチル基とc-c結合上の斥力ポテンシ

ヤルであると考えると，定性的にではあるが，過剰電

子の挙動に対する分子構造の効果が以下のようにうま
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近距離の斥力ポテンシャルが外側に出ている直鎖状炭

化水素では，有効ポテンシャルが分子間距離の影響を

受けにくく，散乱断面積が媒質密度によらずにはぽ一

定となるためであると説明できる.

C-C結合上の斥力ポテンシャル以外のもう一つの手

掛かりと考えているのが，液体中の空孔である.電子

の局在化状態がパブルであるならば， preexisting trap 

として空孔を考えるのは自然なことである.大雑把な

見積もりであるが，空孔といっても要するに分子聞の

隙間であるから，その総数は分子数程度， 1022イ固/cm3あ

るだろう .問題となりそうな空孔の大きさは分子サイ

ズである.半径rの空孔を生成する自由エネルギーを

sA (r) とすると，液体中の任意の 1点で空孔が見出

される確率はexp(-sA (r) /RT)で与えられる.間ノ

ルマルヘキサン中でiまr=0.2nmに対してsA-5kcal!
mol程度で、あり 5へ確率は10-4程度となる.液体中の任

意の 1点で空孔が見出される全体の確率は，全体積に

占める分子が存在しない隙間の空間の比率で与えられ

るから10-1のオーダーだろう .したがって，この分子サ

イズの空孔の総数は，1022 X (10-4/10-1
)二 1019個/cm3

程度と見積もれる. 5で述べたイソオクタン中のμH，

μDから見積もられたpreexistingtrapの濃度に近い値

が得られる.
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〔解説(実験技術))

ピコ秒パルスラジオリシスの手法

1.はじめに

パルスラジオリシス法1)とは，物質をパルス放射線

によって照射し，それによって生成した短寿命の中間

活性種の挙動を追跡する分析法をいう.イオンやラジ

‘ カル等の中間活性種の挙動を調べる方法としては，吸

収スペクトル，発光スペクトル，電気伝導度，電子ス

ピン共鳴等があり，時間レンジもマイクロ(10-6
)秒か

らナノ(10-9
) 秒さらにはピコ(10-12

) 秒の領域にま

で達している.放射線化学の初期の研究は，物質に放

射線を照射して最終生成物を分析するものであったが，

このパルスラジオリシス法により，短寿命中間活性種

の生成，消滅などの動的挙動を直接的に観測する試み

が行われるようになり，物質と放射線の相互作用の初

期過程が次第に明らかになった.放射線が物質に入射

すると<10-16秒でエネルギーが物質に付与される.ピ

コ秒の領域では，分子に付与されたエネルギーの緩和

過程や，不均一に生成された活性種の液体中での拡散

過程等がみられる.また，研究の対象も基礎物理 ・基

礎化学の分野から生命化学，有機材料等の応用分野に

までわたっている.

1960年代後半，トロント大学のHuntらのグループに

よってへ最初のピコ秒領域のパルスラジオリシスの

実験が行われて以来，いくつかの手法で，ピコ秒領域

の放射線化学初期過程の研究が行われている 3-14) こ

こでは，それらを紹介しながらピコ秒パルスラジオリ

シスの手法および最近の進展にいて述べる.

2. ピコ秒パルスラジオリシス法という観点、からみた

線形加速器

パルスラジオリシス法に適用きれるパルス線源とし

Picosecond Pulse Radiolysis Technique 

Takahiro KOZA W A 

大阪大学産業科学研究所 古漂孝弘

ては電子，陽電子， X線， SOR，イオン等があり，これ

らの粒子の加速装置としては，線形加速器，フェパト

ロン，ノ〈ンデグラフ，シンクロトロン等が使用される.

これらの線源のうち電子線が線源強度の大きい超短パ

ルスをもっとも得やすいため，パルスラジオリシス法

では，電子線がもっともよく使用される.

電子線のピコ秒パルスラジオリシスには，線形加速

器が使用される.図 1に示すように，線形加速器では，

電子銃から取り出された電子が，加速管中でマイクロ

波によって加速される.使用されるマイクロ波にはS

バンド (2856MHz) とLバンド(1300MHz)がある.

加速管にマイクロ波を入力すると加速管内では進行方

向成分が三角関数的に変化する電場(図中Ez)が誘起

きれる.電子はこの電場によって加速きれるが，進行

波型の線形加速器では，この電場の住相速度と電子の

速度が各コンポーネン卜で同じになるように設計され

ており，波に乗るサーフィンのように電子は加速され

る.電子は最初電子銃から取り出されるが，このとき

のパルス幅は通常使用される熱電子銃で，速いもので

1ns程度である.また，加速管内では加速電場と減速電

場が図に示すように交互(Sバンドでは350psおき， Lバ

ンドでは770psおき)に繰り返されるので，加速される

ビームは， 350psもしくは770psおきのパルス列になる.

最初のピコ秒パルスラジオリシスはこの状態で実験が

行われたが，後述するように，このままでは，測定で

きる対象が制限される.そこで，完全に孤立した電子

線パルス(シングルパルスと呼ぶ)を得るためにサブ

ハーモニックパンチャーが使用きれる(図 1(b)). サ

ブハーモニックパンチャーとは，主加速マイクロ波の

整数倍(図中では 6倍)の波長のマイクロ波で，電子

The lnstitute of Scientific and lndustrial Research， Osaka University 

(連絡先)干567大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1 大阪大学産業科学研究所附属放射線実験所

Tel : 06-879-8511， Fax: 06-875-4346， E-mail: kozawa @sanken.osaka-u.ac.jp 
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電子線パルスの披形

醐関
-Ez 

(a) SHBのない加速器

電子線パルスの波形

園瞳臨
-Ez 

(b) SHBを採用した加速器

図 1 代表的なピコ秒加速器 (Sバンド線形加速器)

銃から得られる主加速マイクロ波の一周期より長い電

子線パルスを，主加速マイクロ波の一周期以内に圧縮

するシステムである.このシステムにより，シングル

パルスが得られると同時に，一つのパルスにより多く

の電荷を集めることができ，SNのよい測定が可能とな

る.また，線形加速器のパルス幅は装置によって多少

のばらつきはあるが，加速周波数でほぽ特徴づけられ

SバンドでlOps-20ps，Lバンドで'20ps-40ps程度であ

る.

吸収測定を行う場合，電子線が十分な信号強度を得

られる厚さの試料を透過しなければならないので，あ

る程度のエネルギーが必要である. しかし，エネルギ

ーが高すぎると装置が大がかりになるうえ，放射化も

激しくなり実験にも不便であるので，数十MeV程度の

加速器がパルスラジオリシスには適している.パルス

ラジオリシスという観点から加速器に求められる性能

は

24 

( i )パルス当たりの電荷量の安定性(クライスト

ロンの安定性等構成機器の安定性に由来する

もの)

( ii )電荷量の長時間安定性(室温，機器の温度変

化など長時間的な変動に対する安定性)

(iii )エネルギーの安定性(軌道の安定性)

(iv) シングルパルスにおいてサテライト(主パル

スの前後に現われる小さなパノレス)が十分に

小さいこと.

(v) デコンボリューション法を適用する場合はパ

ルス波形が安定であること.

等があげられる.特にピコ秒領域の実験では，調整を

入念に行い加速器の性能を極限まで高めて実験が行わ

れる.

3. 代表的なピコ秒パルスラジオリシス装置

デジタルオシロスコープやトランジエントデジタイ

ザーといった測定機器の周波数帯域は現在数百MHz

から， GHzまでおよび，また，フォトダイオードやフ

ォトマルチプライヤーといった光検出器も数十ピコ秒

から数ナノ秒の応答性能を持つものが市販されている

ので，ナノ秒以降の領域でのパルスラジオリシスは，

放射線ノイズの除去等いくつか注意すべき問題はある

が比較的容易に測定を行うことができる. しかし，数

十ピコ秒，あるいはそれ以上の極超短パルスになると

特別の工夫が必要となる.ここではHuntによって始め

られたストロボスコピックパルスラジオリシス法と，

その後の代表的なピコ秒パルスラジオリシス装置につ

いて述べる.

( i ) トロン卜大学2.15)

ストロボスコピックノfルスラジオリシス法を図 2に

示す.放射線パルスを試量に照射したあと，ある時間

間隔(ディレイ)をおいて光ノ勺レスをあて，光パノレス

があたった時間における試量中での吸収を測定する.

このときディレイを変えて測定を繰り返すことによ っ

て，中間活性種の濃度の時間変化を測定する手法であ

る.この方式では，光ノ{Jレスのパルスごとの光強度の

変化が測定できればいいので，光検出器にピコ秒の時

間分解能が要求されない.従って，電子線に同期した

光パルスと，電子線パルスと光パルスの時間差をピコ

秒オーダーで調整する機構があれば， ピコ秒の検出器

がなくても，ピコ秒領域の測定が可能となる.光パル

スに何を使うかと，ディレイの調整方法において，い

くつかの方式が提案されている.

まず， Huntらによ って，おこなわれたピコ秒パルス

ラジオリシス実験の概要を図 3に示す. トロント大学

の線形加速器はSバンドで，サ7'ハーモニックパンチ

放射線化学
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濃度変化

ディレイを変え貝て、測定を繰り返すo

v 
時間

放射線
パルス

ャーはなく， 20psの電子線パノレスが350psおきに35ns間

照射される.光パルスには電子線が生成するチェレン

コフ光を使う.

チェレンコフ光とは運動する荷電粒子の速度が媒質

中の光速より大きいときに放射される光である.荷電

粒子が誘電体を通過するときに粒子の電場により誘電

体は分極をおこし，粒子が通り過ぎた後にこの分極が

元に戻り，可視 ・紫外領域に広いスペク トルを持つ電

磁波を放射する.また，応答性は非常に速くピコ秒オ

ーダーでは電子線と閉じフ。ロファイルの光ノ勺レスが得

られる.チェレンコフ光は指向性があるので，光学系

は比較的作りやすい.

この装置では，電子線パルスと光ノ-{Jレスの時間差は

図に示したような光学ディレイで調整し，また，試料

中では，ある電子線パルスの後を，そのいくつか前の

電子線パルスが作った光パルスが通過する.

この装置では，時間分解能は23ps以下と評価されて

おり，それは主に試料内での分析光と放射線の速度差

によると考えられている.高エネルギーの電子ビーム

ストロポスコピック法図 2

光学ディレイ

アルゴンヌ国立研究所ピコ秒パルスラジオリシ

ス装置

図4

は物質中で顕著に速度を変えないが，光は媒質の屈折

率に従って速度が著しく変化する.その結果，媒質中

でもほぼ光速で飛ぶ電子線と光の速度に大きな差がで

き，試料に入る前と出たあとでは両者に時間的聞きが

できるからである.この装置は非常に精度がいいが，

電子線パルスが350ps置きに試料に当たるので350ps以

上の寿命を持つ中間活性種は正しく測定することがで

きないという欠点を持つ.

( ii )アルゴンヌ国立研究所3)

アルゴンヌ研究所においてJonahらによって作られ

たピコ秒パルスラジオリシス装置の模式図を図 4に示

す.アルゴンヌではLバンド線形加速器からのシング

ルパルスが使われた.この装置では電子線はシングル
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図5 東京大学ツインライナック

パルスなのでトロント大学の装置のような350ps以内

とL寸制限はない. しかし， トロント大学の装置と違

い一つのパルスで，分析用の光パルスの生成と試料中

での中間活性種装置の生成という 2つの役割を果たさ

なければならない.そこで，アルゴンヌでは270度マグ

ネットを使用し，マグネットを通過する前に放射され

たチェレンコフ光がマグネットを通過した後の電子線

パルスを追い越せるように工夫されている.これによ

り，電子線パルスが試料に当たった瞬間の前後の状態

変化を測定できるようになっている.この装置も電子

線パルスと光パルスの時間差の調整は光学ディレイで

行っている.

( iii)東京大学TwinLinac10，11) 

東京大学では 2台のSパンドライナックで 1台を

試料の照射にもう 1台をチェレンコフ生成用に使うピ

コ秒パルスラジオリシス実験が行われた(図 5). これ

らの 2台は同じ基準発信器(119MHz)を使用し，すべ

てのRF機器はこの119MHzに同期した状態で運転さ

れる.従って， 2台の加速器はRFレベルで同期がとら

れている.時間差は，一方の加速器の電子銃トリガー，

476MHzRF， 2856MHzRFの低ノfワ一部に電気ディレ

イ(住相シフター)を組み込むことにより， 2psの精度

で調整を行うことができる.

しかし，このシステムでは，ジッターと言う新たな

問題が現われた.ジッターとはシステム全体の時間的

揺らぎで，加速器のトリガーもしくはRFシステムでは

通常数ピコ秒から数十ピコ秒のジッターが存在する.

自らが作るチェレンコフ光を分析光に使う場合にはジ

ッターは影響しないが，東京大学TwinLinacの様に他

の加速器， もしくは他の光源から光パルスを得ょうと

した場合，加速器と光源の同期におけるジッターが問
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題となる.

(iv)東京大学LL-Twin12
)

この方式は，他の方式と異なり，分析用光源にピコ

秒半導体レーザーを使用する.これは，線形加速器の

基準発信器に同期したトリガーによって半導体レーザ

ーが駆動される.チェレンコフ光は赤外では光量が落

ちるので赤外での測定が難しいが，この装置では， 700 

nmから1500nmまでの赤外域を測定することが可能で

ある. しかし，連続スペクトルを持つチェレンコフ光

と異なり，測定波長は半導体レーザーの発振波長に制

限される.

(v)大阪大学16)

大阪大学では，線形加速器の基準発振器を介して，

フェムト秒チタンサファイアレーザーをRFレベルで

加速器に同期し，分析光として使うピコ秒パルスラジ

オリシスシステムが開発された.このシステムでは，

SHG(第 2高調波発生)， THG(第 3高調波発生)， OPO

(オプテイカルパラメトリック発振)等を使用するこ

とにより250nmから 2μmまでの広い波長範囲での分

光測定が可能である.また，東京大学で行われたトリ

ガーレベルでのレーザ一同期に比べ，同期精度が向上

している.このシステムは分析光のパルス幅が100fs以

下であるので，電子線の短パルス化等により，時間分

解能の向上が期待される.

( vi)その他

以上，ピコ秒領域における吸収分光測定について述

べてきたが，ピコ秒領域のパルスラジオリシスには，

その他に， ピコ秒電子線加速器とピコ秒ストリークカ

メラを組み合わせた発光分光測定や6)，パルス放射線

を照射したときの試料の電気伝導度の変化を100psの

時間分解能で測定した実験5)，イオン加速器での単一

光子計数法による100psの時間分解能の発光分光測定.

等がある 14)

4. ピコ秒パルスラジオリシスのさらなる発展

1960年代後半に最初のピコ秒パルスラジオリシスの

実験が行われて以来，世界各地でピコ秒パルスラジオ

リシスが行われ， SN，測定波長， SHBによる測定の時

間範囲の拡大等，数々の改良が行われてきたが，時間

分解能だけは当時のままであり，その後現在に至るま

で画期的な進展は見られなかった. しかし，近年レー

ザーによるフェムト秒フラッシュフォトリシスに触発

されて，ノfルスラジオリシスにおいてもフェムト秒へ

の試みが盛んになりつつある.

まず，パルスラジオリシスの時間分解能を決定づけ

放射線化学



る放射線のパルス幅であるが，近年， 1psを切る電子線

パルスがいくつか報告されており 1川 )，電子線の短パ

ルス化が進んでいる.まだ，パルスラジオリシスに適

用するのは難しいが，最短記録はスタンフォード加速

器センターの50fs17
)である.また，近年，レーザーフォ

トカソードやRFガン， Xバンド加速19)等の新しい加速

器技術の発達やレーザー航跡場加速川のような新しい

加速法も試みられ，フェムト秒加速器が実現しつつあ

る.

また，このような超短ノ勺レス電子線になると， 自ら

のチェレンコフ光を分析光に利用することが技術的に

難しくなるので，前述の大阪大学における分析光源に

フェムト秒レーザーを採用したパルスラジオリシスシ

ステムがフェムト秒ノfルスラジオリシスにおいて有望

である.

大阪大学では，現在，電子線加速器のフェムト秒化

が計画されており，レーザ一同期フェムト秒パルスラ

ジオリシス装置の実現が近づいている.フェムト秒の

測定においては時間ジッターの問題や媒質中での光速

と電子の速度の違いによる時間分解能の制限等，困難

な問題がいくつかあるが，フェムト秒パルスラジオリ

シス実現に向け，研究が進められている.
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固体水素中に捕捉されたH2-アニオンの発見

日本原子力研究所先端基礎研究センター 熊 田 高 之

1.パラ水棄を用いた高感度・高分解能ESR

最も質量の軽い分子とされる水素分子も 14K以下

の温度で団体となる.その団体水素は，最もシンプル

でかつ基本的な分子性結晶であり，質量が小さく，そ

の低い融点からも特徴づけられるように分子間引力が

弱いことから，国体中分子の量子力学的零点振動の振

幅は平均分子間距離の18%にも及ぶ.さらに固体水素

中の分子は，他の固体中に比べ周囲の結品場からの影

響が非常に小きいため，気相中における各水素分子の

振動や，自由回転などといった量子状態は，固相にお

いても保存きれているω. これらのことから固体水素

は量子固体と呼ばれている.

我々のグループでは，放射線，または紫外線分解に

よって生成した不安定ラジカル種を，固体水素中にマ

トリ ックス単離することにより安定化きせ， ESRの測

定をしてきた. しかしながら，従来この系では，マト

リックス中に75%の割合で存在するオルソ水素 (0-

H2)分子の核スピンと，ラジカルの電子スピンとの磁

気的相互作用により， ESRスペクトルはブロードニン

グをおこし，これが実質的な感度及ぴ分解能の低下を

もたらしていた.

そこで我々は，一般の水素分子から核磁気モーメン

トを持つオルソ水素分子のみを取り除き，それを持た

ない純度95%以上のパラ水素 (p-H2) 分子を精製した

上で，新たにマトリックスとして用いることを試みた.

この精製に際しては， 15 Kの液体水素を磁気モーメン

トを持つ水酸化鉄III(FeO (OH))触媒を通すこと

で，本来は禁制である水素分子のオルソーパラ変換の

H2 -Anion Trapped in a Solid Hydrogen. 

Takayuki KUMADA 

禁制が破られ，低温においてエネルギー的に安定なパ

ラ水素のみが生成されることを利用した.その結果と

して，このパラ水素マトリックス中にトラップされた

ラジカルのスペクトルは尖鋭化し，高感度・高分解能

のESRスペクトルを得ることができることを見出し

アこ3)

2. H2-アニオンの観測

上記のような特徴を示す 4K固体パラ水素中に， γ線

またはX線を照射すると，図 1に示すB1からB4の4本

のESRスペクトルが得られる 3) 超微細相互作用の 2

次の頃まで取り込んだ共鳴条件式は，核スピン量子数

1，核スピン磁気量子数Iz及び超微細相互作用定数Aを

用いて，

hν=gμ81 Ho+ Alz+-/'生二{I(I+ 1)-!/} I L ....u ， .< ....l ， 2Ho l" ，.. ，...， ".l J J 

と表される.ここでgはランデのg因子，μBはボーア磁

子を示す.これよりこのスペクトルは，g=2.003，1= 

O及び 1，A=203 Gの値を持つラジカル種であること

がわかった.スティ ックダイアグラムを図 1の下に，

またそれぞれの信号に対応する，ラジカル種の量子状

態を表 1に示す.ともにIz=0であるB1とB2がスペク

トル上分裂しているのは，Aの 2次の項による効果で

説明される 4) このように，Aの高次の効果が，分裂と

いう形ではっきりと見えているのは面白い.

スペクトル同定の詳細は文献 4， 5に譲り，ここで

は以下にその要点のみを述べる.まず，Aによるスペク

トルの分裂l隔が407Gと非常に大きしきらに，核スピ

Research Group for Atomic Tunneling Reactions， Advanced Science Reserch Center， ]apan Atomic Energy 

Research Institute 
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70G H 

図 1 H2-アニオンのESRスペクトル.下のステイツ

クダイアグラムはg=2.003，1= 0， 1， A=203 

Gとした場合のもの.図中の、Mn"で示された

信号は，磁場較正用標準サンプルのもの.

表 l 図 lのB1-B4の信号に対応する， H2-アニオン

の核スピン量子数，及び核磁気スピン量子数.

B 2 B3 B4 
01  1 

o 1 -1 

ン量子数が 1または Oであることから，不対電子は，

等価な 2つのH原子上に分布していることが考えられ

る.さらに， H2+カチオンにおいては，厳密な理論計算

が可能であり，そこから求まったA=334Gという値

はベ今回の結果にあてはまらない.一方， H2-アニオ

ンにおいては，不対電子の軌道が広がったため，Aは水

素原子の値 (A=508G)の半分以下であると予想され

る.これらのことから，図 1のスペクトルをH2-アニオ

ンに同定した.なお，このとき信号強度から求まるH2-

アニオンの濃度は，約10-12mol/cm3で、あり，同様に，

放射線分解で生成したH原子の濃度が約1O-7mol/cm3

である.このような極微少量のラジカル種の観測は，

パラ水素マトリックスを用いた，高感度 ・高分解能

ESRによるところが大きい.これを一般のH2を用いて

同じ実験を行っても，前述の磁気双極子相互作用によ

るESRスペクトルの広がりにより，このスペクトルは

確認されない.

第 63号 (1997)

3. H2-アニオン発見の意義

H2-アニオン発見の意義として，以下のようなこと

が挙げ.られる.

第 1に，電子線回折の実験などから， μsec以下のオ

ーダーの短寿命H2ーはいくつか報告されているもの

の円安定化H2-アニオンを観測したのは，今回が初め

ての例であり，また非常に基本的な系であることから，

理論的な観点からも大いに興味が持たれる.

第 2に，放射線照射された団体水素中におけるイオ

ン種についてはあまり研究が進んで、いないことが挙げ

られる.アニオン種については，関連すると思われる

赤外吸収の信号について，エレクトロンバブルのモデ

ルが提案されているが，実証には程遠い8，9) 今回の

H2-アニオンの観測は，これらの研究に一石を投じる.

第 3に，化学反応の方向性に対する，核スピンの効

果を見出した.すなわち，水素分子ではオルソ→パラ

変換が起こることがわかっているが， H2-アニオンで

は逆に，パラ→オルソ変換が起こる.図 1のB1からB4

の信号は，線形こそ異なるものの，強度はほぼに等し

いことがわかっている.このことは，下の式のように，

95%以上の純度を持つパラ水素分子から，放射線照射

により， H2-アニオンがパラーオルソ比約 1 3で生

成していることを示す.

H2γル→H2++e-

e-+p-H2→ p-H2 -(25%) + 0-H2 -(75%) 

4. H2-アニオン中におけるパラ→オルソ変換

図 2は，照射後のB1(0-H2 -)， B2 (p-H2-) の減衰

を示す.図 3は，図 2のデータから，全H2-生成量に対

するo-H2-， p-H2ーの生成量の比をプロットしたもの

を示す.図 2から，B1はB2に比べ，僅かながら減衰が

早いことがわかる.また図 3から，その傾向が再現性

を持って，確かで、あることがわかる.ことのときから，

放射線照射中のみならず，照射後も， p-H2ーからo-H2
ー

への変換がおきていることがわかる.一般に，水素分

子のオルソーパラ変換は，磁気的な摂動のない場にお

いてはほとんどおきない.またその下においても，4K

付近では，オルソ水素分子よりエネルギー的に安定な

パラ水素分子に変換する.ところが逆に， H2-アニオン

においては，この変換が比較的効率よしさらに逆方

向におきていることがわかる.この実験結果を解析す

るにあたり，以下のようなことを考えた.

H2分子も，H2-アニオンも，等核 2原子分子である

ため，フェルミ粒子である二つのプロトンの交換に対

して，系全体の波動関数('l')は反対称になる.それら

29 
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図2 γ線照射後のH2-アニオン濃度の時間変化. ・，

.，企は図 1のB1(0-H2-) のスペクトル強

度， 0，口，ムはB2(p-H2-) のものを示す.

0，口，ムはそれぞれ異なったサンプルを用い

たときのものである.
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図3 図2から得られる， p-H2 -， o-H2ーの，全H2-ア

ニオンの濃度に対する比を示したもの.

は以下のような， 二つの原子核の振動 (ψVlbJ，回転

(ψrot.) ，核スピン(併lUCI.)，及ぴ電子(供)の波動関

数の積

哩，=ψvlb.Xψrot. X似mcl.X供

として表きれることが知られている.系全体の反対称

性を満たすために， p-H2分子は回転量子数 (J)が偶

数， o-H2分子は奇数の値をとる.そのため，4K付近に

おいては， J= 1のo-H2が，J= 0のp-H2より，分子の

回転エネルギーが約170K高くなり， o-H2からp-H2へ

変換がおきる 10) 一方， H2-アニオンの場合，不対電子

30 

が反対称軌道をとるために，電子全体の波動関数供が

H2の場合とは逆に反対称となる.そのため，4K付近

において， H2分子とは反対に，p-H2ーではJ=1， o-H2
ー

ではJ=0の回転量子数をとり p-H2ーから，o-H2ーへの

変換がおきると考えられる.また，H2-アニオンが持つ

不対電子は，磁気的摂動として働くため， H2-アニオン

は， H2分子に比べ，この変換が速くおきると考えられ

る.

5. H2-アニオンの減衰挙動

今回は紙面の都合上触れなかったが， H2-アニオン

の減衰速度は， 4Kより低温になるほど速くなる，いわ

ゆる逆温度依存性が確認されている.その詳細は文献

11に譲る.H2-アニオンの団体水素中の波動的挙動(コ

ヒーレントトンネリング)は，低温化学や，低温物理

学に新しい問題を提起する.
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寸圃町函

中国における電子ビーム脱硫モデルプロジェクトの概要

(四川省成都市)

1. EBA法の概要

電子ビーム排ガス処理法 (EBA法)は，石炭などの

化石燃料を燃焼した際に発生する硫黄酸化物 (SOx)，

窒素酸化物 (NOx) を排ガスから除去すると同時に，

副生品として硫安・硝安の粉体を回収します.この副

生品は作物の育成に必要な肥料として利用できます.

EBA法は以下のような特長を持っています.

(1)脱硫，脱硝を効率良く同時に行います.

(2)乾式法なので排水処理が不要です.

(3)設備構成が単純で運転が容易です.

(4)副生品は有用な肥料として利用できます.

(5)従来法と比べ，建設費，運転費共に低コストです.

2.成都におけるモデルプロジェク卜の概要

当社は現在，中国国家計画委員会，電力工業部，四

川省電力工業局と共同で，中国四川省成都市に30万

m3/h(NTP)の石炭燃焼ボイラ排ガスを処理するEBA

法による脱硫プラントを建設中です.プロセス人口の

SOxi，農度は1800ppmであり， 80%の脱硫率で処理しま

す.本プラントの建設は1997年春に完了し，その後5

年間の実証運転を行う 予定です.

2. 1 プロセスフロー

本プラントのプロセスフローを図 1に示します.ボ

イラーから発生 した約150.Cの排ガスは，冷却塔で水を

噴霧され，脱硫・脱硝反応、に適切な温度(約65.C) ま

で冷却されます.この時，噴霧された水は排ガスによ

って全て冷却塔内で気化するため，排水は出ません.

その後，排ガスはSOx濃度，NOxi.農度により定まる量

株式会社荏原製作所EBA事業部 前沢章彦

図 1 プロセスフローシート

のアンモニアを添加されて反応器に入り，ここで電子

ビームが照射されます.排ガス中のSOx.NOxは極め

て短時間に酸化され，それぞれ中間生成物の硫酸・硝

酸となります.これらは更に共存するアンモニアとの

中和反応によって副生品である硫安・硝安の粉体に変

換されます.副生品は電気集じん機によって捕集され，

清浄化された排ガスは誘因ファンにより煙突から大気

へと放出されます.

2. 2 劃生品の回収

前述のように，排ガス中のSOx.NOxは有用な肥料

として回収きれます.成都におけるプラントから回収

する副生品の量は， 1時間当たり約2.5トン，副生品中

の組成は，硫安が約92%，硝安が約 1%，肥料の有効

成分である窒素は約20%含有しています.この肥料は

単肥として，または化成肥料の原料として 2通りの利

用が可能です.

Out1ine of electron beam desulfurizing model project in China (Chengdu City， Sichuan Province) 

Akihiko MAEZA W A 

Ebara Corporation， EBA Division 

(連絡先)干108東京都港区港南1-6-27

Fax: 81-3-5461-6085， E-mail: Maezawa@shi.ebara.co.jp 
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3. IIJ生品の利用

中国では，窒素肥料を年間約1800万Nトン消費して

おり，不足分は海外からの輸入に依存しています.成

都におけるプラントをスタートラインとして今後中国

においてEBA法が普及すれば，窒素肥料の中国国内で

の生産量増加に役立つことと思われます.

また，硫安肥料は窒素だけでなく，硫黄も合わせ持

つ肥料として，見直されつつあります.硫黄は窒素，

リン酸，カリウムに次ぐ第 4の栄養素として，その効

果がFAO(国連食糧農業機関)によって報告されてい

ます.FAOは，硫黄の施肥によ って作物の収量が増加

するだけでなく，品質の向上も可能にするとして，硫

黄の施肥を推奨しています.このような背景により，

硫安肥料の需要は益々増加すると予測されます.

4. ゼロエミッション技術としてのEBA法

環境保護活動が盛んな中で工業分野においては，廃

棄物を限りなく少なくする「ゼロエミッション技術」

の確立が望まれています.排ガス処理の分野でも，脱

硫，脱硝による二次的な環境汚染を防ぐ為のゼロエミ

ッション技術の開発が急がれてきました.

EBA法は無排水で目見硫脱硝を行い，副生品を有価物

として回収するゼロエミッション技術です.上述の成

都プラントから回収する副生品も，肥料として中国国

内で売却し，その販売益は運転コストへ還元されます.

EBAが環境に優しく経済的なゼロエミッション技

術として，中国をはじめ多くの国々の環境保全に役立

つことを希望します.

第12回生体磁気学会大会
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会期:平成 9年 5月27日(火) -28 (水)

会場:大阪大学コンペンションセンター(吹田キャ

ンノfス)

事務局:=;=565大阪府豊中市新千里東町1-4-2

学会センタ一関西内

Tel 06-873-2301， Fax 06-873-2300 

E-mail: rsato@bcasj.or.jp 

一般演題〆切:演題タイトル Fax 3月15日

論文集原稿 4月12日

一般演題内容 :

生体から発する磁気検出と応用，磁場の生体への影

響，磁気共鳴関連，その他

企画講演とシンポジウム:

(講演)臭覚のMEG，化学反応への磁場効果

(シンポジウム)脳磁場，電磁場(ELF)の生体影響

放射線化学



---nE1孟m
医療用具の電子線滅菌-最近の動向-

東京都城東地域中小企業振興センター 田部井 雅枝

1.はじめに

医療用具の放射線滅菌の分野での，電子線照射によ

る滅菌処理の最近の進展は著しい.

微生物に対する放射線の殺菌作用が発見されたのは，

19世紀末とされている.

高分子材料を用いたディスポーザプル医療用具は，

1950年代ごろから，院内感染防止や省力化を目的とし

て，米国を中心に使用されるようになった.

高分子材料から成る医療用具に，高圧蒸気滅菌など

の加熱滅菌法を適用した場合，変形や失透などの変性

劣化を生じやすいため，当初はエチレンオキサイド

(EO)ガスを用いていた.

EOガスは，滅菌対象品に対して浸透力が強く，比較

的低い温度 (40-60.C)で滅菌処理できるが，有毒で、

あり，残留ガスの問題1-3)や材質によっては，溶血性物

質ができるおそれがある 4)ため，放射線滅菌が注目さ

れるようになった.

医療用具の放射線滅菌の実用化は， 1956年にエチコ

ン社(米国)が，パン・デ・グラーフ型電子加速器 (2

MV，0.5KW)で腸線縫合糸の滅菌を行ったのが，世界

で最初の事例とされている 5)

当時は，利用できる加速器の加速エネルギーが低い

ため，透過力が弱く，滅菌できる医療用具の種類は限

られていた.また，加速器の出力が小さく，処理能力

も低かったことや，安定稼動に対する十分な信頼性を

確保することがむずかしかったことは，普及を遅らせ

る結果となった.

1960年に，ウォンテージ研究所(英国)が 60Co-γ

線による実用照射を始めてからは，電子線よりも物質

に対する透過性が強く，経済的に優れたγ線滅菌が，放

射線滅菌の主流となっている.

Brinstonは，世界で滅菌されるディスポーザプル医

療用具の総量を1，000万m九そ の約70%はEOガス滅

菌， 27%はγ線滅菌， 3%は電子線滅菌処理されている

と推定している 6)

1984年ごろ，世界の60CO需要の80%を供給してきた

カナダ原子力公社(現在はノルデイオン社と改称)の

製造用原子炉の修理のため 60COの生産量が大巾に減

少して，線源の安定供給に問題を生じたことがあり 60

Cotこ代わる新しい線源として，電子加速器がみなおさ

れた.

そのころから，滅菌用に適した，エネルギーが高く，

出力の大きな加速器が， RDI社(米国)などによって製

造されるようになり，ベクトン ・ア ンド・デイッキン

ソン社などが，工業用に用いるようになった. 90年代

に入ってからは，世界で毎年 3-4台の加速器が滅菌

用に設置され，現在，約30施設稼動しているη

2.現状

1969 (昭和44)年に，輸出用注射針の滅菌を主な目

的として，日本で最初の工業用γ線照射施設が，栃木県

に建設された.当時は，国内での放射線滅菌処理した

医療用具の販売が許可される前であった.なお，本施

設は，現在ではすでに操業を停止している.

1970年に，医療用具の滅菌処理法のーっとして，デ

ィスポーザブノレ注射筒ならびに注射針の放射線滅菌が

許可8)されて以来， 100種類以上の医療用具がγ線滅菌

され，ディスポーザブル医療用具の30%以上を占める

と推定されている.

わが国のγ線照射施設は， 8カ所， 11施設が設置され

Recent Trends and Developments in Electron Beam Sterilization of Medical Products 

Masae TABEI 

Tokyo Metropolitan Eastern District Small and Medium-sized Business Promotion Center 

(連絡先)干125東京都葛飾区青戸7-2-5 Tel: 03-5680-4631， Fax: 03-5680-0710 

第 63号(1997) 33 



表 1 国内の電子線滅菌施設

名称 設J 場所加速曜版 :e，1J • F噴 基l'< 則違

IF.t(重慢械 [，1繍 1989 ま峰山 5M¥" 2∞KW ラジエィション 7イナミ17λlW転) 1 11 託

屯i聞射センター コ，77ロ7トワル ト ン ~

(ダイナミトロン)加速E

ラジェ仁主鞠 1991 群馬県 3 150 日新ハイボルテージ側(A) l 受 託

コ，77ロ7トワルトン想
(111革)加速器

蜘ホギメデイカル 1992 5i峰山 10 20 CGR Me¥'lU仏) 1 1 fIU製品滅菌
サース日明線明加速器

円96;HU¥ 10 25 三菱重 [.t脚(11) 2 1fItt製品減薗
線~加速器

仲見ft，';:唱和 1995 石川県 5 150 n新ハイボルテージ蜘(日) II(Ht製品減雌
コ，77ロ7トワルト/~

(停電)加速器

写真 1 電子線照射装置 電子加速部

写真 2 電子線照射装置 電子線照射部

ていて，受託照射施設として 4カ所 5施設，自社製

品照射施設として 4カ所， 6施設が稼動している 9)

電子線照射施設は， 1989 (平成元)年から現在まで

に 5施設 6基が設置され，稼動を始めている(表

1 ，写真 1， 2 >. 

1991年 4月に手術用手袋， 1992年 1月にプラスチ ッ

ク製縫合糸， 10月にはカニューラ(採血用針)の電子

線滅菌が承認され，医療用具の電子線滅菌の実用化が

始まった.また，雑品として，バイオテクノロジー用
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表 2 各滅菌法の特性比較

Z頁 n 己::jfE蒸気滅菌法 エチレンオキサイド 放射線減l画法
ガス減僅ii.去 y線減l適法 屯 f線減t司法

3長 笹 山圧蒸気減蘭~ エチレンオキサイ，/fA措置E "Co-y線剛射1<置 屯 f 加速~

物質透過性 要求特性なし 官封構造でIz誠画ィ、'1 透過力大 γ~ と比べて小

u 料耐!.-!!性 特定せず 耐欣射線 性 耐政射線 性
包装材料 耐熱耐 i{性 ガス透過性 耐放射線性 耐政射線 性
施 設脱線 中 大 人ー

処l!fl. }J i:止 パッ チ式 ッチ式 i生 総 式連 絞 式
処J!l!.i品!主 12rcまたは132"C 38 60'C 1 ;7; i品;7; i品
処用時 1111 数 時 ↑III 卜数時 1::1 敬 時 IIll 1 :X秒 一分

処 f聖 放 減l道路干j:l註単位 減l面器等最単位 大j止処f聖.!能 大地処用.!能
少哉の場合は.?'~ y祉にも対応できる
ーを必要とする

後 処 開 乾 機エアレーション な しな し
1111 組 耐fM空材料にi直111 暗留/fA.;&血性拘R町't直 材質劣 化 y私lと比べて小
滅的コ スト 中小 大 大
側ホギメデイ カル‘1l1f滅菌 システムー (洛 l付 I~パン 7 レ y ト) '1'の去に一部.illb日

のラボウェア，包装材料，不織布製手術衣，患者覆布，

シーツなどが，電子線滅菌処理され，市販されている

外， 実験動物用飼料の滅菌， 高分子加工などが行われ

ている.

3.今後の展望

放射線滅菌は，照射装置や電子加速器など，特殊な

施設や設備を必要とするため，各製造業者および受託

サービス機関で，製品の滅菌が行われている.

また，自動化システムの導入により，線量率，電流，

電圧，ベルトコンベア速度などの滅菌条件を容易に制

御できるため，滅菌工程管理が容易で、あり，他の高圧

蒸気滅菌法， EOガス滅菌法と比べて，大量の製品を連

続的に処理できる(表 2>.

1987年に，国際的な品質管理および品質保証の規格

(lS09000)が制定されたことを背景に，また， 1992年

末のEC(欧州|共同体)市場統合に対応して， 国際基準

化機構(lSO)が中心になって，世界的な規模で， 医療

用具を含めたヘルスケア製品の滅菌について，放射線

滅菌(lSOll137)，産業用EO滅菌(lS011135)，微生~
物管理法 (IS011737-1) などの国際統一基準が作成さ

れており 10¥国際的なハーモナイゼーションが求めら

れている.

また，わが国でも，薬事法の改正や日本薬局方の改

正に，このIS0の考え方が導入されている.1995年 7月

1日より， PL (製造物責任)法が施行されたことと相

まって，製造工程等のバリデーション(科学的根拠)

要求が義務づけられ， 1997年 7月から施行されること

とからめて，滅菌バリデーションがきわめて難しいと

されているEOガス滅菌から，電子線滅菌に切り替えた

いという要望が大きくなってきている.

電子線滅菌システムのインライン化とあわせて，電

子線照射対象品の種類，量ともに，更に増大するもの

放射線化学



と考えられる.

X線変換装置を用いて，電子線をX線に変換すると，

エネルギ一変換効率は下がるが， γ線以上の透過力を

得ることができる.その照射巾方向の分布も均一性が

高いので，滅菌処理用に用いるのは可能と考えられる.

変換X線の実用化については，今後の研究の成果が

期待される.
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司空匝日習

SPring-8の現状について

日本原子力研究所・関西研究所大型放射光開発利用研究部 大 野 英 左往

概要

日本原子力研究所(原研)と理化学研究所(理研)

の共同で平成10年度の完成を目指して兵庫県播磨科学

公園都市に建設されている大型放射光施設SPring-8

の建設状況と利用計画について述べる.SPring-8は，

国内の大学，国公立研究機関，産業界はもとより，国

際的にも広く解放される共同利用研究施設として建設

されている.この施設は，高エネルギー・高輝度光源

による21世紀に向けた基礎科学促進の先導的研究機関

のーっとして期待されており，物理，化学，材料科学，

ライフサイエンスなど巾広い分野の研究技術開発に寄

与するものと考えられる.

1.はじめに

8GeVのエネルギーをもっ電子または陽電子を蓄積

し，高いエネルギー領域まで高輝度・高強度の放射光

を発生できる性能をもっ大型放射光施設SPring-

8 (Super Photon ring-8 Ge V)が， 日本原子力研究所

(原研)と理化学研究所(理研)の共同で平成10年度

の完成を目指して兵庫県播磨科学公園都市に建設され

ている.本計画は昭和63年に本格設計が開始され，施

設建設は順調に進展している 1-4)

SPring-8は国内外の幅広い研究者に利用される施

設であり，現在SPring-8利用者懇談会(会長:菊田慢

志東大教授)を中心に1000人以上の利用者が35のサプ

グループを形成し，各々の研究計画に基づいたビーム

ライン建設に参画している. SPring-8施設において

は， 30本以上の共用ビームラインを建設する予定であ
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る.この施設は，高エネルギー・高輝度光源による21

世紀に向けた基礎科学促進の先導的研究機関のーっと

して期待されており，物理，化学，材料科学，ライフ

サイエンスなど幅広い分野の研究技術開発に寄与する

ものと考えられる.表 1に示したように米国，ヨーロ

ッパにおいて同様な高輝度光源の建設が進められてお

り，すでにESRF(ヨーロッパ放射光施設:グルノーブ

ル)では放射光利用研究が本格的に行われ，多くの成

果が報告されている 5)

2. SPring-8の概要と建設現状

SPring-8は電子を8GeVまで加速する入射系加速器

(1GeV線型加速器， 8GeVシンクロトロン)と電子を

長時間蓄える蓄積リング(電子エネルギー:8GeV，蓄

積最大電流値:100mA)から構成している. SPring-8 

の基本仕様を表 2に示す.また， SPring-8の全景を図

1に示す.平成 8年12月現在線型加速器は本格運転を

行っており，シンクロトロンも調整運転を開始し， 8 

GeVの加速及ひ'安定周囲に成功した.平成 9年春には

蓄積リングの調整運転を開始し，同10月から第 1期共

用ビームラインとして建設している10本を用い，放射

光利用研究を開始する予定である.

SPring-8は挿入光源を中心とした第 3世代放射光

施設である. SPring-8の特徴は，既に稼動している

ESRFあるいはAPSと比較して， 30m長直線部からの

放射光利用が可能であり，さらに300m(9本)ならぴ

に1000m(3本)まで延長可能なビームラインを有し

ていることである.利用研究にとって最も重要な情報
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表 l 世界の大型放射光施設

ESRF APS 
{SupeSr kPPYkhinoVgto-) S n ring-

(EERaodmlaMtso1n SyF即a口hHro町回 (AdvMsKo3uemdm) mton 

設置者場所
ヨーロ 7パ連合 米国エネルギー省

掲原研磨科理学研公園都市設置 グルノープル(フランス)アルゴンヌ国立研究所

エネルギー “JeY 7GeY 8GeY 

周長 似品n l104m 1436m 

婦人光源 29本+a 34本+a 38本+α

ピームライン数E備 I
198前-1988 1987-1989 

年次計画 段 1988-1993 1989-1!均5 ゆ90-1997
用 1994- 1996- 1997-

a 11偏向磁石からのピームライン

図 SPring-8全景写真

は様々な光源から得られるスペクトルであるが，

SPring-8における標準型挿入光源である真空封止型

アンジュレータを用いることにより，大半の利用研究

に必要とするエネルギー領域のX線を網羅することが

可能である.

3.放射光の利用研究

挿入光源を用いた高輝度放射光を用いて行う研究課

題として， (1)高強度を利用する微小な散乱 ・吸収断面

積を持つ系の研究， (2)高い輝度を利用する微量な系の

研究， (3)放射光の特性(エネルギー，運動量，位置，

角度，時間などの高分解能，偏光，干渉性など)によ

り可能となる研究，などがある 6)

放射光利用研究が可能なビームラインとして，共用

ビームライン，専用ビームライン，原研・理研ビーム

ライン， R&Dビームラインがあり，現在18本のビー

ムラインを建設している.本稿では，第 1期計画とし

て建設を進めている共用ビームライン(10本)ならぴ

に原研・理研ビームライン(6本)を中心にその利用

研究概要を簡単にのべる.
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表 2 SPring-8の基本仕様

蓄積 リ ン グ 線型加速器

加速枝子 電子/陽電子 エネルギー IGeY 

エネルギー 8GeY 
全長 14(加、

周長 1436m 

蓄積電流
運転周期 “)Hz 

マルチパンチ 1α加'̂ RF周波数 2856MHz 

シングルパンチ 5mA 

エミッタンス(8GeY) 23伽 m目d

RF周波数 508.6MHz 

ピームライン数 シン ク ロトロ ン

婦入光源ピームライン 入射エネルギー IGeY 

棟割担婦人光源(6m) 34本 .大エネルギー 8GeY 

長い婦人光源(30m) 4本 周長 396. 1m 

偏向磁石ピームライン 2 3本 運転周期 1Hz 

エミ 7タンス(8GeY) 23肋lmrad

RF周波数 508.6MHz 

(注)ピームラインはほとんど蓄積リング内に建設する(長さ-8 Om)が、中尺
(-300m) 9本および長尺(-1 00 Om) 3本の段置が可能である。

3. 1 共用および専用ビームライン

共同利用研究者に供する10本の共用ビームラインを

用いた研究概要を以下に示す.

(1)生体高分子結晶構造解析 (Bio-Crystallography)

高エネルギー・ 高輝度のX線を用いて蛋白質結晶構

造解析のルーチン化 ・徴小蛋白質結品解析を行う .

(2)軟X線団体分光 (Soft X -ray Spectroscopy of 

Solid) 

高エネルギ一分解能の光学系を用いて，団体の光吸

収・光電子の放出の磁気円偏光二色性，スピン偏極光

電子放出およぴ光電子回折測定を行う .固体の電子状

態とスピン状態を明らかにする.

(3)高エネルギー非弾性散乱 (HighEnergy lnelastic 

Scattering) 

磁気コンプトン散乱を利用した物性研究を行う.物

質の磁性電子お よび伝導電子の運動量密度を測定し，

磁性の発生機構やフェルミ面の決定など電子状態に関

する研究を行う.

(4)核共鳴散乱 (NuclearResonant Scattering) 

極めて狭いバンド幅，高指向性およぴパルス特性な

どに優れた特性をもっ超単色X線を取り出し，時間領

域量子ビート法の利用，高分解能非弾性散乱実験およ

び干渉・強度相関の現象を利用したコヒーレンスの解

析などを行う.

(5)高圧構造物性 (ExtremelyDense State) 

高密度状態にある物質の構造解析を行う .300GPa以

上の超高圧力下あるいは磁場など印加した多重極限条

件下での構造解析を行い，構造と物性の相関を追及す

る.

(6)生体分析 (PhysicochemicalAnalysis) 
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生体内における超徴量物質の定量とその存在状態の

物理的解析を行う.

(7)軟X線光化学 (SoftX -ray Photochemistry) 

高分解能 ・高強度の分光法を実現し，内殻励起状態

に関わる光化学および原子 ・分子に関する研究を行う.

(8)結品構造解析 (CrystalStructure Analysis) 

構造相転移などに伴う超格子反射，散漫散乱測定に

よる格子の乱れなどの研究を行う.

(9)高温構造物性 (HighTemperature Research) 

白色および単色X線を用い，高温における凝縮系物

質の構造を調べる.

(10)XAFS (X -ray Absorption Fine Structure) 

XAFSによる局所構造解析を行う.

SPring-8においては，これら共用ビームラインの建

設と平行して医学利用実験施設の建設も進めている.

本施設には 3本のビームライン(挿入光源 2本，偏光

電磁石 1本)の設置が可能であり，医学利用研究のみ

ならずイメージングに関わる研究開発も行う予定であ

る.また，光学素子，基幹チャンネルなどの評価試験，

あるいはイメージング技術などの開発を目的として 2

本(アンジュレータ，偏向電磁石)のR&Dビームライ

ンの建設も進めている.

一方，特定の研究機関が費用を負担して建設 ・維持

管理 ・運転して利用する専用ビームラインに関して以

下 7計画が進行中である.

(1)京都大学先端光ビームライン(京都大学化学研究所)

(2)超精密材料解析ビームライン 1(科学技術庁金属材

料技術研究所・無機材質研究所)

(3)超精密材料解析ビームライン 2 (科学技術庁金属材

料技術研究所・無機材質研究所)

(4)生体超分子構造解析ビームライン(大阪大学 ・蛋白

質研究所)

(5)兵庫県ビームライン

(6)サンビームBM(産業用ビームライン)

(7)サンビームID(産業用ビームライン)

3. 2 原研・理研ビームライン

原研ならびに理研は原研関西研ならびに播磨理研

(仮称)の放射光利用研究を進めるため，それぞれ 3

本のビームラインを建設している.原研では，平成 9

年 4月から 5つの利用研究グループを設置し，重元素

物質の構造と電子状態解析，極限環境下(高温・高圧)

での構造特性， in-situでの表面・界面構造と物性との

関係，放射線生物学などを推進するため 3本のビーム

ラインを建設している.また，理研においては，構造
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生物学，X線干渉光学な どの研究を推進するため 3本

のビームライン建設を進めている.

4.期待される代表的な研究課題の例

高輝度・高強度 ・高エネルギ-X線を利用した代表

的な研究課題のいくつかを紹介する.

(1)磁気散乱:今までX線で測定が困難であった物性研

究の一つであり，主として中性子線を利用して研究

が行われてきた.磁気スピンからの散乱断面積と原

子核からの散乱断面積の比が，中性子を用いるとほ

ぼ 1であるが， X線では10-4程度となり ，X線では磁

気スピンからの散乱寄与が極めて小さく測定が困難

であった. しかし，高輝度・高強度X線源を用いる

と磁気散乱の測定が可能である.中性子線回折法で

はcm3程度の比較的大きな試料が必要であるが，X

線回折法では中性子線回折法と比較して1/100-1/

1000程度の小さな試料でも測定が可能となる.

(2)極端条件下での物質状態の解析:高温 (-2000.C)， 

高圧(-300GPa)における物質の構造解析を行い，

超高圧下での水素など軽元素の金属化に関する研究，

ダイヤモンドなど超高圧下での物質合成過程の動的

解析，地球・惑星内部構造および地球科学的現象に

関する研究が可能となる.

(3)化学分野における研究:放射光蛍光X線分析法は，

元素分析の手段としてすでに広く利用されている.

放射光のパルス特性を用いると，ピコ秒の時間のス

ケールで励起状態からの蛍光スペクトルを観測する

ことができ，溶液中や表面での原子 ・分子反応を調

べる ことができる.また，放射光のパルス化された

マイクロビームを用いることにより，触媒作用，物

質の吸脱着挙動における過渡現象を原子 ・分子レベ

ルで追及することができる.

5. おわりに

大型放射光施設SPring-8において様々な分野にお

ける最先端研究が数年後に始まろうとしている.すで

にのべたように， SPring-8は，国内の大学，国公立研

究機関，産業界はもとより，国際的にも広く解放され

る共同利用研究施設として，また，放射光科学の世界

の先導施設のーっとして大きな貢献が期待されている.
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第40回放射線化学討論会

主催:日本放射線化学会

共催:日本化学会・日本原子力研究所

会期:平成 9年10月14日(火) 13:30-16日(木)

会場:日本原子力研究所 東海研究所講堂及ぴ研究

第 1棟(第 5及び第 7会議室)

(茨城県那珂郡東海村白方白根 2番地 4) 

(交通 :JR常磐線東海駅よりパスで約15

分)

発表申込締切:平成 9年 6月16日(月)

tl予稿原稿締切:平成 9年 8月 間 ( 月 )

討論主題:

放射線化学の基礎と応用(ビーム化学，放射光化

学，レーザー化学，プラズマ化学，低温化学，ポジ

トロニウム化学， ミュオニウム化学など境界領域研

究を含む)

なお10月13日午後-14日午前には，低温化学セミナ

ー「トンネル反応と量子媒体」が行われます.

発表申込方法:発表一件ごとに以下の内容を記入し

てe-mailまたは郵便でお申し込み下きい.できるだ

けe-mailで、お申込み下さい.郵便で申込む場合には
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A4番用紙を縦長にして御記入して下さい.

①講演題目②研究場所(略記して下きい.)③発表者

全員の氏名(ふりがな，講演者にO印)④希望発表

形式(口頭発表 :0，ポスター発表:P，場合によっ

ては発表形式の変更をお願いする事があります.)⑤ 

講演概要(100字程度)⑥申込者氏名及び連絡先(郵

便番号，住所，電話番号， FAX番号， e-mailアドレ

ス)

参加登録費:4000円(講演要旨集代を含む)

懇親会:10月15日(水)18:00 -20:00，阿漕ケ浦クラブ

(討論会会場より徒歩約10分)

会費一般5000円， 学生2000円

申 込先干319-11茨城県那珂郡東海村白方白根 2

番地 4

日本原子力研究所東海研究所

先端基礎研究センター

荒殿 保 幸

Tel : 029-282-6031， Fax: 029-282-5927， 

E-mail: radchem@popsvr.tokai.jaeri.go.jp 
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Chalmers Teknika Hogskola滞在報告

日本原子力研究所燃料研究部分析センタ一 平 出 哲 也

私は1996年11月4日からスウェーデンのヨーテボリ

(Goteborg)にあるChalmers工科大学の研究室に滞

在しています.ここは日本より温かに北に位置してい

ますが海が近いおかげでそんなには寒くはありません.

とは言っても今年は例年になく寒く，-5
0

C以下の日

が度々あります.

ここの大学ではDep. of Polymer Tech.のFrans

Maurer教授と仕事をしています.ここは陽電子消滅寿

命で高分子の挙動について研究を行っています.ある

高分子は陽電子で観ると非常に不可解な現象を多く示

し，簡単には解釈できません.陽電子消滅に影響を及

ぼすのが高分子のどのような挙動であるのか，自由空

間か，微小領域の分子運動か，良く分かっていません.

おそらくそれらの全てが影響していると思われます.

ここではそれをひとつひとつ丁寧に実験し研究してい

るという印象です.私は高分子を陽電子で観たことは

なく，液相での陽電子消滅が専門でしたが，非常に不

可解な現象を示す高分子はそれ自体興味深く，液相で

の陽電子消滅過程の研究が高分子中で観られる現象を

説明できる可能性を検討しています.また，高分子中

のどのような運動が陽電子消滅に影響を与えるかが判

ると逆に高分子の特に微小な領域における運動を研究

することが可能になります. しかし，陽電子寿命測定

を始めとして陽電子を使った手法は試料中に陽電子を

打ち込むため試料を常に照射し続けることとなり，結

果として測定中に試料の状態がどんどん変化し続ける

ことになります.このようなことは最初あまり気にさ

れていなかったのですがMaurer教授は当初からこれ

を指摘していました.

きて，ここの大学は企業と非常に密接な関係があり，

大学内に企業の研究施設があったり，また，企業から
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経済的な支援を得ています.また，ここの大学院の学

生(博士課程)は研究を仕事として認めてもらってい

るのか給料をもらっているようです.国がかわると事

情も随分違うようです. しかし，これらも，研究室の

運営がそこの教授に一任されているためでお金をどの

ように使うかは教授が全て自由に決められるそうです.

こちらで修士課程にいる日本人の学生に日本の大学

には行かないの.Jと聞いた所「日本ではお金がもらえ

ないでしょう.J と言う返事が返ってきました.

ここで驚くのは女性の働いている姿をやたらと目に

することです. 警察，税務署などを始めとしてあちこ

ちで女性がたくさん働いています.この国では男性と

女性が非常に近い権利と義務があり，そのため，女性

も男性同様に働かなくてはなりません.逆に男性も女

性同様ある程度育児に従事しなくてはなりませんが.

一生男性のように働きたい女性はいいですが， 子育て

に専念したい女性には厳しい社会のようです.

Goteborgはボルボがあることで知られていて，スウ

ェーデンでは第 2の都市です.治安は非常に良く，夜

になっても街を中学生くらいの女の子のグループが遊

んで歩いています.治安の良さは日本と同じくらいか，

東京などに比べればこちらの方がいいのではないかと

思われるほどです.スウェーデンではパーソナルナンミ J

ノぐーというものがあり，これがないと日常生活で不具

合がたくさんあります.これなしではほとんど何も出

来ないと言った方がいいかもしれません.今後，スウ

ェーデンに長期滞在する予定のある人はこの点だけ注

意が必要ですが，スウェーデンに滞在するためのピザ

を取得する場合，必ずフルに一年のビザを取得するべ

きで，これがあればパーソナルナンバーの取得は極め

て容易ですから.

放射線化学



-・ニュース・・

第39回放射線化学討論会報告

第 1日目

第 1日目は20件の口頭発表(水溶液の放射線分解，

アルカンに対する放射線効果，極低温での反応，イオ

ンビーム照射効果，高温での照射効果，放射性廃棄物

固化体の線源利用，廃煙処理)が行われた.午前は，

水溶液系の放射線分解では，使用済み核燃料の処理処

分という原子力工学の重要なトピックスであるが，原

子力学会などではあまり聞くことが出来なかった分解

機構を実験データとその解析の両面から捉えており，

原子力工学科に身を置く筆者にとっては大変興味深い

ものであった.また，アルカンの熱分解に対する放射

線効果に関する 2件の講演は，熱分解の連鎖反応スキ

ームを分かりやすくまとめており，最近増加している

ポリマーの高温での照射効果を研究されている方々に

とっても非常に興味深く聞くことが出来たと思う.

午後は極低温でのトンネル反応のセッションの後，

高分子へのイオン照射効果の講演が続いた.イオンビ

ーム照射効果はLET効果やトラック構造， トラック

の重なりの効果に重点が置かれているが，今回の講演，

議論でもその辺りが中心となった.研究手段も分子量

測定，顕微FT-IR，時間分解吸収分光など多岐にわた

っており，イオンビームに関する研究がSR同様益々活

発化してきていることを改めて痛感した.今後さらに

進展し，異分野の研究者も含めた活発な議論が継続す

ることを期待している.その他に，放射性廃棄物ガラ

ス固化体の線源利用や電子線による排煙処理などの実

用面を重視した研究や， PTFEの高温照射による架橋

などの興味深い講演が続き，出演者による質疑も活発

に行われた.

(阪大工泉佳伸)

第 2日目

午前中の反応素過程(2件)，ホジトロニウム(4 

件)，放射線生物(2件)関連のセッションに引き続

き， ミニシンポジウム「放射光の化学」が聞かれた(特

別講演2件，一般講演11件).ここでは，放射線生物，

凝縮相GOS等の測定，気相における中性解離 ・光イ

オン化，液相~超臨界流体における光イオン化，団体，

高分子薄膜，放射光フ。ロセスといった幅広い話題で話
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を聞くことが出来た.凝縮相のイオン化に関するセッ

ションでの北大・小泉や神戸大 ・中川グループの講演

に対するホットなディスカッションが印象に残ってい

る.特にこの第 2日目に限らず，討論会では，活発な

議論が大いに勉強になり，討論時間 5分も短く感じら

れた.放射光関係では，この他3日目のポスターセッ

ションでも 5件が発表された.

(東工大理亀田幸成)

第 3日目

討論会第 3日目は11件の口頭発表(イオンビーム ・

初期過程・光イオン化等)と奨励賞の受賞講演(東大，

伊藤氏:無極性液体中の過剰電子)，特別講演(ワイツ

マン研究所Rips博士:Microscopic cavitation model 

of electron solvation dynamics in polar liquids) そ

して53件のポスター発表があった.

今回の討論会では，第 3日目に限らず外国人講演が

増えた.今回は11件であり，以前と比較してみると第

37回では 4件，第38回では 7件となっている.学会の

国際化という観点からも，今後さらに外国の研究者に

よ講演が増加することは好ましいと思う.

本年度はベストポスター賞を設けた.これは討論会

の実行委員の突然の思いつきで始めたわけであるが，

ポスター発表の活性化に少しは貢献したのではなかろ

うか.審査員には浜(早大)，旗野(東工大)，宮崎(名

大)，田川(阪大)，立矢(物質研)の諸先生方，そし

て事務局から加藤(物質研)が参加した.審査の対象

は内容のすばらしさに加えて発表の良さ・ポスターの

美しきであり，若手を対象に検討された.今回のベス

トポスター賞は砂川氏発表の福井工大グループの、臭

素化合物の低エネルギー電子付着過程における媒体温

度効果。と浅野氏発表の原研高崎，群馬大グループの

、温度変化に追従した環境応答性多孔膜の孔径制御と

物質透過'の 2件に与えられた.なお副賞はウイスキ

ーボトル 1本であった.

最後に今回事務局の一人として仕事をさせていただ

いた者として運営面での問題点について述べる.ひと

つば講演申込締め切り後の申込について，例年のこと

はわからないが今回は約10件ほど締め切り後に申込が
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あった.何かと調整に手間取るので事務局へのご協力 裕のないスケジュールであったことが原因ではないだ

をお願いしたい.ふたつめとしてポスター後の口頭発 ろうか.昨年の第38回討論会の報告にもあったように

表のセッションでは受賞，特別講演といった内容の濃 口頭講演時間，講演数の調整の問題は討論会の運営の

い発表，初期過程や放射線化学に密接に関連する光イ 上でもっとも悩む問題の一つであると思う .この問題

オン化のセッションにも関わらず聴衆がかなり減って は，また今年も，今後の検討課題として残ったと思う.

しまったことがある.つくばという交通の不便なとこ (物質研 加藤隆二)

ろでの開催であったため，また講演数の増加による余

応用放射線化学シンポジウム開催報告

平成 8年 9月18日(水)に応用放射線化学シンポジ

ウム「放射線プロセスと材料の機能化」が，東京大学

山上会館にて開催された.本報告では，シンポジウム

の概要と周辺の状況について簡単に述べる.

本シンポジウムは当初平成 8年 5月に開催する予定

であったが，諸般の事情で，延び延びになっていたも

のである.少し苦労話しをさせて項くと，なるべく最

新の情報について講演して項こうと考え，民間各社の

研究担当者に直接交渉を行い，内諾を項戴してプログ

ラム作成を行ったのだが，会長名での講演依頼状発送

前後に相次いで，会社内の許可が得られないといった

断りが入ってくるなど，プログラム構成を 2転 3転さ

せることになった.結局は別紙示すような 9名の研究

者に講演を引き受けて項くこととなり，目論見通りの

充実した内容にすることができた.ところが，更に言

い訳じみた話しをしなければならないのだが，本シン

ポジウムの案内を開催日時す前になるまでできなかっ

た事情が発生してしまった.それは 5月にだめでも

ともとのつもりで日本学術協力財団に学術シンポジウ

ムの企画募集に応募していたものが 8月半ばになっ

て選定されたと連絡を受けた.その時点から案内状，

プログラム等のフォーマ ット等をすべて変更する必要

が生じ，まさに会員各位に案内状を送付しようとして

いた矢先に，事務局とともに調整を行うこととなって

しまった.このためプログラムの最終版が出来上がっ

たのが8月の末となり，予算の組み替え等を行ってい

るうちに 9月になってから案内を出す始末となって

しまった.このため応用放射線化学シンポジウムへ参

加することができなかった会員各位が多数居られるこ

とと思っており，ここで深くお詫びする次第です.ま

た参加されることができなかった会員のために講演要
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旨をお送りする用意がありますので，鷲尾あてご連絡

(E-MAILで)をお願いします.

E-MAILアドレス:washio_ffiSk@hrt.shi.co.jp 

以上で言い訳を終わり，当日の講演の概要について

以下で説明したい.

上で述べたように本シンポジウムでは 9件の講演を

項いた.構成としては午前中 4件が半導体関係への放

射線の応用，午後の 5件がイオンや電子を用いた新し

い材料の開発やプロセスの現状についての講演であっ

た.講演に先立ち，田川阪大教授の開会挨拶があり，

引き続いて田川教授が座長を務められ，半導体関連の

4件の講演が行われた.

先ず高分子材料中の構造欠陥と光伝導度について阪

大の関修平氏が講演された.特に興味深かったのはポ

リシランの分岐構造が正孔移動度にどのような影響を

与えるかについて検討した結果であった.化学的に架

橋を(実質上分岐構造を導入)させた場合では易動度

に対してネガティブになるのに対し，特にイオン照射

を行った場合には 3次元骨格構造への変化に伴い，易

動度が飛躍的に向上するという.内容が非常に豊富で

講演中に議論された重要な知見についてここですべて

を紹介することができないのが残念である.

引き続いて三菱電機の村上隆志氏よりイオン注入の

半導体への応用と題し，講演を項いた.この講演では

特に半導体製造における各種のイオンの注入の必要性，

重要性等について詳細な説明が行われた.この分野で

利用されているイオン注入装置の'94年度における市

場規模が日本国内のみで250億円程度にもなっており，

年間新規にかなりの数のイオン注入装置が導入されて

放射線化学
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いるとのこと.にわかには理解しにくいが，講演を通 入し，一定の透過率を得られるよう工夫されているよ

じてその背景を知る事ができた.先ずーっの半導体を うだが，未だ十分な性能を得ている訳ではないようで

作る(例えばCMOSを作る)ためには最低でも 11回の ある.

イオン注入操作が必要で，通常は15回にも上るとのこ

とである.この際に利用されるイオン注入装置は高エ

ネルギータイプ，高電流タイプ，中電流タイプ，等と

何種類にも亘っている.ここで高エネルギータイプの

イオン注入装置はエネルギーが3MeVにもなるもので，

AsやP等かなり重いイオンを高エネルギーに安定に

加速していると言うことは驚きであった.またS01基

板作成技術としてUN1BOND法に関する紹介があっ

たが，これはSi基板水素を大量注入し，ウエハーの一部

を剥離するという，かなり大胆(? )な手法であるが，

' 実用化へ向かっているとのことで，これも驚きであっ

た

3番目は日立製作所の望月康弘氏の放射線照射によ

る半導体素子の特性制御に関する講演であった.これ

は放射線照射により，結品格子の変住やイオン化の構

造に敏感な性質を積極的に利用して，素子特性の制

御・改善を目指しているもので，既に相当の数の半導

体について，電子線，陽子線， γ線等により素子特性の

制御が行われているとのことであった.具体的に半導

体中でのキャリアのライフタイムの制御を行うために，

放射線により欠陥(これがキャリアトラップ{:ライ

フタイムキラー}となる)を後から導入し，ライフタ

イムを高精度に制御し，結果として望むような特性(高

速動作や低損失等)を得ると言うものである.放射線

がここまで有効に使われていることについて，放射線

化学，或いは物理の方々がどの程度認識されているの

. だろうか? 洗練された放射線の利用に大きな興味を

抱いた.

4番目はNTTのシステムエレクトロニクス研の中

村二朗氏による化学増幅型レジストの新展開について

の講演であった.化学増幅型のレジストでは光化学反

応により触媒作用のある酸や塩基を生成させ，引き続

いて行う熱処理工程中に光化学反応でできた物質と高

分子中の官能基等を反応させ，結果として高効率の架

橋(ネガ型)や分解(ポジ型)を起こさせることを基

本原理としている.現在ではKrFエキシマーレーザー

露光用の材料についてはほぼ開発が終わっており，

ArFエキシマーレーザーと次世代のX線露光用の化学

増幅型レジストの開発が精力的に行われているとのこ

とである.ArF向けの材料は，利用波長が193nmと通常

の芳香環では透明性が無いため，ナフタレン基等を導
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午後は最初の 3件の講演は，早稲田大学の浜教授が

座長を務められ，原研のアクティピティーを中心とし

た新材料創生に関するものであった.

大道次長はイオン照射による多孔膜の開発と題し，

CR39フィルムを用いて高崎研のT1ARA及び非常に重

いイオンを用いたケースではドイツの実験結果を交え

多孔膜を生成できる条件等について詳細に紹介された.

それによれば，フィルムにきれいな貫通孔をあけるた

めには重いイオンを用いることが肝心であり， Ar程度

のイオンでは穴は貫通しない.

重イオンを用いて照射をした後アルカリ現象するこ

とによりきれいな貫通孔ができるが，現像時間によっ

て穴のサイズを変化させることができるばかりでなく，

生成した孔にヒドロゲルとなるモノマーをグラフトさ

せることによりこの孔の開聞を事実上可能とできると

のことで，今後の展開が楽しみである.但し孔のあき

やすきについて議論があり， CR39は比較的孔のあきや

すい材料であるが，一般の高分子で同じようにうまく

行くかどうかについては更に検討が必要なようであっ

た

続いて瀬口次長から電子線を利用した高耐熱性セラ

ミック繊維の開発と題して，ここ10年程かけて開発が

進められてきた，新しい材料の開発の苦労話と材料の

特徴更に新たな応用に関して紹介があった.具体的に

はポリカルポシランを放射線照射して不融化する技術

であるが，大変な努力を重ねられ，実用化に至ってい

る.この努力の過程は私のように産業界に身を置いて

いるものにとって大変励みになるもので，どんなに苦

しくとも粘り強く事にあたることの重要性を改めて示

してくれた.

最後のセッションは，放射線の産業利用を積極的に

進めている 2つの企業からの報告に関するもので，鷲

尾が座長を努めた.

lつは住重の山瀬氏による電子線を用いた滅菌フ。ロ

セスに関するものであった.最近電子線を用いた滅菌

が，急速に広がりを見せており，その要因としてエチ

レンオキサイドガスによる滅菌にかなりの規制がかか

ってきていることが指摘された.また法律的な観点か

らは1SOやPL法の整備等に伴って，電子線滅菌の有用

性が広く認識されるようになったことも大きなポイン

トとなっているとのことであった.
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最後の講演は住友電工の西川氏によるアイオノマー

熱収縮チュープの開発に関するもので，特にその透明

性，剛性，耐油性等で従来にない優れた特性を有する

ものが開発されたとのことである.用いられたアイオ

ノマーはエチレン系のもので，実際にはエチレンとア

クリル酸やメタクリル酸の共重合体のカルボン酸部分

を金属イオン (Naイオンやマグネシウムイオン等)で

中和し，イオン架橋したものとのこと.このアイオノ

マーを電子線で架橋することにより，比較的低温で収

縮する優れた性能の架橋フィルム及ぴチューブの製造

が可能になったとのことで，今後幅広い用途展開が期

待される.

参考のため，下に当日のプログラムを転載します.

(住友重機械工業鷲尾方ー)

応用放射線化学シンポジウム

「放射線プロセスと材料の機能化」

プログラム

10 : 00-12 : 50 (座長田川精一)

開会挨拶 日本放射線化学会会長

1.高分子材料中の構造欠陥と光伝導度

ース・
(阪大・産研関修平)

2. イオン注入の半導体への応用

(三菱電機 ULSI研究村上隆志)

3.放射線照射による半導体素子の特性制御

(日立製作所 目立研究所望月康弘)

4. 化学増幅型レジストの新展開

(NTTシステムエレクトロニクス研 中村二朗)

****昼食休憩 (12:50-14:00)* * * * 
14 : 00-15 : 30 (座長浜義昌)

5. イオン照射による多孔膜の開発

(原研・高崎大道英樹)

6. 電子線を利用した高耐熱性セラミック繊維の開発

(原研・高崎瀬口忠男)

7. グラフト重合による分離機能材料の開発

(原研・高崎須郷高信)

15 : 50-17 : 00 (座長鷲尾方ー)

8. 電子線を用いた滅菌フ。ロセスの現状と展望

(住友重機械工業・電子照射センタ一 山瀬豊)

9. アイオノマー熱収縮チューブの開発

(住友電工・大阪研究所西川信也)

第 7回日中放射線化学シンポジウム報告

1996年10月28日から11月1日まで第 7回日中放射線

化学シンポジウムが聞かれました.これは日本と中国

の放射線化学に携わる研究者の交流の場であり，隔年

開催で交互に場所を移し今回は中国四川省成都市でし

た.四川省と言えば r四川料理」でその特徴は唐辛子

からくる辛い料理で，成都はあの「麻婆豆腐」発祥の

地(珍麻婆豆腐底)だそうです. ところで，期間中ほ

とんど太陽を拝むことが出来ませんでした.これは決

して曇っているせいではなしスモッグや土壊による

ものと思われ開発真っ盛りの土地であることが窺い知

れます.

きて，このシンポジウムに日本側は代表の京都大

学・山岡先生をはじめとする30名，中国側は70名と総

勢100名が参加しました.講演およぴポスター会場は私

達の宿泊したホテル(モスクワホテル)でA，B会場

に分かれて行われました.そのため，一人で全ての講

演をフォローすることは出来ませんでした.
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講演 (80件)は内容別に次のように分けられました.

Plenary Lectures 

Irradiation Facilities 

Gas and Liquid Phase 

Environmental and Dosimetry 

Polymer 

Sterilization and Radiation Processing 

Functional Polymer and Biological 

The Other 

また，同じ項目でも基礎研究はA会場，応用研究は

B会場という具合に振り分けられていました.幸か不

幸か，この「振り分け」により中国人研究者の興味の

傾向が顕著に見て取れました. B会場は立ち見すら出

る盛況ぶりに対し， A会場には中国人研究者がたいて

い10名程度しかいないのにはある意味で「落胆」を覚

えました.

その一方で，活発に発表・議論している若手研究者

放射線化学



遠足途中の事故現場にて

を何人か見かけました.α-hydroxyl radicalとaryl-

halideの反応(水素引き抜き/電荷移動)のpH依存'性

に関して講演した北京大学のX.W，Fang氏は欠席した

同大学の講演者に代わって講演したり，多くの質問を

講演者に投げかけたりと，非常にアクティブでした.

Sterilizationの講演では食物の輸出入に関連して滅

菌のための食物照射の際に必要な線量の国際的設定法

(dose setting Method 1 or 3) に関する議論がなされ

ており，その中で女性研究者の北京市射線応用研究中

心のY.Aoshuangさんはその設定法の妥当性を計算

により検討し，さらに別の講演で中国における食物照

射に対する認知と許容に関して話していました.

そして，三日目の午後のポスター(18件)では，東

京大学・勝村先生らが飛ぴ入りで発表する一幕もあり

ました.その後，市内にある四川大学内の博物館と成

都有機桂研究中心を見学しました.

初日夜のMixerでは日本の若手を代表して大阪大

学の泉さんと供にご挨拶させていただきました.この

Mixerにはじまり，期間中の毎夜が「歓迎会」でし

第 63号(1997)

船上からの楽山大仏

た.人の配置や趣向など中国側のスタ ッフには色々と

気を配っていただき，そのおかげで多くの中国人研究

者とお話しすることが出来ました.趣向と言えば，四

川では「歌舞庁」こと，カラオケとダンスが流行って

いるようで三日目のBanquetの後それが開催されま

した.そこで，いつもは難しいお話しされている先生

方の意外な一面を垣間見ることが出来ました.

最終日の11月 1日， Excursionnとし成都から200km

程離れた楽山市にパスで行きました.ここは中国最大

の大仏(全長70m)があることで有名です.この日は

前夜の雨のせいか期間中で唯一太陽を見ることができ

ました.思いがけないハプニングの後到着すると，す

ぐ大仏を目指し船に載りました.そして，眠江岸に鐘

え立つ巨像を目のあたりにした時，ゆっくりと流れて

いるが確実刻まれている歴史感じぜずにはいられませ

んでした.これはどうやら中国人研究者にとっても珍

しいけようで， 日本人以上にはしゃいでいました.

最後に，初めて海外に行った私にとって特に印象深

かったのは「交通」です.道路上は自動車 ・自転車 ・
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-・ニュース.
人が入り交じっている状態でこれでよく事故が起こ を見るよりドラマティック」な展開が道路上で繰り広

らないものだ」と思いました.自動車はクラクション げられていました.それを見るにつけ人々の力強きを

が鳴りっぱなしで，それをほとんど意に介さず人や自 感じずにはいられませんでした.

転車が「超然と」横切っていくという r下手なドラマ (原研燃料研究部 永石隆二)

1996年度放射線化学若手の会夏の学校報告

1996年度の放射線化学若手の会夏の学校は， 8月19

日から21日にかけて，千葉市の東京大学検見川セミナ

ーハウスで開かれました.夏の学校は放射線化学およ

びその関連分野の研究を行う若手が，ともに知識を広

げ意見を交換し合う場として1978年より毎年行われて

います.19回目となる今回は，北海道大学の住吉孝先

生，放射線医学総合研究所の舘野之男先生，アルゴン

ヌ国立研究所のJonah博士，パリ南大学のBelloni博士

の4人の先生に講演していただきました.その他には，

放射線医学総合研究所の重粒子線治療装置HIMAC

の見学と参加者による研究紹介が行われました.参加

者は学生を中心に32名でした.なお，今回の運営は東

京大学工学部の石樽 ・勝村研が担当しました.東大の

担当は12年ぶり 2回目となります.

一日目は午後から参加者による研究紹介を行いまし

た.ここでは， 学会発表とは違った雰囲気で，持ち時

間20分を自由に話していただきました.発表したのは，

福井工大の砂川さん，東工大の福地さん，小森さん，

早稲田大の松原さん，東京家政学院筑波女子大の前田

先生，神戸大の下山さん，東大の土肥さん，原研東海

の永石さんの方々です.研究グループの紹介に始まり，

最新のデータから，苦労話，失敗談までバラエテ ィに

富んだ発表が続きました.それぞれの発表に対しては，

活発な議論とまではいきませんでしたが質問やアドバ

イスがありました.むしろ，多くの参加者にとっては

放射線化学の扱う分野の広さを改めて感じることにな

ったのではないかと思います.研究紹介の後には，発

表のなかった参加者にも自己紹介を兼ねて研究内容に

ついて簡単に話していただきました.

二日目の午前中は住吉先生に講演していただきまし

た.タイトルは「ハロゲン原子コンプレ ックスとその

反応について一ナノ秒 ・ピコ秒パルスラジオリシスに

よる研究」です.パルスラジオリシスの歴史から始ま

り，北海道大学で行われてきたストロポスコープ法ピ
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コ秒パルスラジオリシスの原理とその装置の製作につ

いての紹介が前半の中心でした.実験を始めてからデ

ータを得るまでの苦労がよく伝わってくるお話しでし

た.後半では，ハロゲン原子コンプレックスの生成機

構や反応性について，電子線とレーザーを同期させた

実験なども交えて話してくださいました.

午後は，まず， Jonah博士とBelloni博士を講師に招

いて英語によるセミナーを行いました.お二方は

IEQES-96に参加するために来日していましたが，ワ

ークショップの前日に立ち寄っていただ‘いたのです.

Jonah博士はピコ秒からフェムト秒にかけてのパルス

ラジオリシスの必要性と現在のプロジェクトについて，

Belloni博士は写真の現像のときに起こる銀イオンの

反応メカニズムについて話してくださいました.その

後， Belloni博士が中心となって編集した写真技術の変

遷についてのビデオの紹介がありました.講演の後は

隣駅にある放射線医学総合研究所に行き， HIMACを

見学しました.HIMACは通常は癌治療のために連続

運転されていますが 8月はちょうどメンテナンスの

期間だったため，制御室，加速器，治療室の全てを見

ることができました.直径2.2mのライナ ックなど，そ

の大きさに，一同，目を見張っていました.

放射線化学



-・ニュース・・
その夜の懇親会では前田先生から「将来を見据えた ます.参加者の感想でも，充実していて良かったとい

研究」についてのお話を伺いました.その後，研究ゃ う意見がある一方で，一つ一つの議論にもう少し時間

将来のことについて夜更けまで議論が続きました. が欲しかったという意見もありました.また，セミナ

最終日の午前中には舘野之男先生に「放射線の発見

と医学利用」というタイトルで講演していただきまし

た.レントゲンによる放射線発見から100年，べクレル

による放射能発見から100年と記念すべき年が続きま

したので，その当時の経緯やその後の医学利用の歴史

を中心に話していただきました.また，放射線発生の

技術， CTの原理，さらにはレントゲン写真の見方な

ど，とても幅広く話してくださいました.

以上が3日間の内容です.この夏は非常に暑い日が

続き，その暑い最中に夏の学校は聞かれましたが，天

' 気には恵まれて無事に終わることができました 今回

は盛りだくさんで時間的には少し厳しかったかと思い

ーの内容を一つのテーマに絞ったほうが良いという意

見もあり，今後の企画の参考にしたいと思います.

なお， 1997年度の夏の学校の運営は早稲田大学の浜

研究室にお願いすることになりました.今まで若手の

会の存在を知らなかった方にもぜひ参加していただい

て，次回はさらに盛り上がることを期待しています.

最後に，講演を快く引き受けてくださいました住吉

先生，舘野之男先生， Jonah先生， Belloni先生に心よ

りお礼を申し上げます.また，見学の準備をしてくだ

さいました放射線医学総合研究所の方々に深く感謝い

たします東大工 千歳範蕎)

Gordon Research Conferenceに参加して

1996年の 7月7日(日)から 7月12日(金)までの

6日間，アメリカロードアイランド州ニューポートに

おいてGordonResearch Conferences (ゴードン会議)

のRadiationChemistryのセッションが開催された.

ゴードン会議は，各分野における最先端の基礎研究に

ついて未公開の内容も含め討論する会議であり， 1931 

年NeilE.Gordon博士によって単一の会議として行わ

れて以来，現在では年間およそ150の分野で世界各地で

. 開催されている Radiation Cα臼h恥加加凶1児悶即lem町印emπmis

は， 1953年に初めて聞かれ， 1976年以前は毎年開催さ

れていたが，それ以降は隔年開催となっている.

ニューポートはハイクラスのニューヨーカーの避暑

地であり，ここには， 日本で言うペンションを数倍大

きくした住居に広大な敷地をそなえた"secondhouse" 

が点在している.また，ここであの有名なAmerica's

Cupが開催されたこともあり，ショッピング街も何と

なく潮の香りがする町並みであった.アンティークも

のやT-シャツを扱う庖の他，シーフードレストランも

あり，全体的な印象として横浜と軽井沢の 2つの機能

をもっ町の印象であった.

会議は， Salve Regina Univ. (女子大!1)のキャンパ

スで行われ，出席者の宿泊は夏休み中の女子寮を使用

した.私は，アルゴンヌ研究所のCharlesD.J onah博士
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と相部屋させていただいた.会議開催中， Jonah博士

は，毎朝 7時頃起床し 1時間程ジョギングした後，

シャワーを浴びることが日課となっていた.私は，午

前のセッションが始まるa.m.8:30に間に合うように起

床し，カフェで朝食をとるのが精いっぱいであった.

というのもこの会議ではかなりハードなスケジュール

が組まれてる.午前中のセッションは 4時間行われ，

畳食から夕食までは自由行動であるが，その後p.m.7:

30より p.m.11:00まで発表及び討論の繰り返しである.

昼食後は，その辺をぶらぶらしてもいいし，ショッピ

ング，スイミングも可能だが，私の場合，疲れを癒す

ために寝ていることが多かった ジョギングなんてと

んでもない!自由時間は有効に体力の回復をはからな

ければ，コンディションは悪くなる一方だ.(ちなみ

に，わたしは 4年前から現在まで週 4， 5回昼休みに

5 kmのジョギングを行っている.)精神的に疲れていた

ことも考えられるが，いかにこの会議がタフかおわか

りいただけると思う .

会議は，冒頭，議長JohnM.Warman (オランダ)

の挨拶によって聞かれた.参加者はおよそ100人(アメ

リカ50名， ヨ→ロッパ30名， 日本 9名，その他11名)

で，大学関係者が70名，政府機関関係者が30名であっ

た.また， 60名が教授職， 30名が研究職の構成であっ
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-・ニュース.
た.日本からは浜教授，田川教授，勝村教授らが出席 者が多く，研究内容について議論を展開するにはこの

された.会議では，口頭27件，ポスター77件が発表さ

れた.口頭発表は，発表と質問に対して各々15-45分

が，ポスターには 2時間の時間が与えられた.基礎を

軸としたupto dateな研究発表は，初めて国際会議に

参加した私には，ちょっと刺激が強すぎたようだ.

今回このゴードン会議に参加して感じたことは，英

語の理解力，表現力 (AmericanEnglish)及び面識の

重要性である.今回， Radiation Chemistryのセッショ

ンはアメリカで開催されたため，アメリカからの参加

American Englishの理解力と共に，自分の意見のスト

レートな表現力が不可欠である.また，会議の参加者

は毎回出席しているメンバーが多く，面識のある研究

者たちは容易に自分の研究等に対して会話が楽しめる

雰囲気にあった.この点を考慮したためか，今回の会

議でl丸、Young Scientists Session"が設けられ， 6人

の若い研究者が口頭発表を行った.若い研究者を積極

的に研究発表に参加させようとする姿勢が感じられた.

(原研高崎広田耕一)

IEQES-96報告

1996年 8月21日から23日にかけて，水戸市の常陽義

文センターでInternationalWorkshop on Interfacial 

Effects in Quantum Engineering Systems (IEQES-

96)が聞かれた.主催は東京大学工学部附属原子力工学

研究施設であり，原子力学会とプラズマ・核融合学会

の後援で行われた.東京大学では原子力工学の延長線

上に，マクロなエネルギーシステムとその基礎となる

ミクロな量子現象を総合的に扱う学問として「システ

ム量子工学」を提唱している.そのシステム量子工学

においては，核融合，核分裂，量子ビームを利用する

エネルギーシステムが重要な柱となっているが，それ

ぞれを界面現象という点から見れば共通する問題点を

抱えていると考えられる.そこで，界面現象に関わる

現状の知識を整理し，将来の方向性を探るというのが

このワークショップの目的である.プログラムは 1日

目が核融合エネルギーシステムにおける界面効果 2

日目が核分裂エネルギーシステムにおける界面効果，

3日目が量子ビームと材料の相互作用，と 3つのセッ

ションに分かれ，それぞれ，招待講演とポスター発表

があった.海外からの招待者は10カ国23人であり，全

体の発表件数は講演が45件，ポスターが63件であった.

放射線化学は量子ビームのセッションの中の 1つの

テーマとして扱われ 5件の講演と 5件のポスター発

表があった.以下に講演の題目をプログラム順に挙げ

る.

1) Production and Electrochemical' Properties of 

Ultra -Fine Metal Particles 

(Universite Paris-Sud) J acqueline Belloni 
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2) New Pulse Radiolysis Techniques Needs and 

Possibilities 

(Argonne National Laboratory) Charles D. 

Jonah 

3) Early Events in Radiation Chemistry and Poly-

mers Studied by Pulse Radiolysis Synchronized 

with Femtosecond and Picosecond Lasers 

(阪大産研) 田川精一

4) Application of Ion Beams to Synthesis of Envir-

onmentally Responsive Track Membranes 

(原研高崎) 大道英樹

5) Medical and Other Application of High-Energy 

Heavy-Ion Beams at HIMAC 

(放医研) 村上健

初めにBelloni教授が放射線照射でイ7三られる金属微粒

子の特徴と生成メカニズムについて報告した.次にパ

ルスラジオリシスのシステムについて 2件， Jonah氏

がアルゴンヌ研究所で計画中のフェムト秒パルスラジ

オリシスについて，続いて田川教授が阪大のフェムト

秒レーザーを用いたピコ秒パルスラジオリシスについ

て報告した.最後にイオンビームを利用した技術とし

て大道氏がイオン照射による多孔膜の作製について，

村上氏が放医研HIMACで行われている治療と基礎研

究の現状について報告した.ポスターでは，水溶液の

イオンビームノ、fルスラジオリシス，グラスファイノ〈ー

強化プラスチックのγ線照射効果，サファイアのイオ

ンビーム誘起発光，両親媒性ポリシランのイオン励起

発光，半導体超徴粒子のイオン照射表面改質，と 5件
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.ニュース・・
中4件がイオンビームに関する報告であった. する照射効果に関する研究が主に報告されていた.核

量子ビームのセ ッションでは，他に「新しい量子ビ

ームの開発と応用J，r量子ビームによる材料の分析」

がテー?となっていた 量子ビームの開発のところで

フェムト秒の電子線，レーザー， X線についての発表が

続いたのが印象に残った.

その他のセ ッションについては部分的にしか聴くこ

とができなかったが，簡単に触れておく .核融合炉の

セッショ ンは国際熱核融合実験炉ITERでの使用を目

指したものなど発表件数が最も多く，プラズマ対向壁

材料に関するものとトリチウム増殖材に関するものに

大きく分けて議論されていた.プラズマ対向壁につい

ては材料中の水素同位体の挙動，不純物の影響，プラ

ズマによる材料の損傷に関する研究が，増殖材につい

てはトリチウムと材料の相互作用，ブランケ ットに対

分裂炉のセッションでは燃料 ・被覆管の健全性，核分

裂生成物の挙動，アクチニド元素の化学的性質に関す

る報告があった.

このワークショップでは，システム量子工学におけ

る諸問題のうち材料に関するものが広く取り上げられ

ていた.これらの講演 ・ポスター発表は lつの会場で

行われ，全てに参加することができたという点は珍し

い機会であ ったと思われる.最後のsummaryセッショ

ンで分野を超えた総括的な意見がなかったのは残念で

あったが，このワークショップによって，それぞれの

分野における現状と今後の展望を広い範囲の研究者に

知らせることができたであろう .

(東大工千歳範毒)

ノートルダムRCDC，新規文献情報の提供を再開!

ノートルダムRadiation Chemistry Data Center 

(RCDC)で発行されていたBiweeklyList of Papers 

on Radiation Chemistry and Photochemistry (以下

Biweekly Listと略)が，財政的な理由から廃刊された

のは一昨年末.世界の放射線化学者にショックを与え

ましたり.しかし，うれしいことに1996年12月の初めか

ら，インターネットのWorldWide Web による新しい

文献情報サービスが始まり，データベースへの新規デ

ータの収録も再開されたようです.従来の冊子による

サービスは行わず，これがBiweeklyList に代わるもの

とのことです.

Biweekly Listは，ご存知のとおり，放射線化学，光

化学とその周辺分野の新しい文献の情報を収集 ・分類

し提供してくれた非常に便利な文献リストであり，

1968年から隔週ごとに発行されてきました.その元と

なるデータベースも購読者には公開きれ，およそ1966

年からの文献情報， 148，000件をキーワードや著者名を

用い，オンラインで検索することができます.その後

もアクセスはできるものの， Biweekly Listの廃刊とと

もにデータベース自体への新規データの収録も中止さ

れていました.

新しいサービスは，インターネットのWorldWide 

Web(WWW)によるものです.ノートルダムRCDCの
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ホームページから，パスワード無しで，アクセスする

ことができます.文献データベースに関しては，

“Recent Papers in Radiation Chemistry and Photo-

chemistry"の欄，文献データベース全体から著者名あ

るいはキーワードでの検索を行う欄などがあります.

“Recent Papers"の欄は 1週間ごとに更新され，その

データが文献データベースに入れられてゆくようにな

るとのことです.また，ラジカルや溶媒和電子の反応、

速度定数，水溶液中でのラジカルなどの還元電位に関

するデータベースも公開されています.

残念ながら，データベースの検索システムなど，開

発中の部分も多く，文献データの更新も，まだ定期的

には行われていません. しかし，かなり近い将来

Biweekly Listや旧システム (VAXからのTelnetで、の

検索)に代わる使いやすいシステムが実現することと

思います.

RCDCでは，これらのデータベースをより使いやす

いものにするために，また，文献データベースを完全

なものにしてゆくために，次のことを歓迎していま

す:

1 )データベースの使い勝手についての意見や質問.

2 )放射線化学および光化学の論文の著者からの別刷

りの送付.
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-・ニュース・・
RCDCのホームページのアドレスと，これらの送り 日本放射線化学会の会員の皆様も，このデータベー

先は次のようです: スを活用するとともに，是非データベースに関する意

ホームページ:http://allen.rad.nd.edu 

電子メール : ndrlrcdc.1 @nd.edu 

(ndrlrcdc.1の 4番目の文字は、エ

ノレヘ最後の文字は数字のヘ、ち。)

別刷り送付先 :Keith P. Madden 

Director， Radiation Chemistry Data 

Center 

Radiation Laboratory 

University of Notre Dame 

N otre Dame，Indiana 46556 

見を送ったり，御自身の書いた論文別刷りを送付する

などして， RCDCに積極的にご協力いただけた らと思

います.

なお，本記事に関して，東京大学勝村教授を通じて，

ノートルダム大LaVerne教授に情報を提供していた

だきました.また， RCDCのDirector，Madden博士に

は，編集委員会よりのいくつかの質問にお答えいただ

き ま し た 編 集 委 員 会 )

1 )放射線化学， No.61， 49 (1996). 

近藤正春元放射線化学会会長への叙勲

元放射線化学会会長の近藤正春氏が平成 8年度春の

叙勲において勲三等旭日中綬章を受章されました.

同氏は，昭和16年大阪帝国大学理学部化学科を卒業

され，昭和33年新たに設置された東京都立大学理学部

放射化学講座の教授に就任されました.そして昭和56

年同大学を定年退職されるまで永年にわたって，放射

線化学の教育，研究に努められ，わが国の放射線化学

関連学会および産業を担う有能な人材の育成に貢献さ

れました.この間， 日本放射線化学会の副会長(昭和

45， 46， 47年度)および会長(昭和48，49年度)を歴

任され，わが国に於ける放射線化学の発展に貢献され

ました.また，当時全く新しい研究分野である放射線

化学の基礎および応用にわたる先駆的研究を推し進め

られました.同氏は，いち早く大学にコバルト 60ガン

マ線照射装置を導入され，特に線量の化学的測定に関

する先端をゆく精級な研究に力を入れられ，標準とな

る測定法を確立されました.日本原子力研究所東海研

究所に設けられた研究用原子炉の，熱中性子孔に於け

る熱中性束の化学的測定を行い，熱中性子孔を用いて

照射実験を行う多くの研究者に多大の便宜を提供され
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ました.その他，チトクロームCやビタミンC等の生体

関連物質の放射線分解の研究は放射線影響や食品照射

に，有機ハロゲン化合物の放射線分解はPCBの放射線

による無害化に，そしてシアン化水素の水溶液に対す

る放射線照射による核酸塩基，アミノ酸等の生成は，

生命の起源，化学進化の過程の解明に，それぞれ関連

するものでありました.以上の他，吸着状態にある物

質への放射線の照射効果の研究は，放射線エネルギー

の化学作用の効率化を目的としたものでありました.

このように未開拓の分野へ積極的に研究をすすめ，放

射線化学の発展に寄与されました.この間，放射線化

学の分野で世界の最先端を行く米国ノートルダム大学

放射線研究所への出張により，低温剛性溶媒法を用い

た短寿命化学種の研究に大きな成果をあげられました.

またドイツ連邦共和国のマックスプランク研究所より

招かれ，共同研究を行うなど国際的にも活躍されまし

た.

同氏の永年にわたる放射線化学界への御貢献に対し

謝意を表し，叙勲にお祝いを述べたいと思います.

(都立大理 ・山内康太郎)

放射線化学



William H. Hamill教授を偲んで、

William Henry Hamillは1996年 8月12日， 88年の生

涯を閉じた.本誌はさきに1985年 r放射線化学を築い

た人たち」という主題で12人のパイオニアの特集号を

出している.私は当時まだ元気で、あったHamill'こつい

て1942-1982年にわたる彼のサイエンスを紹介した.

今，追悼文を書くにあたってそのときの紹介文を要約

する.

"Hamillの研究姿勢は，新しいモデルを提唱するこ

とにやや慎重過ぎる傾向のある一般の化学者とは異な

り，新しい実験事実を説明する場合，既成概念にとら

われることなく，多少のリスクを官してでも自分の考

えを打ち出すというもので，その考えを確かめるため

に必要ならば臆踏なく新しい実験手段を取り入れると

いうものであった.そして自説がインスタントに受け

入れられなくても必ずしも頓着しないように見えた 11

一歩間違えると独善に終わるこの姿勢はHamillにと

って必然のものであった.

私は1964年から1966年の 2年間，完成後間もないノ

ートルダム大学の放射線研究所でHamill先生の博士

研究員として働いたが先生の気質は，善意のおせっか

いや，陽気なはしゃぎが大好きといった一般的アメリ

カ人の気質とは大いに違っていた.というと先生が気

難しく，取っ付きにくい人物であるかのように聞こえ

るかもしれないがそうではない.毎朝の情景から紹介

しよう.愛用のパイプを片手に，聞いてある私の実験

室のドアを手の甲で一つコツンと叩いて足音もなく入

ってこられる.そして前日考えてきた自分の考えをや

や甲高い声で私相手にひとしきり話される.そのあと，

私の説なり，反論なりに片目を半分閉じてじっと耳を

傾けられる.納得されればすっと消え，云い足りない

ことがあれば癖の強い文字を力一杯黒板に書き付けな

がら自分の考えを述べられる. しかし，私に対し注文

がましいことは何も云わずに戻っていかれるのである.

研究所には喜怒哀楽を全身で表現されるような教授も

いたがHamill先生の場合はせいぜいニヤリと片目を
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つよる位のところであった.

当時，私は20才代の最後，先生は50才代後半で， 二

人は親子ほども年齢の違いがあったが，今思い返して

も押し付けがましいことや，命令がましいことは一度

も受けた覚えがない.ただ，一番初め，テーマをどう

するかという時に先生は当時，研究室でやられていた

有機ガラス中の電子の研究の延長として有機結品中の

捕捉電子を取り上げることを提案されたのに対し，私

がいくつかの理由を上げて提案に反対し，渡米前，駒

込の理研で経験していた四塩化炭素結晶のガンマ一線

照射による鮮黄色への着色現象をやりたいと申し出た

ときは多少の難色を示された. しかし，結局は私の好

きなようにやることを承知して下さった.

論文の原稿が出来上がると先生の部屋に行き推敵を

受けるのであるが，先生は私の原文をパッサパッサと

削り取り，私から見ればほとんど幹と根だけにされる

のである.この流儀は他の人に対しても同じで，アメ

リカ人の間でも削り過ぎとぼやく人が幾人かいた. し

かし，先生は、この文章が短くてわからないと云うの

は読む方の頭が悪いのだグと涼しい顔であった.

ノートルダムといえばアメリカンフットボールであ

る上に，私が滞在した当時は全米優勝を果たすなどし

て，大学や町中が大はしゃぎであったが，先生はヨー

ロッパ人のように"stupidgame"と一言吐かれただけ

であった.そして土曜日でも大概は教授室に現れ，当

時，評判になりつつあったFeynmanの物理教程などを

読んでおられた.教授室には日本茶の道具一式があっ

て，常に緑茶を愛飲され，私がコーヒーを飲むのを見

て，なんでそんなsillyなことをするのだと冷やかされ

た.山荘風のお宅にもお邪魔したことがあるが，私が

ウイスキーを水で割るのを見て折角の酒を台なしにす

るのかと冷やかされたこともある.お宅の庭はよく映

画などに出てくるような，太陽さんさんの広い芝生の

庭ではなく，ラテン語でVincaminorと云う(と先生

から教わった)初夏には青紫色の小さな花をつける山
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野草が地面を覆い，背景の樹木とともに山中にいるよ

うな気分にひたれる庭であった.こういう所での先生

は次から次へと科学以外の話題を楽しまれ，庭にフク

ロウがきたと云ってはその鳴き真似をされたりした.

3年前の秋，ふだんの学会出張ではなく，ワシント

ンのエネルギー省からの要請でpeerreviewのために

渡米した際，非公用の旅行ついでということでサウス

ベンドにも足を延ばした.先生ご夫妻は既に先のか山

荘'から立派な養護施設付のアパートに移っておられ

たが，私としては内心，何時訪れるかも知れない日の

ことを思うとお目にかかりたい一心であった.お会い

するといつもの通り，大仰な身振り抜きの対面であっ

たが持参した宇治のお茶には目を細くされた.そして

近ごろはもっぱらノンフィクションの科学書，考古学

書，伝記もの，歴史書などを読んでいるが目が不自由

になって辛いとこぽされた.要するに事実に即した叙

事書ばかりである.科学ものではIsaacAsimovの宇宙

もの (cosmologyと云われた)を上げられたので私は

Carl Saganの作品はどうですか?と伺って見た.先生

はAsimovはノンフィクションのpopularizerだが

Saganはpublicattentionをひくように脚色したもの

やサイエンスフィクションにまで手を伸ばしているの

であまり読もうとは思わない，ただし，世代が違う著

者なので詳しくはわからないと云われた.(因みにこの

1988年，シカゴ大学の岡教授を訪問した際，半日を費

やして先生のお宅を訪ねた折，志田が撮影.

稿を書いている12月20日の新聞は私と同世代のSagan

が亡くなったことを報じている).私は先生の識別眼が

健在なことに半ば感心，半ばあきれたものである.こ

の日の数時間がやはり最後の対面となった.

私にとってWilliamHenry Hamillと云う人物は一

貫して西洋人と云うよりはどこかで血を分けた先達と

いった感じのする人物であった. もう 言葉を交わすこ

とはできないという寂琴感で一杯である.

(京大理志田忠正)

柏原久二先生を偲んで、

柏原久二先生は約 7年前に発病され，放射線治療な

どにより驚異の回復で元気に過ごされていましたが，

昨年11月23日早朝，帰らぬ身となりました.放射線高

分子化学などの分野で多くの業績をあげられ，名古屋

工業大学(名工大)では学生部長などを歴任され大学

の発展に貢献されました.

先生には昭和37年，北大教養での物理の講義から昨

年まで非常に長い間お世話になりました.学部 4年の

卒業研究ではポリエチレンの単結晶を作成することか

ら教わり，昭和46年には名工大へ研究室のスタッフの
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一員として加えていただきました.この様に長いおつ

きあいでしたので良いこと悪いこと，思いだすことは

限りがありません.まず，専門の最初の講義を受けた

ときのことです.お世辞にも上手な講義とは言えませ

んでした.何冊かの参考書をどきっと教壇の上に置き，

「勉強(学問)なんて自分自身のするものだ.私は序

論，この分野の紹介をするだけだ.本はここにいっぱ

いある.J という言葉で始まり，先生一人のペースで，

先生自身が分からなくなると長考されたりして講義さ

れていたことを思いだします.ただ学問のこと，私的

放射線化学
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なことで悩みの相談にゆくと親身になって考えていた

だき助言を項けました.答えのない時は考えるのをや

めて実験をしなさいと，気分転換を進めてくれました.

私が名工大に赴任した時「これから何を研究したら

よいでしょうか」と先生に質問すると(私は消極的だ

った) r君の考えていることを一生懸命やればよい」の

一言でした.その言葉で研究室が始まったようなもの

で学生を含めて，自由な雰囲気，発想のもとに研究室

が運営されてゆくことになります.勉強したい，研究

したい人が，やりたいことをやればよいということで，

名工大の中でもいろいろな意味で変わった人聞が柏原

研究室で過ごしたと思います.また，普通の人もいい

意味で変わって卒業していきました.卒業生の多くが
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いろいろな分野でオリジナリテイのある仕事を行って

いるのを見ると，柏原研究室の空気を経験したことが

ひとつの財産になっているのであろうと思います.一

方，先生は先生の哲学を常に前面にだされ，喜怒哀楽

を研究室においてもストレートにだされるところに，

自由な雰囲気の中に一本筋の通ったものがあったよう

に思います.

「自分自身の考えたことを，責任を持ってまっすぐ

すすめ」と天国で我々を見つめていてくれるような気

がします.

謹んで、先生の御冥福をお祈りいたします.

(名工大 ・嶋田繁隆)
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会員のペ ージ

「高エネルギー化学会?J に対して
前号 (No.62，p.91)では，日本放射線化学会のあり

方について，将来構想委員会より学会の名称変更も含

むいくつかの間題提起がなされました.これに対して，

4人の方々にご意見をお寄せいただきました.

学会の名称について

Hengleinらが著した本の第一章は「放射線化学は，

物質がイオン化放射線を吸収することによ って引き起

こされる化学的作用を取り扱う」で始まる.この定義

は確かに正しい.さらに「放射線化学を単に一つの分

野として扱うべきではない」とも述べている.最近の

討論会の講演要旨集などを見ると，その内容は非常に

多岐にわたっており，正に単に一つの分野とすること

はできない.では，それらを表す言葉として現在も「放

射線化学」が適切かどうかとなると，必ずしもそうと

は言い切れないであろう放射線化学会」という名称

が，現在の守備範囲の代名詞であるとは考えられない.

また，若い学生層が「放射線化学会」と聞いてどこま

での理解を得れるであろうかも，重要なポイントであ

ると考える.友人に「放射線化学は欧米では死に絶え

たんだろうじと言われては，たとえ自分の研究は価

値あるものだと考えていても，研究する元気は失せる

であろう .

若手研究者の活動及び他研究分野との交流

セミナーなどを開催する意義は大きい. しかし， 実

際，一年間に参加できる学会あるいはセミナーなどの

回数はどれくらいであろうか?特に，北海道という離

れに住んでいる私にと って，旅費の工面は大きな問題

であり 1年間に国内での学会に2つあるいは 3つ参

加するのがやっとである.多分，他学会にも参加し研

究発表を行っている方は多いと考えられ，この点を考

慮、すると，単独でセミナーなどを開催することには疑

問である.むしろ，他学会と共同でセミナーなどを開

催するのが望ましいのではないかと考える.あるいは

インターネ ット上での公開セミナーなども，これから

は可能と考える.放射線化学会の研究レベルは非常に

高 く，また，他分野の研究者が持っていない独特の知

識 ・技術等も豊富なので，他分野との研究交流は互い

に非常に有意義なことと思う.
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多分，将来の研究を模索している若い研究者は少な

くないであろう .極端な話，活発に研究すればするほ

ど，必然的に他分野と交流せざるを得ないのではない

だろうか?単なる付き合い的セミナーは無意味で，真

撃な意見を交わせる場が求められているのだと思う.

アリバイ的学会活動となっていないか?単に行事を増

やして予算を費すような愚は避けたい.

(北海道大学工学部 高橋憲司)

討論会と会誌の充実を

会の名称変更を考える前に，学会内部で研究に関す

る議論や情報交換がもっと活発に行われるように工夫

すること，放射線化学会の全員によって，どのような

研究が行われ，どのような展望があるかを放射線化学

会の会員内にも外部にも見えるようにもっと努めるこ

とが，放射線化学の活性化のためには，重要であると

思つ .

日本の放射線化学のカバーしている分野は，驚くほ

ど広い.基礎から応用，生物から物理に近い分野，凝

縮相と気相，低分子から高分子，放射光，ポジトロニ

ウムなど，これらの間での情報交換と研究協力は，ま

だまだ不十分である.ま た，放射線化学に新たに飛び

こんで来る人が少ないということがあるなら，その原

因は，名前の問題より，放射線化学という分野で現在

どんな研究が行われているか見えないことの方が大き

いように思える.

そのためにまず重要なのは，討論会(+化学会年会

放射線化学関連セ ッション)と会誌の充実である.少

し離れた分野の人にも，その研究分野の課題や目指す

ものがわかるような工夫がなきれるべきである.例え

ば，各討論会ごとに 1っか 2つ集中的に討論する課

題を決めたセ ッションを設ける.会誌の解説記事 とし

て適切なテーマの選択と内容の充実などである.

その際，お願いしたいのは，担当者任せにせず， 学

会として，そのあり方をきちんと考えてほしいという

ことである.討論会は，毎年，会誌は 2年ごとに担当

者が代わる.担当者は，与えられた仕事を大過なく行

うだけで精いっぱいである.長期的な視野にたって考

えたり，新しいことをさらに行う余裕はなかなか無い

のが現状であろう .

放射線化学



会員のページ

(北海道大学工学部小泉均)

「高エネルギー化学会?J に対して

放射線化学62号で将来構想委員会よりなされた問題

提起，及ぴ昨年の放射線化学討論会へ参加して，幾っ

か感じる所が有り，筆を執らせて項きます.

先ず学会の名前を変えるということについては，少

なくとも私は反対です.私自身既に出身大学の学科名

が消えるという大変寂しい思いをしておりますが，こ

れに続いて私を育ててくれた学会の名前まで消えてし

まったら，私は殆どルーツを失ったに等しいことにな

. ります また例え名前を変えたとしても中身を変えな

ければ何もならないとも思います.そう，中身をどう

変えるか，何を変えるかを議論しなければなりません.

私が求めるものは活力の有る学会です.放射線化学

会が主催する行事(講演会や勉強会)が多数有ること

が必要ではないかと思います.元来放射線化学会を構

成する方々は学問的に非常に高度，所謂一流の方々で

す.そういった方々が種々アクティビティーを向上さ

せるために学会活動を積極的に行って項くことで，会

の活力が格段に向上すると思います.またこういった

行事を多数行うことによ って，民閉会社からの注目を

集めることにもなります.とにかく放射線化学会の存

在感をグンと増やさなければなりません.ついでに細

かいことですが，行事へ参加してもらうには会員資格

を求めることが必要で・しょうし，更に申しますと，会

費が安すぎるのは少なくとも民間にと っては学会を軽

視する要因にもなります. (賛助会費は高いのですが

また学会が現在法人資格を持っていないことも気に

なることです.学問的にいくら高度で、も，法人となっ

ていないことは，今後の活動にと っても有利になるこ

とは一つも無いと思います.どうやって法人資格をと

るのか良 く分かりませんが，この点についても是非検

討して見てください.

更に学会誌についても現状では年2回の出版が限界

であることは理解しておりますが，将来的には，やは

り投稿を公募し(掲載料を徴収， 学会誌に論文が載る

ことの価値を高めたい.)せめてパイマンスリー程度に

はして欲しいと思います.このためには会員数をいま

より格段に増やす必要がありますが，それはできない

相談ではないと思います.

色々と書きましたが，こんなに民間からの参加者の

第 63号(1997)

少ない学会は余り無いと思い ます.誰の目にも魅力的

に映る学会へと変貌して欲しいと思います.

以上勝手を申しますが宜しくご検討下さい.

(住友重機械鷲尾方ー)

放射線化学会の活性化

編集委員の小泉均さんから放射線化学会の活性化に

ついての意見を書けとの指示を戴きました.将来構想

委員でもありますので，以下に私見を述べさせて戴き

ます.

1.会費を年額8000円程度に値上げすること:会費は

学会活動の源です.新世紀を迎えるに当たってそ

れなりの学会活動をしようとする場合，会費2，500

円/年では充分な活動ができるとは思えません.

会費を値上げし，会費に見合う活動をすることに

よって会費を会員に還元するという基本姿勢が本

来あるべき姿であると思います.会費が低額では，

学会活動において自己規制に陥りがちになる懸念

をもちます.

2.理事の廃止と委員の選挙による選出について:情

報連絡(各機関の理事が情報連絡役)は会誌を充

実させることで充分機能を果たせる筈です. した

がって各機関の代表としての理事の存在の意味は

低くなっているのではないでしょうか.学会はつ

ねに若返りを必要としています.委員(20名程度)

を全員による選挙で選出することによって，つね

に新しい息吹を学会に送り込むことが必要ではな

いでしょうか.会長や編集委員長等は，委員会で

の互選により選出する.

3.学会賞授賞については積極的な推薦を募る:放射

線化学会はこれまで極めてすぐれた研究者を輩出

してきました.当学会は研究者の業績評価が正当

かつ客観的に行える規模をもっていますから， 学

会賞，奨励賞ともに積極的に推薦を募り，競争原

理のもとに研究の奨励を押し進めるべきものと考

えます.執行部の円滑な運営を望みます.

4.学会誌の充実を図る:21世紀を展望するに，放射

線化学会の活躍の場は計り知れないものがありま

す.今こそ，学会誌を情報発信の中枢とするべく

充実させるべきではないでしょうか.具体的には，

隔月発行(年 6冊)とし，先端分野の研究内容を

先取りして掲載し(原著論文，総説，解説，その

他)，放射線化学分野の情報発信の要として会誌を
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会員のページ

充実させるべきものと考えます.

(山梨大工平岡賢三)
お知らせ

会員のページは，全員の皆様が投書によって，

自由に議論できる場にしたいと思っています.本

号の学会のあり方に関する意見について，あるい

は他の課題についても，ご意見やご質問のある方

はぜひ投書をお願いします.800字程度におまとめ

の上，次号掲載希望分については， 1997年 7月15

日までに下記へお送りください:

干567大阪府茨木市美穂ケ丘8-1

大阪大学産業科学研究所放射線実験所

日本放射線化学会編集委員会

放射線化学
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日本放射線化学会 第65回理事会議事録

日本放射線化学会第65回理事会は，平成 8年10月15 れた.

日(火)18:00から工業技術院物質工学工業技術研究所 3 )平成 9年度役員選任について

第3会議室において開催された.出席者は次のとおり 会長から次期役員案が提案され，審議の結果，資料

65理一 5のとおり承認された.常任理事は，学会運営

上の特定の事項について必要に応じて選任することと

し，今回は日中放射線化学シンポジウム担当として，

山岡仁史先生が就任すること，次期事務局は大阪大学

産業科学研究所が担当することが承認された.また，

理事に大阪大学産業科学研究所の本会会員を追加する

ことが了承された.

4 )入退会の承認について

事務局から資料65理一 6のとおり報告があり，承認

された.

5 )その他

委員会の委員長は，従来から会長および副会長が就

任することになっている. 9年度については，新正副

会長の間で，来年 3月の理事会までに調整すること，

委員については，各委員長に一任すること，その結果

を会誌に掲載することが了承された.

である.

メ~ 長吉田 宏

副 会 長 石 垣 功 ， 荒 井 重 義

監 事 旗 野 嘉 彦

顧 開 高 椋 節 夫

常任理事川上和市郎

. 理 事 住 吉 孝，小笠原正明，飯沼恒一，

長谷川閏彦，柴田裕実，勝村庸介，

河内宣之，浜 義昌，平岡賢三，

宮崎哲郎，嶋森 洋，田川精一，

森 利明，中川和道，塩谷 優，

平出哲也，南波秀樹，岡本次郎，

下川利成，木村一宇，立矢正典，

鷲尾方ー

次 期 役 員 山 岡 仁 史 ， 小 林慶規

主な議事内容は次のとおりである.

1.事務局報告事項

1)平成 8年度事業中間報告

事務局から資料65理一 1のとおり報告があり，了承

された.

2 )平成 8年度会計中間報告

事務局から資料65理一 2のとおり報告があり，一部

修正のうえ了承された.

2.審議事項

1 )平成 9年度事業計画について

事務局提案の事業計画について審議が行われ，資料

65理一 3の計画が承認された.次回の応用放射線化学

シンポジウムは，先端ビーム利用分野で，平成 9年 5

月に関西地区で開催すること，第40回放射線化学討論

会は第 3回低温化学セミナー(トンネル反応と量子媒

体の化学)に引き続いて， 10月11日から勝田市または

水戸市で開催することなどが了承された.

2 )平成 9年度収支予算案について

事務局提案の予算案について審議が行われ，資料65

理-4の計画が承認された.なお，若手の会 ・夏の学

校援助費については増額の希望が出された.この点に

も配慮、して，予備金を100.000円増額することが了承さ

第 63号 (1997)

3.報告事項

1 )各委員会活動報告等

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員会及ぴ

編集委員会の活動状況の報告が行われた.

〔将来構想委員会〕

委員長から， 10年後， 20年後の放射線化学の状況を

見据え，学会の在り方について，広く全員の考えを踏

まえた検討， ミニシンポジウム，ワークショップ，セ

ミナ一等の頻繁な開催，役員の若返り，若い人が活動

し易くする，他分野の研究者の加入を図る等により，

学会にエネルギーを与える必要があるなど討議結果が

報告された.また，学会賞について，候補者がないな

どの事態はさけるべきで，推薦の方法，複数受賞を認

めるなどの検討が必要であることなどが報告された.

非常に重要な提案であり，委員会での議論を整理し，

会誌に残すことが要請された.

〔企画委員会〕

委員長から 9月に実施した応用放射線化学シンポ

ジウム(7年度分)，平成 9年 2月開催予定の放射線化

学セミナー「放射線化学に関連した理論と計算機科学」

(仮題)について報告された.また，次回の応用放射
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線シンポジウムは 8年度および 9年度分をまとめた

形で，田川および松山会員が幹事となり，来年 5月に，

3日間位かけて，関西で開催する計画であることが報

告された.学会の行事がマンネリしている傾向もある

ので，活性化の方法について，各委員会で検討を進め

る必要性が指摘された.

〔国際交流委員会〕

委員長から，第12回ICRR(2003年)の日本への招致

問題，放射線化学討論会のInternationalSessionの設

置，放射線化学に関する国際研究会議開催の申請， 日

本放射線化学会からの情報の発信等について，以下の

ような報告があった.

①ICRRについては，日本開催招致について，我が匝

の国際的責務を果たすためにも，積極的に協力するこ

ととする.②放射線化学討論会のInternational Ses-

sionについて，今年度は準備不足，発表件数が少ないな

どから設置しなかったが，今後とも設置に努める.な

お，開催地および世話人をできるだけ早く決定し，討

論会開催予告をRadiat.Phys. Chem.誌等に掲載する

ことが望ましい.③国際会議を主催することは学会の

活性化や地位を高めることにもつながるが，開催には

経費を伴う.それを確保する努力も必要であり，毎年

公募のある制度の調査結果が報告された.④学会とし

て，情報発信は必要であり，特にインターネット等を

通じて，国際的に発信できることが望まれている.労

力や資金の確保が必要であり，その方法，問題点等に

ついて，今後とも，編集委員会で検討してもらう.

〔編集委員会〕

下川会員から，会誌やニュースレターの発行に係る

委員会での検討課題の報告があった.放射線化学No.

62の反省として，追悼記事の執筆要領を決める.会誌

の形式は英文題名や英文アブストラクトを付ける等の

データベース化できる書式を用い， JICST等に対応で

きるようにする.会誌を将来的にはA4版にする.

〔日中セミナー〕

山岡会員(特別出席)から， 日中放射線化学シンポ

ジウムが平成 8年10月-11月にかけて，中国の桂林(成

都)で開催されるが，その準備状況が報告された.

2 )第39回放射線化学討論会について

第39回放射線化学討論会の開催概要が実行委員会の

立矢理事から報告された.口頭発表50件，特別講演3

件及び受賞講演は 1件であった.また，ポスターセッ

ションは531'牛であった.

3 )第40回放射線化学討論会の準備状況について

宮崎会員から，第40回放射線化学討論会は，日本原
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子力研究所先端基礎研究センターの荒殿会員が準備に

当たり，勝田市か水戸市で，平成 9年10月11日-13日

に開催する予定であることが報告された.

4 )その他

a.吉田会長から，学術会議における放射線科学研連は

原子力基礎研連と統合され，核科学総合研究連絡委員

会となり，議員の推薦枠が 1名であるとの通知があっ

たことが報告きれた.

b.会誌62号に掲載されたが，吉田会長から改めて，平成

8年度の学会賞，技術賞，奨励賞候補者を， 12月末日

までに事務局宛てに推薦されるよう要請された.

c.下川会員から，来年共催する第33回理工学における

同位元素利用研究発表会におけるパネル討論に関する

調査アンケートへの協力要請があった.

く〉平成8年度事業中間報告(資料65理一 1) 

平成 8年

4月 将来構想委員会(3月29日)

編集委員会(10日)

6月 NEWS LETTER N 0.22発行

7月 第33回理工学における同位元素研究発表会共催

(1 -3日，東京)

企画委員会(2日)

国際交流委員会(4日)

日本学術会議シンポジウム「人類と放射線」共

催 (25日)

8月 若手の会夏の学校(19-21日，東京大学検見

川セミナーハウス)

第 2回低温化学セミナー「トンネル反応と生物

効果J (21-23日，東海)

9月 第12回ESR応用計測研究会共催(14-15日，奈

良)

応用放射線化学シンポジウム(18日，東京)

「放射線プロセスと材料の機能化」

会誌No.62発行

10月 編集委員会(4日)

将来構想委員会(14日)

企画委員会(15日)

第65回理事会(15日，つくば市)

第39回放射線化学討論会(15-17日，つくば市)

第32回総会(16日，つくば市)

第 7回日中放射線化学シンポジウム (28-11月

1日，中国成都市)

11月 ハイテク推進セミナー「放射線ビーム応用の現

状と将来」協賛(19-20日，吹田)

放射線化学



12月 NEWS LETTER N 0.23発行

平成 9年

1月 第 6回放射線利用総合シンポジウム協賛 (29日，

大阪)

2月 放射線化学セミナー「放射線化学に関連した理

論と計算機科学J (仮題)

3月 第 6回インテリジェント材料シンポジウム協賛

(21日，東京)

第66回理事会

会誌No.63発行

く〉平成8年度会計中間報告(資料65理一 2) 

平成 8年 9月30日現在

. 収入の部

項 目 予算・ 中間 予定

賛助会費 2，000，000円 1，740，000円 1，960，000円

個 人 会 費 1，000，000 869.000 1. 000. 000 

雑収入 400，000 160.400 400.000 

銀 行 利 息 1.000 627 1.000 

繰越金 3.180.719 3.180.719 3，180，719 

メロ入 計 6，581，719円 5，950，746円 6，541，719円

第 63号 (1997)

支出の部

項目 予算・ 中間 予定

事 務 費 300，000円 41，633円 300，000円

通信連絡費 300.000 203，479 300，000 

印 jlj 費2，000，000 850.000 2.000.000 

ム五 議 費 200.000 83，430 200.000 

全誌発行費 100，000 35，000 100，000 

放射緯化学討論金援助 350，000 150，000 150，000 

応用シンポジウム援助 150.000 300.000 -150.000 

政射線化学セミナー援助 150.000 。150.000 

若手・夏の学校援助 150.000 150.000 150.000 

学 ム五 賞 35，000 。 35，000 

同位元素発表会分担金 9.000 9.000 9.000 

企画委員会経費 50.000 。 50.000 

将来構想委員会経費 50.000 。 50，000 

編集委員会経費 100.000 100.000 100.000 

国際交流委員会経費 50.000 33.980 50.000 

子 情 費 100.000 。100.000 

放射線化学基金積立 774.438 。 。
繰 越 金1，713，281 2.987.719 

A ロ 計6，581，719円 1，956，522円 6，581，719円

現預金残高

3，994，224円 (5，950，746円-1，956，522円)

(現金35，082円，郵便預金1，650，665円，

銀行預金2，308，477円)

学会基金積立総額 4，211，797円

.第64回理事会承認

平成 9年度事業計画(案) (資料65理一 3) 

平成 9年

5月 応用放射線化学シンポジウム

6月 NEWS LETTER N 0.24発行

7月 第34回理工学における同位元素研究発表共催

8月 若手の会夏の学校

9月会誌No.64発行

10月 第 3回低温化学セミナー(10日)凶

第40回放射線化学討論会 (11-13日)桂)

第66回理事会 (11日)

第33回総会(12日)

12月 NEWS LETTER N 0.25発行

平成10年

1月 放射線化学セミナー

第 7回放射線プロセスシンポジウム共催

3月 第67回理事会
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会誌No.65発行

注)その後，第 3回低温セミナーは10月13日，第40回

放射線化学討論会は10月14日-16日に変更になっ

た.本号の開催案内 (p.39)参照. (編集委員会)

。平成 9年度実行予算(資料 65理一 4)

収入の部
支出の部 」円 l

賛助金 費 2，000，000円事 務費 300，000

個人会費 l.ooo.ooo 通信連絡費 300.000 

日本学術協会財団補助 150，000 ~n 副 費2，000，000

雑 収 入 400.000 会 議 費 200.000 

銀行利息 1，000 全誌発行費 100.000 

繰 越 金2，987，719 放射線化学討論金援助 150.000 

応用シンポジウム援助 150，000 

放射線化学セミナー援助 150.000 

若手・夏の学校援助 150，000 
』子ι ム五 賞 35.000 

同位元素発表会分担金 9.000 

企画委員会経費 50.000 

将来構想委員会経費 50.000 

編集委員会経費 100.000 

国際交流委員会経費 50.000 

子 備 費 200.000 

繰 越 金2，544，719

A 口 計6，538，719円合 計6，538，719円 i

。平成9年度役員(資料 65参ー 5) 

(*は新任)

~ 長旗野嘉彦(東工大理) * 
副会長宮崎 哲郎(名大工)* 

石垣 功(原研高崎)

田川精一(阪大産研) * 
常任理事山岡仁史(京大工) * 
理 事 市川恒樹(北大工) * 

竹中康之(北教大) * 
飯沼恒一(東北大工)

勝村庸介(東大工)

柴田裕実(東大原総セ)

河内 宣之(東工大理)

鈴木信三(都立大理)

浜 義昌(早大理工総研)

仲)11 勤(明大理工)

西川 勝(神奈川工科大)

平岡賢三(山梨大工)
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新坂恭士(金沢工大工)

嶋森 洋(福井工大工)

長谷川園彦(静岡大理)

百瀬孝昌(京大理) * 
長谷博友(京大原子炉)

中山敏弘(京工繊大工芸)

吉田陽一(阪大産研) * 
森 利明(大阪府大付属研)

嘉悦 勲(近畿大理工)

中川 和道(神大発達)

塩谷 優(広大工)

入江正浩(九大機能物質)

小林慶規(物質工研) * 
松浦かおる(名工研) * 
下川利成(都ア研)

永石隆二(原研東海) * 
岡田激平(原研高崎)

玉田正男(原研高崎) * 
河西俊一(原研関西)

木村一宇(理研)

岡本次郎(放振協)

上野桂二(住友電工)

鷲尾方ー(住友重機)

水沢健一(日新ノ、イボル)

藤原邦夫(荏原総研) * 
監 事石樽顕吉(東大工) * 

荒井 重義(京工繊大工芸) * 
事務局大阪大学産業科学研究所

顧 間後藤田正夫，佐藤 伸，田畑米穂、，

笛木賢二，高椋節夫

名誉会員贋田鋼蔵，志田正二，団野階文，

岡村誠三，津田 覚，近藤正春，

桜井 洗，今村 EEヨ3 

放射線化学



く〉入退会希望者一覧(資料 65理一 6) 

入退会 全員種別 氏名 所 属

入会 正会員 熊田高之 日本原子力研究所t喧基礎研究セン1-

(干直8年度よリ)

黒崎 譲 11 

駒口健治 11 

学生会員 大槻泰史 神戸大学大学院修士課程

堀内広樹 11 

持田武志 11 

西条佐智子 神戸大学

高田知哉 北海道大学大学院修士課程

深村真史 11 

退会 正会員 大和田豊一 側吉野工業所
(平正8年置から)

沼田茂生 清水建設側

福田輝夫 古河電気工業側

吉野 明 側フジクラ

中山浩之 関西ペイント鮒

植田義文

山内愛造

盛光 明

高橋嘉一

小池 j前 (逝去)

賛助金員 綱島津製作所 (1口)

側プリジストン ( 5口)

(平正9年度から) 正全員 西村浩一 日本原子力研究所高崎研究所

山上允之 大阪府立大学先場科学研究所

吉原賢二

• 

第 63号 (1997)

紹会者

宮崎哲郎

11 

11 

中川和道

11 

11 

11 

小泉均

11 

。日本放射線化学会将来構想委員会(議事録)

日時 :平成 8年10月14日(月)17:00-

場所:物質工学工業技術研究所

出席者:大野新一，瀬口忠男，平岡賢三，荒井重義，

宮崎哲郎，加藤隆二(事務)

放射線化学会は10年後， 20年後の放射線化学の状況

を考え，適切な対応と運営を進めなければならない.

以下，議論された点を述べる.

1. 学会名の変更(例えば，高エネルギー化学会とす

る)は，更に広く会員の意見を聞く必要がある.

この議論は自ら放射線化学会の在り方を論ずるこ

ととなり，仮に学会名を変更しない場合でも有意

義である.

2. 放射線化学会は種々の面で活性化される必要があ

る.例えば新鮮なトピックスに基づいたミニシン

ポジウム，ワークショップ，セミナ一等の開催を

頻繁に企画してはどうか.その場合会費の値上げ

は避けられないかもしれないが，やむを得ない

また，科研費に対するテーマも考えなければなら

ない

3.組織も硬直化しているようである.各役員，理事，

委員等の若返りをはかり，また他分野の研究者を

積極的に加えてはどうか.投票による決定も一方

法である.いずれにせよ活気に満ちた人を加え，

学会にエネルギーを与えなければならない.

4. 学会賞の候補者がないという事態は避けてほしい.

そのためには推薦のやり方を上手に行う必要があ

る.奨励賞は各年複数の受賞者があってもよい.
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企画委員会活動経過及び活動計画(案)

1996.10.15 

放射線化学会企画委員会

1.平成 8年度活動経過及び活動計画

①企画委員会

・8年 7月2日(国立教育会館)

議題:応用放射線化学シンポジウム(7年度分，

8年度分)及び放射線化学セミナーのテー

マと開催スケジュールについて

. 8年10月15日(工業技術院物質工学工業技術研究

所)

議題:9年度活動計画について

②応用放射線化学シンポジウム

『放射線フ。ロセスと材料の機能化』

8年 9月18日開催(東京大学山上会館)

(平成 7年度活動分として開催)

③放射線化学セミナー

『放射線化学に関連した理論と計算機科学(仮題).0

9年 2月開催予定(東京あるいは東京近郊)

2.平成 9年度活動計画

①企画委員会

2回程度(7月， 10月あるいは10月 3月)開催予定

②応用放射線化学シンポジウム

-先端ビーム利用関連テーマで 9年 5月頃に関西地

区にて開催予定(8年度分)

• 9年度分(10月15日開催の企画委員会の結論によ

る)

③放射線化学セミナー

(10月15日開催の企画委員会の結論による)

日本放射線化学会国際交流委員会報告

1996.10.15 

理事会報告

1996年 7月4日に早稲田大学理工学部で委員会を開

催した.そこでの検討の内容と得られた結果を以下に

要約する.

1. 日中放射線化学セミナーの進捗状況

山岡仁史実行委員長に特に出席を依頼し，準備の進

捗状況について報告を受けた.

2. 第12回ICRR(2003年)の日本への招致問題

日本放射線研究連合の嶋昭紘会長から標記の会合を

日本に招致すべきかどうかについての検討をJARR幹

事を通じて求められた.議論の結果，以下のような結
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論に達した.

日本での開催は日本放射線影響学会の積極的取り組

みがなければ不可能であるが， 日本放射線化学会とし

ては，我が国における放射線分野のいっそうの発展に

役立たせることと，我が国の国際的責務を全うするこ

とのために， 日本への招致を積極的に進めたいと考え

ている.我が国で開催する場合には，開催地の選択や

会議の準備にあたって，研究集会の内容の充実を図り

ながら経費の無駄を省くことに心がけ，いわゆる「身

軽な」会議とすることにめざしたい.

3.放射線化学討論会のinternationalsession 

今年度は，準備時間の不足から， international ses-

sionが成立するに十分な英語発表件数がなしこれを

行わないことにする，という討論会世話人の意向を了

解した.なお，将来internationalsessionを開催するこ

とに向けて努力を続けることとした.そのことと関連

して，討議会開催地と世話人をできるだけ早く決定し，

討論会開催予告をRadiat.Phys. Chem.誌に掲載する

ことが望ましい.

5. 放射線化学に関する国際研究集会等への申請

放射線化学関連の国際会議を開催する必要経費を得

るため，毎年定期的に公募のある財源を調査し，その

結果を踏まえて，会員が分担して適切な形で国際会議

開催を申請することが望ましいという結論に達した.

その後の調査の結果わかった財源は下記の通りであ

る.

0文部省「国際シンポジウム」 国立大学が主催する

もので，参加者は100名内外(10名程度の外人招待講

演者を含む)，締切は前年度の10月末.

O日本学術振興会「国際研究集会」 明確に限定きれ

た主題で我が国で開催する意義のあるもの.参加者

100名 (1/4は外国人)前年度 5月25日締切.

O日本学術振興会「王子セミナー」 テーマは基礎的

なもの. 50名程度 (1/5は外国人でアジアの若い

人の参加を奨励.前年度の 2月末締切で年間 2件.

6. 日本放射線化学会からの情報の発信

インターネット等を通じて学会からの情報を国際的

に発信することは望ましいことではあるが，そのため

には多大の労力と経費が必要である.学会からの情報

発信の問題は，今までにすでに編集委員会で議論され

たことがあるが，同委員会でさらに検討を続けて貰う

ことがよいのではないかとの結論になった.

放射線化学
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会員名簿等(No.62)訂正

第 63号 (1997)

No.62の名簿に関して，誤りやその後の変更があ

った場合は，なるべく早く日本放射線化学会事務

局までご連絡ください.
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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

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーかアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住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
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中国電力株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

日立化成工業株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線利用振興協会

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

(アイウエオ順)
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