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〔 巻 頭 言 〕

次の放射線化学

東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻 河 内 宣 之

自分の研究をどの方向にもっていくかは，研究者に

とっては大問題である.これが一つの分野のこれから進

むべき方向となると，とてつもなく大きな問題となる.

というわけで，放射線化学について考えてみたい.今年

は日本放射線化学会が誕生して 40周年の記念すべき年

であるので，この問題意識は適切であろう.というもの

の，私は本学会誕生のいきさつは全く知らないので，ま

ずは本会のホームページにアップしである会則を読んで

みたすると付則に， r本会則は昭和 40年 11月 13日

からこれを施行する.Jとある.これから本学会が，

1965年 11月 13日に誕生したことがわかる.計算して

みると私が，小学 6年生の年である.放射線化学が誕

生したのは，第 2次世界大戦後のことであろうから，

それが誕生してからの時間はさらに長く， 60年程度に

達するのであろう. 40年あるいは 60年という時間は

決して短いものではない.放射線化学誕生時の問題意識

を体験していない世代が，現在の放射線化学を担ってい

るし， 1950年代， 60年代の論文を自らの論文の中で引

用する機会は，そう多くはない.

では， 放射線化学の現状はどうであろうか? 役に立

つのが，現在進行中の教科書プロジェクトである(編集

委員長丑田公規先生(理研)).私の目の前にその原稿

が，何と厚さ 10cmのファイルに綴じ込まれて，横た

わっている.目を通してみるとまずその内容の豊富さに

驚いてしまう.つまり放射線化学のフロンティアは，も

のすごい勢いで拡大しているのである.それを象徴的に

表現しているのが，丑田先生の手になる放射線化学のパ

ラダイムマップである.本誌 78号 (2004)，つまり前号

の59ページをご覧いただきたい.このような状況は，

放射線化学討論会に出席されると，すぐに納得できるは

ずである.おそらくこれが，少なくとも日本における，

For the New Generation of Radiation Chemistry 

Noriyuki KOUCHI (Department 01 Chemistry， Tokyo Jnstitute 

01 Technology) 

⑮ 152-8551東京都目黒区大岡山 2-12-1
TEL: 03-5734-2611， FAX: 03-5734-2725 
E-mail: nkouchi@chem.titech.ac.jp 
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放射線化学の魅力であり，若手が参入してくる理由の一

つなのだと思う.ただしこれを少し異なる観点で表現す

ると，コミュニティーのほぼ全員が共有できる中心的課

題が存在しない，ということになる.おそらくこれが，

放射線化学誕生時，あるいは本学会誕生時の事情と大き

く異なる点であろう.時折，話題に上る本学会の名称変

更の議論もこのあたりを起源としていると思う.

さてこれをポジティブにとらえるか，それともネガ

ティブにとらえるかで，冒頭の問題に対するアプローチ

が異なってくるだろう.最も極端なポジティブな見方は，

放射線化学は，次々とブラックホールのごとく周辺分野

を飲み込み，なおそのアイデンティティーを失わずに拡

大していく，というものであろう.その対極が，放射線

化学が分裂し種々の分野のゆるい結合が放射線化学と

みなされる，というものであろう. もう一つの観点は，

社会が放射線化学をどう見るかである. この社会あるい

は世間と称されるものの実体が，歴史的必然なのか，そ

れともある種の窓意的なものかがよくわからないのであ

るが，これ抜きには冒頭の問題を議論できないのは確か

である.問題は，われわれのやっている研究課題の中で，

それだけで社会が納得する， もっと露骨な表現をすれば

それだけで予算を分捕れるものがないのではないか，と

いうことである.やはり放射線化学は，他の多くの分野

と同様に，何らかの形でその有用性や必要性を主張し続

けなくてはならないのだと思う.

さて冒頭で， 40年， 60年という時間の話をしたので，

こんどは 100年に移ろう.2005年は， IUPAP (国際

純正応用物理学連合)により，世界物理年とされた年で

ある. 1905年にアインシュタインが光量子説， 特殊相

対論，ブラウン運動の理論という三つの革命的な論文を

立て続けに発表したが，それから 100年が経過したこ

とを記念しようとの趣旨である.われわれもその恩恵を

大いに被っている研究である.

以上のように，われわれの基本ツールは，生まれてか

ら数十年から 100年は経過していることがわかる.そ

して急速な技術革新を背景として，その基本ツールのい



河内宣之

くつかにおいては，大きな変革が起こりつつある.例え 学創建期の研究者たちは，自らの基本ツールを必至に磨

ばわれわれの基本ツールの代表格ともいうべき量子力学 いて，新しいテーマに挑んだはずである.いまちょうど

においては，巨視的量子現象が見出されたり，量子状態 その基本ツールをいろんな意味で，更新する時期にきて

のもつれや，非局所性といった摩詞不思議なことが，古 いるようである.ともすれば日々の忙しさにかまけてお

典論の限界を突破する技術のキーとなりつつある.つま ざなりになりそうな基本ツールの更新であるが，ジュニ

りわれわれのほとんどが学生の時分に植え付けられ，そ ア世代に負けずシニア世代も必死に勉強してどんどん更

のままもち続けている量子力学のイメージは，実はかな 新する必要がありそうである.その中で各人各様の『次

り古いのである. の放射線化学』が見え始めると確信している.

というわけで私なりの結論である.おそらく放射線化

2 放射線化学



〔展望・解説〕

リソグラフィーの最近の話題

一ナノリソグラフィーの実現に向けて-

The resolution of lithography used in mass produc-

tion lines has reached 90 nm in 2004. Ionizing radia-

tions such as EUV (13.5 nm) and electron beam are 

expected to replace light sources in exposure tools 

in the near future. We report recent topics of lithog-

raphy. With the ever shrinking pattern sizes， mass 

production of nanometer structures has become 

more challenging than ever. The limits of current 

resist materials have attracted much attention in 

this field. 

Key words: nanolithography， electron beam， EUV， 

ultimate resolution 

1.はじ め に

現在の半導体産業はリソグラフィーと呼ばれる超微細

加工技術に支えられている. リソグラフィー技術は年々

進歩を遂げ 2004年には DRAM量産ラインにおいてで

さえ 90nmを切る加工が行われている. 2010年には

45nm， 今から 10年後には 32nmの加工を 1.4nmの

精度で行うことが求められており， まさに， “ナノリソ

グラフィー"と呼ばれる領域に入ろうとしている.身の

回りにある家電製品の中に入っている“マイクロチッ

プ"が， まさに， “ナノチップ"と呼ばれる時代が始ま

ろうとしている.過去半世紀にわたって培われたリソグ

ラフィー技術は，半導体製造だけではなく，将来のナノ

テク産業を支える重要な加工技術のーっとしても大きく

期待されている.現在の 100nm近傍の大量生産は

KrF (248 nm)あるいは ArFエキシマレーザー (193

nm)といった光を露光源として加工が行われている.

Recent topics of lithography-toward nanolithography一
Takahiro Kozawa， Seiichi Tagawa (The lnstitute of 

Scient併cand lndustrial Research， Osaka University 8-} 

Mihogao初 ，lbaraki， Osa初 567-0047，Japan) 

~567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

TEL: 06-6879-8502， FAX: 06-6876-3287 
E.mail: kozawa@sanken.osaka-u.ac.jp 
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古漂孝弘・田川精一

しかし光による加工は波長の制限を受けるため，位相

シフトマスクのような超解像技術を駆使しても波長の 4

分の lまでの加工が物理的限界であると考えられてお

り，また，近年，多光子吸収やエパネッセント光を利用

することにより，光でもさらに微細な加工が可能である

ことが示されているが，大量生産という観点からはまだ

まだ開発途上の技術である. このような光に代わって，

電子ビームや EUV(13.4 nm)といった量子ビームが次

期露光源として期待されている.実際，これらの量子

ビームは波長が短い分，光よりも容易に微細パターンを

切ることが可能で，特に電子ビームでは 10nmを切る

加工が実際に行われている. しかし通常レジストは加

工の最終形態ではなく，加工途中で利用される材料であ

るので，解像力だけでは使用に耐えない場合が多い.半

導体製造用のリソグラフィーに関しては，産業界でロー

ドマップが作成され，必要とされる性能がこと細かに記

載されている.

将来のナノテク産業では，用途に応じて，一つ一つの

原子の積み上げに代表されるボトムアップ的アプローチ

から，自己組織化を利用したパターン形成，ナノインプ

リントなど，多種多様な加工技術が実用化されると考え

られるが，ナノからミリメートルまで自由自在に量産加

工が可能であるリソグラフィーの重要性が失われること

はないと考えられる.ここでは，簡単にリソグラフィー

について説明した後，産業界の近年の状況とレジス卜に

求められる性能について解説し最後に，最近のもっと

もホットな話題であるレジストの限界について議論する.

2. リソグラフィー工程

はじめに簡単にリソグラフィー工程を説明する. 図 1

に典型的な工程を示す.まず，被加工対象を必要に応じ

表面処理し， レジストと基盤表面の密着性を良くした後，

レジスト溶液を基板上にスピンコートする.その後，

ホットプレート上で基盤を加熱し，溶媒を蒸発させレジ

3 
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りがどちらになるかは周辺技術を含めた今後の両技術の

開発にかかっている.

ITRSではレジスト材料に関しても細部にわたるまで

開発目標および仕様が示されている.表1，表 2に

2004年の ITRSからの抜粋を示す. レジスト材料には，

アウトガス，基盤密着性， LWR (Line Width Rough-

ness)， 現像時の膨潤， 側壁形状，不純物感度，熱安定

性，現像後の残存物，金属不純物などの観点で極めて厳

しい要求にさらされる. しかし，それらの中で感度，解

像度，コントラスト，エッチング耐性の 4つが重要な

基本的パラメーターである.レジストの感度は慣習的に

吸収線量ではなく照射線量で記述されるので注意が必要

である.そのため，例えば電子線レジス卜の感度は加速

電圧によって大きく異なる.解像度はどれだけ細かいノマ

ターンを加工できるかという指標であるが，多くの場合，

感度とトレードオフの関係にあり，高感度かっ高解像度

なレジストの開発が従来から最重要課題となっている.

一方，コントラストは像のシャープさを表す指標で溶解

度曲線の傾きで定義される.また，通常，レジストは下

地を加工するためのマスクとして使用されるのでエッチ

ングに対する耐性が必要とされる. PMMAは， 高分解

能レジストであり，現在においても大学等で多くの研究

に用いられているにもかかわらず， レジスト耐性が之し

く感度もよくないため工業的には用いられていない.こ

のほかにも化学増幅型レジストではさらに，据置時間安

定性，酸の失活，蒸発等の問題に対処しなければならな

前述の LWRとは，現像後のレジストパターン幅のゆ

らぎのことであり，分散の 3倍 (3σ)で定義され，現行

のArFエキシマーリソグラフィーのレジストプロセス

における最大の問題点となっている.パターンの微細化

に伴い LWR低減への要求はさらに厳しくなり， 2005 

年で 3.6nmの要求であるのに対して， 2013年 (32

nmノードの開始年)には 1.4nmの精度が要求され，

今後の露光源のロードマップ図 2

エッチング

レジスト動IJ. .一一一 ー一一一 ー一一一

図 1 リソグラフィー工程の一例

ス卜薄膜を形成させる (プリベーク). レジスト薄膜を

量子ビームで露光し材料に化学反応を起こさせ，現像液

に対する溶解度に差を生じさせ像形成を可能にする.光

以外の露光源では， EUVと電子線が有望視されている.

近年， レジストの主流となっている化学増幅型レジス

ト1)では，露光で酸を発生した後，温度をかけることに

より酸触媒反応を進行させる (加熱を必要としないレジ

ストもある).照射した試料を現像すると照射部に像が

現れ，貧溶媒でリンスすることにより，溶媒を洗い流す.

この後， レジストをマスクとしてエッチングによる下地

加工やイオンドープ， リフトオフによる金属薄膜の蒸着

などの加工が行われる.実際の半導体製造過程ではこの

工程を数十回繰り返すことにより複雑な回路が製作され

る.

放射線化学

ロードマップとレジストに求められる性能

近年の半導体業界では，開発費の高騰から単独では開

発が不可能であるため，世界中のメーカー，サプライ

ヤー，公的機関，大学の協力により，開発に必要な要素

技術に対する要求とタイムラインに関するコンセンサス

を作成し投資の効率化を計っている. これは， ITRS 

(lnternational Technology Roadmap for Semicon-

ductors)と呼ばれており，毎年見直しが行われている.

図2に今後の露光源の投入予定を示す.図中，複数の

候補が挙げられているが，現行の ArFエキシマレー

ザーの次の露光システムは ArF液浸がほぼ確実である

とみなされ， その後に EUVがくると考えられている.

EUVは現在 2010年45nmノードからの投入を目指し

て開発が進められているが， ArF液浸で 45nmノード

が可能であるという報告もあり，その場合は EUVは

32 nmノードからの登場ということになる.切り替わ

4 
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表 1 レジストに要求される性能(ITRS2004より)

Year of prod uction 2004 2005 2006 2007 2010 2013 2016 

Technology node hp90 hp65 hp45 hp32 hp22 

DRAM 1/2 pitch (nm) 90 80 70 65 45 32 22 

MPU gate in resist length (nm) 53 45 40 35 25 18 13 

Resist characteristics 

Gate CD control (nm， 3 sigma) 3.3 2.9 2.5 2.2 l.8 l.2 0.9 

Resist thickness (nm， single layer) 180-315 160-280 140-245 130-225 90-160 65-110 45-80 

Defects in patterned resist films， 
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 

gates， contacts， etc. #/cm2 

Line wid th roughness (nm， 3 sig-
4.2 3.6 3.2 2.8 2 l.4 l 

ma) <8% of CD 

Other requirements: 

l. Sensitivity requirements are listed in Table 2. 
2. Feature wall profile should be 90士2degrees. 

3. Thermal stability should be 孟130
0

C.
4. Etching selectivity should be>that of polyhydroxystyrene. 
5. Upon removal by stripping there should be no detectable residues. 
6. Metal contaminants < 5 ppb. 
7. Organic material outgassing for two minutes. Value for EUV lithography tool is < 5 x 1013 (molecules/ 

cm2/s). 

表 2 大量生産に要求されるレジス卜感度

Exposure technology Sensitivity 

q

，“

η
4

l
1

内

4
ム

m
m
d
d
2m

m

 

J
f
J
J
J
'
'

「し
V

「
i
w
p
u

J
/
J

J

V

V
/

C
 

m
m
凶

m一バ

M

0

0

5

5

0

M

 

民
u
q
u

‘

B

-

ー

か

か

寸

寸

一

-

T

2

1

5

2

5

0

 

m
 

n
 

5

m

n

 

-

伺

矧

U

b

h

 

a

m

n

 

t

1

0

 

戸し
V

H
リ

rA

一

則

即

刈

u

d
円

1

仙

r
e

引

V

3

H
u
g
k
m
v
 

u
u
o
a
η
 

m
m
m
m
刈

叫

刈

w

n
n
n
陀

h

o

r
一

8

3

7

u

g
何
日
n
1

4
9
F
b
x
・-

2

1

1

E

H

L

 

モデルはなく，次世代リソグラフィーの実現のため，原

因解明と対策が強く望まれている.

5. 限界解像度

解像度はリソグラフィーにとって最も重要なパラメー

ターであり，露光機と材料の性能で限界解像度が決まる.

これまでの光リソグラフィーでは露光機の性能の寄与が

大きく， レジスト単体の限界解像度はあまり問題となら

なかった.また，産業界におけるレジスト開発において

は，要求される解像度さえ満たせば，解像度をさらに上

げることに意味はないため，解像度を極限まで追求する

次世代レジスト開発における最も困難な課題となってい ことはせずに，前述のその他の仕様を満たすために努力

る.当初の要求は，さらに厳しく例えば 2005年で 2.6 が払われてきた.そのため，開発上はレジスト単体の限

nmであったが 2004年のロードマップで現在のように 界解像度が重要視されることはほとんどなかった. しか

緩和された.もともと，レジストパターン側壁のでこぼ し今後の解像度に対する要求は材料の極限を追及する

こを LER(Line Edge Roughness)と呼び，デバイス ものであり，材料開発の方向を決めるためにも，現行の

製作上の問題となっていたが，ロジ ック回路の動作上は 化学増幅型レジストの限界解像度が産業界の注目を集め

片側形状のゆらぎより，ゲート幅としてのゆらぎのほう ている.実際， リソグラフィーにおいて世界的に最も権

が問題となることが示されて以来， LWRとして議論が 威のある国際会議の一つである EIPBN(The Interna-

行われるようになった厳密には LERとLWRは別物 tional Conference on Electron， Ion， and Photon 

であるが，多くの場合，原因が共通であると考えられ BeamTechnology & Nanofabrication)では， 2004 

過去に LERの原因究明のための多くの研究が行われて 年に“Limitsof Chemically Amplified Resists"と題

いる.しかしまだ，すべての現象をうまく説明できる したセッションが開催されこの問題に対する注目を集め

第 79号 (2005) 5 
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た.また，企業の専門家を中心とした参加者を限定した

本音に近いワークショップが最近頻繁に開催されている.

しかし学術的にはレジストの限界解像度は古くから

多くの研究者の興味を集め，さまざまな研究が行われて

きた.光と違い，電子ビームは容易に数 nm以下に集

束することが可能であるため (2003年には 100keVで

0.07 nmのビームが報告されている2))，電子 ビームリ

ソグラフィーを用いた材料の限界解像度の議論が行われ

た.これらの研究では PMMAが主に用いられたが，

PMMAは， 1968年に高解像度電子線レジストである

ことが見いだされて以来3)，最も高解像性を示すレジス

トとして知られている.限界解像度を議論するには電子

ビームによって形成される潜像(現像前の像)の解像性

と現像プロセスを分けて考える必要があるが，一般的に

は，“限界解像度は基本的にレジス卜中における入射電

子の散乱によって決まる"と考えられている.

前者のアプローチでは 、くつかのグループが電子軌

道のシミュレーションを行うことにより潜像の議論を

行っている4)-6) これらのシミュレーションでは，電子

の弾性散乱を screenedRutherfordで計算し非弾性

散乱によるエネルギー損失をベーテの阻止能の式で計算

する手法が一般的である.また，非弾性散乱の平均自由

行程と阻止能を光学近似で計算し PMMAレジストに適

用した手法も， Ashleyらにより報告されている7) ど

ちらの手法も現在販売されている電子線プロセスシミュ

レーターに採用されている. 2次電子の生成に関しては

ベーテの阻止能を内殻電子励起と荷電子励起の和である

と考え， シミュレーションに組み込む.初期のころは比

較的低エネルギー (10--30kV)の電子ビームによる議

論が主だったので入射電子の散古し特に後方散乱の効果

がもっとも重要視された(密集パターンの場合は前方散

乱による近接効果も問題となる).これらの計算はモン

テカルロ法を用いて行われたが，電子線の軌跡と実際に

解像されたレジストパターンの比較はレジスト内に蓄積

されたエネルギ一分布で議論され，この分布と実際のレ

ジストパターンがよく一致するため，限界解像度はレジ

スト中における入射電子の散乱によって決まると考えら

れた.このとき，計算の打ち切りエネルギーをどうする

かが問題となるが，一般的には材料のイオン化エネル

ギーを考慮して 20eV程度が目安となっている.次世

代リソグラフィーでは加速電圧は 100kVが想定されて

いるが， 100 kVでは電子はレジスト中をほぼ直進し，

さらに孤立パターンを議論する場合は基盤からの後方散

乱の影響も小さくなるため，露光による潜像はかなり小

さなものとなる. Kyserは， 電子線リソグラフィ ーの

6 

解像度の議論の中で， 100 keVの電子線露光により形

成される潜像の限界解像度は 4nmであることを示し

た8) 一方， PMMAの限界解像度は古くから10nmで

あることが知られていたが，この不一致に関して，

Broersは低エネルギー (5eV程度)の電子が， PMMA 

の主査切断を引き起こせるのではなし、かと考え，このよ

うな低エネルギー 2次電子の寄与で解像度が決定する

と主張している9) これは， PMMAのUV分解か らの

推測であると考えられる. また， PMMAのアニオンラ

ジカルからの分解に関しては Sakaiらにより報告され

ているが10)，特殊な条件下の実験で，電子線照射におい

てどれぐらいの G値があるかは不明である.むしろ，

この後の PMMAの限界解像度の研究で， これらの寄与

は少ないことが示されている.

現像過程と解像度の関係についても，多くの研究がな

されている.これは，基本的にはレジストの解像度は露

光部と未露光部の溶解速度の差で決まるという考えに基

づくもので，実際，現像液の種類，温度，現像時間を変

えると解像度が変わることが知られている.また，高分

子の分子量を変えると解像度が変わることが報告されて

おり，一般的には分解型であれば初期の分子量は高いほ

うが，ネガ型であれば低い方が，露光部と未露光部の間

でより大きい溶解速度差が得られ有利であると考えられ

ている. (ネガ型レジストの場合は， 現像時露光部の不

溶解部分に溶媒がしみ込みパターンが膨潤することが解

像度を決める要因になることがある.)PMMAに関し

ては，これらの問題に対して膨大な研究が行われ，現像

条件が最適化された結果，限界解像度が 10nmである

と考えられていた. 1993年， ChenとAhmedは

PMMAの現像過程で超音波をかけることにより， 5--7 

nmの解像が可能であることを示した. 彼らの主張は，

現像時に未露光部と露光部の聞に働く分子間力がレジス

トの解像度を制限しているというものである. 10 nm 

以下の領域では，電子ビームにより分解した分子が未露

光部のレジスト壁との聞の分子間力のため溶媒に溶解で

きなくなる(正確には露光部と未露光部で十分な溶解速

度差を得られなくなる)ため，パターンを形成できなく

なると考えられる. したがって，現像時に超音波をかけ

ることにより，分子間力に打ち勝って低分子が溶解でき

るようになり 10nm以下の加工が可能になったとして

いる 11) これは線状のパターンの場合の議論であるが，

パターン形状をあえて露光部の溶解を促進する形状にす

ることにより，超音波の補助を必要とせず 3nmの加工

ができることが Cummingらにより示されている 12)

これに対して， Yasinらは溶解時の分子の旋回運動の半

放射線化学
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径が限界を決めている要因ではなし、かと提案した13) 一

般的に PMMAでは，溶解速度差を大きくできるという

理由で分子量が高いほうが高解像にできると考えられて

いたが，彼らはあえて低分子量の PMMAを用い，現像

液に貧溶媒を用い PMMAの旋回運動半径を抑えること

を意図して実験を行った.また，貧溶媒を利用すると現

像時間が長くなり，膨潤の影響がでるため，時間短縮の

ため超音波を利用している.その結果，線状パターンに

おいても 3--4nmの加工に成功したとしている.これ

は， Kyserの主張する露光により形成される潜像の限

界解像度と一致する.

以上，電子ビームによって形成される潜像 (現像前の

像)の解像性と現像プロセスの議論をまとめると，有機

レジスト材料の限界解像度は基本的にレジスト中での電

子の散乱で決まり，現状の露光機では数 nmである.

しかし多くのレジストの場合，実際に解像度を決めて

いるのは，現像プロセスであり，高分子の分子量，現像

液の種類，現像条件，現像メカニズムなどのコントラス

トを決める要因が解像度を決めていると考えられる.

PMMA以外にも 10nm前後の解像が可能な有機レジ

ストには ZEP520(日本ゼオン社)14)，カリックスアレ

ン15)，ポリ -α-メチルスチレンなどが報告されている.

図3にZEP520のパターン例を示す.

これまでの話で，読者の中には，現状でも簡単に 10

nmを切る加工が行えるのではないかと思われる方もい

るかもしれないが，前述のレジストは次世代レジストに

求められる性能のうち解像度以外の性能をほとんど満た

していないことを強調しておく.従来型のレジス卜に対

して，現在の主流であり，次世代リソグラフィーにおい

ても重要な役割を果たすと考えられている化学増幅型レ

ジストの限界解像度はどうだろうか? 現在のところ，

報告されている最高解像度は約 30nmであり 16)(ただ

し， 2004年 12月にドイツのエンラーゲンで行われた

専門家会議では量産性をもっ産業で利用で、きるとみなせ

るレジストの解像度は現状では最高で 40nmというの

が結論であった)， PMMAに比べるとかなり大きなも

のとなっている.化学増幅型レジストでは，現像前の潜

像の形成に酸触媒反応を利用する.そのため，従来型の

レジス卜で議論されたファクターに加え，酸の拡散が解

像度を制限する要因として指摘されている.酸の拡散係

数を求めるための実験が数多く行われた17ト 22) 報告さ

れている拡散係数は 10-11__10-15cm2jsである.報告

値に大きな聞きがあるのは，拡散係数が測定するレジス

ト組成に依存するためだけでなく，薄膜中での酸の拡散

の測定そのものが困難であることを否めないが，酸の拡

第 79号 (2005)

図3 レジスト (ZEP520)の解像度

散速度と反応にかける時間から，実用上のレベルで 5--

10 nm程度には酸の拡散を抑えることが可能ではない

かと見積もられている.また，多くの化学増幅型レジス

トはアミン等の酸捕捉剤をレジスト材料に加え，酸の拡

散を抑えるための工夫がされているので， 5--10 nmと

いう値は妥当そうである. もちろん，露光量を増やして

酸を十分に発生させれば，拡散長をさらに減らすことが

可能である.実際，化学増幅型レジス卜では照射量を通

常より多くし，酸の拡散長を抑えことにより高解像パ

ターンを得ることができる場合がある. しかしこれで

は高感度であることが必須とされるレジス卜にとって意

味がないことは明白である.次世代レジストでは， 100 

keVの電子ビームに対して 5--10μCjcm2の感度が要

求される(同じエネルギーで PMMAの感度は約 170

μCjcm2) が， この要求を満たして高解像を達成するた

めには，結局のところ酸の初期生成量と初期分布が非常

に重要になってくる.では，現像プロセスが最適化され

たとき， 化学増幅型レジストの限界解像度は 5--10nm 

程度の酸の拡散と PMMAで議論された 4nm程度の潜

像の和で決まるのだろうか? 前述の PMMAの限界解

像度の議論では，エネルギー付与はイオン化までである.

したがって， PMMAのラジカルカチオンの分布と限界

解像度がよく 一致していることになる. しかし化学増

幅型レジストでは酸発生剤が低エネルギーの電子と反応

して酸のアニオンを生成するため，酸の潜像は PMMA

の潜像よりかなり大きなものとなる. このボケは数 nm

と見積もられている23) 以上のファクターを考慮すると，

現在報告されている 30nmという値は，かなり限界解

像度に近い値であることがわかるが， PMMAレジス卜

ほどは最適化されてはいないようである.

7. まと め

リソグラフィーの最近の話題として，限界解像度を解

説した. リソグラフィーにおける材料開発は従来繊墜爆

撃的に行われてきたが，次世代リソグラフィーに使用さ

れるレジス卜材料に求められる性能は，材料の極限を追

7 
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求するものであり，反応機構の解明なくしては開発は難

しいという認識が一般にできつつある.特に ArF液浸

リソグラフィーの後はイオン化放射線の領域に入ること

が予想され，今後， レジスト開発における放射線物理・

化学的アプローチの重要性が増すと考えられる.
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Hydrated Electron Yields in the 

Proton Radiolysis of Water 

Jay A. LA VERNE， a， b Igor STEFANIe， a and Simon M. PIMBLOTr
a
， b 

aRαdiαtionLαborαtoηαnd bDepαrtment of Physics， University of Notre Dαme 

The yields of hydrated electrons have been meas-

ured in the radiolysis of water with protons of 2 to 

15 MeV using scavenging techniques. Glycylgly-

cine was used as the scavenger and the results at 

low concentrations are compared with data from 

other ions to elucidate the overall effect of track 

structure on hydrated electron yields. Variation of 

the glycylglycine concentration gives an effective 

probe of the hydrated electron yield at various 

times in the relaxation of the proton track. Compar-

ison of the results with those found in gamma radio-

lysis shows considerable intratrack reactions on the 

nanosecond to microsecond time scale in proton 

radiolysis. Good agreement between the experimen-

tal results and Monte Carlo track calculations allow 

one to accurately describe the physical structure of 

the proton track and its chemical consequences. 

Key words: heavy ion radiolysis， hydrated elec-

trons， protons， tracks 

• Introduction 

The hydrated electron is the principle reducing 

species produced in the radiolysis of water.l). 2) Con-

siderable knowledge has been accumulated on its 

production and kinetics using electron pulsed radio-

lysis techniques because it is readily observable 

optically. Only a few direct measurements of the 

hydrated electron have been performed with heavy 

ions戸-5) Heavy ions have a larger linear energy 

transfer (LET=the stopping power， -dEjd.x) than 

fast electrons. They can produce tracks with 
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regions of high energy-deposition density and there-

by higher concentrations of water decomposition 

products than found with gamma rays or fast elec-

trons. Several studies have shown that hydrated 

electron yields at about 1 microsecond following 

the passage of the ionizing radiation decrease with 

increasing energy deposition density within the par-

ticle track， but litt1e is known about the relative ki-

netics leading to this decrease.6) Knowledge of the 

temporal dependence of the hydrated electron yield 

is valuable for comparison with model predictions 

and for applications in nuclear power production 

and waste management. 

Heavy ion pulse radiolysis experiments are very 

difficu1t to perform so the majority of information 

on the yields of hydrated electrons has been deter-

mined using selective solutes as hydrated electron 

scavengers. The stable product formed in a scaveng-

ing experiment can be used as a quantitative meas-

urement of the hydrated electron yield. Knowledge 

on the kinetics of the hydrated electron is given by 

the variation in product yields as a function of the 

scavenging capacity. The latter is defined as the 

product of the solute concentration and the rate co-

efficient for the scavenging reaction. This work 

will present general results on the yield of the 

hydrated electron with protons of 2 to 15 MeV ini-

tial energy. Yields on the microsecond time range 

will be compared with those from other ions to 

show relative LET effects. Monte Carlo track simula-

tions that include the chemical kinetics and diffu-

sion of reactive species are used to develop an under-

standing of the physical track structure by compari-

son with experimental data. A combination of the 

model predictions and the data are used to evaluate 

the time dependence of the decay of the hydrated 

electron for different energy proton irradiations. 

9 
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Experimental 

Glycylglycine solutions of 0.1 mM  to 1 M were ir-

radiated with protons of 2 to 15 MeV using the 

facilities of the Notre Dame Nuclear Structure Labo-

ratory. Irradiation techniques were as described pre-

viously.7) The protons are completely stopped in 

the sample so track averaged yields are measured. 

Ammonium ions produced by the reaction of the 

hydrated electron with glycylglycine was measured 

using a Dionex DX 500 ion chromatographic 

system. The experiments were carried out at 22
0

C 

using water purified by a H20 commercial system 

consisting of an UV lamp and various micoporous 

filters. 

Monte Carlo calculations were performed using 

the same general techniques and parameters as in 

previous studies.8) The methodology uses a collision-

by-collision approach employing liquid phase elas-

tic and inelastic cross sections to determine energy 

loss even ts along the particle track and for all the 

secondary electrons. Water fragmentation is deter-

mined from the energy loss in a collision event and 

the spatial placement of water fragmentation prod-

ucts are relative to their parent. Diffusion of reac-

tive species is considered using Fick's law while reac-

tion is determined by the IRT simulation technique. 

A series of track segment yields are calculated at 

different proton energies and integrated to give 

track average yields. 

Results and Discussion 

The present results use glycylglycine as a scaven-

ger of the hydrated electron. Previous studies have 

shown that glycylglycine reacts with the hydrated 

electron to give ammonium ion， which is measured 

in these experiments.7) The rate coefficient for this 

reaction is 3 X 108 M -1 c 1 and all indica tions are 

that the reaction is quantitative. 

Many experimental results have shown that LET 

is not an adequate parameter to express yields in 
the heavy ion radiolysis of water1).6) Particles of 

different velocity can have the same LET， but have 

variations in the microscopic track structure due to 

the secondary electron distributions. Previous 

Monte Carlo simulations on the Fricke dosimeter 

suggested that the parameter MZ2/E is a better indi-

cator than LET for describing the long time yields 

in heavy ion radiolysis， where M， Z， and E are the 

mass， charge， and energy of the incident ion， respec-

tively. Figure 1 show the results of the present 

study with those of several previous studies. An 

increase in the parameter MZ2 
/ E is similar to an in-

crease in LET in that the density of species in the 
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Fig. 1 Microsecond yields of the hydrated 

electron as a function of MZ2/ E: (・)lH， 

this work; (0) 4He， ref. 7;口 1H， 4He， ref. 
9; (マ)4He， 7Li， ref. 10; (0) lOB(n，αfLi， 

ref. 11; (ム)lOB(n，α) 7Li， ref. 12. 

track becomes denser and radical yields decrease. 

However， even the MZ2/E parameter will not com-

pletely determine product yields between different 

systems because of the time dependence of the 

yields. Radical yields are fairly constant on the 

microsecond time scale in the radiolysis of water 

with fast electrons or gamma rays because the isolat-

ed spurs have dissipated and the reactive species 

are distributed nearly homogeneously throughout 

the medium.6) The tracks of heavy ions do not ex-

hibit this effect and radical yields are always chang-

ing. Most of the discrepancies in the data of Figure 

1 are due to measurements using different scaveng-

ing systems and therefore different lifetimes of the 

track chemistry. It is therefore critical to compare 

yields between di百erentsystems at similar times， 

which is often difficult. Knowledge of the temporal 

variation of radicals is very important. 
Figure 2 shows the results for the production 

of ammonium ion in the proton radiolysis of 

glycylglycine solutions as a function of the scaveng-

ing capacity. The inverse of the scavenging capaci-

ty is the lifetime of the hydrated electron with re-

spect to the scavenging reaction. By varying the 

solute concentration， one is effectively probing the 

particle track at different times to determine the rel-

ative competition between radical combination reac-

tions and diffusion into the bulk water. Figure 2 

shows that with decreasing proton energy relative-

ly fewer hydrated electrons escape into the bulk 

water and considerable track chemistry occurs on 

the nanosecond to microsecond timescale. There is 

no constant “escape yield" as typically observed 

放射線化学
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Scavenging Capacity (5-1) 

Hydrated electron yields as a function 

of the glycylglycine scavenging ca-

pacity for gamma rays and protons of 2 

to 15 MeV， solid points， (ム)ref. 9， (マ)

(0)， ref. 10. 

with fast electron or gamma radiolysis. Compari-

son between different scavenging systems is almost 

impossible as observed from the data of Figure l. 

The predictions of the Monte Carlo track calcula-

tions agree with the results of both gamma rays 

and the protons as shown in Figure 2. Experimen-

tal results are for track average yields， which are 

measured direct1y， while the ca1culations are ob-

tained from track segment yields averaged over all 

energies up to the initial proton energy. The combi-

nation of an experimental with computational ap-

proach leads to good con白dencethat the kinetics of 

the hydrated electron in proton tracks is now under-

stood relatively well. 

While the data as presented in Figure 2 show the 

relative agreement between experiment and the 

model ca1culations， it does not give a good represen-

tation of the variation in yields as a function of 

time for the different proton energies. Figure 3 

shows a representation of the time dependences of 

hydrated electron yields for all proton energies. 

The agreement between model calculations and 

data is very apparent. At low proton energies the 

data approach the results observed with fast elec-

trons. Yields decrease with decreasing proton 

energy due to increased track reactions. The 

hydrated electron yields are readily observed to 

vary at all the time scales observed in these studies 

Only at the very shortest times are the yields 
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Temporal dependence of the yields of 

the hydrated electron as a function of 

proton energy. 

Solid points are the data from this 

work and the lines from Monte Carlo 

track simulations. 

with protons of less than 10 MeV similar to that ob-

served with fast electrons. These studies support 

the assumption that initial water decomposition 

yields are independent of the incident radiation. 

However， further studies with higher LET radiation 

by lead to different conclusions. 
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プロトン照射された水中の水和電子の収率

日本語訳担当:早稲田大学理工学

総合研究センター 岡 書 崇

要 旨 2--15 MeVのプロトン照射した水中の水和

電子の収率を捕捉剤法により測定した.グリ、ンルグリシ

ンを捕捉剤として用い，その濃度を変化させることによ

りさまざまな経過時間後のプロトントラック内の水和電

子の様子をうまく調べることができる.ガンマ線照射の

場合との比較から，プロトンによる放射線分解ではナノ

秒からマイクロ秒の時間領域でかなりのトラック内反応

が起こっていることが明らかになった.

キーワード:重イオン，水和電子，プロ トン， トラック

Introduction 

水和電子は，水の放射線分解によって生成される 1).2)

電子線照射による水和電子の研究はたくさん行われてき

たが，イオン照射による水和電子の直接的な測定はほと

んど行われていない.重イオンは高速の電子に比べて高

いLETを持つので， トラック内にた くさんのエネル

ギーが付与され，その結果，ガンマ線や電子線と比べて

高密度に放射線分解が行われる.放射線照射から 1マ

イクロ秒後の水和電子の収率は， トラ ック内のエネル

ギー付与密度の増加とともに減ることは知られているが，

その kineticsはよくわかっていない.

Hydrated Electron Yields in the Proton Radiolysis of 
Water 
Jay A. LAVERNE，a. b Igor STEFANIC，a and Simon M. 

PIMBLOTTa. b (aRadiation Laboratory and bDeρartment 01 
Physics， University 01 Notre Dame， Notre Dame， lndiana 
46556， USA) 
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Experimental 

ノートルダム放射線研究所で 0.1mM--l Mのグリシ

ルグリシン溶液に 2--15MeVのプロトン照射を行った.

プロトンは溶液内で完全に止まるため，収率は溶液全体

で測定した.水和電子とグリシルグリシンの反応によっ

て生成されるアンモニウムイオンはイオンクロマトグラ

フィーで測定した.実験は 22
0

Cで行い，水は UVラ

ンプとフィルターで精製した.モンテカルロ計算は以前

と閉じ方法で行った8)

Results and Discussion 

LETはイオンビームノマルスラジオリシスによる収率 ι ¥

を表すパラメーターとしては適していないといわれてい

る1).6) フリッケ線量計のモンテカルロシミュレーショ

ンによれば，パラメーターとして MZ2jEを使う方が長

時間の収率を考えるときには適している.ここでM は

質量，Zは電荷，Eはエネルギーである. Fig.lには，

過去の結果と本研究の結果を示した.MZ2jEをパラ

メーターにとっても， LETをノマラメ ーターにと ったと

きと同様， トラック内反応が増えると収率が下がること

がわかる. しかしながら，MZ2jEは収率の時間依存性

を表すことができない.電子線やガンマ線によるマイク

ロ秒の時間領域におけるラジカルの収率は，スパーが溶

液中に均一に分散するためにほぼ一定である6) しかし

イオンビームの場合はラジカルの収率は絶えず変化する.

また， Fig.lの結果はそれぞれ異なる捕捉剤を使って

いるために， トラックの lifetimeも異なる. そのため，

異なる系で同じ時間領域の測定を行うことは難しい.

Fig.2はグリシルグリシン溶液のアンモニウムイオ

ンの G値を捕捉能の関数で示したものである.この結

果から，ナノ秒からマイクロ秒の時間領域でかなりのト

ラック内反応が起こっていることがわかった.また， ト

ラック内反応のモンテカルロ計算は， Fig.2のガンマ

線とプロトンの結果と良い一致を見せた.実測値と計算

値との一致は，プロトン照射のトラック内の kinetics

を記述できたということを示しているが，異なるプロト

ンのエネルギーの時間変化をうまく表せない.それを改

善し水和電子の収率の時間依存性をすべてのエネル

ギーに関して表したのが Fig.3である. モンテカルロ

計算と実測値との一致も明確である.プロトンのエネル

ギーが低くなると， トラック内反応が増え，その結果，

収率が下がっている.水和電子の収率は，すべての時間

領域において測定された.
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一面聖日
高エネルギー放射線の化学反応への応用

-r線を利用じた水からの水素製造一

名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻 書 回 朋 子

名古屋大学大学院工学研究科エネルギー理工学専攻 田辺哲朗・アレンチェン

1.はじめに

放射線，特に γ線を化学反応に有効利用する試みは，

放射線化学の分野において 1960年代頃から放射線と物

質との相互作用を明らかにする研究と並行して盛んに行

われてきた.原子力分野では，従来処理処分されるだけ

であった (し、わば人類にとってお荷物の)放射性廃棄物

のもつ不要で危険と考えられていた放射線エネルギーが

最近見直され，化学反応への応用など，その新しい用途

や有効利用を意図した研究が増えつつある.

本稿では，筆者らが最近行っている γ線を利用した水

からの水素製造の試みについて報告する 1)-3). r線など

の高エネルギー放射線は，この化学反応を進行させるの

に十分なエネルギーを有するにもかかわらず，その透過

力の高さゆえに，化学反応への寄与は非常に小さし州.

例えば， γ線照射によって水から生成される水素の G値

(G(H2)) は0.5以下と報告されている5).6) ところが，

放射線を水や固体材料に照射した際に起こるコンプトン

効果や非弾性散乱による電子や光の発生をうまく利用す

れば，化学反応を引き起こすのに十分かつ有効な数十

eV"""数 eVの多数の電子または光子に γ線を変換する

ことが可能となる.筆者らは，水中に固体材料を共存さ

せ7線照射することによって，水の中でこのエネルギー
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for H2 Production一
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変換を行い，分解反応を促進させることを試みた.

2. γ線エネルギー変換を利用した

水の分解反応促進

2.1 水や固体材料における低エネルギー電子の発生

と水へのエネルギー付与

最初に， r線が入射したときに水や固体材料中で起こ

る低エネルギー電子 ・光子の発生(特に効率の高い低エ

ネルギー電子の発生)について簡単に説明し固体材料

を水に共存させたときに，水の中のどの場所で分解反応

が促進されうるかを述べる.

T線が水の中に入射すると， コンプトン効果によって

高エネルギー電子 (primaryCompton electron)がまず

発生しこの電子はその後の非弾性散乱過程を繰り返し

多数のより低エネルギーの電子(光電効果)や光子(蛍

光)を水中に発生させる.このようにして発生したより

低エネルギーの電子や光子もまた，衝突や非弾性散乱過

程を繰り返しさらに低エネルギーの多数の電子や光子

に変換されると考えられる.固体材料中においても水の

場合と同様の過程が起こっているが，原子番号が大きく

(電子数が多く)高密度な固体材料ほど， γ線と相互作

用する頻度が高まり，固体内部で発生する低エネルギー

の電子や光子の数は増加すると考えられる.

水中に固体材料を共存させると，入射7線によって固

体内で発生した多数の電子のうち，十分なエネルギーを

もった電子は固体表面から水中に放出される.水中で発

生した電子も固体材料に入射して，より低エネルギーの

電子を発生させるため，これら電子の一部も水中へ放出

されると考えられる.このように，固体材料を共存させる

ことによって水中の電子の密度は，水のみのときと比べ

て増加し水へのエネルギー付与が高まると理解される.

13 
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次に，固体材料から水中に放出される電子のエネル たモンテカルロシュミレーションによって評価できる.

ギーについて考えてみる 60Coからの 7線(約1.3 Al， SS (Stainless Steel)， Pbの各金属板を 2枚ずつ

MeV)が固体材料中に入射するときに，国体材料表面 水の入った反応容器内に置き，周囲から 7線照射すると

から放出される電子の最大運動エネルギーは 1MeV程 いう単純な系について (Fig.1)，金属板に挟まれた水領

度であり，この電子の水中での飛程を考慮すると，固体 域の平均的な吸収線量と 1keV以下の低エネルギー電

表面から最大でも数 mmの水領域までしか電子は到達 子の密度を MCNPコードによって計算した.金属板に

しないことがわかる.また，水分子の分解に特に効果的 挟まれた水の厚さを 1mmに固定して金属板の厚さを

と考えられる低エネルギー電子は，さらに固体材料の表 変化させた場合と，金属板の厚さを 1mmに固定して

面近傍に放出されるので(1keV程度の電子の水中での 金属板に挟まれた水の厚さを変化させた場合について計

飛程は数百 nm以下，数 eVから数十 eVの電子では数 算した結果を，それぞれ Fig.2に示す.双方とも，金

十 nm以下と見積もられる)，固体材料表面に近い水の 属板に挟まれた水領域の電子密度と吸収線量は，やはり

領域ほどエネルギー付与が大きくなると考えられる.実 Al<SS<Pbの順で原子番号の大きい金属板ほど増加す

際に，金属板 l枚を水の中に共存させ一方向から γ線 ることが確認された

照射を行うという単純な系について MCNPコード7)に

よって水中の吸収エネルギーの分布を調べると，金属表

面に近づくほど吸収エネルギーは著しく増加することが

確認された. このことから，本システムにおける水の分

解反応は，共存させる固体材料表面近傍で促進されると

期待される.

2.2 理論計算を利用した実験体系のシミュレーショ

ン3)

固体材料表面近傍の水の領域に放出される電子・光子

のエネルギーや数，それらが水に与えるエネルギーは，

共存させる固体材料の種類だけでなく，共存させる固体

材料の幾何学的構造，例えば固体材料の厚さや並べたと

きの間隔などによっても変化することが容易に推測され

る.これについても， EGS8)やMCNPコードを利用し

~ Partic出血血幽血旬皿e凶

~ Par出朗自国国 outof醐 凶

Fig. 1 The geometry of a Pyrex glass vessel 

containing water and two vertical rec-

tangular metal plates. The vessel is 

subjected to irradiation by 1.3 MeV pho-

tons from all directions. 
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Fig.2 Calculated number density of sub-keV 

electrons and average deposited energy， 

normalized per incident r photon， in the 

water region sandwiched between the 

two metal plates in the geometry 

shown in Fig. 1. 
(a) The separation distance s is kept 

constant at 1 mm  while the plate 

thickness t is varied from 0.1 mm  to 1 

cm. (b) The plate thickness t is kept 

constant at 1 mm while the separation 

distance s is varied from 0.1 mm  to 1 

cm. _，口 aluminum，企， ム stainless

steel， and ・， 0:lead. 
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一方，金属板の厚さを変化させると，厚さが 0.2--0.3

mmのときに，金属板に挟まれた水領域の電子密度と

吸収線量は共に最大に達し，共存させる金属板に適当な

厚さがあることを示唆している.金属板が厚くなるほど，

T線の通過により金属板内で発生する低エネルギー電子

の数は多くなるが，ある厚さ以上なると固体材料から放

出する低エネルギー電子の数は増えず，逆に γ線遮蔽効

果が大きくなることが考えられる.さらに， シミュレー

ションから金属板の間隔が狭くなるほど，聞に挟まれた

水領域の電子密度と吸収線量が単調に増加することもわ

かった.金属板同士の間隔を狭くすると，一方の金属板

から放出された高エネルギー電子が他方の金属板に衝突

しまるで電子増倍管のように，他方の金属板からより

多くの低エネルギー電子を放出させると考えられる.

(電子が金属板間を行き来する様子が鏡の反射(実際は

反射ではなし，)に似ていることから，以後これをダブル

ミラー効果と呼ぶ)間隔が狭くなるほど衝突頻度が向上

し，水へ放出される低エネルギー電子の数が増えるので，

水の吸収線量も増大すると理解される.

3. γ線を利用した水の分解反応実験

3.1 固体材料利用による水素生成効率の向上1)

水中に固体材料を共存させることによって実際に水の

分解反応が促進されるかどうかを調べてみた.ステンレ

ス(88)製の反応容器の中に蒸留水 15mlとさまざまな

金属片 (60X1 xO.2 mm)を入れ，この反応容器内のガ
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Fig.3 H2 production per unit volume of water 

observed by gas chromatography and/ 

or thermal desorption against the vol-

ume of metals coexisting with water. 
Thermal desorption was only perform-

ed on Ta and Pd; see the text. 
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スを十分排気した後に，コバルト 60照射装置を用いて

5.8 kGyγ線照射を行った. r線照射により生成した水

素の定量にはガスクロマトグラフを用いた.ただし水素

吸蔵金属である Pdや Ta金属片を入れた場合には，金

属片内の水素を昇温脱離させ定量した.水単位体積当た

りの水素生成量を求め， これを水の中に入れた金属片の

全体積 (Vmetal)に対してプロットしたものが Fig.3であ

る.予想どおり， γ線による直接分解 (Vmetal = 0のと

き)よりも，固体金属を共存させて，そこから放出され

る低エネルギーの電子や光子を利用する方が効果的であ

ることがわかる.共存させる金属片の量が多いほど，さ

らに原子番号の高い金属を共存させるほど，水単位体積

当たりの水素生成量が増加することも確認された. この

分解手法は，環境ホルモンをはじめとする水溶液中の有

害物質の分解 ・無害化にもたいへん有効であることがわ

かり 9)，10)，新しい水質浄化方法として特許も成立してい

る(特許第 3564532号).

3.2 水の分解実験による実験体系の評価2)

次に水中に共存させる固体材料の形状や配置によって，

水の分解効率がどのように変化するかを調べた. Fig.4 

のように，ステンレス容器に蒸留水 100mlと厚さ (t)

の異なるステンレス板 (88板 100x 26 x t mm)を等

間隔に並べて入れ，この反応容器内のガスを十分排気し

た後に， 5.8 kGyγ線照射を行った水単位体積当たり

の水素生成量を 88板同士の間隔に対してプロッ卜した

τ~ 
一

E
O
N
F
 

ゆ36mm1己 記:
ゆ40mmて 工・

Fig. 4 8chematic diagram of a stainless steel 

vessel containing 100 ml of distilled 

water and metallic plates. 

The plates are aligned in parallel with 

the vessel， and equally spaced. The 

vessel is under r-ray irradiation from 

all directions. 
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H2 production per unit volume of water 
observed by gas chromatography. 

Identical stainless steel metal plates are 
aligned with an equal separation dis-
tance (varied from 0.1 to 3 mm). The 

thicknesses of the plates are varied 
from 0.1 to 0.5 mm. The total volumes 

of metal plates are summarized in 

Table 1. 

。
。

Fig.5 

*not to sca/e 

Fig. 6 Schematics of three types of test 
geometries: honeycomb-tube，自lament-
wire and sheet晦roll，subject to radiation 

by 1.3 Me V photons from all directions. 

The ratio of the volume of water to 
metal is fixed at 10. The “cell sizes" 
(defined in the figure for each type) are 

varied. 

Sh鶴 t-roll

り多く発生させるように，固体材料の種類や幾何学的形

状を工夫することが重要な鍵となっており，これには理

論計算によるシミュレーションが有効であることが示さ

れた. そこで Fig.6のように，体積は同等で幾何学的

構造の異なる固体材料のモデルを立て，周囲から 7線照

射を行ったときに，水の中に発生する 1keV以下の電

子の密度を MCNPコードにより計算したところ， cell 

sizeが小さくなるほど、水中で、の電子密度は高くなり，

結果が Fig.5である. 間隔が 0.5mm以上では，水単

位体積当たりの水素生成量は常に厚さ 0.2mmの SS板

を用いたものが高く，金属板で挟まれた水領域の電子密

度と吸収線量が，適当な厚さの金属板に対して最大にな

るというシミュレーションの結果と対応している.さら

に， 水単位体積当たりの水素生成量は， SS板同士の間

隔が狭くなるに従って著しく増加していることがわかる.

間隔が 0.2mm程度に狭くなると，上述のダブルミラー

効果が支配的になり， SS板から水中への低エネルギー

電子の放出が促進されるが，逆に間隔が高エネルギー電

子の水中における飛程(数 mm)以上になると，この

効果は現れず，水単位体積当たりの水素生成量も少なく

なると考えられる. このように，実験結果はシミュレー

ションの結果とよく対応していた

3.3 理論計算による固体材料構造の最適化2).3)

以上のことから，本システムにおいて水素生成を促進

するためには，水の中に低エネルギーの電子をできる限

Variation of the total plate volume (cm3
) with the plate thickness t 

(mm) and the separation distance s (mm). 
Table 1 

Separation distance (mm) Metal thickness 
(mm) 

0.1 
0.2 

0.3 
0.5 

3.0 

2.4 
4.7 
6.2 

9.1 

2.0 

3.4 
6.2 

10.1 
14.3 

1.0 

6.2 

10.9 
16.4 
23.4 

0.5 

10.4 
18.2 

25.7 
33.8 

0.2 

15.6 
31.7 

39.0 
46.8 

0.1 

28.1 

放射線化学16 



高エネルギー放射線の化学反応への応用

は同等であったが，明らかにハニカム型構造の方が水素

生成量は多い.シミ ュレーションを利用して共存固体材

料の幾何学的形状を最適化すれば，水からの水素生成を

飛躍的に向上させることも可能と思われる.

3.4 団体材料表面の影響

上述したように，本システムでは水の分解反応は主に

固体材料表面近傍で促進されていると考えられるが，水

の中に共存させる固体材料の表面積を単純に増加させれ

ば良いというものではない. 反応容器の中に ss板を等

間隔で並べて 7線照射を行ったときの実験結果 (Fig.5)

を， 水に入れた ss板の全表面積と水素生成量との関係

として整理し直してみた (Fig.8). 水素生成量は ss板

の全表面積の増加に従って確かに増加しているが，ある

値で最大に達し，それ以上大きくなると減少することが

わかる. また ss板の全表面積が同等であっても水素生

成量は異なっており， ss板の厚さや間隔を変えて ss
板から水中に放出される電子のエネルギーや密度を制御

することが，やはり重要だ、と言える.

他方，水の分解反応が特に固体材料の表面近傍で促進

されているならば，固体表面で起こる化学反応について

無視することができず，そのーっとして 7線照射中の金

属板表面の酸化について考慮する必要がある.実際に

Pb板を水の中に入れて T線照射を行うと，多量の水素

発生と同時に表面酸化に起因する腐食が観察された.

Pb は高原子番号でEつ高密度な材料であり，水素生成

に優れた材料であるが腐食が進行するので望ましいもの

とは言えず，例えば表面を Pdや Pt，Auなどの安定な

金属によって被覆するなど改良する必要がある.一方，

金属酸化物である A1203を用いても，その幾何学的形

状を制御すれば水素生成量が格段に増加することを最近

見いだしており，固体材料の表面酸化が起こらなくても

水の分解反応が進行することを確認している.その他，

固体材料表面では逆反応(生成した水素と酸素の再結

合)も促進されるはずであり，反応場(水)から生成水

素を効率的に取り出すためには，固体材料の種類や形状

に加えて，その化学的性質も考慮する必要がある.化学

的視点からも本システムのさらなる改良 ・検討が不可欠

であり，今後，本研究を展開するうえでの重要な課題と
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various SS structures. 

(1) water-only， (2) parallel SS plates of 

0.5 mm  thickness， separated by 0.5 mm  
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Fig. 8 Total H2 production from water against 

total surface area of stainless steel 

plates. 

また水を内包する閉鎖型のハニカム構造の方が，開放型

のフィラメント構造に比べて電子密度が常に高いことが

示唆された. これは小さな領域に水を閉じ込めると γ線

と固体との相互作用の頻度も高くダブルミラ ー効果も起

こしやすいためと理解される.

実際に，水の入った反応管の中に SS製チュ ーブ(外

径 1.48mm，内径 l.12mm，高さ 100mm) 565本を

細密に詰めハニカムを模擬した構造を作成し 5.8kGyγ 

線照射を行った.水素生成量を，水中に SS板を等間隔

に並べた系や水のみの系と比較したものが Fig.7であ

る.反応容器に入れた SS製チューブと SS板の全体積

第 79号 (2005)

なりそうである.

4. むすび

以上のように，本稿では，放射線を水や固体材料に照

射した際のコンプトン効果や非弾性散乱による電子や光

の発生を利用して， γ線を，化学反応を引き起こすのに

十分かつ有効な数十 eV""""数 eVの多数の特に電子に変

17 



吉田朋子・田辺哲朗・アレンチェン

換することにより，実際に水の分解反応が促進されるこ

とを示した.このとき，水の中に低エネルギー電子をで

きる限り多く発生させるように，固体材料の種類や幾何

学的形状を最適化することが本システムにおける重要な

鍵となっており，これには理論計算によるシミュレー

ションが有効であることも示した.本システムでは水の

分解反応は固体金属表面近傍で促進されると考えられ，

表面における酸化や逆反応の抑制など，固体材料表面の

化学的性質の制御も今後の研究展開において重要な課題

となることを述べた.

γ線をはじめとする高エネルギー放射線を利用した水

の分解反応は，紫外・可視光を利用する光触媒的分解反

応と比較されることが多い.後者の分解反応においては，

適当な幅のバンドギャップを有する固体に対して紫外・

可視光を照射すると価電子帯の電子が伝導帯に励起され，

価電子帯に正孔と伝導帯に電子が生じ，これらが酸化や

還元反応を引き起こして水分子が分解されると考えられ

ている 11) そのため，酸化チタンに代表されるような適

当なバンドギャップを有する絶縁体や半導体材料が光触

媒の候補として挙げられるが， γ線照射下では， シリカ

(Si02)やアルミナ (Alz03)12)，また本稿で述べた金属板

など，通常，紫外・可視光照射下では反応不活性と考え

られる固体材料を用いても水素生成の促進が認められる.

これは，光触媒的水の分解反応は触媒表面のみで促進さ

れるのに対して， r線照射下では固体材料表面だけでな

く表面近傍の水の領域においても促進されていることを

意味している. r線を利用する場合には，バンドギャッ

プなどで特に限定されることなく ，あらゆる固体材料を

対象とした反応システムの設計が期待できそうだ.高エ

ネルギー放射線の特徴を活かした新しい水からの水素製

造方法として確立できるよう，本システムの更なる改

良 ・検討を行っていきたい.
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一出自宅

電子線照射によるポリイミドの屈折率制御

東京理科大学理工学部山下 俊

1.緒 一言

ポリイミドは 1960年前後， 芳香族テトラカルボン酸

無水物と芳香族ジアミンから合成された優れた耐熱性を

もっ材料で‘あり，宇宙航空材料，光電子材料や高性能複

合材料のマトリックスとして広範囲に応用されている1)

表 lにポリイミドの 10%重量減少温度，ガラス転移温

度などの耐熱性にかかわる物性値を示す.多くのポリイ

ミドは数百度の温度に耐えうる耐熱性を示すことがわか

る.このように優れた耐熱性，力学物性をもっポリイミ

ドであるが，いずれも茶褐色に着色しており，無色透明

の汎用プラスチックとは大きく異なっている.そのため，

機能材料の主役として用いられるよりも，構造材料や機

能を補佐する材料として用いられてきた.

電子状態という点からポリイミドを見てみると，電子

過剰性芳香族基と電子欠之性芳香族基が交互につながっ

た構造をしており，基底状態において，この電子過剰な

芳香族基から電子欠乏性の芳香族基へと緩やかな電子移

動が起こる.また，光励起状態でも，芳香族ジアミンの

HOMOから芳香族酸無水物の HOMOへと素早い電子

移動が起こり電荷移動励起状態が生じる2) このような

ポリイミドの電荷移動構造はポリイミドが励起された際

に効率よく電子緩和を行うことによって耐放射線性など

のポリイミドの優れた力学物性の源ともなっているが，

同時に前述のような着色の原因ともなっている.そこで，

ジアミン部分を電子のドナーとなりうる芳香族から脂肪

族に変えることによって電荷移動のないポリイミドを

イ乍ったところ，光反応性の向上，誘電率の低下，透明性

の向上などさまざまな物性を示すことがわかった3)-5)

Refractive Index Control of Polyimides by Electron Beam 

Irradiation 
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表 1 ポリイミドの耐熱性

ポリイミドの単位構造 TlO[KJ Tg[KJ 

-N悶 N-o-

-N悶 N。ひ
-N同てヰN合

一N?σ。吋N-o-

-同Nく)-0す

-NW。吋心0-0- 770 

800 

790 850 

790 750 

800 685 

790 
690 

650 

550 

543 

このように脂肪族ポリイミドは今後の電子・光機能性材

料への応用のみならず，次世代の耐熱性透明材料として

の展開の可能性を秘めている.

ポリイミドを光材料として応用する際に，光ファイ

パーや光集積回路用材料などが考えられる.従来の技術

で光集積回路を作製するには，基板に導波材料を塗布し，

フォトレジストも塗布し， リソグラフィー技術で回路パ

ターンを転写したのちに現象し，エッチングにより不要

部を取り除き，さらにクラッド材料を流し込むといった

多くのステップが必要となる.一方， リソグラフィーに

よって直接材料の屈折率を変化させられれば，プロセス

の簡便化を図ることが可能となるばかりではなく，屈折

率の勾配を誘起するなどさまざまな光デバイスへの展開

が可能となる.
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図 2

収にかかわっているが，この両者はクラマース・クロー

ニッヒの式7)によって関係づけられている. すなわち，

ポリイミドの電子線照射によって生じた吸収が屈折率を

誘起したと説明できる.

10000 

dose(kGy) 

PI(PMDAjDCHM)の電子線照射による屈折

率変化

8000 6000 4000 2000 O 

図 1

反応機構

ポリイミドの電子線照射による構造変化は非常に微小

で通常の手段では検出が難しいのでモデル化合物を用い

て構造変化を調べたところ，N-シクロヘキシルフタル

イミドに電子線を照射すると N-フェニルフタルイミド

が得られたことから， もともとのポリイミドに含まれて

いたシクロヘキシル基が，電子線照射とともに芳香族化

していることがわかった. しかしベンゼン環の吸収は

通常は 300nm付近にあり，ポリイミドの屈折率誘起

には大きく寄与しないと考えられる.電子線照射による

ポリイミドの屈折率変化には，脂環基から芳香族基への

構造変化に伴う電荷移動の形成が重要な役割を果たして

いる.

電荷移動はポリイミドの芳香族ジアミンと芳香族酸無

水物の相互作用によって生じる.芳香族ポリイミドが他

のポリマーに比べて着色している原因はこの電荷移動に

よるものと考えられてきたが，従来その具体的な内容に

ついては知られていない.

図 3に全芳香族ポリイミド (A)，芳香族酸無水物と脂

肪族ジアミンからなるポリイミド (B)，脂肪族酸無水物

と芳香族ジアミンからなるポリイミド (C)の構造を示す.

BとCを混合したポリマー (D)においては芳香族基は分

子間相互作用のみ可能で，分子間電荷移動吸収が生じる.

一方，全芳香族ポリイミドには分子間および分子内電荷

移動が存在するので AとDの差スペクトルは分子内電

荷移動の吸収に対応する. このようにして求めた吸収ス

ペクトルを図 4に示す.分子内電荷移動の吸収(F)は

放射線化学

3. 

電子線照射による屈折率制御

図 lにポリイミド PI(PMDAjDCHM)に電子線を照

射したときの屈折率変化を示す6) これは， ピロメリッ

ト酸無水物 (PMDA)とジアミノジシクロへキシルメタ

ン(DCHM)を縮合して得られたポリマーであり，脂肪

族でありながら 300度以上の耐熱性をもっ.電子線の

照射は厚さ数ミクロンの試料に，空気中，加速電圧 1

MeV，電流 1mAで行っている.照射前の屈折率は脂

肪族基を含むために他のポリイミドよりも小さくl.6か

らl.7ほどであるが，電子線照射とともに屈折率は増加

し， 10 MGyまでの電子線照射で誘起された屈折率変化

はTMモードで 8X10一死 TEモードで 7X 10-3であ

り，いずれもおよそ 10-2オーダーの大きな屈折率変化

を誘起できることがわかる.この屈折率変化は，従来

フォトオプテイカル効果(光化学反応による屈折率変

化)により報告されている値よりも大きく，電子線照射

による屈折率制御としても最も効果的な値である.

汎用プラスチックであるポリメタクリル酸メチル

(PMMA)に比較のために同じ条件で電子線を照射した

ところ， 100 kGyほどの電子線照射でフィルムが劣化

してぼろぼろになってしまった. このことから，電子線

照射による屈折率制御ができる材料として脂肪族ポリイ

ミドは，ポリイミドの耐放射線性を活かしながらうまく

反応を行うことが重要であることを示している.

このポリイミドに電子線照射を行ったとき 400nm 

付近に新しい吸収が生じるが， 500 nm以上には吸収の

すそがなく，可視光領域で使用可能である.この吸収の

変化は誘起された屈折率と相関がある(図 2). 分子の

外部電場による分極の実部と虚部はそれぞれ屈折率と吸

20 
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図3 全芳香族ポリイミド (A)，芳香族酸無水物と脂肪族ジアミンからなるポリイミド (B)，脂肪族酸無水物と芳

香族ジアミンからなるポリイミド (C)，BとCの混合物 (D)と電荷移動との関係

420 440 
Wavelength(nm) 

全芳香族ポリイミド (A)，芳香族酸無水物と脂肪族ジアミンからなるポリイミド (B)，脂肪族酸無水物と芳

香族ジアミンからなるポリイミド (C)，BとCの混合物 (D)と分子間電荷移動 (F)，分子内電荷移動の吸収

(G) 

0.14 

0.12 

8010 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

• 図 4

ーーー (A}.PI(BPDAlDPM)
(B}.PI(BPDAlDCHM) 

ーー (C}.PKρIBOAlDPM)
ーー (D}.PI(BPDAlDCHM)+PI(ABDAlDPM)

400 460 420 440 
Wavelength(nml 

480nm 

380 nm付近にあり，分子間電荷移動による吸収 (G)は

440nm付近まですそを引いていることがわかる. 長波

長側に生じた吸収はクラマースクローニヒの関係式によ

り屈折率を変化させる.これがポリイミドの屈折率変化

を誘起した吸収の正体である8)

4. 構造依存性

表 2に種々のポリイミドの電子線照射による屈折率

変化を示す.上部は芳香族ポリイミド，下部は脂肪族基

を含むポリイミドであるが，芳香族ではほとんど屈折率

変化がないのに対し，脂肪族を含むものは屈折率変化が

第 79号 (2005)

0.1 

0.08 

ーー (E);(A)ー[(8)+(C)]12
・ (F);(D)-[(8)+(C)]/2

・・・・ (G);(A)ベ0)

0.06 
0 
o 
可0.04~ 

0.02 

0 
380 400 460 480 

起こることがわかる.

脂肪族基を含むものでも PI(PMDAjDCHM)は脂肪族

ジアミンと芳香族酸無水物， PI(CBDAjDPM)は脂肪族

無水物と芳香族ジアミンから合成したものであるが， PI 

(PMDAjDCHM)のほうが大きな屈折率変化が起こって

いる.これは，酸無水物とジアミンのどちらが脂肪族で

あるかということが重要なのではなく， PI(pMDAj 

DCHM)は芳香族化することにより電荷移動を生じるこ

とができるが， 一方， PI(CBDAjDPM)はシクロブタン

環が芳香族化することはできず， したがって新たな電荷

移動の形成が起こらないという構造的な要因で説明でき
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表 2 誘起屈折率変化の構造依存性 (1)

snTEmode snTM mode 

({桝HZq

(ィ同13q

~~~吋

((村ι吋 2X 10-3 

kht弓 2X 10-3 

。 。

1 x 10・3 。

8 X 10-3 7 x 10・3

3 x 10・3

4 x 10・3

sn: The difference of 10 MGy for refractive 

index 

表 3 誘起屈折率変化の構造依存性(11)

snTEmode snTMmode 

E

将おi 1 x 10・3 。

料刊 8 X 10-3 7 x 10・3

{払当窓吋 5 X 10-3 3 x 10・3

刊…
 

sn: The difference of 10 MGy and 0 MGy for 

refractive index 

る. PI(CBDA/DPM)でもわずかに屈折率が増加してい

るのは， シクロブタンが切断するとマレイミドとなり共

役が増すためであると考えられる.

全脂肪族である PI(CBDA/DCHM)は電子線照射によ

る化学反応という観点からは芳香族ポリマーよりもよく

反応しているはずであるが， PI(PMDA/DCHM)に比べ

て大きな屈折率変化は誘起できない.このように，単に

脂肪族基のほうが電子線照射によりよく反応するという

22 
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理由によるのではなく，電荷移動構造を作るための仕掛

けと，反応部位をうまく配置することが重要である.

表 3に種々の構造のポリイミドとの比較を行った.

PI(BTDA/DCHM)はベンゾフェノン基をもつので，水

素引き抜き反応を行うことが知られているので， PI 

(PMDA/DCHM)に比べて反応を促進するのではなし 1か

と期待されるが，誘起された屈折率変化は PI(PMDA/

DCHM)よりも小さかった. これは，屈折率変化の原理

が電荷移動形成にあり，水素引き抜きなどの反応が起

こっても影響が少ないためであると考えられる.また，

PI(BTDA/DCHM)の繰返し単位は PI(PMDA/DCHM)

よりも長いので，電荷移動を形成できる構造の単位体積

当たりの含有率は PI(BTDA/DCHM)のほうが少ないと

考えられる.そのために PI(PMDA/DCHM)よりも屈折

率変化が小さかったと考えられる.

5. 電子線照射による反応初期課程

これまでに，電子線照射→脱水素反応→不飽和結合の

生成→芳香族化→電荷移動の形成→電荷移動吸収の生成

→屈折率変化の誘起，という物性変化の仕組みが明らか

になってきた.そこで，電子線照射による反応の初期過

程を検討した.図 5にモデル化合物として合成したメ

チルシクロへキシルピロメリットイミドの電子線パルス

ラジオリシスの過渡吸収スペクトルを示す.

THF中では基質のラジカルアニオンが形成すること

が知られている.そこで，図 5の 700nm付近のピー

クはイミド基に由来するラジカルアニオンの吸収である

と考えられる.一方，塩化メチレン中では， 400 nmか

ら700nmにかけてブロードな吸収と 700nm付近の

鋭い二つの吸収が見られた.これにトリエチルアミンを

加えると 500nmの吸収はなくなり， 700 nmの吸収は

消光されないので， ラジカルカチオンが 500nm， ラジ

カルアニオンが 700nmに観測されたことがわかる.

従来，塩化メチレン中では効率よくカチオンが生成す

ることが知られているのに対し脂肪族基を含むポリイ

ミドでは塩化メチレン中でもラジカルアニオンが生成し

ている.ポリイミドバルク固体における放射線反応は溶

液中とは異なるが，ポリイミドフィルムに電子線照射を

行った際にはイミド基の強い電子受容性という特徴に

よって，イオン化に続き，アニオン種の形成および励起

種の形成が起こると考えられる.脂肪族ジアミンを含む

ポリイミドの反応はこのように芳香族酸無水物の電子的

特長にかかわっていることがわかった.

放射線化学



電子線照射によるポリイミドの屈折率制御
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脂肪環式ジアミンを含むポリイミドの放射線初期過程図4
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日本ポリイミド1) 

5) 

6) 

8) 

め

ポリイミドを屈折率制御材料として使ううえで，まず，

ポリイミド自身の耐放射線性，耐熱性があることが重要

であるが，さらに，ポリイミドの電子供与体，受容体の

いずれかが芳香族化したら速やかに電荷移動を起こす仕

掛けをしておくことが重要であることがわかった.

また，ポリイミド主鎖のラジカルアニオンが重要な役

割を果たしていることから，主鎖に脱離基を導入する，

あるいは，化学増幅機構を導入することによりさらに反

応の高効率化が図れるものと期待される.

ポリイミドの耐熱性をベースにして屈折率の 3次元

精密制御を行うことにより光機能材料への展開が期待さ

れる.

第 79号 (2005)
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一面自宅

新発見の 113番元素

独立行政法人理化学研究所加速器基盤研究部ビーム分配技術開発室 森 田 浩 介

1.はじめに

筆者らは，光速の 10%に加速された 70Znビームを

209Bi標的に照射しビーム核と標的核との融合反応に

よって合成される，原子番号 113，質量数 278の原子

核 278113の崩壊を観測することに成功した. ビームや

その他の粒子から分離された目的の核は，半導体検出器

に打ち込まれ，そこで 4回の連続した α崩壊をした後，

自発核分裂を起こして崩壊した. 4回目のα崩壊の崩壊

エネルギーと崩壊時間，それに引き続いて起こった自発

核分裂の現象と崩壊時間は，既知の崩壊連鎖である

266Bh (原子番号 107)→264Db(原子番号 105)のものと

一致しており，これらの崩壊に先立って起こった 3回

の連続した α崩壊は 278113→274Rg (原子番号 111)

→270Mt (原子番号 109)→ という，これまでに報告さ

れていない新同位体の崩壊であると結論づけた.観測さ

れた原子数はわずか 1だが，保守的な言い方をすれば，

今回合成された 278113は，実験的に原子番号と質量数

を決定されたものとしては，原子番号，原子質量数とも

に最大のものであり，新元素の発見の可能性があると考

えている.

天然に存在する元素は 94種類である.これらの元素

のうち 43番テクネチウム (Tc)，61番プロメチウム

(Pm)，93番ネプツニウム (Np)，94番のプルトニウム

(Pu)は，天然、に存在が確認される以前に，人工合成に

よって存在が確認された. これらを超える原子番号の元

素はすべて原子核反応によって人工的に合成されたもの

であり，天然には存在しない元素である.

より大きな原子番号の元素を合成し，その物理的化学

Newly Discovered the 113th Element 

Kosuke MORIT A (RIKEN (The Institute 01 Physical and 
Chemical Research)， Cyclotron Center， Beam Technology 
Division) 
~35ト0198 和光市広沢 2- 1

TEL: 048-462-1111 (ext. 4251)， FAX: 048-467-4900 
E-mail: morita@rarfaxp.riken.jp 
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的性質を研究する絶えざる試みは，核物理においては新

しい陽子数，中性子数の領域での魔法数がどうなってい

るかといった原子核の安定性に関する知見を提供し，ま

た重核同士の核融合反応のメカニズムを解明する研究の

発展に寄与している.また化学においては新元素の化学

的性質が，それまで知られていた同属元素の性質との比

較において研究され，新元素が周期表に占める位置がど

うなるかということが，熱い議論の的となっている.

原子番号 93ネプツニウムから 101番メンデレビウム

(Md)までは中性子，重陽子， α粒子といった軽い核で

標的を照射して合成された 101番 Mdより大きな原

子番号の元素の合成には， ビームとして重イオンが用い

られてきている. 93番から 103番ローレンシウム (Lr)

までの元素はアメリカのグループによって発見され，

104番ラザホージウム (Rf)から 106番シーボーギウム

(Sg)まではアメリカ，旧ソ連の競争の中で発見された.

107番ボーリウム (Bh)から 112番元素 (未命名)まで

はドイツの研究グループによって発見されている.また

近年 112番， 113番， 114番， 115番， 116番， 118番元

素発見の報告がロシアを中心とした国際共同研究グルー

プによってなされている. 2004年以前には日本を含め

核図表の終端部分(2004年前半)

数子陽

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

口 α蹴犠

. 自発微分裂

問M たlま明壕

。同制緩

152 

中性子数

図 1 2004年前半時点での核図表の終端部
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新発見の 113番元素

たアジアの研究グループが新元素発見に寄与することは
2.実験方法

なかった.

図 lは2004年前半時点で合成が報告されている核種

を示している.縦軸に陽子数，横軸に中性子数をとって

核種を表現したものを核図表と呼んでいる.核種の崩壊

様式が灰色の階調別に示してある.楕円で囲まれた領域

がロシアのフレロフ核反応研究所 (FLNR)で研究されて

いる領域である 1) これらの領域の核種は，何回かのα

崩壊を繰り返した後に，自発核分裂を起こして崩壊して

いるが，自発核分裂を起こした核が，それまでに存在を

知られていない未知核であるために，観測された原子核

の原子番号と質量数を，純粋実験的に確認することはで

. きていない状況にある いくつかの傍証を行って実験結

果は信層、性があると考えられているが，上記の理由でこ

れらの元素が命名されるには至っていない(現在

IUPACによって命名がなされている最大の原子番号の

ものは， 111番元素 Rg(Roentgenium)であり， 2004 

年に命名された2))• 

理化学研究所では， 1987年にリングサイクロトロン

加速器施設に気体充填型の反跳分離器 GARIS(Gas-

filled Recoil Ion Separator)を設置して重核の探索研

究を開始した. 2000年に GARISをリングサイクロト

ロン施設から線形加速器施設 RILAC(RIKEN Linear 

Accelerator Facility)に移設し 2002年からフルスケー

ルの実験を開始した 108番， 110番， 111番， 112番

元素のドイツ重イオン科学研究所 GSIのク。ループに

よって行われた実験を追試し 2004年 7月 113番元素

からの崩壊を確認するにいたった.

今回理研で行われた一連の実験の方法と結果について

報告する.図 2にRILAC施設の概略図を示す.

理研線形加速器施設

CSM加速タンク リニアック加速タンク

図2 RILAC施設概略図

第 79号 (2005)

非常に重い核の合成には加速器からの重イオンビーム

を用いた核融合反応が用いられる.標的核とビーム核の

衝突エネルギーが高すぎると破砕反応が主となり，融合

反応は起こらなくなり，また標的核とビーム核との静電

反発力によって核表面同士が接触できないような低いエ

ネルギーでもやはり融合反応を起こすことは非常に困難

である.重核の合成には，通常，正面衝突をした核同士

の表面がちょうど、接触する程度の衝突エネルギーが選択

される.

このような衝突エネルギーで融合した重い核(複合

核)は一般に励起している.複合核は lないし数個の

中性子放出によって脱励起し蒸発残留核(合成の目的

である重核)となり，入射ビーム核とほぼ同じ運動量を

もって(したがってビームと同方向に)標的(通常薄

膜)から飛び出していく.

反跳分離器と呼ばれる分離装置によって，飛行してい

る蒸発残留核をビームやその他目的としない粒子から分

離し検出装置に導入する.ビームの粒子は毎秒 1012

個程度，ビームにはじき出された標的粒子は毎秒 103

個程度，反跳分離器に入射してくる.一方，目的とする

核は 1日に 1個以下，極端な場合は 100日に 1個と

いった数しか入ってこない.目的としない粒子を極力除

去し，かっ目的とする粒子に対しては極力大きな効率を

もつことが反跳分離器に求められる性能である.

検出装置は飛行時間測定装置と，それに続く位置感応

型の半導体検出器から構成されている.蒸発残留核は飛

行時間を測定された後，半導体検出器に打ち込まれ運動

エネルギーの測定が行われる.測定された飛行時間と運

動エネルギーから蒸発残留核の質量が導出される.原子

番号の大きなイオンに対する運動エネルギー測定の分解

能が十分でないために，大まかな質量を知ることしかで

きないが，解析における重要な情報となる.半導体検出

器に打ち込まれた蒸発残留核は，安定核になるまで，検

出器中のほぼ同じ場所で崩壊する.半導体検出器内で不

安定な核が崩壊するとき，検出器からは崩壊エネルギー

と崩壊位置，それに崩壊時刻の情報が得られる，このと

き飛行時間測定用の検出器は信号を出さない.飛行時間

測定用検出器を通過した蒸発残留核が半導体検出器に入

射しその場所で連続的に崩壊する信号を選び出すこと

によって，放射性重核種の検出が行われる.未知の崩壊

エネルギーと崩壊時間をもった核種がα崩壊して，既

知の崩壊エネルギーと崩壊時間をもった核種につながっ

たとき， α崩壊を逆にたどることによって未知核種の同
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定を行うことがでる.

検出器の計数率と空間分解能によって偶然の相関を作

り出す確率が決まるので，出したデータの信頼度を上げ

るためには，反跳分離器の分離能力を高くすることに

よって半導体検出器の計数率を下げると同時に，半導体

検出器の位置分解能を良くすることが実験者に要求され

る.

2.1 気体充填型反跳分離器 GARIS

静磁場や静電場を用いて，融合蒸発反応で生成される

原子番号の大きな蒸発残留核を，それと同方向に飛んで

いる入射ビーム粒子やその他の目的としない粒子から分

離して，ある一点に収集することを考える.融合蒸発反

応で生成される蒸発残留核は，速度 (v)があまり速くな

く(0.015<β< 0.026，β=v/C，C:光の速さ)，このよう

な速度範囲では，標的から飛び出したときのイオンの荷

電状態 (q)はある平均値 (qav)の周りに分布している. こ

のようなイオンを，真空状態で，イオンの進行方向に対

して垂直な一様な静磁場中に導くと，イオンはローレン

ツ力を受けて円運動を行うが，その軌道はBρ=0.0227

xA x (v/vo)/q (Tm:テスラメートノレ)という式で与え

られる.ここでBは磁束密度 (T:テスラ)， ρは軌道の

曲率半径 (m:メートノレ)， Aはイオンの原子質量数，

v，qはイオンの速度 (m/s:メートノレ/秒)および荷電状

態 (eC(電気素量×クーロン))， Voは水素原子のボー

ア速度(基底状態における水素原子の軌道運動の速さ:

c/137=2.19 X 106 m/s)をそれぞれ表す.また Bρ は

磁気剛性と呼ばれ，磁場中で運動する荷電粒子の曲げら

れにくさを示す量である.軌道半径ρはイオンの運動

量に比例し荷電状態に反比例する. したがって標的直

後の始状態で，荷電状態の異なるイオンは，磁場中で

別々の軌道を通り，同じ場所に収束させることが非常に

面倒なことになるので，真空状態の静磁場のみを使って

効率の高い反跳分離器を作ることは困難である.

静磁場中に希薄なガスを詰めて困難を解決する方法が

ある.イオンがガス中を飛行していくとき，イオンはガ

ス分子と原子的な衝突を繰り返し電子の捕獲と損失を

繰り返しながら飛んでいく .その結果イオンの荷電状態

は，ガス中での平均の荷電状態 (qav)の付近の値で増減

を繰り返しながら変化し続けることになる.ガスが充填

されている領域に，イオンの進行方向に対して垂直な静

磁場がかけられていると，イオンの軌道の曲率半径は荷

電状態が変化するたびに変化する.このときイオンとガ

ス分子の衝突回数が十分大きく，荷電状態が増減するの

に要するイオンの進行方向の距離が，電磁石の中心軌道

半径に比べて十分短いならば，このイオンの軌道は，既
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Gas-filled Recoil Senarator GARIS 

CJ気体充繍領織

01 01 02 

の

ri図3 理研の気体充填形反跳分離器 GARIS

出の式のqをqavで置き換えてBρ=0.0227xA x (v/Vo)/ 

qavで定義されることになる.この式で qavはイオンの

荷電の始状態には関係しない量なので，イオンのガス中

での軌道もその量に関係せず，イオン種と速度の閉じ粒

子はイオンの荷電の始状態には関係なく同じ点に収束さ

せることができるようになる.

理研の気体充填型反跳分離器 GARISは図 3に示すよ

うに D1-Q1-Q2-D2とし寸並びの電磁石で構成されて

いる. 標的および電磁石の領域には 70--100Pa (パス

カル)程度の圧力のヘリウムガスを充填して使用する.

ガスは D2の下流側から供給され，標的の直前に設置さ

れた作動排気系で排気される.作動排気系はガスの充填

された GARIS領域と， 真空領域であるビーム輸送系と

を，聞に隔壁を使わずに接続するために設置されている.

また GARISの焦点位置にある検出器箱は 10-4Pa程度

の圧力まで排気されているが，ガス充填領域と真空領域

を圧力的に隔てるため 1μmの厚さのマイラーフオイル

を使っている.

図3のD1中には入射ビームのおおよその軌道が書き

入れてある.入射ビームは D1電磁石内に設置された

Ta (タンタル)製のビームストッノマーで止められる.

入射ビームが止められる位置で多量の荷電粒子が発生し，

パックグラウンドを作る主な原因となっている. D2は

ここで発生した粒子を焦点面検出器に入射させないよう

にするために設置され，効果的に働いている.

2.2 検出系

GARISの焦点面に設置されている検出系は飛行時間

測定用検出器と半導体検出器で構成されている.検出器

の写真と概略図を図4に示す.

放射線化学
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飛行時間の測定には 2台の検出器を用いる.検出器

は粒子が薄膜を通過する際に放出される 2次電子をマ

イクロチャンネルプレート (Micro-ChannelPlate: 

MCP)検出器で検出している.静電場によってビーム軸

方向に加速された 2次電子は，静電ミラーによって直

角に曲げられ，粒子の通過する空間の下側にセットされ

たMCPに入射していく.約 30cmの距離を隔てて配

置された 2台の検出器からの信号の時間差を測定し

通過粒子の飛行時間としている.

飛行時間検出系の下流側に 5枚の半導体検出器が箱

状に配置された SSD-Boxが設置してある.それぞれの

検出器の有感領域は 60m mX60 mmである. SSD-

Boxの5枚の検出器のうち，粒子の入射軸に対 し正面

にセットされた(箱の底に相当する)検出器は 16個の

短冊形 (3.75mmX60 mm)の検出器で構成されており，

一つ一つの検出器は，抵抗分割方式によって長手方向

(垂直方向)に位置を測定できるようになっている (PO・

sition Sensitive Detector: PSD). 飛行時間検出系を通

過した粒子はこの PSDに入射する.このとき PSDは

入射した粒子の運動エネルギーと入射位置の情報をもっ

た信号を出す.

PSDに打ち込まれた不安定核は PSD内のほとんど同

じ場所で崩壊するので，測定された位置の情報によって

崩壊の連鎖を選別している.PSD中でα崩壊が起こる

とち入射した重粒子の半導体検出器中での深さよりも

α粒子の検出器中での飛程のほうが長いために， α粒子

が後方の半球中に放出される場合， PSDから飛び出す

場合がある.このような場合に α粒子は PSDにそのエ

ネルギーの一部しか与えないことになる. PSD以外の

4枚の検出器 (SSD)はそのような PSDから飛び出した

α粒子を検出するためにセ ッ卜されている.この 4枚の

MCP1 

図4 焦点面検出器
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SSDとPSDで全立体角の 85%を覆っている.

3. 実験結果

2002年 7月から重元素合成の本格実験を開始した.

はじめに， 実験装置の特性， 特に重核に対する GARIS

の効率と，偶然事象の確率を決定する焦点面検出器の計

数率を知ることを目的として，すでにドイツの重イオン

科学研究所 GSIで，生成断面積のエネルギー依存性が

精密に測定されている 208Pb+58Fe→265Hs(Z= 108)+n 

反応について，その追試実験を行った.その結果

GARISはGSIの反跳分離器に比べ 2倍の 80%の効率

をもつことが実証され，さらに計数率は GSIのそれの

1/10であることがわかった.このことはわれわれの加

速器をも含めた実験装置が世界的に見てトップレベルで

あることを端的に示している.なお同反応の最大生成断

面積は 70pb (ピコパーン:10-36 cm2
) と測定されてい

る.

その後約 1年を費やし，やはり GSIで最初に合成が

確認された 271Ds(Z= 110)， 272Rg (Z= 111)の追試を

行つため.4) どちらの同位体とも GSI以外の研究所で合

成の確認が行われたことはなく，筆者らの結果が，別の

研究グループによる初めての再現実験となった.筆者ら

が合成し確認した原子数は 271Ds， 272Rgともに 14個

である. GSIで合成された原子数は 271Dsが 13個，

272Rgが6個であったので， われわれは個数で上回り，

半減期や崩壊エネルギーについて，より統計誤差の少な

い値を得た 二つの同位体の生成断面積は，それぞれ約

15 pb，約 3pbであった.ちなみに 271Dsの追試実験に

は40日 272Rgの追試実験には 50日の日数(照射時間

の積算のみ)を費やした.

既存データーを効率よく再現できたことにより，未知

元素の合成に成算があるとの確信を得て， 2003年 9月

から 209Bi+ 70Zn→278113 +n反応を用いて 113番元素

の合成実験を開始した 2004年 7月に同位体 278113

の合成を確認するまで，途中に 112番元素の確認実験

を挟んで実験は続けられたが 277112と278113の合成

についてやや詳しく述べる.

3.1 277112 (Z= 112)の合成

112番元素の同位体 277112の合成実験は 2004年4

月から 6月にかけて行われた.用いた反応は 208Pb+

70Zn→277112 +n反応である.同位体 277112について

はGSIのグループが同じ反応を用いて 1996年， 2000 

年にそれぞれ 1原子ずつ観測している5).1996年の報

告は 2チェーン観測したという報告であったが，同著

者による再解析の結果 2チェーンのうちの一つは担造
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の疑いがあり，理由不詳のまま取り下げられたという経

緯がある. 1996年に報告されたチェーンは連続した 6

回の α崩壊が観測されており， 2000年に報告された

チェーンは連続した 4回の α崩壊の後，自発核分裂を

起こしたことが観測されている.このような状況で，同

じ反応を全く独立の実験グループが調べることは有意義

なことだと考えている.

また筆者らは，この実験に先立って 113番元素の同

位体 278113の合成実験を 2003年 9月から 12月にかけ

て行ったが，その聞には対応するイベントが出ていな

かったという経緯がある.積算ビーム照射量からすれば

イベントは出ても出なくても，統計的には不思議はない

状況ではあったが， 112番元素の追試の目的の一つには，

113番元素探索実験において，反応エネルギーおよび

GARISの磁場設定が適当がどうかということについて

の確認という意味合いもあった

70Znの総照射量 4.4X1018個で，4回の連続した α崩

壊に引き続いて自発核分裂を起こすこつの崩壊チェーン

を観測した.このイベントの生成断面積は 0.44~ g:~~ pb 

と求められた.どちらのチェーンも 4回の連続した α

崩壊の崩壊エネルギーと崩壊時間が， GSIで観測された

2チェーンのそれとよく一致した. また断面積も統計誤

差の範囲で一致している.

このことから GSIと理研で観測された四つの崩壊

チェーンは起源を同じくする崩壊を観測したものだと結

論づけた. GSIで 1996年に報告されたチェーンは， 6 

回目の α崩壊の崩壊エネルギーと崩壊時間が，既知で

ある 257Noからのものと合っていることから， 5回の α

崩壊の元をたどって， 277112が起源であると同定されて

いる.

3.2 278113 (Z= 113)の合成

本実験は 2003年 9月5日から 12月29日までと

2004年 7月8日から 8月2日にかけて実施した. この

間の1.7X 1019個の 70Znイオンが 209Bi標的を照射した.

70Znの入射エネルギーは標的の半分の厚さのところで

349 MeVになるように設定された.このエネルギーは

271 Ds， 272Rg， 277112核を合成する最適エネルギーを自

分たちで測定しそれらの値から推定された値である.

この入射エネルギーは標的と入射ビームが完全に融合し

た複合核 279113の励起エネルギーに換算すると約 14

MeVに相当する.この程度の励起エネルギーが中性子

1個を放出して脱励起する過程を最も起こしやすいと判

断した.

2004年 7月23日18時55分，目的核の合成が観測

にかかった.合成された 278113は， 344マイクロ秒の
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図5 278113の崩壊の様子

寿命でα粒子を放出し， 111番元素の同位体 274111に

崩壊した.その 274111は9.26ミリ秒で 109番元素の

同位体 270Mtにα崩壊 270Mtは7.16ミリ秒で 266Bhに

α崩壊した 266Bhは2.47秒で 262Dbにα崩壊しその

262Db は40.9秒で自発核分裂を起こしてそこで崩壊連

鎖は終了した.図 5に観測された 278113の崩壊の様子

を示す.図中に，測定された全α線のエネルギー，崩

壊時間，測定位置が記入しである.また 262Dbについて

は測定された自発核分裂のエネルギーが記入されている.

図中 278113の上部に書かれた数値は，蒸発残留核

278113が PSDに入射したときの，測定された運動エネ

ルギー (36.75MeV)，飛行時間測定装置で測定された飛

行時間 (44.61ns)， PSDへの入射位置 (30.33mm)であ

る.

求められた生成断面積は 55 ~ !~4 fb (フェムトパーン

10-39 cm2
)であり，この値はおそらくは低エネルギー

核実験として測定された最低値であると思われる.

筆者らは測定された 266Bhの寿命とエネルギー，およ

びその娘核である 262Dbの寿命と自発核分裂という崩壊

様式が，従来報告されたものと矛盾のないことを根拠と

して，この二つの崩壊に先立つ三つの崩壊が 278113

→274111→270Mt→という崩壊であると結論づけた.こ

れらの核はすべて未知の核種であり，それぞれの核の崩

壊エネルギーと寿命についての新たな知見が得られた.

特に 278113は原子番号 113の同位体として初めて原子

番号と質量数が実験的に決められた核となった6) また

理研のプレスリリースの内容は下記 URLを参照願いた

し、

http://www.riken.jp/r-world / info / release / press / 

2004/040928_2/index.h tml 
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新発見の 113番元素

4. まとめと今後の展望

今回 113番元素の同位体 278113を 1原子合成し確認

した.今後実験を継続し 2原子目の確認を行っていく.

またさらに大きな原子番号の核の合成を目指す.候補と

して 208Pb+76Ge→283114+n反応による 114番元素の

合成を考えている.

謝辞本研究は，森本幸司，加治大哉，羽場宏光，

Rituparna Kanungo，鹿取謙二大西哲哉，須田利美，

米国晃，吉田敦(理研)，井手口栄治(国立大学法

人東京大学原子核科学研究センター)， 秋山隆宏， 山口

， 貴之(国立大学法人埼玉大学)，後藤真一，工藤久昭

(国立大学法人新潟大学)，小沢 顕，末木啓介(国立大

学法人筑波大学)，小浦寛之 (日本原子力研究所)，徐

瑚珊(中国科学院蘭州近代物理学研究所)，越 字亮

(中国科学院高エネルギー研究所)の各氏が共同研究者

として参加している.

非常に長期の実験の間，安定した大強度ビームを供給

し続けていただいた理研の加速器オペレーターの皆様に

感謝する.また理研の矢野安重，石原正泰，上坪弘道の
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各氏には，研究遂行に関して貴重な助言と励ましをいた

だいた.理研の加瀬昌之氏にはビームタイムの配分と加

速器の運転に関する采配をしていただいた.理研の千原

貞次，鈴木教之の両氏にはイオン源用試料の有機金属化

合物の合成に関しお世話になった.また理研の戦略的研

究展開事業(理事長ファンド)から資金援助をいただい

た.この場をお借りし，お礼申し上げたい.どうもあり

がとうございました.
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一百宅問
時間分解型CARS法による

固体内分子振動緩和の研究

日本原子力研究所先端基礎研究センター 熊 田 高 之

Department ot Chemistry， University ot Calitornia， Irvine 

Michael KARA VITIS， lIya U. GOLDSCHLEGER， and V. Ara APKARIAN 

1.はじめに

放射線を物質に照射すると最初にイオン化や電子励起

が起こり，そこから多くの反応や励起移動が誘発される.

放射線化学は放射線により付与されたエネルギーが最終

的に熱エネルギー(固体ならばフォノン)として物質中

を散逸(熱緩和)するまでに引き起こされる化学反応，

およびその生成物の後の挙動を論じる学問である.反応

速度は化学種の電子状態および振動 ・並進運動エネル

ギーなどに大きく依存する.そのため我々は放射線誘起

反応を語るうえで常に緩和に関する深い知見を必要とす

るはずである. しかしながらこれまで非常に短い時間で

進行する緩和現象を実験的に観測することは難しく，多

くの憶測を含んだ議論がもたれていた.

本研究は近年技術的な進歩がめざましいフェムト秒

レーザーを用いた時間分解型 CARS法 (Time-

Resolved Coherent Antistokes Raman Scattering) 

により，固体クリプトン中におけるヨウ素分子の振動コ

ヒーレンスの観測を通じ，固体中における分子振動緩和

に関する知見を得たものである 1)

2. 時間分解型 CARS

図 l(a)はYoungの干渉実験を示したものである.左

Time-resolved CARS Study of Molecular Vibrational Dis-

sipation and Dephasing in Solid Phase 

Takayuki KUMADA (Advanced Science Research Center. 
]apan Atomic Energy Research Institute) 
Michael KARAVITIS， Ilya U. GOLDSCHLEGER， and V. Ara 

APKARIAN (Department of Chemistry. University of 

Calザornia.Irvine. Irvine. CA 92697-2025. USA) 
~319-1195 茨城県那岡郡東海村白方自根 2-4

TEL: 029-282-6031. FAX: 029-282-5927 
E-mail: kumada@popsvr.tokai.jaeri.go.jp 
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のスリットからきたフォトンのうちブラ<ilは上の，

ケット Ij)は下のスリットを通過し右のスクリーン上

において干渉縞 <iIj)を作る.このように量子力学では

途中異なるパスを通ったブラとケットの聞にも可干渉性

(コヒーレンス)をもつことができる.このコ ヒーレン

スの概念を念頭におきながら CARSを解釈しよう. (b) 

は一般的な光の吸収発光， (c)はCARSを示す.前者は

物質がフォノンを吸収しプラもケットとも同時に励起状

態に持ち上がり，同時に発光しエネルギーの低い量子状

態に落ち着くのに対し，後者はブラおよびケットが独立

(a) 

光源

(b) 

1=1くili>12 + 1くJIJ>12+ 21くi1J>12
干渉項

(c) <iI 

くili>IJ>‘ゐ" ‘

.~ Ilj? 

図 1 (a)ヤングの干渉実験， (b)普通の光吸収発光，

(c) CARS 
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時間分解型CARS法による固体内分子振動緩和の研究

図 2 ガラスプレートに集光したビーム光の透過イ

メージ

黒丸内の 3点は透過光，その第 1近接光は

CARS，その外はらさに高次の混合波.

した光吸収発光過程を経た後，干渉項としてエネルギー

と位相のそろった量子状態に存在確率をもっ.前者は

(a)における くiI i)または くjlj)であり， エネルギーのよ

り低いあらゆる準位に指向性をもたない発光をするのに

対 し 後 者 は くiIj)に相当し

ωAS二 ωp-ωS+ωP'

kAS=kp-ks+kp' 

(1) 

(2) 

の条件，つまり励起光エネルギーの和差分に相当する単

色光を kベクトルの合成で決定される一つの方向にし

か発しないことが大きな特徴である2)

図 2は薄いガラスプレート上に別角度からの 3色の

光を混合して作られた高次光である. 円でくくられた 3

点は入射光の透過，その第 l近接にあるの光は三つの

入射光の和差により作られた CARS光である.入射光

の3フォトンの合成により新たに一つのフォトンが生

成される過程であるので合わせて 4次光と呼ばれる

同様にその周囲はさらに高次の混合により作られた光で

あり，最大 14次光まで観測されていることがわかる.

実際には各点はエネルギーの和差則を反映し左端が赤，

右端が紫の美しいグラデーションをなしているが，白黒

印刷の紙上でお見せできないのが残念である.

8 

x 

1-1間距厳 r

図 3 ヨウ素分子の全共鳴時間分解型CARSによ

る振動コヒーレンスの観測

光をサンプルに同時入射するとヨウ素分子は電子励起状

態の一つである B状態を経て電子基底Xの振動励起状

態に波束が作られる.この波束は時間 t後に P'光によ

り再び B状態に励起され同時に式(1)(2)を満たすωAS

とkASをもっアンチストークス (AS)光を発光する.こ

のような手法を時間分解型 (Time-resolved)CARS法

と呼ぶ.時間分解型CARS信号を得るためには，最初

のP光を入射してから最後に AS発光が得られるまで

の時間，振動励起された波束はリファレンスに相当する

基底状態 Uニ Oに対してコヒーレンスが維持されていな

ければならない. もしこの時間内に振動励起された分子

波束にエネルギーもしくは位相緩和がおきると，式(1)

(2)の条件が壊され AS光が得られなくなる.逆に

CARS信号強度の時間発展を見ることによりコヒーレ

ンスの乱れ(ここでは緩和)に関する知見を得ることが

できる2)

3. 実 験

上述のような非共鳴型の CARSと異なり次に述べる 本研究において筆者らは固体内における分子振動緩和

共鳴型の CARSでは，ブラとケット聞のエネルギーお 研究のモデルケースとして固体クリプトン中におけるヨ

よび位相関係が保持されている限り，ポンプ (P)・ス ウ素分子を調べた.ヨウ素分子は可視光領域に選移確率

トークス (S)・プロープ (P')光と区別される三つの入射 の大きな電子吸収があること，また重たい分子であるた

光のタイミングが一致していなくても信号を得ることが め運動が比較的遅く，フェムト秒レーザーを用いた時間

できる.図 3は本研究に用いたヨウ素分子の全共鳴型 分解型分光を行うにあたり最も基本的な分子として広く

CARSのパルスシーケンスを示す3) 最初に Pおよび S 用いられている.またヨウ素の原子半径はクリプトンの

第 79号 (2005) 31 



熊田高之・ MichaelKARA VITIS・IlyaU. GOLDSCHLEGER・V.Ara APKARIAN 

図4 ビームライン

それとほぼ等しく， ヨウ素分子の原子間距離は固体クリ

プトンの最近接原子間距離に近いことから，固体クリプ

トン中においてヨウ素分子はちょうど隣り合ったクリプ

トン原子二つ分の置換サイトにすっぽり収まっているこ

とがわかっている4) 以上のように本実験系は固体中の

振動緩和を研究するにあたり最もシンプルで基本的な系

であることがわかる.試料は 35Kまで冷やされたサ

ファイア窓に， ヨウ素とクリプトンを 1: 5，000の比で

混ぜた混合ガス約 lリットルを 2秒周期のパルスで数

時間かけて吹付けることにより作られた.約 100μm厚

の結晶は透明でピンク色をしておりこれはクリプトン中

に単離されたヨウ素分子の発光によるものである.

図4は実験に用いたビームラインを示す3) チタン・

サファイアレーザー (Clark-MXR2001)から発振された

波長 775nm， 1 mJ jpulse，パルス幅 200fs (femto = 

10-15
)，繰返 し速度 1kHzの光を，波長可変器である

二つの NOPA(Nonlinear Optical Parametric Ampli-

fier)に導主波長 500--670nm， 1 .uJ jpulse，パルス

幅 100fs，エネルギー幅 350cm-Iの光を作る. 一方

の光は 2分割しそれぞれ Pおよび P'光として，もう一

方は S光として用い，これらすべてを焦点距離 200

mmのレンズでクライオスタ ット中における試料の一

点に集光する.試料から発せられた AS光は光学フィル

ター， ピンホール，モノクロメータを通して入射光の散

乱成分を取り除いた後，光電子増倍管を用いて検出した.

時間掃引はミラーの載ったモーター駆動の並進ステージ

を最大 15mm動かし試料までの光学距離を変化させる

ことで行った.

4. 結果

図5はP，P'光 541nm， S光 561nmにより生成さ

れた 7K固体クリプトン中におけるヨウ素分子の

CARSの信号強度を Pおよび S光と P'光との時間間隔

tの関数としてプロットしたものである. 信号は P，S光

のエネルギー差 E541nm -E561 nmに相当する振動量子数
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図 5 7K固体クリプトン中におけるヨウ素分子 U

=2--4の CARSシグナル.

P， P'光:541 NM， S光:561 nm.横軸の時

間は P，S光と P'光の入射時間間隔を示す.

v=2--4にまたがって生成された波束のコヒーレンスを

反映している. 166 fs周期の振動， 27 ps周期のうなり

振動をもちながら信号強度は時定数τ=58psで時間と

ともに指数関数的に減衰している.

166 fsは電子基底状態におけるヨウ素分子の振動周

期に相当する. ヨウ素分子の X-B電子遷移に対するフ

ランクーコンドン因子は X状態におけるヨウ素原子間距

離 rが最も大きいときに最大となる.つまり X状態の

ヨウ素分子に振動周期より十分短い Pおよび S光を同

時入射すると Tの最大値に初期位相をもった振動励起状

態の波束が作られ，生成後 T軸上を 166fs周期で往復

する. P，S光と同様に P'光の吸収， AS光の発光が最

大になるのも rが最大のときである. CARS信号強度

の極大は励起波東の Tが最大，極小は最小に相当する.

うなりは分子振動の非調和成分を反映している. 図5

の右上はフーリエ変換スペクトルを示したものである.

時間軸上のうなりは周波数軸上のピークの分裂に相当す

る. ピークの値 206.7および 208.0cm-Iはv=2--3お

よび 3--4問の振動準位間のエネルギー差に相当する.

我々は同様の実験を 1~三 u 豆 18 について行った結果， v 

とv+1のエネルギー差ωV+1. Vを

ωv+l，v-ωe-2ωeXe(V+ 1) 

ωe=211.56:t0.14 cm-I 

ωeXe=0.658:t0.006 cm-I 
(3) 

と非常に高い精度で決定することができた1)これらの

値 が 真 空 中 に お け る 値5)ωe=214.57cm-I，ωeXe= 

0.6127に非常に近いことからも，ヨウ素分子はクリプ

放射線化学



時間分解型CARS法による固体内分子振動緩和の研究

よび 18における γを温度の関数としてプロットしたも

のである.いずれの Uにおいても γは 10K以下で温度

に依存しない一定値を示す一方で，それ以上では温度と

ともに大きくなっていることがわかる.図 7は7およ

び34Kにおける Tの U依存性を示したものである. 7 

Kでは γが U に正比例するのに対して 34Kではポに

比例している.以上の結果から各 Uおよび Tにおける 7

は図 6，7中の実線で示されるように

r(v， T)=と +fie-8/T
τlτ2 

(4) 

0.3 

0.2 

0.1 

p
m
a
)
λ
 

τ1 =350i: 12 ps，日=330i:33ps， 8=65士4K

5.1 振動緩和と位相緩和

図8に示すように緩和現象はエネルギー緩和と位相

緩和に分けられる6)，7) 前者は縦緩和と呼ばれ振動エネ

ルギーの変化分に相当するフォノンが自然発生される過

程を示す.ヨウ素分子の振動エネルギー準位間隔(約

200 cm一1) に対して固体クリプトンのデパイ温度に相

当するエネルギー(49cm-1)は約4分の lであること

から，固体クリプトン中におけるヨウ素分子の振動緩和

には，最低四つのフォノンの自然放射が伴われることが

わかる.後者は横緩和と呼ばれ，フォノンとの弾性散乱

により振動励起状態におけるヨウ素分子の位相の乱れ，

つまり波束の広がりを意味する.

図 6，7中における 7はエネルギー・位相どちらの緩

和によるものなのであろうか.上で述べたようにエネル

ギー緩和はフォノンの自然放射であり，その確率は温度

に依存しない.T→ Oにおいては γが温度依存しないた

めに，このエネルギー緩和がコヒーレンスの消失をつか

さどっていると考えられる.一方，位相緩和は固体内に

既存するフォノンとの弾性散乱によるものであり，当然

ながらフォノンの数，エネルギ一分布，およびそれに伴

う分子振動子との散乱断面積は温度依存する. 一般に位

相緩和が結晶全体に遍歴する音響フォノンによって引き

起こされるとき，その速度は T7に比例する8) 一方，

を用いて再現されることがわかった.

論議5. 

30 
T(K) 

緩和速度γの温度依存性

実線は式 (4)，破線は式 (9)による値. 点線は

r=A+BT7により v=14のデータをフィッ

トしたもの.

40 

• •••• 
T=34K 

• • 

20 10 
0.0 

0.2 

!. 0.1 
ト、

図6

トン固体と非常に弱く相互作用していることがわかる

超短ノマルスレーザ一光は不確定性原理により光のエネ

ルギー幅が広いため高分解能分光に向かないという議論

を耳にすることがあるが，時間分解型 CARSにおいて

はその限りではない.図 5右上のピークの半値幅 0.3

cm-1は入射したレーザーのエネルギー幅の約 1，000分

の lである.

信号強度の減衰は τの時間内に v=2"""'4とOの量子

状態間におけるコヒーレンスが消失されていることを示

す.本実験系でコヒーレンスの消失をつかさどるのは振

動励起状態のエネルギーまたは位相緩和のみである.以

下に振幅相関の減衰速度γ=1/(2τ)を用いて議論する.

図6は図 5と同様の実験から得られた v=8，14，お

18 16 

v 

緩和速度 γの温度依存性

実線は式 (4)のフィット値.

14 12 8 6 4 2 

図 7

0.0 
o 
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ヨウ素分子近傍のみに存在する局在フォノンを経由した

緩和速度は大まかに式 (4)のような指数関数型の温度依

存性を示す7) 図6からわかるように γをそれぞれの関

数でフィットしたところ， γは明らかに指数関数型の温

度依存をしており， 10 K以上の高温領域におけるコ

ヒーレンスの消失は局在フォノンによる位相緩和が支配

的であることがわかる.

5.2 摂動論による緩和機構の解釈

なぜエネルギー緩和は Uに，位相緩和は v2に比例す

るのであろうか.ωeおよびωeXeが真空中の値に非常に

近いこと，振動コヒーレンスが最大 1，000周期にもわ

たって観測されていることから， ヨウ素分子の振動はク

リプトンの媒質と非常に弱く結合していることがわかる.

そこで全系のハミルトニアン H は摂動論的にヨウ素分

子の Morse振動子

η2 d2 内

= ー」一一τ +D(1-e-PQ)己

2μ dq2 

二」竺企L(b+b+bb+)+- 1竺Lー

2(N+l)'--，--/' 4(N+1) 

クリプトン媒質中のフォノン演算子HB

/η d2η 。¥
HB=I;( -ーι一一一一 +-=:-M刈 "'Q/) 

¥ 2Mi dQi2 2 ノ

=子ベαiai++す)
およびその相互作用 HSBの和

(5) 

(6) 

H=Hs(q，P)+HB(Q， P)+HSB(q，P， Q， P) (7) 

として表させる.ここで qとpはヨウ素分子座標系に

おける位置と運動量， QとPは固体クリプトン中の

フォノンのそれを示す.α+α および b+，bはフォノン

とヨウ素の振動に関する生成・消滅演算子である HSB

はそれらを用いて Taylor展開され

HsB= L:AP' l)(b+b+)(αi+αi+)+ L: À~2. l)(b+b+)2(向+α/)

+ L:À~y)(b+b+)(ai+向+)(aj+α，/)

+ L: À ~~/)(b+b+)2(ai+α/)(aj+a/)+ ・・・ (8) 

のように表せる.式 (8)で U→ v-lの振動緩和に伴い

フォノン四つを自然放出する項は baj+ ak + al + am +である.

その速度は丸→v'=2rα1<v / 1 b 1 v) 12 = vδuー1.v'に従うこ

とから Uに正比例することがすぐにわかる.同様に位相

緩和をつかさどる 2フォノン過程は (b+ド)2(向+向+)

(αj+aj+)の項に相当し，l<vl(b+b+)2Iv)12=V2である

から位相緩和速度は v2に比例する.

位相緩和がωk(=ukk/)の振動数をもっ局在フォノン

34 

の散乱により引き起こされるとき，式 (4)は温度 Tにお

けるフォノン数η(ωk)=1/[exp(ηωk/kT)-IJを用いて改

良され

T(u，T)=L+21n(ωk)[n(ωk)+ lJ (9) 
τlτ2 

τlニ 353:t16 ps， 

τ2= 1550:t800 pS， 

ωk=27:t6 cm-¥ (Bk=40:t 10 K) 

と導かれる. 図6中に式 (9)を用いてフィットした曲線

を併記した.式 (4)と同様に実験誤差内でデータを再現

している.

ではωk=27:t6cm-¥の局在フォノンとはどのよう

なものであろうか.筆者らは計算機上で 108個のクリ

プトン原子の中心 2格子分にヨウ素分子を閉じ込め，

構造最適化を行った後，局在フォノンのノーマルモード

を計算した3) 図9は各局在フォノンのヨウ素分子の伸

縮，秤動(libra tion)，重心座標に対する振幅の射影成分

を示したものである. 三つを比べてみると局在フォノン

と最も強くカップルしているのはヨウ素分子の並進運動

成分であり， 15 cm-¥に 9%もの射影成分をもっモー

ポ 10

.N 
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ポ

0.1 

，<、.
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6 
ポ

ー。.
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図9 ヨウ素分子近傍に存在する局在フォノンのヨ

ウ素分子の伸縮，秤動(libration)，重心座標

に対する振幅の射影
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ドが存在している. しかしながら，図 6から位相緩和

に関わっているフォノンのエネルギーは 27::t6cm-1と

求まっており，この並進運動成分に結び、つくフォノン

モードは位相緩和にからんでいないことが実験的にわか

る.反対に秤動および伸縮運動と強くカップルしている

フォノンが 34cm-1付近に複数存在している.これら

のモードがヨウ素分子振動の位相緩和を引き起こしてい

ると考えられる.

6.おわりに

本研究ではフェムト秒レーザーを用いた時間分解型

CARS法を用い，媒体との相関が非常に弱し、固体クリ

' プトン中のヨウ素分子電子基底状態Xにおける振動緩

和に関する知見を得ることに成功した.紙面の都合上こ

こでは電子基底状態における振動緩和についての研究の

みを紹介したが，この時間分解型 CARS法は図 10の

(a)(b)に示すようなノマノレスシーケンスを使うことにより，

分子の異なる電子状態X， B聞における電子コヒーレン

ス，および電子励起状態における振動準位閣のコヒーレ

ンスを観測することができる9)，10)(ここでは正確を期す

るため緩和ではなくコヒーレンスという).前者の電子

コヒーレンスは真空中でのみ観測され，固体中では存在

しないことがわかっている3)，9) 後者の電子励起状態B

における振動コヒーレンスの実験は，分子振動と媒体と

の相関が強い強結合系のプロトタイプとして，今回紹介

した弱結合系である電子基底状態の分子振動と非常に面

白い対比が成されている 11)

放射線化学の研究において本研究の意義は選択的に励

起した量子準位の緩和をシステマティックに追ったとい

う点であろう.従来の放射線化学の実験が放射線により

物質中に打ち込まれた高エネルギーの拡散・分配を大局

的につかんできたのとは対照的に，本研究のように各々

の過程における緩和過程をボトムアップ的に組み上げな

がら全体の流れをくみ上げようという試みはとても大切

であると考える.

第 79号 (2005)

P' AS 

E 

(a) 

B 

ト-t尚一→ X 
p 

図 10 ヨウ素分子の (a)電子状態X，B間の電子コ

ヒーレンス， (b)電子励起状態Bにおける

振動コヒーレンスの観測に用いた時間分解

型 CARSのパルスシーケンス.
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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 11回:電子の減速の理論入門-

Ionizing radiation in matter gives rise to numer-

ous electrons with kinetic energies distributed 

broadly. Those electrons collide with molecules， 

induce excitation or ionization， and lose a part of ki-

netic energies. An electron resulting from an ioniz・

ing collision will also collide with molecules. This 

process sketched above is called electron degrada-

tion or slowing-down. A theory initiated by Spen-

cer and Fano and later extended in several ways is 

powerful in providing a method of numerical calcula-

tions and also a framework for physical understand-

ing. The central object of the theory is the electron 

degradation (or slowing-down) spectrum， a1terna-

tively called the track-length distribution. The arti-

c1e presents elements and background considera-

tions leading to the theory. It inc1udes a brief 

remark on the contrast between Monte Carlo simula-

tion and analytic electron transport theory. 

Key words: yield of ionization， electron degrada-

tion spectra， electron slowing-down spectra， track-

length distribution 

放射線で照射中の物質のなかには，広い範囲に分布し

た運動エネルギーをもっ多くの電子ができる.その電子

が物質のなかの原子分子を励起したりイオン化したりす

るとともに，運動エネルギーの一部を失って減速してゆ

き，ついには物質と熱平衡の状態に至る.入射する放射

線が何であっても，放射線の全エネルギーのうち少なく

とも無視できない部分， しばしば大部分が， このように

電子を経由して物質に付与される. したがって，この話

題は放射線の科学一般で重要であり，多くの教科書でー

Miscellanea in Radiation Research-l1. Introduction to 
electron degradation theory一
Mitio INOKUTI (Physics Division， Argonne National Labora-
tory， 9700 South Cass A venue， A rgonne， Illinois 60439-4843， 
U.S.A.) 
TEL: 1-630-252-4186， FAX: 1-630-252-3903 

E-mail: inokuti@anl.gov 
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応は取り上げてある.

この分野の 2，3の問題を専門的に論じる論文1)-5)を

書いたけれども，一般にどれだけ理解されているのかと

思うと，心もとない.著名な放射線化学の専門家が最近

書いたものを読んでいたら，電子の減速の計算は難しい

と書いてあるのでび、っくりした.この話題の核心部分を

初等的に説明するのが今回から 2，3回続ける放談の目

的である. したがって普通の教科書や論文では書きにく

いこと，例えばあまりにも当然の仮定，動機なども含め

ることにする. 言い換えれば，理論屋の楽屋話あるいは

夢物語を入れて放談らしくしよう.

決まった運動エネルギ-Toをもっ l個の電子が純粋

な気体に入ってきたとして，その電子も生じた 2次電

子もすべて減速して，その気体の分子の最も低いイオン

化エネルギー Iよりも低い運動エネルギーに達したとし

よう.このときまでに，何個のイオンができるかを計算

する問題を考えよう.ただし計算を実行するよりは，

計算の筋道を論理的に詳しく考えよう.一見簡単そうに

聞こえる問題の設定が意外にも厄介である.次のように， .. 

多くの注意事項を挙げなければならない ，c

第一に，できるイオンの数を問題にするのは，話を具

体的にするためである. もっと一般的には，放射線吸収

の結果直ちに生じる生成物の分子種の数を論じたいので

ある.例えば，特定の波長をもっ蛍光の強さ，すなわち

特定の励起状態の数を論じたい.つま り，研究の動機は，

放射線化学のおける初期生成物の収量を求める理論の雛

形を造ろうというところにある.

第二に，上のように一定の条件の下でも，できるイオ

ンの数jは確定しないことにまず注意しよう. 多くの衝

突を含む全過程の，微視的な歴史は無数の可能性があっ

て，そのうちどれが実現するかは確定していなし 1からで

ある.極端な例を挙げれば，電子減速の全過程のあいだ

の衝突で一度もイオン化が起こらないことは希であろう

が，不可能ではない. したがって，j=O， 1，2，…の各整

放射線化学
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数値が可能である.ただしエネルギーの保存によって，

jの最大値は TojIを超えない. 数学の言葉では， jは確

率変数 (stochasticvariable)という. さしあたり，多

くの測定を繰り返したときの結果のjの平均を考える.

必要に応じてjの値の揺らぎを考えることもある.

第三に，問題の設定で「純粋な気体」というのはなぜ

か. まず， I純粋」とは物質がただ l種の分子種からで

きていることを意味する.あとで「分子の最も低いイオ

ン化エネルギーIJというための伏線である.一般に分

子は無数のイオン化エネルギーをもっており，その一つ

一つが生じるイオンの状態を表す量子数の組に対応する.

生じるイオンの電荷が， 1， 2， 3…といろいろ可能であ

る電子の減速の取り扱いに，以上のような分子構造の

詳細を考慮することに何らの原理上の困難はないけれど

も，記述が煩墳で冗長になる.どの程度までの詳細を考

慮するのが適切かは，個々の問題と目的による.

純粋でない物質，すなわち相異なる分子種の混合物の

なかでの，電子の減速や放射線化学初期生成物の収量は

応用上重要である.というよりも，実用上現れる問題で

はほとんどいつでも，媒質は混合物である.

第四に，特に「気体」というのはなぜか.実はもっと

厳密には，分子密度が低い極限と言いたいのを，標語的

に述べたまでである.なぜこの極限を考えるかというと，

さしあたりは次々に起こる電子の分子との衝突が，互い

に独立であると仮定したし、からである.最終的には固体

や液体への拡張を企んでいるので，個々の衝突の独立性

は一つの関心事で、ある.固体や液体では分子密度が高く

て，隣り合う分子のあいだの距離はナノメートルの程度

である.電子が一つの分子と衝突してイオン化が起こっ

たとすれば，次の分子との衝突でイオン化あるいは励起

が起こる断面積は，前の衝突のときと同じとしてよいだ

ろうか.前の衝突でできたイオンまたは励起種はその周

りに力の場を造るはずである.次の衝突がこの場の影響

を受けるかもしれない.とすれば，次々に起こる衝突は

独立でない，言い換えると，マルコフ過程と見なすこと

が正しくないことになる.どのような実験からこの問題

についての手がかりが得られるかを，長年考えているけ

れども，良い考えはまだ浮かばない.

第五に，運動エネルギー Tの電子に伴うド・ブロイ

波の波長Aが

A =0.1 X (150 eV jT)1/2 nm )
 

唱

E
A(

 

であることを思い出そう. 150 eVの電子に対してこの

波長は固体や液体における分子間距離の程度であり，

もっと低い運動エネルギーの電子に対してはもっと長い.

第 79号 (2005)

「そのような電子はいくつもの分子を同時に見ている」

と私は表現したい.こうなると電子の減速への量子力学

的な効果を考慮する必要があろう.というわけで，固体

や液体での電子のことは後回しにするというのが， I気

体」というときの，私の真意である.

第六に， ここでは十分に大きな体積の気体を考えるこ

とにする. I十分に大きな体積」というのは， そのなか

で生じた電子がその体積から外に出ることもなく，気体

の外部，例えば実験装置の壁のなかで生じた電子が気体

に入ってくることもないと仮定したし、からである.その

上に，I十分に大きな体積」を考えるには， ある動機が

潜んでいる.それは電子がどこにいるか，イオンはどこ

に生じるかなどという，位置に関する問題を不問にしよ

うという動機である.粒子，特に電子のような軽い粒子

の位置と運動量(あるいは運動エネルギー)を論じると

きには量子力学的な効果を考慮しないと不完全である.

位置に関する問題を不問にすると，理論は概念的にも技

術的にも大いに簡単になる. しかし得られる結果は位

置に直接言及する情報を含まないという制限が出てくる.

このように制限された結果でも，いろいろな応用にとっ

て有用である.

さて，決まった運動エネルギー Toをもっ 1個の電子

が純粋な気体に入ってくることから始まるすべての電子

がI以下までに減速したときまでに生ずるイオンの数の

平均を Ni(To)と表そう.気体は単位体積当たり n個の

分子からなるとしよう.運動エネルギー Tの電子が分

子をイオン化する断面積を oi(T)と書こう.電子の微小

な飛跡 dxからのイオンの数の平均は nOi(T)dxである.

したがって，

Ni(To)=n 50i(T)む (2) 

と一応は書ける. しかしこの積分を実行するためには，

変数xと変数 Tのあいだの関数関係がわかっていなけ

ればならない.例えば，運動しているのが重い粒子であ

れば，xのわずかの増加に伴って Tもわずかに減少する

という近似を考えてもよいこともあろう.そうすれば，

dx=dTj(dTjdx)を式 (2)の右辺に代入すればよい.こ

こで (dTjdx)は，単位長さの飛跡当たりの運動エネル

ギーの減少を表し阻止能と呼ばれる.この近似を連続

減速近似 (contin uous-slowing-down approxima tion， 

略して CSDA)という.

ところが電子に対しては，この近似は例外的な場合を

除いて，とても使えない.理由は二つある.第一に，電

子がイオン化を起こせば， もう一つ電子がで、きてしまう.

第二に，電子が分子に衝突するとき，運動エネルギーの
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大半が分子内の電子に移ることがかなりの頻度で起こる.

この二っとも連続減速近似の描像とはかけ離れている.

Fanoの着想6)，7)は端的にいうと，式 (2)の右辺で dx

=y(T)dTと置くことである.ここで導入した関数y(T)

は減速スペクトル (electrondegradation spectrum， 

electron slowing-down spectrum)，あるいは飛跡長分

布(track-lengthdistribution)という関数である. この

関数の意味を説明すれば，y(T)dTは，運動エネルギー

がTとT+dTのあいだの区間に属するすべての電子の

微小な飛跡の和で、ある.ここで大切なのは「すべての電

子」という表現である.入射電子， 1次電子，2次電子

などという区別はいっさい不問にして，運動エネルギー

が Tという値の近傍にあることだけに注目しているの

である.さらに付け加えれば，入射する電子は，考えて

いる媒質に定常的に供給されているとしよう. したがっ

て，定常的な関数y(T)が実現しているはずである.こ

の見方は計算のために便利であるだけではなくて，電子

は(スピンと運動量方向を無視して差し支えない限り)

運動エネルギーだけで記述できるという物理の本質にも

かなっている. この考えに従って，式 (2)を

Nj(To)=n 50j(T)y(T)dT (3) 

という形に書くことになる.積分の上限は To，下限はI

である.

関数y(T)は次のようにして決める. その準備として，

運動エネルギ-Tの電子が消えて，運動エネルギー T'

の電子が現れるすべての衝突過程の断面積の和を o(T→

T')dTdT'と表すことにしよう.(正式には「運動エネ

ルギ-Tないし T+dTの電子が消えて，運動エネル

ギ-T'ないし T'+dT'の電子が現れる」というべきで

あるが，煩墳を避けるために略記した)この表現を

使って，nJy(T')σ(T'→T")dT'dT" と書くと， これは媒

質のなかにあって運動エネルギー T'をもった電子のう

ち，衝突の結果運動エネルギ-T"へ移ってくるものの

数を表している.

今特に注目する運動エネルギーの値 Tにやってくる

ものの数は ηJy(T')σ(T'→T")δ(T"-T)dT'dT"= n Jy 

(T')σ(T'→ T)dT'である. そして， 運動エネルギーの値

Tから出てゆく 電子の数は nJy(T')σ(T'→T")δ(T'-T)

d T' d T" = n Jy(T)o(T→T")dT"である.上の両者の差

が， 運動エネルギ-Tにおける電子の数の収支を表す.

その収支を

nKy(T)=n[5y(T')o(T'→T)dT' 
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-y(T)5σ(T→T")dT"J (4) 

と書けば，K という線形演算子を定義したことにもな

る.

放射線の照射その他によって，運動エネルギ-Tと

T+dTのあいだの区間に u(T)dT個の入射電子が定常

的に供給されているとしよう.この電子の供給と，式

(4)の収支が釣り合っていなければならない.すなわち，

nKy(T)+u(T)=O (5) 

が成り立つ. これを， 倉IJ始者の名前7)をとって， Spen-

cer-Fano方程式という.

決まった運動エネルギ-T。をもっ 1個の電子から始

まる場合には，式 (5)の電子の源の項を Diracのデルタ

関数に置く，すなわち u(T)=δ(T-To)とする.式 (3)

では，この場合の解を y(T)として用いているわけであ

る.このことを明白にするために，この場合の解を

y(To， T)と表すそうすれば，Nj(To)が Toに依存する

ことも明らかになる.

以上が入門である.誌面の制限もあるので，理論の主

な結果を説明するのは，次回に譲る.今回の終わりにひ

とこと付け加えたいのは，ここで説明したような解析的

理論とモンテカルロ法の対比である.電子の減速をモン

テカルロ法で扱うのは Berger8)の創始により，

Paretzke9)その他多くの人々の努力によって現在なお発

展しつつある.モンテカルロ法の長所は，それを実行す

るために電子計算機を使うときのプログラムを書くのが

比較的容易であり， しかも複雑な問題，例えばイオンな

どの生成物分子種が生じる位置を求めるような問題を扱

うこともできることにある. しかし短所もある.すなわ

ち，十分な量の統計をとらないと，信頼に値する精度の

ある結果が求まるとは限らない.得られた結果は一般に

膨大な量の数値であり，それが物理としてどのようなこ

とを意味するかを理解するためには，かなりの知的な努

力が必要である. これに対して，解析的理論では極めて

簡単な場合にのみ，具体的で数値的な解を得ることがで

きる.言い換えれば，応用の範囲が限られているという

短所がある. しかし解析的理論は個々の問題に対する数

値的な答えとは別に，一般的な問題に関する洞察を与え

ることがある.端的にいうと，一般的な理解を得るため

に，解析的理論はしばしば見通しが良い.

解析的理論とモンテカルロ法のどちらが良し、かは，解

きたい問題による.この二つの方法を互いに競い合う

(competitive)と考えるよりも，互いに相補う (comple-

mentary)と見るのが適切だと私は思う.

放射線化学
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6th National Symposium of Radiation 

Research and Radiation Processing 

of China参加報告

昨年 2004年 10月 22日から 26日まで中国の西安で

聞かれた国際会議 16thNational Symposium of Radi-

ation Research and Radiation Processing of ChinaJ 

に出席したのでその参加報告を記す.

中国 ・険西省西安市は昔，長安と呼ばれ 3000年以上

の歴史をもっ古都である.主な文化遺産としては，先ご

ろ東京 ・上野にて開催されていた「大兵馬伺展J(2004 

年 9月25日--2005年 1月3日)でも開催されていた

兵馬偏坑，書道，孔子で有名な「碑林博物館」などが挙

げられる.為替レートは 11元=13--15円」で，街の

大衆食堂では 6，7元くらいで食事ができる.出発前に

大学生協の人から「現地でリコンファームして下さい.J

と言われ，それまで一人で海外に行く経験がなく「リコ

ンファーム ?J状態だった自分は果たして学会会場に到

着して，帰ってくることはできるのだろうかなどと一人

で不安を抱えながらも飛行機に乗り込んだのが鮮明に記

憶に残っている.そんな中，西安までは中国東方航空で

成田空港から北京経由で 5時間のフライトで西安威陽

国際空港に到着した.

空港から高速道路が直結していたが，それでも市街地

までは約 1時間かかった. レンガでできた家が並び，

周りには畑が広がっており，干したトウモロコシが道路

に無造作に敷き詰められている風景を見て，中国に来た

ことを実感させられた市街地に近づくと，今度は本当

に同じ中国なのかと思うほどの高層ビルの建設ラッシュ

だった.街では至る所で開発が進み，建設用の重機が

引っ切りなしに動いていた.その開発ラッシュのせいか，

会期中は太陽がサンサンと降り注ぐという日はなく，常

A Report on 6th National Symposium of Radiation 
Research and Radiation Processing of China 
Takehiko KURIBA Y ASHI (Wαshio Labor，αtoη1， Advanc-
ed Reseαrch Institute for Science and Engineering， 

WasedαUniversity) 
干 169-8555東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学

理工学総合研究センター 鷲尾研究室

TEL: 03-5286-3893， FAX: 03-3205-0723 
E-mail: romantickersnite@suou.waseda.jp 
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にスモッグが出ているようなどんよりとした天気が続い

fこ.

学会の会場は市街地中心(鐘楼)から東に 5キロほど

ある第四軍医大学 (4thMedical University of People's 

Revolution Army of China)で行われ，滞在した

Jiagao Hotelか らは徒歩で約 15分かかった.中国と

いったら自転車で移動しているイメージ強かったが実際

は自転車に乗っている人は多くなく，むしろタクシー

(こちらでは緑色)の量が多かったのに驚いた.また，

交通事情も複雑でほとんど神業とも言えるくらい車間距

離または車人(?)距離が狭く，滞在している間何度も

「危なしリと思った(事実，車同士の接触事故で渋滞し

ているのを数回ほど見た).

二日目にはレジス トレーションに向かい，そこで温か

く学会スタッフに迎えられた事務手続きを済ませると

ホスト大学の方恒虎さん(第四軍医大学修士 2年)が

西安市街地を案内してくれた.同じ年ということもあっ

てすぐに意気投合し，自分の発表資料を見せ合ったりし

た.

三日目から学会が本格的に始まった.会場は第四軍医

大学の敷地内にあるホールを使い，初日はメイン会場の

み基調講演が 13件あり，学会二日目はメイン会場+3

部屋使って各セッションが行われた (85件).分野とし

放射線化学



海外レポート

ては放射線化学，物理，生物，医学というジャンルが分

けられていた.

学会主催者の挨拶から始まり，メイン会場で講演が続

いた日本からは北大 ・市川先生(講演題目 Applica-

tion of Radiation Chemistry to the Construction of 

Functional Organic Materials)，阪大 ・田川先生(講

演題目 Radiation Research and N anotechnology )， 

東大 ・勝村先生(講演題目 AStudy of Radiation In-

duced Reactions in High Temperature and Super 

Critical Water)，早大 ・漬先生(講演題目 TheChar-

acteristic Reactions in Local Region along the lon 

Pathway for Polyethylene Irradiated with Heavy 

lons)，早大 ・鷲尾先生(講演題目 Micro-Fabrica-

tion and Surface Modification of Fluorinated Poly-

mers by means of Synchrotron Radiation)が基調講

演されていた.どの講演でも講演者への質問や発言は多

く，議論が活発に行われていたなかには移動中の先生

方を捕まえ歩きながら質問攻めにする研究者の方も見え

た学会の幹事である Prof.Yaoの講演ではフラーレ

ンを使った pulseradiolysis， ftash photolysisの報告，

同じく pulseradiolysisを使った DNAのメカニズム，

放射線による損傷の中には OHラジカルなどによるも

のが含まれて， それを DNAとアセトンによる energy

transferと electrontransfer反応速度定数から決定さ

れるという報告がされていた.自分たちのシステムはま

だピコ秒の予備実験の段階であり，こうした放射線化学，

物理，生物までの一連の流れをもった実験結果が出てい

るシステムを羨む一方，近いうちに自分たちの手でそう

いった領域の広いトータルな実験環境を作れたらいいの

ではないかと考えさせられた.

自分の発表は，四日目の午後 2時からの放射線化学，

物理および環境のセッションだった早大理工総研鷲尾

研のパルスラジオリシスのシステムおよびその実験報告

の話である.現在，フォトカソード RF-gunとNd:

YLFレーザーを使ったノマルスラジオリシス Cstrobosco・

pic法)のシステム構築というテーマのもとを研究室で

実験を進めている.従来，パルスラジオリシスの実験は

施設が大規模でコスト大という問題があったそこで早

大鷲尾研究室では， RF-gunとYLFレーザー(FWHM:

10 ps)を使った非常にコンパクトかつコストの面も抑

え，光学系を組むだけで常時実験できる実験環境を構築

している. 昨年度までは， 分析光として IR光を水セル

に集光し生成する白色光を使い，ストロボスコーピック

法で装置の時間分解能約 26psを達成した.今年度は同

研究室の軟X線発生実験との共存を図って，新たに
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ビームラインを増設する新システム構築を行っていると

いう内容である.学会のプログラムを見るまではポス

ターセッションと思、っていた均七 レジストレーションに

行ってみると口頭のセッションでの登録だったので，発

表までの間急いで発表資料を作ったいざ，壇上に立っ

て発表してみると聞いていただいた人の反応が意外とよ

くC?)，発表後数名から質問を受けた.

その中の一人の若手の中国人の参加者 PanYangさ

ん(中国科学技術大学 Universityof Science and 

Technology of China)とは， 2時間近く電子辞書片手

に自分らの研究室のシステムなど、について説明した.彼

の専攻はレーザー化学で，近い分野のレーザーフラッ

シュフォトリシスの研究をしていた自分らの実験施設

(喜久井町)紹介用のビデオを PCの中に入れてあった

ので，それを使ってシステムの紹介をした.彼も視覚的

に理解しやすく，喜んでいた.研究内容以外では，彼を

はじめ中国の人は日本についてとても関心をもっていて，

小泉首相の靖国問題から始まり，スポーツでは田臥が日

本人で初めて NBAプレーヤーになったこと(中国では

挑明をはじめ数名の選手が NBAで活躍しており， その

影響もあり NBAがとても人気)など話し，交流を深め

た.

学会を通じて感じたことは現地の中国人の活気 ・内か

ら湧き出てくるエネルギーの強さだった.常に真撃に取

り組む姿勢は今の中国の発展に通じるものがあるとヒシ

ヒシと感じさせられた.

後半のスケジュールはゆとりのある日程で主催者の計

らいで西安の各名所を案内していただいた.華清池，兵

馬備や秦の始皇帝陵といった世界的文化遺産に値する遺

跡を生で見て，スケールの大きさ，現地の壮観な景色に

は感銘を受けた.兵馬備では，まだ未発掘の箇所が残っ

ているという話をガイドさんから聞き，我々一行はこの
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まま現地に残って発掘作業しょうかという話も飛び出た

ほどである.

最後になりましたが，今学会でご尽力を尽くされた

Prof. Yao，方 恒虎さんをはじめ現地スタッフとして

学会をサポートしてくださった皆様，帯同された北大 ・

市川先生，阪大 ・田川先生，東大 ・勝村先生，早大 ・漬

先生， 鷲尾先生 Wuさん Heさんに感謝申し上げま

42 

す.今後， こうした国際学会でのコラボレーションによ

り，日本の放射線化学界を通し中国あるいはアジア全

域での放射線化学をはじめ，生物学，物理学，医学がさ

らなる発展を遂げることを切に願っております.

(早稲田大学理工学総合研究センター

鷲尾研究室栗林剛彦)

放射線化 学
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IRaP2004参加報告

1.はじめに

筆者は，上記国際会議に参加することができた.ここ

に参加記を紹介する.

IRaPとは IonizingRadiation and Polymersの略で，

和訳すれば「電離性放射線と高分子(に関する国際会

議)J とでもなろう.会議で知り合った，事情に通じて

いそうな方によれば，放射線を用いたプロセスに関する

国際会議として有名な IMRP(International Meeting 

on Radiation Process)の基礎版としてスタートしたと

いう経緯があったとのことである.第 1回が 1994年に，

カリブ海のフランス領・グアタールーペ島で聞かれ，以後

2年ごとに開催され，今回が第 6回となる. これまでの

開催経緯をまとめると，表 1のようになる.会議後に

はNuclearInstruments and Methods in Physics Re-

search B (NIM B)から Proceedingsが特集号として出

されており，それによる発表件数も表 lに示す(ただ

し今回は要旨集にある発表件数を示す).

2. IRaP2004の概要

会期は 2004年 9月26--30日， 開催場所はベルギー

南東部のリュクサンブール州にあるホッファライズ

CHouffalize) という町で‘行われた.会場は， 01 Fosse 

d'Outhというホテル(写真 1)である. Outhとは川の

名で， Di tch of the Ou thとのことである.参加者一同

が同じホテルに宿泊し食事もホテル内のレストランで

とり，寝食をともにしての開催となった.

日本からの移動経路としては，まず，アムステルダム，

フランクフルト，パリなどへ移動し，そこから飛行機ま

たは鉄道などでベルギーの首都ブリュ ッセルへ行き，さ

らに鉄道で約 3時間かけてリブラモン卜着となる.筆

者はアムステルダムまで飛行機で移動し，そこから鉄道

で行った. リブラモントはたいへん小さな駅で，そこか

A Report on IRaP2004 

Hisaaki KUDO (Nuclear Engineering Research Labora-
toη， School 01 Engineering， The University 01 Tokyo) 
干319-1188茨城県那珂郡東海村白方白根 2-22
TEL: 029-287-8420， FAX: 029-287-8488 

E-mail: hkudo@utnl.jp 
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らホッファライズまでは事務局手配のパスで、小 1時間

の移動となる.

議長は， Prof. Je~n-Jacques Pireaux (LISE-FuDP; 

Laboratoire Interdisciplinaire de Spectroscopie企lec-

tronique， Facultes Universitaires Notre-Dame de la 

Paix， Belgium)である.参加者人数は， 会議で配られ

た参加者リストによれば，合計 149名であった.内訳

としては， フランスの 26名が最多，次に地元ベルギー

が 25名で続き， 3位は日本の 15名，以下， ドイツ 14

名，アメリカ 9名と続く.注目されたのはブラジルか

ら6名ほかメキシコ，アルゼンチンなど中南米からの

参加が多かった.また，ほかにシリア，ベネズエラなど

から，合計 33カ国から参加があった

日本人参加者 15名の内訳は，東大 1C筆者)，北大 1

(市川教授・日本放射線化学会長)，特筆すべきは早大か

ら9 C鷲尾教授ら)，千葉大 1C小野研究員)，神戸大 l

(山内教授)，原研 2C吉井次長，瀬古博士)である.

IRaP2004での発表件数は，キーノートレクチャー 3

件，招待講演 9件，ゲスト講演 5件，口頭発表 46件，

ポスター 164件の合計 227件である.

3. IRaP2004での発表例の紹介

筆者は，静電加速器を利用した微粒子を，高分子材料

等に照射にした際の表面の損傷について報告した. 日本

からは招待講演として，原研高崎の瀬古博士が，放射線

を用いたグラフト重合や橋架けに関し発表し，たいへん

好評であった. IAEAからは， Chimielewski氏が

IAEAのアクティビティを中心に講演し，原研高崎の成

果を極めて高く評価していたのが印象的であった.

イオンビーム関係では， ドイツなどヨーロッパを中心

に，応用やナノテク，バイオに深化させた多くの発表が

あった.例えば，“HighEnergy Ion Beam Irradiation 

of Polymers for Electronic Application，" D. Fink 

(Hahn Meitner Institute， Germany)， "Fabrication of 

etched single-ion-track templates for single-

nanowire technology，" N. Chtankoら (GSI，Germa-

ny)，“Transport of ions and biomolecules through 

single asymmetric nanopores in polymer films，" Bir-

gitta Schiedtら CGSI，Germanyほか).
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表 1 IRaPの開催経緯

回 年 開催国 開催場所
報告者

報告記事
Proceedings 発表

(所属) (NIMB) 件数

94 フランス グアタ。ルーペ島 柴田(東大) 放射線化学， 59号， 95年， 47頁 Vol. 105 (1995) 71件

2 96 フランス グアタソレーペ島 大道(原研) 放射線化学， 64号， 97年， 44頁 Vol. 131 (1997) 55件

3 98 ドイツ ドレスデ‘ン 瀬口(原研) 放射線と産業， 81号， 99年， 48頁 Vo1.151 (1999) 75件

4 。。 フランス ノfリ なし なし Vol. 185 (2001) 55件

5 02 カナダ モントリオール 大島(早大) 放射線化学， 75号， 03年， 55頁 Vol. 208 (2003) 87件

馬場(日新) 放射線と産業， 97号， 03年， 70頁

6 04 ベルギー ホッファライズ、 工藤(東大) 本誌

写真 1 会場前にて参加者の集合写真

医療関係としては，特にアメリカから，人工関節用ポ

リエチレンに関するものが多く見られた.例えば，“Ion-

izing Radiation and Orthopaedic Prostheses，" Clare 

M. Rimnac (Case Western Reserve Universityほか).

燃料電池関係の発表が多かったのは時流と言えよう.

また，それに関連して，グラフト関係の報告が多いこと

も注目された. 例えば，“FuelCell and N ew Energy 

Technologies，" Paul Lucchese (CEA， France ほか).

高経年化関係の発表がいくつかあったのにも個人的に

興味をひかれた. 例えば，“A Simpli白edMethod for 

the Lifetime Prediction of PE in Nuclear Environ-

ments，" Nadjet Khelidjら (Laboratoirede Transfor-

mation et Vieillissement des Polymeres， Franceほ

か).

4. その他

エクスカーションでは，会場からパスで半日かけて，
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227件

ブイヨン城という中世の古城を訪れ，またパンケットに

は，デュルビ、ュイというリゾート風の町の，皇太子殿下

ご夫妻も利用されたことがあるという由緒あるホテル・

レストランで夕食会となった.

次回 IRaPは2年後の 2006年 9月 23--28日にトル

コ・アンタルヤで開催されるとの電子メールが，後日送

られてきた なお，会議の様子はホームページ http://

www.fundp.ac.bejirap2004jで 見ることができる

(Abstractも読め， エクスカーションやパンケ ットの写

真まである).本記事の写真もそこからのダウンロード

である.

最後に，筆者の感想・印象を記す.放射線に関してネ

ガティプなことを多く聞くなか，意外に放射線化学研究

に活力があった，と感じた.特に，欧，日，中南米の貢

献が大きかった.放射線化学討論会を考えると，北米，

中国，インド等の貢献がもっとあってもよいのかなとも

思ったが，地理的に遠いことやビザの問題もあるのであ

ろう.また，基礎に特化した会議ではなくなってきてい

る.特に，ナノテク，バイオ，医療，環境，エネルギー

などとの関連の強化を感じた. IMRPとの棲分けを考え

る時期がくるかもしれない.

謝辞今回の会議参加に当たっては，早稲田大学の

鷲尾教授，大島博士，岡博士，それに鷲尾研究室の学生

諸氏と，行程のほぼ全部をご一緒しました.深く感謝い

たします.

(東京大学大学院工学系研究科附属

原子力工学研究施設工藤久明)

放射線化学
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第47回放射線化学討論会レポート

一日自 体の電子線反応の研究. 1011パルスラジオリシスによ

第 47回放射線化学討論会は，北海道大学にて開催さ るインドールホルモンラジカルに関する研究. 1012ベ

れたわけですが 2年前の福岡を考えると，南へ北へと ンゾニトリル類の電子線・レーザー逐次照射の研究.電

全国にわたり討論会が開催されることは非常に喜ばしい 子供与性置換基は光ブリーチに対し高反応性を示し

ことと思われる.また，討論会が開催されるに際に，市 0・3・配向性についても報告. 1S02プロトン照射された

川先生をはじめ関係者の方々にはご負担がかかったので 水中での水和電子の収率についての研究で，実験結果 ・

はないかと恩われる実際に私は，初日の開演時間を間 シミュレーション結果などよりイオントラック内独自の

違え， 1時間早く会場に着いてしまったが，その時間か 反応が起こっていることを明らかにされていた. 1013 

らすでに関係者の方々が，会場の準備をされている姿を DNA中に導入された 2分子のピレンでの，ー電子酸化

見かけた.このような関係者の多大なご尽力に改めて感 に伴うダイマーラジカルカチオンの形成について報告.

謝したいと思う 1014時間分解マイクロ波誘電吸収法を用いた DNA鎖

今回，討論会一日目(10月9日)の口頭発表に関す 中の電荷移動について発表.装置に関する質問がされ，

る報告を承ったので，報告を行いたいと思う.討論会初 鶴の一声により次講演者に託された. 1015 In-situ 

8， この日は，特別講演 2講演を含む計 20講演が行わ TRMC-TASによるポリチオフェン中での光誘起電荷

れた. 1001フォトカソード ・フェムト秒白色光を組み キャリアの移動度とそのダイナミクスに関する研究.前

合わせたパルスラジオリシスでアルコールの溶媒和電子 講演に続く装置の議論は公演中 ・後と議論は続いていた.

の初期 G値を再検討.質疑において，アルコールのカ 1016 TOF-MSを用いて水分子 ・重水分子に He+，Ne+ 

チオンラジカルの吸収を考慮すべきであると指摘もあっ イオンを衝突させたとき発生する 2次イオンに関する

た. 1002主にシングルショットに視点を置いたフェム 発表. 1017炭素クラスターイオンと HOPGとの衝突

ト秒アト秒ラジオリシスの開発. E， T， XYZの同時制御 で放出される 2次イオンを測定し CnHm様のイオンが

は可能かという質問があり，今後の開発について意義の 主に放出されると報告. 1018銀河宇宙線に関する報告

ある議論がされていた. 1003ピコ秒 RF銃を用いたラ と，以上 20件の講演が討論会一日目に行われた.

ジオリシスの開発に関する報告. 1004モンテカルロ法 初日の午前中からそれぞれの講演だけでなく，質疑に

による電子の熱化 ・ジェミネート再結合の研究について おいても熱い議論が飛び交い討論会はスタートした.こ

報告.熱化の初期過程・モデルについて，質疑およびコ の勢いは午後の講演に移つでもなお衰えることはなく，

メントがされた 1005ヒアルロン酸特有の網目運動を， 初日を終えてみたら，放射線に関する基礎から応用まで

格子状態を仮定しての溶液の拡散による解析.今後の展 の講演とその場でなされた議論とで，非常に有意義なー

開として，ヒアルロン酸自体の拡散・構造変化の考慮が 日であったと思われる.

必要であると報告. 1006超臨界状態での 2・プロパノー (大阪大学産業科学研究所佃 諭志)

ルの溶媒和電子の温度圧力依存性について，現状で明確

な依存性が観察されると発表. 1007パルスラジオリシ ニ日目

スによる 4，4'-Bipyridylの研究.熱に対する安定性な この日は二つの基調講演が行われた.鏡野嘉彦氏によ

どを報告. 1008フェノール水溶液の 7ラジオリシスに り「放射線作用初期過程の研究:その到達点と今後の課

より，最終生成物を決定し， その生成 G値を算出.生 題J(2S・01)， J. P. Mittal氏により iSiteSelectivity in 

成物 ・生成経路に関する質問，初期 G値(ベンゼン RadiationChemical ReactionsJ (2S・02)と題した発表

についての指摘がなされた 1S01パルスラジオリシス がなされた鏡野氏は，放射線作用初期過程に関する研

によるアゾ染料の酸化還元化学に関する詳細な研究結果 究の歴史 ・進展について実体験を交えつつ講演され，研

について発表されていた. 1009シクロデキストリンに 究の行われてきた経緯についても触れられた.このよう

よる電子酸化からのピレンの保護効果の研究. 1010ス な，過去から現在に至る研究の経緯は，文献を読むだけ

ルホン酸誘導体結晶およびそのシクロデキストリン包接 では把握しにくく，特に筆者のように放射線化学の道に
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足を踏み入れたばかりの若者にはたいへん有意義であり， と，世代・所属・専門といった垣根を越えた交流が自然

今後の研究意欲をかき立てられるよい契機となった.ま なものとなっていた.特に若い学生にとっては刺激を受

た， Mittal氏は水分解ラジカルが有機化合物との反応 け，ともに専門を極めてし、かんとする仲間と親交を深め

で示す位置選択性について講演され，ときおり Mittal たり，普段は連絡を取ることさえ難しい諸先輩方に教え

氏持ち前のユーモアで会場を沸かせるといった一幕も を請う契機を掴んだりと，講演と並んで貴重な経験と

あった.

今回の放射線化学討論会では二日目， 三日目と二日間

にわたってポスターセッションが聞かれ，この日のポス

ターセッションは昼食後の約 2時間が割り当てられた.

本年度は環境問題に関わる研究の発表が昨年度以上に多

く見られ， 24件の研究が発表された.内容すべてを紹

介するのは困難なため，口頭発表されていない研究，あ

るいは類似の口頭発表がされていないものについていく

つか紹介する. 食品照射 (2P・01)， レーザアプレーショ

ンによる金属-DNA複合体形成 (2P-08)，マイクロ波を

利用した非品質共沈殿の結晶化 (2P-11)，放射線カラー

線量計 (2P-13)，酸塩レーザー 2光子イオン化法による

基平衡定数および分配定数測定 (2P-18)，化学増幅レジ

ストの利用 (2P-23，2P-24)などがあった. 筆者はイオ

ンビームを用いた水の放射線分解をテーマとしており，

ブラッグピーク付近での議論には「放射線(線量)を可

視化する」ということは定量的な評価を行ううえでたい

へん重要であるため，個人的には放射線カラー線量計の

研究にたいへん興味をもった.また，今年度は講演会場

の廊下を利用してのポスターセッションであり， I狭く

て本当に大丈夫なのだろうか?Jといった懸念もあった

が，逆にそのような距離の近さを活かした活発な議論が

展開されていた.

ところで若手にとっては“登竜門"でもある口頭発表

はこの日 12件行われた.内容は，高分子の特性評価

(20-01， 20・02，20・06)，長寿命タンパク質ラジカルの

発現特性 (20・03)，有機化合物の放射線誘起反応 (20・

04，20・05)，国体共存水溶液の放射線誘起反応 (20・07)，

陽電子消滅を利用した測定手法 (20・08，20・09)，気体

中での放射線誘起反応 (20・10，20・11，20・13)，廃棄物

処理におけるマイクロ波の利用 (20・12)，とこちらも多

岐にわたっていたが，おおまかには“生体に関するも

の"と“環境に関するもの"が多かった.商業的には焦

点を絞った研究が多かったため，具体的に実用化する際

の問題点なと、について，盛んに質疑がされていた.

以上で第二日目は講演日程を終了したわけだが，引き

続き懇親会が聞かれた.さすがは北海道といったおいし

い食材，料理がふるまわれた.宴もたけなわな頃になる
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なった.

(東京大学大学院工学系研究科 山下真一)

三日目

10月 9日から 11日までの三日間にわたり北海道大

学にて開催された第 47回放射線化学討論会の最終日に

ついて報告を行う.

最終日は，放射線を利用した材料合成，材料への放射

線照射効果，損傷過程研究などを中心に発表が行われた

まず，午前中の一般講演では， 電子線照射によるフッ素

系ポリマーアロイ合成，放射線レジストポリマー，放射

線グラフ卜により作製した電解質膜，ゴムの放射線劣化，

ポリイミドの着色と退色，酸化チタン微粒子膜の電子・

正孔，チタン酸バリウムへの γ線照射の影響，イオント

ラックの連続発光現象について発表が行われた. 午前中

のセッションの締めくくりは， I放射線を用いたナノテ

クノロジーの研究」とのタイトルで，田川先生 (阪大産

研)による特別講演が行われた.阪大産研におけるナノ

テクノロジ一関連研究室の共同研究体制に始まり，電子

線やイオンビームを用いたトップダウンとボトムアップ

技術による材料開発，そして観る手法としての放射線利

用など先生の研究成果を交えたご講演は，たいへん興味

深く，ナノテクノロジーにおける放射線の役割と有用性，

そして将来性など考えさせられるものがあった.

午後は，ポスター発表から始まった.ポスター会場が，

食事をした教室と講演会場の間の渡り廊下であったため

か，ポスター発表開始時間前からすでに会場には大勢の

参加者が集まり，議論が行われていた.放射線を利用し

た燃料電池用高分子電解質膜の作製，放射線による高分

子の加工や改質，放射線照射に伴う材料特性の変化，放

射線により生成する活性種の追跡などに関する報告が

あった.ほかにも，身近な話題である飛行機に乗ったと

きや放射線治療での被ばく量に関する発表や，生命誕生

の神秘に迫る宇宙空間での有機物生成に関する発表など，

興味深いものがあった.

最後のセッションは，イオンビームにより引き起こさ

れる放射線化学反応やそれを利用した材料の合成に関す

る発表が行われた高速重イオンの通過に伴うトラック

放射線化学



.ニュース.
内の反応に関する研究は，今なお多くの議論がなされて 最後に，個人的な感想を述べたい.今回，初めて放射

おり興味は尽きない.また，イオンビームの特性を活か 線討論会に出席させていただいたが，これほど密で熱い

して合成されるナノワイヤーは，放射線を利用したナノ 学会とは想像していなかった.国際会議ではないにもか

テクノロジーとして，今後，産業への応用が期待される. かわらず，ときに英語が混じり，白熱する質疑応答.な

最後に，ポスター賞の表彰式が行われた.ポスター賞に にげない雑談の中にも各研究が話題に登場.数年前に参

は，永井宏幸氏(早大理工総研) i放射光を用いたフッ 加した Gordonconferenceを思い出した.同じ分野で

素系高分子の表面改質と微細加工」と稲垣宏樹氏(名大 研究している人と議論をする機会は普段とても少なく，

院工)i 4.2 K照射固体パラ水素中に生成するラジカル 一歩踏み込んだ討論をできたことは非常に有意義であっ

イオン」の両研究が選ばれた.両研究とも，多くの方が た.今後もこのような数少ない機会を大切にしたいと感

ポスターの前で足を止め，発表を聞き，そして熱心に討 じた.

論されていたと記憶しており，いずれも受賞に相応しい (日本原子力研究所 高崎研究所材料開発部

発表であったと思う.そして，閉会の挨拶で締めくくら 有機機能材料研究グループ贋木章博)

れ，討論会は終了した.

2004年度放射線化学若手の会「夏の学校」報告

今年度の放射線化学若手の会は. 8月 11日から 13

日の日程で茨城県東海村において，東京大学勝村研の主

催で開催されました.放射線化学若手の会は，放射線化

学に携わる若手研究者 ・学生が大学という枠組みを越え

て集まり，講演やポスターセッション， レクリエーショ

ン，懇親会などを通じて，各々の研究内容の相互理解や，

新たなる人間関係の形成を目的として開催されています.

1978年以来毎年行われてきた会であり，今年で 27回

目を迎えました.

本年度は，会場に東大原子力工学研究施設および研究

員宿舎を使用しました.大学施設の利用のため， 一人 2

泊平均約 5，835円(食事含む)と費用を抑えることがで

きました参加者の内訳は 6大学2研究所 10研究室

38名で，阪大 ・早稲田 ・東工大などの例年通りの顔ぶ

れに加え，昨年度に続いて東京理科大山下研に参加して

いただき，加えて本年度は初めて原研高崎の方々が参加

されました.人数では昨年よりも 6名増加しました.

初日は懇親会を兼ねて研究室紹介を研究室ごとに行っ

ても らいました.個性あふれる紹介で，会場の笑いを

誘った研究室もありました.

2日目には講演を 2件行い. 1件目は原研東海の永石

隆二先生にお願いし. if元素の溶液化学と放射線化学

一イオン性媒体中での f元素の配位状態の及ぼす光学お

よび反応特性への影響-Jと題して，講演を行っていた

だきました. f電子を持つユウロピウム (III)を EDTA
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集合写真

などの様々な配位子でで、配位させることによりユ一ロピウ

ムの水和数を変えて発光特性および

度を検討するという放射線化学らしい研究で，為になっ

た参加者も多かったのでなし 1かと思います. 2件目には，

原研高崎の吉田 勝先生に 「γ線，電子線，イオンビー

ムを利用した機能材料の創製」と題してご講演をしてい

ただきました原研高崎の役割から重イオン加速器を用

いたイオン穿孔膜などの話を通じ，放射線化学の医学や

生体への応用をお話していただき，放射線化学の奥行き

の深さを知ることができました.午後は集合写真の後，

フットサル場に移動し研究室対抗でフットサルを行い
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.ニュース.

講演:永石先生(原研東海)

ました優勝は圧倒的な強さを誇る早稲田大学漬研チー

ムに決定しました.夜はポスターセ ッションを行い 15

件のポスター発表が行われました.講師の先生方および

原研東海の有志の方々も討論しに来られ， ビールを片手

に，夜遅くまで熱い議論を行いました. このポスター発

表では，参加者全員に投票用紙を配り，最も良かったと

思うポスター発表に投票してもらい，ポスター賞を決め

ました投票の結果，ポスター賞は原研高崎の虞木章博

さんの「重イオン照射による燃料電池用高分子電解質膜

の作製」に決定しました.この研究は燃料電池高分子電

解質膜の欠点である膨潤をイオンビームの使用により抑

制した画期的な研究でした

3日目は， 東大原子力工学研究施設の実験設備および

日本原子力発電のテラパークに見学ツアーを行い，東大

の実験環境を理解していただくと同時に原子力発電の

ルーツを見てもらい，放射線のみならず，原子力全般に
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ポスターセッション

理解を深めてもらえたと思っています.

来年度は 2年連続で参加していただいた東京理科大

学の山下研究室に幹事を依頼しています最後に，素晴

らしい講演をしていただいたことおよび多額の寄付をし

ていただいた吉田・永石両先生に，この場をお借りして

お礼を申し上げます.また，援助をしていただいた日本

放射線化学会事務局の勝村先生および伊東由希様にお礼

を申し上げます.

〈連絡先〉

2005年度放射線化学若手の会事務局

(東京大学大学院工学系研究科

附属原子力工学研究施設宮崎豊明)

号 319-1188茨城県那珂郡東海村白方白根 2-22
TEL: 029-287-8497. F AX 029-287-8488 
E-mail: t-miyaza@utnl.jp 

放射線化学



. お 知 らせ .

第48回放射線化学討論会のお知らせ

日 時 : 平 成 17年 10月 12日(水)--14日(金)

場所:〒530-0005大阪市北区中之島 4-3-53

大阪大学中之島センター

口頭発表会場 10F佐治敬三メモリアルホール

ポスター会場 7F講義室 2

懇親会:大阪市内にて開催予定

交通:阪神電車阪神本線福島駅下車より徒歩 9分.

その他の経路は開設予定のインターネットホー

ムページ“http://www.bms.sanken.osaka・u.

ac.jp/ーrc2005/"において案内いたします.

主催，共催:日本放射線化学会主催， 日本化学会共催

開催要項

テーマ:放射線化学の基礎と応用(ビーム化学，放射光

化学， レーザー化学，プラズマ化学，ポジトロ

ニウム化学などの境界研究領域，放射線リソグ

ラフィ，放射線加工，放射線プロセッシングな

どの技術領域を含む)に関する発表と参加を募

集いたします.なお，放射線化学の基礎と応用

の接点や，境界領域など、について考えるシンポ

ジウム ・特別講演についても企画を検討してい

第 79号 (2005)

ます.詳細は追ってお知らせいたします.

申込方法:上記のインターネットホームページ(開設予

定)に，申込用フォームを設けますので，そち

らに必要事項を記入して送信してください.

E-mail， FAX，郵便での申込みは，できるだけ

ご遠慮ください.発表 1件について， 1件の申

込みをお願いいたします.

発表申込受付期間:

平成 17年 6月 13日(月)--7月 15日(金)

参加登録事前受付期間:

平成 17年 6月 13日(月)--9月 30日(金)

討論会開催期間の参加登録は会場で受け付けし、

たします.

予稿集原稿締切:平成 17年 9月 9日(金)

参加登録費 4，000円(講演要旨集代を含む)

ポスター発表 10月 13日(木)， 14日(金)

懇親会 10月 13日(木)

会費は 5，000円(学生 2，000円)見当

参加費振込方法:追ってホームページ等の方法で連絡い

たします.
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会員のページ

進む 「教科書編集J(2) 

ーとにもかくにも動き出した船一

理化学研究所 丑田公規

先号では，皆さんを鼓舞する意味もあって，いささか

奇をてらった文章を書かせていただいた.皆さんのご批

判は甘んじて受けるつもりであるが，教科書編集の進行

状況について続きをお知らせしよう.

先号でお知らせしたとおり 9月末日に締め切りをお

いて，とにかく 10月の討論会には原稿を集めたいと

思っていたが，果たしてどうなることかは半信半疑で

あったしかし 40名を超える多数の執筆者にお願い

したにもかかわらず，札幌の放射線化学討論会時点で未

執筆者が 5名という状態で，何より原稿の集まりが速

かったことが驚きであったこれは旗振り役の私の予想

をはるかに上回っていた.このエネルギーは何だろう

か? 若い人を中心に執筆者を選んだことも一因であろ

う.意欲というものが伺える.とにかく一安心であった

結局科研費の締め切りが 11月 18日で， 10月末まで

にわずか一人の方を除いて原稿が集まった.締め切りま

でに間に合った! 科研費の申請には，完全な原稿の

ハードコピーを冊子にして，申請書類とともに提出しな

ければならない.そして必要書類をすべて半蔵門の学振

まで持参するのだが，窓口でチェックを受けて，不備を

指摘され，雨の降り出した街を l往復する羽田になっ
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た.でも受付終了時刻までに提出を終えることができた

さて，集まってみた原稿を冊子にして編集委員に配布

することになった.勝村先生のところの秘書の伊東さん

にはたいへんな労力をかけたが，厚さ 10cm足らずの

ファイルに 700ページ以上ある! 初めて教科書という

ものが目の前に現れたことに，いささかたじろいだが，

年末年始に各編集委員に送付され，今現在日を通しても

らっている最中である.

しかしまだ，本当の意味で「教科書」にはなってい

ないようである.この段階で，細かい校正，体裁の調整

など今まで予想しなかった作業が入り込んできた.当初

の計画どおり進める予定であるが，少々不安になってき

た.

当初教科書に含める意図で，コラムの原稿も数人の方

にお願いした. しかし届いた原稿の現物は，なかなか

教科書に含めるのは難しく，現時点では，小冊子として

添付するか，放射線化学誌に掲載していただくかと考え

ている.この点は，まだ検討中であることをお詫びした

船はともかくこぎ出した.入稿された方は，すっかり

仕事が終わって，大海原に乗り出した気分でいられるか

もしれない. しかしまだ出航したばかりのようで 「苦

しいこともあるだろさ，悲しいこともあるだろさ」と

思っている.引き続き皆様のご協力をいただきたいと

思っている.

放射線化学
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第 81回日本放射線化学会理事会議事録

日時:平成 16年 10月9日(土) 18:00-20:30 

場 所:北海道大学工学研究科材料・化学系中会議室

出席者:市川恒樹，入江せっ子，丑田公規，勝村庸介，

加藤隆二，熊谷純，河内宣之，小嶋拓治，駒

口健治，坂本修，柴田裕実，新坂恭士，住吉

孝，砂川武義，田川精一，辻正治，鳥山和美

(岡寄正治の代理)，中川和道，中川清子，南波

秀樹，漬義昌，平出哲也，真嶋哲郎，吉田陽

一，鷲尾方ー，小泉均(記)計 26名

配布資料:

(1) 議事予定

(2) 日本放射線化学会平成 16年度役員名簿

(3) 第 80回日本放射線化学会理事会議事録(案)

(4) 平成 15年度会計報告

(5) 入退会希望者一覧

(6) 放射線化学若手の会 2004年度「夏の学校」

活動報告

(7) 日本放射線化学会 平成 16年度予算案

(8) ICRR招致について

(9) 環太平洋放射線化学シンポジウムの提案

(10) 教科書編集の進行状況メモ (丑田理事)

議事

報告事項

1 ) 平成 16年度役員人事について(事務局)

編集委員は丑田，月出，中)11 (清)，室屋氏が退任

予定，新任者選考中，主任は永石氏が就任，常任理

事にも就任.その他は前年度と同じ.

2) 第 81回理事会議事録 (平成 16年 3月)につい

て (事務局)

原案のとおり承認

3) 平成 15年度決算について (事務局)

原案のとおり承認

4) 入退会希望者について (事務局)

原案のとおり承認.賛助会員の減少傾向について

論議.会員の言卜報をホームページ，会誌等を通じて

速やかに学会員に知らせるための方策について論議.

5) 夏の学校について (事務局)

勝村研宮崎氏からの報告書を承認.

6) 企画委員会報告 (中川企画委員長)

第 79号 (2005)

シンポジウム+セミナーの企画は，同時期に同類

企画が実施されたため実行中止.本年度はプラズマ

と微細加工に関するセミナー&シンポを企画中.

放射線化学会内に技術 ・学術相談窓口を設ける件

については継続審議中.理事等からの企画も(ホー

ムページへの書き込みなどを通じて)募集.

7) 編集委員会報告(南波編集委員長)

77， 78， 79号の編集状況について報告.

会誌費用が 2，000円/1冊以上かかり，財政を圧

迫して現状を事務局が報告.論議の結果，電子

ジャーナル化， PDFファイル化によるメール添付

なども考えられるが，会誌の重要性に鑑み，財政の

許す限り，当面印刷物を継続することで意見の一致

をみた.

会誌 80号については 40周年記念の意味も含め

て新主任に企画してもらうことになった.

8) 将来構想委員会報告(勝村将来構想委員)

環太平洋放射線化学会議の項で報告.

9) 放射線化学教科書出版委員会報告 (丑田出版委員

長，資料配布)

本の題名は「放射線化学一電子，イオン，光の

ビームがくらしをかえる，産業をつくる-Jにほぼ

決定

原稿は 70%以上完成 11月に科研費 (出版補助)を

申請.

教科書採用やシンポ，セミナ一等の機会を捉えての販

売促進活動について論議.

審議事項

1) 平成 16年度予算案 (事務局)

原案(教科書刊行，販売促進関係経費 130万円

の特別出費と IARR分担金 10万円の出費を除いて

例年どおり)を承認

2) 2011年 ICRR日本招致について(勝村 ]ARR委

員)

①多額の寄付金を集める義務を負うことなどのこ

とがない. ②ICRRにおける放射線化学のプレゼン

スを高める.との条件付きで積極的に協力するとの

旗野，勝村両 ]ARR委員の方針を承認.
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3) 環太平洋放射線化学シンポジウムについて(勝村

将来構想委員)

中国側から日本，中国，インドを軸とする環太平

洋放射線化学シンポジウム開催に関する協定書が送

られてきたとの報告あり.協定内容を検討の結果，

①3国ともに学協会聞の協定にする. ②協定書の文

言を学協会間の協定書にふさわしいように修正する，

との条件付きで，推進することを承認.

4) 次年度放射線化学討論会について(市川会長発

議)

52 

次年度に予定していた原研高崎が，独立法人化を

ひかえて開催困難になったため，阪大産研 (田川先

生)に交代していただくことに決定.次年度は 10

月 12，13，14日，大阪中ノ島で開催.

5) 研究推進委員会発足について(市川会長発議)

科学研究費問題などを含めた放射線化学の将来を

考え，若手，中堅層間で積極的に共同研究を推進す

るための研究推進委員会を発足させる必要性につい

て提案.研究推進委員会発足の世話人を早大の鷲尾

先生に依頼.

放射線化学
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平成 15年度会計報告(平成 16年 7月 31日現在)

収入の部 (単位:円)

項 目 予 算牢 収入状況 備 考

賛助会員 1，000，000 820，000 

個人会員 1，200，000 1，295，799 

雑収入 200，000 303，333 

前年度繰越金 3，247，261 3，247，261 

メEhヨ 5十 5，647，261 5，666，393 

支出の部 (単位:円)

項 目 予 算* 支出状況 備 考

事務費 100，000 50，225 葉書・ PC用紙・ラベルなど

通信連絡費 100，000 58，315 切手 ・理事会資料などの送料

銀行の手数料も含む

事務局経費 240，000 240，000 

1，300，000 1，342，320 会誌 NO.76(15年 9月5日発行)

メ宮同時士 発送費
NO.77 (16年 3月25日発行)

120，000 115，270 〆〆

原稿料 100，000 101，000 〆〆

会議費 100，000 30，523 第 80回理事会.東大(平成 16年 3月23日)

放射線化学討論会援助 200，000 。
応用シンポジウム援助 100，000 。
放射線化学セミナー援助 100，000 。
若手 ・夏の学校援助 200，000 200，000 

学会賞 50，000 92，400 賞状，メダル等

同位元素発表会分担金 9，000 。
企画委員会経費 75，000 。
将来構想委員会経費 75，000 。
編集委員会経費 150，000 300，000 

ホームページ運営費 60，000 60，000 

予備費 100，000 100，000 日本放射線研究連合へ

次年度繰越金 2，466，761 2，976，340 

A Eヨ 言十 5，645，761 5，669，393 

運営資金現在額 2，976，340円

(現金 68円 郵便貯金 6，640，028円 銀行預金 558，906円の合計額から学会基金積立額 4，222，662円を差し引

いた額)
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平成 16年度予算案

収入の部 (単位:円)

項 目 平成 16年度予算案 備 考

賛助会員 900，000 

個人会員 1，200，000 

雑収入 300，000 

前年度繰越金 2，976，340 

メEL3 言十 5，376，340 

支出の部 (単位:円)

項 目 平成 16年度予算案 備 考

事務費 100，000 葉書 ・PC用紙 ・ラベルなど

通信連絡費 100，000 切手 ・理事会資料などの送料

銀行の手数料も含む

事務局経費 240，000 

1，300，000 会誌 NO.78(16年 9月発行〉

会誌
NO.79 (16年 3月発行)

発送費 120，000 〆〆

原稿料 100，000 〆〆

会議費 100，000 第 81回，第 82回理事会

放射線化学討論会援助 200，000 

応用シンポジウム援助 100，000 

放射線化学セミナー援助 100，000 

若手 ・夏の学校援助 200，000 

学会賞 50，000 賞状，メダル等

同位元素発表会分担金 9，000 

企画委員会経費 75，000 

将来構想委員会経費 75，000 

編集委員会経費 150，000 

教科書編集委員会 200，000 

教科書刊行援助金 1，000，000 

日本放射線連合 100，000 

ホームページ運営費 100，000 

予備費 100，000 日本放射線研究連合へ

次年度繰越金 788，340 

1EL 1 言十 5，376，340 
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日本放射線化学会 平成 16年度役員名簿

会 長 市川恒樹(北大院工)

副会長 勝村庸介(東大院工)

河内宣之(東工大院理工)

常任理事 市川恒樹(北大院工)

勝村庸介(東大院工)

丑田公規(理研)

河内宣之(東工大院理工)

坂本 修 (NHVコーポレーション)

柴田裕実(東大原総セ/京大工)

住 吉 孝(北大院工)

理 事 青木康(住友重機)

新井英彦(放振協)

石樽顕吉(埼玉工大)

入江せっ子(大阪府大先端研)

丑田公規(理研)

岡寄正治(産総研 ・中部)

加藤隆二(産総研)

熊 谷 純(名大工)

河内宣之(東工大院理工)

小嶋拓治(原研高崎)

駒口健治(広大院工)

坂本 修 (NHVコーポレーション)

柴田裕実(東大原総セ/京大工)

新坂恭士(金沢工大工)

鈴木信三(都立大理)

鈴木健訓 (KEK)

事

局

問

kη 

『
4

，qe

監

事

顧

平岡賢三(山梨大工)

東京地区(東京大学原子力工学研究施設)

佐藤伸

田 川 精 一(阪大産研)

田畑米穂 (原子力システム研究懇話会)

今 村 昌

近藤正春

委員長:南波秀樹(原研高崎)

主任:永石隆二(原研東海)

伊藤賢志(産総研)

岡 書崇(早大理工総研)

委員長:鏡野嘉彦

田川精 一 (阪大産研)

立矢正典(産総研)

名誉会員

編集委員会

推薦委員会

第 79号 (2005)

南波秀樹(原研高崎)

中川和道(神大発達)

辻 正治(九大機能研)

永石隆二(原研東海)

中川和道(神大発達)

南波秀樹(原研高崎)

真嶋哲朗(阪大産研)

吉田陽一(阪大産研)

鷲尾方一(早大理工総研)

砂川武義(福井工大)

住吉 孝(北大工)

高橋憲司(金沢大)

竹中康之(北教大)

辻 正治(九大機能研)

中川和道(神大発達)

中川清子(都立産研)

中村一隆(東工大セラミック研)

中山敏弘(京工繊大工芸)

南波秀樹(原研高崎)

漬 義昌(早大理工総研)

平出哲也(原研東海)

藤原邦夫(荏原総研)

真嶋哲朗(阪大産研)

百瀬孝昌(京大理)

吉田陽一(阪大産研)

鷲 尾 方 ー(早大理工総研)

水 津 健 一

鏡野嘉彦

笛木賢 二

桜井洗

団野 陪 文
佐伯昭紀(阪大産研)

坂本 修 (NHVコーポレーション)

鈴 木 信 三 (都立大理)

i賓 義昌(早大理工総研)

平岡賢 三 (山梨大工)
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入退会希望者一覧

(平成 15年 9月1日~平成 16年 9月30日まで)

入会

区 分 会員番号 氏 名 所 属 紹介者

賛助会員 マイクロ電子工業 砂川武義

正会員 543 原 道 寛 阪大産研 真嶋哲朗
〆〆 544 藤 塚 守 阪大産研 真嶋哲朗

547 入江せっ子 大阪府大先端研 阿部康夫

11 548 熊野友巳 川崎重工
ノ/ 550 北野利明 名古屋大学
ノ〆 555 贋木章博 日本原子力研究所 吉田勝

557 岩田稔 東京大学 工藤久明

学生会員 545 竹谷考司 阪大産研 吉田陽一

546 山下真一 東京大学 勝村庸介

549 山脇正人 東京大学

551 川口昌朗 早稲田大学 鷲尾方ー

552 松浦章雄 早稲田大学 鷲尾方ー

553 垣木智行 早稲田大学 鷲尾方ー

554 田中秀典 京都大学 松山奉史

556 松井貴弘 神戸大学 中川和道

558 本橋良太 早稲田大学 j賓義昌
ノ〆 559 土谷忠義 早稲田大学 漬義昌

560 大井和樹 名古屋大学 熊谷純

561 刈谷奏 名古屋大学 熊谷純

562 江原将文 名古屋大学 熊谷純

563 稲垣宏樹 名古屋大学 熊谷純

賛助会員減額

会員番号 氏 名 減額前 減額後

23 日本原子力研究所 100，000円 50，000円

28 古河電気工業株式会社 50，000円 10，000円
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賛助会費 50，000円

賛助会費 20，000円

退会の理由

退職のため

逝去
退職のため

退職の為

退職の為

退職の為

海外出向

海外出向

逝去

属

原研高崎

金沢工業大学ライブラリー

東大阪短期大学

大阪大学

徳島大学

目立化成

山形大学

東京工業大学

東京工業大学

早稲田大学

近畿大学教授

近畿大学教授

農工大

大日本印刷

巴川製紙所

大阪府立大

所名

ユアサコーポレーション

住友化学工業株式会社

阿部俊彦

石垣功

市川隆久

大東祥晃

嘉悦勲

小林繁雄

佐野尚武
下津亮介

杉森彰

助川健

堂丸隆祥

東村武信

春山保幸

諸谷小四郎

山本正夫

山本幸男

吉野富雄

菊池隆之介

吉田和宏

吉成武久

加藤竜一

児玉健作

松尾力

氏会員番号

32 

11 

5 

20 

27 

63 

84 

137 

159 

176 

185 

186 

256 

307 

349 

392 

407 

409 

420 

459 

534 

419 

496 

513 

519 

員

員

員

会
A

r

A

E

f

助
N

会
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

N

H

ノ

生

〆

ノ

ノ

賛

正

学

会員種別

• 
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平成 16年度 日本放射線化学賛助会員

岩崎電気(株)

電気工業(株)

(株)英光社

関西ペイント(株)

(株)コーガアイソトープ
http://www.koga-isotope.co.jp 

四国電力(株)

住友スリーエム(株)

住友電気工業(株)
http://www.sei.co.jp/ 

ラジ、エ工業(株)
http://www.radia-ind.co.jp 

原子力燃料工業(株)

大日本インキ化学工業(株)

東京電力(株)
http://www.tepco.co.jp/ 

東北電力(株)

(株)NHVコーポレーション
http://www.nhv.jp/ 

日本原子力研究所
http://www.jaeri.go.jp 

ビームオペレーション(株)

古河電気工業(株)
http://www.furukawa.co.jp/index.htm 

(財)放射線利用振興協会

マイクロ電子(株)
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