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〔巻 頭 言〕

周辺分野との協力関係

広島大学大学院工学研究科 種 谷 優

巻頭言を依頼されたが， ここでは“周辺分野(学会) あえて学会組織とせず，同好会的組織として今日まで運

との協力関係"などを含め，二三の感想めいたことを記 営されてきた.電子スピンは，今日では，討論会設立当

し，責を果たさせていただくことにする. 時の中心課題である物理化学から，物質科学や生命科学

放射線化学に直接関係する研究を始めたのは博士課程 の先端科学技術に至るまで多彩な分野に拡大している.

在学中の 1968年， フランス政府留学生として滞在した しかし ESR討論会そのものへの参加者の数や討論課

サックレー原子核研究所である. Chachaty先生牢の指 題の広がりは頭打ちになっている.放射線学会(または

導のもとで，被照射有機フッ素化合物に生成した反応中 討論会)との類似性が私の脳裏を横切る.この現状を打

開ラジカル種の電子スピン共鳴 (ESR)研究を行った 関するため. ESRでは“科学 ・技術の領域の枠にとら

幸か不孝か，以来 35年間にわたり反応中間体を中心研 われず，電子スピンをキーワードとした科学者 ・技術者

究課題としてきたことになる.この間，凝縮相での反応 の研究技術の交流と情報交換 ・発信の場のみならず，次

中間体(含正負イオンおよび中性ラジカル種)の研究は 世代研究者・技術者の活躍を積極的に支援する場を新た

放射線化学の主要な一分野として大きく発展してきた. に設立する"ことを目的に今秋より新たに「電子スピン

また，わが国の放射線化学研究グループはこの分野の発 サイエンス学会」を発足させることとなった.

展に極めて大きな寄与をした.私自身は，化学反応その 放射線化学は基礎および応用ともに広い分野をカバー

ものよりも，中間ラジカル種の電子構造により興味をも している.換言すれば，広い境界領域が放射線化学の特

ち，放射線化学の中心課題から外れた，周辺の問題を研 徴の一つで、ある.放射線化学会会員の多くは，化学，物

究してきたことになるが. 理，応用物理，原子力，高分子科学，生化学， レーザー

さて， 日本放射線化学会は創立以来 37年となり，会 光化学，放射光，材料科学，ナノテクノロジー，等々の

誌発行も本号で 74号となる“科学の 30年周期説"に 複数学会に席を置き，その時々の状況により，軸足が放

外れることなく，放射線化学は“サイエンスのフロン 射線化学会であったり，他の学会であったりしているの

ティアからサイエンスの oneof them" (勝村. 72号) が現実ではないか.私自身は，放射線化学討論会のほか

となり，学会をいかに活性化するかが大きな課題となっ に. ESR，分子構造，触媒，高分子学会などに関係して

ている.このことは，巻頭言のタイトルを見るだけでも いる.放射線化学会の現状打開の一方法として，周辺の

明らかである “再出発ぺ “再活性化ぺ “新展開ぺ “ブ 関係分野や学会との積極的協力関係の確立を今一度真剣

レークスルーペ“ひろがり"などの言葉が目につく.議 に考えてはどうか.各々異なる歴史と存在意義をもっ学

論はおおよそ出尽くした感があり，今さらこの議論に加 会同士の早期の合体は無理としても，討論会の場を活用

わる余地は少ないが，折角の機会なので，すでに何人か した他分野の研究者 ・技術者とのよりいっそうの積極的

の方により提案されている“関係分野(学会)との積極 な交流はその気になればかなりできるのではないか.私

的協力関係の確立"に賛成の意を表明したい. の視点からは，生物や材料分野との積極的協力関係の確

私の研究成果発表場の一つである ESR討論会は 41 立がより急務と思われる.

年の歴史があり，放射線化学会より数年の先輩になる.

Cooperation with the Fields Related to Radiation Chemistry *被昭射固相アルコール中に生成した捕捉電子 ESRの最初の報

Masaru SHIOTANI (Graduate School of Engineering， Hiro・ 告者 C.Chachaty and E. Hayon， Nature， 200， 59 (1963). 
shima University) 
~739-8527 東広島市鏡山 1-4- 1

TEL/FAX: 0824-24-7736 
E-mail: mshiota@hiroshima-u.ac.jp 
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〔展望・解説〕

ガス状汚染物質のパルス放電処理

Application of non-thermal pulsed discharge has 

been widely studied for abatement of gaseous pollu-

tants， and commercial products have been intro-

duced recently starting from small-scale applica-

tions. 1ndoor air c1eaners have been in mass-

production， and proved to be effective for removal 

of odorjallergen. Non-thermal plasma is also effec-

tive to decompose volatile organic compounds 

(VOCs)， or to c1ean NO and soot in diesel exhaust. 

To improve the removal efficiency of VOC and NO， 

combination of plasma and catalystsjabsorbents is 

effective. Synergetic effects of discharge plasma 

and catalysts have been reported. Mechanism of the 

effect has not been well understood， and remaining 

as an interesting surface chemistry. 1n this report， 

gas c1eaning processes using non-thermal plasma， 

and several examples of industrial applications are 

reported. 

Key words: non-thermal plasma， electrical discharge， 

radical， plasma chemical reaction， environmental 

protection 

1.はじめに

空気中のウイルスやアレルゲン除去，悪臭や有機揮発

性カス (VolatileOrganic Compound)除去など， 室内

環境や作業環境改善のための効果的な空気浄化技術が望

まれている.また，ディーゼル排ガスは都市部を中心lこ

大気汚染の大きな原因となっており，車載可能なコンパ

ク卜な排ガス浄化装置の実用化が望まれている. コロナ

放電を利用する電気集塵装置は，ガス中に浮遊する微粒

子を荷電しクーロン力で電極に捕集するものであり，環

1ndustrial Application of Non-Thermal Pulsed Dis-

charge in Abatement of Gaseous Pollutants 

Akira MrzUNO (Department 01 Ecological Engineering， 

Toyohashi University 01 Technology) 
号 441-8580豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘 1-1

TEL: 0532-44-6904. Fax: 0532-44-6929 

E-mail: mizuno@eco.tut.ac.jp 

2 

豊橋技術科学大学エコロジー工学系 水 野 彫

境浄化に大きな役割を果たしている 1) 最近， 電子ビー

ム照射や高電圧放電により，低温プラズマを発生させ，

その化学反応を利用して排ガスを浄化するプラズ.マガス .-

浄化法が開発され，実用化され始めている.放電プラズ 司，

マと触媒とを組合せた室内空気浄化装置は，すでに大量

生産され広く利用されている.また工場から排出される

VOCや悪臭除去にも中規模(処理ガス量:毎時数千か

ら数万 m3
) の放電プラズマ装置が使われ始めている.

また，大型発電所の重油燃焼ボイラーなどの排ガス浄化

用に電子ビーム照射プロセスが実用化された.焼却炉排

ガス中のダイオキシン分解にもプラズ、マプロセスが有効

であることが実験的に示されている.

電子ビーム照射法2).3)は，電子ビームを排ガスに照射

して低温非平衡プラズ、マを発生するものである. このプ

ラズマ中で生成される各種活性種 (ラジカル)により，

排ガスに含まれるー酸化窒素 (NO)や二酸化硫黄 (S02)

が酸化され，アンモニアなどのアルカリ性薬品との反応

で微粒子となる. これを電気集じん，あるいはバグフィ

ルタで捕集することで排ガスを浄化する.放電プラズマ

排ガス浄化法1).4)は，放電でプラズ‘マを生成する. プラ

ズマの発生方法は異なるが，活性種による化学反応を用 .

いる点は電子ビーム照射法と同様である.放電プラズ、マ

と触媒あるいは吸着剤との併用により効率向上が可能で

あり，表面反応などの機構解明の課題が残されている興

味深い技術である5) 本稿では， 放電プラズマによるガ

ス浄化プロセスの概要と課題，ならびに室内空気用清浄

装置などの応用例を紹介する.

2. 放電プラズマ

低温非平衡放電プラズ‘マは，電子温度は高いがイオン

温度が低くガスの温度上昇をほとんど起こさないプラズ

マである. コロナ放電もその一種であり，公害防止に役

立っている電気集じん装置はコロナ放電を用いている.

コロナ放電は，針などのとがった放電電極となめらかな

集じん電極を向かい合わせ，直流高電圧を印加して発生

放射線化学



ガス状汚染物質のパルス放電処理

(a) Pulse streamer discharge 
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(b) Packed bed discharge 

図 1 放電プラズ.マ

Dielectric pellet Discharge electrode 

Glass tube 
Pulsed 
high voltage 
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一ー
(a) Pulse streamer discharge 

γrge electrode 

AC high voltage Induction electrode 

(c) Surface discharge 

(b) Packed bed discharge 

Tube electrode 

/ 

E
t
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(d) Silent discharge (e) Radical shower 

図 2 各種非熱平衡プラズマ発生装置

する.放電極先端付近が高電界となり正負両極性の電荷 放電に比べ，広い領域がプラズマ化できることがわかり，

が発生する.針電極から離れた場所には単極性のイオン プラズマ化学反応を用いることで，電気集じんでは除去

場が形成され，微粒子の荷電と集塵を行う.電気集じん できないガス状汚染物質も浄化できる可能性が示された

においてダストの電気抵抗率が高い場合，集じん極に堆 広い範囲を電離してプラズマを発生させることが必要で，

積したダスト層が絶縁破壊を起こしそこから逆極性イ パルスストリ ーマ放電や充填層放電など各種の発生方法

オンが発生するため，集塵性能が著しく低下する逆電離 が考案された6ト 8) 図 lにガス反応のための代表的な放

現象が起こる.この逆電離を防止するためにパルス荷電 電プラズマの写真，図 2に発生方法を示す.

などが開発された.その際にパルス放電では直流コロナ (1) パルスストリーマ放電:図 2(a)に示すように，

第 74号 (2002) 3 
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針対平板などの不平等電極に，立ち上がり時間数 10ns， 

持続時間 1μs程度以下のパルス高電圧を印加すると，

放電極から線状に伸びるストリーマが発生し，電極間の

広い範囲をプラズマ化できる.これは，直流での火花電

圧より高い電圧が瞬間的に印加できること，電圧立ち上

がりが急峻なため空間電荷電界による放電抑制が少ない

ことなどによる.ガス分子の電離電圧は 15eV程度で

あり， 化学結合のエネルギー(たかだか数 eV) に比べ

高いため，プラズマにより種々の化学反応がひき起こさ

れる.大気中では窒素，酸素，水分子などが多量に含ま

れており，それらの電離や励起に伴い.0やOHなど

の反応性の高いラジカルが生成され，ガス状汚染物質の

酸化あるいは還元反応を起こす.電子の移動度はイオン

より 3桁程度大きいため，パルス電圧が引加されてい

る聞に電子は長い距離，すなわち大きな電位差を運ばれ

る. したがって，入力電気エネルギーの大部分が電子の

加速に使われ，イオンへのエネルギー注入は少ない.プ

ラズマ化学反応は主として高いエネルギーをもつことの

できる電子によりひき起こされるため，パルスストリー

マ放電プラズ、マは反応のエネルギー効率を高くできる可

能性を有している.

(2) 充填膚放電:図 2(b)に示すように，球状や板状

の強誘電体充填層に交流電圧を印加すると，強誘電体の

接触点に数十 nsの持続時間のパルス的な放電を発生す

ることができる8) この充填層放電は，充填材の表面に

触媒を担持することで，プラズマと触媒との組合せが簡

単に実現できる9) ハニカム型触媒担持体に放電を行う

方法も試みられている.

(3) 高周波沿面放電:図 2(c)に示すように，アルミ

ナなどのセラミックス絶縁板の表面に線状電極を配置し

板の内部に埋め込んだ誘導電極との聞に高周波電圧を印

加すると，線状電極の周囲の絶縁板表面に沿って沿面放

電が発生する.沿面放電もパルス的な放電で，絶縁板表

面を高速で進展する. この放電では，表面が冷却しやす

いので，高い電力を投入できる. このため分解に大きい

エネルギーを必要とする有機揮発性ガス (VOC)の分解

用に研究されている 10) また低温で発生効率が高くなる

オゾン生成や，オゾンを利用する脱臭用の電極として用

いられている.

(4) 無声放電:オゾン生成に用い られている放電で，

図 2(d)に示すように，電極間に絶縁板を挿入するもの

であり，交流電圧により電極間の微小間隙に放電を発生

させる.絶縁板があることで火花閃絡が発生しないため，

高い電圧を印加できる. この無声放電も多数の，持続時

間の短いパルス的なストリーマ放電の集まりである. こ

4 

の放電もガス浄化に利用できる.特に絶縁板表面に触媒

を担持することでエネルギー効率の向上が期待できる.

(5) ラジカルシャワー:図 2(e)に示すように，

チューブ状の直流コロナ放電極先端からアンモニアなど

を吹き込むラジカルシャワ一方式11)，あるいは高周波沿

面放電と無声放電の組合せ12)や，多相交流を用いる回

転電界による連続的無声放電プラズマ 13)など，近年環

境応用を目指し，種々の放電方式が提案されている.

3. 非平衡放電プラズマによるガス浄化プロセス

プラズマ中ではまず電離により電子とイオンが生成さ

れる.電子の平均エネルギーは電界強度とガス密度の比

(E/N)にほぼ比例するが，個々の電子のエネルギーは広 a・
い分布をもっている.高エネルギー電子などの衝突によ 司，

り，ガス分子の励起や電離が起こり，イオンやラジカル，

準安定粒子などが生成される.これらにより種々の化学

反応が進展する.ガス浄化では，まず多量に含まれる窒

素，酸素，水分子などから，反応性の高い OH，O，Nな

どのラジカルが生成され，これらが反応を起こすラジ

カル生成と気相プラズマ化学反応過程に関しては各種の

シミュレーションがなされている 14).OH はe+H20，

0+H20などにより， 0はe+ O2などにより，Nは

N' +02などの反応で生成される.一方で，H20， O2， 

N02，03などの電子親和力の大きい分子は電子を捕獲し

てイオン化するため，放電を抑制する.また，イオンの

作る電界によりクラスターが生成される.例えば S02

にH20分子などが凝集する.

3.1 NOの除去

OやOHラジカルは NOの酸化反応を起こし N02，

HN03などの反応性の高い物質となる.また Nラジカ -

ルにより，還元反応も同時に進行する -

NO+N→ N2+O K=3.1 X 10-11 (cm3/s) 

NO+O+M→N02+M  

K [M]=3.0 X 10-11 (T /300)0.3 

NO+OH+M→ HN02+M K[M]=4.0X 10-12 

などが主たる反応である N02に酸化された後，さら

に放電電力を投入すると N02が減少する理由は，ガス

温度が低い場合には N205など高次の酸化物となること

もあるが， Nラジカルによる還元反応が減少に寄与し

ていると考えられる. N20， HN03などが NO除去に

伴って生成される.

排ガス浄化用のプラズマ反応装置としては，同軸円筒

電極などが用いられる.パルス高電圧は火花ギャップス

イッチや磁気圧縮などで発生する5)，15)

図3に示すように， NOから N02への酸化は，エチ

放射線化学
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図3 放電プラズマによる NO酸化に対する添加剤

の効果

Water inlet 

H.V. electrode (・20kV，
中300mm・1500mm)

Drain 

Ground electrode 
(中30mm・1200mm)

〈主=コ

Flue gas 

Insulator 
Fan 

図 4 *膜式プラズマ装置

レンなど炭化水素の添加により大きく促進される.これ

は光化学スモッグ発生のメカニズムと同様，ラジカル連

鎖反応が進行するためである.ガス温度が 150
0

C付近

ではエチレンやプロパンが酸化促進に有効であり，

3000C以上の高温領域ではオクタンが有効である 16)

放電プラズマによる NOの酸化反応の効率はガス温度

の上昇とともに低下することが知られており，触媒など

を併用せず気相でのプラズマ化学反応のみで酸化を行う

には，ガス温度を 1500C程度以下にすることが望まし

図4に示すような水膜式プラズマ装置は効率向上に

有効である. N02は反応性が高く，水やアルカリ液に

吸収されるため，プラズマ反応場に吸収剤を置くことで

第 74号 (2002)
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図 5 充填層放電プラズマに Ti02触媒ぺレッ卜を

組合せた場合のー酸化窒素除去 (N2，O2， NO 
の混合ガス使用時)

(a)一段式プラズマ触媒装置

(b)二段式プラズマ触媒装置

図 6 窒素酸化物浄化のための一段式および二段式

プラズマ触媒装置

反応生成物である N02を直ちに除去できる.このため

逆反応が抑制され， NO除去のためのエネルギー効率が

向上する17). Na2S03溶液に N02を吸収すれば， N2と

O2に還元することも可能である 18) ガス中にアンモニ

アを注入することも有効である. これにより， NH4N 03 

などの微粒子となり，集塵装置で除去可能となる.さら

に効率を高めるにはプラズマと触媒との組合せが有効で

ある. 例えば，充填層放電プラズマに Ti02触媒ペレッ

トを用いることで，図 5に示すように， NOの酸化効率

が大幅に上昇する.放電プラズマにより触媒が活性化し

ているが，機構はまだ判明していない.

車載用のディーゼル排ガス浄化装置は， NOを酸化で

はなく，還元して窒素と酸素にすることが望ましい. し

5 
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図 7 プラズマと触媒とを組合せた一段式装置によ

る窒素酸化物浄化(メタノールを還元剤に使

用)

一一_NO (After the 
Discharge Reactor) 
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2・StageReactor) 

_ NOx(Outlet of the 
2-Stage Reactor) 

• NH3(Outlet) 

図 8 2段式装置による窒素酸化物除去装置の動作

Co・ZSM.5触媒の併用による低温度域での

NOx処理，アンモニアを還元剤に使用.

(Specific Input Energy: 26.0 kJ/Nm3 (14.6 

eV / molecule)， NOx removal rate: 80%， 

N20 of outlet: 20 ppm) 

かしながらディーゼル排ガスは酸素濃度が高いため還元

が困難である.プラズマ反応を用いる際にも難しい課題

であるが，プラズマと触媒とを組合せ，還元剤を用いる

ことで， NOの還元除去が可能である 19)-21) 図 6(a)の

方式で， γ-アルミナを用いて充填層放電を行い，メタ

ノール注入で NOの還元除去を行った結果を図 7に示

す22) 内径 19mmの円筒状反応装置を用い，パルス電

圧を印加した. SV値は 11，000である.γ-アルミナは

(A) 270 m2/g， (B) 210 m2/gの表面積をもつものを使用

した. NO入口濃度は 300ppm，ガス中の酸素濃度は

10%とした. この結果は，ガス温度 150
0

Cにおいて，

NOの還元反応が持続することを示 している.図 6(b)

に示す二段式反応装置では，前段のプラズマ反応部で

NOが N02に酸化され，後段の触媒部に導入される.

コバルトを担持した ZSM5を， SV値 1，000hr-Iで用

6 
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図9 スートの集じん・酸化実験装置

81ack spot 
White spot 

a) 8efore discharge c) Without O2 b) With O2 

図 10 付着スートの酸化除去の様子

いたときの NO除去効率を図8に示す.遺元剤として

ほぼ等量のアンモニアを注入している.ガス温度

1500Cでの比投入エネルギー (処理すべきガス 1m3当

たりに投入する電気エネルギー)20 kJ/m3において，

約 75%の NOx除去率が得られている.このエネル

ギー効率はエンジン出力の約 2から 4%に相当する.

以上のように， NOのプラズマ反応において適当な還

元剤を用いることで，酸化ではなく還元除去が可能であ

る.ディーゼルエンジン排ガスに対しては，カーボン微

粒子(スート)の電気集じんも同時にでき，さらに放電

プラズマ強度の制御によりスートの酸化が可能である.

図 9の充填層放電装置でスートを集じんして，燃焼さ

せた. スートの集じん効率は SV値 10，200hr-I，パル

ス波高値 15kV，周波数 250Hz，比投入エネルギ-

10.4 J/Lにおいて，約 98%であった.放電が発生する

とスートが除去される. 図 10のように， スートが付着

したペレッ卜を放電プラズマ中に置いておくとスートが

酸化され，二酸化炭素の増加が見られる.放電エネル

ギーが高く，ガス温度も高いほうがスートの酸化は速い.

スート層に吸収された N02の酸素とスートとの反応が

起き，スートが還元剤となり N02が還元されることも

示唆されている23) また，貴金属を担持した触媒を用い

ることでスートやハイドロカーボンの酸化反応も促進さ

れる.

γアルミナなどに吸着 した N02は，水分が存在する

とN03ーイオンとなるため，電界により酸素濃度の低

放射線化学
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い部分に移動させることが可能である24) これにより還

元除去が容易となる.また，吸着部から N03ーイオン

を排除すると，吸着効果が持続する. このような方法の

Gas 'outlet 

図 11 吸着部への直流電圧印加による吸着イオン

の移動実験装置

40 

O 
O 30 60 90 120 

Time [minJ 

e b!?;z; 
1 

150 180 210 

図 12 NOχ の吸着特性

可能性を図 11の電極を用いて調べた.図 12に吸着部

への直流電圧印加の有無による吸着効果の相違を示す.

電圧を印加した場合には N02に対する吸着特性が回復

し， 出口 NOx濃度が低い値に低下する. また， 表 1に

示すように吸着部に電圧を印加することでイオンの濃縮

が可能であることも判明した

この他，NO除去に有効なプラズ‘マと触媒との組合せ

としては， Suhr， Weddigenらの直流コロナ放電と

Ah03/Cr203との組合せ25)，あるいはHoardら， Pene-

tranteらのパルス放電と金属酸化物触媒などとの組合

せ19)-2¥)などがある. 車載用には触媒との組合せによる

除去効率のいっそうの向上が必要であり，コスト，耐久

性などさらに検討すべき点も多い.なお，定置型のコ

ジェネレーション用エンジン排ガスなどの浄化装置とし

ては，集じんと窒素酸化物などの除去が同時にできる低

温プラズマの利用はほぼ実用レベルに達している.

3.2 ガス状有機汚染物質(VOC)の分解

フロンはオゾン層破壊の原因物質として規制され，回

400 

O 
O 30 60 90 120 

Time [min] 

B b;JC 

[fJflfD 

♂~ 

150 180 210 

(a)吸着部への直流電圧印加，有;(b)吸着部への直流電圧印加，無.

表 1 吸着部への直流電圧印加によるイオンの分布

(a) 電圧印加有 (b) 電圧印加 無

Sources of ions [N03 -] [N02 -] [Na+] [N03 -] [N02 ] [Na勺

Pellets in part A 586 7.3 123 75 30 436 

Pellets in part B 312 13.2 244 127 36 377 

Pellets in part C 189 9.3 536 385 50 535 

Pellets in part D 27.6 7.8 1，094 511 120 803 

Drain of deh umidifier 566 5.1 2.8 68 3 。
Total 1，680.6 42.4 2，000.8 1，166 239 2，150 

(Unit:μmol) 
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(a) Setup of plasma 問 actorcombined with Ti02 

室内空気浄化用プラズ.マ触媒装置

(a)プラズ‘マ触媒電極;(b)電圧波形

図 14
① Gas i n I et ②Air filter③Zeol i te disk 
④ P I asma sec t i on ⑤ Heater ⑥ Heat 
exchanger ⑦Fan⑧Fan • 

ことで，それらの還元が効率良く起きたのではなし 1かと

思われる

一般に，VOC分解のエネルギー効率は高濃度になる

ほど高くなる. このため低濃度の VOCを吸着剤で濃縮

することでエネルギー効率の向上が期待できる.図 13

に示す，ゼオライト系の回転式吸着ローターで， VOC 

を吸着後に熱風で脱着して濃縮しこれを酸化触媒によ

る充填層放電プラズマで分解する装置が実用化されてい

る30) 処理ガス流量は 20m3/minであり， 作業環境中

の 10ppm程度の VOCを吸着する. 吸着ローターは，

直径 700mm，厚さ 300mmであり，その一部に

200
0

Cの熱風(流量 100L/min) を流し吸着してい

るVOCを脱着する. 典型的には 10ppmのトルエンが

約 1，000ppm程度に濃縮できる.これをプラズマ部に

導入して酸化分解する. プラズマ部は内径 20mmの石

英管の中心に直径 6mmの金属電極を有し，白金を担

持したペレットを充填している.外周は接地電極であり，

放電部の長さは 50mmである.周波数 20kHz，波高

値 9kV，プラズマ部 1本当たり 50VAの電力で放電さ

せる.プラズマ部 1本当たりの処理流量は約 2L/min 

で，処理ガス 1L当たりのエネルギーは 1，400J/Lであ

る. 本装置のプラズマ反応器の本数は 66本である. プ

ラズ‘マ部の温度は，放電による熱ならびにトルエンの酸

化に伴う熱で上昇し，出口温度 350
0C程度以上となる.

この状態でのトルエンの分解効率は 99%以上である.

装置の効率は吸着部の性能に依存し通常 95%以上の

除去率が得られている.

このほか，磁気圧縮を利用した極短パルス放電，高周

波沿面放電あるいは無声放電プラズマを用い，その後段

にオゾン分解触媒などを配置した，処理ガス流量数万

Discharge electrode 

|Stopper I 

図 13 VOC浄化用プラズマ装置

(a)概要;(b)プラズマ部

放射線化学

収が義務づけられている.また，ベンゼンや卜リクロロ

エチレンなども発ガン性が指摘されている.また，有機

溶剤も生産工程で広く使用されており，有害である.こ

れらの VOCは，高濃度であれば吸着剤で回収して触媒

燃焼を行うなどで除去が可能であるが，低濃度の場合に

熱分解するためには，多くのエネルギーを空気温度の上

昇に使う必要があるためエネルギー効率の面から不利に

なる.低温プラズマでは電子やラジカルが有機分子に直

接作用するため効率向上が期待できる.充填層放電や

沿面放電による分解が研究されている26)，27) この場合

にも触媒あるいは吸着剤との組合せが有効である.

Ogataらは多孔質アルミナに各種金属を担持した触媒

と強誘電体 BaTi03とを混合した複合型充填層放電を用

いることで，ベンゼンなどの分解効率が向上することを

報告している28)，29) 金属を担持していないアルミナの

みでも分解量が高くなることから，分解量の向上には吸

着作用も含めたアルミナの表面特性が関与しているもの

と考えられる.また，副生成物である N20の生成が抑

制される. これは放電により発生する NO，N02がアル

ミナに吸着され，より長時間放電プラズ‘マにさらされる

8 



ガス状汚染物質のパルス放電処理

m3/min程度の低濃度 VOC除去・脱臭装置も最近実用 それ以外は単極性イオン場となっており，電離は起きて

化が始まった. いない. このため，短寿命でプラズ‘マ中にしか存在でき

3.3 室内空気の浄化 ない OHやOラジカルによる直接酸化の程度は極めて

室内用空気清浄装置は感染やアレルギーなどの予防に 少なく，放電により生成されたオゾンあるいは他の長寿

効果があり，多くの家庭やオフィスで使われている.最 命の励起分子や紫外線などが酸化チタン触媒を活性化し，

近，プラズ、マと触媒との組合せを利用する装置も多い. 色素の酸化が進んだものと考えられる.表 2のように，

図 14は触媒プラズ、マ装置の例で、ある31) 線対平行平板 本装置のパルス放電で発生する強度の紫外線照射，なら

電極の後段に，網状電極に酸化チタンをコーティングし びに励起窒素による脱色も無視できるレベルである.オ

た触媒を置き，接地する放電電極には正極性直流にパ ゾンによる脱色効果は認められた本装置のオゾン発生

ルス電圧を重畳した高電圧を印加する.この触媒プラズ 濃度は 0.05ppm程度であるため，実験精度の問題で，

マ装置は空調機組込み用のため，圧力損失を低く抑える 本装置条件より高いオゾン濃度 0.2ppmの空気を，オ

構造である.ガス処理時間 10msにおいて，アセ卜ア ゾナイザで発生させたオゾンを混合して作り，その空気

ルデヒド除去効率 27%，0.5μmの微粒子除去効率 流に色素を暴露することで脱色実験を行った.この結果，

70%が得られている.インディゴカルミンを Ti02触 脱色が認められたが，オゾン濃度が高いにもかかわらず，

媒表面に塗布し酸化されると脱色する性質を用いて表 プラズ、マ触媒装置より低い脱色効果であった.また，空

面での酸化効果を図 15のように調べた.脱色の程度は 気流に対しプラズマ触媒装置の向きを反対にして脱色反

カラーメータでの色素濃度測定値により，数値化した 応を比較した.このとき空気流速を 2.5m/sに早めて

その結果， 表 2に示すように， Ti02触媒をプラズマ後 試験を行った電気的に中性のオゾンは，空気流が酸化

段に置いた場合には脱色反応が認められたが，触媒を塗 チタン触媒を通過後にプラズマ部を通る場合には，気流

布しない網電極の表面に塗布した色素では脱色がほとん 速度が速いため，プラズマ部で発生したオゾンは空気流

ど認め られなかった.本装置の放電条件では，放電極周 に運ばれ，触媒に届かないはずである.しかし実験結

囲約 1mm以下の領域でプラズ‘マが発生しているが， 果からは，この場合も色素の脱色が認められた.この結

Voltage 00 

果から，触媒表面での脱色反応にオゾンが寄与している

が，本プラズマ触媒装置においては，電界中では空気流

より速い移動速度をもっイオン化したオゾンが色素の脱

色に大きく寄与していることが推察される.また，触媒

表面でイオン化したオゾンが分解する際には，中性のオ

ゾン分子よりかなり酸化力の高いラジカルの生成が起

こっている可能性も示唆される.

図 15 触媒表面の色素の脱色反応測定方法

表 2 プラズマ触媒 (酸化チタン)組合せ室内空気清浄装置での触媒表面の色素(インディゴカルミン)の脱色

Plasma on 

Plasma on， air ftow 2.5 m/s， direction: 

Plasma to mesh 

Mesh to plasma 

Plasma off， exposed to air with ozone 

of 0.2 ppm 

UV ray 

Plasma on， pure N2 was supplied 

第 74号 (2002)

Color density (arbitrary unit， before 

Ti02 Coating on the mesh the experiment， the density was 

set at 1.00) 

With 

Without 

With 

With 

With 

Without 

With 

With 

0.60 

0.99 

0.76 

0.88 

0.84 

1.00 

0.99 

0.95 
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水野彰

4. 課題

非平衡放電プラズマをガス浄化に利用するための最大

の課題はエネルギー効率および反応選択性 (selectivi ty) 

の向上であり，表面反応を含めた反応メカニズムの解明

である.大気中でのプラズマ化学反応は，最初にガス中

に高濃度で存在する N2，O2， H20などからのラジカル生

成が起こり，これらが NO除去反応などを起こす.こ

のため，一般的に放電プラズマ化学反応は選択性が之し

い. これがエネルギー効率を向上するための問題点であ

る.その改善のために放電プラズマと触媒あるいは吸着

剤との組合せが研究されている.対象とするガス状汚染

物質を表面に吸着することで，プラズマ中での実効的な

ガス滞留時間を大きくでき，反応確率を高くできること

が期待される.また，表面に吸着した対象物質の濃度が

高くなれば，ラジカルによる反応性も向上する.ところ

で前述のように， Ti02を触媒とし，プラズマを組み合

わせると，NOや色素の酸化効率が大きく向上する.

Ti02は光触媒であるが，放電プラズマとの組合せでの

実験結果より，紫外光以外の活性化のメカニズムの存在

が示唆される.プラズマにより，エネルギーが 3.2eV 

以上の励起された分子や原子が表面でエネルギー交換を

行えば，表面が活性化するはずである.また，大気中で

特に長寿命のオゾン分子，特にイオン化したオゾン分子

による触媒活性化の可能性も示唆されている.このよう

な疑問を解明することで，プラズマと組合せた表面での

化学反応の理解が進み，反応効率向上への方向性が示さ

れるものと期待される.

非平衡プラズマは本稿で述べた用途以外にも，殺菌な

ど31)にも利用でき，より安全な食料生産に寄与できる

ものと思われる.また，メタンからのメタノール直接合

成や，燃料からの水素発生なと¥エネルギー有効利用に

つながる化学反応を効率的に行える可能性も有しており，

放電や電子ビームによる低温非平衡プラズマ利用技術は

今後産業へいっそう応用されるものと期待できる.
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〔展望・解説〕

恒温 (~4.2 K)で働く比例計数管

京都大学放射性同元素総合センター 五十懐 泰 人

日本原子力研究所大強度陽子加速器施設開発センター 正 岡 E 

1.はじめに

比例計数管や GM計数管に代表されるガス封入型計

数管は， 20世紀初頭，放射能・放射線研究の勃興期に

現れた古いタイプの検出器である.その構造は， シンチ

レーション検出器や半導体検出器に比べていたって単純

である. この単純さが計数ガスの成分 ・密度および計数

管の形状を変えることを容易にしその結果，ガス封入

型計数管の技術が基になってさまざまな性能をもっ放射

線検出器が開発されてきた.近年の計数管技術の進展は，

フランス人 Charpakに与えられた 1992年度ノーベル

物理学賞に象徴されている.彼の受賞は，ガス封入型計

数管の技術をコンピュータ技術と組み合わせて素粒子物

理実験に応用し，その分野の飛躍的発展に貢献したこと

による.現在の素粒子実験用検出器は馬鹿でかくなり，

なかには建物一つ分の大きさのものまである.Charpak 

のアイデアが一杯詰まったものであるが，手作りの小さ

な計数管から発展したものとは，誰も想像できないだろ

う.いまや，ガス封入型計数管は古い検出器ではなく，

新しい放射線検出器を開発するための基礎技術のーっと

考えるべきである.

低温 ・高温で作動する比例計数管作りのように，計数

管技術の開発には別の流れもある.メスパウア一分光測

定は鉄，スズ，ユウロピウムを含む合金や化合物の磁性

Helium-Filled Proportional Counter and its Opera-

tion Mechanism at Low Temperatures (.......，4.2 K) 
Yasuhito ISOZUMI (Radioisotope Research Center， Kyo-
to University) 
Sei MASAOKA (Center for Proton Accelerator Facilities， 

Japan Atomic Energy Research Institute) 
Shunji KISHIMOTO (Photon Factory， Institute of Ma-
terials Structure Science) 
五十棲泰人:号606-8501京都市左京区吉田近衛町

京都大学放射性同位元素総合センター

TEL: 075-753-7502， FAX: 075-753-7504 
E-mail: yasuhito@barium.rirc.kyoto-u.ac.jp 
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物質構造科学研究所放射光施設岸 本 俊

などの物性研究にしばしば利用される 1) r線透過法と

呼ばれる測定では試料を透過する 7線を計数するため，

試料と検出器は離して置かれる.そのため，試料温度を --

変化させることは比較的容易である.一方，電子散乱法.. 

と呼ばれる測定では，原子核共鳴により γ線が試料に吸

収された後に飛び出す電子を計数する.試料から飛び出

す電子は主に内部転換電子であるため，この分光法を内

部転換電子メスパウア一分光 (CEMS:Conversion-

Electron Mossbauer Spectroscopy)と呼ぶことが多い.

試料は計数管の中に装填されるため，試料温度を変える

CEMSでは計数管自体の温度を変えなければならない.

1970年に SwansonとSpijkermanがヘリウムの混合

ガスを使った比例計数管を CEMSに応用して，固体表

面の研究に役立つことを示した2) ヘリウムは希ガスの

うちで 7線に対して最も感度が悪く，電子計測には都合

がよい.筆者の一人 (Y.I.)は， メスパウア一分光法への

応用のため，常温だけでなく広範囲の温度領域で作動す

る比例計数管の開発を 30年来行っている. 一連の研究

で，低温および高温側の限界および限界を与える物理化

学的現象を明らかにした.現在では，各温度領域に対応

した計数管ガスおよび幾何学的形状を選んで計数管を製

作すれば， 2 K3)-5)から 8000C6).7)のCEMSが可能にな

ることがわかっている.

ヘリウムガスを封入した計数管が，液体ヘリウム温度

近くで比例計数管 (HFPC:Helium-Filled Proportional 

Counter)として働くことを見つけたのは， 1987年で

ある3) 最近の研究で，やっと HFPCの低温での動作を

支配しているヘリウムガス中の衝突過程の様子を定性的

に理解できるようになった. この論文では，低温(.......，4.2

K)での HFPCの動作機構について解説する.

2. ヘリウム封入型比例計数管 (HFPC)

2.1 消滅ガス

比例計数管を使った放射線の計測は，放射線と封入ガ‘

スとの相互作用で生まれた電子一つ一つが管内の電場で、

放射線化学



低温 (""4.2K)で働く比例計数管

陽極芯線近くに引き寄せられ，そこで小さな放電すなわ

ち電子雪崩を生起しその結果，数桁のオーダーで増幅

された電子を電流パルスとして外部に取り出すことに

よって行う.電流パルスの電荷量が，放射線がガスに与

えたエネルギーに比例するという意味で比例計数管と名

づける.雪崩中の電子ーイオン対の数は統計的に大きく

揺らぐが，その平均の大きさは比例計数管の電荷増幅率

に等しく，ガス増幅率と呼ぶ.

計数管にヘリウム，ネオン，アルゴン，クリプトンや

キセノンのような希ガスを封入するだけでは，ガス増幅

率を大きくすることはできない.雪崩が十分大きくなる

前に持続放電状態に入り，放射線による電流パルスを認

. 識できなくなるためである 雪崩内で生まれる活性粒子

(陽イオン，光子，準安定原子・分子)と陰極との衝突

によって飛び出る 2次電子の数が，計数管内で雪崩を

起こす電子数より多くなると，持続放電が始まり管内全

体に広がっていく.この放電条件は次のように表すこと

ができる.

R(三 R，+Rp+RM)>l (1) 

ここで，R" Rp，およびRMは，一つの電子雪崩中で発

生した活性粒子，すなわち陽イオン，光子および準安定

粒子，それぞれが陰極に衝突したとき 2次電子を放出

する確率である.Rは l雪崩当たりの全 2次電子放出

確率となる.

持続放電を抑えるには，活性粒子が陰極に到達する前

にそれらを消滅すればよい. 103"" 104の高いガス増幅

率を得るには，通常，活性粒子と反応しやすいメタンや

ブタンのような有機ガスを 1""10%程度添加する.こ

れらの添加ガスは消滅ガス (QuenchingGas)と呼ばれ

る.， 2.2 ヘリウムの自己消滅作用

液体ヘリウム温度 (4.2K)近くの低温で働く計数管を

製作する場合，封入できるガスはヘリウムしかない.他

の気体はこの温度では凝結して気相にバルク量の原子ま

たは分子が存在できない.そのため，低温での HFPC

の動作は，全く消滅ガスを含まない純ヘリウムのもつ特

性を示すことになる.純化したヘリウムは常温では満足

な計数管動作をせず，低い印加電圧で持続放電状態に入

る.常温での自己消滅作用，すなわち電子雪崩で発生す

る活性粒子をヘリウム固有の気体反応で消滅させる作用，

が非常に弱いためである.キセノンの自己消滅作用は希

ガス中最も強く， 100倍程度のガス増幅率を得ることが

できる.ヘリウムの自己消滅作用は希ガス中最も弱く，

得られる増幅率はたかだか数倍である.ヘリウムの自己

消滅作用がどのように低温で変化するのか全く知られて

第 74号 (2002)

いなかった.このように， HFPCの低温での動作は，

ヘリウムの自己消滅作用に深く関連しており， HFPC 

からの信号出力を解析することにより，自己消滅作用に

かかわる放電中の衝突過程を明らかにできる.

2.3 HFPC 

図 lはHFPCの一例である.陽極芯線 (A)は金メッ

キをした直径 30μmのタングステン線である.図 lの

丸枠内に示すように， 銀箔上に PO・210を電着した線源

(S)を，小さいコリメータ内に装着し線源からの5.3・

MeVα 線が芯線と平行に計数管内を飛行するように工

夫しである.陰極 (CA)の材料は必要に応じてアルミニ

ウム，ステンレス，ニッケルに変えた.図 2にHFPC

を低温で働かすための実験装置を示す. HFPC (AP)は

専用のステンレス製容器に入れられ，クライオスタッ卜

内ヘリウムタンク (HT)の液体ヘリウムに漬けられる.

-A 

CA 

o 1 2 3 4 5 cm 

図 1 HFPCと 210pO線源

A:陽極芯線 (30μmφ の金メッキタングステ

ン線);CA:陰極 (直径 2.5cm X長さ 7.6
cm) ; S: 210pO線源;FT:フィールド管;G:ガ、

ラス製導入管 1:テフロン製絶縁体;H:アル

ミニウム製支持管;V:ステンレス製容器;

GI:計数ガス導入口 (3mmφ のステンレス

チューブ);FL:真鍛製フランジ;CC:同軸

ケーブル.

13 



五十棲泰人・正岡聖・岸本俊二

計数ガスとしてのヘリウムガスは，細いステンレスパイ

プ (GI)を通して HFPCを納めたステンレス容器に導入

される. ヘリウムタンク中の気化ヘリウムをノ可・ルブ (V¥)

を通してポンピングをすれば，約 2Kまでの計測がで

きる.HFPC自体は最も単純な円筒形(直径 2.5cm X 

長さ 7.6cm)で，低温用として特別な工夫はしていな

い.ただし図 2のように取り付けて低温で作動さす

には，確かな低温技術，真空技術および回路技術を必要

とする.

この装置を使って，ヘリウムのガス密度と印加電圧を

系統的に変えながら，ガス増幅率の測定，出力信号の観

察を行った.以下に，得られたデータとそれらに対する

解析結果について説明する.

。 10 15 20 2:' cm 

図 2 HFPC冷却装置

14 

GI:計数ガス導入口 (3mmφ のステ ンレス

チューブ);C¥:高電圧コネクター;C2:熱電

対用コネクター V¥:ポンピング用ノイルブ;

HT:液体ヘリウムタンク NT:液体窒素タ ン

ク;G:ガラス製導入管 AP:HFPC. 

3. ガス増幅率

3.1 実験データ

4.2 Kに冷却されたヘリウムのガス増幅率を印加電圧

の関数として測定した結果を図 3に示す8) 図中の黒丸

が，実験データである.陰極材料はステンレス，ガス密

度は常温 1気圧相当(10.6Torr at 4.2 K)である. ガス

増幅率の値は，電荷感応型前置増幅器の電荷増幅率を考

慮に入れて， 2¥OpO  5.3・MeVα 線よるバルス波高から評

価した.常温でのガス増幅率は持続放電が起きやすいの

で測定できない.図 3の二つの曲線 aおよび bは，次

に述べるように，電離係数の実験データから計算で求め

たものである.

3.2 解析

1960年代に気体放電の研究で非常に多くの気体の電

離係数が測定された.ここで言う電離係数は正確には

Townsendの第一電離係数と呼ばれ，静電場をかけら

れたガス中を電子が 1cm移動するとき引き起こす電離

の数で定義される.この電離係数を使って，円筒形計数

管のガス増幅率を比較的簡単に計算できる8) 図3の二

つの曲線 αおよび bはそれぞれ Chanin，Rork9)と

Engel¥O)による電離係数から計算で求めた常温ヘリウム

のガス増幅率である.図からわかるように，ガス増幅率

は常温より低温の方が低くなっている.

電子によるヘリウムガスの電離は，二つの過程を経て

000 

100 

00 

〉
} 。
2 

gvo 
凶

4 。5

図 3 HFPCのガス増幅率

曲線 a，b: Townsendの第一電離係数の測定

値から計算した常温ヘリウムのガス増幅率;

曲線 c:低温 (5K)で直接測定したヘリウムの

ガス増幅率.
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低温 (--4.2K)で働く比例計数管

起きる. 一つは直接過程と呼ばれ，芯線近くの強電場で

ヘリウムの電離ポテンシャル (24.6eV)以上に加速され

た電子がヘリウムガス原子を直接電離する過程である:

He+e→ He+ +2e. (2) 

この反応に関与する電子は定常電場からエネルギーをも

らうため，低温になってもその反応率は変化しない.

もう一つの過程は Hornbeck-Molnar過程11)である.

加速電子がヘリウムガス原子を励起しそのうち主量子

数 ηが 3以上の励起ヘリウム原子 He*(n >2)はヘリウ

ム原子と衝突した際， ヘリウム分子イオン Heど を形成

して電子を生み出すことができる

He* (n >2)+ He→He21 +e. (3) 

. この過程は原子原子衝突過程であり，その反応率は原

子の衝突速度に大きく依存する.一般的に速度が小さく

なると，すなわち温度が下がると，反応率は下がる.図

3に示す常温と低温でガス増幅率に差ができるのは， 低

温で Hornbeck-Molnar過程の反応率が無視できるほ

ど、小さくなり，電離には (1)式の直接過程だけが寄与す

るためである.説明を省くが，常温の電離係数から

Horn beck-Molnar過程による寄与分を差し号|し、た値を

使って計算したカヌ増幅率は，我々が低温で得た増幅率

とほぼ一致する 12)

4. 出 力 波 形13)

4.1 実験データ

電荷感応型前置増幅器からの出力信号の一例を図 4

に示す. HFPCの陰極材料はニッケル，ヘリウムのガ

ス密度は常温 l気圧相当 (10.6Torr at 4.2 K)である.

印加電圧は 1，100V， 1，200 V， 1，250 V，および 1，300V 

. で， HFPCは 1，300Vを超えると持続放電を起こす

図4Aは 800μsまでの出力信号の電圧変化，図 4Bは

出力の立ち上がり部分 20μsまでの拡大図である.印

加電圧が十分高くなると，メインパルスの上に時間遅れ

の伴った別のパルス，すなわちアフターパルスが現れる.

4.2 解析

電子雪崩内では，多様な衝突過程を通して多数の活性

粒子(陽イオン，光子，準安定粒子)が生成され，これ

らが陰極に到達したとき 2次電子を放出する.陰極へ

の到達時間は活性粒子の種類により異なるため，出力信

号には時間遅れの異なる図 4に示すようなアフターパ

ルスが現れる.出力信号上のアフターパルスを解析する

ことにより，活性粒子の種類を特定することができる.

表 1にガス密度(常温 1，2，3気圧相当)を変えて得た

解析結果をまとめである.

4.2.1 クラスター陽イオン 図4Aの約 250μs遅れ
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図 4 HFPCからの出力波形 (4.2K，ガス密度常温

l気圧相当)

A:全出力信号 (0--800μs);B:出力信号の立

ち上り部分 (0--20μs).

て現れているアフターパルスは，ヘリウムイオンが陰極

に衝突する際放出される 2次電子が作る電子雪崩に

よって生じる.アフターパルスの時間遅れはヘリウム陽

イオンの芯線から陰極までの揺動時間に対応している.

アフターパルスとメインパルスの面積比は，一つの電子

が芯線付近で電子雪崩を形成しその中で発生した陽イ

オンが陰極に衝突したとき 2次電子を放出する確率，

すなわち (1)式の R[に等しい.ヘリウムのガス密度が

常温で 1，2， 3気圧相当で，陽極電圧を変えたときのア

フターパルスの時間遅れ TIと確率RIを表 lの3欄と 5

欄に示す.

確率R1は，陽イオン一つが陰極で・2次電子を放出さ

せる確率 P1に陰極に到着したイオン数，すなわちガス

増幅率，をかけたものになる.常温では，電子雪崩中で

生成されたヘリウムイオン He+は周りのヘリウムガ、ス

原子と反応して分子イオン He21 になる He2十のPIは

陰極材料により変わるが， 0.1--0.2の値をもっ 14) 表 1

のRIをガス増幅率で割れば低温でのP1を求めることが

できる.表 lに示す RIに対応するガス増幅率は 100--

15 
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表 1 出力信号の解析結果(ガス温度・ 4.2K) 

圧力 印加電圧 T[ Te 
R[ Rp1 Rp2 R

M
b) Ra) 

(Torr) (V) (μs) (μs) 

1，200 260 2.0 0.05 0.07 0.11 * 本

10.6 
1，250 250 2.0 0.08 0.09 0.20 * * 

(常温 1気圧相当)
1，300c) 240 2.0 0.13 0.14 0.23 ---0.50 ---1.0 

1，300 470 2.4 0.07 0.06 0.18 本 * 
21 

1，400 440 2.4 0.17 0.11 0.20 * * 
(常温 2気圧相当)

1，430c) 425 2.4 0.20 0.12 0.21 ---0.47 ---1.0 

1，400 645 3.0 0.06 0.05 0.14 * * 
32 

1，500 600 3.0 0.10 0.08 0.19 * * 
(常温 3気圧相当)

1，550C
) 590 3.0 0.25 0.12 0.30 ---0.33 ---1.0 

a) R=R[+Rp1 +Rp2+RM b) RM= 1-R[-Rpl-Rp2より計算 c) 持続放電開始直前の電圧，Vmax 

200であるので，P[は低温で 2桁以上小さくなる.常

温 l気圧相当 (10.6Torr at 4.2 K)のガス密度で， ガス

増幅率 2.5X 10-3という値を得ている 15)

低温ではヘリウムガス原子の速度は十分下がっており，

He2 +は陰極への揺動中次々とガス原子と相互作用し，

クラスターイオン Hen+を形成する 15).16) クラスター

の大きさ nはヘリウムのガス密度と電場の強さで決ま

り，我々の比例計数管の作動範囲では 10より大きくな

ると考えている.このようなクラスターイオンが衝突す

るときは， 2次電子放出は大きく抑えられる.我々が得

た低温での低い P[の値はクラスターイオンの生成を示

すものである.

4.2.2. 非共鳴光子図 4Bの約1.5μs遅れて現れる

アフターパルスは，電子雪崩からの光子が陰極に衝突す

る際放出される 2次電子が作る電子雪崩によって生じ

る.時間遅れは，光子が芯線から陰極まで行く時間と，

そこで発生した 2次電子が芯線まで揺動する時間の和

に対応するが，光子が要する時間は無視できる.アフ

ターパルスとメインパルスの面積比は一つの電子が芯線

付近で電子雪崩を形成しその中で発生した光子が陰極

に衝突したとき 2次電子を放出する確率，すなわち(1)

式の Rpに等しい.ただし陰極から 2次電子を発生さ

せる光子は，後で述べるようにもう 1種類ある.第一

の光子という意味で，P1というサブスクリプトをつけ，

その値を表 1の6欄に載せた. また時間遅れ Teを4欄

に載せた.

電子雪崩中では多くのヘリウム励起原子が発生するが，

それらが 2Pや 2S(準安定状態)に遷移するとき出る

光子は，ヘリウム原子に共鳴吸収されることなく陰極ま

でいくので非共鳴光子と呼ぶ.一重 nP状態からは 1S

(基底状態)への光子放出による遷移は可能で，これら

16 

の遷移で放出される光子を共鳴光子と呼ぶ.共鳴光子は

周りのヘリウムガス原子に共鳴吸収され一部は光子を再

放出するが，一部は別の崩壊過程を経て励起原子はなく

なる. したがって，通常の大きさの計数管では共鳴光子

は陰極に到達することはない. 図 4Bのアフターパルス

はヘリウムの励起原子から放出される非共鳴光子による

ものである.

4.2.3 Hem (218) 電子雪崩中では，電子一陽イオン対

のほかに多数のヘリウム励起原子が生成される.これら

の励起原子は共鳴光子を放出して基底状態に戻るか，ま

たは，非共鳴光子の放出やヘリウムガス原子との衝突を

通して低い状態に遷移する.常温ではこのほかに励起原

子とガス原子との衝突の結果，いろいろな状態の励起ヘ

リウム分子 He2*が生成され，この励起分子とガス原子

との衝突で電離イオンを生成する過程がある. しかし

低温ではこれらの原子一分子衝突反応は強く抑えられる.

したがって，電子雪崩中で生成されたほとんどのヘリウ

ム励起原子は，光子を放出して， 基底状態 (118)または

準安定状態 (21Sおよび 23S)に遷移することになる. 準

安定状態のヘリウムの寿命は長く，これらは計数管の動

作に大きな影響を与える.

l重状態の準安定原子Hem(2IS)の固有の寿命は20

msであるので，崩壊率 5X10jsで光子を放出して基底

状態に直接遷移することができる. しかしヘリウムガ

ス中では，ガス原子との 2体または 3体衝突で励起分

子 He2*(AISu 1)になる別の崩壊過程がある.

Hem(2IS)+ He→He2牢(A1Su
十)， (4) 

Hem(2IS)+2 He→ He2*(A1Su
十)+He. (5) 

2体衝突 (4)式および 3体衝突 (5)式の反応率は，それ

ぞれ---220pjsおよび---1.4p2jsになることが実験で知

られている 17) ここで pは常温でのヘリウムガスの圧

放射線化学
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力 (Torr)で，常温 l気圧で反応率はそれぞれ1.7x 

105/sおよび 8.1X 105/sとなる. Hem(2IS)には (4)式

と(5)式の反応のほかに，電子との衝突で別の状態に移

る過程がある.しかしガス増幅率が 103程度の電子

雪崩中では電子の密度が低く ，その確率は無視できるほ

ど小さくなると仮定できる. したがって，電子雪崩中で

生まれた Hem(2IS)はほとんどが (4)式と (5)式の反応で

崩壊し常温 1気圧では寿命は 1μsのオーダーまで短

くなる.低温では (4)式と (5)式の反応率は抑えられる

が， Hem(2IS)にとってほかに崩壊過程がない限り，結

局 (4)式と (5)式の衝突反応か基底状態への直接遷移を

通して崩壊する.その寿命は，衝突反応の頻度が少なく

なる分だけ伸びることになる.

2体衝突反応 (4)式で生成される He2*(A1Su十)は波長

601-----606 A (20.5-----20.6 eV)の光子を放出して二つの

ヘリウム原子に分解する. 3体衝突 (5)式で生成される

He2牢(A1SU+)は波長 601-----1，106λ (11.2-----20.6eV)の

光子を放出して，エネルギーの低い He2牢(X1Sg1)にな

り，すぐにヘリウムガス原子との衝突で二つのヘリウム

原子に分解する.これ らHe2*(A1Su1)の崩壊で放出さ

れる非共鳴光子のエネルギーは先に述べた励起ヘリウム

原子からの非共鳴光子のエネルギーよ り高く ，陰極で 2

次電子をより高い確率で発生させる.

クラスターイオン Hen1，励起ヘリウム原子からの非

共鳴光子および He2*(AISu +)からの非共鳴光子がアフ

ターパルスの原因であると仮定して，コンピュータ ・

シュミレーションを行った.その結果を図 5示す.図 5

Aは，図 4Aに対応して 800μsまでの出力変化を示し，

図 5Bは，図 4Bに対応して 20μsまでの出力変化を示

す.図中の曲線 αはコンピュータ ・シュミレーション

で分離したメインパルスである.曲線 b，C，およびdは

分離したアフターパルスで，それぞれクラスターイオン，

励起ヘリウム原子からの非共鳴光および He2牢(A1Su1) 

から非共鳴光子による成分である. 特に， He2牢(A1Su+) 

からの非共鳴光子によるパルスの立上りが鈍っているの

は，先に述べたように，低温で (4)式と (5)式の衝突反

応率が下がり Hem(21S)の寿命が常温より長くなった

ことによる.このシミュレーションの結果に従えば，

Hem(21 S)の寿命は 180μsとなり，低温で (4)式と (5)

式の反応率は 2桁以上小さくなる.

Hem(2IS)からの非共鳴光子による l雪崩当たりの 2

次電子放出確率 Rp2を表 lの7欄に示す.ただし第

2の非共鳴光子という意味で，P2とい うサブスクリプ

トをつけてある.

4.2.4. Hem(23S) 3重状態の準安定原子 Hem(23S)は

第 74号 (2002)
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TImo [.U・・c)

出力波形のシミュレーション結果例 (4.2K， 

ガス密度常温 1気圧相当)

A:全出力信号 (0-----800μs);B:出力信号の立

ち上り部分 (0-----20μs);図中の a，b，c， dにつ

いては本文参照.

Hem(2IS)より安定で，その固有の寿命は 6X 105 Sであ

る.しかしヘリウムガス中では，ヘリウムガス原子と

の 3体反応で準安定分子 He2m(a3Su1)を生成する.

Hem(23S)+2 He→ He2m(a3SU +)+ He. (6) 

反応率は-----0.2p2/Sで常温 l気圧では 1.5X 105/sとな

る18)He2m(a3Su +)の寿命は 50msで Hem(21S)の固有

の寿命と同程度である. He2m(a3Su十)を崩壊させる衝突

過程はないが，電子との衝突で別の状態に移ることがで

きる.ガス増幅率が 103程度の電子雪崩中では電子の

密度が小さく，その確率は無視できると仮定すると，電子

雪崩で生じた Hem(23S)のほんどはこの準安定分子にな

る.それがヘリウムガス中を拡散して陰極に到着したと

き2次電子を放出して， 2個のヘリウム原子に分解する.

この 2次電子の放出は，寿命の長さや陰極への拡散

時間を考えると，時間的に非常に遅れかっ拡がる.この

ように遅れた事象からの電流は出力パルスに寄与せず，

雑音成分のーっとなる.このような雑音があっても，そ

のレベルが低いうちは放射線に対応するパルスを捕らえ

17 
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ることカiできる.

2.1で述べたように. 1雪崩当たり生成されるすべて

の活性粒子が陰極で 2次電子を放出する確率Rが 1を

超えると持続放電をする.持続放電を起こす電圧よりわ

ずかに低い印加電圧で得た出力信号に対して行ったシ

ミュレーションの結果も表 lに載せてある. この場合，

全2次電子放出確率Rはほぼ lに等しいと考えられる

ので He2m(a3SuI )による確率 RM は 1 から R J • RPJ，お

よび Rp2を号I~，た値に等し くなる.こ のようにして得

られた RMの値を 8欄に示す.持続放電直前の印加電圧

では. He2m(a3Su十)による 2次電子放出量は他の活性粒

子による量より多くなることがわかる.

5. HFPCの動作機構J2)

HFPCの低温での動作を支配するヘリウム中の衝突

反応を図 6に模式的に示しである.筆者らのモデルで

は次の四つの活性粒子が陰極から 2次電子を放出させ

HFPC動作を不安定にさせる.

1) ヘリウムイオンクラスター Hen1. 

2) 励起ヘリウム原子からの非共鳴光子，

3) 励起ヘリウム分子 He2*(AJSu 1)からの非共鳴光子，

4) 準安定ヘリウム分子 He2m(a3SuI ) • 

ヘリウムガス原子と電子や光子の衝突反応はほとんど温

度に依存しないが，ヘリウムガス原子と励起原子や励起

分子との衝突反応は温度に依存する.液体ヘリウム温度

近くの低温では，原子一原子，原子一分子衝突反応の反応

率はかなり下がる.このことに関連して，筆者らは低温

での HFPCの動作を実験的に調べることにより次のよ

うな変化を確認した

1) Hornbeck-Molnar過程は低温ではほとんど起こ

らず，電子による直接電離が電子雪崩内の主たる電

荷生成過程となる.その結果，カース増幅率は低温で

かなり低くなる.

2) ヘリウムの陽イオンは常温では He2+の状態で安

定であるが，低温になるとクラスターの形をとる.

その結果，クラスターイオンによる大きなアフター

パルスが出力信号に現れる.低温でのクラスターイ

オンの生成により，陰極での 2次電子放出の確率

が2桁ほど下がり，ガス増幅率が最大で 200程度

の比例領域が存在する.

3) 原子・分子衝突過程の反応率が低温で下がるため，

相対的に励起ヘリウム原子の光子放出過程の頻度が

上がる.その結果，励起ヘリウム原子からの非共鳴

光子によるアフターパルスが出力信号に現れる.

4) ヘリウム準安定原子は低温でより多く生成される
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図 6 HFPCの動作機構を示す図

陰極で 2次電子を発生させる活性粒子(光

子，陽イオン，準安定粒子)の生成 ・消滅の

様子を模式的に示す.

が，そのうち He'"(2JS)は光子放出過程が強く禁止

されているため，原子衝突過程で He2*(A1SU
十)が

生成される.He2*(A1Su +)は非共鳴光子を放出して

崩壊するが，原子衝突過程の頻度が低温で下がるた

め大きな時間遅れを伴う.その結果，立ち上がりの

非常に遅いアフターパルスが現れる.

ここで詳しく述べことはできないが，持続放電の波形

解析19)から 3重状態のヘリウム準安定原子 Hem(23S)が，

HFPCの持続放電に関して重要な働きをしていること

がわかった Hem(23S)からできる励起分子 He2m(a3Su+) 

は，計数管が正常に働いている聞は，信号パルスに対す

る雑音源となるだけである.原子・分子衝突で崩壊する

過程がないため. He2m(a3Su +)は電子雪崩で生成される

量と陰極での 2次電子放出で崩壊する量が平衡するま

で計数管内に徐々に蓄積される.印加電圧を最大まで高

くした持続放電開始直前の電圧では. He2m(a3Su ~ )ガス

密度がかなり高くなっていると考えられる.実際，表 l

からわかるように，放電前の電圧では RM の値は R J •

R pl • Rp2の値よりかなり大きい.そのような状態で放電

が始まると.He2m(a3Su I )と電子との反応で生成される

電子を無視できなくなり，その結果，活性粒子の生成数

が急激に増加し連続放電状態が時間とともに激しくな

る.

放射線化学



低温 (--4.2K)で働く比例計数管

6.おわりに

15年前に岸本と五十棲とで HFPCを開発しそれを

使って低温の CEMS測定に初めて成功したときは嬉し

かったが， HFPCが常温では働かず，極低温と呼ばれ

る温度に冷却されたときだけ実用にかなう比例領域をも

つのは，本当に不思議に思えた.極低温でのヘリウムガ

スの放電には何か面白い現象が隠れているに違いないと

思い，その後， HFPCからの出力パルスや持続放電波

形を丁寧に調べ，放電で起こるさまざまな衝突素過程を

基に，動作機構のモデルを作る努力をしてきた.最近に

なって，やっと正岡と五十棲とで，完全ではないが，

“ヘリウムが低温でなぜ自己消滅作用をもつことができ

るのか"という放射線計測屋にとって基本的な疑問を解

くことができた. しかしモデルができてみると当初期

待したほど興味のわく現象は含まれていない.少し残念

な気がするが，いくら不思議に見えても自然をよくよく

観察して得られる結果はこんなものだろうと思う.

実用化されている常温の比例計数管はきれいな出力パ

ルスを出す.これは希ガスに添加ガスとして加える消滅

ガスの性能がよく，活性粒子による陰極での 2次電子

放出を有効に抑えているからである.消滅ガスの性能が

悪くなると， 2次電子放出が活発になり，低温の HFPC

に現れたのと同様のアフターパルスが見え出す. しかし

常温の混合ガス中で起きる衝突過程は複雑で，低温のヘ

リウムのような比較的簡単な動作機構のモデルを作るこ

とは難しい. HFPCの低温のモデルは，常温での消滅

作用の弱~¥比例計数管の動作を理解する上で役立つもの

である.また， GM計数管の動作機構は比例計数管ほど

明らかにされていない. この論文では説明できなかった

が， HFPCの持続放電波形については計数管の GM領

域での動作にかかわる情報を多く含んでいる.今後，持

続放電波形の解析を通して，これまでとは違った面から

GM計数管の動作機構に関する研究を行いたい.

第 74号 (2002)
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一国自宅

小型放射光リングの蛋白質構造解析への応用

住友重機械工業株式会社技術開発センター 広瀬サユミ・筒井裕士

1.はじめに

放射光は，その高輝度性，連続スペク トル性， 高指向

性によって，材料科学，生物科学，医学など幅広い分野

の研究に利用されており，世界各国でたくさんの放射光

リングが建設されている.放射光の要求仕様も高輝度化，

高エネルギー化が望まれ，大型化する傾向にある.

昨今，ポストゲノムとしての構造ゲノム科学の重要性

が認識され，生命科学は，世界中の産業界・研究機関・

大学などの多方面からたいへん注目されている.なぜな

らば，生命現象の基本単位である蛋白質の立体構造や機

能を解明することによって，単なる研究の発展だけでは

なく，近い将来副作用が少なく有効な医薬品の開発がで

きるからである.蛋白質結晶構造解析は， X線回折を

手法としているため，強力な放射光を利用することで飛

躍的に測定時間の短縮が図られた. したがって，放射光

を利用する迅速な蛋白質結晶構造解析装置の需要が高

まっている.

本稿では，蛋白質結晶構造解析専用の放射光リングを

考え，産業利用を想定してリンクヂの小型化と解析用ビー

ムラインについて検討した結果を報告する.

2. 蛋白質構造解析と小型放射光リング

小型の放射光リングというと， 一般的には X線リソ

グラフィーなどの用途の周長数 10m以下， ビームエネ

ルギー 1GeV以下の電子蓄積シンクロトロンが想起さ

れる.海外では OxfordのHelios，日本では電総研の

いくつかのリングや弊社の AURORA， A URORA -2 

(HiSOR)などがある.これらのリングから出る放射光

の臨界エネルギーは 1keV付近であり蛋白質構造解析

Application of Compact Synchrotron Radiation 

Ring in Protein Crystallography 

Sayumi HIROSE and Hiroshi TSUTSUI (Sumitomo Heavy 
Industries， Ltd.， Research & Development Center) 
~188-8585 東京都西東京市谷戸町 2-1-1
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に必要なエネルギーよりも l桁低く，この用途ではあ

まり使い物にならない. さらに， 蛋白質結晶は 0.1mm 

程度の大きさしかないため， X線の発散角が小さいこ

と，低エミッタンスが望まれる. したがって，ここでは

蛋白質構造解析ができてなるべく小型な放射光リングを

考えてみることにする.蛋白質構造解析に必要な放射光

リングの条件は，

1) 放射光のエネルギ-6---17 keV (0.7---2.0A)の

範囲で Fluxdensityが 1013photons/s/mrad2
/ 

0.1% bandwidth以上であること

2) ビームの水平方向エミ ッタンスが 100πnmrad 

以下であること

とした.

まず条件 1)について調べてみると，磁場中でビーム

の軌道が曲げられることによ って発生する放射光の

Flux densityは軸上で図 1のとおりとなる 1) 常伝導偏

向磁石からの放射光を使う場合磁束密度は通常せいぜい

l.6 Tesla程度でありその場合の Fluxdensityは破線

で示され，条件 1)を満たさないことがわかる.した

100 

図 1 放射光の FluxDensity 
電子エネルギーを 0.5GeV， 1 GeV， l.5 

GeV， 2 GeVとした場合. 破線は磁石の磁束

密度がl.6Teslaの場合，実線は 7Teslaの

場合.

放射線化学
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. 図 2 現在までに稼働している/する予定の放射光

リンクーから得られた放射光の規格化したエ

ミッタンス を電子ビームエネルギーの関数と

してプロッ卜したもの

がって，十分な光量を得るには磁東密度の高い超伝導偏

向磁石か超伝導ウィグラー2)を使わなければならない.

超伝導ウィグラーで実績の多い 7Teslaの場合の Flux

densityは図 lの実線で示しである. この場合ビームエ

ネルギーが1.5GeV以上ならば条件 1)を満たす. もう

ひとつ考えられるのは超伝導多極ウィグラーを使うこと

で，その場合は 1GeVでもよし、かもしれない.

次に条件 2)について調べてみると，低エミッタンス

放射光リングでよく使われる DoubleBend Achromat 

(DBA)ラティスなどでは水平方向エミ ッタンス εは

ビームエネルギー Eが一定ならば周長 Cの 3乗におお

よそ反比例する.そこで， εC3をEに対してプロットす

. ると図 2のようになる

よって現在までに稼働している放射光リングの最小エ

ミッタンスはおおよそ

10 

Grid割ze 2.5000 1m) 

図 3 1.5 GeVリングに 7Tウィ グラーを入れた

場合のレイアウトの例

表 1 1.5 GeV +7 Tウィグラー放射光リン グの

ノfラメ ータ

エネルギー (GeV) 1.5 

周長 (m) 76 

周囲時間 (ns) 254 

ε(εnm rad) 81 

エネルギ一広がり 9.2X10 4 

チューン(水平) 5.3 

チューン(垂直) 3.7 

放射損失 (kV/turn) 201 

ウィグラーでのビームサイズ 1.4 
(水平)(mm) 0.03 
(垂直)(mm) 

ウィグラーでのビーム広がり 0.06 
(水平)(m rad) 0.03 
(垂直)(m rad) 

o E4.6 (GeV) 
E (πnm rad) = 8 x 100 (1) 

c3 (m) 

となる.実際の運転では挿入光源を入れて安定に動作さ

せるためにこの数倍になってしまうだろうが設計の目安

とすることはできる.

これらの条件を念頭に入れてラティス計算を行うと図 もう少しコンパク卜にできるかもしれない.

3のようになる. ここでは1.5GeVの 6回対称 DBAラ このリングへの入射器としては線形加速器，ブース

ティスを作り 3カ所の直線部に 7Teslaウィグラーを ターシンクロトロン，マイクロトロン，が考えられるが，

入れるオーソドックスなレイアウトにした.この案に近 安価かっコンパクトで済ますならばマイクロトロンが良

いリングとしてはスウェーデンの MAX・2や佐賀県の い.蓄積エネ jレギーとの兼ね合いなどで入射エネルギー

1.4 GeV放射光施設計画などがある.ラティス計算に は300MeV程度以上に しなくてはならないが，現在の

よって求められた放射光リングのパラメータを表 lに ところそのエネルギーのマイクロトロンは市販されてい

示した. エミッタンスは式(1)より 6倍ほど大きいので ない.しかしながら弊社では軌道計算を行い， 300 

第 74号 (2002) 21 



広瀬サユミ・筒井裕士

..: ♂三品4ニラa

F41l/i 、ト
2伽n

図4 ビームラインの概念図

MeVマイクロトロンは十分可能であると考えている.

3. ビームライン

表 1のリングパラメータが決まったので，ビームラ

イン3)を構成してどのような光が試料に照射されるか調

べる. ビームラインの構成条件は，

1) 蛋白質結晶構造解析においては，多波長異常分

散法 (MAD:Multiwavelength Anomalous Dif-

fraction Method)が主流となっている. MAD 

法は，異常散乱因子を含む 1個の結晶を用い，

波長を変化させることで起こる異常散乱効果の差

を利用して構造解析を行う方法である. ターゲッ

ト試料は，金属蛋白質，重原子置換体結晶やセレ

2) 

ノメチオキニンを導入した蛋白質であるため，蛋

白質構造解析に利用する原子の吸収端が 6--17

keV (0.7--2.0A)のエネルギ一範囲にある.その

ために，波長選択が容易にできる分光器を設置す

ることが必要となる.

通常試料が小さい (0.1mm程度)ため，照射面

積を小さくしても十分な光量がとれること

とした.

条件1)から，平面 Si(111)を用いた 2結晶分光器を

採用し Si結晶を挿引して分光する. さらに， 条件 2幻) 

を満足させるために分光器の下流にトロイ夕

設置し高調波除去およびび.集光させることにしたた.図 4

は，上記の条件を満たすビームラインの概念図を示して

いる.これらの構成は， X線ビームラインでよく採用

されており，技術的にも完成度の高いものである.ウィ

グラーから発生した光は 2結晶分光器でで、単色化され'

トロイ夕

光器とミラ一の前後にスリツトを配置した.光源点から

試料までの距離は，小型リングに連結されるのでなるべ

く短くしたいために 20mと仮定した. 表 lのリンクーパ

ラメータを用い，光の取込み角を水平，垂直でそれぞれ

2，0.2 mradとし照射角 3mradで集光率 3:1を満た

22 

すようなトロイダルミラーとして計算した結果的，試料

上への ftuxdensityは， 入射エネルギー 12keV (IA)， 

蓄積電流値 300mAの場合，照射面積 0.1x 0.1 mm2 

で約 1011photons/s/O.l% bandwidthとなったリ

ングから出た光は， ビームラインへの取り込み角と分光

器の Si(111)結晶の反射幅により約 85%の光を損失し

そこを通過した光が試料上で 0.1xO.l mm2の面積に届

くのは約 12%になる. しかしながら， この程度の強度

があれば，蛋白質結晶構造解析が行えると考えられる.

4. おわりに

蛋白質結晶構造解析専用の小型放射光リングを提案し

た. 1.5 GeVリングに 7Tウィグラーを挿入し臨界

エネルギー 10keV，エミッタンス 81πnmrad，周長 76

mのリングとなった.さらに， 2結晶分光器と全反射集

光ミラーを含むビームラインを想定し，ウィグラーから

の光を用い， レイトレースをした結果， 試料上で 0.1x 

0.1 mm2の照射面積に対して 1011photons/s/O.l% 

bandwidthの ftuxdensityが得られた.今回，提案し

たリングをユーザーの立場から評価するために，広く知

られており比較的シンプルなビームラインを構成し，試

料上で得られる光量に注目して計算した結果，蛋白質結

晶構造解析ができる小型放射光リングであることがわ

かった.別のビームライン構成，例えば，回転傾斜集光

分光器5)などを利用すれば最終的に得られる強度は高く

なると思われる.今後，ユーザーからの意見をもっと取

り入れることにより，蛋白質結晶構造解析専用のリング

およびビームラインを最適化したシステムが提案できる

と考えている.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

参考文献

S. Krinsky， M. L. Perlman， and R. E. Watson， 

“Characteristics of Synchrotron Radiation and 

of its Sources，" Handbook on Synchrotron Ra-

diation， Vol. 1， North Holland (1983). 

D. Berger， et al.，“A Superconducting 7 T Mu1ti-
pole Wiggler for the BESSYII Synchrotron Ra-

diation Source，" PAC2001 (2001). 

例えば， 大柳宏之編， “シンクロトロン放射光の

基礎丸善，東京(1996).
C. Welnak， G. J. Chen， and F. Cerrina， Nucl. In-

strum. Methods Phys. Res. A， 347， 344 (1994). 

渡辺信久，鈴木守，坂部知平，日本結晶学会誌，

42， 367 (2000). 

放射線化学



一回耳抱
ナノスケール構造によって生じる拡散係数の

距離依存性

1. はじめに

. 生体高分子を含む溶液は，分子レベルから巨視的サイ

ズに至る，さまざまな空間的サイズの階層構造をもち，

また，それらの構造は，広範囲の時間的空間的スケール

のゆらぎを生ずる.その中での拡散現象は，観測の時間

的，空間的スケールの違いによって，高分子溶液の mor-

phologyやそのダイナミクスに依存して複雑な挙動を

示すはずである. しかし理論的にも実験的にも空間と

時間の広い範囲を網羅して，拡散現象を観測するのは容

易ではない.たとえばゲル内での拡散現象に関して，高

分子のダイナミクスを考慮した計算機シミュレーション

が行われているものの1).2)，5--6桁以上の広い時間領域

を一度にカバーすることはシミュレーションの性質上難

しい. また実験的立場からも， 中性子散乱法3).4" 動的

光散乱法5).6)，核磁気共鳴法7)-9)などを用いて広く研究

が行われているが，観測する時間スケールに依存して見

えてくる構造が異なるとすれば，一つの手法に頼って測

. 定を行っても，拡散現象のごく一部を見ているに過ぎな

いことになる.筆者らは，観測時間領域の異なる方法を

組み合わせることによって，時間的にも空間的にも広い

範囲にわたって拡散現象をとらえ，生体高分子水溶液の

複雑な構造やそのダイナミクスについての知見を得ょう

と試みている10)

生体高分子ヒアルロン酸 (HA)水溶液内での拡散係数

を測定する方法として用いたのは，次の 2種類の手法

である.一つは，光励起 2分子間反応を利用した方法

Distant-Dependent Diffusion Resulting from Nano-

structure 
Akiko MASUDA and Kiminori USHIDA (RIKEN; The 
Institute 01 Physical and Chemical Research) 
~35ト0198 和光市広沢 2-1
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(Photochemical bimolecular reaction: PCBR)10)-12)， 

もう一つは，パルス磁場勾配 NMR法 (Pulsed-fieldgra-

dient NMR: PFG-NMR)10)である.二つの手法では観

測時間が異なり，前者では数十 nmの，後者では数μm

の拡散距離に対応した拡散定数が測定できる.それは，

シャッタースピードの違うカメラで，あるいは，倍率の

異なるレンズで，ナノスケール構造をもっ HA水溶液

内の分子拡散を観測することに相当する.つまり，短時

間の短距離拡散と，長時間の長距離拡散を観測して，そ

れらの結果から得られる拡散定数から， HAメッシュの

morphologyとそのダイナミクスの効果をプロープし

ようというわけである.ここではまず，生体高分子ヒア

ルロン酸 (HA)の特徴について解説し，次に， それぞれ

の実験的手法およびその結果について述べる.最後に，

拡散分子の大きさ， 高分子濃度を変化させた場合， HA 

のナノ構造がどのように拡散に影響を与えるか概説する.

2. 生体高分子ヒアルロン酸13)

進化論的にいえば， HAは古くから存在する多糖で，

脊椎動物には普遍的に存在する.N-アセチルグルコサ

ミンとグルクロン酸の 2糖を構成単位とし，水溶液中

では分子内極性基同士や水分子との水素結合によって，

緩やかにカーブしたリボン状の構造をとる.また，アキ

シャル位の水素原子によって作り出される疎水的な面同

士が，疎水性相互作用によって凝集するため， 3次元の

網目構造を形成する.網目のサイズは濃度に依存して，

2 wt%程度の濃度まででは，数 nm--30nm程度の大

きさをもっ.ヒアルロン酸は化学構造的には単純な直鎖

多糖だが，上に述べた特徴的な 3次元構造をもつこと

から，生体内において多様な役割を果たす.たとえば，

HAはグルコースなと、の単糖類に比べて水和数が多く，

水を保持する性質を示すため，網目構造の中に一種の水

和された空間を作り出す.この水和された空間が，細胞

分化のかっこうの場を与え，また HAによって作り出

23 
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された，水和された道を通って細胞移動が起こる.実際

多くの細胞表面には HAレセプターが存在するほか，

HA合成酵素を使って自ら HAを生産し，それを利用し

て体内を移動してし、く細胞もある.

また， HAは，細胞外を埋めるような構造材(細胞外

基質)として生体中で用いられているが，その水溶液の

レオロジーが重要な役割を担っている場合がある.たと

えば，関節液は体の中でも比較的高濃度 (3--4mg/mL) 

の HAを含んでおり， HAの構造材，流体としての特性

を併せ持つ. ヒアルロン酸水溶液は非常に低濃度でかな

り高い粘ちょう性(分子量 200万， 1 wt%程度で数万

mPas)を示す非ニュートン流体で， 高い粘弾性をもっ.

そのため，関節の動きのような緩やかな動きに対しては，

HA水溶液は，潤滑剤の役割を果たす.一方，急激に加

わる衝撃に対しては，弾性体として振舞い，その衝撃を

網目構造に分散させて吸収する，いわゆる shockab-

sorberとして働くのである.この HA水溶液の特徴的

なレオロジーは糖鎖のからみ合いとその再配列によって

生じている.

ヒアルロン酸の網目構造はフレキシブルでソフトマ

ター的な性質をもち，物質輸送の場を与える. HAの生

体内でのもう一つの重要な役割にこの物質輸送がある.

細胞外基質においては，はじめに述べたように細胞移動

にも寄与する.また，生体内では，栄養素や，小さな生

体分子などが HA水溶液内を比較的自由に輸送される

ことが知られている.このような物質輸送には HAの

糖鎖のダイナミクスと HAの作る特異的な水和空間の

性質が深くかかわっているのは明らかである. したがっ

て HA水溶液中の物質拡散に対する HA糖鎖のナノ構

造とそのダイナミクスの効果について調べることは，こ

の物質輸送について理解するためにも重要である.

拡散現象を観測するために，上述したように光化学的

手法を用いるが，ほかの高分子ゲルでは光散乱が起きて

測定が難しい.一方， HA水溶液の場合は，眼球中では，

HAが硝子体の成分として，光学的に空な構造を保って

いることからわかるように，光学的に「透明Jである.

これは，光の波長オーダーの規則構造を溶液内でもたな

いことと，水和空間を形成するためと考えられ，この性

質は光化学反応を観測するためには非常に都合がよい.

3. 実験的手法とその結果.

3.1 PCBR法

トリスビピリジンルテニウム錯体 (Rubpy)は，光

励起により，一重項 MLCT(metal-to-ligand charge 

transfer)状態に励起され，直ちに三重項 MLCT状態に
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図 1 拡散定数のヒアルロン酸 (HA30)濃度依存性

縦軸は HAを含まない溶液中での拡散定数

Doで規格化している.

(A) PCBR法;(B) PFG-NMR法.

項間交差する.次の 2種類の反応は， 三重項 MLCT状

態からの電子移動反応であり，いずれも，拡散律速であ

る[式(1)， (2)]. 

Rubpy(Ru21)+ MV2 
I ~Rubpy(Ru3 1)+ MV j 

(1) 

Rubpy(Ru2+)+Cytc(Fe3+)己 Rubpy(Ru3I ) 

+Cytc(Fe2+) (2) 

電子受容体(消光剤)としてメチルビオローゲン

(MV2十)，シトクロム c(Cytc)を用いた.拡散律速反応

では，消光速度定数は反応物の拡散定数に比例する.比

例定数には，反応物の電荷，半径，溶媒の誘電率などが

含まれる. したがって， 三重項 MLCT状態からの発光

の消光速度定数(リン光寿命を， 電子受容体(消光剤)

の濃度を変えて測定することによって得られる)，およ

び，ルテニウム錯体，消光剤の半径から，拡散定数を見

積もることができる.生合成された公称分子量 30万

(HA30)， 100万 (HA100)， 200万 (HA200)の 3種類の

HAサンプルを用いて，種々の濃度で消光速度定数を測

定し拡散定数を求めた.図 1(A)に示したのは，

放射線化学
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図 2 反応 (2)の消光速度定数の粘度依存性

MV2¥Rubpy， Cytcの拡散定数の HA30濃度依存性で

ある.縦軸は HAを加えない緩衝溶液中の値で規格化

している. HA30水溶液の粘性は，濃度が 2wt%のと

き， 0.8 wt%水溶液に比べて 40倍近く大きくなる. し

かし HA水溶液中の拡散定数の値は HA濃度が高く

なってもほとんど変わらない.また HAを含まない緩

衝溶液中の値と比べても，拡散が阻害されるようなこと

はない.図 2には，反応 (2)の消光速度定数を溶液の粘

度に対してプロットしである.均一系のグリセリン水溶

液では，消光速度定数(拡散定数)は， Stokes-Ein-

stein equationで予想されるように巨視的粘性に反比

例して小さくなる.一方， HAの分子量を大きくした場

合，溶液の巨視的粘性は， HAを含まない緩衝溶液中に

比べて 5桁以上も高くなるが，消光速度定数，すなわ

ち拡散定数はほとんど変化しないことがわかる.これは，

HA水溶液中に，少なくとも(平均拡散距離から考え

て)数十 nmの大きさの水和された空間が存在するこ

とを支持し， PCBR法では，その水和空間内での拡散

定数が観測されているものと考えられる.

3.2 PFG-NMR ~去

パルス磁場勾配 NMR法は，溶液内での自己拡散定数

を測定する有力な方法である.基本的にはスピンースピ

ン緩和時間(横緩和時間)測定を行うときのスピンエ

コー法と同じ pulseseq uence Iこ二つの磁場勾配ノマルス

をかけて，そのパルス間での分子拡散を測定するのであ

る.核スピンは外部磁場に比例した共鳴周波数をもつが，

これにパルス磁場勾配が加わると，そのときの共鳴周波

数は，分子の位置に依存するようになる.すなわち，第

1番目の磁場勾配パルスにより， 分子の位置が記憶され，

第 2番目の磁場勾配パルスをかけることによって，そ

の聞にどれくらい分子が動いたか検出する仕組みである.

この観測法では原理的に，拡散係数は横緩和時間より短

第 74号 (2002)

表 1 ヒアルロン酸水溶液のメッシュサイズ

CHA/wt% 

0.18 

0.5 

0.8 

0.9 

1.4 

2.0 

PFG-NMR 

11 

9 

7 

f/nm 

FRApa 

18 

13 

a Reference 14. b Reference 15. 

ESRb 

30 

11 
6 

し、拡散時間内に十分拡散する分子でないと測定できない

という制限がある.タンパク質のような比較的大きな分

子の場合，拡散定数が小さいので，これはかなりシビア

な条件となる.そこで，分子が拡散している聞は，巨視

的磁化を外部磁場方向に向けて，横緩和時間を超えた観

測時間をとれるような手法(縦緩和時間による制約あ

り)が通常用いられる.これが stimulatedecho法で

ある. この手法は，特にタンパク質のような高分子の場

合， 一般に縦緩和時間は横緩和時間より長いので，より

遅い拡散現象をプロープできるようになり都合がよい.

ヒアルロン酸 (HA30)の濃度を変えた場合の拡散定数

について， HAを加えない溶液中の値に対して比をとっ

てプロットすると，図 1(B)のようになる.水分子の場

合は， HAの添加によって拡散定数はほとんど変化せず，

水分子は HAの網目構造の中を自由に拡散できること

を示している.そのほかの MV21， Rubpy， Cytcは，

HAの濃度が高くなるにつれ，拡散を限害されている.

また，阻害の度合いは，拡散分子の大きさが大きくなる

につれて大きくなる. この HA濃度依存性は，同図 (A)

に示した PCBR法による測定結果と全く異なる. 一方，

HA濃度は同じにして分子量を大きくした場合， 溶液の

巨視的粘度は増加するが観測された拡散定数はほとんど

変化しない. これは， HAの水溶液中の構造に関係する.

HAは，あたかも分子の末端がないかのように，メッ

シュ構造を形成する.そのため，メッシュサイズに対し

て， HA個々の分子の分子量は，あまり重要ではなくな

り，全体の HA含有量がメッシュサイズを決めるノマラ

メータとなるのである.図 1(B)に示すように， Cytcの

拡散定数は HA濃度に対して，特徴的な指数関数依存

性を示しこれは，比較的大きな球状分子がゲルや多孔

質の中を拡散するときの挙動に類似している.この指数

関数依存性を， D/Do=exp(-aCHAo.5)でフィッ卜させ

ると，定数αが求まる.この αは糖鎖の絡み合いの間

隔(メッシュサイズ， f)とf=(R/a)CHA -0.5の関係にあ
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表2 二つの手法の観測時間(tobs)と平均拡散距離

PFG-NMR PCBR 
Do/m2s 1 a 

tobs/ms 

Water (1.90::t0.02) x 10-9 10-500 
MV2 I (6.45::t0.10) x 10 10 30-70 
Rubpy (3.75::t0.04)X 10一10 10-400 
Cytc (l.1::t0.1)X 10 10 10-100 

a D20中での測定値

2 

ム. 
品 MV

2
+(O.5nm) 

. 口

N 
-・Rubpy(1.0nm)

E 
、、、
Q 2 

-O 

•• Cytc(3.4nm) 

6 

10-9 10-7 10-5 10-3 

Distance of Diffusion / m 

図3 拡散定数の平均拡散距離依存性

白抜き記号:緩衝溶液中の拡散定数，塗りつ

ぶし記号 HA30の 2.0wt%水溶液中の拡

散定数.図中の点線は PFG-NMR法で見積

もられた HA30の 2.0wt%水溶液のメッ

シュサイズを示す.拡散分子名横のカッコ内

の数字は，分子の直径を示す (MV21の場合

は短軸の長さ).

る.したがって，拡散分子の直径 Rを用いればメッ

シュサイズを見積もることができる(表 O. これは，

ESRスピンプロープ法や， FRAP法で見積もられた値

とほぼ一致し時間的に平均化された静的なサイズに相

当する.

4. 二つの手法の比較

拡散定数は，平均 2乗変位 〈χ2)の時間変化で定義さ

れる. そこで逆に，平均的な拡散距離Lを拡散定数 (D)

と拡散時間 (t)で見積もることができる.L=!<;2)= 

/2dDt (dは次元で， PCBR法では 3次元の拡散をプ

ロープするので d=3，PFG-NMR法では静磁場方向の

成分のみをプロープするので d=O. 二つの測定法では，

特徴的な観測時間(拡散時間)が異なり， PCBR法で

26 

(2Do tobs)1/2/μm tobs/nS (6Do tObs)1/2/nm 

6-43 
6-10 300-400 37-43 
3-18 300-400 28-33 
1-4 300-400 15-18 

はルテニウム錯体の励起状態の寿命で決まり， 300--

400 ns， PFG-NMR法では，磁場勾配パルス間隔が拡散

時間となり， 10--500msである.そこで対応する拡散

距離は， PCBRでは数十 nm，PFG-NMRでは数μmと

なる(表 2). ヒアルロン酸 (HA30)2 wt%水溶液中で，

2つの測定法で‘iJlJJ定した拡散定数を， この平均拡散距離

に対してプロッ卜すると，図 3のようになる.拡散定

数は PFG・NMR法で求めた方が小さい値を示し，また

二つの方法で、得られた拡散定数の違いは，拡散分子の大

きさが大きくなるほど大きくなった.これは PCBR法

による値は HAネットワーク内の(静的)メッシュサ

イズ (7nm)よりも大きい数十 nmの水和空間内での拡

散定数であり，それを超えて長距離拡散する PFG-

NMR法で観測された拡散定数は， HA鎖に阻害されて

小さくなるためである.そしてその短距離拡散と長距離

拡散の境界領域が 10--100nmオーダーの距離に存在

し，そこで大きく拡散定数が減少しているものと予想さ

れる.その減少曲線は， HAのフレキシビリティーや，

水和された空間サイズの分布， HA水溶液の morpholo-

gyに依存すると考えられ， 逆に， この拡散定数の減少

の様子から，それらの情報が得られるものと期待される.

5. まとめ

ナノー数十ナノスケールの時間的に揺らぐ構造を，分

光学的(構造化学的)にとらえるのは，非常に難しい.

ここでは，拡散定数をプロープとして，構造のスケーリ

ング，複雑な高分子液体の morphologyとその動的情

報を得ることを試みた.この手法の最も特徴的な点は，

複数の観測時間の異なる方法を組み合わせて，実験的に，

数十 nmから数μmまで広い領域にわたっての拡散現

象を観測できることである.つまり，観測時間領域内に，

高分子鎖の揺らぎのタイムスケールが含まれ，観測空間

領域では，高分子の，過渡的なメッシュ構造や，時間平

均した静的なメッシュ構造のスケールをカバーすること

になる.その結果，タンパク質程度の大きさの分子は，

短い時間領域で観測される数十 nmオーダーの短距離

放射線化学



ナノスケール構造によって生じる拡散係数の距離依存性

拡散において，統計的に HAの糖鎖とほとんど衝突す

ることなしに拡散するため，バルク溶液中と同等の大き

な拡散定数を示すこと，一方，長い時間領域で観測され

る長距離拡散では，分子は糖鎖に阻害され拡散が遅くな

ることが明らかになった.現在，二つの手法の間の時間

領域で蛍光相関分光法を用いて実験を行っているが，こ

れによって，特に急激に拡散定数が減少する領域の情報

が得られると考えている.さらに， もっと巨視的な測定

一沈降速度測定などーを行うことにより，数 cm単位の

拡散距離まで含め拡散定数の距離依存性の全体像を実験

的に示すことができる.これにシミュレーションの手法

を組み合わせれば，拡散定数の距離依存性に関係する

. HA水溶液の morphologyと糖鎖ダイナミクスの詳細

を明らかにすることができると考えている.この試みは，

時間的に揺らぎ，空間的に不均一なソフトマター内での

物理現象を理解するためのストラテジーの一つになるも

のと期待して研究を進めている.

• 
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一世有企
y線照射パラ水素結品の高分解能赤外分光

1.はじめに

ノマラ水素結晶は，固体としてはまれな赤外領域の超高

分解能分光が可能である1)水素分子間の弱し、相互作用

のために，固体中で水素分子は量子化された自由な回転

運動をしており，気相より 2桁以上線幅の狭い振動回

転分光スペクトルが得られる.この高分解能特性を用い

ると，赤外の分光スペクトルの観測 ・解析から，ほかの

手法では得ることのできない詳細な情報が得られる.固

体水素は固体ヘリウムとともに量子園体に分類されるが，

分子性結晶である固体水素は原子にはない振動回転の自

由度をもつために，振動回転分光を用いることによ って，

量子固体の相互作用の異方性など， これまで実験的に得

られていなかった情報が得られつつある2)

放射線照射した固体水素の研究は， Souers， Brooks 

らによって，核融合研究の一環として精力的に行われて

きた3).4) 一方， ESRを用いた被照射固体水素の研究が

宮崎，熊田らによって行われている5).6) ここでは，最近

我々が行った， r線照射した固体水素の高分解能赤外分

光実験について解説する7)

2. 固体パラ水素

実験に用いた固体水素は，パラ水素純度 99.99%の

ガスを， 銅製の光学セル(長さ 11cm，直径 2cm) に

ゆっくり流し込むことによって成長させた. このように

して成長させた固体水素はほぼ純粋な hcp構造をもち，

その結晶の C軸がセル表面から垂直になっていることが

分光学的に明らかになっている.固体パラ水素中での水

素分子間距離 (格子定数)は 3.78λである. 二つの水

素分子聞のファンデルワールス相互作用ポテンシャルが

High-Resolution Infrared Spectroscopy of r-Ray Ir-

radiated Solid Parahydrogen 

Takamasa MOMOSE (Division 0/ Chemistry， Graduate 
School 0/ Science， Kyoto University) 
~606-8502 京都市左京区北白川追分町
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最小となる距離は 3.2Aであるが，結晶内の分子間距離

はこのほぼ 2割増である.この大きな格子定数の理由

は， ~~~、相互作用のために，格子内ゼロ点振動振幅が大

きくなっていると理解できる. これは量子固体の大きな

特徴の一つで、ある8)

水素分子は，等核二原子分子であるため，その振動遷

移は赤外活性ではない. しかし固体内の分子間相互作

用の異方性のために，わずかに赤外許容となる.その中

で最も重要なものは，固体パラ水素中に微量 (0.01%)

に存在するオルト水素の四重極モーメン卜による相互作

用である.オル卜水素の四重極モーメントが周囲に作る

電場 Eによ って，周りの水素分子(分極率α)上に双

極子μ=αEが誘起され，この双極子が光と相互作用す

ることによって光学吸収が起きる. 図l(上)は固体パラ

水素の純振動遷移 (v=1← 0)付近の低分解能 FTIR吸収

スペクトルで‘ある. 4，150 cm 1付近の線幅約 1cm 1 

の左右非対称な吸収はパラ水素の Ql(O)遷移 (v=1← 0， 

J=O←0)であり， 4，146 cm 1 付近の弱し、吸収がオル卜

水素の Ql(l)遷移 (v=1←0， J=l← 1 )である9) 両方の

遷移とも上述のオル卜水素の四重極モーメントによ って

吸収が起きている. パラ水素の Ql(O)遷移の線幅が太い

¥.0 

0.6 

8 0.4 
a 0.2 

.E 0.0 e ¥.0 
208 
6 
戸0.6

0.4 

0.2 

0.0 

After 

QI(I) 

Q1(0) 

4142 4144 4146 4148 4150 4152 4154 

Wavenumber (cm-I) 

図 1 固体バラ水素の Ql(O)遷移付近の吸収

上は照射前，下は照射後.t::.k=Oおよび*と

印したものが照射によって新たに現れた吸

収
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7線照射パラ水素結晶の高分解能赤外分光

のは，隣り合ったパラ水素分子聞の相互作用のために振

動励起状態がバンド構造をもっており，そのバンド全体

への光学遷移であると理解されている9) 一方， オルト

水素は，固体パラ水素内にほぼ孤立して存在するために，

鋭い線幅のスペクトルを示す.

3. イオン化

固体水素を放射線照射したときにどのような物理 ・化

学過程が起こるか未だ明らかになっていないが，我々は

以下のようなプロセスが主として起こっていると考えて

いる 10)

(1 ) イオン化 H2+r・ray→ H2++e

(2) イオン分子反応 H2 ~ + H2→Hピ+H

(3) 電子付加 H+e-→ H-

(4) 正イオンクラスター化 H3+ +nH2→Hピ(H2)n

(5) 負イオンクラスタ ー化 H-+nH2→H-(H2)n 

正イオンは，よく知られた (2)のイオン分子反応によっ

てHど となるのが最も安定である.一方の負イオンは，

電子親和力を考慮すると，最終的には照射によって多く

生成される水素原子 (H)に付加して安定化すると考える

のが， もっとも妥当である.いずれにしても，生成した

正負イオンは，それ自身のもつ電荷のクーロン場によっ

て周りのパラ 水素を強く引きつけ， (4)， (5)に示すよう

なクラスター構造をと っていると考え られる.

4. 放射線照射した団体水素の赤外スペクトル

T線照射は，米国イリノイ州シカゴ郊外のアルゴンヌ

国立研究所のコバルト照射施設を用いて行った.アルゴ

ンヌ国立研究所のコバル ト照射施設は， ここしばらく線

源の更新をしていないためかつての線源強度をもたない

が，それでも実験を行った時期には線源からほぼ 1

メートル離れた位置で 0.4Mrad/hの照射強度が得られ

た.実際の照射は，結晶の実質照射量が約 1Mradとな

る時間だけ行っている.

図 1C下)は， 照射後の固体水素の吸収スペクトルで、あ

る.照射前のスペクトルと比べると， 4，149.7 cm-1に

強い吸収が現れている.これは，固体水素内に生成した

電荷によって，水素分子のラマン活性遷移 Ct::.k=O遷

移)が赤外許容になったものであり，イオ ンが結晶内に

確実に捕捉されていることを裏づける吸収信号である.

コンドンによって与えられた積分吸収強度Iと電場の強

さEの関係を表す式11)

8Jr'νln 
1=一一一一一 (αo1E)己

3 hc 

を用いると (ν は遷移周波数，1は結晶の長さ，nは数

第 74号 (2002)

密度， α01は遷移分極率)，結晶内のそれぞれの水素分

子上におよそ 10kV /cmの電場が存在していると計算

される.

今回，この強い吸収線の低周波数側に新たに数本の弱

い吸収線が観測された. この新たな吸収線の領域を周波

数安定度 0.5MHz (0.00002 cm -1)のカラーセンター

レーザーを用いて高分解能分光を行った結果が，図 2

である. 1と印した吸収線が上述の 4，149.7cm 1に現

れる強いラマン活性選移 Ct::.k=O遷移)であるが，そ

の低周波数側に 2--7および a，bと印した鋭い吸収が新

たに観測された.照射実験は異なる結晶を用いて複数回

行ったが， 2--7とマークした信号は常にその位置に吸

収が観測された.一方， a， bと印した信号は結晶によっ

て観測される場合と観測されない場合があったが，観測

されるときはその周波数は異なる結晶においても完全に

一致していた.これらの吸収のスペクトル線幅はほぼ

30MHzと，他のスペクトル線幅に比べても鋭い.また

図 2に示したように，それぞれの吸収線は光の偏光方

向に対して異なる選択則をもっていた.

4，150 cm-1程度のエネルギーをもっ遷移として考え

られるのは，水素分子の純振動遷移のみである.我々は

図 2に観測された新しい吸収が，反応式 (4)，(5)で生成

したクラスター内の水素分子が中心イオンの電場によっ

て赤外活性になった結果現れているものであると考えた.

Jレ
xl0 

Paral1el #1 

Perpendicular # 1 

也
Perbendicular #2 

2 

4148.6 4148.8 4149.0 4149.2 4149.4 4149.6 
Wavenumber (cm-1) 

図 2 照射によって新たに現れた吸収の高分解能ス

ベクトル

一番上のスペクトルは光の偏光が結晶 C軸に

平行な場合.下二つは光の偏光が結晶 C軸に

垂直な場合. #1， #2は異なる結晶.
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表 1 イオン周りの水素分子のシュタルクシフト (cm-1)

距離 (λ)

第 1近接水素 (nearestneighbor; n2
) 3.783 

第 2近接水素 (nextnearest neighbor; n3) 5.350 
第 3近接水素 (n4

) 6.178 

第4近接水素 (n5) 6.552 

第 5近接水素 (n6) 7.244 

クラスター内の水素分子は，中心のイオンからおよそ数

十 MV/cmと非常に強い電場を受けるため，遷移周波

数がシュタルクシフトを起こす.v= 1振動励起状態と

v=O振動基底状態間の分極率の差 Aα=0.007 A 3を用

いて得られるシュタルクシフトの大きさは， もし水素が

結晶内の格子点の同じ位置にいると仮定した場合， 表 l

の計算 1と表した欄に示すように，第 2近接水素 (n3).......，

第5近接水素 (n6)についておよそ数 cm 1となり，ほ

ぼ実測のシフト域に入る.

実際にクラスター内の水素分子の遷移周波数を出すた

めには， (1)イオンの電場と水素分子上に誘起された双

極子聞の相互作用のために水素分子がイオン側に引きつ

けられる効果，および (2)振動励起状態がクラスター内

を移動する効果，を考慮しなければならない. (1)の引

きつけ距離を求めるためには高度な量子化学計算が必要

であるため，本研究では 5%均等にイオン側に引きつ

けられると仮定した. (2)の効果は vibronhoppingと

呼ばれ，図 lの Q1(0)遷移が 1cm-1の線幅をもっ原因

となっているものである.Hopping行列要素が水素分

子間距離の 6乗に反比例するとして計算を行った.こ

れら二つの効果を考慮した結果を表 1の計算 2と表し

た欄に示す.この計算結果から，図 2に観測された新

しい吸収がイオンクラスター内の第 2近接水素 (n3).......，第

4近接水素 (n5)によるものであることが明らかである.

第 1近接水素 (n2
)由来のスペクトルは，計算では約 20

cm-1シフトすると得られているが， 実際には第 1近接

水素上にも電荷が広がり， シフトはさらに大きくなるは

ずである.低分解の FTIRスペクトル上には，照射後

3，960 cm一l付近にブロードな吸収が新たに観測されて

いる.これが第 l近接水素 (n2
)由来のスペクトルと考

えられる.

一方，図 2で a，bと印した吸収は結晶によ って観測

されたり，観測されなかったりした低分解能 FTIR

スペクトルを詳細に解析した結果， a， bと印した吸収が

観測された結晶には，照射後に必ず OHの吸収が観測

されていた.この OHは結晶内に微量に混入した酸素

30 

計算 l 計算 2 実測

20 18.6 
4.9 3.97 3.9 
2.8 2.82 3.02 

2.84 3.21 

2.2 2.53 3.14 

2.48 2.95 

1.5 2.24 

が照射によって反応して生成したものと理解される.

OHが結晶内に存在するとその高い電子親和力のために

電子を効率よく捕捉するはずであり，照射によって発生

した電子は (3)式で示した H ではなく， OH-として

安定化すると考えられる.このことから， a， bと印した

吸収は (6)式の H-(H2)nクラスター内の水素分子による

ものであり，一方，常に現れる 2""""7と印した吸収は

(5)式の H3I (H2)nクラスター内の水素分子によるもので

あると結論づけた.

信号強度からおよそのイオン密度を推測すると， 3X 

1013 cm 3と得られた.残念ながらこの密度はイオン自

身の赤外吸収を観測するには 2桁ほど少ないため，コ

アの H3
1の振動吸収の直接観測は未だにできていない.

5. おわりに

本研究の最も重要な結果は， r線照射といういわば過

激なダメージを結晶に与えても，その結果得られる赤外

スペクトルの線幅が 30MHzと非常に狭いことである.

これは「ダメージ」による不均ーが結晶内にほとんど残

らないことと，イオン周りの水素分子の構造が均一であ

ることを示している. これらは，量子固体であるがゆえ

の結果と考えられる.また，今回得られたイオン由来の

信号は，数週間たっても信号強度・遷移周波数ともに全

く変化しなかった.このことは，固体水素内のイオンが

非常に長寿命で安定であることを示している.

本稿で述べたスペクトルの同定は，残念ながら未だ推

測の域を出ていない.高度な量子化学計算などによる今

後の検証が必要である.

本研究はシカゴ大学化学科 TakeshiOka教授および

その学生の C.Michael Lindsay， Yu Zhangとの共同

研究である.パラ水素結晶の放射線照射に際して，アル

ゴンヌ国立研究所の A.Svirmickasと V.Steedにお世

話になった.ここに感謝したい.
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〔特別寄稿〕

放射線研究に関する雑談 あるいは略して放談

一第6回:エネルギー散逸と緩和一

The essence of the relaxation of an excited state 

of system A is the transfer of energy to a heat bath， 

which may be called system B and which is in con-

tact with system A. One starts with the dynamical 

equation of the combined， A + B， system， which is 

conservative. Notice that full detai!s of the behav-

ior of system B are of no interest. Through a cer-

tain procedure and under certain assumptions one 

eliminates all the degrees of freedom of system B， 

one obtains an equation of motion containing a 

term describing the energy dissipation from system 

A to system B， which is irreversible when the de-

grees of freedom of system B are in白nitelylarge. 

Key words: dynamical equation， irreversibility， 

heat bath， damping， resistance， friction 

前回では，多原子分子や，凝縮相の中の分子における，

発光，内部転換，自動電離などの緩和過程を論じたこ

のような過程の終状態を記述するのに，量子数の完全な

組，あるいは固有関数を用いるのは，詳し過ぎて現実的

でないと述べた.それではどうするのが適切だろうか.

この種の問題の初等的な例を挙げてみよう.

重力のもとで，空気の中で揺れている振り子を考えよ

う.振り子を静止の位置より高い位置で放してやること

にする.すなわち，励起してから放置することにしよう

振り子の運動エネルギーは空気の抵抗によって徐々に失

われて， しまいには振り子は止ま ってしまう. この運動

を記述するには，振り子が巨視的であるとして，古典力

学の運動方程式を書けば良い.そこには抵抗力を表す項

を入れる. その項は速さ Vに比例する-rVの形で良い.

Miscellanea in Radiation Research-6. Energy Dis-

sipation and Relaxation 
Mitio INOKUTI (A培onneNationαlLαboratory) 

(Mailing address: Physics Division， A rgoηne Nationαl 

Laboratoη" 9700 South Cass Avenue， Argonne， 

Illinois 60439-4843， US.A.) 
TEL: 1-630-252-4186. FAX: 1-630-252-3903 

E-mail: inokuti@anl.gov 
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ここで 7は正の定数である.抵抗と言う代わりに摩擦と

言っても良い. この Tの値を経験あるいは実験で決める

ことにすれば‘，運動方程式を解くだけのことで，その結

果は周知である. ところが， この 7の値を理論的に求め

ようとすると，大いに面白い問題になる.実はこの問題

は緩和を微視的な立場から論じる問題の雛形になってい

る.

空気は多数の分子からできているから，分子を古典的

な質点と見て良いとして，すべての:その位置を q，運

動量をρとまとめて書こう.qもρも多次元のベクトル

である.振り 子の重心の位置を Q，運動量を Pと書く

と，どちらもせいぜい 3次元のベクトルで=あり，簡単

に小さな振動を考えることにすれば次元，すなわち

スカラーと見ても良い.空気と振り子を合わせた体系を

考えると，これは保存系である.すなわち， 全体のエネ

ルギーは一定である.空気の抵抗あるいは摩擦というの

は，振り子の運動エネルギーの一部が空気の分子の運動

エネルギーに変わるだけのことである.空気と振り子を

合わせた全体系の運動方程式は，ていねいに書くのは厄

介なものであるが，記号的に

F(Q， P， q， P)=O (1) 

と書こう.実は， Q， P， q，ρの時間微分も変数であるが，

簡単にするため省略した. さらに， 式(1)は一組の連立

微分方程式である.Fは多次元のベクトルで・あると言っ

ても良い. (技術的な言葉を使えば，ハミルトンの正準

方程式を書いたと思えば良い.) 

さて，個々の分子が時間の進みとともにどんな q，ρ

の値をとるかを問題にすると，とんでもない膨大なデー

タを扱うことになって，どんな強力な電子計算機を使っ

ても手におえない.そもそも，そんなに詳しい記述は，

我々には興味がないことである.ではどうするのか.こ

の問題を扱う理論の筋書きを述べよう.講義ならば，理

論そのものを説明することになるけれども，ここでは放

談だから，技術的なことは省略する.

筋書きだけ言うと，式 (1)から出発し， いくつかの近

放射線化学
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似のもとで，空気の分子に関する変数 q，ρを消去する

のである.言い換えると，問題を近似的に等価な問題に

置き換えて，変数 q，pが剥き出しには顔を出さないよ

うにするのである.このための手続きは一般に複雑で，

次々と段階を経ることになる.近似のための仮定として

は，空気の分子が振り子に比べてはるかに軽いこと， し

たがって分子の個々の衝突による運動量移行は極めて小

さいこと，分子の数は極めて大きいことなどである.こ

うして得られた結果を，記号的に

G(Q， P)=O (2) 

と書こう. 実は， これも連立方程式であって，Q，Pの

時間微分も変数である. しかし多次元ではない. この式

. は，振り子の運動方程式，あるいはそれと等価な式にな

る.そしてエネルギ一保存を充たさない.すなわち，抵

抗あるいは摩擦による力の影響が入っている.その力が

ある近似で-rVの形になることを導けば，問題を解い

たことになる.同時に，定数γを，少なくとも原理的に

は計算できる処方が得られることになる.以上は，

Zwanzigl)， Fano2)，3)などの仕事の趣旨をスケッチした

ものである.

緩和現象の一般論4)-6)は，上に述べた筋書きを，いろ

いろな方法で展開することに相当していると，私は考え

る.筋書きは量子力学にしても変わらない.励起状態が

壊れて，エネルギーが散逸 (dissipate)する過程，すな

わち緩和 (relaxation)というのは，次のように取り扱わ

れる.すなわち，考える体系のすべての自由度を，注目

する少数の自由度の組 Aとその他の多数の自由度の組

Bに区別する. (ここで Aはactiveの標語， Bはbath

の標語というつもりである.)例えば， 内部変換なら A

' 系は分子の電子状態と実験で検出されるほど大きな量子

の振動モードを含み， B系は回転や，凝縮相の中の周り

の分子の自由度などを含む. そして， A+B系の運動方

程式から出発して，ある手続きを経て B組の変数を消

去して A組の変数だけの方程式をつくると，そこには

エネルギーの散逸を表す項が出てくるわけである.そし

て， A系と B系の聞の相互作用が十分弱ければ，久保

の線形応答の理論が一般的に示すように，散逸を表す項

の係数は B系の熱運動による揺らぎと結び'つくことに

なる.

量子力学での緩和の初等的な例は，真空中にただ l

個の原子があるとして，決まった励起状態から低い状態

に遷移して，光を放出する過程である.着想はアイン

シュタインに始まり，ディラックが定式化し，ウィグ

ナーとワイスコップのスペクトル線の幅の理論で一応の

完成を見たものであるから，周知であろう.この理論の

第 74号 (2002)

筋書きは，上に述べたものと変わらない. 1個の原子が

A系に相当する. B系は真空の電磁場，すなわち光子の

集まりである.たとえ絶対温度がゼロであったとしても，

零点振動があるから，その自由度は無限大である.

量子力学で， B系の自由度を消去して， A系の自由度

に関する運動方程式を導いたとしよう.A系の時間的

な発展を決める量，すなわちハミルトニアンの中に，非

エルミー卜的な項が現れる.複素数値のポテンシャルが

現れるといってもよい. したがって， A系の全領域に

存在する確率が時間とともに減衰することになり，緩和

が表現される.真空中の励起原子の例ならば，自発放射

(spontaneous emission)が出てくるわけである.

実は， B系の自由度が，少なくとも事実上は無限に大

きいことは，以上の議論のための重大な前提である. B 

系の自由度が有限ならば， A系から B系にエネルギー

が移ったとしても，長い時間のうちには， B系から A

系にエネルギーが戻ってきてしまう. A+B系が保存系

だから，当然のことである. B系の自由度を有限から無

限に変えていくときに初めて，エネルギーが非可逆的に

散逸することになる.私はこの事情をしっかり理解した

いと思って，ファーノ先生と何度か討論した.先生は

「簡単に取り扱うことのできる模型をこしらえてみよう」

といって，振り子と弾性的な弦からなる古典力学系を論

じた.そして，弦の長さを有限から無限に移行するとき

にエネルギーの散逸が起こることを，計算してみせてく

れた. この仕事は，先生の晩年の論文7)になっているの

で，興味をもっ読者には一読を薦める.

著者の略歴 1962年，東京大学大学院で工学博士(応

用物理). 1962-3年， Northwestern Universityで短

期研究員 1963年以来， Argonne National Laborato-

ryで研究員. 1985年以来， In terna tional Commis-

sion on Radiation Units and Measurements (ICRU) 

の委員. 1996年以来， Journal of Applied Physicsの

副編集長.専門は原子，分子物理と放射線物理.
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会員のページ

Kevan先生のご逝去を悼む

u. Houstonの LarryKevan先生は. 6月4日に自

宅で心臓発作のために急逝されました。享年 63歳でし

た。6月6日に北大の市川先生から連絡をいただいた時，

「あの， 元気が服を着て歩いていたような人が!Jと唖

然とするばかりでした。日本を含め世界各国から若き頃

渡米し，先生のもとで化学の武者修行を積んだことのあ

る研究者の数は 50を超えると思います。日本から行っ

.たことのある人の名はくに 10人以上は挙げることが

できますが，私は日本からの最初のポストドク研究員で

あったことから，ここに代表して追悼の辞を書くよう編

集委員長の平岡先生から依頼された次第です。

Kevan先生は 1938年 12月に Missouri州 Kansas

Cityに生まれ，飛び級して 1960年に u.Kansasを卒

業しました。同年. C-14年代測定でノーベル賞を受賞

した UCLAの W.F. Libby先生のもとで大学院を過ご

し 3年で Ph.D.を取得しました。 その後， 英国や u.

Chicagoでの postdoc. res. assoc.を経て. 1965年に

U. Kansasの asst.prof.に. 1967年か らは assoc.

prof.になりました。1969年に 30歳の若さで Detroit

の WayneState U.のprof.として招かれ， そこで 11

年を過ごしました。 1980年以降は Texasに移り. U. 

Houstonの Cullendist. prof.として研究と教育に尽力

しました.この間，先生は何度か来日しています.たと

えば. 1976-77年に京大原子炉 ・名古屋大学の vis.

-prof として，また 19昨 に は 北 大 の vis.pばとし

てそれぞれ数カ月間滞在し共同研究や講義を行うと

いった具合で，多くの日本の研究者と交流を深めてきま

した.数冊の学術本を著し原著論文数が 700編を超

えることからも. Kevan先生はし、かに世界中の多くの

優秀な研究者と，精力的に共同研究を行ってきたかが伺

えます.また. 7年前に MarieCurrie Medalを受賞す

るまでにも，いくつかの価値ある学会賞を受賞している

ことも学会における先生の評価がずばぬけていた証に

なっています. U. Houstonの同僚教授によると，

Kevan先生は熱血教師でもあったようで，その授業は

学生にたいへん人気があったということです.

前述しましたように，私は日本から来た，先生の最初

のポストドク研究員でしたので，先生も若い日本人研究

員に対する扱い方に若干の戸惑いもあったのかもしれな

いと，後に振り返ってみて思えることがいろいろありま
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した.そんな先生と私にかかわるエピソードを 2，3紹

介して，先生のお人柄を偲んでみたいと思います.

先生は 1968年の 2月に日本の学会に出席した折に，

京大物理の四手井綱彦先生の研究室を訪ねて来ました

その時四手井研の D3院生だった私は学位取得後の就職

口がまだ決まっていなかったことから. Kevan先生の

面接を受ける形となり，東村武信先生の勧めもあって，

当分 Kevan先生のところへ J1ビザによる post.doc. 

res. assoc.として，お世話になることが即決してしまい

ました. Kevan先生はその時すでに側頭部を除いてほ

とんど坊主頭で，貫禄もありましたので，まさか私と周

年齢だったとはその時は思いもよりませんでした.

1968年 5月に. Kansas空港に降り立ったわれわれ

をVWのカブトムシに乗せて Lawrenceの先生の家に

連れていってくれました.旅の疲れがあるだろうからと，

その時旅行に出て不在だった. (前の)奥様の寝室を貸

してくれました.当時へピースモーカーだった私は，そ

の時何も考えずについ数本吸ってしまい，きれいな寝室

を汚染してしまう結果になりました後日奥様が帰宅し

てから，鋭い嘆覚で，部屋に吸着したおそらくトレー

サー量のニコチン分子を嘆ぎ出して. Kevan先生をひ

どくなじったのではなかろうかと案じたのは何年も経っ

てからのことでした.また，当初車を持たなかった私が

何かと不便だろうと，愛用の自転車を貸してくれたのに，

それをゴミ箱の近くに駐輪しておいたばっかりに，清掃

業者に持ってし 1かれてしまいました.この時先生はさす

がにがっくりした様子でしたが，私を決して責めなかっ

たことなどを思い出します.奥様の寝室の件や自転車の

件には. Kevan先生のおおらかで，寛容な気質が伺え
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るというものです.

Lawrenceに着いた翌日，初めて Kevan先生の

officeを訪ねた時， 六つの研究テーマが書かれた紙を渡

されました.先生日く 12年以内にこれらの研究成果が

出れば，残りの期間は自分の好きなテーマで実験研究を

やってくれて結構です」と. ESR緩和や捕捉種の空間

分布に関する研究テーマが主でした.研究室にはミュン

へンやコロラドの大学出身の postdoc. res. assoc.や台

湾出身の院生がすでにおりましたので，彼らと競い合う

ような雰囲気の中で，がむしゃらにがんばったような記

憶があります.幸運にも，約 2カ月間に三つのテーマ

についてほぼまとめることができましたので， Kevan 

先生の覚えもめでたくなり， ご褒美にその年の Gordon

Conf.に連れていってくれました.言い方は少しおかし

いですが， 1飴と鞭」によって，生意気盛りな，京大物

理出のポストドクはまんまと先生の軍門に下ってしまっ

たようです.ちょうどこの頃， Kevan先生は捕捉電子

の理論を確立すべく名大の笛木賢二先生を招牌しました

ので， Lawrenceで初めて笛木先生と言葉を交わす機会

が生まれました

翌年新しい semesterを迎える直前の 7月に，突然、

Kevan先生は Detroitの大学に教授として移ることに

なったことをわれわれに告げました.私達ポストドクに

は動揺はありましたが，研究の場所が変わるだけで，大

した問題もなさそうだということになり， Kevan先生

についていくことにしましたが，大学院生たちにとって

は大問題でした. というのも， res. asst.および teach.

asst.として支給される月約 $700と奥さんの part

time jobの賃金ですでに家庭生活を送っていた院生に

とっては，新しい土地で生活をしていける保障がなかっ

たからです. Kevan先生は院生たちに 「ここに残るこ

とを選ぶならLin先生などが面倒をみてくれることに

なっている.一緒に Detroitに行くなら，あちらの大学

の大学院で継続して勉学ができるように了解を得てい

る」と言ったのでした.返事をするまで， 2週間ほどの

猶予があって，私たち 3人のポストドクと， 4人の院生

のうち 3人は信望の厚い先生についてし、く選択をしま

した Kansas州、ILawrenceから Michigan州 Detroit

まで， interstate highwayで約 1，700kmを， それぞ

れがはなはだ心許ないオンボロ車に衣類・家財道具一切

を押し込んで，よたよたと何日間もかけて移動したこと

を，後になって Ravelのboleroを聴くたびに懐かしく

思い出します.

Kevan先生は， St. Clair湖畔の高層マンショ ンに住

んでいて， そこから朝 10時頃に WayneState U.の
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officeに来ます. マグカップを持って，実験室兼院生の

居室にコーヒーを入れに来て，ついでといった様子で，

みんなの状況を視察していたようです(それが本当の目

的でした?).夕方 6時頃にい ったん家に帰りますが，

夜 9時頃にはまた研究室に戻ってきて 3時間ほど仕事

をしていました.夜の仕事は主としてテープレコーダー

を使つての口述でした翌日朝 8時半頃にくる秘書は，

イアホンでその録音テープをおこして，猛烈な勢いでタ

イプを打っているといった光景がよく見られました.毎

回先生が出す，膨大な研究成果報告書はこうして作られ

ていたのだと思います.

U. Kansasの頃からそうでしたが，先生は冬には 1

カ月ほどスキー休暇をとり， Utah州に行ってしまいま

す.出発前には，ポストドクや院生から個別に研究の進

捗状況について話を聞き，“Whydon't you.....が口癖

の表現で，適切なアドバイスを与えていました.留守中

は，鬼の居ぬ間の何とかよろしく，研究に手を抜くよう

なポストドクや院生はいなかったと思います.休暇から

帰ってきて，われわれが研究の報告に行った時，“Good

job!"と先生から言ってもらいたくて， かえってせこせ

こと実験に勤しんでいたわけです. こうした，先生のし

たたかな若手研究者操縦術を後になって真似ようとしま

したが，私には無理でした.

先生は Detroitでもヨットを持って自ら操舵していま

した. ヨットに誘われた若き研究者らは大いに誇らしく

それを吹聴していました. Houstonに移ってからは本

格的にヨットにハマッタょうで， IElectronJ と名づけ

た全長 39フィートの外洋ヨットを操っては，いくつか

のレースに優勝していたということです. こんなわけで

すから，先生が Houstonへ移った本当の目的が何で

あったか想像がっこうというものです.とにかく， Hou-

stonに先生を世界中から訪れる著名な研究者が，外洋

ヨットに乗せて貰い，大いなる感動を覚えたであろうこ

とは疑いようもありません.

この追悼文の最初に「あの，元気が服を着て歩いてい

たような人が!Jと書いたわけを少しはおわかりいただ

けたと思います. Kevan先生の学術的業績が多大なも

のであったことは申すまでもありません. しかしそれに

もまして，日本から，特に若い頃出かけていって先生に

お世話になった者たちは，先生から有形無形の多くの教

えをいただき，それが糧となって後の研究と教育に勤し

むことができたことに深く感謝したいと思います.

ここに，先生のご逝去を悼み，心からご冥福をお祈り

いたします長谷博友)
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• 

Biographical Sketch of 
Alexei K. Pikaev 

( 1930-2002) 

Alexei K. Pikaev was born on March 8， 1930 in 

Kovrov， Vladimirskaya Region (Russia). From 1948 

he lived in Moscow. 

1953-graduated from Moscow State University， 

Chemistry Department. 

1956-postgraduated from Moscow State Univer-

sity， Chemistry Department. 

1956 -defended in Chemistry Department of Mos-

cow State University the dissertation for 

scienti白cdegree of candida te of chemical 

sciences (inorganic chemistry). 

1956-2002 -worked in the Institute of Physical 

Chemistry of Russian Academy of Sciences 

(Moscow). 

from 1966 -Head of Laboratory of Radia-

tion Chemistry; 

from 1988-Deputy Director. 

1962 -pu blished the monograph “An Introduction 

to radiation chemistry" (Nauka， Moscow) 

which is a first textbook on radiation chem-

istry. 

1964-defended in the Institute of Physical Chem-

istry of R.A.S. the dissertation for scien-

tific degree of doctor of chemical sciences 

(physical chemistry). 

- Im--wasgi…cademωωrofessor (radia 

tion chemistry). 

1982 -was awarded honorary title Laureate of Pre-

mium of Council of Ministers of U.S.S.R. 

1986-was awarded honorary title Laureate of 

U.S.S.R. State Premium. 

1986 -was awarded M. Sklodowska-Curie's Inter-

national Medal (Poland). 

1985-1987 -pu blished three vol ume monograph 
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“Modern radiation chemistry" (Nau-

ka， Moscow). 

1990 -was elected a corresponding mem ber of 

R ussian Academ y of Sciences. 

Alexei K. Pikaev was author and coauthor of 

more than 600 scientific papers and reviews and 13 

monographs. He delivered plenary lectures， invited 

talks and contributed reports at many domestic 

and international congresses， conferences， meetings 

and symposia in U.S.S.R.， U.S.A.， ]apan， Germany， 

Great Britain， Canada， France， Italy， Greece， Yugosla-

via， Netherlands， Poland， Hungary， Rumania， Czecho-

slovakia， India， China， Korea， Argentina， Austria. 

He was a chairman of Scienti白cCouncil of Rus-

sian Academy of Sciences on High Energy Chemis-

try， editor-in-chief of journal “High Energy Chemis-

try，" regional editor of international journal “Radia-

tion Physics and Chemistry，" member of editorial 

board of journals “Radiation Effects" and “Mende-

leev Communications." IAEA adviser on radiation 

treatment of water， wastewater and sludge. 
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必語調贋歯車田r

APC-2002に参加して

年明け早々に日本を発ち，年始にインドにて行われる

3rd Asian Photochemistry Conference (APC-2002) 

に参加させていただくことになった.今回は，この

APC-2002と，放射線化学ではお馴染みの SixthBien-

nial Trombay Symposium on Radiation & Photo-

chemistry (TSRP・2002)との同時開催ということで，

会議名にある光化学の研究者のみでなく，放射線化学の

研究者も多数参加するということであった.

筆者自身はインドへの渡航が初めてということで，出

発前から非常に楽しみにしていた一方，出発直前に起

こったパキスタンのテロリストによるインド国会襲撃事

件のため，印パ両国が高い緊張状態にあるとあちらこち

らで報道されていたこともあり，期待と，そして少しの

不安が入り混じる出発となった.非常に寒い 1月の日

本を発ち，バンコクで飛行機の乗換えをすると，昨年 9

月の米国テロや先のインド国会襲撃事件の影響か，イン

ド行きの飛行機は特に厳しい搭乗者のチェックが行われ

ており，搭乗ゲートから機内へ乗り込むまでに 2時間

近くもかかってしまうこととなった.

バンコクから約 5時間，ムンパイ(ボンベイ)の空

港に降り立っと，空港のピルへ入った瞬間に，日本とは

何か決定的に異なる香辛料のような香りが漂い，ここが

インドであることを強烈に印象づけられる，そんなイン

ド入国第一歩である.学会会場となる CentaurHotel 

Jufu Beachまでは空港から約 30分と聞いていたが，

ホテルへ向かうパスの車窓から見渡すムンパイの町，と

いってもかなり郊外に位置していたのだが，その風景に

いっそう戸惑うと同時に圧倒されてしまった.かなり深

夜近くの到着にもかかわらず，道中を行き交うオートリ

キシャと呼ばれる簡易タクシーの群れ，道端を歩く人，

人，また人，煙るほどの排気ガスと熱気，ひっきりなし

に鳴らされるクラクションなど…これまで、訪れたどの町

にも似ていない，そして何か底しれないエネルギーを感

じさせる町である.

A Report of the 3rd Asian Photochemistry Con-

ference (APC-2000) 

Shu-hei SEKI (The Institute 01 Scient~βc and Indus-
t行αlResearch. Osaka University) 
事 567-0047茨木市美穂ヶ丘 8-1

TEL: 06-6879-8502. FAX: 06-6876-3287 

E-mail: seki@sanken.osaka-u.ac.jp 
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一夜明けての WelcomePartyから会議が始まった.

会場となるホテルは，町の喧騒からは隔絶された，静か

な…と書きたいところだが，この期待は後ほど見事に裏

切られることになる.会議は，午前中に主として基調講

演を行い，午後から放射線化学，光化学にそれぞれ会場

を分けて行うというスタイルを基本としまず， 全体基

調講演として 1986年に化学反応動力学でノーベル化学

賞を受賞された Y.T. Lee教授の，最近の台湾での研究

成果 ・計画に関する話題で始まった.

基調講演は基本的に光化学に関する話題であるが，そ

の発表者はもとより発表内容も，放射線化学の世界でも

非常によく知られた先生方およびトピックスである.筆

者のったない理解において一例を紹介すると，台湾の

S. H. Lin教授は主として生体モデル化合物中における

速い電子 ・エネルギー移動過程の観察について，高度な

観測技術を存分に駆使した結果を報告されると同時に，

参加していた多くのインド人学生たちの興味も十二分に

ひきつける見事な講義をされた.また香港大学の

Vivian W. W. Yam教授は白金 ・銅 ・銀錯体からの発

光計測について. I光らなし¥J と単純に考えていた筆者

のこれまでの常識を見事に覆す発表をされていた.我が

国からは， Lee教授のキーノートに続いて，北陸先端大

の吉原副学長が感光材料の高感度化について，基礎から

応用例までを興味深く示され，また大阪大学の増原教授

はスピロ化合物の微細結晶の非線形光学特性について，

明らかに他とは異なる「凄さ」を感じさせると同時に，

産業総合研究所の立矢博士は電子移動反応とその蛍光消

光における電場効果について，専門外の研究者にも「よ

くわからせる」講義をされていたのが印象的であった.

光化学と放射線化学は，対象とする状態や物質の多く

で，お互いにクロスオーバーする部分が多々あり，筆者

自身もしばしば光化学の世界で得られた研究成果を引用

することが多い. 一方で意外に研究者相互の交流が少な

いような気がしていたが，諸外国の著名な研究者のみな

らず，日本の光化学の研究者の方々から，遠く離れたイ

ンドで初めてダイレク卜に講義を受けることになるとい

うのはいささか不思議な気がする.

放射線化学のセッションに目を移すと，まずは開催国

であるインドから放射線応用の研究発表が多くなされて

いた. I放射線応用」と聞くと， 残念ながら我が国では

何となく黒子の印象が，近年特に否めないような気がす

放射線化学



APC-2002に参加して

る. ところが彼の国インドでは， (無論オープニングが

テレビ放送の対象になるような国際学会ということも

あって，宣伝的な要素があることも否めないせし、かもし

れないが)，高分子キュアリング (Dr.A. Sharma)，食物

照射 (Dr.S. Sabharwal)など，依然放射線に対する期

待・地位が日本におけるそれよりも，若干高いような印

象を受けた.これに対し各国からの研究者による発表

は，比較的基礎的な色彩の強いものであり，超臨界流体

中での放射線化学反応に関する発表(東大・勝村教授)，

レーザ一同期サブピコ秒パルスラジオリシス法による最

近の研究成果(阪大 ・田川教授)，レーザーフォトカ

ソード電子銃による超小型電子線加速器の利用開始につ

いて(早稲田大・鷲尾教授)， 時間分解磁場効果解析法

によるアルキルラジカルカチオンの研究(ノボシビルス

ク・ Molin教授)，金微粒子の形成とそのサイズ制御に

関する研究(パリ大・ Dr.Mostafavi)などの講演を聞

かせていただいた.また，光化学に分類されてはいたが，

放射線化学ではお馴染みの阪大・真嶋教授によるレー

ザ一同位体分離に関する研究など，光・放射線のクロス

オーバーの一端を垣間見たような気がする.

光化学のプログラムには，米国の研究者も多く参加す

ることになっており，なかにはノートルダム大の Dr.

D.M. Guldiなど，放射線化学の分野でもよく知られた

方々も含まれていたが，特に会議間近に起こったさまざ

まな国際的事件のせいか，そのほとんどが欠席となって

しまっていたのは非常に残念であった.代わりにといっ
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ては語弊があるが，空いた公演時間にパリ大の Dr.

Remita氏による講演が急逮行われるなど， うれしい誤

算もあった.

誤算と言えば，インド洋に面する静かなリゾートホテ

ルで行われる会議?のはずが，会期中にホテル内の広場

に突如つくられたステージは一体何のため? と思いき

や， これが映画撮影のためのステージとのことで，会期

半ばより午後は映画撮影のリハーサルが行われることと

なってしまった. したがって，ポスターセッションは，

連日ダンスミュージックの鳴り響く中，主としてインド

の大学院生や若手研究者を中心として行われ，大きな声

を張り上げての質疑応答となった.なかでもポスターを

見て回る間，発表者自らが観客を捕まえて積極的に説明

をする姿が多く，インドの若い研究者の意欲が強く印象

に残る.

参加者の中には，少なからず体調を崩された方々もお

り(筆者が本稿を執筆している理由の一端もそこにある

と聞いているが…)，順調にとはいえないかもしれない

が，インド舞踊のステージゃなかなか癖になる香辛料の

やJ~、た食事の数々，そして何より普段なかなかディス

カッションする機会のない研究者の方々との交流など，

一言で言えば「エキサイティング」な会議であったと思

う.最後にインドという国について，その魅力を是非一

度訪れて感じていただければと思いつつ，筆を置きたい.

(大阪大学産業科学研究所関修平)
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.ニュース.
弥生研究会「放射線効果の解明と応用J(第5回〉報告

平成 13年 11月5日に，早稲田大学理工学総合研究

センターにて， 弥生研究会「放射線効果の解明と応用」

第 5回が聞かれた.本研究会ではこれまで，イオン

ビーム放射線化学や高温反応など，毎年発表テーマを

絞って行われていたが，折りしもアルゴンヌ国立研究所

より井口道夫先生が，日本学術振興会の招きで東京大学

に滞在中だったこともあり，本研究会に招待し先生の

師である Prof.FanoとPlatzmanの生涯にわたる研究

生活について特別講演をいただいた.また，早稲田大の

漬・鷲尾両教授に多大なるご協力をいただき，通年より

規模を拡大しての開催であったわずか 16件の発表で

あったものの，実に幅広い分野から講演がなされ，さな

がらミニ放射線化学討論会といった雰囲気であった

前回の流れを汲む高温化学では，電子線パルスラジオ

リシスによる水和電子の室温から超臨界状態に至るまで

の反応性が報告された(北大 ・高橋氏). 一般にアレニ

ウス式で記述される活性化エネルギーが支配的な室温・

高温とは異なり，誘電率の小さい高温 ・超臨界状態にお

いてはクーロン相互作用が非常に効果的であることに加

え，平衡反応の取り扱いも重要となることが明快に示さ

れた.今後高温の放射線化学が期待されている応用分野

の一つに，環境有害物質の放射線分解が挙げられるが，

溶媒の特性に着目してこれを効率的に行う研究も紹介さ

れた(都産技研 ・中川氏). 有機ハロゲン化合物の一つ

であるフロン 113に対し γ線照射を行う際，溶媒に 2

級アルコール，特にイソプロピルアルコールを用いた場

合に最も良い分解 G値が得られたことから，初期過程

における溶媒からの水素引き抜き反応と，それに伴い生

成するケトンの電子親和力が脱塩化効率に重要であると

指摘された.基礎的な色の濃い講演が多い中，放射線の

実用的な利用価値を強烈に印象づけられた.

一方重イオン照射については 4件の発表があった.

まず水溶液中における放射線エネルギー付与の空間的分

布が分解生成物の挙動に及ぼす影響について. OHラジ

カルによる溶質(フェノー jレ)の酸化反応で生成するハ

イドロキノンおよびカテコールを対象とした実験結果が

報告された(原研高崎 ・田口氏).微分 G値の LETお

よび核種依存性から， トラック内 OHラジカルの初期

過程における空間的挙動が定性的に理解された.現状で
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は重イオンによる初期過程の直接測定は困難であること

を考えると，今後この空間分布を組み込んだ数値計算か

らの理解も面白いのではなL、かと思う.早稲田大・岡氏

らは， トラック中の正確な LET深度分布計算を行うた

め，これまで LDPEを用いて行ってきた Ne.Oイオン

照射実験の結果をもとに，阻止能計算コード SRIMの

改良を行っていた.エネルギー依存の新たなパラメータ

を導入することで. LDPEより生成するトランスビニ

レンの FTIR測定結果の矛盾点を解決することに成功

しており，さらに新たな阻止能モデ、ルも構築していくと

の話も伺った.また，半導体を用いて，高エネルギーイ

オン照射に特有の高密度励起現象の解析結果も報告され

た(東大・越水氏). イオンおよびレーザー誘起発光ス

ペクトルの比較から，電子・ホールプラズ、マによる発光

があることを，さらにピーク形状解析，キャリヤー密度

の数値計算から，その発光がキャリヤー拡散に伴うピコ

秒領域での轄射再結合にあることを示した.今後，励起

キャリヤー拡散が 3次元に自由でなく空間的に制約さ

れる有機無機ペロブスカイト型化合物を取り上げ，その

励起効果の解明という新たな可能性を見いだしていた.

拡散現象に関して，理研の益田氏からは，生体高分子中

における溶質の自己拡散定数が時間依存であることを初

めて証明した実験結果が紹介され，特にミクロン程度の

長距離拡散ともなると，溶媒のナノレベルの不均一な構

造が拡散ダイナミクスに大きな影響を与えることが指摘

された.神奈川大・峯岸氏らは HIMACのイオンビー

ムを用いてα・アラニンより生成する安定なラジカルの

同定を行い， 照射温度を 77-440Kで変化させて ESR

測定し従来室温では脱アミノラジカル 1種類と考え

られてきた安定ラジカルが，実際は初期カチオンの自己

変換で生成する脱カルボキシルラジカルもほぼ同量含ま

れることを初めて突き止めた.高温における炭酸ラジカ

ルも含め，温度一つで‘従来の常識を覆えす素性が見えて

しまうことに驚いた. 一方，粒径がミクロンオーダーの

クラスタ状微粒子を加速する試みも紹介された (東大 ・

柴田氏).宇宙活動を行う上でデブリの影響は深刻のよ

うで，地上でもこの衝突現象を模擬する必要があるとい

う.ある期を境に NASAからの論文がバッタリなく

なったという不自然な経緯を笑いながら話しておられた
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のが印象に残る.

また東工大 ・小田切氏からは， 100 eV程度の電子衝

突により気体中に生成 ・崩壊する 2電子励起状態を測

定することに成功したことが報告された.散乱電子と励

起フラグメントを同時計測して発光性解離過程のみを抽

出することがポイントのようである.さて，陽電子に関

する講演は 2件あった.複雑な捕捉電子構造は常磁性

を示さなかったり光反応に対して禁制であったりするた

め， ESRや光吸収などでプロープ不可能である場合が

あり，それに代わるプロープ源として陽電子が有効であ

ることが紹介された(原研 ・平出氏). また， ポジ卜ロ

ニウム形成機構に関する報告もあり (東大 ・伊藤氏)，

結合確率の温度依存性，電場依存性の測定から，それが

空孔の数ではなくスパ一過程により決定されることが定

性的に示された

X線応用に関しても報告がなされた.高強度レー

ザーを金属に集光させることで可能な超短レーザープラ

ズマ X線発生と，これをプロープに用いてピコ秒時間

分解能を与え，強光子場下における半導体結晶中を進行

する衝撃波とそれに伴う歪みの緩和過程のダイナミック

な測定に成功していた (東工大 ・中村氏). また， シン

クロトロン放射光を利用した PTFEの3次元微細加工

技術も紹介され(早稲田大 ・山口氏)， 50ミクロン以下

の微細加工が可能となるだけでなく，高アスペクト比，

エッチングレートの高効率化もかなり進んでいるように

見受けられた.

講演終了後，構内サイエンスサロンにて井口先生を囲

み，懇親会が聞かれた.昼間の白熱した議論から解放さ

れ和やかに会が進行するかと思いきや，まだまだ元気は

残っていたようである.最後は早稲田大学校歌を合唱し

お聞きと相成った知らない筆者もなぜか歌えたのだか

ら不思議である.

近年放射線化学は著しく専門化が進み，本研究会はま

さにそれを象徴しているように思う.特に若手の人間に

とっては全体を見渡すことさえ困難であると思う. しか

し得てして自分の知らない世界に限って宝は転がって

いるもので，それを互いに見つけ合う機会こそ，ここに

あると思った.

この研究会の要旨は東大原子力研究施設の報告書とし

て印刷されている.残部があり，希望者は くmuroya@

utnl.jp)まで連絡いただければ，送付します.

(東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究

施設ビーム物質相関部門 室屋裕佐)

〈連絡先〉

~319-1188 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-22
TEL: 029-287-8432. FAX: 029-287-8488 
E-mail: muroya@utnl.jp 

日本化学会第81春季年会報告

日本化学会第 81春季年会が平成 14年 3月26日

(火)から 29日(金)早稲田大学西早稲田キャンパスに

おいて開催された.放射線化学のセッションは物理化学

一反応の一分野として第 4日目の午後に気相反応機

構 ・気相反応速度などの分野の後に行われた.以下その

要約と私見を述べたい.

熊谷(名大院工)らは動物細胞の紫外線影響について，

タンパク質中に生じる長寿命ラジカルを ESRにより観

測した同様の活性種が放射線照射により生成すること

から，細胞死 ・突然変異誘発の主たる原因は，従来言わ

れている DNAではなく， タンパク質中に生じる長寿命

ラジカルによると提唱した.今後，長寿命ラジカルと同

定したスルフィニルラジカルがどのような生物作用を示

すか明らかになれば興味深い.太田(広大院工)らは，

アルキニルシラン化合物の 7線照射を行い，生成するラ
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ジカルの ESRスペクトルから，その反応機構を考察し

た.田口(原研高崎)らは水溶液に放射線照射したとき

に生成する活性種の生成収率の LET依存性についての

報告がなされた.フェノール水溶液をそのモデル系とし

て，イオン種およびエネルギーの異なる重イオン照射を

行い，その反応生成物を定量的に解析することにより考

察した.今後の研究として，さらに他の化合物を選ぶこ

とにより，照射量と反応収量間の定量的な関係を明確に

することが期待される.砂J11 (福井工大)らはハロゲン

化合物の低エネルギー電子付着反応をパルスラジオリシ

ス ・マイクロ波加熱空洞法を用いて，広い温度範囲で測

定した結果の報告がなされた.井口(日本原研)ら は

1.6 Kの 3He-4He 混合溶媒中における水素同位体の再

結合反応についての報告がなされた.川井(阪大産研)

らは，最近注目されている DNA中のホール移動につい
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ての報告がなされた.今回はグアニンからピレン，ある

いはピレンからオキシグアニンへのホール移動について，

グアニンと水素結合しているシトシンの置換基を変える

ことにより，その速度が変化することを示した.この速

度変化が何によるのかを明らかにするとともに，今後

DNA鎖の構造変化により制御できることを示した興味

ある報告であった.渡辺(阪大産研)らは最もレジス卜

材料として注目されているポリスチレン誘導体薄膜につ

いて，低速陽電子ビームを用いたドップラー拡がり測

定 ・陽電子寿命測定の報告がなされた. 一方，宮本(阪

大産研)らは種々のポリマーを用いて， 深さ方向におけ

るナノ空隙分布の測定と陽電子の拡散距離について示さ

れた.この陽電子消滅法の着実な進展を実感した.

しばしば活発な質問によって，プログラムの進行が遅

れる場合もあり，時間が制限されているのにもかかわら

ず，中身の濃い議論がなされた. しかしながら，今回も

筆者の所属する阪大産研の発表件数が多く， 15件中 9

件であった.おそらく放射線化学の研究者が他分野での

セクションで発表しているためとも思われるが，より多

くの発表を期待したい.また日本化学会は放射線化学討

論会と異なり，さまざまな分野の人が参加する学会であ

り，他分野の人々の参加が望まれる.

(大阪大学産業科学研究所 小林一雄)

日本化学会第81春季年会報告

日本化学会第 81春季年会が平成 14年 3月26日(火) 生化学に興味をもっ筆者も勇気づけられたパルスラジ

から 29日(金)まで，早稲田大学西早稲田キャンパスに オリシスを用いた研究では， poly(methyl-n-alkyl-

おいて開催され，放射線化学のセッションは最終日の午 silane)上の電荷挙動の発表 (4D449)があり，ポリシラ

後に行われた. ン上での正孔の吸光係数ならび‘に生成量の定量について

今年の春の日本化学会でもセッションの発表件数の過 報告された. またベンゼンのカチオン種の挙動 (4D447，

半数を占めた阪大産研のグルーフ。からは，放射線のナノ 4D448)の報告があり，溶液中でのベンゼンラジカルカ

テクノロジーへの応用を見据えた加速器ベースの低速陽 チオンと複数の中性ベンゼン間の相互作用について近赤

電子ビームによる有機薄膜ナノ空孔研究の化学への応用 外過渡吸収より検討された.そのほかにも，河内先生，

の発表 (4D452)があった.佐伯先生らの，モンテカル 旗野先生らによる He*(3¥.3 P)のNeによるエネルギー

ロシミュレーションによるサブ ・ピコ秒領域におけるド 依存脱励起断面積の測定の報告があった

デカン中での中間活性種の空間分布 ・時間挙動の研究 最後に，セッションが最終日の午後閉会間近であった

(4D446)は放射線をナノ加工に応用する上で重要な知見 にもかかわらず，最後まで熱い討論が続いていた.討論

を与えていたまた，小林先生らにより DNA中の酸化 が講演時間を超えても収束に向かわない場合が多く見受

過程についての発表 (4D450)があった.前後に物理化 けられ，物理化学的な発表が中心となる本セッションで

学を主眼とした発表が続くなか，本講演も DNAの酸化 は，日本化学会春季年会で用意される質疑応答 2分と

過程の中で特に酸化を受けたグアニン塩基の脱プロトン いう時間はあまりに短く感じられた.

過程とその配列依存性に絞って行われた.一方 で討論は大阪大学産業科学研究所 川井清彦)

実際の生体内での挙動との相関について集中して行われ，

放射線化学セミナー/応用放射線化学シンポジウム報告

4月 17日に東京大学・山上会館を会場として開催さ

れた『放射線化学セミナー/応用放射線化学シンポジウ

ム』は，昨年度 (2001年度)行事としての企画である
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が，開催時期を比較的多くの参加者が見込める 4月中

旬に移して本年度の年度当初に実施された.今回は，

『分析技術と放射線化学(マイクロビームと質量分析)J

放射線化学
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をテーマとして取り上げている.放射線化学にかかわる イザーと組み合わせることにより，見事に荷電した微粒

イオンビームの制御および分子のイオン化に関する基礎 子が噴霧され，これまでイオン化の難しかった種々の試

と，その応用面の現状についての 6件の講演が行われ 料のイオン分析が超高感度で行えるようになる.その他，

た.下のプログラムのように，はじめの二つがそれぞ‘れ アイソトープを使った呼気分析の話など，非常に基礎的

ビーム技術および質量分析技術の総合的なお話で，午後 な研究をしていながら，実は幅広い応用に役立つている

からのセ ッションは，各論としてより焦点を絞った講演 という平岡先生の研究スタイルを楽しい語り口で聞くこ

である. とができた.

講演題目 講演者

極限加工技術の研究:電子 ・ 高井幹夫 (阪大 ・極限

イオ ンビームによるナノメー 科学研究センター)

トル加工と分析

イオン化.その原理と応用 平岡賢三 (山梨大 ・ク

リーンエネルギー研究

センター)

陽電子回折による表面分析 河裾厚男 (原研 ・高崎

研究所)

マイクロビームによる鉱物の 大貫敏彦(原研 ・東海

分析 研究所)

エネルギーを選択した孤立中 早川滋雄(阪府大 ・総

性ラジカルの解離 合科学)

生体高分子のイオン化法:タ 高山光男 (横浜市大 ・

ンパ ク質はいかにイオン化 大学院総合理学)

し，いかに分解するか

阪大 ・極限科学センターの高井幹夫教授は，電子およ

びイオンビームによるナノメートル極限加工 3次元ナ

ノメートル分析技術の開発について話された微細加工

を研究する上で，加工技術と分析技術の両面から工夫し

アプローチを行っている.ナノ電子源の応用としては，

高出力の電界放出電子源アレイによる次世代の平面ディ

スプレイの実現ム製作した素子の特性評価についての

話しが興味深かった.山梨大の平岡賢三教授は，現在の

研究テーマの中から， 二つのトピックスを取り上げた.

ひとつは，低エネルギーイオンと薄膜との相互作用研究

における方法論としての質量分析技術である. 二つ目の

お話しは， レーザースプレーと呼ばれる新開発のイオン

化法についてであった. レーザー照射と電場を，ネブラ
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午後の各論のパートでは，原研 ・高崎研の河裾厚男副

主任研究員は，原研における陽電子ビーム技術開発と，

陽電子回折の表面分析への応用例を紹介した原研 ・先

端基礎研究センターの大貫敏彦主任研究員は，マイクロ

ビームによる鉱物の分析について，ウラン鉱床から採取

した岩石試料の Micro-PIXEによる分析を元素の吸着

挙動の研究に効果的に用いた例を報告した.阪府大の早

川滋雄助教授は，孤立中性ラジカノレからの解離反応を調

べる目的で，アルカリメタルとの電荷移動を利用した電

荷逆転質量分析法を開発したこれをカチオンラジカル

の検出と反応メカニズム研究へ利用した例を紹介した.

生成が困難な活性種の関与する素過程研究のための新し

い実験手法として重要である.

最後に横浜市大の高山光男教授による，生体高分子の

イオン化法についての講演を伺った.近年， タンパク質

や核酸などの生体高分子を分解や変性させることなく，

イオン化して質量分析にかけることが可能になっている

とのことである.アミノ酸配列の分析において，衝突誘

起分解法による質量分析に代わる方法として， uvレー

ザ一光照射による方法の特徴を解説され，実際の研究例

を示された.

今回の参加者は， 30名ほど.日本応用物理学会の協

賛により開催し，日本原子力学会や日本化学会を通じて

も案内が出されたが，まだまだ宣伝は十分でないと思わ

れる.若手研究者や学生，企業からの参加者が，それぞ

れに満足するような内容と，会員に周知し関心をもって

いただく宣伝方法が今後の検討課題だろう.

今回は，放射線化学セミナーと応用放射線シンポジウ

ムの合同シンポジウムとして，基礎と応用がバランスよ

く組まれており，また講演者の先生方のよく準備された

お話により，テーマ周辺の最新の話題について楽しく聞

くことができた.

(東京工業大学大学院理工学研究科化学 亀田幸成)
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日本原子力研究所・イオン照射研究施設 (TIARA)の利用案内

(平成 15年度実験課題募集)

日本原子力研究所高崎研究所では，平成 15年度

のイオン照射研究施設の利用にかかわる実験課題を

募集します.応募要領及び様式は，原研ホームペー

ジ (http://www.jaeri.go.jp)の「原研の活動/研究

協力と技術移転」の「研究協力/募集型の共同 ・協

力研究」に掲載しています.

応募期間:平成14年 10月l臼(火)........10月31日(木)

対象加速器:AVFサイクロ卜ロン及び静電加速器3台
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研究分野:宇宙環境材料，核融合炉材料，バイオ

技術，無機機能材料，有機 ・放射線化

学， RI製造・核科学，基盤技術

問合せ先:日本原子力研究所高崎研究所

放射線高度利用センタ一 利用計画課

西村浩一

TEL: 027-346-9616 

FAX: 027-346-9690 
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.お知らせ.

第45回放射線化学討論会講演プロタラム

主 催:日本放射線化学会

共 催:日本化学会

会期 10月 9日(水)--11日(金)

会 場:九州大学筑紫キャンパス

(~816-8580 福岡県春日市春日公園 6-1)

討論主題:放射線化学の基礎と応用

第 1日(10月 9日)

口頭発表①一(9 時 15 分~10 時 30 分)一

共通管理棟 3階大会議室

1A01 重粒子線照射におけるラジカル生成の照射温度

依存性-N-アセチルアラニンと α-アラニンの

場合一

(神奈川大総合理研 ・神奈川大理 ・放医研)。峯

岸安津子 ・長崎淳 ・森和亮 ・西本右子 ・天

野力 ・村上健 ・金井達明 ・古津佳也 ・岩田

佳之

1A02 水溶液中フェノールの重イオン照射酸化反応微

分 G値

(原研高崎)。田口光正 ・NguyenMinh Thu・

瀧上真知子 ・小嶋拓治

1A03 液体キセノン発光効率の LET依存性

(早大理工総研 ・高知医大 ・名大 STE研 ・埼

玉県立大)田中基之 ・岡田宏之 ・菊池 11国・道

家忠義 ・。月出 章 ・増田公明 ・柴村英道

1A04 シングルサイト ・ポリエチレンに対するイオン

照射効果

(早大理工総研)。岡 書崇 ・松尾力 ・谷田貝

文夫 ・漬義昌

1A05 イオントラック内での高分子架橋 (III)一収率の

イオンビーム依存性一

(北大院工 ・原研高崎)。小泉均 ・田口光正 ・

小林泰彦 ・市川恒樹

(休憩 15分)

口頭発表②一(10 時 45 分~ ll 時 45 分)一

共通管理榛 3階大会議室

lA06 ノマノレスラジオリシスによる Ti02ナノ粒子上の

ヒドロキシラジカルの検出と反応

第 74号 (2002)

(阪大産研)藤乗幸子 ・。真嶋哲朗

1A07 半導体量子井戸中の励起子発光を用いたイオン

トラック中局所温度解析

(東大院工 ・東大原総セ)。越水正典 ・植谷憲

悟 ・浅井圭介 ・柴田裕実

1A08 低速陽電子ビームによる高分子薄膜中の陽電子

拡散とナノ空隙の評価について

(阪大産研)。宮本浩次 ・寺島孝武 ・渡辺元嗣 ・

田代睦 ・誉田義英 ・田川精一

1A09 高エネルギーイオンビームによる架橋ナノワイ

ヤーの形成

(阪大産研)。佃 諭志 ・関修平 ・田川精一 ・

杉本雅樹 ・田中茂

(昼 食)

口頭発表③一(13 時 00 分~14 時 00 分)一

共通管理棟 3階大会議室

1A10 サブピコ秒パルスラジオリシス法による化学増

幅型レジストの放射線誘起反応機構の研究

(阪大産研)。古津孝弘 ・佐伯昭紀 ・岡本一将 ・

竹谷考司 ・吉田陽一 ・田川精一

1A11 コバルト 60ガンマ一線照射によるチタン酸パ

リウム焼結体の誘電特性の変化

(金沢工大 ・名大院工)。加藤雅則 ・鈴木良洋 ・

田口明史 ・新坂恭士 ・宮崎哲郎 ・今井重文

1A12 放射線による電荷分離を用いた圧電 ・焦電体作

製法の開発

(北大院工)。小泉 均 ・北村香織 ・市川恒樹

1A13 放射線誘起アルカリ骨材反応によるコンクリー

トの劣化

(北大院工)。市川恒樹 ・佐々木杉夫 ・小泉 均

(休憩 15分)

口頭発表④ー(14時 15分-15時 00分一)一

共通管理棟 3階大会議室

1A14 ベンゾフェノン水溶液のパルスラジオリシス

室温から超臨界水まで

(東大院工原施)呉国忠 ・。勝村庸介 ・林 銘

章 ・森岡知美 ・室屋裕佐 ・工藤久明
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lA15 室温及び超臨界状態のベンゾフェノン水溶液の 励起後のイオン性解離過程

ガンマラジオリシス

(東大院工原施)。宮崎豊明 ・森岡知美 ・広石大

介 ・工藤久明 ・勝村庸介

lA16 ノマルスラジオリシス法を用いた過塩素酸塩溶液

(広大院理 ・分子研 UVSOR・物構研 PF)。吉

田啓晃 ・周藤保充 ・木村太一 ・合谷太志 ・奥谷

望 ・川辺友紀 ・仙波泰徳 ・下僚竜夫 ・間瀬一

彦 ・平谷篤也

における水和電子の活量係数評価

(原研東海 ・阪大産研)。永石隆二 ・木村貴海 ・

吉田陽一 ・古津孝弘 ・田川精一

(休憩 15分)

放射線化学会理事会(18 時 30 分~)

機能物質科学研究所 1階会議室(108号室)

第 2日(10月 10日)

口頭発表⑤一(9 時 00 分~1O時 15 分)ー

シンポジウム (3時間 5分) 共通管理棟3階大会議室

一(15 時 15 分~18 時 20 分)- 2AOl 分子間相互作用は分子内プロトントンネリング

共通管理棟 3階大会議室 にどのような影響を及ぼすか?-g・ヒドロキシ

「佐賀放射光設建設の現状と将来展望」 フェナレノン・M (M = CO2， H20)錯体の二次元

依頼 1 佐賀県シンク ロトロン光応用研究施設と利用 ポテンシャル曲面の解析ー

フォーラム (九大院理 ・名工大工 ・九大院総理工)。森 寛

(佐賀大工)小川博司 敏 ・古津潤也 ・志田典弘 ・三好永作 ・茂木孝

IS01 SRエッチングにおける PTFEの表面改質 一 ・酒井嘉子 ・関谷博

(早大理工総研)。佐藤泰紀 ・加藤隆典 ・池田重 2A02 負の温度依存性を示す水素原子トンネル反応の

利 ・青木康 ・大島明博 ・田畑米穂 ・鷲尾方ー 検討

IS02 3--1，000 eVの放射光励起によるアントラセン

単結晶中 SI励起子生成量子効率

(山梨大クリエネ研セ)。加茂真人 ・平岡賢三 ・

佐藤哲也 ・首越宣仁 ・高嶋英彰 ・菱木繁臣 ・鈴

木克憲 ・高橋幸則 ・北川英和(神戸大総合人間)。三宅康之 ・上野 円 ・Jin

Zhaohui・田中真人 ・成田 悟 ・北田 朋 ・中 2A03 極低温水素原子トンネル反応による薄膜半導体

川和道 ・西間木洋暢 ・小林浩之 ・小谷正博 の合成:反応機構の検討

IS03 シンクロトロン放射光イオン化測定およびレー (山梨大クリエネ研セ ・ミヤ通信工業 ・SST)

。北JII英和 ・加茂真人 ・鈴木克憲 ・高橋幸目IJ・

菱木繁臣 ・高島英彰 ・曽越宣仁 ・佐藤哲也 ・平

岡賢三 ・佐藤昇司 ・宮田干治 ・高松利行

ザー多光子イオン化測定に基づく水面上分子の

状態解析

(九大院総理工)。原田 明 ・鄭 雪 英 ・和智美

佳 ・妹尾浩一郎 ・OksanaSlyadneva・石岡寿 2A04 極低温，固体水素中における電子バブルのトン

雄 ・鎌野嘉彦 ネル再結合反応の制御因子:不純物格子欠陥と

(休憩 15分)
エネルギ一散逸

依頼 2 佐賀シンクロト ロン光の特徴と利用への期待

(名大院工 ・原研基礎セ)宮崎哲郎 ・。福田紘

也 ・英真次 ・熊田高之 ・熊谷純

(佐賀大 SLセ)鎌田雅夫 2A05 極低温、パラ水素固体中における不純物 (He)

IS04 軟 X線領域におけるアミノ酸、ペプチド薄膜 欠陥による H2 アニオン収量の増加

のXANESおよび軟X線化学反応

(神戸大自然科学)。田中真人 ・成田 悟 ・Jin

Zhaohui・北田 朋 ・三宅康之 ・中川和道 ・藤

井健太郎 ・安居院あかね ・横谷明徳

(名大院工)宮崎哲郎 ・。英真次 ・福田紘也 ・

熊谷純

(休憩 15分)

IS05 シンクロトロン放射を用いたアミノ酸の物性と 特別講演ー(10 時 30 分~11 時 30 分)

化学進化の研究 共通管理棟 3階大会議室

(神戸大発達科学)。中川和道 ・田中真人 ・児玉 「化学反応と拡散J (産業技術総合研究所)立矢正典

洋子 ・三宅康之 ・山田亨 ・小貫英雄 放射線化学会総会 ( 11 時 30 分~)

IS06 フッ化メタン化合物の炭素及びフッ素 Is内殻 共通管理棟3階大会議室
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(昼食)

ポスターセッション①一(13時00分......14時40分)一

共通管理棟 3階中会議室

lPOl イオントラップ法による炭素水素イオンと n-

アルコールとの気相イオン一分子反応に関する

研究

(九大院総理工 ・九大機能研)田中有紀 ・。佐藤

司 ・辻正治

lP02 フェム卜秒レーザーパルスを用いた水中レー

ザーアプレーションによる金属コロイド作製

(九大院総理工 ・九大機能研)。柿田俊彦 ・辻

剛志・渡辺法久・辻正治

lP03 凝縮相中における lB族金属原子の蛍光特性一

AuOの時間分解蛍光寿命測定

(阪大院基礎工)。宮武陽子 ・膏膝毅 ・星野幹

雄

brooke) 。室屋裕佐・林銘章・呉国忠・勝

村庸介・JintanaMeesungnoen・Samlee

Mankhetkorn・AbdelaliFilali-Mouhim • 

Thomas Goulet・Jean-PaulJay-Gerin 

lP12 放射線を用いた導電性高分子のパターン化ドー

ピング法の開発

(北大院工)。堂河内寛 ・小泉均・市川恒樹

lP13 Reaction Mechanism of the Formation of 

Metallic Nanoaggregates in Sulfite Anion 

Aqueous Solution. A Laser Photolysis Study. 

(東大院工原施)。林銘章 ・勝村庸介 ・室屋裕

佐 ・何輝 ・呉 国忠 ・塵茂林 ・工藤久明

lP14 Kinetics of the Reaction between Nitrate 

Radical (N03) and Organic Phosphates 

(東大院工原施)。何輝 ・林 銘章 ・室屋裕

佐 ・呉国宏、 ・塵 茂 林 ・工藤久明 ・勝村庸介

lP15 高分子材料への加速微粒子照射とシミュレー

lP04 可視 ・紫外分散けし、光放出断面積損IJ定で探る超 ション

励起 H20分子の生成と崩壊

(東工大院)。児玉健作 ・加藤昌弘 ・村田 誠 ・

亀田幸成 ・小田切丈 ・河内宣之 ・緩野嘉彦

lP05 水面に散布されたキシレン分子の光イオン化電

流スペクトルとその経時変化

(九大院総理工)。原田 明 ・石岡寿雄 ・鏡野嘉

彦

lP06 超高分子量ポリエチレンへの重イオンビーム照

射効果

(早大理工総研・理研)。松尾力・岡書崇・

大島明博 ・谷田貝文夫 ・漬義昌

lP07 リビングラジカル重合による放射線レジスト用

ポリマーの開発

(北大院工)。清水享 ・小泉均 ・市川恒樹

lP08 放射線架橋による高分子圧電体の改質

(北大院工)。藤村暁雄 ・小泉 均 ・市川恒樹

lP09 溶液表面白己組織化膜のレーザー多光子イオン

化およびシンクロトロン光一光子イオン化

(九大院総理工)。石岡寿雄 ・原田 明・鏡野嘉

彦

lP10 メタン，プロパンの電子線衝撃による発光一発

光コインシデンス測定

(九大院総理工)。下井田洋平 ・古屋謙治 ・旗野

嘉彦

lPl1 モンテカルロ法による水和電子のピコ秒収量評

価

(東大院工原施 ・BraphaUniv. • Univ. of Sher-

第 74号 (2002)

(東大院工原施)。田所将志 ・工藤久明 ・勝村庸

介 ・松岡雷士 ・柴田裕美

lP16 マイクロ波照射法によるニッケルナノ微粒子の

液相合成

(九大院総理工 ・九大機能研)。橋本昌幸 ・辻

剛志・辻正治

lP17 エチレンーテトラフルオロエチレン共重合体の

放射線照射効果一照射温度と LET効果一

(早大理工総研)。大島明博 ・佐藤泰紀 ・加藤隆

典 ・鷲尾方一 ・田畑米穂

lP18 電子線照射によるフェノール水溶液中微粒子生

成

(原研高崎)。田口光正 ・善知寺善弘 ・瀧上真知

子 ・平塚浩士 ・小嶋拓治

lP19 水中ダイオキシンおよびそのモデル化合物の放

射線分解

(原研高崎)。瀧上真知子 ・阿部康弘 ・田口光

正 ・贋田耕一 ・小嶋拓治 ・角田欣一

lP20 早大ピコ秒 RF電子銃を用いたノマルスラジオリ

シスシステムの開発

(早大理工総研 ・住友重機械工業 ・理研)。小林

雅貴・青木康・丑田公規・柏木茂・栗林剛

彦 ・黒田隆之助 ・漬義 昌 ・森雅 和 ・鷲尾方

lP21 放射線グラフト重合法による二官能性吸着材の

官能基組成制御と金属吸着特性

(熊本大工 ・原研高崎)。岡田健治 ・片貝秋雄 ・
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瀬古典明 ・玉田正男 ・久米民和 ・須郷高信 ・山

田憲昌 ・城昭典

lP22 ジルコニウム (IV)坦持アミドキシム繊維状捕

集材によるヒ素 (III)の吸着特性

(原研高崎)。片貝秋雄 ・玉田正男 ・久米民和

lP23 F2レーザー照射によるレジストのアウトガ、ス

評価

(阪大産研)。松井良憲 ・梅田智志 ・関 修 平 ・

田川精一 ・石川誠一 ・井谷俊郎

口頭発表⑥ー(14時40分......15時55分)一

共通管理棟 3階大会議室

2A06 1，3，5・ヘキサトリエンの PFI・ZEKE分光

(九大院理)。迫田憲治 ・鹿子木亮太 ・関谷 博

2A07 フエノキサジン骨格を有する T線検出材料の開

発

(埼大工)。杉浦由紀 ・太万川達也 ・時田澄男 ・

中川清子

2A08 Tris(sulfonyloxy)benzene類のガンマ線検出

材料への応用

(埼大工)。内藤雅弘・太万川達也・時田澄男・

前川康成

2A09 パルスラジオリシス法を用いたポリシラン上の

電荷挙動

(阪大産研)0111口友世・岡本一将 ・関 修 平 ・

吉田陽一 ・田川精一

2AI0 ポリシラン中のマイクロ波吸収法及び TOF法

による電荷輸送特性評価及びその分子サイズ依

存性

(阪大産研)。関修平 ・川旧友世 ・岡本一将 ・

吉田陽一 ・田川精一 ・F.C. Grozema・L.P. 

Candeias・J.M. Warman 

(休憩 15分)

口頭発表⑦一(16時 10分......17時 25分)一

共通管理棟 3階大会議室

2All 液体アルカン中におけるジェミネートイオン再

結合の研究

(阪大産研)佐伯昭紀 ・古津孝弘 ・。吉田陽一 ・

田川精一

2A12 アセトンダイマーラジカルカチオン:生成ダイ

ナミクスの再解析

(理研 ・阪大院工 ・阪大産研)。丑田公規 ・水谷

康弘 ・小嶋崇夫 ・吉田陽一 ・三木美弥子 ・古津

孝弘 ・田川精一

2A13 メチルシランの選択的 Si-H結合解裂反応とメ
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チルシリルラジカルの内部回転運動

(広島大院工)。駒口健治 ・中津直子 ・石栗裕

子 ・塩谷優

2A14 アルキニルシラン化合物の 77Kでの放射線照

射によって生成する遊離基

(広大院工 ・広大院理)。太田信昭 ・篠崎圭介 ・

田林清彦 ・岩田在博 ・大下浄治 ・九内淳亮 ・井

藤壮太郎

2A15 メトキシ置換安息香酸およびメチル置換安息香

酸の OH付加体の光化学反応

(北大院工)。河合宏紀 ・松本達也 ・住吉孝 ・

津村貞史

(休憩 15分)

学会賞授賞式および受賞講演

一(17時40分......18時 25分)一

共通管理棟 3階大会議室

受賞講演 「磁気共鳴法 (ESR， ESE， ENDOR)を用いた

照射生体中の長寿命ラジカルの観測と生物

効果との関連性の解明」

(名大院工)熊谷純

懇親会一(18時40分......20時40分)一

機能物質科学研究所 1階会議室(108号室)

第 3日(10月 11日)

口頭発表⑧一(9時00分......10時 30分)一

共通管理棟 3階大会議室

3AOl マイクロ波放電による大気圧窒素中での NO

の分解処理一マイクロ波吸収剤の効果-

(九大院総理工 ・九大機能研)中野広輔 ・。熊谷

淳 ・辻剛志 ・辻正治

3A02 放電フロー法によるアルゴンイオンの衝突放射

再結合反応に関する研究

(九大院総理工 ・九大機能研)。松崎俊典 ・辻

剛志・辻正治

3A03 ハロゲン化合物の低エネルギー電子付着反応に

おける媒体温度効果の研究

(福井工大)。砂川武義

3A04 メチルカチオンと窒素分子とのクラスターイオ

ンの安定性と理論計算による構造の検討

(山梨大学クリ エネ研セ)。石田雅弓 ・中川史

之 ・飯野知之 ・藤田和雄 ・高尾清利 ・平岡賢

三 ・山遺信一

3A05 メチル及びエチルカチオンと希ガス原子とのク

ラスターイオンの安定性と構造

放射線化学



(山梨大クリエネ研セ)。藤田和雄 ・中川史之 ・ (鹿大理 ・九大院工)蔵脇淳一 ・。小宮路晶子 ・

高尾清利 ・石田雅弓 ・飯野知之 ・平岡賢三 ・山 楠元芳文 ・寺崎正 ・秋山毅 ・山田淳

辺信一 2P08 光キュアリング法を用いたインテリジェント型

3A06 高エネルギークラスターイオン衝突による固体 薬物放出制御膜の製造

からの二次イオン放出過程の研究 (近大院総理工)。中山 大 ・嘉悦 勲 ・内田熊

(東大原総セ)。柴田裕実 ・伊藤秋男 ・間嶋拓 男

也 ・斎藤勇一 ・鳴海一雅 ・中嶋住則

(休憩 15分)

特別講演一00 時 45 分~ll 時 45 分)一

共通管理棟 3階大会議室

「放射線飛跡構造の物理とその化学 ・生物学への応用」

(九大医短)上原周三

(昼食)

ポスターセッション②一03 時 00 分~14 時 40 分)一

共通管理棟 3階中会議室

2P01 溶液のイオンビーム照射効果における直接作用

と間接作用をきめる溶質濃度に関する考察

(理論放射線研)。大野新一 ・田口光正 ・小林泰

彦 ・渡辺宏

2P02 人工小胞内に生成するアスコルビン酸ラ ジカル

の消失過程

(阪大産研)。小林一雄 ・佐伯昭紀 ・田川精一 ・

清家夕美子 ・武内総子 ・鍔木基成

2P03 ピコ秒レーザーによるレーザーアプレーション

の研究

(早大理工総研 ・住友重機械工業)。森雅和 ・

演義昌 ・鷲尾方一 ・青木康 ・若林直木

2P04 Laser Photolysis of Carboxymethylchitin 

Aq ueous Sol u tion 

(東大院工原施)0 Maolin Zhai・HisaakiKu-

doh・GuozhongWu・MingzhangLin • Y 0-

suke Katsumura 

2P05 アミド系抽出剤の放射線分解に及ぼすドデカン

の効果

(原研東海 ・阪大院工 ・阪大産研)。須郷由美 ・

館盛勝一 ・長池宏史 ・泉 佳伸 ・吉田陽一

2P06 サブピコ干少ノマルスラジオリシスによるハロカー

ボンの放射線化学初期過程の研究

(阪大産研)。竹谷考司 ・佐伯昭紀 ・岡本一将 ・

古津孝弘 ・吉田陽一 ・田川精一

2P07 金属表面 ・固液界面でのルテニウム錯体ー ビオ

ローゲン連結チオール化合物の光誘起電子移動

のダイナミクス
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2P09 ポリメタクリル酸メチル骨格を持つ化学増幅型

レジストの電子線リソグラフィへの適用の可能

性に関する研究

(阪大産研)。中野温朗 ・岡本一将 ・古津孝弘 ・

田川精一

2P10 多原子分子気体中における電子の熱平衡化過程

の研究

(福井工大)。大関陽介 ・砂川武義

2P11 Laser Flash Photolysis of Cellulose Ethers 

1. Preliminary Study on Carboxymethyl-

cellulose 

(東大院工原施)0 Radosla w A Wach・Hisa-

aki Kudoh・YusaMuroya・YosukeKatsu-

打lUra

2P12 グリシン蒸着膜への軟 X線照射によるグリシ

ン二量体の生成

(神戸大総合人間) 。成田悟 ・JinZhaohui・

田中真人 ・三宅康之 ・北田 朋・中川和道・安

居院あかね ・横谷明徳 ・藤井健太郎

2P13 アミノ酸薄膜の紫外~真空紫外域での円二色性

測定 (2)

(神戸大自然科学)。田中真人 ・三宅康之 ・中川

和道 ・山田 亨 ・渡辺一寿

2P14 蟻酸リチウムの高感度 ESR線量計への応用

(広島大院工)。 松原康洋 ・駒口健治 ・塩谷

優 ・AndersLund 

2P15 CH4/アルゴンの放射線分解で生成した CH3…

H原子ラジカルペアの ESR

(広島大院工)。野村晃太郎 ・駒口健治 ・塩谷

優

2P16 溶液分子に対するシンク ロ卜ロ ン放射光電子分

光の提案

(農工大工 ・原研 SPring8)。鵜飼正敏 ・金井

秀次 ・高畠博嗣 ・横谷明徳

2P17 レーザーフォトカソード RF電子銃を用いた高

品質電子ビーム生成とその応用

(早大理工総研)。黒田隆之助 ・柏木 茂 ・川合

啓 ・小林雅貴 ・長津章雄 ・森 雅和・栗林剛

彦 ・鷲尾方一 ・漬義昌
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2P18 クロロ フェノ ール類の電子付着反応機構 口頭発表⑩一(15時 55分-17時 25分)一

(都産技研 ・東工大院理工)。中川清子 ・鈴木 共通管理榛 3階大会議室

正 ・市村禎二郎 3All 新 Mgフォトカソ ー ドRF電子銃パルスラジオ

2P19 ア 卜秒パルスラジオリシスの可能性 リシスによる水和電子のピコ秒収量評価

(阪大産研)。吉田陽一 ・古津孝弘 ・関 修平 ・ (東大院工原施 ・BraphaUniv. • Univ. of Sher-

田川精一 brooke)。室屋裕佐 ・林銘章 ・呉国忠 ・飯

口頭発表⑨ー(14時 40分-15時 40分)一 島北斗 ・吉井康司 ・上回徹 ・工藤久明 ・勝村

共通管理棟 3階大会議室

3A07 ノ~)レスラジオリシスによるピレンダイマーラジ

カルカチオンの形成を利用した DNAダイナミ

クスの解析

(阪大産研)。川井清彦 ・宮 本 圭 ・藤乗幸子 ・

真嶋哲朗

3A08 パルスラジオリシス法を用いた DNA損傷過程

の解明-DNA鎖中に生成するカチオンラジカ

ルの寿命

(阪大産研)。小林一雄 ・田川精一

3A09 照射マウスに対するビタミン E誘導体 (TMG)

の照射後添加効果:長寿命ラジカノレの消去と胎

児奇形の抑制

(名大院工 ・シーシーアイ(株)・鈴鹿医療科学

大学院保健衛生)。中間満雄 ・熊谷 純 ・宮崎

哲郎 ・村瀬博宣 ・具 然 和

3AI0 生体長寿命ラジカルの減衰挙動の Kinetics:凍
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結 ・融解効果

(名大院工 ・長崎大薬)。中村俊浩 ・熊谷純 ・

児玉靖司 ・渡辺正己 ・宮崎哲郎

(休憩 15分)

庸介 ・JintanaMeesungnoen・SamleeMan-

khetkorn • Abdelali Filali-Mouhim・Tho-

mas Goulet・Jean-PaulJay-Gerin 

3A12 Pulse Radiolysis Study of the G-Values of 

Water Decompsition Products and Their 

Density E百ectup to 4000C 

(東大院工原施)。林銘章 ・勝村庸介 ・呉国

忠 ・室屋裕佐 ・何輝 ・工藤久明

3A13 パルスラジオリシスを用いた液体芳香族中での

正電荷のダイナミクス

(阪大産研)。藤堂統之 ・岡本一将 ・関修平 ・

古津孝弘 ・吉田陽一 ・田川精一

3A14 低温におけるポジトロニウム形成

(原研物質科学研究部)。平出哲也 ・鈴木直毅 ・

斎藤文修 ・後藤彰 ・兵頭俊夫

3A15 多孔質酸化桂素薄膜中のポジ卜ロニウム消滅挙

動

(産総研)。伊藤賢志 ・小林慶規

3A16 グラファイ卜の液相レーザーアプレーションに

よる直鎖アセチレン系分子の合成

(九大院総理工 ・九大機能研)。久保山慎吾 ・辻

剛志 ・辻正治

放射線化学



. お 知らせ .

RadTech Asia '03 
The 9th Intemational Conference on Radiation Curing 

開催のご案内

本国際会議は，紫外線，電子線などによる表面処理，

表面加工を中心とした広範囲な関連分野にまたがる学術

的な国際会議です.今回は我が国における第 6回目の

会議であり， 1997年に次ぎ 6年ぶりに開催されます

世界におけるこの分野の先端技術や進歩についての発

表 ・討論と多くの研究者，技術者の親密な国際交流を通

し，さらなる研究開発の推進を図ることを目的としてお

ります.また，会議開催中この関連分野の展示会を同会

場にて開催し， ビジネス分野での交流も活発にすること

を企画しております.

会議では，新材料，新技術の紹介，新規応用分野への

展開など注目される講演を予定しており，圏内 ・外より

多くの演題発表とご参加を期待しております.皆様のご

参加を心よりお待ち申し上げます.

記

開催期間:平成 15年 (2003年)6月3日(火)---6日(金)

開催場所:パシフィ コ横浜

主 催 RadTechAsia '03組織委員会

委員長:西久保忠臣(神奈川大学)

共 催:ラドテック研究会

使用言語:英語 ・日本語 *日英同時通訳あり

論文募集:英文 100word以内. 2002年 8月31日消印

有効.

会議プログラム・

6月3日(火)テ クニカルツアー， Get-together Party 

(懇親会)

6月4日(水)開会式，全体会議，分科会，ポスター

セッション，展示会

6月5日(木)分科会，ポスターセッション，ノインケッ

ト，展示会

6月6日(金)分科会，展示会

登録料:

一般前期 (2003年 3月31日まで)

80，000円 (企業 40，000円(官学)

一般後期 (2003年 4月 1日以降)

90，000円(企業 50，000円(官学)

発表者 40，000円(企業 30，000円(官学)

学生 10，000円(パンケット参加料別途 10，000円)

同伴者 10，000円(懇親会，パンケット参加のみ)

詳細は HomePageをご覧下さい.

Home Page Address: http://www.radtechjapan.org/ 

お問い合わせ先

RadTech Asia '03事務局

事 102-8646東京都千代田区平河町 2-7-4

砂防会館別館 (株)アイシーエス企画内

TEL: 03-3263-6474， FAX: 03-3263-7537 

E-mail: radtech03@ics-inc.co.jp 

第13回陽電子消滅国際会議 (ICPA-13. 
KYOT02003)のご案内

こ高承のとおり，電子の反粒子である陽電子は，物質 呼ばれる)として用いる技術が発達してきました.これ

の物理的 ・化学的性質，特にナノスケールの構造に敏感 によって，電子 ・陽電子対消滅7線だけでなく，試料か

なプロープとして，幅広い分野の研究に使われています. ら放出あるいは再放出される 2次電子，オージェ電子，

最近は陽電子を低エネルギー化したのち再加速し，エネ 陽電子，ポジトロニウムなどを利用することができるよ

ルギー可変単色陽電子ビーム(通常低速陽電子ビームと うになり，表面 ・界面 ・薄膜 ・ナノ構造などに研究対象
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. お知ら せ .

が広がって，その可能性はますます高まっています.ま 表面 ・界面 ・層状構造

た，消滅T線を用いた PETと呼ばれる断層撮影法も発 ナノ構造:量子ドット・ナノ空隙・ナノ析出物

達して，癌の診断や動物 ・植物 ・人体の生理学的研究に ナノ粒子

寄与しています. 半導体およびデバイス

「陽電子消滅国際会議」は，陽電子関係の国際会議の 薄膜 ・被覆表面

中では最も歴史があり最も広い分野をカバーする会議で 高分子

す.陽電子を用いる物理学 ・化学 ・生物学の実験および 多孔質物質

理論的研究，材料科学および産業技術への応用に関する 陽電子ビームおよび高強度線源

最近の進歩，さらには新しい実験技術の開発について， 実験技術および材料評価技術の高度化

研究成果の発表と意見交換を行います. 生物学 ・生理学 ・医学への応用および陽電子放出断層

本国際会議は第 l回が 1965年にデトロイ卜(米国)， 写真 (PET)

第 2回が 1971年にキングストン(カナダ)で行われ， 会議報告

第 3回へルシンキ(フィンランド)以降， 3年に一度開 Materials Science Forum (Trans Tech Publica-

催されております第 5回は 1979年に山中湖(日本 tions)の特集号として刊行予定

で開催されました.今回は 24年ぶりの日本(京都)で 参加予備登録

の開催となります. 下記 Webペー ジをご参照の上， Survey Formを

皆様奮って参加されますようご案内申し上げます 2002年 10月 31日までに E-mailまたは FAXにて

お送り下さい.

会議概要 参加費(予定)

名称:第 13回陽電子消滅国際会議 一般 50，000円，学生 35.000円

英文名称 13thInternational Conference on Posi- 参加費には，要旨集代， Proceedings代， Excur-

tron Annihilation (ICPA-13， Kyoto sion参加費および Banquet参加費を含みます.詳

2003) しくは 2ndAnnouncementにてお知らせします.) 

会期 2003年 9月 7日--13日 会議開催までの日程

会場:京都テルサ(京都市南区東九条下殿田町70 2002年 10月 31日 Survey Form返送期限

京都府民総合交流プラザ内)

日程(予定)

月日 午前 午後

9/7(日) 登録受付

9/8(月) 開会式基調講演 分科会

9/9(火) 全体会 分科会 分科会

9/10(水)全体会 分科会 Excursion 

9/1H木)全体会 分科会 分科会

9/12(金)全体会 閉会式

主要テーマ

夜

歓迎パーティ

ポスターセッション

ポスターセッション

Banquet 

固体中の陽電子およびポジ卜ロニウムの状態

陽電子およびポジトロニウムの化学

陽電子およびポジトロニウムと原子分子の相互作用

固体の電子構造

物質中の格子欠陥

52 

2003年 2月 1日 2ndAnnouncement 

2003年 5月 31日 参加登録およびアブストラク

ト締め切り

2003年 8月 1日 3rd Announcementおよび

プログラム送付

2003年 9月 7--13日 第 13回陽電子消滅国際会議

組織委員会

委員長:兵頭俊夫(東京大学)

委員:荒木秀樹(大阪大学)伊藤泰男(東京大学)

小林慶規(産業技術総合研究所)

連絡先

兵頭俊夫

斎藤晴雄(東京大学)白井泰治(大阪大学)

堂山昌男(帝京科学大学)

永井康介(東北大学)長嶋泰之 (東京大学)

長谷川雅幸(東北大学)

藤浪員紀(東京大学)

第 13回陽電子消滅国際会議(lCPA-13)組織委員会
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~153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1

東京大学大学院総合文化研究科

広域科学専攻相関基礎科学系

TEL/FAX: 03-5454-6519 

. お 知らせ .

FAX: 03-5454-6998 (事務室)

E-mail: ICP A・13@phys.c.u・tokyo.ac.jp

ホームページ:http://phys.c.u・tokyo.ac.jp/ICPA・13/

12th International Congress of 

Radiation Research (ICRR 2003) 

Date and Place: Meeting 

August 17-22， 2003. Brisbane Convention Centre， AINSE Radiation Science Conference 

Brisbane， Australia 80st Organization: 

Provisional scientific program: The Australian Institute of Nuc1ear Science and En-

The major themes， subjects and topics of the scien- gineering (AINSE). 

tific program will inc1ude the following topics， Chem- http://www.ansto.gov.au/ainse 

istry， Environmental， Industrial applications， Phys- 80me Page: 

ics， Medicine (Radiation Oncology， Nuc1ear Medi- http://www.icrr2003.org/ 

cine， Occupational Health)， Radiobiology Correspondence: 

Incorporating: The Congress secretariat， ICMS (Qld) Pty Ltd. 

50th Annual Meeting of Radiation Research Socie- PO Box 3496， South Brisbane QLD 4101， Australia 

ty TEL: + 61 7 3844 1138， Fax: + 61 7 3844 0909 

RANZCR Radiation Oncology Annual Scienti白c E-mail: icrr2003@icms.com.au 
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日本放射線化学会 第76回理事会議事録

日 時:平成 14年 3月25日(月)18:00""'-20:00 討論会の報告が主催者の近大の嘉悦理事より送付されて

場所:東京大学大学院工学系研究科システム量子専攻 きた資料を事務局が紹介した.

4F 416号室 1.4 第 45回放射線討論会準備状況

出席者: 資料 76理・2・1に基づき，九大の辻正治理事より平成

会長 田川精一 14年 10月9""'-11日開催予定の放射線化学討論会の準

副会長市川恒樹，勝村庸介 備状況について報告があった.大学の会場も有料化が進

理事青木康，上野桂二，河内宣之，小林慶規， み高騰が懸念される.

駒口健治 (塩谷優代理)，新坂恭二，鈴木健 1.5 放射線化学セミナーの開催について

訓，辻正治，中川清子，藤原邦夫，南波秀 事務局より，資料 76理-2・2に基づき，本セミナーと

樹，水津健一，百瀬孝昌， 応用放射線化学シンポジウムは合同で平成 14年4月

顧問鏡野嘉彦 17日に東大，山上会館で開催されると案内された.

配 布資料1.6 会計中間報告

76理-0 理事会議事予定 平成 13年度は会計年度の開始月を 10月とするため

76理-1 第 75回理事会議事録 に1.5年間となる.資料 76理-3に基づき，ほぼ 2/3経

76理-2 日本放射線化学会事業報告 過した現時点での報告が事務局よりなされた.賛助会員，

76理・2・1 第 45回放射線化学討論会準備状況 個人会員からの収入が不足気味である.

76理-2・2 放射線化学セミナー/応用放射線化学シン 1.7 入退会希望者一覧賛助会員リスト

ポジウム 上記リス卜が紹介された.入会者より退会者の方が多

76理-3 平成 13年度会計中間報告 い.賛助会員も減少気味である.会費未納入者へは事務

76理・4 入退会希望者一覧 局から督促したり，常任理事を中心に賛助会員増強に努

力することとした.

1.8 HP報告

早稲田の岡氏，鷲尾理事に担当していただいている.

資料 76理-5に基づき，事務局より HPの現状と問題点

が報告された.更新した際のメール連絡が欲しいとの希

望も出た.

1.9 学会賞選考委員会報告

出席者定数不足のため選考委員会を開催できなかった.

選考結果については後日報告し持ち回りで承認を受け

1.報告事項 ることとした

1.1 前回議事録

76理-5 日本放射線化学会 HP報告

76理・6 日本学術会議への団体登録について

76理-7 日本放射線化学会主催の入門講座開催につ

いての提案

76理・8 第 44回放射線化学討論会報告

76理・9 ホームページ管理担当者殿

76理-10 科学研究費補助金「分科細目表」の改正に

ついて

既にメールで送付済みであることから，読み上げるこ 2. 審議事項

とは省略した 2.l 日本学術会議への団体登録について

1.2 平成 13年度事業報告 資料 76理・6に基づき事務局より団体登録について紹

資料 76理司2に基づき，事務局より昨年 9月の放射線 介がなされた登録要件を満たしている.提出物の準備

化学討論会以降の協賛シンポジウム等の事業報告と予定 は煩雑であるが，登録する方向で進めることとする.

が紹介された 2.2 科学研究費補助金 「分科細目表」の改正について

1.3 第 44回放射線化学討論会報告 鎌野顧問より科研費「分科細目」の変更の状況，背景

資料 76理-8に基づき，平成 13年 9月に開催された 等について，日本学術会議核科学研連放射線科学専門委
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本会記事

員会委員として，資料 76理・10と追加資料を用いて説 会が当面する問題点が提起された.一つの試みとして，

明があった放射線化学分野としては，今回の改正案に 資料 76理・7に基づき，早大の鷲尾理事から届けられた

は多くの分科細目およびそこに含まれるキーワードに対 「放射線利用入門講座」開催提案が紹介された.

して直接間接に関連性がみられ，従来より応募先分科細 関連して

目の可能性としてその数が増えて分野の活性化の面から ・「入門講座」と従来から行っている放射線化学セ

は歓迎されるべきであるが，申請応募件数が分散した場 ミナーと何が異なるのか?

合には分科細目またはキーワードによってはフリーにな ・予算的なサポートを受けないまでも「入門講座」

ることもありうるとの指摘があった. をやるのはよいが，毎年やるとテーマがなくなら

2.3 JRR (日本放射線研究連合 ICRRの日本の窓口) なし、か?

ICRRは日本放射線化学会にとっては以前に比べると ・「半導体とリソグラフィー」等のセミナーは盛況.

存在感が薄れている.日本放射線化学会としては JRR ・業界の人が企画の委員に入っている方がよいので

に対し(1)積極的に加入. (2)退会. (3)お付き合い程度， は?

の三つの選択肢がある.諸状況を検討の上決定したい. などのコメン卜が出された.

会長，常任理事会等の関係者に一任して欲しい. 結論として，今回は金銭的な援助はできないが，一度

試みてみることが了解された.

3. 日本放射線化学会の活性化について その他，

事務局から (1)会員数の減少 (2)賛助会員の減少 ・若手から「放射線化学の教科書」を作成して欲し

(3)学会の存在意義 (4)学会としての科研費， シンポ， いとの希望もある.

招へい申請の連携 (5)若手の会は自主運営でいいのか? ・理事と学生が話する機会がない.

(6)学会誌を印刷する必要があるのか? (7)外国人研究 ・討論会の発表者に会員であることを強制するか?

者の招鴨申請 (8)国際シンポジウムの申請 (9)日中放射 などの話題も出された

線化学シンポジウム後のこと，といった日本放射線化学

• 
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成工業(株)

岩崎電気(株)

(株)英光社

(株)荏原製作所

核燃料サイクル開発機構

関西電力(株)

関西ペイント(株)

原子燃料工業(株)

(株)コーガアイソトーフ。

四国電力(株)

住友化学工業(株)

住友スリーエム(株)

住友電気工業(株)

大日本インキ化学工業(株)

中国電力(株)

電気興業(株)

東京電力(株)

東北電力(株)

日新製鋼(株)

日新ハイボルテージ(株)

日本原子力研究所

日本電子(株)

ビームオペレーション(株)

古河電工(株)

(財)放射線利用振興協会

北海道電力(株)

(株)ユアサコーポレーション

ラジエ工業(株)

(アイウエオ順)
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