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〔巻頭言〕

放射線化学会のこれから

佐藤章一

日本放射線化学会は会員数約五百人，よくまとまっ

た中規模の学会だという印象である.しかしよくま

とまった」ということは，守備範囲がやや固まり，会

員も互いに手の内が判った仲間という感じも含んでい

る.この雰囲気は捨て難いところもあろうが，学会と

して一層の発展を望んでもよいのではないかとも考え

られる.さらに，この文は， 20年以上前から，将来も

放射線化学という独立の学問分野が成立するのか，時

に感じていた私の疑問への答えを見出したい願いも含

んでいる.

本学会誌の記事の今までの採り挙げ方を見ると，無

機から有機化学，バイオまで，反応論から構造解析，

物性論まで，基礎的理論から技術，装置等広い応用分

野までよくカバーされていて，編集委員の御苦労がし

のばれる.ただ，本学会討論会で議論きれているテー

マは，これに見合った広がりが感じられない.この意

味で，今後の本会で扱うことが，あるいはより大きく

扱われることが期待きれる分野は何かについての私見

を述べさせていただきたい.

実験に使用しやすい放射線の種類，性質は，研究の

実際的な限界を定めるところがある.91年の本誌で笛

木先生も述べておられるように，電子線，ガンマ線な

どの低LET放射線を中心とする伝統的放射線化学は，

70年代にほぼ完成した.しかし，近年，イオンなどの

加速器放射線シンクロトロン放射光，レーザー光な

どを利用する機会が増え，これにより放射線化学は一

段の飛躍をすることとなろう .

.加速器放射線を利用することにより， 1)高LETの効

果(と単純には言えないが，一応そうくくられる現象)

の研究， 2)短パルスによる初期過程の研究， 3)極めて

ミクロな局部的照射によるトラック構造の実験的解明

や半導体デバイス損傷の構造依存性の研究，きらに4)

イオン，短波長光を用いる新しい分析，構造解析，あ

本会副会長， 日本原子力研究所高崎研究所所長
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るいはこれらによる，放射線物理 ・化学現象のinsitu 

の観察，測定など，本学会の幅が広がる分野が見えて

くる.

重イオンが半導体素子に照射きれたとき，電子的欠

陥，原子的欠陥，その他のより高次の結晶学的欠陥が

どのように生成するかは，これまで主に半導体などの

固体物理の対象であったが，高分子あるいは無機国体

への照射効果を，化学反応素過程として理解しようと

すれば，半導体での成果は，極めて近い分野として，

相互に禅益し合うべき事柄ではなかろうか.また，細

胞中のDNA鎖への照射損傷を，細胞の増殖など生理活

性の変化と関係づけるときに，アミノ酸連鎖の放射線

化学反応としての理解が加えられれば，一層根本的理

解となるのではないか.

このように考えて行くと，すでに光化学(と言われ

てきた学問分野)との境がなくなりつつある放射線化

学は，きらに固体物理，無機化学，有機化学，生物化

学・物理などとの境がなくなる方向へ発展して行きそ

うに思われる.そのとき，本学会には，放射線の化学

的 ・物理的取扱いに経験があり，その手法を駆使でき

る研究者の集まりとして，同時に他分野の研究成果を

活発に吸収することにより，自らの活性度を高め，価

値ある学会に発展する道が生まれることであろう.こ

のようにして r放射線化学という学問はもう終わり

か」という 20年来の疑問に，ょうやく積極的な答えを

見出したように思っている.
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〔解説〕

国相中のアルケン・アルキンのアニオンラジカル

1. はじめに

分子の正 ・負イオンラジカルは反応中間体として重

要であるので過去数十年にわたり放射線化学，光化学

等の分野でよく研究きれてきた 1，2) 初期には主に光学

的研究がなされたが，極低温凍結法，パルス分光法，

各種常磁性共鳴法，分子軌道法などの発展によって，

より不安定なイオン種も検出きれると共にその電子構

造がより詳細に分かつてきた.特に電子スピン共鳴

(ESR)法は直接的にラジカル種の分子・電子構造に

関する情報を与えるので固体や液体中のイオン種の研

究では重要な役割を果たしてきた.また正イオン種の

研究では，志田らがフレオ ンマトリ ックス-ESR法を

用いエーテル，アルケン等の種々の化合物の正イオン

を検出し，正イオンが中性ラジカルより大きな超微細

相互作用を有することなどを明らかにすると共に，そ

の方法が極めて適用性の高いことを示した 2-5) ここ10

年余の固相中における正イオン種に関する著しい研究

の広がりと進展は彼の提唱したこの「電子捕捉剤マト

リックス-ESR法」により触発きれたと言っても過言

でない2)

他方，負イオ ンに関しては後述のように，約10年前

までに比較的電子親和力 (EA)の大きい化合物につい

てはその分子・電子構造がほぼ解明されたは，6-8) しか

し基本的有機化合物の一つであるモノ不飽和炭化水

素(アルケンとアルキン)は負で極めて大きなEA値

(-1.8-一2.6eV)を有するので，その負イオンはい

かなる分光法でも検出されたことがなかった.このよ

うな不安定な負イオンでもnーアルカン結晶をマトリ

ックスとして用い，その混晶を極低温で放射線照射す

Alkene and Alkyne Radical Anions in Solids. 

武藤八三*

れば準安定的に生成・捕捉しうることを初めて見いだ

したト12) ここでは主に， ESRとMO法による研究で明

らかとなったアルケン・アルキンの負イオンの特異な

分子・電子構造の詳細及び，同時に捕捉きれた正イオ

ンとの相違について記述すると共にその他の基本的有

機化合物も含め簡単な分子軌道法による負イオンの電

子状態の比較を行う .さらにアルケン・アルキンの正・

負イオンの捕捉や反応を通してアルカン結晶中での電

子 ・正孔移動の研究への発展の可能性やアルカ ン自体

の放射線化学の解明への応用についても少し触れた

し、13-15)

2.負イオンの簡単な分子軌道法による記述

負イオンの安定化は電子親和力 (EA)で特徴付けら

れる 16) 負イオン生成による過剰の電子は反結合性軌

道を占めるので3つ以上のリングからなる芳香族化合

物やフレオン等のハロゲン化合物 (CF3Brで、O.9 ev) 

などを除くと，負のEA値を持つ.いままで研究されて

きた多くの化合物の負イオンは正のEA値または負で

も比較的小さいEA値を有し(>-1.5eV)，第一近似的

には低い不対電子軌道 (SOMO) を有するものであ

る.負イオンの電子状態は次のHuckel型の簡単な分子

軌道 (MO)法近似でも充分記述できる. LCAOまたは

LCVO-MO近似でのエネルギーマトリ ックスの要素

を次式で近似する.

αx二一(IPx+EAx)

sxy = [sxx (0) +β'yy (0) ] Sxy/2 

(1) 

(2) 

ここで， α'x，sxyはx原子軌道 (AO)または原子価結合

軌道 (VO)のクーロン積分と xy結合の共鳴積分であ

斗fachizoMUTO 工業技術院名古屋工業技術試験所，主任研究官，理博.

(略歴) 昭和41年金沢大学理学部化学科卒業，昭和43年同大学院理学研究科修了後，当所へ入所.昭和53年名古屋

大学より博士号取得後，同年から54年までアラパマ大学で博士研究員専門) 放射線化学・極低温物理化学・

量子化学・磁気共鳴連絡先) 〒462 名古屋市北区平手町し電話052-911-2111く内線>431.趣味)

サッカー，鮎釣り，歴史小説.
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る.IPx， EAx， sxx (0)はx原子軌道のイオン化ポテン

シャル，電子親和力，及び共鳴積分パラメータであり，

CNDO/2法近似の値を採用する 17).SXYは重なり積分

である.化合物の負イオンは♂SOMOと，，*SOMOを

持つ二つの範跨に分けられる.ある種の負イオンでは

不対電子が分子内のあるX-y結合に主に局在する場

合がある.x-y結合の結合性と反結合性MOのエネル

ギーは近似的に次式で表される.

ε(:t)-[α'x+αyJ/2:tsxy (3) 

まず典型的な例としてうc-cぐ σと>c=c<π結合

についてのエネルギー準位を図 1aとlcに示す.c-c

結合距離(1.54A)はc=c結合距離(1.32A)より長

いけれど，そのSP3-SP3σ結合の重なり積分(Sσ=0.64)

は2P-2 Pπ結a合の重なり積分 (Sπ=0.28)よりはるか

に大きい.従って， (2)式によりそのσ結合の共鳴積分

(βσ= -13.4eV)はπ結合の共鳴積分 (β..=-6.4eV) 

より大きい.SP3VOのクーロン積分α (-7.6geV)は

p軌道の同積分 (-5.57eV)より少し小きいが，大きな

共鳴積分んにより c-c結合の♂反結合性軌道は正で

高いエネルギーに位置する.同様に 2b-dに示すよう

にうC-H，ぅC-N<，沙c-O-結合なども重なり積

分が大きいのでσMOと♂MOが大きく分離し高い♂

MO与えるので負のEA値を有する.これらの結合から

なる飽和炭化水素，アミン，アルコール，フラン，エ

ーテル，糖等では低温放射線照射を行ってもその負イ

オンは生成しない.その代わりに少量の捕捉電子が生

成する場合がある.他方，アルキルハライドぅc-xや

Nーハ ロゲン化イミド， -S-S-化合物等では σ結合

の重なりが小きく，図 2e-gに示すようにそのゲMO

¥ 

図 1. ，，*負イオンのエネルギー準位.数字(括弧の有

無)は不対電子密度のMO計算値と実験値(文献

8より転写).
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-10 

-15 

-20 

炉 cゆコ品炉内閣民戸b 川河)c守判。

図 2. 基本的な結合のσと♂のエネルギ一分裂(文献

8より転写).

のエネルギーは低いので，その負イオンが低温固相中

で捕捉きれる 1，2)

次にf負イオンに話を移す.不飽和炭化水素のEA

f直は次のようである.c三 C，-2.6eV ; C=C， -

1.8-一 2.3eV;(-C=C-)2' -0.6eV; (-C二

C-) 3， > OeVI7
). 図 1cと 1dに示すように，(-C= 

Cー)nで‘nが増えると共役による安定化が起き， ，，*MO 

の準位が下がる.n= 2以上の不飽和炭化水素では比

較的大きいEA値を持つのでその負イオンは捕捉され

る.他方，アルキンとアルケンは共に負で大きいEA値

を持つ.両者を比べると前者は短い結合距離 (rcac二

1.20， rc=cニ1.32A)を有するのでその 2p軌道間の重

なり積分は大きい (Sc5 c=0.34，Sc=cニ0.28).従っ

て，図 1b， cに示すようにπc聖 c*MOはπc=c*MOより

高いエネルギーに位置するので，前者は負でより大き

いEA値を持つことが分かる.負で大きなEA値を持つ

この両負イオンは今まで検出されたことがなかった。

しかし負でより大きいEA値を持つマトリ ックス を選

べば準安定的に捕捉される可能性はある.上記のMO

計算の結果(図 1， 2)から分かる様に，負でより大

きなEA値を持っと予想されるのは飽和炭化水素であ

る.従来の分岐アルカングラス中ではアルケンの負イ

オンは生成しない.そこでドープきれ易きも考慮して

不飽和炭化水素と類似炭素骨格を持ち閉じ炭素鎖長の

n-アルカン結晶をマトリ ックス として用い，その混

晶の極低温放射線照射を試みたところその負イオンが

準安定的に捕捉きれることを見いだした.ESRとMO

法による研究の結果，これらの負イオンは母分子の構

造から変形していることが明らかとなったト12) また

アルケンの正イオンも同時に生成したので，次節でこ

3 



アルカン結晶中に捕捉きれたアルケンの正・負

イオンラジカルのπHとβHの超微細結合定数

(mT) 

表 1

アニオン カチオ ン

3 -hexeneαx 2 10.45 0.10 -0.251 l.3 

(s1.β'2) x 2 l.38 0.56 4.6 2.9 
2 -hexeneα x 2 1 0.55 0 . 20 -0 . 15 1 l.3 

(β1.β'2) x 2 l. 45 0.86 3.9 3.9 
1 -hexeneα x 1 1 0.95 0.60 -0.25 1 

αx  2 1l.30 0.70 

(β1.β2) x 2 l.68 0.88 
2 -butene αx  2 

(β1. s2) x 1 l. 74 0.82 

定きれた9，10) 図 3dとeはそれらのスペクトルシュミ

レーションである.この同定は，さらに強い電子捕捉

剤を添加した混合系での電子捕獲競争反応の実験から

確認した.他の異性体 2及び 1ーヘキセンの系でも

同様のイオン種が生成した (表 1). ただし後者の系で

はその正イオンが捕捉きれない.これは 1ーヘキセン

が異性体中では最も高いIP値を持つことに起因する

と思われる.ブテン 1ーデセンなどでもそれぞれ相

当するアルカンとの混晶の 4K放射線照射により負イ

オンが生成した.

まずtr-3ーヘキセンの負イオンのESRパラメータ

から以下のことが分かる 1)対称的な分子構造-

CH2一CH=CH-CH2ーを反映して等価な 2個のHが

対となった 3組，計 6個のHが関係する 2)等方的

な 2組のHの超微細結合定数alSOはβ位のーCH2ープ

ロトンに帰属されるが，中性zラジカルの値の 1/2

程しかない 0.38.0.56mT). 3)残りの 1組のHは

異方項が大きい (0.45，0.10， -0 . 25mT)ことからα

プロト ンに帰属される.核の有効荷電なども考慮して，

その異方項からα炭素上のπ不対電子密度d".aを評価す

ると， -0.4となる.これらの結果からこの負イオ ンは

対称要素C2または点対称iを有し，母分子に近い構造を

持つπczJ型ラジカルであることが分かる. 4)しかし

αHの超微細結合テンソルの等方項は極めて小きく

(aiSO = 0 .1mT)，通常の平面πラジカルから期待され

る値の約 1/10である.平面πラジカルではα炭素中の

2 p"軌道からスピン分極により αHに負のスピンが誘

起きれるので、αHは負の等方項を有する.ラジカル構

造が非平面になると不対電子の非局在化により αHに

正スピンも生じ加わるので，正 ・負スピン密度が相殺

して小さなalSOを与えることになる.従って，結果4)か

らアルケンの負イオンは図 4bに示す様なα炭素が非

平面結合構造を有する擬π<:=c*ラジカルであることが

れら正 ・負イオンの分子 ・電子構造の詳細について記

述する.

次に他のπ$負イオンについて簡単に触れる. C=C 

不飽和結合の一方の炭素原子をより大きいクーロン積

分を有するOやS原子等で置換するか-COOH基のよ

うにπ電子の非局在化を引き起こす基を導入すると，

図 1e， fにC=O等に関して示すように， C=C(図 1c) 

に較べてその7Z"*MOのエネルギー準位が下がるので，

それらの負イオンはアルケンよりは安定である.この

範践に入るものとしてはケトン，アルデヒド，カルボ

ン酸，エステル，アミノ酸，ペプチド，アミド，有機

塩基などがあり，そのもの自体の固体中または種々の

マトリ ックス中でその負イオ ンが捕捉され研究されて

いる 6-8)

3.アルケンの正・負イオン

3.l. 正・負イオンのESRスペク トルとラジカル構造

トランス-3ーヘキセン (2.0mol%) /nーヘキサ

ン一d141昆晶多結晶を 4KでX線照射後，測定したESR

スペクトルを図 3aに示す.3 bの点線は赤外光(λ>690

nm)照射後のものである.光照射前後の差スペク トル

図 3cに示すように赤光外により容易に退色される 2

種類のラジカル種が生成する.両者のスペクトルの全

幅は大きく異なる.18mTもある広い方はヘキセ ンの

正イオンに，約 5mTしかない狭い方は負イオンに同

obs. 
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図3. 3-ヘキセンの正・負イオンラジカルのESRス

ベクトル. tr-3ーヘキセン/nーヘキサン一

d14混品の 4K照射(文献10より転写).
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図4. アルケンのa)正， b)負イオンラジカルの構造

と不対電子の非局在化経路(C-f) (文献10より

転写).

分かる.

他方， tr-3ーヘキセンの正イオンも等価な 2個の

αH (also = 1. 3mT)と2組の等価なβH(4.6， 2.9mT) 

の計 6つの超微細結合が観測され，母分子の対称性

(C2h) に近い構造を持つことが分かる.αHの等方項

からα炭素上のd，.a11直を評価すると -0.45を得る.従っ

て正イオンは対称的な7l"c=cラジカルに帰属きれる(図

4a). これらの特徴はフレオンマトリ ックス中などで

捕捉きれたアルケンの正イオンの特徴と 一致してい

る5，18-20)βHの等方項は負イオンに較べて 3-5倍も

あり，通常の中 d性πラジカルよりも大きい.正・負イオ

ンのこの大きな差異の原因については後述する.アル

ケンの正イオンはビニル型骨格R-CH=CH-Rを持

つものは平面構造，ピニリデン型骨格CH2=CH-Rを

持つものはC=C軸の回りに少し捻れた構造を有する

とされている 5，1ト 20) これに対し負イオンではESRパ

ラメータ(表1)から，共に非平面ラジカル構造を有

し，またCニ Cに関してはぽ対称的な不対電子分布を持

つことが明らかとなった.

表 2 アルキンの負イオンラジカルのgテンソルと

αH，βH及び、α13Cの超微細結合テンソノレ(mT)

xx yy zz 

C2H2 in 3MP g I 2.0011 2.0023 2.027 

αH x2 5.3 4.7 4.3 
13C A 11 =4.2 A 1 =0-0.2 

1 -hexyne g I 2.0014 2.0023 2.0026 

in hexane αH 5.18 4.28 3.66 

βH l.03 0.67 0.58 

3 -hexyne g I 2.0005 2.0023 2.0027 

in hexane βH l.01 0.78 0.79 

第 55号 (1993)

3.2. 正 ・負イオンの電子構造

アルケンの正 ・負イオンはそれぞれ平面，非平面構

造を有し，また両者のβHの超微細結合は大きく違う

ことが実験的に明らかとなった.際だつたこの相違の

原因を電子状態の点から解明するためにHuckel近似

のもとに摂動論を用いて考えてみる.-CH2-CH= 

CH-CH2一基のMO仇をLCAOまたはLCVO近似で

表す.

φk-ヱCkjctj (m 1 ) 

φjは図 4a， b及び次に示すよう だAOか，擬πAOまた

はVOである.平面>C=C<のときのα炭素の軌道は

2仏(=2pz) AOであり，非平面のときは'

1 SmP>二 m 1 S> + (仕1一m2η)1/2 (C∞OSδ1 pz> +s剖inδ

) Ip仏x>け (m2幻

でで、ある(は6は変位角度)に.またβ炭素とβHのH2ク守ル一

フ

|β，.> = [1 sp仇3(1υ)>一 Is叩P3μ(2幻)>汀J//玄 (m3幻) 

IHπ>= [1 ls訂(H1)>一 11 S訂(H2ρ)>J//玄

(m 4) 

(m 3， m 4)を基にローカルなCp-Hβ基の結合性と

反結合性軌道とそのエネルギーは次式で与えられる.

φC-H=.e 1β，.>+n 1 H，.>， .e=0.757 (m5) 

φC-H・ニnlβ，.>-.e 1 H，，>， n=0.653 (m 6) 

EC-H= [α(SP3) +α(H，，)J/2+β(SP3 -H，.) (4) 

EC-H *ニ [α(SP3)+α(H，.) J/ 2 -β(SP3 -H，.) (5) 

まずはじめに零次として不対電子が主に存在する>

C=C'<基のみを考えると，そのf反結合'性と π結合'性

軌道及びそのエネルギーは非平面ラジカルのとき

(mヰ 0)は次式で考えられる.

φC=C * = [1 SmP>一 1Smp'> J/ /玄 (m7) 

φC=C= [ISmP>+ISmp'>J//す (m8) 

Ec=c * =α(SmP) -β(SmP') (6) 

Ec=c=α(SmP) +β(SmP-SmP') (7) 

α(SmP) =m2偽 +(1 -m2) α~ (8) 

平面ラジカルのときはこれらの式で、m=Oの場合で

ある.

2ScAOのクーロン積分 (α's=-14.05eV)は 2pAO

の値 (α'p=-5.57eV) より大きいので (6-8)式か

ら分かるように， 2 scAOが混入し非平面構造となると

π， 7l"*両MOの準位を下げる方向に働しさらに非平面

構造のときの重なり積分S (SmP-SmP') =0.202 (δ= 

12
0

) は平面構造のときの値S(Pーが)=0.245より小き

し従って2)式から共鳴積分は小きくなる.その結果，

図5aとelこ示すようにS'性が入ると SOMOとなるか=c*

が下がるので，負イオンでは非平面構造へ変形して

5 



zl {)〉;:siJJず話
図 5.アルケンのb)正， d)負イオンのエネルギー準

位とa)平面C C及び冶)非平面C=C構成軌道及

びc)C-Hβ軌道への相関図 (文献10より転

写).

安定化することが理解きれる.

次に， -CH2-CHニ C'H'-C'H'2一全 体 は CH二

C'H'i'l'電子系 (m7， 8)にCH2とC'H'2擬π電子系 (m

5， 6)が摂動として加わったと考える.すると摂動

論より負イオンのSOMOは次式で与えられる.

φ(ag) -φC=C * +β(φC=C *， φCH)/sEc=c *.[φCH一

φCH'] +β(φC=C *，φCH * ) / sEc=c *， CH [φCH *一

φCH' * J =φC=C * +e[φCH一 φCH'J+f[φcβ一 φcβ'J

(m9) 

e = [n2β(Smp-H ，，) +.e nβ (SmP-SP3)J//玄

sEc=c * ， CH + [ .e 2β(SmP-H，，) -.e nβ(SmP-SP3) J/ 

1'[ムEc=c* .CH * (9) 

(9)式の第 1， 2項はそれぞれ摂動によるCβ-Hβ基

の結合性と反結合性軌道のSOMOへの寄与を表して

いる.また零次のSOMO(m 7)からHの ls軌道へは

(9)式の第 1， 2項の[ ]内の 2つの項に対応する 2

つの経路でスピンが非局在化することが分かる.両

[ J内の第 1項はα炭素のSmP軌道からH2グループ

の 1S軌道へ両軌道の重なり，従ってその共鳴積分β

(SmP-H，，)，により直接的に局在化する経路である

(図 4d中の実線の矢印).第 2項はβ(SmP-SP3)によ

りβ炭素のSP3軌道へ流れ，続いてC-H基のSP3-1 S結

合を通してHの lsAOに非局在化する間接的な経路で

ある(図 4d中の点線の矢印).まず(9)式の第 1項， φCH

結合性軌道の混入についてはこの両経路は同符号で寄

与する.また図 5c， eに示すょっにゆ'c=c*と φC-Hは反結

合性と結合性軌道であり，大きく分離しているので，

その第l項の分母のエネルギー差は大きい (sEc=c* .CH 

6 

=14.3eV). よってこの第 1項は小きい.

e= [-0.415-1.836)J/(14.3/す)+ [-0.787+ 

1. 836J / ( -6.451'[)二一0.11-0.11=-0.22 (9') 

次に， ゆCH*反結合性軌道の混入の度合を与える (9)

式の第 2項では，逆にその分母のゆ'c=c*と φCH*とのエ

ネルギー差は小きいが (sEc=c*， CH * = -6. 45e V) ， 

(m 6)のφCH*中のAOの係数の符号が異なるので

[ J内に示す両経路が逆符号で寄与して相殺し結

果的にその寄与も小きい.従って負イオ ンでは後述す

る正イオンよりもCHβ基への非局在化が小きいことに

なる.またこうしてφC=C*がSOMOとなる負イオ ンで

はβHへの非局在化による安定化が少ないので， α炭素

の軌道に 2pAOより大きなクーロン積分を持つ 2

sAOを混入きせ非平面構造となって安定化していると

解釈できる.

次に正イオ ンのSOMO，φ(au) は (m9)と (9):rJ 

でφC=C*， sEc=c * .CH，ムEc=c* .CH *， SmP及び [φ-

φ'Jを単にφC=C，sEC=C，CH'ムEC=C，CH*， P万及び[φ+

φ'Jで置換した式となる ((m10)と(10)式とする). 正

イオンでも 2つの経路を通して非局在化が起きること

は同 じである.しかし正イオ ンでは零次のSOMOが結

合性軌道φC=Cであり，図 5a，dこ示す様に低いエネル

ギーに位置するので， (10)式の第 1項の分母のゆc=cと

φCH結合性軌道聞のエネルギー 差 は小きい

(sEC=C，CH) =5.87eV).よってその第 1項は負イオ ン

の場合の相当する第 1項の 3倍程度大きくなる.

e= [-0.637-1.994)J/(5.87/す)+ [-0.856+ 

1. 994J / ( -14.94/玄)= -0.31-0.05= -0.36 (11) 

他方，第 2項では 2つの非局在化経路の相殺に加えて，

φCH *反結合性軌道と ゆ'c=cとが大きく分離しているの

でその分母のエネルギー差が大きい (sEC=C，CH* = 

-14.94eV)ことも寄与してその混入は小きい.しかし

上記のように第 1項が大きいので正イオ ンではβHへ

の不対電子の大きな非局在化が起こることになる.な

おβH上の不対電子密度dHを係数e2より求める と正・負

イオ ンで0.13，0.05となり，実験値とほぼ一致する.

また正イオンではもし非平面構造をとるとその

SOMOとなるφ'c=c結合性軌道は平面構造のときよりエ

ネルギーが高くなり不安定となるので，非平面構造へ

は変形せず代わりにβHへ非局在化により安定化して

いると捉えることができる.

次に比較のため通常の中性πラジカルを考えてみる.

そのSOMOはエネルギーαpを持つので、α'p+βpの値を

持つ正イオンのSOMOφC=Cより高い準位に位置する.

よって(9)式に相当する式の第 1項は，分母のエネルギ

放射線化学



一差.::lEpa'.CHが正イオンの場合の.::lE目，CHより大きい

ので，正イオンの場合より小きい.第 2項は逆に分母

のエネルギー差が小きくなるが，上述のように分子が

両経路の寄与で相殺し小きいので，結果的にこの項も

小きい.まったく逆の関係が中'性πラジカルと負イオ

ンの間で成り立つので，後者の方が非局在化が小きい

ことになる.こうしてアルケンの正 ・負イオンが平面，

非平面構造を有し，βHの超微細結合が大きく異なる

という特徴がその電子構造から必然的に理解きれる.

4.アルキンの負イオン

4.1. アセチレンの負イオンの分子構造

アルケンの負イオンは 4K照射によってのみ生成，

，捕捉きれる他方アルキンは負でより大きいEA値を持

つにもかかわらず，混晶系の77K照射でも負イオンが

準安定的に生成した 11) またアセチレンの負イオンは

図6に示すように， 3MPグラス系の77K照射でも生成

した 12) このアルキンとアルケンの負イオンの安定性

については後に触れる.図6aは放射線照射直後， bは

さらに赤外光照射後， cの3本線はその前後の差スペク

トルである.この 3本線を与えるラジカルは，先のア

ルケン系と同様の実験からアセチレンの負イオンに同

定きれた.

obs 
α) 

g} 

DPPH 

2mT 

図 6.a) -e)アセチレン，f) 1ーヘキシン， g) tr-

3ーヘキシンの負イオンのESRスペクトル.

第 55号(1993)

図7.a) 13C2H2アセチレンの負イオンのESRスペクト

ル. b) トランス型とc) シス型構造を仮定した

シミュレーション.

CH主 CH(5.0mol%)/C2D6混品系の 4K放射線照射

で得られたスペクトルを図 6eに示す.この系では捕捉

電子も生成し，負イオンの 3本線の中心線がそれにマ

スクきれるが，外側の 2本線にはHの超微細相互作用

とgの異方'性が明瞭に観測されている.また13Cで置換

したアセチレン13CH三 13CHについて観測された負イ

オンのスペクトルを図 7に示す.これらのESRシミュ

レーションを図 6dと7b，clこ示し，得られたパラメー

タを表 2に示す.このラジカルはつぎの特徴を持つ.

1) 負のgシフト(通常のラジカルと異なり最小値が

自由電子の値より小きい :.::lgmln - -0.0012). 

2) 2個のHは等価で‘，超微細結合の等方項は極めて

大きく(-5mT)，直線πラジカル構造から期待きれ

る値(-1 mT) の 5倍もある.これより Hの 18軌

道中のスピン密度は正で， 向=0.094と評価される.

3) 2個の13Cも等価である.13CとHの異方項からα炭

素の 2p"軌道中のスピン密度を求めるとん=0.39

となる.よってこの負イオンは電子スピンが二つの

等価な炭素のp"軌道に主に存在する f型ラ ジカル

であることが分かる.しかし，2) Hの等方項が極め

て大きいことは図 8に示すようにHーC三 C-Hが

直線ではなくシスかトランス型の非直線構造を有し，

そのSOMOとC-H結合が同一面内にあるので両者

の重なりにより不対電子がHへ大きく非局在化した

として初めて理解できる.実験的には図 7b，dこ示

すシミュレーションからトランス構造を有すること

は明らかである.

4) ところが非直線ラジカルであれば炭素の 28軌道

が寄与し，その軌道中の不対電子密度により 13Cの等

方項は大きいはずであ るのに極めて小きい(1.4 

mT). この値は従来の中'性非平面や非直線zラジカ

7 
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図 8. アセチレンのシスとトランス型負イオンについ

てのINDO-MO法による計算結果.

ルの概念では理解できない.この原因と 1)の特徴的

な負のgシフトについては後の電子構造のところで

詳しく述べる.

4.2. アセチレン誘導体の負イオン

3種類のヘキセン異性体の負イオン種はnーヘキサ

ンとの混晶系の77K放射線照射により生成した.図 6

f， gにそれらの負イオンのESRスペクトルを示す 12)

αHを1個持つ 1ーヘキシン，HaC三 C-CH.B2-C3H7

では非等価な 2個のHが関与する 4本線ESRスペクト

ルを与える.αH'こ帰属きれたHはアセチレンの負イオ

ンのαHと同様の極めて大きな超微細結合テンソルを

持つ(表 2，also=4.4mT).それよ り評価きれた炭素

素上のπスピン密度0.4から一C C-結合の置換基が

非対称となってもアセチレンの負イオンと同様のほぼ

対称的な不対電子密度分布を有することが分かる.他

方のHは等方的な超微細結合 (0.76mT)を示すのでH

の一方に帰属きれ，残りのβHの超微細結合はESR線

幅以下と推定きれる.αHがない 2及び 3ーヘキシン

や 2ープチンではβHの小きい超微細結合のみによる

狭いスペクトルが観測きれる.アルキンの負イオンの

βHの超微細結合定数は通常の中'性πラジカルから期

待きれる値の 1/3以下しかない (表 2). これは前節

で述べたアルケンの負イオ ンと 閉じ非局在化機構によ

るもので非平面f構造を持つ負イオンの特徴である.

4.3. アセチレンの負イオンのシス・トランス幾何異

性体の対称性と電子構造

アルカン中で捕捉きれたアセチレンの負イオンはト

8 

ランス構造を有する.そのスピ ン密度分布はρc..-

0.39，ρcs=0.013，向=0.094である.最近， P. Kasai 

はArマトリ ックス中でアセチレンをLi原子で還元し

C2V対称を有する [Li+(HC三 CH)一]複合体を捕捉し

た21)その (CH三 HC)一負イオン部分はシス構造を持

ち， 13Cの等方項は7.4mTであると報告されている.Li 

へ不対電子が非局在化していないと仮定して補正する

とalsoは-9.9mTとなり， トランス体の負イオンの値

1.4mTと較べて極めて大きい値となる.また同仮定か

ら，シス体中のスピン密度分布はρc..=0.24，ρCs二

0.09，向=0.17であると推定きれる.

このトランス ・シス両幾何異性体でSOMO中のスピ

ン密度分布の相違，特に炭素のAOのs/p比が大きく

異なることは極めて興味深い.その原因や電子状態の

相違について考えてみる.ますアセチレ ンの負イオン

についてUHF-INDO-MO法により計算した結果を

図 8に示す. トランス構造の場合には， H-C三 Cの直

線からの変位角度δが Oのときは完全なC三 C7C*ラジ

カルであり ，δの増加と共にρc..if減り向とPcsが増えて

行く .これは極めて理解し易い.これらの計算は小き

なρCsや向について実験との一致を議論す る程の精度

はないので，主たるスピン密度 (ρc..=0.39)から判断

すると 6は小きく 10-20。程度と推定きれる.シス体の

計算結果は変位角度δが小きい時のみ6に少し依存し，

あとは依存性が小きいので明確ではないが， 20-40。程

度と考えられる.こうしてMO計算により両幾何異性

体のSOMOの相違は定性的に再現きれるが，その相違

の原因はこの計算結果からでは分からない.興味ある

ことは両異性体のスピン分布の大きな相違の外，計算

結果において両異性体が変位角度δ=0の極限で一致

せず異なる電子状態に対応することである これらの.

原因は次に議論するょっにラジカル分子の異なる対称、

性に起因する.

両構造異性体はそれぞれC2h'C2V対称、を有し，その負

イオンの基底状態はそれらの対称の指標Ag，BIに属す

る.従って，各々のSOMOu*'ま指標ag，blに属し，次

の対称性を持つAOの線形結合で表きれる.

u*tr (ag) = [a I y-y'> +b I x-x'> +c I s+s'> + 

dIH+H'>J/1玄 (mll)

u九Is(bl)ニ [kI y-y'> +1 I x+x'>十m I s-

s'> +n I H -H'> J/ 12. (m12) 

ここで I-y>， I -x>， I -s>は炭素の 2p..， 2 

P!T， 2 sAOを， I H>の ls軌道を表すの有無はH-

C三C'-H'，こ対応させてある.これら Iy-y'>等の構

成軌道のエネルギー準位♂への相関を図 9に示す.直

放射線化学
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図9.アセチレンの負イオンのa) トランスとb)シス

型構造の対称性とSOMOの指標と構成軌道.

線ラジカルときはy軌道成分と他のx，s， H軌道成分と

は直交しているが，非直線になるにつれyとH成分が混

じり，その結果xとS成分も混じってくる.その混入は

軌道の聞の重なりとエネルギー差に依存する.まずト

ランス体で、はu・tr (ag) は O次では反結合性の Iy-
y'>軌道であるが， (ml1)と図 9aに示きれるように，

これに 3つの結合性の軌道が混じったものである. と

ころが， I y-y'>反結合性軌道と Ix-x'>， I s+s'> 
結合性軌道とのエネルギーが分離幅が大きいので摂動

的にすこししか混入しない.こっしてトランス体では

対称性の要請から炭素の 2s軌道の寄与が少ない.

他方シス体では (m12)に示すように全ての構成軌道

が反結合性であり，そのエネルギー準位は図 9bのよ

うに接近している.その結果シス体では，例え6が小き

い極限でも，対称、性の要請からすべて構成軌道が大き

く混じりあう.つまり SOMOは Iy-y'>成分が主体で、

はなく，他の Ix+x'>， I sーゲ>I H-H'>の寄与も

大きいので，炭素の 2s軌道中の不体電子密度が高くな

る.こうして両幾何異性体の電子状態が分子の対称性

の相違により大きく異なることが理解される.

4.4. アセチレンのトランス型負イオンの基底状態

アセチレンのトランス型負イオンが対称性の要請か

らシス体に較べてSOMOへの炭素 2s軌道の寄与が小

さいことが分かった.しかし13Cの等方項の実験値から

その軌道中のスピン密度ρ'Csを評価するとわずか0.01

である.これには，通常の中'性πラジカルから推定する

と0.01程のスピン分極による寄与向。1があるので，そ

れを差し引くと炭素のAOのs/p混成比からくる不対

電子密度dsは-0となる.これは負イオンが非線形構

造を持つことからは極めて理解しがたい.従ってこの

第 55号 (1993)

負イオンでスピン分極が通常のπラジカルとは異なる

と考えられるので，以下のようにその分極機構につい

て考察する必要がある 12) 真の基底状態'l'Gは (m13)

で表きれるように零次の基底状態マ。に励起状態'l'1が

混入したものなので，摂動論を用いると，高磁場近似

の基での核Nのフェルミィのコンタクト項aN (超微細

結合の等方項)は標準的な表記法で(12-14)式で表

される.

哩'G='l'o+ヱ17]1'l'1 (m13) 

aN=aO・ぬ (00) +ao ・ ~1 7]1 • ON (0 i) (12) 

η1= 2 <'l'o Iヱ'Ine3/rlnI 'l' G > / sEo1 (13) 

ぬ(Oi)= <'l'o IヱkO(rkN) SkZ I 'l'i> / < Sz > (14) 

ここでao= 8 1CgβμN/31は核NのsAO中に電子ス

ピンが 1ある時の等方項， SkzIまk番目の電子スピン演

算子のZ成分， δ(rkN)はデルタ関数である. (12)式の

第一項は零次の基底状態V。にあるN原子のSN軌道中

に存在する不対電子密度品(00)によるコンタクト項

ao・ON(0 0)である.零次の基底状態のSOMOをu*と

表すとぬ (00) = I u * ( 0) I 2 = dsを表している.

(12)式の第二項は零次の基底状態'l'。と励起状態'l'1聞

のコンタクト項ao・ぬ (Oi)が'l'1の混入の割合ηiだけ加

わったものであることを示している.励起状態の混入

による超微細結合定数への寄与が正となるか負となる

か，つまり αまたはβスピンが分極きれるかは'l'Gへの

'l'1の混入の割合ηlの符号で、決まる.また分極きれたス

ピン密度は'l'。と'l'1聞のコンタクト項とこのηiとの積

の大ききで決まる.分極による寄与は (12)式のこの

第 2項を計算すればよい.次の仮定の基にこの計算を

行った.零次の基底状態'l'。及びそのMOとしてはSz及

びS2の固有関数を与えるRHFー INDO-MOによる固

有状態及び固有関数仇を採用する.また励起状態につ

いても個々のMOは零次の基底状態のMOを採用する.

アセチレンのトランス型負イオンは前節で議論した様

に変位角度δはそれほど大きくはないと推定される.

そこでここでは0=5・のときのRHF-INDO-MO法
の計算より得られたMOを用いる.この(12-14)式，

特に励起状態'l'jの寄与引の計算では 2電子聞の数+

項からなる積分の和で表きれるなど複雑なので最終的

な結果のみ示す.

トランス型負イオンの基底状態'l'o (Ag) には

(m16， m17)に示す次の 2つの励起状態'l'1 (Ag) が

次式の程度混入していることが明らかになった.

'l' G ='l' 0 - 3. 4X10-3'l'cc→CH * + 3 .lXI0-3'l' CH→CH * 
(m14) 

'l'0=1/./3丁 |σCHOCHU* Iαβα， または=1/./3丁

9 
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図11.アセチレンの負イオンの正・負イオンのπ性MO

のエネルギー模式図とスピン・軌道相互作用に

よる励起状態の混入.

混入により負のスピン分極が寄与するためであること

が分かる.

4.5 gの異方'性と電子状態

アセチレンの負イオンは特異的な負のgシフトを示

す.ラジカル分子の基底状態は軌道角運動量を持たな

いので， gは等方的で'go=2である.しかしエネルギー

的に接近した縮退に近い励起状態がある系では，その

状態がスピン ・軌道 (L.S)相互作用により基底状態

に混じり，軌道角運動量が誘起きれるのでgの大きな

異方性を示す.アセチレンの負イオンではそのgシフ

トムg=g-g。の異方'性は 1次摂動近似では次式で与え

られる11)

sgxx-go <u * I ~1~CI .e x Iφz，C=C * > 

<ゆz，C=C*l.ex I u* >/sE(u*，φz，C=C *) (15) 

ιは炭素原子のスピン ・軌道結合定数である.アセチ

レンが非線形構造の負イオンとなると，縮退していた

2つのπ軌道は分離し(図11)，その分子面内にある方

は少し炭素の 2s軌道やHの ls軌道が混入するので，

その反結合性軌道φy，C=C*が下がりそれがSOMOu*

となる.結果的に分子面垂直方向のもう 1つのπ*反

結合性軌道φz，C=C*がu*より高いエネルギー側に接

近して存在する.よってu*からこのφz，C=C*へ 1電子

励起した励起状態'l'(u*→ゆZ，C=C*)が軌道角運動量

演算子のx成分， .exにより基底状態'l'。に混入する.その

結果，分子のx方向で、近似的に (15)式で与えられるg

シフトを示す.u*とφz，C=C*は接近しているので，こ

の式の分母のエネルギー差は小きしよってsgxxは大

きい.また分母のsE(u*，φz，C=C *)が負であるの

て1 アルキンの負イオンは負の大きなgシフトを示す

ことが理解きれる.

他方，正イオンのgシフトも(15)と同形の式で与え

られるが，そのSOMOが結合性軌道であるので， u*と

φz，C=C *をUとφz，C=Cで、置き換えた式となる.正イオ ン

t.t笠宮色

一.:P.凡内昨¥

化線射放

|σCCOCCu * Iαβα (m15) 

'l'cc→CH * =1//3了 Ioccu *δCH * I x (m16) 

哩rC日 H* =1//3了 IOCHU* OCH * I x (m17) 

x= (2ααβ-αβα-βαα)//否 (m18)

図10にトランス型負イオンのこの励起状態の混入の

様子が示してある.この負イオンの基底状態V。はAgな

ので， マ。(Ag) には指標Au，Bu， Bgに属する励起状

態は混じらず，(m16， m17)の2つの'l'1(Ag) のみが

混入する.ただし両式では計算に関係する指標agに属

するσCC，OCH， OCH *， U *の4つのMOのみによる電子

配置だけが示しである.またこ こで添字CC，CHなどは

その結合に関与するAOの係数が大きいMOであるこ

とを表している.結果的にトランス型負イオンではコ

ンタクト項が大きい'l'cc→CH*等が寄与し， -0.006の

負のスピン分極が起こることが分かった.従って炭素

上のS軌道中の不対電子密度dsは (12)式より

ds-0.01-(-0.006) =0.016 (12') 

程度と評価きれる.こっしてトランス型アセチレン

の負イオンではSOMO中のα炭素のAOのs/p比は

0.016/0.39=0.04，つまり S軌道の寄与は密度 4%程

と評価きれる.この値は大きくはないが非直線構造を

持つピニルラジカルでもs'性は 6%程であり 22)この負

イオンが少なくとも非直線構造を持つことを示してい

る.こうして13C炭素の超微細結合の等方項が極めて小

さいのは 4.2.で述べたょっにそのラジカル分子の

基底状態の対称性の要求による他，上記の励起状態の

図10. アセチレンのトランス型負イオンの O次の基底

状態a)'l'o (Ag) と対称性から混入するb)，C) 

励起状態'l'1' 'l'2及Lfd)ag以外の指標に属する

共通のMO(au， bg， bu). 
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ではSOMO，uの下に接近して存在するもう一つのだ結

合性軌道φz，c=cがLS結合で混入するので分母のsE

(u，φz，c=c*)は正の小きな値となる.従って正の方

向へ大きなgシフトを示すはずである.アセチレン自

体の正イオンは検出きれていないが，ジメチルアセチ

レンの正イオンはsgmax=+0.005の正のgシフトを示

すことが報告されている 23) 以上の結果，アセチレ ンの

正 ・負イオンはその電子状態を反映してそれぞれ大き

な正・負のgシフトを示すことが理解きれる.

5. アルケン，アルキン，格子欠陥による電子捕捉と

その安定性

モノ不飽和炭化水素のEA値は負で大きいので，自由

，な分子では電子付着は起こり得ない アルカン固相中

でその負イオンが生成するのは 2節で述べた様にア

ルカンが負でより大きいEA値を持つので，不飽和炭化

水素が浅いながら捕捉ポテンシャルになっているため

である.これら混晶では格子欠陥も発生するので，ヘ

キセ ン/ヘキサン系等では捕捉電子も生成した.これ

ら不安定種の生成量，生成温度や昇温変化からその安

定度はアルキン>捕捉電子>アルケンの順あることが

分かった.アルキンとアルケンではEA値からすると前

者の方が不安定であると考えられるのにこの結果は逆

である.これは一旦電子付着が起これば負イオンは分

子変形してエネルギーの安定化を起こす.その安定化

のエネルギーがアルキンの方が大きく安定度が逆転し

たものと考えられる.

6.アル力ン結晶中の電子移動

アルケン，アルキンと同一分子鎖長を持つn-アル

Bカンとの混品中では不飽和炭化水素分子はアルカン分

子と置換してドープきれていると考えられる.n-ア

ルカンは結晶中で分子が層状に並んでいるが，図12a，

btこ示す様に炭素数の偶奇により 三斜品系と斜方晶系

の異なる結晶構造を有している.両者は分子の長軸投

影面内での 1分子が占める断面積はほとんど同じであ

るが，層界面での分子のパッキングが大きく異なる.

層界面での上下 2分子聞のC…C距離の層面に垂直な

成分はそれぞれ2.76A， 3. 12 Aであり，斜方品系の方

が分子のパッキングが粗である.よって界面でのポテ

ンシャルが低いと考えられる.この点に着目して種々

の混品を用い，その不飽和炭化水素の正 ・負イオンや

捕捉電子，また水素原子付加ラジカル等の生成牧率や

その反応等の結晶構造依存性を調べれば，結晶中にお

ける電子，正孔や水素原子等の移動に対する層界面の

第 55号(1993)

orlhorhombic(C，，) lriclinic (ω 
~) M 

図12.n-炭化水素の炭素数の偶奇により異なる 2種

類の結晶構造.

役割などに関する基礎的知見が得られると共に，それ

を通してアルカン自体の放射線損傷機構を解明できる

と期待きれる.この考えの基に研究を行っており，次

の様な初期的結果を得ている 13-15

1)アルキンの負イオンの収率は三斜品系の方が五

倍以上高い. 2)赤外光照射によるアルキンの負イオ

ンの減衰速度は斜方晶系中の方が約 4倍早い. 3)鎖

長の異なる 2成分アルカン混晶の放射線照射では格子

欠陥に捕捉電子が生成するが，その77Kでの等温減衰

速度も斜方晶系中の方が早い(約102倍). 4)アルケ

ンの正 ・負イオンの再結合は負イオンからの電子の再

放出により起こる. 5) また分子末端に不飽和結合を

持つ 1-アルキンをドープした混品を用い，不飽和結

合への水素原子の付加反応を調べた結果，界面の広い

斜方品系の中では付加反応、が起こるが，狭い三斜晶系

中では起こらないことが分かった.

これらの初期的結果はアルカン結晶中における電子

や水素原子移動について，結晶界面が重要な役割を果

たしていることを示している.アルカン結晶中の電子，

正孔，水素原子などの移動 ・反応に関して行ってい る

これらの研究については，別の機会があれば紹介した

し、

7.おわりに

本研究の多くは主に当試験所の共同研究者，松浦か

おる博士及び布目華一氏と行ったものである.
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〔解説〕

高分子複合材料の放射線照射効果

1. はじめに

核融合炉用超電導磁石の構造材料，或いは電気的 ・

熱的絶縁材料として， 大量の高分子複合材料が使用き

れる.この磁石はプラズマからの中性子とr線の照射を

長け，その結果，絶縁材料，超電導体，及び安定化材

等の機械的・電気的性質が劣化する 1-4) この3種類の

主要構成材料の中では高分子複合材料の絶縁材料が最

も放射線に対して敏感でありへその結果，核融合炉用

超電導磁石の運転寿命は事実上絶縁材料の耐放射線性

によって決定きれてしまう.より 高い耐放射線性を有

する絶縁材料の開発は，単に超電導磁石の寿命を引き

延ばすのみならず，核融合炉の小型化や磁石遮蔽材の

減量化にも寄与する.

この様な観点から， 高分子複合材料の機械的及び電

気的性質に対する照射効果の研究が，既に幾つかの研

究グループによ って報告きれているト11)原研高崎で

も1982年に研究調査を開始したが12L当時既に， 高分子

複合材料の電気的性質に対する照射効果は極めて小き

いことが知られていた13) この理由により， 筆者のグル

ープでは， 高分子複合材料の機械的性質に注目し、そ

の照射効果に関する研究を1983年に開始した.本解説

は， 高分子複合材料の放射線照射効果に関して筆者の

ク。ループが行な った1983-1991年の研究成果14-26)の

レビューである27，28) 本解説では， 主として 60Co-r

線と中性子を照射したのち77K，4.2K，及び室温で試

験した高分子複合材料の機械的性質について紹介する.

きらに，その機械的性質の吸収線量依存性に基づいて，

高分子複合材料の放射線劣化機構を議論する.

日本原子力研究所 江 草茂 則*

2.実験方法の概略

高分子複合材料の試験片は，補強充填材として表 1

に示 したEガラス繊維或いはTガラス繊維の平織りク

ロスを使用して調製した.一方，マトリ ックスとして

は，テトラグリシジ/レジアミノジフェニノレメタン

(TGDDM)をジアミノジフェニルスルホン (DDS)

で硬化したエポキシ樹脂，ピスフェノーjレAのジグリ

表 1.補強充填材として使用されたガラス繊維の平織

りクロス

Fiber Number of Number of 
Fiber 

Fabric 
Type 

Diameter Fibers in Yarns per 25mm 

(μm) a Yam Warp Weft 

KS-1210 E.Glass 7 200 53 48 

KS.1600 E.Glass 9 400 41 32 

WTX-1l6E T-Glass 7 200 60 58 

WTA-18W T-Glass 9 400 44 34 

sE-glass composition (wt%): Si02(55.2). A1203(14.8). CaO 

(18.7). MgO(3.3). B203(7.3). Na20+K20(0.5). Fe203 

(0.3). F2(0.3). Ti02(0.1) 

T -glass composition (wt%): Si02 (65). A1203 (23). CaO ( < 

0.01). MgO(ll). B203 (<0.01). Na20十K20(<0.1). Fe203 

(<0.1). 2r203(<l.0) 

表 2.本研究において特別に調製された高分子複合材

料

Reinforcing Matrix 
Volume Average 

Composite 
Fabric Resin 

Fraction of Thickn田昌

Fibers (%) (mm) 

Glass/Epoxy 1 KS・1210 TGDDM/DDS 63 1.81士0.07
Glass/Epoxy 11 KS.1600 TGDDM/DDS 66 1. 98:t0.04 
Glass/Epoxy 111 WTX.II6E TGDDM/DDS 63 2.12:t0.Ol 
Glass/Epoxy IV WTA.18W TGDDM/DDS 58 1.99土0.02
Gla田 /Epoxl'V KS.1210 DGEBA!DDM 55 2.44士0.05
Glass/Polyimide 1 KS.I210 Kerimid 601 62 2.05:t0.06 
Glass/Polyimide 11 WTX.116E Kerimid 601 50 1.99:t0.03 
Gla田/Polyimide111 WTA・18W Kerimid 601 60 1.96:t0.01 

Radiation Effects on Polymer Matrix Composites .Shigenori EGUSA日本原子力研究所高崎研究所，主任研究

員 ， 工 博 略 歴) 昭和47年東京大学工学部原子力工学科卒業，昭和53年同大学院工学系研究科博士課程終了，

周年日本原子力研究所研究員，平成 4年主任研究員専門) 放射線高分子化学，機能性材料趣味) ポ

ケッと 聴 く レ コ ー ド 鑑 賞 ， 読 書 連 絡 先 ) 干370-12 高崎市綿貫町1233 日本原子力研究所高崎研究所

TEL: 0273-46-9426 
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シジルエーテル (DGEBA)をジアミノジフェニルメ タ

ン (DDM)で硬化したエポキシ樹脂，或いは，ポリア

ミノビスマレイミド (Kerimid601)のポリイミド樹脂

を使用した.得られた高分子複合材料を表 2に示す.

これらの試験片以外に，G・10CR，G-llCR (以上，

Spaulding Fibre)，及びTIL-G1000(東レ)の市販の

E7ゲラス繊維強化高分子複合材料に対しても試験を行

なった.G-10CRのマトリ ックスはDGEBAをジシアノ

ジアミドで硬化したエポキシ樹脂であり， G-llCRのマ

トリ ックスは液状のDGEBAをDDSで硬化したエポキ

シ樹脂である.また， TIL-G1000のマトリ ックスはポリ

イミド樹脂である.

これら高分子複合材料の厚き1.7-3.2mmの積層板を，

平織りクロスの縦糸方向(0。方向)或いは縦糸と横糸

の45。方向にカットすることにより，幅6.4mm，長き70mm

の長方形の O。試験片或いは45。試験片を得た.

60Co-r線照射は，室温で，空気中或いはアルゴン中

雰囲気で， 0.012一0.017MGyν/h耐rの線量率下で

た.いくつかの試験片に対しては 60Co-r線の代わり

に， 2MeVの電子線を使用したけれども，本解説におい

てはr線照射と電子線照射は区別しない.実際，高分子

複合材料の機械的性質に関する限り ，この 2つの放射

線は事実上等価で、ある札制.中性子照射は，米国アルゴ

ンヌ国立研究所のIntense Pulsed N eutron Source 

(IPNS)を利用し，水平照射孔の “Rabbit"と“H2"

においては室温 ・空気中照射を，一方，垂直照射孔の

“VT2"においては液体ヘリウム中での5K照射を行な

った29)

機械的性質は， 77K， 4.2K，及ぴ室温での 3点曲げ

試験により ，クロスヘッド・スピード0.5または0.6mm/

min，スパン20または24mmの条件下で評価した.5Kで

中性子照射された試験片は， 室温への昇温後，77Kで試

験きれた.

3. 3点曲げ試験における破壊モード

図 1は，照射前のガラス/エポキシ Iの O。及び45
0

試験片に対し ，77Kと室温で得られた典型的な荷重一

たわみ曲線を示す.その曲線は， 77K.室温ともに，0。

試験片では破壊点までほとんど直線的であるのに対し，

45。試験片では著しい非線形性を示す.

一般に 3点曲げ試験される高分子複合材料の長方

形試験片は，図2に示すように，試験片の表面におい

て曲げモードで破壊するか，或いは，試験片の中立軸

においてせん断モードで破壊する.曲げとせん断破壊

が同時に起きるせん断/曲げの混合モードで破壊する

14 

1200 

1000 

Gloss/Epoxy 1 Compos1 te 
一一一一 0

0 
: 77K 

-一一一-45・:77K 
一一一一一 o. : RT 

・ 45・:RT 
nu 

nu 
au {Z} 

nu 
n
U
 

R
U
 

古
田

O
J

400 

200 

2 3 4 5 6 

Def1ection (mml 

図 1.照射前のガラス/エポキシ Iの複合材料に対し

て77Kと室温で 3点曲げ試験された O。及び45。

試験片の典型的荷重一たわみ曲線(文献25より

複写)

bJ可
Shear、FailureMooe 

5♀=a 
Mixed Failure Mode 

5?弓
Flexural Failure Mode 

図 2.高分子複合材料の 3点曲げ試験において観測さ

れる 3種類の破壊モードの模式図(文献25より

複写)

こともある.この破壊モードは， 3点曲げ試験の荷重一

たわみ曲線から決定できる 30) 曲げモードでは，荷重一

たわみ曲線の勾配が大きく減少することなしその試

験片は突然破壊する.一方、せん断モードでは，荷重一

たわみ曲線の勾配はたわみとともに徐々に減少し，試

験片が完全に破壊する前には Oに近付く .

この判断基準に従えば，図 1に示したガラス/エポ

キシ Iの複合材料では， 77K.室温ともに o。試験片

の破壊は曲げモードであり，一方，45
0

試験片の破壊は

せん断モードである.他の複合材料でも同様に，0。試

験片及び45。試験片の破壊は，それぞれ，曲げ及びせん

放射線化学



断モードであった。この理由により，本研究において

は， 0。試験片に対しては曲げ強度を3Prρ/h)/2bhから

計算し，一方， 45。試験片に対しては，層間せん断強度

を3Pr/4bhから計算した.ここで，Prは破壊時の荷重，

Jはスパン，bは試験片の幅，hは試験片の厚きである.

4.マトリックス樹指の硬化度の影響

エポキ シ (TGDDM/DDS)の硬化条件を変えるこ

とにより，マトリ ックス樹脂の硬化度の異なるいくつ

かのガラス (KS-1210)/エポキシ複合材料を調製し

た.図 3には，その O。試験片の77Kと室温で試験きれ

た曲げ強度が，マトリ ックス樹脂のかラス転移温度，

九の関数としてプロ ットしである.九の変化は， 主と

ー して，マトリ ックス樹脂の硬化度の差，或いは，機械

的性質の差を反映している.

室温での曲げ強度 (図 3)は， 140.C以下の九領域で

はやや低下する傾向があるものの，それ以上の九領域

ではほとんど一定である.この結果は，複合材料全体

としての歪が補強材繊維の破壊歪に等しくなったとき

複合材料の破壊が起きるとする繊維破壊モードにより

説明きれる 24) この破壊モードでは，マトリ ックスの破

壊歪が繊維の破壊歪より大きい限り，複合材料の破壊

強度はマトリ ックスの破壊歪に依存しない. 室温では

通常，マトリ ックス樹脂の破壊歪は補強材繊維の破壊

歪より 大きいので，その結果， 室温での複合材料の破

壊は繊維破壊モードとなり，その破壊強度はマトリ ッ

クス樹脂の九に依存しない.
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図 3.種々の硬化条件下で調製きれたか、ラス (KS-

1210)/エポキシ (TGDDM/DDS)の複合材料

に対して77Kと室温で試験きれた O。試験片の

曲げ強度とマトリ ックス樹脂のかラス転移温度

との関係 (文献22より複写)
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77Kでの曲げ強度(図 3)は， 140.C以下の九領域で

は室温での値より低い.しかし， 77Kでの強度は九の増

加とともに増加し， 180.C以上の九領域では室温での

強度の約 2倍の値に近付く.これらの結果は，複合材

料全体としての歪がマトリ ックス樹脂の破壊歪に等し

くなったとき複合材料の破壊が起きる或いは少なくと

も開始きれるとするマトリ ックス破壊モードにより説

明きれる制.この破壊モードでは，複合材料の破壊強度

は補強材繊維よりもむしろマトリ ックス樹脂の破壊歪

に支配きれる.一般にマトリ ックス樹脂の破壊歪は低

温では小きいので，その結果， 77Kでの複合材料の破壊

はマトリ ックス破壊モードとなり，その破壊強度はマ

トリ ックス樹脂の九に依存する.この知見に基づき，

本研究においては， 210.C以上の九を有する高分子複

合材料のみを照射用試験片として使用した.

180.C以上の九領域において77Kでの曲げ強度が室

温での値の約 2倍に増加する事実(図 3)は，冷却に

伴うEカ、、 ラス繊維のバンドル強度の増加に帰属きれ

る31) 実際， 77Kでの曲げ強度の増加は，ガラス/エポ

キシ 1-V，ガラス/ポリイミド 1-III， G-10CR， G-

llCR等，すべてのEガラス繊維強化複合材料に対して

観測きれる 18，21，24) 一方，カーボン繊維やアラミド繊維

で強化きれた高分子複合材料では， 77Kでの強度増加

は観測されない24，26)

5. r線照射に対する劣化挙動

図4には，室温で、60Co-r線を照射きれた 5種類のE

ガラス繊維強化複合材料に対し， 4.2Kで試験きれた

O。試験片の曲げ強度がマトリ ックス中の吸収線量の

関数としてプロ ットしである 17) これらの複合材料の

初期強度が1/2に減少する吸収線量を以て評価基準と

すれば，その耐放射線性はG-10CR<G・llCR言ガラ

ス/エポキシV<カ、、ラス/エポキシ 1<ガラス/ポリ

イミドの順に高くなる.これらの複合材料の補強充填

材はすべてEガラス繊維クロスであり，かつその体積

分率は大体同じであることを考慮すれば，この結果は，

マトリ ックス樹脂の耐放射線性はDGEBA型のエポキ

シ<TGDDM型のエポキシ <ポリイミドの順に高く

なることを示している.

これらの複合材料の77Kでの曲げ強度は，照射前後

ともに，図 4に示す4.2Kでの測定値とほとんど同じで

ある 18) この結果は，主として、マトリ ックス樹脂の機

械的性質の温度依存性を反映している.例えば，エポ

キシ樹脂の硬きは， 70-300Kの温度範囲では冷却とと

もに約 3倍ほど増加するけれども， 4.2-77Kの温度範
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図 6.60Co-r線または2MeV電子線を照射されたガラ

ス/エポキシ Iとガラス/ポリイミド Iに対し

て77Kと室温で試験きれた45。試験片の層間せ

ん断強度の吸収線量依存量(文献25より複写)
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図 4.60CO-γ線を照射きれた 5種類のEガラス繊維強

化高分子複合材料に対して4.2Kで試験された

O。試験片の曲げ強度の吸収線量依存性(文献17

より複写)
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10 o 

77Kと室温で試験された45。試験片の層間せん断強度

がマトリ ックス中の吸収線量の関数としてプロ ットし

である 25).77Kと室温での測定値を比較すれば，どちら

の複合材料もその初期強度は77K'こおいて室温の約 2

倍ほど高いこと，及び，照射による強度の低下は77Kの

方が室温よりもかなり大きいことが分かる.一方，図

5に示した曲げ強度の吸収線量依存性と比較して，層

間せん断強度のそれ(図 6)はガラス/エポキ シIと

ガラス/ポリイミド Iの間でほとんど同一であること

は注目に値する.これらの事実は，高分子複合材料の

層間せん断強度の吸収線量依存性は，試験時の温度に

のみ依存し，マトリ ックス樹脂の種類にはあまり依存

しないことを示唆している.
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図 5.60Co-r線または2MeV電子線を照射されたjfラ

ス/エポキシIとガラス/ポリイミド Iに対し

て77Kと室温で試験きれた O。試験片の曲げ強

度の吸収線量依存量(文献25より複写)

40 20 o 

6.高分子複合材料の劣化機構

一般に，高分子複合材料の放射線劣化の原因として，

マトリ ックス，繊維/マトリ ックス界面，及ぴ繊維の

放射線損傷が考えられる.無機の補強材繊維の耐放射

線'性は有機のマトリ ックス樹脂のそれと比較して桁違

いに高いので51補強材繊維の放射線損傷は通常無視

できる.従って，高分子複合材料の機械的強度の劣化

機構は，マ トリ ックス或いは繊維/マトリ ッスク界面

の放射線損傷により解釈すべきである.

6.1 曲げ強度

図 4と5の結果は，低温或いは室温で測定された曲

げ強度の吸収線量依存性は，その複合材料の種類によ

り大きく 異なる ことを示している.複合材料の耐放射

線性におけ るこの大きな差異は，主として，マトリ ッ

，>l.ι 
寸ー化線射放

囲ではほとんど一定であることが知られている 32) 一

方，室温での曲げ強度は，ガラス/エポキシ Iとガラ

ス/ポリイミド Iに対し図 5に示すように， 77Kの測

定値とは著しく異なる川.77Kと室温での測定値を比

較すれば，どちらの複合材料もその初期強度は77K'こ

おいて室温の約 2倍ほど高いけれども，照射によ る強

度の低下は77Kの方が室温よりもかなり大きいことが

分かる. 結論として，高分子複合材料の曲げ強度の吸

収線量依存性は，マト リックス樹脂の種類のみならず

機械試験時の温度にも依存し，極めて複雑で、あ る.

図 6には， 室温で60COーγ線または電子線を照射され

たガラス/エポキシIとガラス/ポリイミ ドIに対し，

16 



クス樹脂の種類とその耐放射線性に帰属される.従っ

て、高分子複合材料の曲げ強度の放射線劣化は，マト

リックスの放射線損傷に支配きれる可能性が高い.

そこで，高分子複合材料の曲げ強度の放射線劣化を

支配する因子として，マトリ ックスの破壊歪を考える.

図7は， 77Kと室温で試験されたyゲラス/エポキシ I

とガラス/ポリイミド IのO。試験片に対し，複合材料

の破壊歪をマトリ ックスの破壊歪の関数としてプロ ッ

トしたものである.このプロ ットは，複合材料及びそ

のマトリ ックスであ るTGDDM/DDSエポキ シとポリ

イミドの樹脂を同ーの線量にまで照射したのち行なっ

た3点曲げ試験のデータを用いて計算きれた24) 77K 

では，どちらの複合材料もその破壊歪はマトリ ックス

の破壊歪の増加とともに，同ーのパターンで，はほ直

線的に増加するのが分かる. 一方，室温では，複合材

料の破壊歪は最初は増加するけれども，マトリ ックス

の破壊歪が4%あたりから増加しなくなり 一定となる.

これらの事実は，高分子複合材料が曲げモードで破

壊するとき，少なくとも 2種類の破壊モードが存在す

ることを示している.図 7において，複合材料の破壊

歪がマトリ ックスの破壊歪とともにほぼ直線的に増加

する領域は 4節で述べたマトリ ックス破壊モードに

帰属きれる.一方，複合材料の破壊歪がマトリ ックス

の破壊歪にほとんど依存しない領域は，繊維破壊モー

ドに帰属きれる.

この点を定量的に議論するため，筆者らは，複合材

料の破壊歪とマトリ ックスの破壊歪の聞の相関をモデ

ル化することを試みた24) 図8における破線は，マトリ

ックス破壊モードと繊維破壊モードを示す. 一方，実
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図7.ガラス/エポキシ Iとガラス/ポリイミド Iに

対して77Kと室温で試験された O。試験片の破

壊歪とマトリ ックスの破壊歪の相関関係(文献

24より複写)
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図 8.複合材料の破壊歪とマトリックスの破壊歪の間

の相関関係に基づいて得られる複合材料の破壊モー

ドのモデル(文献24より複写)

線は，この 2つの破壊モードの相互作用を考慮して得

られる混合破壊モードを示す.この実線は，複合材料

の破壊歪はマトリ ックスの破壊歪の増加とともに最初

は増加するけれども，その後は，徐々に補強材繊維の

破壊歪に近付くことを示している.混合破壊モードの

この特徴は，実際，図 7に示したガラス/エポキシ I

とガラス/ポリイミド Iに対して認められる。この事

実から，高分子複合材料の曲げ強度の吸収線量依存性

を事実上支配する因子は，放射線照射によるマトリ ッ

クスの破壊歪の変化であると結論できる.

6.2 層間せん断強度

図6の結果は，ガラス/エポキシ Iとガラス/ポリ

イミド Iの複合材料は， 77K及ぴ室温での層間せん断

強度の放射線劣化挙動がほとんど同一であることを示

している.補強材繊維の表面処理方法はこの 2つの複

合材料では全く同じであることを考慮すれば25)，この

事実は，層間せん断強度の放射線劣化はマトリ ックス

よりはむしろ繊維/マトリ ックス界面の放射線損傷に

支配されることを示唆している.

この考えは，層間せん断試験後のガラス/エポキシ

Iに対して行なわれた武田らの走査型電子顕微鏡観察

の結果とも一致している 33) その観察結果によれば，照

射された複合材料中では繊維の表面処理剤か放射線分

解きれ，その結果，繊維とマトリ ックスの界面に剥離

が発生する.これらの事実から，高分子複合材料の層

間せん断強度の吸収線量依存性を事実上支配する因子

は，放射線照射による繊維/マトリ ックス界面の結合

力の変化であると結論できょう.
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図 9. 中性子照射された複合材料中におけるエネルギ

一付与の空間分布を計算するのに仮定きれた補

強材繊維の六角形配列モデル(文献19より複写)
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図10.IPNSのVT2照射孔で中性子照射されたガラ

ス/エポキシ Iの複合材料に対し，繊維の六角

形配列モデル(図 9参照)を仮定して計算きれ

た反跳陽子によるエネルギー付与の空間分布

(文献19より複写)
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図11. 中性子照射されたガラス/エポキシ Iの複合材

料に対し，繊維の六角形配列モデル(図 9参照)

を仮定して計算きれたαと7Li粒子によるエネ

ルギー付与の空間分布(文献19より複写)
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7.中性子照射に対する劣化挙動

7.1 吸収線量の計算

一般に，中性子照射された物質中の吸収線量は，中

性子フルエンスにある換算係数を掛けることにより計

算できる.本研究においては，中性子フルエンスは，

複合材料の試験片と一緒に照射きれた鉄箔の放射化量

から求めた 19) 一方，Greenwoodは，反跳粒子の平衡

或いは空間的均一性が物質中で成立していると仮定し，

中性子フルエンスから吸収線量への換算係数を計算し

ている 34) しかし、高分子複合材料では，反跳粒子平衡

の仮定は成り立たない.これは，中性子のエネルギー

に依存して，反跳粒子の飛程が複合材料中のマトリ ッ

クスや補強材繊維の寸法と同程度になるためである.

その結果，マトリ ックス中で発生した反跳粒子のある

ものは繊維の中へ飛び込むし，また，その逆も起こる.

従って，中性子照射された高分子複合材料中のマトリ

ックス部における吸収線量を正確に評価するためには，

複合材料中における反跳粒子のエネルギー付与の空間

分布を計算する必要がある.

エネルギー付与の空間分布の計算には，図 9に示す

ような，等間隔に分布した繊維の六角形配列モデルを

仮定した.図10は， IPNSの垂直照射孔“VT2"で照射

されたyゲラス/エポキシ Iの複合材料に対する計算結

果であり，中性子との弾性散乱によりマトリ ックス内

で発生する反挑陽子のエネルギー付与の空間分布を示

す19) この図から，かなりの量の反跳陽子がマトリ ック

スから周りの繊維の中へ飛ひ*込み，その結果，マトリ

ックスに付与きれる反跳陽子のエネルギーは繊維が存

在しない場合と比較して著しく減少することが分かる.

図11は，方、ラス/エポキシ Iの複合材料に対して計算

されたαと7Li粒子のエネルギー付与の空間分布を示

す19) このαと7Li粒子は，ポロンを含むEガラス繊維中

でのIOB(n，α) 7Li反応により発生する(表 1参

照).この図から，かなりの量のαと7Li粒子が繊維から

周りのマトリ ックスの中へ飛ひo出し，その結果，マト

リックス中の吸収線量を著しく増加させることが分か

る.

これらの計算結果に基づき，高分子複合材料中のマ

トリックス部に対する中性子フルエンスから吸収線量

への換算係数を計算した 19) 因みに，6
0Co-r線照射の

場合，高分子複合材料中のマトリ ックス部に対する照

射線量から吸収線量への換算係数は，補強材繊維の存

在を考慮することなし通常の方法により計算できる.

これは，γ線に対するマトリ ックスと補強材繊維の質国

吸収係数がほぼ同じであり，その結果， γ線照射によ
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減少は， RabbitまたはVT2の中性子照射の方がγ線照

射よりも1.8から2.6倍も大きいことが分かる.この結

果は，これらの高分子複合材料の放射線感受性'ir線よ

りも中性子に対する方が高いことを示している.

中性子照射された高分子複合材料のマトリ ックス内

では，反跳陽子のみならず，炭素，窒素，酸素等の重

い反跳粒子も発生する.これらの反跳粒子の全吸収線

量に対する寄与は，反跳陽子が最も大きく，エポキシ

のマトリックスでは74-79%，ポリイミドのマトリ ッ

クスでは67-71%に達する.従って，図12と13の結果

は，エポキシとポリイミドの放射線感受性はγ線よりも

反跳陽子に対する方が高いことを示している.このこ

とは，ベンゼンやビフェニル等の芳香属化合物の放射

線感受性は，r線<反跳陽子の順に，線エネルギー損失

(LET)の増加とともに増加するという BurnsとJones

の報告とも一致している 35) このLET効果は，多分，

エネルギー付与の微視的空間分布の不均一性がγ線と

反跳陽子とで異なるという事実により説明きれる 36)

7.3 照射温度の影響

図12または13においてVT2照射と Rabbit照射の測

定値を比較すれば，どちらの複合材料もその曲げ強度

の吸収線量依存性は， 5Kと室温での照射温度に関係な

しはぼ同ーのパターンに従フことが分かる.VT2と

Rabbitの照射孔における中性子スペクトラムはほと

んど同じであることを考慮すれば29) この結果は， 5K

と室温の照射温度の差は高分子複合材料の劣化挙動に

あまり 影響しないことを示唆している.

しかし，図12と13に示したVT2照射の測定値は5Kで

の中性子照射後一度室温に昇温された試験片に対する

ものであり，そのような昇温を経過しないときにも閉

じ結果が得られるかどっかは疑問である.この問題は，

とくに核融合炉用超電導磁石の研究開発にとって極め

て重要であり，今後の発展が待たれる分野である.

り発生する二次電子の平衡或いは空間的均一性が高分

子複合材料中で見掛け上成立するためである 19)

7.2 曲げ強度の劣化

図12には， IPNSで中性子照射されたガラス/エポ

キシIに対し， 77Kで試験された O。試験片の曲げ強度

がマトリ ックス内で発生する反跳粒子によるマトリ ッ

クス中の吸収線量，Dm，の関数としてプロ ットしであ

る20) 一方，図13は，ガラス/ポリイミド Iに対する同

様なプロ ットである.これらの図中には，比較のため

に，60Co-r線を照射された O。試験片の77Kでの曲げ強

度もまた，マトリックス中のγ線吸収線量，Dr，の関数

としてプロ ットしである.中性子照射とγ線照射の測定

値を比較すれば， どちらの複合材料もその曲げ強度の
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図12. 中性子照射(室温 :0，口 ;5K: e)または

60CO-γ線照射 (室温:0)されたガラス/エポ

キシIに対して77Kで試験された O。試験片の

曲げ強度の吸収線量依存性 (文献20より複写)
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8.補強充填材の種類の影響

図12または13においてH2照射の測定値をRabbit/

VT2照射の測定値と比較すれば，ガラス/エポキシ I

及びガラス/ポリイミド Iともにその曲げ強度の減少

はH2の中性子照射の方がRabbitまたはVT2の中性子

照射よりも見掛け上大きいことが分かる.図12と13で

の中性子照射の測定値は，マトリ ックス内で発生する

反跳粒子によるマトリ ックス中の吸収線量 (Dm)の関

数としてプロ ットしてあり 10B(n，α) 7Li反応によ

り繊維内で発生し周りのマトリ ックスの中へ飛び、出す

αと7Li粒子の寄与は無視されている. 10Bと中性子の
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図13. 中性子照射 (室温 :0，口 ;5K:・)または

60Co-r線照射(室温:く))方、ラス/ポリイミド

Iに対して77Kで試験きれた O。試験片の曲げ

強度の吸収線量依存性 (文献20より複写)
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複合材料の曲げ強度は吸収線量の増加とともに単調に

減少し大まかに見れば，その吸収線量依存性はどの

複合材料もほぼ同ーのパターンに従うことが分かる.

このことから，高分子複合材料の曲げ強度の放射線劣

化挙動は，ガラス繊維の種類とクロスの織り方には本

質的に依存しないと結論できる.この結論は，高分子

複合材料の曲げ強度の吸収線量依存性を事実上支配す

る因子は，放射線照射によるマトリ ックスの破壊歪の

変化であるという上述した劣化機構と一致している川.

さらに，この劣化機構と一致して，かうス/ポリイミ

ドI-lIIの曲げ強度の放射線劣化挙動もまたカヲス繊

維の種類とクロスの織り方に依存しない26)

9.照射雰囲気の影響

実際の核融合炉用超電導磁石で使用される高分子複 ー

合材料は，液体ヘリウムの不活性な雰囲気中で放射線

照射を受ける.従って， もし高分子複合材料の劣化挙

動に対する照射雰囲気の影響が大きいならば，空気中

照射によって得られる実験データは核融合炉用超電導

磁石のための設計データとして使用できない.この問

題に対する一つのアプローチとして，種々の耐放射線

性を有する高分子複合材料に対して，アルゴン中と空

気中での照射効果を比較した.

図15には，アルゴン中と空気中で60Co-Y線を照射さ

れたG-10CR，G-11CR，及ぴTIL-G1000の複合材料に対

し， 77Kで試験された O。試験片の曲げ強度がマトリ ッ

クス中の吸収線量の関数としてプロ ットしである 26)

アルゴン中照射と空気中照射の測定値を比較すれば，

反応は低エネルギーの中性子に対して大きな断面積を

有しており，さらに，低エネルギーの中'性子束はRab-

bitまたはVT2の照射孔より もH2の照射孔においてか

なり高いことを考慮すれば29)，H2の中性子照射に対し

て観測される複合材料強度のより大きな減少は， αと

7Li粒子により号|き起こきれる放射線損傷に帰属され

る6，8，15，叫川.従って，実際の核融合炉用超電導磁石で使

用きれる高分子複合材料の補強材繊維としては、 8-

13wt%のB203が含まれているEガラス繊維は望まし

くなしむしろボロンがほとんど含まれていないTガ

ラス繊維の方が有望である.

このような観点から，表 1に示した補強充填材を用

いて，高分子複合材料の放射線劣化挙動に対するかラ

ス繊維の種類とクロスの織り方の影響を調べた.KS-

1210とKS・1600(鐘紡)のEガラス繊維クロスは，ヤー

ン当たりの繊維の数，及び，縦糸と横糸方向25mm当た

りのヤーンの数が互に異なるように選んだ.一方，

WTX・116EとWTA・18W(日東紡績)のTガラス繊維

クロスは， クロスの織り方の点において，それぞれ，

KS-1210とKS-1600に対応するように選んだ.

図14には，室温で、60Co-r線を照射されたかラス/エ

ポキシ Iー IVに対し， 77Kで試験きれた 0
0

試験片の曲

げ強度がマトリ ックス中の吸収線量の関数としてプロ

ットしである 26) この図から，未照射の複合材料の曲げ

強度は，補強材クロスがKS-1210とWTX・116Eのとき

にはKS-1600とWTA-18Wのときと比較して28-40%

ほど高<.複合材料の初期強度は補強材クロスの織り

方に依存することが分かる. しかし，その初期強度は，

ガラス繊維がE方、ラスかTガラスであるかにはあまり

依存しないことが分かる. 一方，照射後は，これらの • 豆
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図15.アルゴン中と空気中で60Co-r線を照射きれたG-

10CR， G-llCR，及びTIL-GI000の複合材料に対

して77Kで試験された O。試験片の曲げ強度の

吸収線量依存性(文献26より複写)
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に対して77Kで試験きれた O。試験片の曲げ強

度の吸収線量依存性(文献26より複写)
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どの複合材料もその曲げ強度の吸収線量依存性は照射

雰囲気に関係なく同ーのパターンに従うことが分かる.

このように劣化挙動が照射雰囲気にほとんど依存しな

いという結果は，力、ラス/エポキシVやガラス/ポリ

イミド I等の他の複合材料に対しても観測きれる 26)

従って，照射中における酸素の有無は，高分子複合材

料の放射線劣化挙動にほとんど影響しないと結論でき

る.

しかし，空気中照射とアルゴン中照射の差は，酸化

分解の有無により，試験片の表面における放射線損傷

に何等かの差異を生じるものと考えられる 37) それに

もかかわらず高分子複合材料の曲げ強度の劣化挙動が

照射雰囲気に依存しないという事実(図15)は，空気

中での照射中に試験片の表面に形成きれる酸化分解の

微小欠陥に対して，複合材料の曲げ強度が非常に鈍感

であることを示唆している.この微小欠陥に対する鈍

感きは，複合材料中の補強材繊維の存在に帰属きれる.

実際，複合材料中の補強材繊維は，マトリ ックスの亀

裂生長を阻止することが知られている 38)

10. おわりに

本解説では，室温または5Kで60CO-γ線と中性子を

照射したのち77K，4.2K，及び室温で試験きれた高分

子複合材料の機械的性質についてレビューした.高分

子複合材料の放射線劣化挙動のもっとも一般的な特徴

は，曲げ強度の吸収線量依存性はマトリ ックス樹脂の

種類のみならず機械試験時の温度にも依存し，極めて

複雑なことである.しかし，この複雑な吸収線量依存

性は，高分子複合材料の曲げ強度の劣化挙動は放射線

照射によるマトリ ックスの破壊歪の変化により事実上

決定きれるという機構によって統一的に説明すること

ができる.この劣化機構と一致して，複合材料の曲げ

強度の吸収線量依存性は，補強材クロスの織り方とガ

ラス繊維の種類には本質的に依存しない.

高分子複合材料の放射線劣化挙動のもう一つの重要

な特徴は，エポキシやポリイミドをマトリ ックスとす

る複合材料の放射線感受性は 60COーγ線よりも中性子

に対する方が高いということである.このことは，マ

トリ ックス樹脂の耐放射線性は放射線の種類に依存す

ることを示している.従って，実際の核融合炉用超電

導磁石のための設計データは原則として中性子照射に

頼るべきであり 60CO-γ線や加速器からの電子線によ

る模擬照射の実験データはあまり信頼できないと結論

できる.照射温度に関しては，今までに得られている

中性子照射の実験データは， 5Kと室温の照射温度の差

第 55号(1993)

は高分子複合材料の劣化挙動にあまり影響しないこと

を示唆している.

謝辞

本解説は筆者のグループの1983-1991年の研究成果

をまとめたものである.共同研究者であった日本原子

力研究所の萩原幸，瀬口忠男，中嶋秀夫，島本進，及

ぴ米国アルゴンヌ国立研究所 (ANL)のM.A.Kirk， R. 

C. Birtcherの各博士に感謝する.住友ベークライト鮒

の杉内清氏には，試験片の調製にあたり，多大の努力

を払って頂いた.ANLの井口道生博士及び米国オーク

リッジ国立研究所のC.E. Klabunde博士には，投稿論

文の原稿の査読等を通じて，多くの貴重なコメントを

頂いた.原子力委員の田畑米穂先生には，筆者のANL

留学の期間延長を含め，いろいろな面でこの研究をパ

ックア ップして頂いた.

参考文献

1) B.S. Brown， ]. Nucl. Mater.， 97， 1 (1981). 

2) F.W. Wiffen， ]. Nucl. Mater.， 133 & 134， 32 

(1985) . 

3) ].1. Scott， F.W. Clinard， Jr. and F.W. Wiffen， ]. 

Nucl. Mater.， 133 & 134， 156 (1985). 

4) G.1. Kulcinski， ].M. Dupouy and S. Ishino， ]. 

Nucl. Mater.， 141-143， 3 (1986). 

5) R.D Hay and E.J. Rapperport， Oak Ridge 

National Laboratory Report ORNL/TM・

2643 (1976). 

6) R.R. Coltman， Jr. and C.E. Klabunde， ]. Nucl. 

恥iater.，113， 268 (1983). 

7) S.Takamura and T. Kato，Advan. Cryogenic 

Engrg. Mater. ， 30， 41 (1984). 

8) D.S. Tucker， ].D. Fowler， Jr. and F.W. Clinard， 

Jr.， Fusion Technol.， 8， 2696 (1985). 

9) H.W. Weber， E. Kubasta， W. Steiner， H. Benz 

and K. Nylund， ]. Nucl. Mater.， 115，11 (1983). 

10) H.Yamaoka and K. Miyata， Advan. Cryogenic 

Engrg. Mater.， 32， 161 (1986). 

11) S. Nishijima， T. Okada， K. Miyata and H. 

Yamaoka， Advan. Cryogenic Engrg. Mater.， 

34， 35 (1988). 

12)萩原幸，江草茂則，河西俊一， JAERI.memo 57-

305 (1982). 

13) G.F. Hurley and R.R. Co1tman， Jr.， ]. Nucl. 

Mater.， 123， 1327 (1984). 

21 



14) S. Egusa， M.A. Kirk， R.c. Birtcher， M. Hag-

iwara and S. Kawanishi， ]. Nucl. Mater.， 119， 

146 (1983). 

15) S. Egusa，乱1.A.Kirk and R.c. Birtcher， J. Nucl. 
Mater.， 126， 152 (1984). 

16) S. Egusa， M.A. Kirk， R.c. Birtcher and M. 

Hagiwara， ]. Nucl. Mater.， 127， 146 (1985). 

17) S. Egusa， H. Nakajima， M. Oshikiri， M. Hag-

iwara and S. Shimamoto， J. N ucl. Mater.， 137， 

173 (1986). 

18) S. Egusa and M. Hagiwara， Cryogenics， 26， 

417 (1986). 

19) S. Egusa， M.A. Kirk and R.C. Birtcher， ]. Nucl. 

Mater.， 148， 43 (1987). 

20) S. Egusa，乱1.A.Kirk and R.C. Birtcher， J. Nucl. 

Mater.， 148， 53 (1987). 

21) S. Egusa， A. Udagawa， O. Hashimoto， T. Ono， 

Y. Yamamoto， and K. Sonoda， ]. Mater， Sci. 

Lett.， 7， 503 (1988). 

22) S. Egusa， T. Seguchi and K. Sugiuchi， J. Mater. 
Sci. Lett.， 7， 973 (1988). 

23) S. Egusa， ]. Mech. Behavior of Mater.， 1， 1 

(1988) . 

24) S. Egusa， ]. Mater. Sci.， 23， 2753 (1988). 

25) S. Egusa， ]. Mater. Sci.， 25， 1863 (1990). 

26) S. Egusa， Cryogenics， 31， 7 (1991). 

27) S. Egusa， Radiat. Phys. Chem.， 37， 147 (1991). 

28) S. Egusa， T. Seguchi， M. Hagiwara， H. Naka-

jima， S. Shimamoto， M.A. Kirk and R.c. Birt-

cher， in : Radiation Effects on Polymers， ACS 

22 

Symposium Series N o. 475， Eds. R.L. Clough 

and S.W. Shalaby (American Chemical Society， 

1991) Chapter 38. 

29) R.c. Birtcher， T.H. Blewitt， M.A. Kirk， T.L. 

Scott， B.S. Brown and L.R. Greenwood， J. N ucl. 

Mater.， 108 & 109， 3 (1982). 

30) G.L. Hanna and S. Steingiser， in : Composite 

Materials Testing and Design， ASTM STP 

460， American Society for Testing and Mate-

rials (1969) P.182. 

31) S. Nishijima， T. Nishiura， T. Ikeda， T. Okada 

and T. Hagihara， Advan. Cryogenic Engrg. 

Mater.， 34， 75 (1988). 

32) G. Hartwig and S. Knaak， Cryogenics， 24， 639 

(1984) . 

33) N. Takeda， S. Kawanishi， A. Udagawa and M. 

Hagiwara， ]. Mater. Sci.， 20， 3003 (1985). 

34) L.R. Greenwood， Proc. 4th ASTM-EURATOM 

Symp. Reactor Dosimetry， Gaithersburg， MD， 

1982 NUREG/CP・0029，P.783. 

35) W.G. Burns and J .D. J ones， Trans. Faraday 

Soc.， 60， 2022 (1964). 

36) S. E思lsa，K. Ishigure and Y. Tabata， Ma-

cromolecules， 13， 171 (1980). 

37) A. Chapiro， Radiation Chemistry of Polymeric 

Systems (Interscience， New York， 1962) P.360. 

38) L.]. Broutman， in : Modern Composite Mate-

rials， Eds. L.]. Broutman and R.H. Krock 

(Addison-Wesley， Massachusetts， 1967) Chap-

ter 13. 

放射線化学



〔展望〕

原子力工学と放射線化学

ーヨウ化セシウム水溶液の放射線分解一

1. はじめに

原子力工学と放射線化学とは，密接な関係がある.

特に，原子力工学における炉化学，再処理，廃棄物処

理，安全の各分野の研究には，放射線化学の知見が不

可欠である.炉化学分野では，沸騰水型原子炉の場合，

558K， 7MPaの高温，高圧水の放射線分解が，研究対

象となっている.再処理分野では本誌53号で紹介きれ

ているような11高濃度硝酸の放射線化学反応、につい

て研究されている.廃棄物処理分野では，放射性物質

を固化して保存するため，固化材の放射線分解反応に

関する研究が行われている.また，安全の分野では，

放射性核分裂生成物の生成，移行挙動に関する研究が

行われている.

山研究所においても，上記のような放射線化学関連

の研究を進めている.今回，事故時の安全性評価に関

連する研究の中から，主要な放射性核分裂生成物であ

るヨウ化セシウムを含む水溶液の放射線分解挙動につ

いて紹介する 2)

2. ヨウ化セシウム水溶液の放射線分解挙動

ヨウ化セシウムは，水中でセシウムイオンとヨウ素

イオンに解離する.セシウムイオンは化学的に安定な

イオンであるので，水の放射線分解生成物とはほとん

ど反応しない。従って， ヨウ化セシウム水溶液の放射

線分解では， ヨウ素イオンの挙動が重要となる。

ヨウ化セシウム水溶液に放射線を照射すると，安定

な生成物として水素，酸素， ヨウ素分子(12)， ヨウ素
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図1 ヨウ化セシウム水溶液の放射線分解挙動の概要

酸イオン 003-)が生成する. ヨウ素酸イオン以外の

生成物は，気泡が存在すると気相へ移行する.これら

生成，移行挙動の概要を図 1に示す.水の放射線分解

生成物であるOHラジカルは，ヨウ素イオン，水素と競

争的に反応する.また， ヨウ素イオン濃度，即ち， ヨ

ウ化セシウム濃度が低い時には， OHラジカル同士が

反応して過酸化水素を生成する.これらの生成物量は，

ヨウ化セシウム濃度， pH，水温等の水条件と気泡の有

無に依存する.以下に，これら生成物の生成挙動と気

相への移行挙動に関する実験と解析の評価を示す.

実験には， (株)日立製作所エネルギー研究所に設置

してあるコバルト -60γ線照射装置を使用した。照射

線量率は， 2.0XI03Gy/hで、あった.この照射線量率

は，セリウム化学線量計を用いて測定し， G (Ce3+) = 
2.5とした.照射容器は内容積1Uニの石英ガラス製で，
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水はイオン交換水を用いた。生成した水素，酸素につ

いては，水中の濃度は溶存水素，酸素計を用いて測定

し，気相中の濃度はガスクロマト グラフを用いて分析，

定量した.ヨウ素化合物の濃度は，吸光法で求めた.

ヨウ素イオン，ヨウ素酸イオン，ヨウ素分子に対する吸

光係数は，それぞれ， ε(227nm)= 1.38 X 104M-1cm一九

ε(194nm) = 5 .10 X 103M-1cmーに ε(460nm) =6.40 x 
102M -1cm-1とした.

3. ヨウ素系の反応機構

水溶液では，表 1に示す様に，ヨウ素は13の原子価

を取ることが知られている 3) 今，ヨウ素挙動評価に

必要な条件は，水温が最大2000Cで， pHの範囲が 4から

8である.この条件下で，表 2に示す加水分解反応、3ト8)

を考慮すると， ヨウ素の原子価として-1価から 5価

まで， ヨウ素化合物としては， 1-， 12-， 13-， 1， 12， 

10-， HOI， 10， 1202， 102-， 102， HI02， 103
ーの14種

類を考慮する必要がある.今， 10-を考慮しているが，

これは次の理由による.HOlの加水分解反応の平衡定

数から判断すると，寄与は小きいが，過酸化水素との

反応速度定数がHOlより約105倍大きいためである 9)10)

また，原子価が2価と 3価のヨウ素化合物については，

反応機構の不確定性が大きいのでl m l)，可能な全ての

ヨウ素化合物を含めた.

上記14種類のヨウ素化合物に関する反応機構を図 2

に示す.水中に酸素が存在すると，水の放射線分解生

成物である水和電子と反応して，酸素イオンO2ーとな

る.このため，酸素イオ ンの反応も含めた.また，長

時間に渡る照射では，水の放射線分解生成物である過

酸化水素が水中に蓄積するため，その寄与が重要とな

る.特に，照射後も反応が継続するため， ヨウ素化合

物の評価には注意を要する.過酸化水素は， ヨウ素化

合物の原子値に応じて，以下のように，酸化剤にも還

元剤になる 12)13)

1-+ H202→H01+0H-

HOI+H202→1-+H20+02+H+ 

(1) 

(2) 

IO-+H202→1-+H20+02 (3) 

反応速度定数については 14ト引全て実測されている

訳でなく，反応機構に基づく推定値も含まれる.そこ

で，反応速度定数を最適化するため，感度解析を行っ

た.これは，各素反応の速度定数を10倍した場合の水

素，酸素， ヨウ素分子の各濃度の増減を算出し，重要

反応を摘出するものである.その結果，水素，酸素の

生成量を左右する反応は， ヨウ素酸イ・オンの生成反応

であり，ヨウ素酸イオン生成の律速反応は102の加水

24 

表 1 ヨウ素化合物の原子価

Valency lodine species 

一2 HI-

1-， HI 

-1/2 

-1/3 

O 1. 12， HOI-， HI20-， 1202-

10-， HOI. H210+ 

2 10， 1202 

3 102-， HI02 

4 102， HI03-， 1032-

5 103-， HI03 

6 103 

7 104 

8 104-

表 2 主なヨウ素化合物の加水分解反応

Thermal hydrolysis K at 25'C 

HI コH++ 1-

lo-+r +H20ニHbO-+ OH-

I+OH- ニ10H-

HIO ニH++ 10-

H210+ コH++ HIO 

H103- ニH++ 1032-

HI03 -= H+ + 103-

Velencv 

+5 

+4 

+3 

+1 

o 

-1/3 

-1/2 

図2 ヨウ素化合物の反応機構の概要

1.9x109 

0.13 

2x102 

2.3x10-11 

4.3x10-2 

5x10-14 

0.16 
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Dose (x104Gy) 

ヨウ化セシウム水溶液の放射線分解における水

素，酸素濃度の吸収線量率依存性

(ヨウ化セシウム初期濃度 2x 1O-5M，中性溶

液，室温照射)

分解反応であることが分かった.得られたヨウ素系の

反応機構と速度定数を表 3に示す.純水系の反応機構

と反応速度定数に関しては，多くの知見があるが，ヨ

ウ素系に関しては，特に 2価から 5価の原子価を持

つヨウ素化合物に関しては，未だ確立きれていない.

尚，ヨウ素原子への酸素のイ初日反応は10)，これを含める

とヨウ素酸イオンの生成量が多くなりすぎるので，除

外した.

表 3に示すように， ヨウ素化合物に関する反応は89

ある.これに，水の放射線分解反応35を加えて引各成

分の濃度の経時変化を解析した.

4.解析モデル

図3に，水素，酸素濃度の吸収線量依存性を示す.

ヨウ化セシウムの初期濃度は 2x 1O-5Mで，初期の水

素，酸素濃度はそれぞれ 1vol%， 3 vol%とし，希釈ガ

スとしてアルゴンを用いた.これは，希釈ガスとして

窒素を用いると，照射下で硝酸が生成し， pHが低下す

るためである.中性溶液で，室温照射であ った.照射

容器は閉ループとして，気相のガスを水中に放出きせ

て，ガスを循環きせながら照射した.水中に生成した

水素は気泡を介して気相へ移行するが，水中の水素は

OHラジカルと反応して減少する.このため，吸収線量

の増加につれて，水素濃度は減少した.酸素濃度に関

しても，同様の傾向が見られた.放射線化学では，図

3に示した水素のG値のような初期生成量の評価を重

視する.しかし，原子力工学では，長時間に渡つての

化学反応，気相への移行等の挙動評価が重要となる.
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~~.!Referenc・
1 1・+OH - 1 +OU- 1.5)(10帽1.0)(10叩-1.5)(10'・
2 ，-+ H202 -HOI ... O W  1.1 )(10-2 1.0 )(10-2-1.41)(10・2
3 1・ +H+H+ -1+H2 5.3)(10・5.3)(10・
4 1・+0・+HIO - 1 + 20H・ 4.7)(107 4.68)(107 -4.7 )(10'・
6 li ・1・+1 1.0x10' 1.0 )(102 -2.3川 05

8 1， + e・ -21・ 1.3)(1010 1.3 )(1010-3.0 )(1010 

7 li + H -21・+H+ 1.8 X 107 1.8 )(107 -3.0 )(10" 
8 li + Of -21-+0， ・75xl0・50)(10' -3.0 )(10' 
9 li + OH →Iz + O W  3.8 x 10" 3.8 )(10.0 

10 li + HO， -h + 1102 4.0)(10・1.0)(10' -4.0 )(10' 
11 If + H，02 →"・φ1I02+H・1.0)(10・2.0)(10' 
12 21i ド +13 2.5xl0・2.45)(10'-4.5 )(10'0 
13 li + H・+02 - 12 +"0/ 6.O)(105 6.0 )(105 

14 li + 0・+H20 ・h + 20W 2.0)(10日 2.0)(10'2 
15 li - h + ，- 8.5)(10・1.4)(1σ'-7.8 )(107 

18 li + e・ - If + 1・ 2.0)(10" 2.0 )(10.0 

17 li + H ・.li + 1-+ H+ 8.0)(10' 8.0 )(10・-3.3xlO帽

18 1. + Oi → If + 1-+ 02 2.5)(10・2.5XIO・.2.54)(10' 
19 li'+OH ・.h + 1 + OH- 2.0)(10'0 2.0 xl0帽

20 1 + e・ -1・ 2.4xl0'0 2.4 )(10'・
21 1 + H ・.1-+ H φ2.7)( 10" 2.7 )(10.0 

22 1 + OH -. HOI 1.8)(10'0 1.6 )(10.0 

23 1 + Of ・4 ド+O. 1.0)(10帽 2.0)(10' -1.0 )(10.0 

24 1 + HO. ド争"・+0. 1.0)(10' 2.0 )(10・， 1.0 )(10・
25 1 + H.O. -，-+ H++ H02 3.0xl0' 3.0 )(¥0' 
26 1 +ド-If 1.1xl0" 7.8 )(10・-2.6)(10附

27 1 + " - Ij 8.4)(10・4.6)(10・-9.0)(10' 
28 21 - h 1.0)(10岬由 5)(10'， 1.0 )(10'・
29 ，. + e・ -If 6.1)(10'0 5.1 )(10'・
30 '. + H - If + H+ 3.5)(¥0'・1.0)(10帽-3.5)(10帽

31 '. + OH -HOI+I 1.1)(10" 1.1 )(10帽

32 12 + OH・-HOI + .- 11.0)(10' 4.4 )(10' -8.0 )(10' 
33 1. + Of - 1 f + 01 1.0川 0・1.0刈0'-8.05刈 0'
34 1. + H02 - • f.f H・+02 5.0)( 107 1.8 )(107， 6.0 )(107 

35 11 + HzO -..01 + 1-+ H・5.4)(10-2 5.4)(1σz-I.7 )(.0' 
311 " + γ -1; 6.2)(10・7.2)(105 -1.0川 0.0

37 10・+e-+ HzO - 1 + 20H・ 2.9)(10' 2.9 )(10・
38 10・+ 0・+H.O - 10 + 20W 1.1 )(10・1.08)(10'-1.0 )(10" 
39 10・+H+ -HOI 5.0)(10・6.0)(10' -1.0 )(1011 

40 10-+ H.O -HOI + OH・ 7.5)(102 7.5 )(101 
41 10・+HzOz -1・+Oz+HzO 1.4 )(107 1.4)(107 ，2.0 )(107 

42 10ー+If -10+ 2 ，-・1.0)(10・1.0)(10・-6.8)(107 

43 2.0・ -'IOj+ド 7.2)(10・，7.2)(10-z 

44 1101 →H++ 10・1.2)(10・・ 1.2)(1σ1 -2.7 )(10・
45 HOI + e・ -1+ OH・ 2.0)(10.0 2.0)(1010 

46 HO' + H - • + HzO 5.0 )(10' 6.0)(10・
47 HOI + OH -'0 jトH，O 7.0 )(10・3.3)(10' -7.0 )(10・
48 HOI + O W  -10・+H 0 1.0 )(10・1.0)(10・
49 HOI + Of -1 + 02+ OH・ 1.0)(10・1.0)(10・
50 HOI + HOz -1 + Oz+ H20 1.0 )(105 1.0)(105 

51 HOI + H20Z -.-~02+ H20 + H・2.0)('02 1.0)('0・-3.3)(102 

52 UO' + 1・ -・It+ow 1.3 )(10・1.0)(10・， 1.3 )(10' 
53 UOI + ，-+ H+ -12+ HzO 8.5 )(10.2 4.3)(10'7 -3.5 )(101' 
54 HO' + 'f -'0 + 2'-+ H・ 1.0)(10' 1.0)(10' ，5.0 )(10' 
55 HO' +町 -'Oj+r+H・ 4.0)(10' 4.0)(10' 
582HO. -'Oj+'-+2H・ 5.0)(10' 6.0)(10' ，1.2 )(10z 

57 '0 + e- -10・ 1.0)(10" 1.0)(10帽

58 10 +OH →H'Oz 1.0 )(10聞 1.0)(10'0
59 '0 +Of -'0-+ 02 8.0 )(10' 8.0)(10' 
8010+H70z -HI02+0H 1.0)(10' 1.0)(107 

81 210 -1 ρ 1 . 5  )(10' 1.5)(10' -1.0 )(10帽

62 10 +HOI → 107 +ド+H+ 1.7 )(10" 1.7)(10'0 
63 hOz + HzO -. 10; + HOI + H+ 1.0 )(10' 1.0)(10' 
84 lOz-+ e・ -10-+ 0・ 1.0)(10.0 1.0)(10'0 
65 102-+ H+ 

ヨウ素系の反応機構
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Liauid Phase ロ ーーーー-

Dose Rate: 2x103Gy/h 
Void Fraction: 1.6% 
Temperature: 293K 
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このため，解析による評価が不可欠となる.

解析は，当所で開発した化学反応解析コード "SIM-

FONY"を用いた制.本コードは，原子炉炉水の放射

線化学反応を対象にしていたものを汎用化したもので

ある.今，成分iの濃度C，の経時変化は次式で表せる.

dC，/dt二 g(i}D+ヱヱk1mC1Cm-C，~k 'nCn (4) 
1m n 

2 

/ 

16 6 8 10 12 

Dose (X1Q3Gγ) 

水中， 気相中水素濃度の吸収線量率依存性

(ヨウ化セシウム初期濃度 2xlO-sM，中性溶

液， 室温照射)
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Dose Rate: 2x103Gy/h 
Void Fraction: 1.6% 
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図4

右辺の第一項は，放射線による生成項で，成分iのg値

と吸収線量率Dとの積で表せる.また，第二項は成分l

とmとの化学反応による成分iの生成項で，第三項は成

分nとの化学反応による成分iの消滅項である.ここで，

kは反応速度定数を表す.ガス成分の水中から気泡へ

の移行は，ガスの放出係数f を用い，次式で評価した.

φ= (εC1一ε・Cg) (V /S) (5) 

ここで， <1>は水中ガスの気泡へのフ ラックス， C1， Cg 

はガスの液相，気相での濃度，Vは水溶量，Sは全気泡

表面積である.これら化学反応方程式と質量移行式と

を組み合わせて，数値積分し，各成分の濃度の経時変

化を求めた.
Mleasured Calculated 

。 一一一
ロ

Gas Phase 

L iauid Phase 

16 6 8 10 12 

Dose (x103Gy) 

水中， 気相中酸素濃度の吸収線量率依存性

(ヨウ化セシウム初期濃度 2x lO-sM，中性溶

液， 室温照射)
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Measured 
Calculated 

4 

気相中水素，酸素濃度のヨウ化セシウム初期濃

度依存性

(吸収線量 ;104Gy， 

ム比

寸ー化

中性溶液，室温照射)

線射放

図6

5.水素/酸素の生成，移行挙動

ヨウ化セシウム水溶液の放射線分解では，水素 と酸

素がほぼ 2: 1の割合で生成する.水の放射線分解で

は，酸素でなく過酸化水素が生成し，過酸化水素の熱

分解，または，触媒による分解で酸素が生成する.こ

のため， ヨウ化セシウム水溶液の放射線分解では，過

酸化水素が10-イオ ンや10と反応して，酸素 を生成す

ると考えられる.

ヨウ化セシウムの初期濃度が 2XlO-sMで中性の場

合，水素，酸素の生成量の照射線量依存性を図 4， 5 

に示す。ここで，気相中のガス濃度は，水中濃度と比

較できるよう，水中濃度に換算して示した.照射は，

室温下で、行った.アルゴンガス中の初期水素，酸素濃

度は，それぞれovol%， 3 vol%であ った.気泡の体積

を気泡を含む水容積で割ったポイド率は1.6%だが，水

中で生成した水素はOHラジカルとほとんど反応せず

に気相へ移行した.そして，酸素は水素量の1/2だけ生

成した.解析結果は，実験結果の傾向を評価できている.

ヨウ化セシウムの初期濃度が低くなると， ヨウ素イ

オンに対する水素の割合が増加する.このため，以下

に示す様に， OHラジカルと水素が反応し，気相へ移行

する水素量は減少する.

H2+OH→H+H20 

H+02→H02 

2H02→H20+02 

(6) 

(7) 

(8) 

26 



図6に，照射線量が104Gyにおける気相中の水素，酸

素濃度のヨウ化セシウム初期濃度依存性を示す.中性

溶液で，アルゴンカ、スをパブリングきせながら，室温

下で照射した.ボイド率は1.5%で，ガス濃度は水中濃

度に換算してある.ヨウ化セシウム初期濃度が増加す

ると， OHラジカルが減少し，気相へ移行する水素量が

増加している.解析結果も実験結果と同様の傾向を示

している.

このように，水素，酸素の生成，移行挙動に関して

は，本解析モデルでその傾向を評価できる.

Wave length: 250nm 
(Cs 1) : 1.4x 10-5M 

(a) 

0.06 

@
o
c
e
a』

O
ω
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6. ヨウ素化合物の生成，移行挙動

ヨウ素挙動に関しては， ヨウ素イオンからヨウ素分

子が生成する過程と， ヨウ素分子が気相へ移行する過

程とを分離して評価できることを以下に示す.

ヨウ化セシウムは，水中でセシウムイオンとヨウ素

イオンとに解離する.ヨウ素イオンは，水の放射線分

解生成物であるOHラジカルと速やかに反応し，以下

の反応によりヨウ素分子を生成する.

I-+OH→I+OH- (9) 

1 + 1-→12- (10) 

212-→13-+1- (11) 

13 -→12+1- (12) 

ヨウ素イオンの化学形態変化は，パルスラジオリシ

ス法に より調べられている.大阪大学産業科学研究所

のライ ナックを用いた測定例を図 7に示す.図 7の

(a)に，OHラジカルの吸光度の経時変化を示 した.

OHラジカルの一次減衰速度から， (9)式の反応速度定

数として (1.6::t0.2)x 1OlOM -lclが得られた.また，

図7の(b)には， 12-イオンの吸光度の経時変化を示し

た.12-イオンの二次減衰速度から， (11)式の反応速度

定数として (3.4::t0.3)x109M-1clが得られた.これ

らの反応速度定数は，文献値と一致している.

このようにして生成したヨウ素分子は，水のpHに応

じて加水分解する.

I2+H20=HOI+I-+H+ (13) 

即ち，酸性側ではヨウ素分子が，アルカリ 側ではHOI

とヨウ素イオンが支配的となる.図8にヨウ素分子生

成量のpH依存'性を示す.ヨウ化セシウムの初期濃度は

1.0X 1O-4Mで，室温照射であった.(13)式の示す様

に， pHが低いほど，ヨウ素分子の水中濃度は高くなっ

ている.

ヨウ素分子の加水分解で生成したHOIは，初期ヨウ

素イオン濃度が低い時には，OHラジカルにより酸化

きれて103一イオンとなる.初期ヨウ素イオン濃度が高
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ヨウ素分子生成量のpH依存'性

(ヨウ化セシウム初期濃度 1x 1O-4M，室温照

射)
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窒素/酸素/水系における硝酸イオン生成の吸

収線量依存性

(7容存窒素濃度 :1. 6 x 1010-2M，容存酸素濃

度:4.0x10-3M，中性溶液， 室温照射)

図11

o 

ヨウ素イオンとヨウ素酸イオン濃度のヨウ化セ

シウム初期濃度依存性

(吸収線量:10-4Gy，中性溶液，

図9

きる. しかし， ヨウ素分子の生成挙動に関しては，更

なる検討が必要であり，初期ヨ ウ素イ オン濃度だけで

なく，照射線量率，水温等の依存性も評価しなければ

ならない.

ヨウ素分子の水中から気相への移行挙動を調べるた

め， ヨウ素分子を溶かした水溶液を窒素ガスでパプリ

ングきせて，移行速度を求めた. ヨウ素分子濃度の経

時変化は，光吸収法で求めた.水中のヨウ素分子濃度

Cwは，指数関数的に減少し，経時変化は次式で表わせ

る。

dCw/dt= -kr Cw (14) 

ここで， krは移行速度である.図10に， krのパプリン

グ流量依存性を示す。krはノ〈プリング流量に比例して

増加する.今，パプリンブ流量を 3x 10-31/sとす る

と， ヨウ素分子の気相への移行割合は，毎時約17%と

なる.一方，放射線によるヨウ素分子の生成割合は，

照射線量率や初期ヨウ素イオン濃度に依存するが，図

8から求めると，約 1時間で全ヨウ素イオンはヨウ素

分子に変化する.このことは， ヨウ素分子に関し，生

成挙動と気相への移行挙動とは，分離評価できること

を示している.即ち，まず，照射によるヨウ素分子の

水中での生成量を評価し，その生成したヨウ素分子の

気相への移行量を評価すれば良い.

有機ヨウ素化合物の生成については， ヨウ素分子が

気相へ移行し，ペンキ等の有機物に吸着して生成する

と考えられている 25)26) また，水中で放射線により有機

ラジカルが生成すると， ヨウ素分子に より捕捉きれて，

有機ヨウ素化合物を形成する 27)28) このため，ヨウ素分

子の生成量評価が重要となる.上記のように， ヨウ素

， 
4 虫温照射)

X 10-2 

ヨウ素分子の気相への移行速度のパプリング流

量依存性

(ノズル径 ;O. 5mm，水深;0.45 m， pH4，室温)
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いときには，水和電子， O2-イオン， H02により還元さ

れてヨウ素イオ ンと なる.図 9に，I04Gy照射時におけ

るヨウ素イオ ンと103-イオ ン量の初期ヨウ素イオン濃

度依存性を示す.縦軸は，ヨウ素イオンと103-イオン濃

度を初期ヨウ素イオ ン濃度で割った相対値で示してあ

る.103-イオンに関しては，実験値と解析値とはほぼ一

致するが， ヨウ素イオンに関しては，解析値は過大評

価している.これは，解析ではヨウ素分子の生成量を

過小評価していることに起因している.本解析モデル

では，水素，酸素， 103-イオ ンの挙動に関しては評価で

28 



分子は，照射下でヨウ素イオンから速やかに生成し，

水溶液のpHに応、じてその量が決定きれる.従って，照

射による水溶液のpH変化を評価しなければならない.

照射により水溶液のpHを低下きせる要因として，窒

素と有機物がある.水溶液中， もしくは，水に接して

窒素，または，空気が存在すると，照射により硝酸が

生成し， pHを低下きせる 29) また，水溶液中に有機物

が存在すると，有機酸を生成してpHを低下きせる制.

今，水中に窒素を1.6X1Q-2M，酸素を4.0X1Q-3M溶存

させて，室温下で照射すると，図11に示すように，硝

酸イオンが生成する 29) 吸収線量は，窒素の吸収線量で

示しである.傾きから，硝酸イオンのG値として2.4が

得られる.気相部に空気が存在すると， G値は更に大き

くなり， 3.5となる.実際，大気圧，室温で気相に空気

がある場合，約104Gy照射すると，水溶液のpHは中性

から 5近くまで低下する.

このようなpHの低下は，ヨウ素分子の水中での存在

回を増加きせることになる.従って，原子炉事故時の

安全評価の観点からは，水溶液のpHをアルカリ側にす

ることか望ましい.これは，高pHでは，水中で生成し

たヨウ素分子の加水分解を促進して，気相への移行量

を抑制でき，また，有機ヨウ素化合物の生成も抑制で

きるからである.

6.おわりに

ヨウ化セシウムの水溶液の放射線分解について，水

素，酸素， ヨウ素化合物の生成，移行挙動に関する最

近の知見を紹介した.ヨウ素化合物，特に，原子価の

高いヨウ素化合物の生成過程については，まだ不確定

性が大きい.これは， 直接観察が困難なことと，過酸

化水素との照射後反応により化学形態が変化すること

などに起因すると考えられる.また，今回の解析は25.C

て"行ったが， 100.C以上の高温での評価も必要である.

しかし，反応速度定数の温度依存性に関する知見は少

ない.今後も，ヨウ素分子等のγ線照射下の直接測定や

パルスラジオリシス法による研究を進め， ヨウ素化合

物の生成過程の評価精度を向上きせていく.

大阪大学でのパルスラジオリシスの実験は，産業科

学研究所の高椋節夫教授，石田昭彦助手，奈良技術大

学の土岐進教授との共同研究で実施した.ご協力に深

〈感謝します.
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〔特集〕

第10回放射線化学セミナー

「電子移動反応の新展開」

第10回放射線化学セミナーは 「電子移動反応の新展

開」という主題で1993年 1月19日(火曜日)筑波の工

業技術院共用講堂で開催された.基礎分野でしかも焦

点をかなり絞った主題で，更に地の利を得ない筑波で

開催きれたにも拘らず， 75名以上の参加者を得，大変

盛会であ った.盛会の原因は，昨年12月Marcus教授が

電子移動に関する理論的研究でノーベル化学賞を受賞

した直後で，時宜を得たためであろう .

予定されたプログラムは下記の通りであ ったが 7

の講演は講師の風邪のため取りやめになり，代わりに，

筆者のところに滞在中のJ.Najbar教授(Jagiellonian 

大学，ポーランド)に急逮“Transient Kinetics of 

Photo-induced Electron Transfer"という題目で講演

していただいた.

フ。ログラム

1.電子移動に対する溶媒の効果とエネルギーギャ ッ

プ則

立矢正典(物質研)

2.電子移動蛍光消光 (Rehm-Wellerフ。ロット)の新

しい解釈

菊地公一(東北大理)

3.溶媒中の拡散のダイナミ ックスは 2次反応の速度

にどう影響するか

住 斉(筑波大物質工学系)

4.ピコ砂 ・フェムト秒レーザーによる光誘起電子移

動の研究と最近の進歩

岡田 正(阪大基礎工)

5.電極界面の電子移動の特徴

吉良 爽(理研)

6.電子移動分子システムの構築と電子デバイスへの

応用

清水剛夫，瀬川 浩司(京大工)

7.光誘起電子移動反応による活性ラジカルカチオン

第 55号 (1993)

物質研 立矢正典

中間体の生成と反応、

高橋康丈，宮仕 勉 (東北大理)

講師の先生方に書いていただいた講演要旨を当日参

加できなかった放射線化学会員のために以下に再録し

ます.

1 .電子移動に対する溶媒の効果とエネ

ルギーギャップ則

物質研 立 矢正典

1.はじめに

電子移動の速度を支配する因子として， (1)ドナー・

アクセプター聞の距離， (2)移動前後の自由エネルギ一

変化，(3)溶媒の極性， (4)溶媒の動的性質， (5)温度等

が考えられる.電子移動の速度に対するMarcusの式を

一般化し，それに基づいて電子移動に対する溶媒の効

果とエネルギーギャ ップ員IJについて考察する.また，

電子移動に対するドナーとアクセプターの並進拡散の

効果及び溶媒分子の回転拡散の効果についても考察す

る.

2.溶媒の効果とエネルギーギャップ則

極性溶媒に溶けた中性の溶質AとBを考えよう (Fig.

1).ここで矢印はランダムに配向した溶媒分子の双極

子を表わす.これらの双極子によって作られるAとB

の位置の電位をVAとVsとしたとき，その差e.d.V=e

(VA-Vs)を考え よう.平衡状態でのこの電位差の分

布をφ(e.d.V)で表わす.溶媒分子の回転拡散の速さが

十分速いときには， AからBへの電子移動の速度定数

はこの平衡分布を用いて次のように表わされる.

k= (2πJ2/百)φ(-.d.G-.d.gso) (1) 
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20 

になる.

Fig.3の結果と拡散律速反応の理論を用いて拡散律

速電子移動の二次の速度定数を計算した.得られた結

果をRehm-Wellerの実験結果 (0印)と共にFig.4に示

す.一次の速度定数の距離依存性を正しく考慮するこ

とによ って実験結果のかなりの部分を説明出来ること

が分かる.

b.溶媒分子の回転拡散

溶媒分子の回転拡散の速さが電子移動の速さに比べ

て十分速くないときには，電位差の分布は平衡分布か

らずれてくる.この様子をFig.5に破線で示す.実線は
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ここではJは移動積分と呼ばれる量で， ドナー・アク

セプター聞の電子的相互作用の強きを表わす.sGは自

由エネルギ一変化， sgs
Oは配向分極によるイオ ン対A+

Bーの溶媒和エネルギーを表わす.

(1)式によれば，速度定数のsGに対する依存性 (エ

ネルギーギャ ップ則)は電位差の平衡分布φ(esV)を

反映していることになる.電位差の平衡分布を連続誘

電体モデルを用いて計算すると(1)式はMarcusの式に

帰着する.溶媒に対して分子モデルを用い，分子動力

学シミュレーションによ って電位差の平衡分布を計算

した結果をFig.2に示す.破線は連続誘電体モデルによ

る結果を表わす.

3.拡散の効果

a. ドナーとアクセプターの並進拡散

Fig.3にMarcusの式に基つ'いて計算したアセトニト

リル溶媒中の電子移動の一次の速度定数をドナー・ア

クセプタ一間距離Rの関数として示す.曲線に付した

数字はsGの値をeV単位で表わす.sGの値がOに近い

ときには速度定数はRと共に単調に減少する. しかし

もっと低いsGに対しては速度定数はある距離で極大
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0.4eVの場合ほぽ3.5Aであることが分かった.従っ

て， oGf< -0.4eVの領域における蛍光消光は外圏型

ETと考えられるが， oGf> -0.4eVの領域における蛍

光消光は必ずしも外圏型ETではなく， exciplex形成に

よって誘起きれている可能性がある.そこでoGf>-

0.4eVの系について蛍光スペクトルを測定したところ，

exciplex蛍光がアセト ニ トリル中で観測きれた.従っ

て， oGf> -0.4eVの領域における蛍光消光は外圏型

ETによってではなく， exciplex形成によ って起こるこ

とが分かった[3 J. Downhill regionにおけるRWの関

係が理論曲線より急勾配なのはこの様な事情と，

oGf> 0 eVのときexciplex形成が吸熱的になるため

と考えられる. 一方φRはoGf=-0.4--2.0eVの領

域で逆ベル型 となり， oGf=ー1.0eV付近で極小値を

とること， oGf< -2.0eVの領域で、はoGfがより負に

なるにつれてφRが減少することが分かった. [4 J. 

蛍光消光が外圏型ETによ って起こるならば，

geminateラジカル対 (GRP)の生成収量は 1である.

もしGRPが電子的基底状態にあるならばφRは(1)式

で与えられる.

φR=kesc/ (kesc+ kb) 

ここでkbは基底GRP内逆ETの速度定数， kescは

GRPが解離してフリーラジカルとなる速度定数であ

る. kbと逆ETの自由エンタルビー変化oGb(=-

Eo.o-oGf)の聞にベル型関係が成り立つこと， kbは

oGb= -1.8eV付近で‘極大値をとることが近年のpsec

パルスを用いた研究によ って確立きれた[5 J.ここで

Eo.oは励起エネルギーである.従って，oGf=ー 0.4--

2.0eVの領域における蛍光消光は基底GRPを与える外

圏型ETによ って起こること，この領域では外圏型ET

がencounterstateで速やかに起こるためkqは拡散律

速の値をとることが分かった.しかし， oGf< -2.0eV 

(ACを蛍光体に用いた場合， oGb> -1.0eV)の領域

におけるφRのoGb依存性を，基底GRPを与える外圏

型ETによ って説明することは出来ない.

蛍光体としてACを用いた場合， oGf<ー 2.0eVの領

域では蛍光消光に際してACのラ ジカルアニオンが電

子的励起状態にあるGRPを生成することがエネルギ

ー的に可能である.そしてその様な励起GRPの逆ET

のoGbは-2.2eV付近にあるので，逆ETは基底GPR

より励起GRPで速く起こる.その結果， φRは(1)式か

ら予想、きれる値より小きくなる.また蛍光消光によっ

て励起GRPを与える際のoGfは-0.6eVより負なので，

励起GRPを与える蛍光消光も拡散律速で起こり得る.

従ってACを蛍光体に用いた場合， oGf<-2.0eVの領

平衡分布を表わす.このとき速度定数はもはや(1)式で

は表わせない.速度定数は溶媒の回転拡散の速さに依

存するようになる.

【
〉
司
副
}
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電子移動蛍光消光(Rehm-Wellerプロ

ット)の新しい解釈

2 

公

1.序

電子移動 (ET)蛍光消光の速度定数kqと電子移動反

応(フ リーラジカル生成)の自由エンタルビー変化oGf

の関係は， Rehm-Weller (RW)の関係 [1 ]として良

〈知られている. RWの関係にはMarcus理論 [2 ]か

ら予想きれたInvertedregionが現れないため，そして

kqは外圏型ETの速度定数で、あるとばかり信じられて

きたため，これ迄多大の努力がなきれて来たにも拘ら

ずRWの関係を理論的に説明することが出来なかった.

本報告では， kqは蛍光消光の速度定数であ って必ずし

も外圏型ETの速度定数を意味しないという立場にた

って RWの関係を見直し， RWの関係に Inverted

regionが現れない理由を明らかにする.

菊地東北大理

2.結果と考察

アセトニトリル中の蛍光消光がどの様な原因で起こ

るかを調べるために，蛍光体として主にアントラセン

カルポニトリル (AC)を用い， kq，有効衝突(消光)

距離ra，そして蛍光消光 1回当りのフリ ーラジカル収

量φRを広い範囲のoGfに渡って測定した.その結果，

raはoGf<-0.4eVの場合7.0より大きく， oGf>一
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域における蛍光消光は励起GRPの生成によって起こ

ると結論された[4 J.ラジカルの励起エネルギーは一

般に小きいので， Inverted regionで励起GRPが生成し

ている可能は高い. RWの関係にInvertedregionが現

れない理由は，励起GRPを与える外圏型ETによって

蛍光消光が起こるためと考えられる.

3.結論

(1) sGf> -0.4eVの場合， kqはexciplex形成の速度

定数を意味する.

(2) -0.4eV>sGf>ー 2.0eVの場合， kqは基底GRP

を与える外圏型ETの速度定数を意味する.

(3) sGf< -2.0eVの場合， kqは励起GRPを与える外

圏型ETの速度定数を意味する.

以上の結論は， kvs. sGの関係に対して得られた立

矢，村田の理論曲線[6 Jと良く一致する.

4.文献

[lJ Rehm and weller， Israel J. Chem.， 8 (1970) 259. 

[2J Marcus， J. Phys. Chem.， 24 (1956) 966. 

[3J Kikuchi et al.， Chem. Phys. Lett.， 173 (1990) 421. 

[4J Kikuchi et al.， Chem. Phys. Lett.， 193 (1992) 155. 

[5J Mataga et al.， Chem. Phys.， 127 (1988) 249. 

[6J Tachiya and Murata， J. Phys. Chem.， 96 (1992) 
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3 .溶媒中の拡散のダイナミックスは二

次反応、の速度にどう影響するか

筑波大物質工学系住 斉

最近，溶液反応の速度が溶媒の熱ゆらぎの遅きに影

響を受けることがあることに，多くの注目が集まって

いる 1) ここで，溶媒のゆらぎの特徴的な時間スケール

はゆらぎの緩和時間によって与えられ，それは溶媒の

粘性率に比例する.上に述べた反応では，反応速度定

数が溶媒粘性率の減少関数になっている.

このような反応の重要性は次の二点にある.まず，

溶媒ゆらぎの緩和時間は溶媒の非平衡構造が熱平衡に

落ち着く時間を与える.従って，反応速度定数が粘性

率を通じて溶媒ゆらぎの緩和時間に依ることは，反応

進行中，溶媒の構造が熱平衡に落ち着いていないこと

を表している.このょっな反応は，化学反応の標準理

論である遷移状態理論の適用範囲外にある非熱平衡反
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応である.なぜならば，選移状態理論では，反応始状

態から遷移状態に至る反応系の状態は反応の進行中常

に熱平衡に保たれているとあらかじめ仮定きれている.

従って，そのような熱平衡が達成されるに要する時間

に反応速度定数が依存することはそもそも有り得ない

からである.溶液反応は化学反応の内で最も伝統的で

重要なものの一つである.ところが従来の反応速度理

論は溶液反応を広く含むようになっていなかったので

ある.化学反応の基本理論はまだ未完だったのである.

次に，溶媒粘性率に依存する反応は酵素反応などの生

体反応でも多く見られる.私達の生命を維持する機構

を構成する生体反応がなぜ非熱平衡反応となっていな

ければならないのか，非常に興味あるところである.

上に述べた反応では，溶媒和構造を含む溶質分子の

立体構造の熱ゆらぎが起り，それが溶質分子内で起る J 

反応の速度に影響を及ぽすようになっている.この立

体構造の熱ゆらぎは，ブラウン運動的であり，周りの

溶媒分子の熱運動により突き動かされることにより誘

起きれる.このょっに分析するとき，溶媒分子の熱運

動により誘起きれる最も基本的な化学反応は，上に述

べた反応よりむしろ，溶媒中における二種類の溶質分

子の拡散による会合によって起る二次反応であること

に気付く.なぜならば，溶媒分子の熱運動が無ければ，

溶質分子の拡散自体がそもそも起らないからである.

即ち，溶媒のゆらぎが溶質分子の拡散を引き起し，そ

れが反応を可能にするのである.本講演では，このよ

うな溶媒中の二次反応において，溶媒のゆらぎを反映

する溶質分子の拡散のダイナミックスが反応速度定数

にどのような影響を及ぼすか，上に述べた溶媒中の一

次反応の場合との対比を交えて考察する.

もしも反応が起らなければ，二種類の溶質分子聞の

距離は熱平衡分布をとっている筈であることに注意し

よう.この熱平衡分布が達成きれるに要する時間は溶

媒粘性率に反比例する溶質分子の拡散係数の大きさに

よって決る.まず，拡散係数が非常に大きい(即ち，

溶媒粘性率が非常に小きい)極限を考えてみよう.こ

のとき，上に述べた熱平衡分布が達成されるに要する

時間は非常に短い.従ってこの極限では，反応、の進行

中，二種類の溶質分子聞の距離は常に熱平衡分布をと

っている筈である.即ち，遷移状態理論の基本仮定が

満たされている.従って反応速度定数は，拡散係数や

溶媒粘性率のような溶媒ゆらぎの速さを決める量には

依存しない一定値となる.

反対に，拡散係数が非常に小きい(J!Pち，溶媒粘性

率が非常に大きい)極限を考えてみよう.このとき，

放射線化学



溶質分子の拡散は反応の速きに比べて非常に遅いので，

溶質分子は少しも拡散せずに，適当に近い距離にいる

溶質分子対のみがそのままの位置で反応に寄与する.

従ってこの極限でも，反応速度は拡散係数や溶媒粘性

率のような溶媒ゆらぎの速さを決める量には依存しな

くなる.しかし，反応速度は先に述べた拡散係数が非

常に大きい極限のときの遷移状態理論値に比べて非常

に小さくなる.

これら二つの極限の中聞の状況では，反応速度定数

は溶質分子の拡散係数に依存し，拡散係数の逆数の増

加関数(即ち，溶媒粘性率の減少関数)になる筈であ

る.

溶媒中の拡散によって制御きれる二次反応は，溶液

反応の最も典型的なものの一つである.従ってこの反

応の速度定数の理論は，遷移状態理論や量子力学に立

脚した電子移動反応理論よりもずっと早くから展開き

れてきた.その最初のものは， 1910年代に発表された

Smoluchowskiの理論で、ある.彼は，二種類の溶質分子

の一対が最近接の位置にきたときのみ反応が起るとし，

且つ，このときの反応速度は無限大であるとした.こ

の最近接の配置にある分子対は遭遇複合体と呼ばれる.

しかし彼の得た速度定数は拡散定数の逆数に関しほ

ぼそれに比例して減少する関数であり，先に述べたよ

うな拡散定数が非常に大きいか，または，非常に小さ

い領域において速度定数が拡散定数に依存しなくなる

ことを記述しない.

この理論において，拡散定数を非常に大きくしても

速度定数が遷移状態理論の与える値にならない理由は，

遭遇複合体の配置における反応速度が無限大と仮定き

れ，余りに反応が速すぎて，遭遇複合体とそうでない

配置の聞の熱平衡が達成され得ないことにある.次に，

拡散定数を非常に小きくしてもやはり速度定数は拡散

定数に依存しないようにはならない理由は，反応が遭

遇複合体の配置でしか起らないと仮定きれており，そ

の配置はそうでない配置全体に比べてセ守口のメジァし

か持たないために，拡散が小きくなる極限では速度定

数はいくらでもゼロに近ずくからである.

遭遇複合体の配置における反応速度が無限大でなく

有限であるように理論を拡張することはCollinsと

Kimball (1949)およびNoyes(1961)によって成き

れ，溶媒中の二次反応、の速度に関する標準理論となっ

ている.彼らの理論では，確かに，拡散定数が非常に

大きい極限において速度定数は遷移状態理論によって

与えられる拡散定数に依らない値になる. しかし，そ

の反対の極限では速度定数はいくらでもゼロに近づき，

第 55号(1993)

拡散係数に依らない値に収束するようにはなっていな

い.この理由は，依然として，反応が遭遇複合体の配

置でしか起らないと仮定きれていることにある.

上に述べたことより，溶媒中の二次反応の速度に関

する基本理論はまだ未完のままであることが分かる.

基本理論は，遭遇複合体の配置のみならずそれ以外の

配置においても二種類の溶質分子聞の距離に応じたゼ

ロでない速度で反応が起り得ることに立脚するもので

なければならない.そのような理論の結果について述

べる.

1)住斉:日本物理学会誌46(1991) 911，及び，日本

放射線化学会誌53(1992)23.

4 .ピコ秒・フェムト秒レーザーによる

光誘起電子移動の研究と最近の進歩

阪大基礎工岡田正

一般に，光誘起電荷分離や生成した電荷移動状態あ

るいはイオン対状態の再結合などの電子移動反応速度

は次に述べるような因子によって支配されていると考

えられている.(1)電子供与体(ドナー)と電子受容体

(アクセプター)との聞の電子移動に関する電子的相

互作用の大きき， (2)反応の始状態と終状態との聞の自

由エネルギー差， (3)反応にともなうドナー，アクセプ

ターおよび周囲の媒体(溶媒分子)の再配向エネルギ

ーなどである.通常用いられている電子移動理論の場

合は，電子的相互作用が比較的弱い場合である.

ここでは， 1980年代後半から特に活発に研究された

超高速電子移動現象と関連諸過程に関する研究を概観

し，筆者にとって興味ある現象について少し立ち入っ

て報告する.

1.電荷分離・電荷再結合速度定数に対するエネルギ

ーギャップ則

ドナーとアクセプターをスペーサーで繋いだ分子内

化合物や，蛍光の電子移動消光反応で生成させたイオ

ン対の電荷再結合の速度定数はMarcus理論で、予測さ

れる逆転領域が観測きれ，エネルギーギャップが増す

に従って電子移動速度定数は小きくなり，ベル型のエ

ネルギーギャップ則が観測される 1) しかし，基底状態

で安定な電荷移動錯体を形成きせ，この電荷移動錯体

を光励起して生成させたイオン対の電荷再結合の速度

定数はベル型のエネルギーギャップ則を示きない2)
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この場合は，電荷移動錯体の基底状態の配置によって

決まる特定の構造をとっておりドナーとアクセプター

との間には溶媒分子はいないと考えられる.電荷移動

錯体励起の場合のエネルギーギャ ップ依存性は，拡散

反応による電子移動消光により生成したイオン対の場

合とは本質的に異なり ，その電荷再結合速度は大きく，

速度定数の対数はエネルギーギャ ップに対し殆ど直線

的に減少する.特に，エネルギーギャ ップが非常に小

きいところでのその差が極端に大きい.例えば， ピレ

ンとテトラシアノエチレンとの電荷移動錯体を励起し

た場合は500fsで、あるが，電子移動消光によ って生成さ

せたイオン対の場合は約400psである.

電荷分離速度定数に対するベル型のエネルギーギャ

ップ依存性はまだ実測されていない.電子移動消光反

応における蛍光減衰曲線を過渡効果を考慮、して解析し

た結果得られた電子移動速度は，電荷再結合反応の場

合と異なったエネルギーギャ ップ依存性を示した3)

これに対する説明は種々為きれているがまだ結論は出

ていないと考えられる.

2.超高速電子移動反応と溶媒の緩和過程

ドナー ・アクセプター聞の電子的相互作用が十分大

きく反応の活性化エネルギーが殆どないような場合は，

電子移動は極めて早くなり溶媒のゆらぎの緩和時間や

分子内 ・分子聞の振動との結合の強さに依存するよう

になると考えられている.アントラセンとジメチルア

ニリンをメチレ ン鎖 1つで繋いだ系では溶媒の縦緩和

時間より早い電子移動速度が観測されている 4) また，

溶媒をドナーとした場合に100fs程度の超高速電子移

動も実測きれた5)

これらの現象をどの様に解釈するかはまだはっきりし

ていない.溶質近辺の溶媒分子の配向緩和に対する分

子論的な理解を深める実験や理論の発展が必要である.

最近行われた蛍光の動的Stokesshiftの実験や時間分

解Holeburningの実験結果についても時間があれば

触れることにする.

3. ドナー・アクセプタ一間の配置を固定した系の電

子移動

これまでに，数多くのグループが様々なモデル化合

物を合成し研究してきた.その中でも，ポルフィリン

環を種々のスペーサーで連結した化合物が多数合成き

れてきたが 2つのクロモホアの相対配置を固定した

ものは少ない6)7) 基底状態における両クロモホア聞の

相互作用の無い系について励起状態における電子移動
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速度を測定した結果，当然のことであるが，分子間距

離が等しい場合でも配向によ って電子移動速度は10倍

以上異なる場合が観測された.この結果は，例えば，

光合成反応中心モデル系の合成や設計を行う場合の基

礎的な情報を与えると思われる.

1) N.Mataga，T.Asahi，Y.Kanda，T.Okada，and T. 

Kakitani， Chem.Phys.，127， 246 (1988) 

2) T.Asahi and N.Mataga， J.Phys.Chem.， 

93，6575 (1989) 

3) S.Nishikawa，T.Asahi，T.Okada，N.Mataga，and 

T.Kakitani， Chem.Phys.Lett.，185， 237 (1991) 

4) N.Mataga，S.Nishikawa，T.Asahi，and T.Okada， 

j.Phys.Chem.，94，1443 (1990) 

5) T.Kobayashi，Y.Takagi，H.Kandori，K.Kemnitz， ' .~ 

and K.Yoshihara， Chem.Phys.Lett.， 

180，416 (1991) 

6) G.L.Gaines III， M.P.O'Neil，W.A.Svec，M.P. 

Niemczyk，and M.R.Wasielewski，J.Am.Chem. 

Soc.，113，719 (1991) 

7) Y.Sakata，S.Nakashima，Y.Goto，S.Misumi，T. 

Asahi，M.Hagihara，S.Nishikawa，T.Okada，and 

N .Mataga， j.Am.Chem.Soc.，111， 8979 (1989) 

5 .電極界面の電子移動の特徴

理研吉良 爽

電極反応は電荷移動がマクロに見える反応であるに

もかかわらず，電子移動の微視的機構と結びつけた議

論がまだ十分になされていない.電極の電子移動に関

する最近の総説(1， 2) も，理論もまだだし，従来

の理論の実験的検討も不十分であると 言う ような結論

を述べている.電極反応の中心部分は，団体・溶液界

面における電子移動である.この電子移動の近代的な

説明は1960年にGerischer理論によ ってなされ，よく

Marcus-Gerischer理論と呼ばれる.この講演では，普

段電気化学になじみの無い人を対象に，電極反応のポ

テンシャルと反応速度の考え方， Gerischer理論，およ

び電子移動について 2， 3の実験結果を紹介する.

1.電極反応のポテンシャル

電極である固体と電解質溶液が平衡にある時には，

図 1に示すように両方の電気化学ポテン シャルが一致

する.電気化学ポテンシャルとは化学ポテンシャルと

放射線化学
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〈図 1>界面のフェルミ単位 (F)

〈図 2>

電気ポテンシャルの和である.過電圧を与えると非平

衡になり電子の移動がおきる.非平衡の電位差は，金

属の場合には固体 ・液体界面の電気二重層にかかるが，

半導体の場合には空間電荷層 (SCL)にかかる.

2.反応速度

電極反応においては，電流(単位面積あたり)は反

応速度rを表わす.電子移動A+e-→Aーを考えると，金

属電極に対してはr=kom [A]，半導体電極に対しては

r= ket [A] nsである. kは反応速度定数で， nsは半導

体表面の電子密度である.濃度 ・密度をcm-3で表わす

と，kO
mの単位はcmS-I， ketの単位はcm4s-1となる.

速い電子移動の観察のためには，電流の測定は最適で

ないことが多 <，反応物質の濃度変化を追跡する方法

(発光，吸収，反射等)がしばしば用いられている.

3.半導体電極の特徴

半導体は光励起により，電子・ホール対が生成する.

電子とホールは，電場により分離されるか，再結合に

よって消滅する.再結合には発光を伴う直接型と，不

純物，表面単位などの関与する無輯射型とがある.半

第 55号 (1993)

M sc. I、、

〈図 3>

導体電極はまた溶液中の分子の励起状態との電子移動

の研究に適している.励起分子との相互作用を考える

と，図 2に示すように，金属では正逆の電子移動が同

時に起こり励起状態が失活するだけであるが，半導体

の場合には，条件を選ぶことにより，励起状態の関与

する電子移動が可能である.

4.酸化還元状態のエネルギー分布 (Gerischer理論)

電極系では，電極電位によって反応速度を制御でき

る.その基本的な考えを与えるのがGerischer理論であ

る.その要点は，溶液中の酸化還元系に対して溶媒の

揺らぎによるエネルギ一分布を導入したことである.

少し現代風にして簡単に述べると，電子移動の速度

k(E) =守IVI2D(E)

の中の酸化還元系の電子の分布関数D (E)は，電極

反応に対しては， Marcus理論を用いて

一( (E-F:tλ)2) 
D(E) =r-，-.-，-下exp~ ¥.l..J A ，1.:_...!...';;' J証云AksT~.n..t-' l 4λksT J 

のように書くことが出来る.ここで， Eは電極電位，

Fはフェルミ順位， λは再配向エネルギーであり， λの

符合は酸化体にたいしては負，還元体にたいしては正

である.図3にこのエネルギ一分布を，金属および半

導体電極について図示した.

参考文献

(1) N. S. Lewis， Annu. Rev. Phys. Chem.， 42， 

543 (1991) • 

(2) c. A. Koval and J. N. Howard， Chem. Rev.， 92， 

411 (1992) . 
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電子移動分子システムの構築と電子

デバイスへの応用

6 

11 

10ト

1: ZnTCPP-AuTMPyP(4)， 2: ZnTSPP-
AuTMPyP(4)， 3: ZnTSrr-AuTMPyP(3)， 4: 
ZnTCPP-AuTSPP， 5: ZnTCrr-AuTCPP， 6: 
ZnTSPP-AuTSPP， 1: ZnTSPP-AuTCPP， 8: 
ZnTAPP-AuTspr. 9: ZnTAPP-AuTCPP. 
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1. はじめに

分子内あるいは分子聞の電子移動過程は，最も基本

的化学反応素過程であり，人工光合成系や分子素子の

構築などをめざした研究においては，その制御法の確

立が特に重要な研究課題となっている.これらの研究

では r電子移動の動的過程を支配する要因の解明」と

ともに，その知見に基づく「電子移動を制御する分子

システムの設計構築」が目的達成の鍵となる.本講演

では，こうした観点から，分子を用いた固体電子デバ

イスの電子移動の基礎にもなるスタ ックしたドナー・

アクセプター聞の光誘起電子移動，ならびに，電子移

動を利用する分子システムの構築と電子デバイスへの

応用について最近の研究展開を中心に述べる.

瀬川剛夫，清水京大工

Au-Zn ポノレフィリンヘテロ会合体の励起で生成

したラ ジカルイオン対の逆電子移動速度の

-sGO依存性

図 l

子状態をとることが明らかとなった.ラジカルイオン

対の生成は，-sGo<1.3eVの他のヘテロ会合体にお

いても認められた.これらのラ ジカルイオン対の逆電

子移動による過渡吸収スペクトルの減衰は，単一成分

であり，ラジカルイオン対の解離等はみられなかった.

この過渡吸収の減衰より，ヘテロ会合体の直接励起に

より生成したラジカルイオンペアの逆電子移動速度を

決定した.図 1に種々のヘテロ会合体の直接励起によ

り生成したラジカルイオン対の逆電子移動速度と電荷

再結合エネルギー-sGOの関係を示した.これらのポ

ルフィリンヘテロ会合体の逆電子移動速度 (kcr) は，

誘電率の高い水中であるにもかかわらず， -sG。が比

較的小きな領域でも， -sG。の増大により電子移動速

度が減少する逆転領域的なエネルギーギャップ依存性

を示すことが明らかとなった.この結果は，ポルフィ

リン会合体系の電子移動の際の再配向エネルギーはか

なり小きいとすれば説明できるが，むしろ励起CT状態

からの無輯射失活過程との類似性を考慮する必要がある.

3.電子移動分子システムの電気化学的組織化

二体聞の光誘起電子移動反応をもとに多体間過程を

構築するには，秩序だてた分子の組織化が必要である.

，>.Lι 
寸ー・化線射放

2.スタックしたドナー・アクセプター聞の光誘起電

子移動

分子内あるいは分子聞の電子移動速度は，外圏型電

子移動として取扱いうる場合には，基本的にMarcus理

論に基づく解釈ができ，これと電子移動速度のDA聞

の距離配向依存性などの実験結果を参照すればある程

度の電子移動速度の予測も可能である.しかしながら，

Marcus理論で‘取扱える範囲を逸脱するような電子移

動系(例えば，コンタクトラジカルイオン対のように

DAが直接スタ ックした系など)では，電子移動速度の

予測は困難になる.固体分子システムにおける電子移

動利用の観点からは，むしろスタ ックしたDA聞の電

子移動が本質的に重要で、ある.本研究では，こうした

観点から，スタ ックしたDA聞の電子移動過程を明ら

かにする目的で，種々のポルフ ィリン誘導体とビオロ

ゲン誘導体により形成きれる会合体の光誘起電子移動

反応を検討した.

電子受容'性の高いAuポルフィリンは，電子供与性の

高いZnポルフィリンと，水溶液中でCT相互作用を伴

うヘテロ会合体を形成する.この会合体内の電子移動

をピコ秒過渡吸収スペクトル測定により直接観測した.

Au ポルフィリンとZnポルフィリンの酸化還元はポル

フィリン環のπ電子系でおこる.励起直後のスペクト

ルは， Au ポ/レフィリンとZnポノレフィリンのπーラジカ

ノレイオン生成による差吸収スペクトルの和とほぼ一致

しており，励起直後にラ ジカルイオン対に相当する電
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複雑かつ巨大な分子システムの構築には，分子の多段

階複合化を容易にする新しい合成法が望まれる.われ

われは， リン原子を配位したPポルフィリ ンが軸方向

に安定な結合をつくることに着目し，ポルフィリン環

の近傍にD，Aを結合した分子や芳香環を結合した分

子，二量体，ポリマーの合成を行なった.これらは，

光合成反応中心の電子移動におけるポルフィリン環近

傍のアミノ酸残基の役割や種々の立体因子を解明し，

これを応用する手段としても有効である.

以上の軸結合型Pポルフィリン誘導体のひとつとし

て，ポルフィリン環の近傍にドナーであるオリコ、、チエ

ニル基を結合した分子の合成を行なった.これらの誘

導体の蛍光強度と寿命は，軸置換基のチオフェン環の

数に依存し，軸置換基のオリゴチオフェンからポルフ

ィリンへの光誘起電子移動が効率よく起こることを示

している.これらのポルフィリン誘導体は，電解酸化

によりオリゴチエニル基でカ ップリングし 1次元ポ

リマーを生成した.これらのポリマーの暗時の電流電

位特性は，ほぼオーミックであり，ポリマーと電極の

界面ではショ ットキー接合ができていないことを示し

ている.同じセルの光照射時の電流電位特性では，著

しい電導度増大が認められ，P ポjレフィリンとオリゴ

チフェンの光誘起電子移動により効率よくキャリアー

が生成することが明らかとなった.この場合，それぞ

れのエネルギーレベルからPポjレフィリンが電子受容

体，オリゴチオフェンが電子供与体となっているこが

示唆された.

次に，導電性高分子とこれらのポルフィリンポリマ

ーを 2段階の電解酸化重合により積層した高分子薄膜

を構築した.ITO電極上にビチオフェン (BT)を重合

一→- 一ー← 一一←
→+¥↑ 

Ihiophcoe po叩hyrio
bilhiophenc 

Icrlhiophene ←一
porphyrin 似3巾hYlin

り格-~I 品Sj is s tJ 、也、1
ドhgdttI 1 、 ~J J "-Vl.~ ω ‘ ' \:1 s \ i'l~ 、、1-.

2 2 

J1o唯ぷ電側J4吋
図2 電解酸化重合に よる， 含ポルフィ リンDS

一次元交互共重合体の合成
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し，その上にPポルフ ィリンを重合した後， poly-BTを

脱ドープし，約1000Aの金をスパッタリ ングしたサン

ドイ ツチセルを作成し，電流電位特性を測定した.こ

の積層膜では，暗時には整流特性が認められ 2つの

ポリマーの界面で冗電子系のエネルギーレベルの違い

に由来する接合が形成されていることを示している.

これらの積層重合体は，可視光照射下で著しい電導度

増大を示した.このことは，可視光照射により 2つの

ポリマーの界面で効率よくキャリア一生成が起こるこ

とを示してい る.光電流の作用スペク トルはPポルフ

ィリンの吸収スペクトルに対応しており ，過渡吸収ス

ペクトルではPポルフィリンのπーラジカルアニオン

が観測されることから，オリゴチオフェンならびにポ

リービチオフェンから励起きれたPポルフィ リンへの

電子移動により キャリア一生成がおこるものと結論し

た.観測きれた光起電力は，これらの積層高分子で方

向性をも った光誘起電子移動が達成されることを示し

ており，光電変換素子への利用が可能で‘ある.

参考文献

1) "Photoinduced Electron Transfer"， ed by M.A. 

Fox and M. Chanon， Elsevier (1988). 

2) J.J. Hopfield et al， Science， 817 (1988). 

3) H. Segawa， H. Nishino， T. Kamikawa， K. 

Honda， T. Shimidzu， Chem.Lett.， 1917 (1989). 

4) H. Segawa， C. Takehara， K. Honda， T. Shimid-

zu， T. Asahi， N. Mataga， ]. Phys. Chem.， 96， 

503 (1992). 

5) H. Segawa， R. Azumi， T. Shimidzu， J. Am. 

Chem. Soc.， 114， 7564 (1992). 

6) H. Segawa， K. Kunimoto， A. Nakamoto， T. 

Shimidzu， J. Chem. Soc.， Perkin Trans. 

1，939 (1992). 

7) H. Segawa， A. Nakamoto， T. Shimidzu， ]. 

Chem. Soc.， Chem. Commun.， 1066 (1992). 

8) H. Segawa， N. Nakayama， T. Shimidzu， J. 
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7 .光誘起電子移動反応による活性ラジ

カルカチオン中間体の生成と反応、

東 北 大理高 橋康丈 ，宮仕 勉

有機ひずみ化合物やポリエン類は比較的良い電子供
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与体(ドナー， D)であるので，適当な電子受容体(ア

クセプター， A)を用いてこれらを光化学的にー電子酸

化することは困難なことではない.たとえば， DとAか

ら形成される弱い電荷移動錯体 [D，A]の光励起

(Scheme 1 )や光増感電子移動 (SchemeII)によっ

てラジカルイオン対やフリーイオンを発生きせること

ができる.こういった光誘起電子移動反応 (D・+の生

成)は光化学反応の初期過程として重要なものである

と同時に，電子移動の結果引き起こきれる化学反応

(D・+→P・+)は有機光化学的に興味深いものが多い.

Schcmc I 
nVcr 

D + A写士 ID.AI 司-主 ID-T.A-，

P + A ~一一ー 11""¥A
O

-， 
Scheme 11 

D + A 一生与 D + 'A・ー~ [D"+.A・-J andlor D"+ + A"-

P + A ~ [1'""¥A o. ， andlor P'叫 +A
O

-

1.光誘起電子移動によるシクロプテン誘導体の開環

反応.

熱によるシクロブテン誘導体のブタジエン誘導体へ

の同旋的開環反応はよく知られている.これに対し，

対応するラジカルカチオンの開環反応についてはほと

んど研究きれていなかった.我々はシクロプテン誘導

体cis-1および 2をドナー テトラシアノエチレン

(TCNE) をアクセプターとして用いた電荷移動錯体

光励起反応について検討したところ， cis-lからはcis，

trans-3が得られ， cis-2からはtrans-4が， trans-2か

らはcis-5が得られることを見いだした.この結果は，

lおよび 2のラジカルカチオンは，立体特異的に同旋

開環することを示している.

〈oくoヱA:tArO4;:033
cis-I ci$・2 Irans-2 dS.Irl/lls・ Irons-4 cis-S 

2.光誘起電子移動によるジエン類の反応.

スチレンなどのアリールオレフィンは，光誘起電子

移動により環化二量化し，シクロブタン誘導体を生成

することが知られている.類似の反応、は分子内でも可

能であると考え，我々は，2つのスチレンをn個のメチ

レン鎖で連結した系の光誘起電子移動による反応を検

40 

討した.その結果， n= 2または 3の場合，下のような

分子内環化が容易に起こることを見い出した.

Jwkr-4;トAr($:・+)

3.電子環状反応によるピラジ力口イ ドおよびピラジ

カルの発生.

2つのスチレンユニ ットをπ一電子系で連結した場

合には電子環状反応が起こりうる.たとえばベンゼン

環やヘテロ芳香環で連結した系，すなわちし 2ージ

スチリルベンゼン 6や 3. 4ージスチリルフラン 7に

おいては，光誘起電子移動による電子環状環化反応が

起こることが期待される.

9， 10ージシアノアントラセン (DCA)や 1， 4ー

ジシアノナフタレン (DCN)を増感斉1]として用い，塩

化メチレン中で定常光反応を行なったところ，実際 6

の電子環状反応がおこり， 0ーキノジメタン誘導体 8

が生成した. 8は電子スペクトルやNMRで確認する

ことができるほど安定である.ただし 8は酸素には

不安定で・ある.また，同様な定常光反応をフマロニト

リル (FN)などのジエノフィル存在下で行なったとこ

ろ， Diels-Alder付加体である 10が生成した.

塩化メチレン中のFNの存在下， DCAを用いた 7の

光増感反応では，ビラジカル 9の生成を示すDiels-

Alder付加体で、ある11が生成した. 9は反応活性であ

るが， 665nmに吸収極大を持つ中間体としてレーザー

フラ ッシュフォトリシスによ って観測できる.

このように，電子移動によ って電子環状環化反応が

誘起きれ， 0ーキノジメタン誘導体 8やジメチレンフ

ラン誘導体 9のようなビラジカロイドおよびビラジカ

ルを簡便に発生しうるという 事は興味深い.

c中吟 CC∞ω::::的
6 7 8 9 10 11 
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高移動度液体混合系中の電子移動度

序

無極性室温液体中の電子の移動度の値は，テトラデ

カンの0.016からテトラメチルシラン (TMS)の100

cm2/Vsecまでおよそ 4桁にも及ぶ.このうち，移動度

の値が小きい(<1 cm2/V sec)例えばn-ヘキサンな

どの溶媒の場合には，移動度にArrhenius型の温度依

存性があり，電子は局在化状態と準自由状態との間で

平衡にあるとする 2状態モデルが有力である 一方，

2， 2ージメチルブタン (DMB，10cm2 /V sec) ， 2， 

2， 4， 4ーテトラメチルペンタン (TMP，30cm2/ 

Vsec) ， 2， 2ージメチルプロパン (Neop，70cm2/ 

Vsec) ， TMSなどの高移動度液体中では，局在化状態

は重要ではないことがホール効果の測定などから判明

している電子の動き易き(移動度)は，おもに散乱

の強さによってきまると考えられる.

Berlin， NyikosとSchiller2，BasakとCohen3による

変形ポテンシャル理論では，媒質密度 (N)の局所的揺

らぎムN (r)に起因する伝導状態の底のポテンシャル

揺らぎdVo (r)が，電子を散乱するとする.変形ポテ

ンシャル理論は，例えば，移動度の極大と伝導状態エ

ネルギ-V。の極小がほぼ同ーの媒質密度で現れると

いう高移動度液体で共通に見られる特徴，また，加圧

下の高移動度液体中での移動度の変化などの説明に成

功を収めてきた.

純粋な液体中で媒質の密度揺らぎが電子散乱に大き

く寄与するならば，混合液体中では媒質の濃度揺らぎ

の効果も無視できない筈である.新たな散乱要因(濃

度揺らぎ)が余分に加わるために，混合液体中での電

子はより強〈散乱きれることが期待される.また，実

際に，自由イオン収率が混合系中で小きくなる 4など，

このことを走唆する報告もある.

1.変形ポテンシャル理論

序で述べたとおり，電子を散乱するポテンシャルは

1 dVn ¥. -..T I ¥ ， 11 d2V¥  
dVo(r) =( ~~~ )dN(r) + ~ ( ~lI.~~ ){dN(r)}2+…(1) ¥ dN j'-"J.' ¥J./ ' 2 ¥ dN2 j 
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である.dN (r)の2次以上の項を無視すれば， Basak 

とCohenが得た移動度は

(2n
4 

¥f 2πY守一問 、21 ......(2) 
μーは五百八百豆工} .1 7 ー¥

、 ，、 HI ¥ a苛)N2kS TXT 

である.ここで， m・は有効質量，XTは等温圧縮率を

表す.

我々は，混合液体中では，媒質の密度揺らぎに加え

て濃度揺らぎも考慮する必要があるとの認識のもと，

(1)式を

(dVo ¥AlI.T{_¥ I (δVo ¥ dVo(r)=(一三寸)dN(r)+(一一!!..)dX (r)……………(3) 
¥i可 /¥δx/ 

と置き換えて，理想、混合系中での移動度の表式として

_，( 2n4¥( 27l' V /2""'_11空

μ ・¥3百万八五百;:) 1 ..-= 

(設Y[N2ksT XT + N ox (1-x) ] 

+(安問FL2(器)¥守)δx(1-x) 

(1  1¥  
δ=NI~一一一一一一一一 ) ……………………………(4) ¥Nso!ute Nso!vent j 

を得たえここで， xは溶質のモル分率である.右辺第

一項，第二項，第三項はそれぞれ，媒質の密度揺らぎ，

濃度揺らぎ，及び両者の相関による散乱の強きを表す.

伝導状態エネルギーV。の濃度依存性として，

TMS-nーヘキサン，NeoP-n-ヘキサン系で実験的

に得られた関係6

Vo = X vgo!ute + (1-x) vgo!vent…………………………(5) 

が他の混合系でも同様に成立すると仮定すると，上

式は， Neop-TMS系に対し，図 1に示す様にXTMS-

0.4に移動度の極小を予想する.これが媒質の濃度揺ら

ぎの効果であることは，第二 ・第三項を無視した場合

(図 1・点線)と比較すれば，明かである.

一方，BakaleとSchmidt7の測定では，NeoPにTMS

を加えていくと移動度はほとんど単調に増加する.
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図 1.NeoP-TMS混合系中の電子移動度 (文献 5より

転写). (4)式による計算(25
0

C)一実線.点線で

は，第二・第三項省略.実験値 (22::1:2
0

C)一文

献 7より.

NeoP 

NeoP低濃度領域で，わずかに減少してはいるが，測定

誤差(::1:5 %)内であり，はっきりとしたことは言え

ない.いずれにせよ， (4)式は，濃度揺らぎに起因する

電子散乱の強きを過大に評価している.
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2.移動度測定

筆者が知る限りでは，高移動度液体同士の混合系で

移動度が濃度の関数として系統的に調べられたのは，

前述のNeoP-TMS系とアルゴンーメタン系8のみで

ある.そこで，我々は，電子散乱に対する濃度揺らぎ

の効果をより詳しく調べるために，高移動度液体混合

系中での電子移動度測定を開始した.

測定には， Eiblら9と同様の飛行時間法を用いた.図

2に測定用のセルを示す.試料はセル上部のパルプを

通して導入きれる.白金抵抗測温体でセル内部の温度

を計測する.アノードとして働くのは，円柱部の底面

である.サファイアの窓に，アルミニウムを20nmの厚

きに真空蒸着してカソードとした.パルスキセノンラ

ンプからの光を下方より照射し，透過型の光電子放出

により液体中に過剰電子を導入する.過渡電流をデジ

タイ ズ(レク ロイ社 TR8828B)，コンビュータに転送

後，積算・解析する.パルスキセノンランプからの光

が有限の時間幅(-1μsec，図 3b)を持つために，信

号の立ち上がり・ 立ち下がりには時間がかかる (図 3

a). 電流波形 1(t)には，陰極からの電子の注入速度

r (t)と
a)過渡電流波形 (実線).破線は (6)式に よる

計算.TMS室温液体中， E=833V/cm， td= 
2.90μsec， N= 2.42 XI06

• 

b)光パルス波形.

学イじ線射放

図3.

I(t)=tFJM r(τ)dτ(6)  
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の関係がある.ここで， kは電子捕捉性の不純物への

擬一次付着反応速度定数である.最小自乗法により，

ドリフト時間tdを求め， μ=d2/Vtdとした.ここで，

dは電極間距離，Vは印可電圧である.

DMB-TMS， TMP-TMS系での30
0

Cにおける測定結

果を，図 4・5に示す.

200 

<.J 

v 
ιn 

コー
¥、、

r、司
E 
ιJ 3.変形ポテンシャル理論との比較

1と同様な比較をすると， DMB-TMS系の場合(図

4 )は， NeoP-TMS系同様に (4)式は，濃度揺らぎの効

果を過大に評価しているといえる.TMP-TMS系(図

5 )では， (4)式による計算では第二・第三項を無視し

た方が，移動度の値は大きくなる.これは，第三項の

符合がDMB-TMS，NeoP-TMS系とは逆に負であり，

しかもその絶対値が大きいためである.しかし実測

きれた移動度の濃度依存性は，この場合も濃度揺らぎ

の効果を無視した方がよりよく説明できそうである.

p 
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4 .半経験式による評価

序にも，述べたように，変形ポテンシャル理論((2)

式)は，高移動度液体中の過剰電子の挙動の定性的な

説明に成功を収めてきた.しかし，定量的には，図 1・

4・5を見ても判るように (x=0， 1で(2)式と (4)式

は一致する)，必ずしも十分ではない.そこで， (4)式

のより 詳細な検討を行つために，その濃度依存性のみ

に着目し，任意パラメーターとしてγのみを含む半経

験式

l={-LJ二L}2{1+62x(1-刈
μ [必ニニ~二二:-J l.L I NksTxT-"-¥.L -"-1 J 

， 、 (7)
2d/2o x 1-x 1 

+γx (1-x) i "'~:-':: 一一一一+一一一一}
r 府ksT五 l~二二~二二戸j

を得た.γは移動度の逆数の次元を持ち，濃度揺らぎ

に起因する散乱の強きを表す.

この半経験式は， (4)式を， V。の混合則(5)式を用い
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図 5.TMP-TMS混合系中の電子移動度 (30
0C).(4) 

式による計算 (25
0

C)一実線.点線では，第二・

第三項省略. (7)式による計算一破線.

O. 5 

TMS mole fraction 

図 4. DMB-TMS混合系中の電子移動度 (30
0

C). (4) 

式による計算 (25
0

C)一実線.点線では，第二・

第三項省略.(7)式による計算-破線.

mole TMS 
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β二|鼎iTx(;。t)
(喜)

(恭)(品rρT-1/2

-す(守r
と変形し，α，s， yを濃度に依存しないパラメータ

ーと考えることにより導かれた.X= 0， 1で純液体中

での移動度が再現される為には，

α=詰γ=誌工 (9) 

でなければならない.

最小自乗法により， yの最適値を決めると30tで，

0.000 (DMB-TMS)， O. 00017V sec/ crn2 (TMP-TMS) 

となる.これらのd直を用いると，図 4・5に示したよ

うに実験値はこの半経験式により 8%以内で非常に良

〈再現きれる.ただし， yx (1 -x)項の寄与は小き

く， 1 %以下である.

5.パーコレイション理論

ノマーコレイション理論は，変形ポテンシャル理論と

は異なる方法で混合系中での移動度の濃度依存性を説

明する.このモデルでは，低移動度媒質に高移動度媒

質を混合していくに従って，高移動度領域の割合Cが

増加し，より容易に電子移動が起こるようになるとす

る.Schillerら10は， Cと移動度を

μ=μr{一(1-r)ln (1-ηC2) +r} 

r=五L
μf 

・・・・・・・・・(10)

と関係づけた.ここで， μr，μlはそれぞれ，高移動度

媒質，低移動度媒質中での移動度， η=l-l/e=

0.6321である.BakaleらはC=XTMSと置き，前述の

NeoP-TMS系の移動度を説明した.

DMB-TMS系の場合には， (10)式が成り立つために

44 
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図6.パーコレイションモデル(10)式から要請きれる

高移動度領域の割合Cと高移動度媒質 (TMS)
の濃度との関係.0:DMB-TMS系(30t)，ム:
TMP-TMS系 (30t).

は， NeoP-TMS系同様にC二 XTMSの関係があればよい

(図 6).

しかし， TMP-TMS系での移動度の濃度依存性は，

明らかにパーコレイション理論のみでは説明できない.

XTMS <0.2の領域で、は，低移動度媒質 (TMP)に高移

動度媒質 (TMS)を混合していくのにも関わらず，移

動度が減少するからである.この移動度の減少は， 30t

で， 27.9 (XTMS = 0 )から25.9crn2/V sec (XTMS = 0.2) 

まで約 7%と小きいが，明らかに我々の測定の相対誤

差:t1%を超えている.また，この点を小さな効果で

あるとして無視し，移動度がTMP中よりも低くなると

きには高移動度領域は存在しないとしてC=0として

も，図 6に示すように (10)式が成り立つためには，

XTMS二 0.4付近で急激にCが立ち上がる特異な関係が

必要ときれる.
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6.終わりに

我々の最初の予想に反して，ここで述べた系につい

ては，電子散乱に対する濃度揺らぎの効果は非常に小

きいと考えられる. しかし，結論を出すためにはまだ

まだ為すべきことが多〈残きれている.例えば， V。の
混合則(5)式が本当にこれらの系で成立するのか?，

( 4)式は理想混合系に対して導かれたが，混合の非理想

性はどのように関わってくるべきなのかに序で触れ

た自由イオン収率の減少と矛盾はないのかに等々の

疑問に答えることである.もし，本当に，濃度揺らぎ

が電子散乱の強きに無関係であるならば，それは何故

なのかは大変に重要な問題である.
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ィ要民主E

極低エネルギーイオンビームの化学

イオンビームは今やイオン注入に代表きれる材料開

発や種々の表面分析の手段として広範に利用されてい

る.これら材料開発や分析の分野では多くの場合，エ

ネルギーが数keVから数MeVの範囲のイオンビーム

が用いられる.より低エネルギーのイオンビームは主

として薄膜形成に利用きれるが，一方，より高エネル

ギーのイオンビームの利用は今後の研究開発に負うと

ころが多い.ここでは， 100eV以下の極低エネルギーの

イオンビームを用いた最近の研究を紹介する.

上述のように低エネルギーのイオンビームは主と し

てイオンビーム蒸着法として知られている薄膜形成に

利用きれ，これまでの研究から，このイオンビーム蒸

着法により，ダイヤモンド等の準安定物質の薄膜結晶

の作製が可能であることや，比較的低温でエピタキシ

ャル成長が起ることが明らかになった.しかしながら

その反面，生成する薄膜結晶中や基板に欠陥が生成す

ることや，薄膜中に酸素や炭素等の不純物がとりこま

れる等の問題点も見出されてきたり.イオンビーム蒸

着法は究極的には原子 ・分子レベルで薄膜形成を可能

とする方法のーっと思われるが，これまでの研究のほ

とんどは実験条件の制御が困難な，簡単な装置を用い

て行われたものであり， したがってこのような研究か

ら，生成する薄膜の質， とくに結晶性に対するイオン

ビームのエネルギーと電流密度，基板温度等の効果を

知ることはほとんど不可能であった.漸く最近になっ

て，質量分離およびエネルギー選別されたイオンビー

ムを用いた超高真空下での研究が行われるようになり，

薄膜形成におよぽす種々の実験条件の効果が少しずつ

分ってきた.実験条件のうちイオ ンビームのエネルギ

ーは最も重要なパラメーターであり，たとえば，シリ

コン結晶については，欠陥を含まない結晶を成長きせ

るためには20-40eVより低いエネルギーのイオンビ

ームを用いる必要があることが見出きれている 1) こ

のような，生成する薄膜結晶中の欠陥生成を抑えると

いう観点から，最近10-100eVの極低エネルギーイオ

ンビームの重要性が認識きれ，このようなイオンビー

46 

原研高崎 永井士郎

ムを用いた薄膜形成の研究が進められている.

極低エネルギーのイオンビームと固体表面との相互

作用は非常に複雑であり，イオンと固体との衝突の過

程自体がよく分かっていない.最近，金属表面を対象

とした研究が行われるようになってきた.このような

極低エネルギー領域，とくに50eV以下のエネルギー領 ， 

域では，イオンと固体との衝突が二体衝突モデjレで扱

えるかどうかについても議論がある 2)

イオンが固体表面と衝突した時，どのような確率で

イオンの中性化が起るかを知ることは，後続する表面

現象を理解する上で重要で、ある.数百eV以上のエネル

ギーをもっイオンについては，入射イオンの生き残り

確率Pは次式

P=exp {-vo [(l/vtnよ)+ (l/Voutよ
)] } 

で与えられる 3) ことが知られている.ここで， V。は定

数， Vtn.l， Vout.lはそれぞれ入射および反射イオンの固

体表面に垂直方向の速度成分である.この式は，入射

イオンの速度が Oに近づくと Pも0，すなわち入射イ

オンは全て中性化きれることを意味している.ところ

が， Pt(100)表面上の10-400eVのHe+， Ne+， Ar+， N+ 

およひtN2+についての結果4) はいずれも，入射イオン

のエネルギーが100eV以下でPはエネルギーの低下と

ともに増加することを示した.このような，イオンの

生き残り確率Pの増大は，低エネルギーほどイオンの

表面への侵入深きが小きくなるため，オージェ中性化

確率が下がることによると説明きれている.一方，Ni 

(111)表面では，入射するN2+およびN+はほとんど全

て中性化されへ oヘcヘco+についても同様2) であ

る.散乱粒子の飛行時間 (Timeof Flight)の測定結

果によると， Ne+の散乱では，中性化したNe原子とと

もにNe+が検出きれるが， 0¥C九きらにco+の衝突

による散乱粒子は全て中性化した原子あるいは分子の

みでイオンは検出きれない.このような反応性イオン

の中性化は，原子間ポテンシャルにMorseポテンシャ

ルを含めることにより説明できるときれている.

イオンビーム照射によ る固体表面からの二次イオン

放射線化学



放出現象はすでに二次イオン質量分析 (SIMS)法とし

て表面分析に利用きれている.ふつう SIMSでは数

keV-数十keVの希ガスイオンが汎用きれている.100 

eV以下のエネルギー領域におけるイオンによる二次

イオン放出に関しては最近， He+， Ne+， N2吋こよるW

表面上のCsおよびRb5
)，BF2 +によるIn薄膜6)，He+， 

Ar+， Ar2吋こよるLiP)等を対象とした研究が行われ

ている.このよ うな極低エネルギー領域では， とくに

反応性イオンによるスパッタリングが表面に欠陥を残

きずにエッチングするという観点から重要で、ある.ま

た，薄膜形成時の二次イオンの測定は薄膜形成の機構

を考察する上で今後の重要な課題であると思われる.

スパッタリングおよび後述の化学反応に関連して， Ni 

(111)表面に吸着したCOのC¥O¥co+によ る脱着の

研究8) も行われている.

極低エネルギー領域のイオンビームは，活性化エネ

ルギーを要する解離吸着や化学反応，さらに薄膜形成

等，固体表面上における動的過程の研究に有力な手段

となり千尋る. 1 -20eVのN2+およびN+を用いた Ni

(100)およびNi(111)表面の吸着測定の結果が報告さ

れている 9).N+の吸着速度には，入射イオンエネルギー

依存性が見られないのに対し， N2+の場合には共鳴型

のエネルギー依存性が観測きれた.このN2+の結果は，

Ni表面上でN2+の中性化によって生成する励起N2*お

よび基底状態のN2の解離吸着によると説明きれてい

る.Ni (111)に入射する 3-200eVのco+の測定10) で

は， CO+のエネルギーが 7eV以下で、は， COが分子とし

て表面に吸着し，エネルギーが高くなるとco+は中性

化の後解離して， NiCおよびNiOが生成することが見

出きれている.

Ni (111)表面におけ る10-175eVのC+を用いた炭素

薄膜形成実験11) では，表面にまずNiC層が生成し，次

にグラファイト構造が堆積した後，ダイヤモンド層が

生成することが見出されている.

おわりに， 100eV以下の極低エネルギーイオンビー

ムと固体表面との相互作用はまだまだ未聞の研究領域

である.本稿では正イオンのビームに限定したが，負

イオンビームを用いた薄膜形成の研究も始められてい

る12) 負イオンを含め，極低エネルギーのイオンと固

体表面との相互作用には，入射イオンの化学的，電子

的性質が重要な役割をもつので，化学者にとっても興

味ある研究分野であると思われる.
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ノートルダム大学放射線研究所 (NDRL)

昨年10月に本誌編集委員長から NDRLについての

海外レポートの執筆を依頼されましたので，本会会員

には他に適任の方々もいら っしゃるとは存じますが，

一筆きせていただきます.NDRLと日本の放射線化学

界とは交流も多く，会員の皆様には御存知のことも多

いでしょうが，まず全般的紹介，次に研究設備，研究

内容の順で筆を進めて参ります.

ノートルダム大学は，アメリカ合衆国インディアナ

州の北部，ミシガン州との境に近いサウスベンド市(人

口11万余)に接して， 1， 250エーカー (約 5平方キロ)

を占める全米ーのカソリ ック大学である.構内には湖，

林，ゴルフ場もあり，自然に恵まれた美しい環境であ

る.環境といえば，昨年 8月からは，すべての建物内

(個室を除く)やスタジアムで禁煙となった.

大学の創立は1842年で，現在，文 ・理 ・工・経営の

4学部と 33の大学院博士・修士課程をもち，学生数は

1991-92年度で学部が7，623名，大学院が1，402名，他

にMBAとjD(経営学修士と法学博士)課程に1，060名

の計10，085名である.一方， 1992年度当初の教員は853

名(内，非常勤226名)で，他に専門職員(研究職，図

書館員など)241名，本部職員51名がいる.因に， 1992-

93年度の授業料は，年間で学部が14，650ドル，大学院

が14，530ドル， MBAとjD課程が15，240ドルで，平均

3，790ドルの寮費(食費込み)が加算きれる.大学全体

の1992-93年度年間予算は302.8百万ドルである.

放射線研究所は，連邦政府エネルギー省の直轄で，

年間経常予算は 3百万ドル.30人の研究員 (米国以外

に加，ブラジル，アルゼンチン，英，独，露，ポーラ

ンド，ユーゴスラビア，印，中， 日から) と18人の職

員 8人の大学院生が在籍している. 日本人では，船

橋興一氏が最も長< (1958-1986年)勤務きれたが，

残念ながら本年 1月4日に不帰の客となられた.最も

近くは，東工大・理・化の梶井克純氏が昨年秋に 3ヶ

月間，早大・理工の月出章氏が昨年夏に 1ヶ月間滞在

きれた.筆者は， 1976年 7月に，当時在籍していたピ

ッツパーグのカーネギー・メロン大学メロン研究所付
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属の放射線研究所がNDRLに併合きれたのに伴い，初

めてNDRLを訪れた.以来，昨年夏の 2ヶ月間を含

め， NDRL滞在は，短期・長期あわせて13回を数え

る.

NDRLの建物は，地上3階，地下 1階で，床面積は

延べ65，000平方フ ィート (約 6千平方メートル)あり

1963年に完成した. 1階ホールの壁には，アイゼンハ

ワ一大統領のもとで着工し，ケネディ大統領のもと (暗

殺された年)に竣工との，アメリカ原子力委員会シー

ボーグ委員長名の銘板がある.私が初めて訪れた時か

ら，現在まで引続き在籍しておられるのは，シューラ

一所長 (1926年 1月生まれ)，フェ ッセンデン副所長

(1934年 1月生まれ)をはじめ，パターソン，モズン

ダー，フェラウテ?ィ各博士ら研究員10名と， 事務長，

受付，物品管理の職員 3名くらいである. 1976年には，

二研究所の合併により研究員は50人位，職員も25人位

だったのが，今では前記のょっに減少しており 2階，

3階の研究室には空室も目立っている.個人的には，

ネタ博士 (現・国立標準技術研究所NIST)の居られた

頃が懐しい.

研究所内の設備としては，まず， パルスラジオリシ

ス用(光吸収や電気伝導度で検出)の 8MeV線型電子

線加速器 (LINAC)があげられる.現在， 二つめの

LINAC設置にとりかかっており，既に地下を堀って新

しいLINAC室ができている.昨秋には，現有のものよ

り高線量，高時間分解能とするため，出力20MW，周

波数2856MHz(Sバンド)，パルス巾2.5マイクロ秒の

パルスクライストロンを探しているところだった.

次に， 2MeVと3MeVのパンデグラフ電子線加速

器が，それぞれ，時間分解共鳴ラマン実験と，時間分

解または連続照射ESR測定のため，放射線分解による

ラジカル生成に使われている.放射線分解反応の中間

体を高濃度必要とする研究には， 2.3MeVフェパトロ

ンの発生する高電流が利用きれ，ガンマ線照射の研究

には， 18および1.7キロキュリーの二つのコバルト 60線

源が用いられる.

放射線化学



溶液系と不均一系の光化学，光物理学の研究には，

12のレーザ一系が利用きれている.これらのレーザー

のなかには，励起や分析用にLINACや共鳴ラマン実験

に組込まれているものもある.他のレーザーは，光化

学反応の速度論的実験(ピコ秒，ナノ秒領域で溶液内

反応を追う)に用いられたり，シングルフォトンカウ

ンテイングフルオリメトリ，拡散反射分光，二光子分

光，光化学とその磁場効果などの実験に駆使きれてい

る.

これらの実験装置は，すべて所内のコンビュータ

ネットワークに接続きれており，データの蓄積や解析，

テ'イスプレイ，保存などが効率よく行われている.研

究用と管理用のコンビュータ利用は，ディジタル エ

クイプメント社のマイクロVAX3400で行われている.

コンベックスC120/XP2コンビュータは，量子化学な

どの計算に役立っている.他にも各種の専用ミニ，マ

イクロコンビュータがネ ットワークにつながっており，

きらに，このネ ットワークを通じて，レーザープリン

タ，インパクトプリンタ，静電プロ ッタ，テープドラ

イブ， 2400と9600bpsモデム， BITNETやINTERNET

への接続，ワードプロセ ッサー，文献や数値のデータ

ベース(後記のRCDCが編集)の検索などのサービスを

受けられる.

補助的な実験装置には次のようなものがある.多様

なクロマトグラフィーや分光法による分離検出装置，

走査型ダイオードアレイ分光光度計，質量分析計，

ESR分光計， FT赤外分光計.

また，研究所は独自に電気，ガラス，機械，製図関

係の設備とスタ ッフをもっているほか，図書室には，

放射線化学や光化学関連の雑誌と書籍が揃っている.

周辺分野の雑誌や書籍は，隣接する化学・生化学教室

と物理学教室の合同図書室で利用できる.

NDRLには，エネルギー省と NISTの共同で放射線

化学データセンタ-RCDCも併設きれている. RCDC 

からは，隔週の金曜日に“BiweeklyList of Papers on 

Radiation Chemistry and Photochemistry"が刊行・き

れ，“AnnualIndexed Cumulation"とともに， 日本で

も利用しておられる方が多い.このリストでは，標記

分野の論文等がKinetics，Optical Spectra， ESR， 

Excited States， Photochemistry， Radiation Chemis-

try， Polymers， Biological， Theory， Reviewsなど15

領域に分類され，書誌事項が掲載きれているほか，著

者の連絡先住所もわかるようになっている.

最後に，研究内容についてだが， NDRLでは1976年

のシューラ一所長就任以来，“QuarterlyReport"を作
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成している.最新号は昨年10-12月期のもので，第142

号にあたる.このリポートには 3ヶ月毎の所内の動

静，刊行や講演の記録，投稿論文や講演申込み等(通

し番号が付けられ，現在その数は3，500を越える)の要

旨，進行中の研究報告がまとめられている.あいにし

このリポートは内部資料なので，本稿では， 1992年 2

月現在の研究員総覧を引用する.

まず， NDRLの研究目的は，公式には，物質に対す

る放射線の化学的な影響を調べること，特に，将来の

エネルギー源と関連する可能性のある異常な反応や遷

移種を生じる放射線の作用を探ることときれている.

次に，勤続 5年以上の研究員について，御本人申告

の研究テーマを羅列する.まず実験関係では，

Robert H. SCHULER ;炭化水素の放射線分解にお

けるイオン反応の速度論，電離放射線の化学的線量測

定，ハロゲン化アルキルの光化学，ラジカル検出への

ヨウ素利用， ヨウ素交換反応、，核過程の化学的効果，

ヨウ素の溶媒和，結晶の照射による発色， LET効果，

放射線により生じたラジカルのESRスペクトル，放射

線により生じた反応中間体の反応速度論と光スペクト

ル，ガスクロや液クロの放射線化学や光化学反応機構

研究への応用.

Richard W. FESSENDEN;不安 定ラジ カルの

ESR，特に，放射線分解や光分解により生じたラジカ

ルの構造，生成機構および反応速度論，時間分解

ESR， CIDEP，光吸収ならぴに電気伝導度パルスラジ

オリシスによるラジカル反応の機構と速度論，気相に

おける電子の反応速度論.

Larry K. PATTERSON ;水溶液の放射線化学，

セルや膜モデル系のラジカル反応過程，有機系の光物

理学・光化学反応過程，速い反応の速度論研究のため

の装置やコンビュータ.

Guillermo J. FERRAUDI ;無機光化学，配位化合

物における光化学反応機構と光物理，準安定酸化状態

にある中心金属や配位ラジカルによる金属錯体の酸化

還元反応.

Gorakh N ath R. TRIP A THI ;短寿命中間体ラジ

カルおよび励起分子の時間分解共鳴ラマン分光，低温

配向結晶フィルムの分光，有機半導体の電気的・光学

的研究，ポリエン類の光物理，多原子分子の気相電子

スペクトル.

J ay A. LA VERNE ;重粒子による放射線分解，放

射線化学の飛跡効果.

Keith P. MADDEN ;フリーラジカルの化学.(筆者

とスピントラッピング反応の速度論に関する共同研究
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を行っている.) 

Prashant V. KAMA T ;光化学，光電気化学，電極

表面の修飾，コロイド状半導体系の電荷移動過程.

次に理論関係では，

Asokendu MOZUMDER ;放射線と物質の相互作

用，凝縮相で照射により生じる遷移種に関する現象，

収率の計算などの問題へ理論物理学の方法を応用.

Daniel M. CHIPMAN ;量子化学，分子間力，反応

機構，分子物性.

John J. BENTLEY ;励起・基底状態分子の電子状

態，分子の衝突や反応に関する理論的研究.

Simon M. PIMBLOTT;放射線化学におけるsto-

chastic and deterministic kinetics，放射線飛跡の構

造.

居留PJIJ"~

最後にRCDCの研究員では

Alberta B. Ross ;反応速度論.

w. Phillip HELMAN ;電子励起分子.

Gordon L. HUG ;多原子分子の電子過程，発光スペ

クトル，分子結晶のイオン状態.

Ian C. CARMICHAEL ;量子化学，無秩序系の交換

反応，スピン分極機構，溶媒和した初期生成種の構造.

以上，思いつくままに記しましたが，詳しい研究内

容などにつきましては， NDRLへFAX(番号001-1-219

-631-8068)で問合せられてもよいかと存じます.いつ

も筆者を温かく迎えて下さり，今でも多忙な時間を割

いては御自分で実験をしておられるシューラー，フェ

ッセンデン両先生に謝意と敬意を表して筆をおきます.

英国滞在記

昨年 8月24日から10月11日まで，科研費国際学術研

究 r原子衝突の実験的研究J (代表者，都立大理学部，

小林信夫教授)のプログラムの一つである日英協力研

究により英国Belfastに滞在する機会を得ました.滞在

中， Daresbury Laboratoryの放射光施設 SRS

(Synchrotron Radiation Source)で放射光を用いた

光イオン化の実験を行いました.そこで，滞在の印象

をごく気軽に書きたいと思います.

私が滞在しましたのは， Queen's University of Bel-

fast(Q. U. B.)の物理学科です.ここは， H. B. Gilbody 

教授を筆頭として原子衝突研究(実験)の一大拠点と

なっているところです.また，同時に学手ヰは異なりま

すが理論研究の拠点でもあります.ちなみに， H. B. 

Gilbody教授は，この協力研究の英国側代表者です.な

お， Q. U. B.の物理学科は，原子衝突グループの他に

Laser Interactions and Optoelctronics， Astrophysics 

and Planetary Science， Condensed Matter Physicsの

四グループから構成きれており，それぞれ高いアクテ

イピティを誇っているようです.

きて， Q. U. B.は，その名の通り北アイルランド

Belfast市にあります.北アイルランドは，もちろん英
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国に含まれますが，アイルランド島のほとんどはアイ

ルランド共和国の領土となっています.北アイルラン

ドのカソリ ック派住民によって，英国からの分離，全

島独立の運動が盛んに行われていることは，ご承知の

通りです.特に， IRAによるテロは，日本でもよく報道

きれるので，ご存知の方も多いと思います. と言うわ

けで出発前にいろいろと情報を集めたのですが，結局

ょっそうな話ばかりを聞きました.おまけに英国経済

の調子もあまりよくなく“これは，大変なところに行

くことになったな"と 言うのが出発前の気持ちでした.

しかし，行ってみて分かったのですが，少なくとも我々

日本人にとっては安全な都市です.確かに英国陸軍兵

士による装甲車の市内ノfトロールは，常時行われてい

ますし，市内上空にはヘリコプターが朝早くからホパ

リングしています.完全武装の兵士がパトロールする

のを見ることもまれではありません.主な道路では兵

士による検問がしゆっちゅう行われています.おまけ

に警察官でさえ防弾チョ ッキを着込み銃をかまえてい

るありきまです. しかし，そのおかげでテロ以外の犯

罪発生率は低く，大学内およびその周辺は深夜ですら

安全で，夜間歩いていてもなんら怖い思いをしません

放射線化学



でした.ただし，一般にセキュリティーチェックは，

大変にきびしく，テーパートなど人が集まる建物に入る

には，いちいちボディーチェックを受けなければ入れ

てくれないというわずらわしさがあります.また，テ

ロは確かに日常的に行われており，滞在中にとうとう

3000人目の犠牲がでてしまいました. しかし，一般人

を対象とした無差別テロは影を潜めたようです.

Belfast自身は日本で言う中都市といったところで，

人口はたぶん30万人といったところでしょうか.私の

知っている都市では水戸市とほぼ同規模でしょう .こ

のあたりは，昔から工業，科学が盛んで，有名なとこ

ろではKelvin，Larmorは， Belfast地方の生まれです.

また，タイタニ ック号は， Belfastて、建造されたそうで

す.

きて， Q. U. B.におけるホストはColinLatimerきん

でした.彼は，これまで低エネルギーイオン衝突実験

により電荷移行，解離性イオン化の実験的研究を行っ

てきた人です.最近，放射光に興味を持ち始めたよう

で， 一昨年から水素分子の光イオン化の研究をDares-

bury Laboratoryで、始めました.そこで，今回私がその

研究グループに加わったという次第です.

Daresbury Laboratoryは， SERC (Science and 

Engineering Research CounciI)の研究所のひとつで

あり， Manchester市の近くにあります.2GeVの電子

蓄積リングを基幹とする前述のSRSの他に，タンデム

加速器を基幹とするNSF(Nuclear Structure Facil-

ity)があります.実験は， SRSのビームライン3.3で行

いました.実験参加者は， C.Latimer， K.Dunn， V. 

Srigengan，河内の他にビームライン担当者であるM.

MacDonaldの5名でした.実験の内容を簡単に述べま

すと，水素分子の解離性光イオン化によって生成する

H+の運動エネルギ一分布を測定するというものです.

水素分子と言うと，何をいまさらそんな簡単な分子の

ことを問題にするのかと思われる方も多いと思います.

もちろん，基底状態の水素分子に関する知見は，豊富

ですが，水素分子の超励起状態のダイナミクスには，

まだまだ，解くべき問題が多いのが現実です.水素分

子については，理論的アフローチも他の分子に比べれ

ば簡単ですから，理論と実験との比較が行い易いと言

うのも魅力です.

きて，実験を行ったビームライン3.3には， TGM分

光器が装備されています.このビームラインは，我々

のグループが高エネルギ一物理学研究所放射光実験

施設 (PF)で使用経験のあるビームライン，すなわち

12A，20Aと波長範囲がある程度重なっています.定
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的な比較ができなくて申し訳ないのですが，強度につ

いて大ぎっぱに言うと 12Aよりもずっと強<，20Aと

同じ程度といったところでしょうか.アライメントの

ときに O次光をのぞいたときの印象を一口に言うと

“明るいビームライン"です.長期の停止後のビーム

タイムであったせいか， リングの調子はあまりよくな

し一日に一回ぐらいの割合でビームダンプが起きる

といったありさまでした. しかし時間の経過とともに

次第にリングの調子も上がり，ビームダンプもあまり

起こらなくなり，一日あたり二回入射のスケジュール

が定着しました.PFで安定なビームを使いなれている

私にとっては，いきさか意外でした.もう一つ驚いた

のは，ユーザーの真空チェンパーとビームラインを接

続するのに差動排気系を使わないことです.そのかわ

りに内径 2mmぐらい，長さ30crn程度のガラスキャピラ

リーを用います.これにより， コンダクタンスを悪く

しようというわけです.もちろん，これはコリメータ

ーとしても働きますし，迷光を抑える役目もします.

なかなか良いアイデアです.

実験自身は比較的順調に進みました.H+の運動エネ

ルギ一分布を測定するためには，平行平板型エネルギ

ーアナライザーを用います.このアナライザーを含め

て実験装置全部をQ.U. B.から車で運びました.当然，

フェリーを使わなければなりません.一日がかりの大

仕事です.実験装置は， Q. U. B.でイオン衝突実験に

使っているものですので，性能および動作は保証ずみ

と言うわけです.これはなかなか良い考えです.ただ

し忘れ物があったら大変です.ちょっと取りに戻ると

いう訳には行きません.Belfastは海の向こうですか

ら.きて，この平行平板型アナライザーはどう見ても

手作りの代物です.お世辞にも美しいとはいえません.

真空中で使うケープル， コネクタ一，抵抗にもそれほ

どこっていませんし，真空チェンパーも長い間使いこ

まれたもので二決して美しいとは言えません.彼らに

言わせれば“この装置は決して美しくはないが，よく

働く装置だ"ということです.つまり本質的なところ

きえ必要な仕様を満たしておけば，他はそんなに気を

使う必要はない， ということなのでしょう .本質的な

ところとそうでないところの見きわめ，および全体と

してのバランスこそが実験屋としての腕前だというこ

とです. とても，印象的で、した.

きて，最後に英国についての全般的な印象を述べま

しょう .英国経済は，ご承知のように深刻な不況にあ

えいでいます.失業率も，はっきりと は覚えていませ

んが， 10%を越えているようです.おまけに滞在中の
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9月にはポンドが暴落してしまいました.また， ヨー

ロッパ統合という大問題にも直面しています. しかし，

人々の生活は落ち着いており ，ゆとりがあります.

元々，質素を旨とするお国柄があるからかもしれませ

ん.また，全盛期に社会資本を充実きせたという強み

があることも事実でしょう . ともかく，彼らは，常に

ゆとりとユーモアを持ちつつ，生活しています.また，

彼らの仕事に対する集中力には，驚きました.Q.U.B. 

物理学科のスタ ッフの多くは夕方の 5時 6時になる

と帰宅するわけですが，それまではほんとによく働き

ます. しかも，帰宅してからも論文を書いたり読んだ

りと仕事をしているようです.さらに，いわゆる仕事

人間では許してもらえず，社会的な活動もしなければ

一人前とは言えないようです.うまく言えないのです

が，いわゆる文化の違いというものが，確かにありま

す.なお，英国の料理は美味しくないとよく 言われま

原理~"&i.

すが，少なくとも私にと っては，たいへん美味しかっ

たと 言わざるをえません.また，アルコール持ち込み

可のレストランといつのも，なかなか良いシステムで

す.自分の飲みたいビールなりワインを好きなだけ持

ち込めますから，かなり安くつきます.こうして約 1

カ月半の楽しくも苦しかった滞在は，あっという間に

終わりました.

最後になりましたが，今回の渡英に当たり都立大物

理学科の小林信夫先生に，たいへんお世話になりまし

た.また，英国滞在中は， c. J. La timer氏， K. F. Dunn 

氏， H. B. Gilbody氏， V. Srigengan氏 (女性ですが)

はじめQ.U. B.物理学科の皆様， Daresbury Labora-

tory SRSのビームライン担当者M.A. MacDonald氏

にたいへんお世話になりました.記して深く感謝いた

します.

スタンフォード大学だより

1 .はじめに

私達は，最近スタ ンフォード大学にあいついで派遣

され，偶然に近い研究室で研究をしていました.(丑

田:1992年 1月-5月，中村:1992年 3月より 1年間)

そこで，最近のこの大学の事情を，共著で皆きんにお

伝えしようと思います. 2， 4， 6は丑田 3， 4は

中村が執筆しました.文責はそれぞれに属します.

2. Fayer研究室

Michel David Fayer教授の研究室はKeckBuilding 

の 1階にある.

まず装置と現在進行中のプロジェクトを簡単に紹介

する.研究室で 2台あるfemto秒装置では高分子溶液

あるいは液晶界面などのTransientGrating (TG)測

定を行っている.TGで、は励起分子のpopulationばかり

でなく，回転緩和や拡散の情報が含まれた信号が得ら

れるわけで，これで複合系の束縛回転と溶媒分子との

相互作用を議論するといったアプローチがなきれてい

る.また，もう 1つのTG装置では，高分子や界面での
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エネルギー移動速度を測定するプロ ジェク トが進んで

いる.Photon Echo Groupではよ うやく可能になった

Stimulated Photon Echoを用いて，極低温高分子固体

中の色素の遅い緩和過程の研究がなされているが，こ

のprojectもパルス圧縮の予定があって，今ごろは完成

しているはずで、ある.そのほか高分子中の色素の蛍光

のpico秒偏光解消実験では新しいエネルギー移動の理

論を考案して，その検証を行っていた.また火炎中の

発光の 4波混合，後述のFELを使った赤外の(TGを中

心とした)コヒーレ ント分光，高分子系のHoleBurn-

ing実験が行われていた.

私の手伝っていたElectronTransfer Groupでは固

体中の電子移動反応について，すでにいくつかの成果

をあげている.具体的には蛍光， Pump-Probe法， TG 

法を使い，光誘起分子間電子移動のkineticsを測定す

る.これを井口一平山モデルて解析し，電子移動が完

了した後のラジカルイオンペアの距離分布を求め，更

にそれを初期分布にした逆電子移動を解析するという

測定を行い，これについても理論解析を完成させてい
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る.現在は更に難しい液体の系に取り組んでいるが，

このアプローチはイオン対の再結合をSmo1chowski

方程式て解析するといった，放射線化学ではおなじみ

の研究である.最近超高速分光のテクニ ックが発展す

るにしたがって電子移動反応の重要性が頻繁に取りざ

たきれるようになっているが，それは，その時間領域

で起こる反応が，電子のょっな小きな粒子の移動に限

られているために，これがどっしても重要なテーマと

なってしまうからである.電子移動については，現在

まで例えばMarcus理論などいくつかの側面で鮮やか

な理解がなきれているが，一方で拡散や溶媒の緩和，

分子自身の回転緩和など，溶液や反応を起こす複合系

(光合成タンパクなど)全体の統計的側面に依存する

ダイナミクスの定量的な理論は全くと言っていいほど

役に立たない.また電子移動そのものも非線型光学過

程などの重要な物理過程と直接に深い関係にある.こ

のグループは，最近立矢氏と共同研究を行っているの

で御存知の方も多いであろう .

この研究室の装置は手作りの物が多く，例えばスペ

クトラフィジ ック ス社のYAGレーザーの中身(ランプ

ハウス)と電源だけを買ってきて，残りの光学部品は

全て自分達で並べるといった具合である.このやり方

は学生きん達には大変だが， TGのようなアライメン

写真 MikeFayer教授と
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トに依存する測定も易々とこなせるようになる.ポッ

ケルスセルやオートコリレータなどもなども手作りの

ものがゴロゴロしているし， ミラーマウントなどをフ

ライスやボール盤で加工して測定システムを完成きせ

てゆく毎日であった.(卒業生に良〈鍛えられた人が多

いのもうなずける.)全部で7つほどシステムがある

が，共通の部品も多く，相互に貸し借りをして合理的

に利用きれている.

Mike Fayerはいかにも陽気なアメリカ人といった

感じの先生で，現在43才，長身にナップザックをヲ|っ

かけたラフなスタイルで，あちこち忙しく走り回って

おられる.時間があると，学生を捕まえたり，実験室

へとびこんできたりきれ，いろいろ仕事のことでチェ

ックが入る.パーティーをしていても，学生を捕まえ

て，あのtrialはどフなったなどといった仕事の話をさ

れるという徹底ぷりだが，研究に対して，あくなき熱

意と，子供のような純粋な愛着を持っておられること

がはっきりと解る.むしろ学生達も好んでMikeと話を

して何かを得ょうとしている.装置にしても全てMike

のアイデアや手が入っていて，何か問題が生じると

Mikeの助言がもっとも頼りになるという状況だが，そ

れもこういう日常から生まれてくるものであろう.学

生の言によれば， Mikeは早口でよく喋るから，彼の英

語が解るようになったら，大抵のアメリカ人のの話は

わかるとのこと.また，研究室の片隅に古くなったピ

ンボールマシンがおいてあり，休日に 6才と 4才にな

る二人の子供きんが遊びにきておられることもある.

なかなか授からなかった子供さんがかわいくて仕方が

ない御様子で，最近Mikeは夜遅くまでオフィスにいな

くなったので研究室のactivityが下がったなどと冗談

を言う学生もいる.

3. Zare研究室

Richard N. Zare教授の研究室はS.G. Muddピルに

ある.研究室の総員は1992年 1月現在で， 29人である

が，この内スタ ッフはラポマネージャーのDr. Hank 

Rennagelだけで，あとは大学院生，ポスドクと客員研

究員である.大学院生は全員Ph.Dコースの学生であ

る.教授のオフィスは建物の 1階にあり，実験室は地

下と 3階に，きらに学生のオフィスは地下 2階 3

階にあり，研究室全体では建物のかなりな部分を占め

ている.Zare研究室で現在行われているプロジェクト

数は12あり，分析化学と物理化学の研究を行なってい

る.分析化学のプロジェクトでは， CZE (capillary zone 

electrophoresis)を使った化学分離，レーザー脱難イ
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オン化法を用いた隈石に含まれる有機物の分析，エレ

クトロスプレーイオン化飛行時間型質量分析器による

巨大分子の分析などが行なわれている.物理化学のプ

ロジェクトでは状態指定したイオン分子反応の研究，

ホット水素原子反応の動力学，プラズマ内での 4波混

合による分子分光，化学反応における衝突パラメータ

ー依存性，表面反応の動力学などが行なわれている.

物理化学関係の実験装置は 9台ほ どあり ，それぞれ

YAGレーザー励起一色素レーザーまたはエキシマレ

ーザー励起一色素レーザーのシステムを 1台ないし 2

台備えている.どのプロジェクトもだいたい二人組で

行なっている.

以下に物理化学に関する研究をいくつか紹介する.

1 )状態指定したイオ ン分子反応 (NH3++ND3反

応):反応における初期エネルギー状態の影響を

調べている研究で， NH3++ND3反応における生

成種のプランチング比に対する反応種の振動励起

の影響について調べている。状態指定したNH3+

を作るのに (2+ 1)の共鳴多光子イオン化

(REMPI : Resonance-enhanced mu1tiphoton 

ioniaztion)を用いている.レーザーを特定の選移

に合わせることで，アンプレラ変角振動モード

(n2)だけを励起した状態および、n2モードと対称

伸縮振動 (n1)を同時に励起した状態を作ること

ができる.この反応は四重極一八重極質量分析器

の中で調べた.この反応には 3種の反応のチャ ン

ネル(重水素引き抜き反応，電価移動反応，プロ

トン移行反応)があ る.NH3+の内部エネルギーが

(n1 = 1， n2 = 2 ;内部エネルギー=O.66eV)と

(n1 = 0 ， n2 = 5 ;内部エネルギー=O.6eV)の2

つの状態について生成物チャ ンネル聞の相対反応

散乱断面積を調べている.生成物チャンネルの内

の2つ(電価移動反応と重水素引き抜き反応)は

NH3+の振動モードの違いにほとんど依存しない

ことが示きれた.これに対してプロトン移行反応

の反応散乱断面積は対称伸縮モードの励起により

顕著に大きくなることが示きれた.

2 )化学反応の衝突パラメーター依存性:化学反応に

おける衝突ノマラ メーター依存性を実験的に決定す

る研究を行なっている.衝突パラメーターの分布

はheavy-light-heavyのタイプの反応 (H+H'L-→

HH'+L: H， H'は重い原子， Lは軽い原子)につ

いて調べることができる.反応中において角運動

量は保存されるから，反応物の角運動量 (Lr) の

ほとんどは生成物の重い 2原子分子の回転の角運
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動量(Jp)に移る.反応、物の 2原子分子を超音速分

子線にすると， I Lr I = mbv r = I J p Iであるか

ら，ある振動状態の生成 2原子分子の回転分布と

反応物の相対速度 (Vr) の分布を調べることから

ある振動状態でのオパシチ関数を決定することが

できる.但しmは換算質量である.実際のシステム

としては現在はBa+HI-→BaI+H反応について

研究している. BaIIまレーザー誘起蛍光法により

測定している。ビーム，ガス条件での結果ではv=

8の振動状態でのオパシチ関数は衝突パラメータ

ー (b=2.6A)のところでピークをもつことが示さ

れている.

3 )金属表面での 2原子分子散乱:分子線を金属結晶

表面にぶつけ，散乱きれた分子の内部エネルギー
守'

状態を測定することにより金属表面での相互作用 ' 

についての研究を行なっている.Ni (111)表面で

のCO超音速分子線の散乱についての研究をおこ

なってい る. COの振動回転状態は (2+ 1)の

REMPI-TOF (Time of flight mass spectropy) 

で調べた.表面垂直方向で測定したCO分子の回転

分布はほぼポルツマン分布になっており，その分

布温度は表面の温度には依存するが，入射の並進

運動エネルギーには依存しないことがわかった.

このことから垂直方向にでてくるcoは 1度表面

に吸着したあと脱難したものであることがわかる。

これに対してスペキューラ角にでてくるcoの回

転分布はポルツマン分布ではなくパイノダルな分

布であり，分布は入射の並進運動エネル存ーに依

存することがわかった.回転分布の 2つめのピー

クは回転レインポ一散乱によるもので， COが表面

での 1度の散乱ででてきていることがわかる.

Zare研究室では毎週金曜日の 4時から研究室全体

でのク*ループミーテイングがあり，毎回 1時間の持ち

時間で学生による研究結果についての発表がある.こ

の時に他のプロジェクトでの研究の内容について知る

ことができる.グループミーテイングはビールを飲ん

だりスナックを食べたりしながら行なわれ，それらは

発表者が準備することになっている.また研究室への

訪問者も多く，その際にそれぞれのプロジェクトの説

明をすることも多い.学生どうし別のプロジェクトで

も実験の手伝いをしたり，教え合ったりすることが多

く，非常に親切であることが印象的である.Zare教授

はふつうニックネーム (Dick)で呼ばれている. Dick 

は多忙なため大学にいないことも多いが，大学にいる

ときは早朝やお昼に実験室にあらわれ学生と話をして
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いることが多<.きさくで親切な人柄である.

4. Stanford大化学教室

Stanfordの化学教室は，今は使われていない旧館，

そしてMudd，Keck Buildingを中心に，教会のある

Main Quadに向って右側，ロダンガーデンの脇にあ

る.近年の地震で被害を受けたため公聞きれていない

美術館と教会にはされまでいると言えば解りやすい.

ここには， 24名の現役教授(内17人 が Full-

Professor)が在籍しているが，特に物理化学関係の層

が厚<，主だ、っ たところで， Linus Paulling (名誉教

授)， Harden McConnell， Stephen Boxer， John Ross 

といった名前があげられる.また，有機化学や生体関

連化学，材料化学的な研究者達も，何処かしら，物理

化学的色彩の強い研究をしているような印象を持った.

化学教室の行事でもっとも楽しみなのは，木曜日の

夕方 3時半のDepartmentalCoffeeで，化学教室の玄

関ロビーに， ドーナ ッツが 4， 5箱並べられ， コーヒ

ー，紅茶が出される.化学教室中から学生がうじゃう

じゃ現れ，全くあっという間にドーナッツがなくなっ

てしまうのである.Zare研は，その時間に研究室内放

送で“OfficialAnnouncement : DOUGHNUTS!"な

どと叫ぶゃからがいるとか. とにかく，学生達とのお

しゃべりが楽しいひとときである.

私のいた期間， Stanfordの化学には，日本人は20人

程いたが，その中にポスドクは一人もいなかった.ご

承知のように，アメリカは相当な不景気で，特にPh.D

達の就職がかなり悪い.例えばFayer研で、はポスドク

2人に学生が14人，客員研究員が 2人という体制で，

平均的だと言える.ポスドク契約任期が2年で，年 1

人という感じだが，年約40人の申し込みがあるとのこ

と.ま たStanfordは学生が優秀なこともあって， 14人

とかなりの主力だが，アメリカの大学院はご承知のよ

うにTeaching Assistantとして学生に給料を払うこと

になっているので，それを含めるとかなりの支出にな

り，研究費が削減きれている昨今では，そのやり繰り

が難しい.ポスドク達も自分でファンドを用意する制

度が主流になっていて，そのお金を持って力のある教

授の所にわらじを脱ぐことになる.もちろんそのため

に百ページ以上もの申請書を書くわけで，どこかの国

の制度とは随分違っている.アメリカの研究者は若い

ときからこういった競争社会で良く鍛えられるという

ことだろうし，それを相互に評価するシステムがしっ

かりできあがっているのが， 日本と違うところだ.

こういうきびしい競争のある状況で， 日本人あるい
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は日系人をポスドクに雇うことへの組織内の抵抗が強

いとの話であった.少なくとも一流の研究室に参加す

る日本人は金を持ってこいというのが原則のようであ

る. というか機会均等というモラルの問題だとこちら

の人は考えていて，ジャパンパッシングなどと言うけ

ちな考えではなきそうである.

そうするといわゆる持参金つきの客員研究員という

形になるわけだが，また日本人の評判を落す要因にな

っているようだ.というのは，金をも ってくるのが，

企業の人が多くなることで，組織内で見舞金みたいな

大量の資金を得て，ただやる気なく 1年過ごしにくる

ような人も多い.お客さんのポストであるから義務も

少なく，仕事もせずに，家族とどこそこに遊びにいっ

たということばかり目立つようだ.つまり日本人は一

定のポストや状況を手にするとそれで十分安定してや

って行けるのだが，こちらのポスドクや学生，更に教

授できえも，まだまだ激しい競争の中にあるわけで，

日本人の客員研究員がそういう態度でフワフワしてい

るのは彼らから見て唖然とするようだ.私の世代の人

に限れば，韓国や中国の人の方が良〈働くし，ょくで

きると思われているようだ.

やはりどうしてもアメリカの研究者の中で彼らと対

等にやる地力を付けたい研究者に対しての資金的な援

助が少ないことが，問題であるように思う.テクノロ

ジーの分野はわからないが，サイエンスでは，まだま

だ日本は後進国である.そのためには，アメリカに眉

びる必要はないが，語学力やサイエンスの内容で胸を

はって対等に渡りあえる個人を数多く作る(組織を充

実きせても何にもならない.)ことに金を投じなくては

いけない時代になっているように思う.例えば， Stan-

fordには中国，韓国，インドなどから多くの大学院生が

入学しているが，それに比べて日本からの学生があま
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りにも少ない.そ ういった人に対する資金援助，さら

に語学教育をはじめとした教育制度が対応できていな

いように思う .確かに留学生も増えているが，質も悪

く，逆の方向に流れているようだ.(例えば日本のお金

持ちの師弟が多いUCSan-Deigoで、の日本人の留学生

の評判はすこぶる悪い).

5.スタンフォード線形加速器センター

(Stanford Linear Accelerator Center:SLAC) 

SLACは米国エネルギー省のもとにスタンフォード

大学が運営する国立の施設であり，スタンフォード大

学のメインキャンパスから西に 3マイルの所にある.

SLACは1962年に設立きれ，電子線を使った素粒子物

理の研究および放射光を使った凝縮系の研究をおこな

っている.SLACでは週に 2回程度パスツアーが行な

われていて， SLACの施設の一般見学をすることがで

きる.

SLACは426エーカーの広きがあり，現在スタ ッフの

数は約1400人である.またそれ以外に高エネルギ一物

理のプログラムに300-400人，放射光のプログラムに

600人の科学者が参加している.加速器の全長は約 2マ

イルで電子，ポジトロ ンとともに最大加速エネルギー

は50GeVである.王要な施設は8GeVストレ ッジ リン

グSPEAR，30Ge V衝突ビームストレ ッジリングPEP

(Positron-Electron Project)， 100Ge V電子ーポジ ト

ロン線形コライターSLC(Stanford Linear Collider) 

である. 2マイル線形加速器は1966年に完成し，初期

には静止ターゲットを用いた実験によりクオーク研究

を行なっていた.現在の最大加速エネルギーは50GeV

であり， SLCに使われている.また1970年台には偏光

ビーム源が付け加えられた。SPEARは直径80mのスト
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レッジリングで電子，ポジ トロ ンの加速エネルギーは

それぞれ4GeVであり， 1972年に完成した.これを用い

た素粒子物理の分野での研究ではプサイ粒子，タウ粒

子の発見というめざましい成果をあげている.

SPEARはまた，放射光源として SSRL(Stanford 

Synchrotron Radiation Laboratory)の研究にも用い

られている.放射光源としての利用は年に 7-9ヵ月

程度である.PEPストレ ッジリングは1980年に作られ

た直径800mのストレ ッジリングで，電子ーポジトロン

の衝突エネルギーは最大で"36GeVで、あり，主に素粒子

の寿命測定の実験を行なっている.SLCは1989年に完

成した100GeV電子ーポジトロン線形コライダーで，

主要部として 2マイル線形加速器を用いおり， z粒子

の研究を行なっている.

6. 自由電子レーザー

物理学教室の大変細長い建物の下に自由電子レーザ

ーがある.古いLinacを流用改造したもので，長きはお

よそ300m，とにかく SLAC同様，真っ直ぐ作られてい

るのが特徴である.最後の方に長き 10m程のアンジ ユ

レータが永久磁石で組まれ，その直後に，アライメン

ト用のHe-Neレーザーがおかれ，地上に光が導き出き

れる仕組みになっている.

地上では 7， 8畳程の実験室がいくつか組まれ，

その壁際をレーザ一光が横切って行くように作られて

いる.各実験者は，その光路から適宜光路を切り出し

て実験に用いるょっになっている.私の行った頃は稼

働率も低く，年に 1週間あるかないかと 言っ ていた.

Fayer研でも 1R領域のTGの実験を計画してい

たが，まだ準備段階のデータが出たに過ぎない感じで

あった.これからに期4寺したいところである.
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|訪 問 記 |

イオン工学センター・イオン工学研究所見学記

「情報化社会指導型の21世紀へ向けて，基盤技術の一

翼を担うイオン工学センター……」これは，株式会社

イオン工学センターのパンフレットの書き出しの部分

である.

今回，大阪府枚方市津田にある株式会社イオン工学

センター・イオン工学研究所を訪問する機会を得たの

で，その研究活動の一端なりを紹介する.

イオン工学センターは，関西文化学術研究都市整備

の開始とともに大阪府側の氷室・津田地区に，その先

達として建設きれた.イオン工学センターの案内に先

だって，関西文化学術研究都市計画の概要と現在の整

備状況を簡単に述べる.

関西文化学術研究都市は，関西における基礎科学の

充実強化および創造的な学術・研究の振興を図ること

を目的に，昭和63年から建設が開始された新しい都市

であるつくば」を多分に意識した，種々の研究機関

や教育機関を集めた学研都市ではあるが，京都府，大

阪府，奈良県の 3府県 5市 3町にまたがる15，000haに

も及ぶ広大な京阪奈丘陵の良好な自然と生活環境を備

え合わせた新しい都市である.

整備地区のうち研究・教育機関の集中する文化学術

研究地区は全体の20%強を占め， 12の地区の分けられ

計画都市全体に分散している.その残りは関連した住

宅地や緑地として整備きれる。「つくば」との大きな違

いは，学研都市内に国宝，重要文化財を持つ社寺や史

跡を多〈含むことである.このような古くからの関西

の伝統・文化と既存の学術・研究の集積の活用と連携

が期待きれるプロジェクトである.

学研都市の本格的な建設は数年前に始まっている.

現在，田辺地区(同志社大学)，精華・西木津地区(国際

電気通信基礎技術研究所，国際高等研究所など)の整

備が先行している.その中で大阪府側では，イオン工

学センターのある氷室・津田地区の整備が進んで、いる.

今のところ，各地区間のアクセスの便などは必ずし

もよくはない.また，バブルの崩壊のためか民聞の研

究機関の進出も遅れぎみである. しかしながら，中核
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となる施設の建設や地下鉄の乗り入れなどの鉄道の整

備， 自動車専用道路の建設などは急ピッチに進められ

ており，計画の遅れを取り戻しつつある.近い将来に

は，東のつくばに匹敵しうる一大学術都市が誕生する

ことだろう.

株式会社イオン工学センターは，この関西学術研究

都市の西北端，氷室 ・津田地区の中心に位置する.

電車では， JR片町線の藤阪駅が最寄りとなるが，こ

こから歩くのはー苦労である.一般的には，国道307号

線を利用することによって，京都市と大阪市の中心か

らほぼ 1時間程度でつなぐことができる.

この307号線を大阪側からJR片町線の高架をくぐり，

しばらく行くと，右手に京阪奈丘陵が迫ってくる.そ

こに新しく開かれた道を一気に登り切ると，白い建物

が出現する.そこが，イオン工学センター ・イオン工

学研究所である.センターの敷地からは，大阪平野が

一望でき，遠くに六甲山や淡路島を望むことができる.

イオン工学研究センターは，我が国の産業技術にお

ける基礎的研究開発を進展きせるための環境整備を目

的とした r産業技術研究基礎整備事業」の一環とし

て，新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)，大阪

府などの地方自治体，さらに関西の企業を中心とした

民間の出資によって第 3セクターとして，昭和63年に

設立きれたものである.組織上は株式会社となってい

る.

NEDOの同様の施設として， (株)レーザー応用工学

センター(新潟県長岡市)， (株)超高温材料研究セン

ター(山口県宇部市および愛知県多治見市)などが，

設立されている.

イオン工学センターでは，イオンビームを用いた材

料創製や高度分析などのイオン工学技術を新しい先端

技術として，一般への活用 ・普及を図ることを目的と

し，イオン工学技術の実用化の開発支援を行うととも

に，先導的・中枢的役割を果たすことをねらいとして

いる.このため，民間だけでは整備することが困難な

先端的で高度な各種のイオン工学装置を設置し，内外
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の利用者に広〈開放している.建設が一応終了した現

在では，このような新鋭装置の維持管理が主な業務に

なっている.

建設は昭和63年から始められら平成 3年度に終了し

た.その間，平成 2年度から一部の施設について一般

への供用を開始し，平成 4年度からは施設および装置

の全面的な供用が行われている.

一方，株式会社イオン工学研究所は形式的にはセン

ターとは別組織である.センターの装置および施設を

借り受け，それらを利用し，イオン工学技術の基礎的

研究を行い，さらにイオン工学技術を産業技術として

一般に移転するための応用・実用化研究を行っている.

ここで行われている王要な研究内容としては，

(1)原子 ・分子イオンやクラスタイオンビームなど

による薄膜形成およびイオン注入などによるイ

オン工学プロセスの研究

(2) イオンの特徴を生かした新しい機能を持ったデ

ノ〈イスの製作技術の開発

(3)構造材料，電子材料，バイオ材料など今までに

ない性質を持つ新材料の開発

などがあげられている.

このような研究は，出資元の企業を中心とした研究

機関との共同研究を中心に行われている.また，研究

所の所員は，ほとんどがセンターと兼務であり，その

多くの人がそれら企業からの出向となっている.

研究所の代表者である所長には， 高木俊宣京都大学

名誉教授が就任している.高木教授は，イオンクラス
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タービームの生みの親であり，またインテリジェ ント

材料の概念の提唱者でもある.このため，当研究所で

は，イオンクラスタービームを用いた新しい概念の材

料創製の研究が目玉のーっとなっている.

イオン工学センター・イオン工学研究所の玄関のロ

ータリーに件むと， 二棟の新しい建物が平行に並んで

いるのが見える.建物は各々二階建てとなっており，

ロータリーから入ってすぐに事務関係の部署や会議室，

共同研究者のための控え室，さらにはデータ整理のた

めの計算機室などが並んでいる.建物もそうだが，こ

のようなユーティリティも新しくかっ機能的である.

事務棟の一階部分と，もっ一棟が全て実験室となって

いる.

イオン工学センターに設置きれた装置類は，大きく
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分けて次の三つのグループに分けられている.

(1)イオン注入装置群

(2) イオン蒸着装置群

(3)分析 ・評価装置群

これらの装置群が，建物ごとに有機的に配置きれて

いる.

特徴ある主な装置を紹介すると，まずイオン注入装

置群では， 8MeVイオン注入装置を始めとして， 3 

MeV， 400keV， 200keV， 40keVなどの様々な加速エ

ネルギーを持つ装置が揃っている.

このうち， 8MeVイオン注入装置は軽イオンと重イ

オンの二種のイオン源を備えたダンデム加速器である.

イオンビームは，マグネ ットによ って2つのビームポ

ートに振り分けられ，各々材料照射チェンパーとRBS
およびPIXEなどの分析用チェンパーに導かれる.

イオン蒸着装置群に属する装置は，無機化合物およ

び有機化合物を問わず，種々の薄膜形成実験や表面改

質が行えるよう工夫されたものとなっている.そのう

ち，多種類のイオンクラスタービームによる蒸着膜を

作成するための超高真空多元ビーム装置は 5種類の

金属クラスターイオンを発生させることが可能であり，

それにガスイオンを同時に，または別々にターゲット

に照射することができ，このようにして形成した薄膜

をRHEEDや膜厚センサーでinsituに計測し，制御が

できる装置となっている.また，イオ ンビーム加速器
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とエキシマレーザーなどの異なるビームとを組み合わ

せた複合ビーム装置や，大面積の試料への照射が可能

な装置など特徴ある装置が多い.

分析 ・評価装置群としては，高分解能透過電子顕微

鏡，オージェ電子分光分析装置， ESCAやSIMSなどの

最新鋭の分析装置に加えて， 3MeVの静電加速器から

マイクロイオンビームを発生きせ，それを用いて，局

所分析や三次元分析を行うイオンの特徴を利用した装

置などが設置きれている.

このような最新でかつ特徴的な装置群が，新しい建

物のなかに整然と並んでいる様は壮観で、ある.各実験

室の入り口には，内容がわかりやすく書かれた説明用

の案内板が掛けられていて，見学者のために便を図る

といった心配りがされている.

最近では，大型放射光施設や国際通信研究所などと

ともに，関西へ来た研究者や役所の人たちの見学コー

スの目玉になっていると聞く .イオン工学センターの

前には， 自由電子レーザー研究所の建設が急ピ ッチで

進められている.今までは，イオン工学センターの孤

軍奮闘の感のあった氷室 ・津田地区であるが， 自由電

子レーザー研究所の完成によってユニークな先端研究

機関の有機的な連携が期待できる.

電子工業界の不況で，必ずしも全ての装置の利用は

盛んであるとは言えないが，高木所長の先見性のある，

また特徴のある研究所として，発展を期待する.
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|訪問記 |

旧東独アイソ卜ープ放射線中央研究所

1990年10月3日東西ドイツが統一きれ，この 2年半，

目まぐるしい変化が特に新しい連邦州1)では起こっ

ています. 日本でも報道きれているように失業問題は

深刻です.科学者も例外ではなく，科学アカデミーは

1991年末で廃止きれ，旧東独の大学も改組や統合など

が行なわれ，かなりの失業者がでているようです2，3)

私は，東西統合の数日前から 1年間と昨年の夏に 1か

月半ベルリン ・ハーン ・マイトナー研究所に滞在し，

昨年の夏の滞在中にはライプチ ッヒの旧科学アカデミ

ーアイソトーフ。放射線中央研究所のBrede博士を訪ね

る機会を得ました.統合後の旧東独の研究所やベルリ

ン周辺の様子を報告したいと思います.

バラックと工事現場

ライブチ ッヒはベルリンから180km南西，鉄道で約 3

時間のところです.ヨーロ ッパで一番大きいライプチ

ッヒ駅から車で数分，町の中心からそれほど離れてい

ないところに旧科学アカデミーの研究所はあります.

入り口には10数枚の表札，同じ研究所にいた研究グル

ープが居場所は閉じながら今はいろいろな組織に所属

しているのです.旧東独の研究者が会社を作って独立

するのを支援する施設などもここにはあります.

Brede 博士のグループは 5年期限付きでマ ックス ・

プランク財団のライブチ ッヒ大学アルバイトグループ

「時間分解分光学」に所属しています.技官，学生，

秘書を含めて約10名，炭化水素やポ リマーの放射線化

学 ・光化学をパルスラジオリシス，電子スピン共鳴，

レーザーフォトリシスなどを用いて研究しています.

数年前から行なっている溶融ポリエチレンのパルスラ

ジオリシスの仕事はご存じの方も多いと思います4)

私はその実験のSetupに興味があ ったのですが，あい

にく実験室は改装中，加速器の部屋は電灯がつかず閣

の中をのぞくだけでした.電子線加速器は1MeVの旧

ソ連製，高エネルギ一物理実験用加速器の入射器に使

われているものだそうです.保守や修理など旧ソ連の

技術者に教わらなくてはならないこともあり，担当の
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北大工小泉 均

技官の人のロシア語力は重要だと 言っていました.他

にコバルト 60の照射室や化学実験室も 2階建の同じ建

物内にあります.実験室の改装はあと 2週間で終わる

とのことでしたが，まだ周りの石の壁はむき出しで配

管工事をやっているような状態です.Brede 博士もあ

と2週間で終わるとはとても思えないと嘆いていまし

た.仕事が遅いのは共産主義時代の癖が抜けないとい

う見方もあるでしょうが，旧西側でもそれほど変わら

ないような気もします.

建物が改修中なのでBredeグループは皆，古い木造

のバラ ックの中にいました. 5年の期限付きとはいえ，

Bredeク*ソノルレ一フ

光光度計，コンビュータなど最新式のものが入ってい

ます.タッチノマネル式の最新式ストレージスコープな

ど私は初めて見ました.

帰りがけにライプチ ッヒの町を少し案内していただ

きました.旧市庁舎の代々の王と市長の肖像画のある

部屋など歴史のあるものがたくきん残っています rラ

イプチ ッヒはこのように本当の歴史のある町だ.ただ

しベルリナーには内緒だよ.JとBrede博士は自慢し

ていました.ベルリンは756年の歴史と 言って います

が，実は最初のころはColnとSpandauと言う 小きな村

てーBerlinと言う 名前になるのはだいぶ後，少しずるを

しているのです.

ハーン・マイトナー研

東西統一は旧東独だけでなく，西側の研究所や大学

にも大いに影響を及ぼしています.新しい連邦州にお

金を使うため研究費は抑えられているようですし，旧

東独の研究者を受け入れたりもしているようです.ハ

ーン ・マイトナー研究所でも，旧東側の研究グループ

が一部門として加わりました.私の所属した光化学エ

ネルギ一変換部(昔の放射線化学部. Bereich S)の第

5の部門です.光起電力部門(AbteilungPhotovoltaik) 

と称する部門で.Prof. Dr.H. Flietnerと言う方がボス

です.ハーン ・マイトナー研の敷地内にはなく，ベル

放 射 線 化 学



リンの東の外れの方にあるようです.

統一ドイツの日本

東西統一後， 日本企業の出張所の開設や成田・ベル

リン直行便の就航， 日本のデパートの進出など一時は

パリのように日本人だらけになるかと思われたベルリ

ンですが，最近は日本人が減りはじめているようです.

首都になったとはいえ，実質的な遷都にはまだまだ時

間がかかりそうなこと， ドイツを観光で訪れる日本人

にしてみればお決まりはフランクフルトとミュンへン

の周辺で，ベルリンはそこからかなり遠いことなどが

原因のようです.成田・ベルリン直行便は廃止になり，

テーパートは赤字， 日本企業の出張所も撤退したところ

が多いと聞きます. ドイツ政府にしてみれば日本企業

に望むのは，新しい連邦州に工場などを造ってほしい

ということですが， 日本も不況の折，なかなか望みど

おりにはなっていないようです.

東西統一

トラビーの数は減り，服装も西側の人と区別がつか

なくなり，道路や建物の改修なども進みつつある旧東

第 55号(1993)

側ですが，失業者の増加など人々の不満は増すばかり

のようです rドイツはドイツ人のものだ.外人は出て

いけ !!Jといった落書きがパス停にしてあったりしま

すし外国人亡命希望者の収容施設が襲われる事件も

多いようです.一目で外国人とわかってしまう我々と

しては身の危険を感じぎるをえません. 40年以上も違

う制度をとっていた国が一緒になるのはやはり大変で

しょうが，我々が身の危険を感じず町を歩けるような

本当の意味での統一ドイツが早〈実現することを願っ

て止みません.

1) 1日東独(Ex-DDR，dieehemalige DDR)という 言葉

より新しい連邦州(dieneue Bundeslander)と最近

は呼ぶようになっているようです.

2 )外林秀 人，化 学と 工業44(9) ，1524 (1991); 

45(9) ，1698 (1992). 

3 )軒原清史，化学と工業45(12)，2221 (1992). 

4) O.Brede，R.Hermann，L.Wojnarovits，L.Stephan 

and Th.Taplick，Radiat.Phys.Chem.34， 403 

(1989)など.
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船橋興一博士のご逝去を悼む

日本放射線化学会

会長笛木賢

本年 1月初旬に船橋興一博士が逝去きれたという報

に接し，大変驚きました.私が船橋博士に最後にお会

いしたのは，数年前に東京で開催きれた研究会の席上

でした.その後ご無沙汰していたので，余計に突然の

ご逝去という印象を受けました.

船橋博士は1946年に大阪大学工学部冶金学科をご卒

業後，米国ノートルダム大学大学院金属学専攻に在学

された後，同大学院化学専攻で''J.L.Magee教授の指導

の下に博士号を取得されました. 日本では，南山大学

で教鞭をとられたこともあり，また目立中央研究所の

研究員も経験きれています.船橋博士は1963年に ノー

トルダム大学放射線研究所の研究員となられ，約20年

国際基督教大 渡部 カ

「船橋興ーさんが亡くなられた」名古屋大学の笛木

賢二先生からの電話で言卜報を聞きほんとですかJ，

余りの突然の事に絶句してしまった.思えば1991年 6

月，京都でノートルダム大学に縁のある人々でレユニ

オンを開催したとき，ご夫婦でご出席予定で久し振り

にお会い出来るものと楽しみにしていたのに，お体の

具合が悪く，直前になって欠席きれお目にかかれず残

念に思っていたのであったが，こんなに速く 言卜報を聞

く事になろうとは.

放射線化学に携わる研究者に取って，かつて長い間

ノートルダム大学の放射線研究所は文字通りメ ッカで

あった. 1950年代から， M.Burton，].L.Magee，W.H. 

Hamillの 3教授の活動に象徴きれる研究は当時の新

しい研究領域のパイオニアであった.ここの研究所に

或る期間籍を置いた者は日本における放射線化学を研

究している人のうちの大きな割合を占めるものと考え

られる.かく言う私もその一人である.船橋博士は1958

年の 9月よりこの地，アメリカ合衆国インデアナ州サ

ウスベンド市に在住して，放射線化学のパイオニアと

して理論研究に従事きれた.博士は一度は南山大学に
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間同研究所研究員として放射線化学の研究分野で活躍

され，その後， 日本に帰国されました.

ノートルダム大学留学中に船橋博士のお世話になっ

た日本人は多数いることと思います.船橋博士の存在

は異国にある日本人留学生にとって心強いものでした.

ご承知のように，船橋博士は理論放射線化学者であ

りますが，物理理論に造詣が深<，出来るだけ根本か

ら理論を構築しようという心構えのようでした.この

たび有能な理論家を失ったことは， 日本のみならず世

界の放射線化学界にと って誠に残念なことです.

謹んで船橋博士のご冥福をお祈りします.

一度は日立製作所の中央研究所に勤められたが， 1963 

年再びサウスベンドに行かれノートルダム大学の放射

線研究所に戻られた後は1986年12月同大学を退職され

るまで研究を続けられた.

当時放射線化学の繋明期にあってその先駆的な研究

の中心で研究きれている博士には当時日本から訪れた

日本の科学者は羨望と尊敬の目で接したものであった.

次の世代のR.H.Schuler，R.Fessenden等の時代にあっ

ても博士は以前からの研究を新しいpulseradiolysis 

の実験の中にも生かして行かれた.博士の研究は主と

して擬縮相における電子の挙動の理論的問題である.

水和電子，溶媒和電子，捕獲電子，非溶媒和電子(dry

electron)の性質，それらの輸送問題，拡散問題の統計

的な扱いの研究は有名である.とくに1970年代いちば

ん活発に研究きれた時期で幾多の論文をPhys.Rev.，].

Chem.Phys.，Radiation Res.などの雑誌に見いだす事

が出来る.捕捉電子の光学的性質の研究の論文，ラン

ダム・ウオークの考え方による捕捉電子の動的性質の

導出(Scher-MontrollModel)の論文などはとくに高〈

評価されている.

私自身の経験で言うと，私がノートルダム大学に滞

在したのは1965年から 1967年迄であるが，当時の].

放射線化学



Mageeの研究室ではDiffusionControlled Reactionの

理論やExcitaionTransferの理論が発表きれていた頃

である.船橋博士は誘電媒質中捕捉電子の理論を研究，

発表きれていた.私は当時の仕事についても議論して

もらいいくつかの有益なコメントをもらった.最も印

象 に 残 っ ている事は Super conducitionの

Little(Stanford)のphononとelectronpairとの相互作

用を直感的にものの見事に説明された事であった.こ

れで私にとっては超伝導の機構は目に見えたものとな

った.放射線のトラ ック構造の理論で、Fermiの論文と

Fralichの論文の関連について長々と議論したのは楽

しい，思い出となった.

福井工大 嶋森 洋

本年正月もまだ明け切らぬとき，かつて ノートルダ

ム大学RadiationLab.に共に滞在したことのある近畿

大学の中山先生から，船橋興一先生が 4日に亡くなら

れたとの連絡があり，絶句した. 一昨年京都で初めて

ノートルダム大学滞在者が一同に集まる会合が聞かれ

た際に船橋先生のお顔がみられなかったので不思議に

感じていたが，どうもそのころから体調が思わしくな

かったそうである.

船橋先生は1950年代から約30年間ノートルダムにお

られ， Paul K. Funabashiとして理論の方でA.

Mozumderと双壁をなす形で放射線化学の研究を進め

られておられました.Burton-Magee時代から現在の

Schuler-Fessenden体制下に至るまで最も長期に渡っ

てRadiationLab.て:、活躍された人ではないかと思いま

す.その間，短期滞在者を含めて日本からの留学生や

研究者で，船橋先生のお世話にならなかった人はほと

んどいないであろうと思います.私は1976年 9月から

第 55号 (1993)

学問上の業績以外にも博士の温厚な人柄はサウスベ

ンドに滞在した人は等しく感じるところであった.当

地に長期滞在した日本人科学者は放射線化学以外の研

究者を含めると 100人を越えると思われるが，その多く

の人が多かれ少なかれ船橋博士のお世話になっている

のである.放射線化学の研究者はそのうちの半数以上

であると考えられる.この意味でも日本の放射線化学

に与えた影響は計り知れない.我々は船橋博士の恩を

受けたものとして在命中にその感謝の意を表明する機

会を作るべきであったと悔やまれてならない.今はた

だご冥福をお祈りするのみである.

3年半RadiationLab.に滞在しましたが，アメリカの

生活様式や研究所内の事情に明るい先生の助言でどれ

ほど助けられたかわかりません.先生のご研究につき

ましては浅学の私には難しすぎてわからないことばか

りですが，当時先生が新しく主張された溶媒和電子の

吸収スペクトルの理論的解釈について， W.H.Hamill 

教授と激論していたことが強く印象に残っています.

先生とは私的な点で深くおつき合いさせて頂きました.

先生が50代半ばでゴルフを始められたのはか〈言う私

の勧誘によるもので，夏期には毎週のように二人で大

学内のコースに通ったことが昨日のように思い出きれ

ます.クリスマスの頃先生のお宅に私ども夫婦で招か

れ，奥様共どもお手製によるパンのつまった七面鳥の

ご馳走，地下室でのビリヤード，高校生の息子きんの

footballで、の活躍を自慢げにお話になっていた姿など

が思い出きれます. 日本に戻られてからは学会などで

数回お会いしましたが，名古屋に落ち着かれてからは

まったくお顔すら拝見できなかったことを悔やんでお

ります.謹んてい先生のご冥福をお祈りいたします.

63 



-ニュース・

第 8回放射線プロセス国際会議IMRP報告

平成 4年 9月13日から18日までの 6日間にわたり，

第 8回放射線プロセス国際会議が，中国・北京で開催

きれた.会場となった香山飯庖は，北京西郊 (車で40

分)の香山公園の中にある緑に固まれたホテルであっ

た

田畑議長の開会宣言に引続き基調講演が行われた.

この中で，中国では70以上の照射施設で， 2000人の研

究者がこの分野に携わっており，最近10年間で産業と

して成り立ちつつあるというめざましい発展ぶりが紹

介された.

会議には33カ国から468名の参加があり ，開催地が中

国ということもあって，わが国からの参加者は中国の

188名につぐ37名の多数に上った.会議は以下の17のセ

ッションで連日活発な発表 ・討論が行なわれた.

*食品(保蔵:9件，検知法:10件)

*ポリマー (改質 :7件，安定化・分解 7件，重

合・キュアリング:10件)

*照射施設 (γ7件，加速器:10件)

*滅菌:10件

*生物医学利用 7件

*環境 :11件

*放射線化学等の利用:10件

*線量計測:12件

*規制・基準 5件

*国際協力 5件

*パネル(安全，教育訓練)

*ポスター， 117件

ここでは，生物関連分野の研究報告を中心に，印象

などを紹介することとしたい.

1.食品照射

世界各国で食品照射は実用の段階に入っており ，36 

カ国で許可， 23カ国で実用照射が行われている

(Ahmed， IAEA). 中国では発芽防止，果実の熟度調整

を目的とした実用照射が行われている(Xu).防疫を目

的とした果実の殺虫に関しては， ミパエの殺虫(Moy)，

カナダとタイの照射マンゴーの輸送試験(Lacroix，

Gagnon)が進められている.冷凍エピに関しては，ビプ

リオ及びリステリア菌の殺菌効果(伊藤，原研)，及び
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トリメチルアミンの生成(Hau)の報告があった.

照射食品の検知法は，国際貿易及び、PAへの寄与とい

った観点から注目きれており，今回の会議で最も活発

な討論が行われたセ ッションの 1つである.既にEC各

国では，これまでに提唱きれた有望な方法 (①照射に

よるDNA切断の検出，②微生物の変化，③ESR，熱ル

ミネ ッセンス等の物理的方法，④炭化水素の分析等の

化学的方法)について相互比較を開始している

(Belliardo).乾燥食品などに有効なESR法は，ロブス

ター表皮にも適用可能である(Stevenson).熱ルミネ ッ

センス法は， ドイツでスパイス，果実等の公定法とし

て認可される見通しであり (Schreiber)，冷凍エビ

(Pinnioja)，デーツやビスタチオナ ッ、ソ(Sharifzadeh)

にも適用できる.肉類の検知には脂肪酸から生成する

炭化水素化合物の分析が有望である(Ku).発芽試験も

穀物，果実，野菜等に有望な方法であり (Qi)，筆者らも

ポスターセ ッションで小麦に関する結果を報告した

(Zhu).今後肉眼観察にかわる化学的な分析法の開発が

望まれる.

食品保蔵に関する研究報告は冷凍エビ及び果実の照

射各 2件のみであり，世界の食品照射の注目はPA関連

(健全性試験を含む)と検知法の 2点にしぼられた感

が強し、.

2.ポリマー

3つのセ ッションに分かれて最も多くの報告が行わ

れた分野である.改質に関しては，包装材フィルム表

面へのシランコーテイングによるパリヤー特性の向上

放射線化学
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(Nablo)やポリエチレンのパーオキシラジカルによる

スチレンのグラフトによる二極'性膜の調整(Xu)等の膜

の改質，監物(古河)のポリエチレン発泡シートの表

面改質，石垣(原研)の医療用PPの劣化防止法等が報

告きれた.

重合に関しては，天然コ'ムの放射線加硫が， S02の発

生やニトロソアミンの生成かなく毒性が少ない等環境

保全に寄与できるとの観点から，多くの検討が行われ

ている.幕内(原研)は酸化防止剤の固定化にアルコ

ール処理が効果があり，老化を防止できることを示し

た. Wan MansholやPengはn-ブチルアクリレート等

の架橋促進剤の添加による線量の低減法について，

Razzakはパーオキサイドと照射の同時グラフトによ

る促進効果について報告した.

3.照射施設

γ線で、は，Cs・131を用いた小型の移動用照射装置と

して，チェコ(100TBq，264kg)及び中国のトラック移

送方式の装置(9.25PBq，80トン)の試験結果が報告き

れた.チェコのものは建造物文化財の照射等特殊目的

のためのものであるが，中国のものは食品や滅菌を目

的とした一般照射用である. Co・60照射装置に関して

は，医療廃棄物照射装置の経済性(Wilson)，米国フロリ

ダのピンディケーター(Fraser)やカリフォルニア

(Butterwek)の食品照射専用の装置が紹介された.建

設当初の反対運動も収まりつつあり，今後世界の動き

を見る上で米国における食品照射の動向は注目してい

く必要がある.これら世界の大部分の装置がNordion

社製品で占められる中，中国はほとんど自国で設計，

建設している.

加速器に関しては，坂本(NHV)の種々の加速器の進

歩についての招待講演をふくめ，ラジエ工業のコック

クロフトーウォルトン型加速器のX線システムについ

ての報告(上原， NHV及び武久，ラジエ)があった.

またClealandによると， X線変換施設は現在 7カ所に

増えているとのことであり，変換効率が向上すれば，

今後普及するものと思われる.医療用具や食品の分野

で需要が増大している高エネルギー加速器に関しては，

CGR-MEVの10MeV，20kWマシン(Sadat)やNordion

の10MeV，50kWマシン(Kerluke)等高出力のものが開

発きれている.

中国では，輸入器7台(300kW分)と自国製18台(200

kW分)が使用きれており (Liang)，γ線施設と同様自国

の技術での製造に力をいれていることが注目きれる.
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また食品及び医療用具の照射は現在のところγ線が中

心となっているが，可能なものは高エネルギー電子線

や変換X線に移行していくものと考えられる.

4.滅菌

微生物の滅菌線量は測定条件によって変わるため，

bioburdenに基づいて決定すべきである(Whitby). ま

た，照射容器内で線量分布が生じるため，最低線量部

位でSAL(SterilityAssurance Level)を満たす必要が

ある(Chu).これらの線量保証に関して， EN (European 

standard organization)及びISO(Internationalstan-

dard organization)の基準により各国の相互比較が進

められており，ある程度の保証は達成きれつつある

(Miller). 

対象品目に関しては，化粧品(Wilson)，目薬(Botel-

ho)，酵素剤(Xu)などの報告があったが，特に目新しい

ものは認められなかった.

5.生物医学利用

タンパク質，酵素，細胞等の固定化及ぴ放出を目的

としたハイドロゲルに関する報告で占められていた.

ゲルの膨潤性の増大(Carenza)，固定化した抗体による

コレステロールの除去(Muller)，やけど治療用の人口

皮膚(Rosiak，Hilmy， Chen)，水と高分子の分離への利

用の可能性(Safranj)等が報告きれた.

筆者らはセルロース質廃棄物の放射線殺菌と発酵に

よる有効利用について報告したが，共同研究者の

Rasolは得られた発酵産物の飼料としての特性につい

て滅菌セッションで報告した.また，インドネシアの

Chosduのセルロース質のアルカリと放射線による分

解効果についての報告は環境セ ッションに入っており，

まとまった討論ができなかったことは残念であった.
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6.環境

石炭燃焼排煙処理に関して，ポーランドのパイロ ッ

ト試験(Chamielewske)，名古屋に建設中のパイロ ット

プラント(南波，原研)，中国上海(Wang)及びドイツ

KfK(Maetzing)でのS02除去に関する成果などが報告

きれた.土井(NKK)はゴミ燃焼排煙の電子線処理プラ

ント， Tataは1993年に稼働予定のイタリアの多目的デ

モンストレーションセンターについて紹介した.カナ

ダのスラッジの照射施設(Swinwood)は，まもなく実

用規模試験が開始きれる見通しである.水処理に関し

ては，地下水中のトリクロロエチレン(Matthews)，シ

アンの分解(Pastuszek)，オゾンの併用効果(Gehrin-

ger)等が報告きれた.環境問題解決への放射線利用は，

基調講演をはじめ多くのセ ッションで取り上げられ，

今後ますます重要な分野になっていくものと思われる.

7.放射線化学等への利用

炭化水素イオン化のメカニズムなど放射線化学の初

期過程に関する基礎的な報告から，漢方薬の分解生成

物など種々の報告が含まれていた. とくに， トランジ

スターやシリコンパワーデノ〈イスへの照射効果，抗酸

化剤や漢方薬の放射線分解など.中国からの発表の多

きがめだったセ ッションである.

8.線量計測

線量測定は着実に発展しており，特に滅菌の分野で

の必要性が強調きれている(Miller). PMMAやラジオ

クロミック等については，電子線と γ線で、の線量評価

といった観点からの報告が多かった.アラニン線量計

は，須永(原研)が制動放射線計測への利用， Gaoが中

国における 4年間にわたる国内線量校正サービスの実

施結果，橘(原研)はフィルム及びロ ッド状の線量計

の開発について述べ，実用線量計としての定着が期待

される.

以上，非常に多岐の分野にわたり数多くの発表が行

われ，紹介できなかった重要な研究報告も多いと思わ

れる.詳細は， Radiat. Phys. Chem. の特集号を参照

されたい

最後に，会期中に組み込まれていた明の十三陵見学

時のエピソードを一つ.パトカーの先導で十数台のパ

スを連ねて，他の車をかき分けて走っていたが，目的

地の近くまできてぴたりと止まってしまった.これは，

馬車と車の衝突事故で，管轄が違うためパトカーの警

官は手が出せず，待たぎるを得なかったためである.

日頃せっかちな生活を送っている我々にとって，中国

の大陸的な雰囲気にふれることができた，なんとも心

なごまされるできごとであった.会議でも，時間の遅

れやプログラムの変更など，これが中国流なのか，

IMRP流なのかと面食らうことも多かったが，世界各

地の旧知の人たちと話す機会も得られ，楽しく有意義

な会議であ った.

なお，次回の第 9回IMRPはトルコのイスタンプー

ルで1994年に開催きれることとなった.

(原研高崎久米民和)

第10回真空紫外光物理国際会議(VUV10)報告

標記の国際会議が1992年 7月27-31日，パリで開催

きれた.モスクワで開催の予定が急きょパリに変更さ

れたのでそれなりの混乱を予想したが，さすがはヨー

ロッパの，いや世界の中心パリ.約600人545件の発表

で湧きかえる盛況となった.

この国際会議がカバーする範囲や運営方針について

会議の合間に(ビールを飲みながら)佐々木泰三先生

からお聞きしたことを筆者なりにまとめると r6

-3000eVの電磁波による物質との相互作用と物性の
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研究J，といったところらしい.シンクロトロン放射光

専用のストーレジリングというテ・パイスへのこだわり

はマシン技術を含んで一貫して強い.いわゆるVUVレ

ーザーとかプラズマ光源とか他の光源についても適時

招待講演などを配置するものの，シンクロトロン放射

光と直結する自由電子レーザーに比するとこれらの光

源は「目配りは絶やきず」との位置づけに見える. M. 

G. White (プルックへプン研)が前回ハワイ大(1989

年)で会った時 r第10回では発表の半分以上をVUVレ

放射線化学
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ーザーが占めるぞ」と 言っていたので大いに心配した

がそうはならず，ストーレジリング重点の路線は守ら

れているようだ.今回の「目配り」としてはX線顕微鏡

を用いた生物学の話とフェムト秒レーザー科学の話と

があ った.後者のA.Zewail (California工科大)の講

演はいつものとおり明噺で迫力に満ちていた.

本題の r6 -3000eVの電磁波による物質との相互作

用と物性の研究」は，原子，分子・クラスター，フラ

ーレン，表面・界面，磁性，電子相関，超伝導体， 二

色性，回折・ホログラフィーなどのセ ッションに分け

られた.以下， 筆者が聞いたものを中心に概観する.

まず原子については 2ホール状態の分光実験，正ま

たは負イオンの励起状態とイオ ン化の分光実験，それ

らをまとめたM.Ya Amusiaの講演が目をひいた.電

子相関をきちんと考慮すべしという Amusiaの話を聞

いていると，我々実験屋が当然のこととしてイメージ

している内殻電子のイオ ン化などの現象が実は大変複

雑な過程で，内殻電子が外側の電子を蹴散らしながら

脱出するという気がしてきた.

分子 ・クラスターの分野ではどこへ行ってもN20の

話が出て， しかも多くの研究者が同様に内殻を励起し

てPEPICO，PEPIPICO， ZEKEなどというよく似た手

法を用いているので驚いた.あれではニアミスを起こ

きないはずがない. 筆者に身近なところでは柳下

(KEK-PF)がCO，N2の内殻励起による生成イオ ンの角

度分布の堅実な仕事色鵜飼(東工大)がいろいろな

分子の励起起状態の分光・脱励起過程と，H2分子のH

(3s，3p，3d)への崩壊の仕事を報告した.クラスターに

ついてはJ.Friedel(パリ大)が実に丁寧なレビューを

し， 筆者は大いに感銘を受けた.ちなみに筆者は超臨

界流体を用いて原子分子物理学と固体物理学の境界を

研究しているが， E. Ruhl(Berlin自由大)，E. Holub-

Krappe(Hahn-Meitner研)などクラスター研究者の多

くが筆者と閉じねらいをまず述べ，原子と固体との聞

に架ける橋の絵まで描いて筆者と同じ話の展開をする

ので，思わず競争意識をあおられてしまった.

C60などフラーレ ンはいろいろなセ ッションでター

ゲットとして大いに取りあげられた.Plenary講演の

H. Kroto(Sussex大)は話がうまいのですっかりお馴

染みだが，パリでもその本領を発揮した.ひと抱えも

ある巨大フラーレンの模型を講演途中に聴衆席に投げ

込み，王室日記の議事録の如きものを引用して 「学者

『陛下，フラーレンというものがございます..8，陛下

rそれは動物か，植物か，鉱物か?J ……」などとや
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りはじめたのて筆者ははじめ事態が分からず面食らっ

てしまった.C60固体の角度分解光電子分光なども測ら

れ，当初のフィーパーが少し落ち着いて堅実な研究が

進んでいるという印象を受けた.

高温超伝導体もハワイ大でのVUV9以来重要なセ ッ

ションである.興味ある素材としてC60と並んで取り上

げられている.今回もPlenary講演のト ップをきってJ.

R. Schrieffer(Florida州立大)が現状の光電子分光の

結果から推定きれる超伝導発現機構について報告した.

ホロン，スピノン，スピンポーラロンなど新しく難し

い概念を駆使しての講演だったのでなかなかろいてい

けず苦労してしまった.日本からは東北大グループ(高

橋，片山一吉田)の発表があった.

磁性，電子相関， 二色性と言った分野のトピ ックは

何と 言っ ても円偏光を用いたスピン分解光電子分光技

術の画期的な成長であろう.小出 (KEK-PF)のニ ッ

ケル一白金合金の研究の他，多くの報告がなきれた.

鉄の薄膜をどのくらい厚くするといわゆる磁性体とし

ての性質を示すようになるかなど，この分野では面白

い研究が当分続きそうである.

私は超臨界キセノン中にドープしたアントラセンの

光電流スペクトルの構造の起源についてポスターを出

した.私の分野では1.T. Steinberger (Hebrew大)， 

U. Asaf{同)，R. Reininger (Wisconsin大)， J. Meyer 

(DESY・HASYLAB)，M. Chergui (Berlin自由大)

らが来ていて，大いに交流した.密度効果の実験をし

てきたDESY-HASYLABのリーダーV.Saileが数年

前ルイジアナへ移り， R. ReiningerもWisconsinへ移っ

た今， HASYLABのHONORMIステーションはやが

てクラスター用のビームラインに生まれ変わるのだと

いう.きて私のポスターはおもにこれらの固定客にの

み相手をしてもらう展開となった.どちらかというと

手持ち無沙汰の私の隣は運がいいのか悪いのかLURE

の素敵な大物1.Nenner女史.ひっきりなしにやってく

る客やら商売仇と精力的にわたりあう彼女の大人物ぷ

りと体格に圧倒きれ，私はしばしば自分のポスターの

均聞を守るのが大変だった.

きてパリの会議の最中にオルセイにあるフランス国

家としては唯一のシンクロトロン放射光施設LAREへ

のパスが出たのでそこで、SuperACOを， 会議終了後グ

ルノープルまで行ってESRFを，ついでにジュネーブ

のCERNにいる友人を訪ねて電子一陽電子コライダー

LEPの検出器DELPHIを見学する機会を得た.LURE 

では冷房がなく，夏 1カ月だけは30
0

Cの実験ホールで
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働くのだと言っていた.LUREでは女性研究者の多き ケがきたようだ.日本のSPring-8の追い上げもあるか

に驚いた. 35%くらいはいるのではなかろっか?日本 らと彼は言つが， SPring-8が光を出すのは1998年.我々

も大いに見習うべきだ.低エミ ッタンスリングESRF

ではきすがに空調が行き届いていた.これならさぞビ

ームは安定だろうね，だから 3月1日に50mAだか100

mAだかの電流蓄積に成功したのだろう， とGoulon氏

に言うと，いや，地盤がゆがんできっぱり大変だと言

う.そういえばまだかうンとした広い実験ホールでは

いたるところで床がチェックのため堀り返され，小旗

が立っていた. 2つの河の合流点に敷地を設定したツ

が参画するのはもっと後だろうから，いずれにしても

時間のギャ ップは大きそうだ.

今回の会議に参加してつよく感じたことは，内殻励

起の仕事が急成長をとげていることだ.私達もアント

ラセンの炭素K殻励起の仕事を始めたばかりなので，

これはがんばらねばとの思いを強くして帰ってきた.

(神戸大発達科学部 中川和道)

「放射線固相反応に関する谷口コンファレンス」

昨年 6月22日-26日に札幌で 「放射線化学における

固相反応(SolidState Reactions in Radiation Chemis-

try-Towards the Basic Understanding of Radiation 

Effects on Polymers)Jに関する谷口コンファレンス

という小規模の国際会議が開催された.谷口財団の全

面的支援のもとに，コンファレンスの高分子化学部門

の座長である岡村誠三先生の意向を受けて筆者が実務

を担当し，計画がすすめられた.会議の標題通り，固

相放射線化学研究の最近の進歩をもとにして，高分子

に対する放射線照射効果発現の機構を基本的に明らか

にすることをめぎし，率直で密度の高い討論から，少

なくとも今までに何がわかっており，何がこれからの

重要な問題かを整理することを目標にすえた.このよ

うな会議の性格から，参加者は24名の少数にしぼられ，

参加者全員が30分程度の話題提供を行い，各発表の後

にはほとんど時間無制限て'討論を行った.すこし古い

ことではあるが，会議の概略をここに紹介する.

まず会議のプログラムから話題按供の題目(一部簡

略に表記)と講演者名(連名者名は省略)を抜粋する

と下記の通りである.

[ 1 ] Opening Lecture: Radiation-Induced Solid 

state Polymerization-Trend of Research 

W orks in Those Thirty Years. S. Okamura. 

[ 2 J Radiation Induced Modifications in Solid 

Monomers and Polymers. A. Chapiro. 

[ 3 J Tunneling Reaction of H Atoms in Solid 

Hydrogen. K. Fueki. 
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[4 J Charge separation and Charge Migration in 

Irradiated Solids. A. Hummel. 

[ 5 J Some Ideas on Radiation Induced Ionic 

Processes in Polymers. ]. Kroh. 

[6 J Studies on the Process of Radiation Damage 

of PE and Alkanes by Magnetic Resonance 

Spectroscopies. K. Toriyama. 

[ 7 J Effect of Molecular Motion on Alkyl Radical 

Formation in Solids by y-Irradiation. T.Ichi-

kawa. 

[ 8 J Irradiation Effects of Paraffins as Polymer 

Model Compounds. T. Seguchi. 

[ 9 J Picosecond Pulse Radiolysis Studies on PE 

and Polysilane Related Compounds. S. Tagawa. 

[10J Pulse Radiolysis of PE: Contributions to Practi-

cal Use of the Polymer. 0. Brede. 

[11J Radiation-Induced Degradation of PE:Fac-

tors Affecting Polymer Degradation and Sta-

bility. A. Torika1. 

[12J Radical Migration in a Solid Polymer 

Matrix:An Elementary Process of Solid State 

Reactions Initiated by Radiation. ]. Sohma. 

[13J Radiation Effects on PMMA and Poly (eth-

yleneglycol):Chain Scission us. End-to-End 

Linking. 0. Guven. 

[14J Mechanism of Radiation-Induced Degrada-

tion of PMMA. H. Yoshida. 
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[15] Degradation of PMMA by Deep UV， X-ray， 

E-Beam and Proton Beam lrradiations. ]. A. 

Moore. 

[16] Two-photon lonization of Aromatic Mole-

cules in Polymers. M. Yamamoto. 

[17] Nature of Plasma-Induced Radicals in PE 

and PTFE. M. Kuzuya. 

[18] The Change of Density on lrradiated Poly-

propylene. Chen昨renxiu.

[19J lnhomogeneous Degradation of lrradiated PE 

and Polypropylene as Studied by Micro-

FTIR. Y. Hama. 

[20] Radiation Effects on Chlorine-Containing 

Polyacetylenes. H. Yamaoka. 

[21] Temperature Dependence of Radiation Effect 

on Polymers. Y. Taba抱.

[22] Localization on Electron in Aromatic Sub-

stituted Polyacetylenes. M. Ogasaωαra. 

[23J Dynamical Structure Analysis of Crystalline-

State Reaction. Y. Ohasi. 

[24J The Mechanism of Photoinitiated Polymer 

Reactions. B. R a nby. 

[25] Supplemental Presentation. 

[26J SuITimary of Discussion and Concluding 

Remarks. H. Yoshida. 

話題のほとんどは直接・間接に高分子の放射線化学

を扱うものであり，その大部分が高分子固体内の反応、

の基本的解明に迫ろうとするもので，会議の主旨をよ

く理解した参加者の協力が会議の成功をもたらした.

ときには厳ししときには和やかに，そして終始活発

に続けられた 4日聞の会議の内容を短くまとめるのは

難しいことではあるが，上記(26)をもとにそれを試み

てみよう.

高分子の放射線効果における中性ラジカルの働きは

比較的よく研究きれているが，イオン種の働きはほと

んどわかっていない.ポリエチレ ンの放射線架橋の前

躯体はアルキルラジカルであるとして，その反応機構

の詳細も明らかにされているが，アルキルラジカル生

成の反応についてはまだ定説が得られていない.初期

ラジカルカチオンが固体中でもきわめて短寿命である

ことが知られているが，それから何が二次的に生成す

るかの解明は今後の重要な課題である.

ポリエチレンの結晶部・非晶部には等しくアルキル

ラジカルが生成するが，架橋反応は非晶部あるいは両
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部分の界面に起こる.このことは，架橋反応が起こる

ために分子鎖の動きが必須条件であることからうなず

けるが，結晶部中のアルキルラジカルのラジカル移動

の詳細はまだわかっていない.このラジカル移動は本

質的にはアルカン鎖からのラジカルによる逐次的H-

原子引抜き反応てコ反応論的にも興味ある問題である.

ラジカル移動が高分子鎖に沿って起こるのか，鎖間で

起こるのかを論証するに充分な実験結果はまだ得られ

ていない.実験的にも理論的にも今後の研究進展が期

待きれる問題である.

放射線分解型のポリメタクリル酸メチル(PMMA)

は討論が集中したもう一つの対象であった.主鎖切断

の直接の前躯体が-CH2-C(CH3)-CH2一型ラジカルで

あることには大方の同意が得られているが，このラジ

カルの起源については何もわかっていない.このラジ

カルは側鎖に生成する-C(=O)-OCH2ラジカルである

という筆者らの主張もあるが，その起源が不明である

点は同じである.主鎖切断反応に寄与する前躯体とし

て高分子に生成する一次カチオンラジカルが重要な役

割を担っていると想像きれるが，カチオンラジカルの

生成と反応を実証する実験データは皆無である.

PMMAを放射線照射したときには，熱反応によって

もあるいは光プリーチによっても高分子アニオンラジ

カルは実効的には何も効果を残さずに消滅していくよ

うであるが，一方， PMMA中の溶質の光イオン化によ

り生成した高分子アニオンラジカルは主鎖切断をもた

らすようである.この点にもまだ解明すべき問題が残

っている.

低分子量化合物の放射線化学では，高温での早い初

期過程が低温では凍結きれるので，低温照射・測定法

と高温における時間分解測定法とは反応機構について

本質的には同じ情報を与えるものと見なされていた.

しかし低温国相中のH-原子移動反応におけるトンネ

ル効果の著しい寄与からも想像されるように，今まで

想定きれていた「温度と時間との可換d性」には再検討

が必要で、ある.高分子を低温で照射したとき生成する

反応活性種の性質と挙動を分光学的方法で調べるのは，

高分子に対する放射線照射効果の化学反応機構を解明

するための普遍的な方法としてよく用いられてきた.

しかし，低温照射法が室温あるいは高温で放射線照射

した場合の化学反応をどれだけシミュレートしている

かについては慎重でなければならない.この観点から，

高分子放射線照射効果に対する照射温度の影響の研究

は基礎 ・応用の両面から重要で‘ある.
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現在のところ，高分子中に放射線で誘起きれる反応 りにも漠然とした概念になってしまったように思われ

過程の化学的側面は比較的よくわかってきて，素反応 る.

を反応式で表すことができるようになってきている.

しかし高分子固体中における反応過程の進行がどのよ

うな因子で制御きれるかはほとんどわかっていない.

分子の働きやすきmobilityが化学反応、の進行を制御す

る基本的因子であると考えることは 自然であり，高分

子の放射線化学はしばしばガラス転移温度との関連で

論じられてきた.しかし，われわれが今回相反応につ

いて知っていること，これから知ろうとしていること

を表現するには，分子のmobilityというのは，今ゃあま

日本ロシア・セミナー

以上のようなことが会議の一応の結論とされたが，

これだけの紹介では抽象的に過ぎてわかりにくいこと

であろう.話題提供 1件当り平均 5件の質問・討論も

含めて会議の全内容を記録したProceedingsが，非公

式出版物としてではあるが作成された.まだ残部が

少々筆者のもとにあるので，この会議の詳しい内容を

知りたいご希望の方には差し上げることができる.筆

者までご連絡いただきたい北大工，吉田 宏)

「イヒ学反応における量子効果一低温化学」報告

日本ロシア ・セミナーが1992年11月29日-12月3日，

名古屋大学シンポジオンで開催された.主催は日本放

射線化学会と日本原子力研究所であり，さらに名古屋

大学や民間企業からも協賛として援助を受けた.組織

委員会として， 日本側は田中郁三 (名誉組織委員長)， 

笛木賢二(組織委員長)，宮崎哲郎(事務局)，又賀 昇

(実行委員)，中村宏樹 (実行委員)，佐藤伸(実行

委員)，志田忠正(実行委員)，立川園造(実行委員)， 

吉田 宏(実行委員)であり，ロシア側はゴルダンス

キー (名誉組織委員長)，ゴードン(組織委員長)，プ

ガチョフ(事務局)の体制で行った.セミナーの主題

は「化学反応における量子効果一低温化学」であり，

圏内はもとより国際的にもこのような主題のセミナー

は初めてのものである.このセミナーは昨年ロシアの

チェルノコ*ロフカで開催きれ，今回名古屋で開催され

た.両セミナーは対のものとして企画きれ，両者共成

功裡に終了した.今回の名古屋セミナーの発表件数は

Lecture(40分)が25件， Short communication (15分)

が13件， Posterが 9件で，合計47件の発表が5日間に

わたって行われた.外国からの参加者はロシア人がロ

シア科学アカデミー会員であるタルローズ教授，モー

リン教授，ザマラーエフ教授を含む13名が参加し，そ

の多くはロシアの反応物理化学(低温物理学を含む)

を代表するメンバーであった.さらにデンマークと韓

国から各 1名が参加した. 日本からは，前日本化学会
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会長の田中教授を始めとして， 15大学 ・5研究所から

50名が参加し， 日本を代表する研究者を中心に将来を

担う若手研究者(約15名)も参加した.セミナーは 5

日間の長期間であったが初日から最終日まで多数の人

が参加し，活発な討論が行われた.参加者の分野は低

温物理学，理論物理学，反応物理化学，放射線化学，

光化学，有機化学，応用低温化学など広く分布してお

り，様々な側面から本セミナーの主題に迫る発表の・

討論がなされた.

次に本セミナーの内容を述べる.最近，原子の波動

性に基づく量子トンネル効果によって化学反応が引き

起こきれるという現象が日本，ロシア，アメリカ等で

発見きれた.この反応の特色は触媒がなくても反応の

活発化エネルギーが零となるため，これまで化学反応

は決して起こらない思われていた-200.C以下の低温

でも容易に反応が起こることである.さらに低温では

古典力学的な現象が抑えられ，化学反応における種々

の量子力学的効果が顕著に現れる.このような問題は

従来あまり取り上げられておらず，今回初めて企画し

た.低温化学を研究する上で放射線化学は強力な方法

を与える.さらにこの問題は原子の本質に関連する普

遍的な現象なので，他分野においても重要になる.ま

た低温化学の利用については従来あまり検討されてい

なかったので，今後応用的な面の研究も重要になろう.

このような観点から本セミナーには放射線化学の専門

放射線化学
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家を中心に他分野の研究者も参加して貰い，多面的に 関連しているが，いづれも「化学反応における量子効

本主題を検討しようと試みた.また，本主題について 果-低温化学」の主題に含まれている.

日本とロシアはこれまで独自に研究を進め，世界的に 本セミナーの成果としては、国際的にも初めての主

も主導的立場にあった. しかし，両国間での学術交流

は従来あまり行われていなかったので，今回ロシアと

日本双方でセミナーを開催し，最終的に多くの研究者

が交流できるように企画した.

今回のセミナーでは，報告者がその問題に関する世

界的にも第一級の人たちであったので，ほとんどの報

告が興味深いも のであった. しかし，発表件数が非常

に多く，それらをここで紹介することは難しいので，

御興味のある方は宮崎まで御連絡頂ければ， Abstract 

を差し上げ.ます.本セミナーで取り上げられたトピ ッ

クスとしては，下記のものが挙げられる.

(1) トンネル効果による原子組み換え反応.

トンネル反応， トンネル拡散， トンネル相転移

(2)電子移動反応.

(3)量子状態を選別した低温反応.

スピン量子状態や回転量子状態を選別した反応

( 4)量子ビート .

(5)エキゾテ ィックな量子粒子の反応.

ポジトロン， ミュオン

(6)化学反応中間体.

(7)特異的な低温反応.

高選択的反応，反応における著しい同位体効果

(8)応用低温化学.

低温有機合成，放射線殺菌

これらのトピ ックスは前述したような多くの分野に

題「化学反応における量子効果一低温化学」で日本の

研究者が主導的役割を担って国際会議を開催すること

が出来たこと，また従来交流の少なかったロシアと学

術交流を深めることが出来たことであろう .

今後の課題としては，セミナーの主題に関連して日

本の研究者はこれまで重要な貢献をしてきたが，ロシ

アの研究環境が極めて悪化して来ている現状を考える

と， 日本の放射線化学者たちを中心として日本の研究

者の役割は国際的にもさらに一層重要となろう.筆者

の個人的希望としては，本セミナーで明らかになった

これらの重要な課題に対し文部省が重点領域研究指定

などで財政的，組織的に援助されることを希望する.

また，将来的にはこの主題について二国間だけでなく

アメリカやヨーロ ッパの研究者も含めた国際会議の開

催が望まれる.

最後に本セミナー開催に際し，財政的援助をして下

きった日本原子力研究所，名古屋大学並びに大幸財団，

東海興業，英光社，東理社，林テレンプ，永井科学技

術財団， 日本分光， 日本電子， 日新ハイボルテージ，

東海ゴム工業， トーメン，豊田自動織機，豊田合成，

宇部興産，ヨウザワLAの各社に対し組織委員会から厚

くお礼申し上げます.また，本セ ミナーの実務を担当

して下きった名古屋大学工学部物質化学科放射線化学

講座の方々に厚くお礼申し上げます.

(名工大，宮崎哲郎)

r1992年度放射線化学若手の会学校報告」

1992年度の若手の会夏の学校は 9月1日:から 3日

にかけて，一千万ドルの夜景で有名な六甲山で行いま

した。開催日の問題で，若干参加者が少なかったこと

(18人)が残念で、したが，非常に有意義なものになり

ました。なお，今回の夏の学校の運営は神戸大学発達

科学部中川研が担当きせていただきました。

我々の研究室は，おもにSR光を用いて実験を行って

います。そこで，今回の夏の学校は，放射線化学と我々

の研究の接点である「様々な光」をテーマとして計画
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しました。神戸周辺にある「光」として選んだのが，

阪大レーザー研の巨大レーザー「激光」と， Spring-8で

す。そこで，阪大のレーザー核融合研究センターの中

嶋信昭先生に 「レーザー化学はどこまで進んだか」と

いうテーマで，レーザーの発展 ・開発状況について，

またその応用として，同位体分離・群分離などについ

て話していただきました。同時にレーザー「激光」の

見学もお願いしました。また，阪大理学部物理の木村

正広先生に， Spring-8の特色あるテーマの原子分子サ
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ブグループの研究計画について，特にその中から放射

線化学と関連のある内容を講義していただくことにな

りました。

<9月1日〉

夏の学校初日は，阪大レーザー研に現地集合でした。

参加者の多くの方は，車でくることになっていました

ので，大阪の道路の渋滞を考えると時間通りに開始で

きるか心配だったのですが，無事時間通りにスタート

を切ることができました。

13時から，中島先生よりレーザー研についての簡単

な説明があり，その後，レーザー核融合について分か

りやすく紹介した映画を見せていただきました。レー

ザー核融合について簡単な理解を得た後，レーザー「激

光」の見学を行いました(この「激光」はとにかく大

きく，皆驚きの声をあげました)。見学の後の，中島先

生の講義が始まりました。最初，レーザーを用いた化

学の研究の発展の歴史についての講義があったおかげ

で，レーザー化学の基礎的な知識を得ることができま

した。後半は，講演要旨にあったレーザーによる光解

離とその動的研究，および応用についての講義でした。

私個人の感想ですが，ホ ット分子(光励起の後，無輯

射遷移によって生じる高励起状態のこと)機構による

光解離についての話は，今まで考えたことのない機構

で，大変興味深いものでした。

予定時間を少し越えて，初日のイベントは終わりま

した。このあと，車に便乗し，六甲山へと向かいまし

た。夕食の後は小懇親会ということで，この頃には，

皆打ち解けて，お互いの研究室の話なども行いました。

<9月2日〉

午前中は，木村正広先生によるセミナーがありまし

た。まず， Spring-8について簡単な紹介の後，原子分子

サプグループの研究計画ということで，核励起，イオ

ンターゲット， NEET，イオントラ ップ，など，原子
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分子物理学の中から，我々にも興味深い内容を講義き

れました。これも私事で恐縮ですが，電子を励起した

後の電子の緩和によって核が励起きれるなどは考えも

しなかったことでした。電子の励起と核の励起状態と

は全く無関係なものと考えていましたので，非常に勉

強になりました。残念ながら，木村先生は午後からは

別の仕事があったため，昼食後すぐ帰られることにな

っていました。昼食中，木村先生と講義での話が盛ん

に行われ，次回はスケジュールの調整をもっと念入り

にする必要を感じました。

昼食後 4時間ほど時間をとり，六甲山散策を行い

ました。夕食後，懇親会が始まりました。皆の話はっ

きず，夜遅くまでお互いの研究について，また，人生

について語り明かしました。講義も重要ですが，こう

いう懇親会での話も夏の学校においては非常に重要で

あると考えています。他の研究を行っている人の話の

中にも同じ興味の観点が見いだされたり，様々な研究

への考え方，あるいは様々な体験談や失敗談などを通

じて自らの考えが広がったりと，この夏の学校での皆

と語り明かしたことは，たいへんよい経験であ ったと

考えています。

<9月3日〉

夏の学校の最終日は，参加者による研究発表でした。

参加者の方々が研究発表にある程度の重きを置いて準

備をしてきてくだき ったことと，前の 2日間でお互い

の研究についていろいろと話があったため，質疑応答

も盛んに行われました。

以上で若手の会夏の学校の全日程を終了しました。

皆，再会を約束し解散しました。

今回の夏の学校運営に当たり， 日本放射線化学会か

らは，運営費援助およびNEWSLETTERへの紹介記 ~

事掲載をはじめ，多大な御指導，ご援助を頂き厚くお

礼申し上げます。また， 日本放射線研究連合から，運

営費援助を頂き，深く感謝致します。今回の運営に当

たり，私の連絡不足のためにご迷惑をおかけしました

ことをお詫び申し上げます。また，いろいろ相談に乗

って頂いた東大原子力研究総合センターの柴田裕実氏

に，深〈感謝致します。

最後になりましたが，来年度の若手の会夏の学校は，

福井工業大学嶋森研究室の辰巳佳次助手にお願いする

ことになりましたのて1 若手の方はふるってご参加く

ださい。来年の夏の学校でお会いできることを楽しみ

にしております。

(神戸大発達科学部木村愛子大森信彦)

放射線化学
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第57回理事会

平成 4年10月6日(火)日本原子力研究所高崎研究

所国際交流会館において役員29名の出席のもとに開催

された。

I.報告事項

鎌野企画構想委員長より，企画構想委員会の報告。

(1) r技術賞」一賛成多数で新設する。(理事会で承

認)

(2) 夏の学校の運営一本会との連絡を密にする。

(世話人の所属する機関の理事が本会との連絡

にあたる。)

(3) ニュース，セミナー，シンポジウム

ニュース一次号から編集委員会により発行。

放射線化学セミナ一一平成 5年 1月に「電子移

動」のテーマでつくば市において開催すること

とし，立矢委員が企画する。

応用放射線化学シンポジウム一平成 5年 3月に

「加速器応用」のテーマで、原研高崎研究所にお

いて開催することとし，鷲尾及び田川委員が企

画する。

(4) その他

. ICRR-各国より 1999年に日本で開催するこ

とが希望きれている。

-日ロセミナ一一11月29日-12月3日，申込み

数 :46件。

-日中シンポジウム一次回は1994年 5月頃，早

稲田大学国際会議場で開催し，本会と早稲田

大学で共催の予定。

・第35回放射線化学討論会一原研高崎研究所よ

りの補助金支出の必要性から，原研高崎研究

所との共催の形をとった。(理事会で事後承

認)

-大阪ニュークリアサイエンス協会主催「第 2

回放射線利用総合シンポジウム」一本会が共

催に同意する旨返答。(理事会で了承)

・放射線化学討論会の英文名-The 35th Sym-

posium on Radiation Chemistry， ]apanとす

第 55号 (1993)

る。(志田編集委員長が専門家に相談のうえ，

次号の会誌に掲載する。)

・次回以降の放射線化学討論会開催地-1993年

東京(東ア研，都立大)。

1994年北海道(北大)。以後，福井，金沢，東

海地方等。

11.審議事項

議題1.平成 4年度事業中間報告

事務局から下記のとおり報告があり，了承された。

平成 4年 6月 NEWS LETTER No.l3発行

7月 第29回理工学における同位元素研究

発表会(東京)

9月 若手の会夏の学校(神戸)

10月 第35回放射線化学討論会(高崎)

第57回理事会(高崎)

第28回総会(高崎)

会誌 (No.54)発行

11月 日ロ・セミナー「化学反応における

量子効果一低温化学J (名古屋)

12月 NEWS LETTER No.l4発行

平成 5年 1月 放射線化学セミナー(つくば)

応用放射線化学シンポジウム(3月，

高崎)

3月会誌 (No.55)発行

第58回理事会(東京)

議題 2.平成 4年度予算中間報告

事務局から別紙のとおり報告があり，承認きれた。

議題 3.平成 5年度事業案

事務局から下記のとおり提案があり，承認された。

平成 5年 5月 放射線化学セミナー

6月 NEWS LETTER No.l5発行

7月 第30回理工学における同位元素研究

発表会

8月 若手の会夏の学校

9月会誌 (No.56)発行

10月 第59回理事会(東京)

第36回放射線化学討論会(東京)
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第29回総会(東京)

11月 放射線化学セミナー

12月 NEWS LETTER No.16発行

平成 6年 2月 応用放射線化学シンポジウム

3月 第60回理事会

会誌 (No.57)発行

議題 4.平成 5年度予算案

別紙のとおり提案きれ，承認された。

議題 5.平成 5年度役員候補

別紙のとおり提案きれ，承認された。

議題 6. 入退会

別紙のとおり提案され，承認された。

議題 7.学会賞

別紙のとおり日本放射線化学会賞授賞規定及び推薦

要領の改訂，ならびに日本放射線化学会技術賞授賞規

定及び推薦要領の新設が提案きれ，承認きれた。
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。平成4年度会計中間報告

(平成 4年 9月15日現在)

収入の部 支出の部

項 目 金 額 項 目 金 額

個人会費 923.500円 事務費 166.206円

賛助会費 1.670.000 通信連絡費 158.365 
雑収入 211.582 会議費 66.000 
銀行利息 5.313 放射線化学セ iナー援助 50.000 

繰越金 2.311.692 同位元素研究発表会共催 6.000 
夏の学校援助 150.000 

企画・構想委員会経費 130.000 

印制費 850.000 

繰越金 3.545.516 

メ口L 計 5.122.087円 メロL 自十 5.122.087円

。平成5年度会計予算

〈収入の部〉

項 目
平成3年度

決算

賛 助 会 費 1.820.000円

個人会費 1.012.000 

雑 収 入 478.900 
銀行利息 20.265 

計 3.331.165円

前年度繰越金 1.360.588 

メロ弘、 計 4.691.753円

〈支出の部〉

項 目
平成3年度

決算

事 務 費 249.634円

通信連絡費 210.972 

~n 席1 費 950.000 

# 議 費 113.855 

会誌発行費 20.000 

企画委員会経費

将来構想委員会経費

編集委員会経費

国際交流委員会経費

放射線化学討論会 100.000 
応用シ ンポジウム 140.000 
放射線化学セ iナー

若手・夏の学校
150.000 

援 助

放射線化学学会費

同位元素発表会分担 6.000 

予 備 費 439.600 

計 2.380.061円

次年度繰越金 2.311.692 

A 口 計 4.691.753円

平成4年度 平成5年度
備 考

予算 予算案

1.900.000円 2.170.000円

1.130.000 1.021.500 9割徴収

510.000 525.000 広告料等

15.000 10.000 金利低下

3.555.000円 3.726.500円

1.360.588 515.692 

4.915.588円 4.242.192円

平成4年度 平成5年度
備 考

予算 予算案

300.000円 300.000円

200.000 200.000 

1.900.000 1.700.000 

150.000 150.000 

30.000 130.000 原稿料制度化

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

150.000 200.000 

150.000 150.000 150.000 X 1回

100.000 200.000 100.000X2回

150.000 150.000 

30.000 50.000 表彰状等

6.000 6.000 

400.000 300.000 

3.566.000円 3.936.000 

1.349.588 306.192 

4.915.588円 4.242.192 

放射線化学
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。入退会一覧

〔入会〕

正会員

土井 猛 日本鋼管制量子機器エンジニアリング部

多幡達夫大阪府立大学附属研究所

八木 国光 (財)放射線照射振興協会高崎事業所

柴 崎 芳 夫 埼 玉 大 学 理 学 部

百武健一郎 日本原子力研究所高崎研究所

泉 佳伸 日本原子力研究所高崎研究所

松 橋 信 平 日本原子力研究所高崎研究所

庚田 耕一 日本原子力研究所高崎研究所

須 郷 高 信 日本原子力研究所高崎研究所

広瀬雅文住友重機械工業側平塚研究所

関根 勉東北大学理学部化学教室

学生会員

砂川 武義福井工業大学工学部応用理化学科

(学部 4年)

磯田 敬子東京工業大学理学部化学科(修士 1年)

木村愛子神戸大学教育学部物理(修士 2年)

賛助会員

四国電力側

中国電力側

〔退会〕

正会員

村瀬 茂(逝去)

湯本高在(退職)

多井 豊(明工試)

広 上 俊一(富山医科薬科大学薬学部)

篠原 邦夫(東京都臨床医学総合研究所)

藤田 和正 (久保田鉄工側)

市村茂樹(日本発条側)

内 田 佳 夫

学生会員

平井桂，宮沢徹，金村貴永，八島吉見，矢部和央，

戸城博行，本松誠，吉川茂，森登史晴，安武聡信，

城戸健一

賛助会員

東亜電波工業側，電気化学工業側，積水化学工業側

〔会員言卜報〕

正会員村瀬茂氏及び竹崎淳一氏の逝去の報に接し

ました。ここに謹んで哀悼の意を表すとともに，

故人のご冥福をお祈り申しあげます。

第 55号 (1993)

く〉平成5年度役員

〔会長〕

高椋節夫(阪大産研)

〔副会長〕

鎌野嘉彦(東工大理)

佐藤章一(原研高崎)

浜 義昌(早大理工研)

〔監事〕

志田 忠正(京大理)

小田 英輔(古河電工側)

〔顧問〕

今村 昌(東京情報大)，

後藤田正夫，

桜井 洗(先端科学技術大学院)， 

相馬純吉(神奈川大理)， 

佐藤 伸(千葉大教養)， 

田畑米穂(東海大工)

〔理事〕

住吉 孝(北大工)

武部雅汎(東北大工)

関根 勉(東北大理)

田川 精一(東大原総セ)

勝村庸介(東大工)

西川 勝(東大教養)

増田高広(都立大)

仲川 勤(明大工)

平岡 賢三(山梨大工)

宮崎哲郎(名大工)

新坂恭士(金沢工大工)

嶋森 洋(福井工大)

中山 敏弘(京工繊大工)

山上允之(阪府大附属研)

嘉悦 勲(近大理工)

中川 和道(神大発達)

市川 隆久(広大工)

入江正浩(九大機能物質研)

立矢正典(物質工学工業技術研)

木村一宇(理研)

幕内 恵三(原研高崎)

大道英樹(原研高崎)

橋本昭司(原研高崎)

正木信之(原研東海)

田村直幸(樹)放照協)

今井正彦(都ア研)

武藤八三(名工試)
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河西俊一(原研大阪)

上野桂二(住友電工側)

鷲尾方ー(住友重機鮒)

水沢健一(日新ハイボルテージ鮒)

日本放射線化学会員授賞規定

改 訂前 改訂後

(賞の主旨 I(賞の主旨)

放射線化学の基礎と応| 放射線化学の基礎及び

用，及び関連分野の研究|関連分野の研究を奨励す

を奨励することを目的と|ることを目的とする。

する。 I(受賞資格)

(受賞資格 放射線化学及びその開

放射線化学及びその関|連分野において先駆的か

連分野において先駆的か|つ独創的な研究業績をあ

っ独創的な研究業績をあ|げた会員(個人)を対象

げた会員を対象とする。 Iとする。年間 2件以内と

年間 3件以内とする。 Iする。

日本放射線化学会賞推薦要領

改 訂前 改訂後

2.推薦にあたっては，

候補者の業績要旨を含

む推薦理白書(1000字

以内)に下記の書類を

添付して送付する。推

薦理白書には審査を希

望する分野(基礎研究

または応用研究)を明

記する。送付先は選考

委員長(本会会長)と

する。
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(イ)候補者の履歴書

(ロ)発表論文，笠置の

リスト

(ハ)主要な研究論文，

総説，またはこれ

に準ずる印刷物を

5編以内

2.推薦にあたっては，

候補者の業績要旨を含

む推薦理白書 (1000字

以内)に下記の書類を

添付して送付する。送

付先は日本放射線化学

会賞選考委員長とする。

(イ)候補者の履歴書

(ロ)発表論文のリス

(ハ)主要な研究論文，

総説，または，こ

れに準ずる印刷物

を5編以内

日本放射線化学会技術賞授賞規定

(賞の名称、)

本会に日本放射線化学会技術賞を設ける。

(賞の主旨)

放射線化学の応用研究を奨励することを目的とす

る。

(受賞資格)

放射線化学の応用または技術開発に関して特に顕

著な業績のあった会員(個人またはグループ)を対

象とし，同一業績について 4名以内の連名で受賞す

ることが出来る。年間 1件以内とする。

(選考方法)

会員の推薦に基づき，選考委員会で候補者の選考

を行い，理事会で決定する。

(選考委員会)

本会会長が委員長を委嘱し，理事及び理事経験者

の中から委員長より委嘱を受けた委員若干名をも っ

て構成する。委員の委嘱にあたっては，委員長は会

長と協議するものとする。

(賞の内容)

受賞者には賞状と記念品を授与する。

日本放射線化学会技術賞推薦要領

1.受賞候補者の推薦は，本会会員に限る。

2.推薦にあたっては，候補者の業績要旨を含む推薦

理白書(1000字以内)に下記の書類を添付して送

付する。送付先は日本放射線化学会技術賞選考委

員長とする。

(イ) 候補者の履歴書

(ロ) 発表論文，特許のリスト

(ハ) 主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる

印刷物を 5編以内

3.推薦書類の提出期限は毎年12月末日とする。表彰

は次年度の放射線化学討論会の際に行う 。

放射線化学



• 

賛助会員 名 簿

旭 化 成 工 業 株 式 会 社

株 式 会社英光社

株 式 会 社荏原製作所

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センタ一

三 和化工株式会社

四国電力株式会社

株式会社シード

住 友 化 学 工業株式会社

住友重機械工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住 友 電 装株式会社

住 友 電 気 工 業 株 式 会 社

中 国 電 力 株式会社

中部電力株式会社

東海ゴム工業株式会社

東京電力株式会社

東燃タピルス株式会社

東 北 電力株 式 会社

日本原子力研究所

日本電子株式会社

日新ハイボルテージ株式会社

日 立化 成工 業株 式会 社

古河電気工業株式 会社

北海道電力株 式会社

北陸電 力 株式会 社

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

(アイウエオ順)

77 



放射線化学第 55 号

平成 5年 3月28日 印刷

平成 5年 3月31日発行

発行所 日本放射線化学会

干370-12 群馬県高崎市綿貫町1233

日本原子力研究所高崎研究所内

電話 (0273)46-1211 

編集委員 長志 田 忠 正

編集委員 大道英樹 鷲尾方ー

市川恒樹 河内宣之

橋本昭司

振替口座長 野 4-34599 

銀行口座富士銀行高崎支居 912562

口座名日本放射線化学会

発行人 佐藤章

印刷所株式会社サン制作

電 話 (03)3241-1602


	7463
	8233
	8234
	8235
	8236
	8237
	8238
	8239
	8240
	8241
	8242
	8243
	8244
	8245
	8246
	8247
	8248
	8249
	8250
	8251
	8252
	8253
	8254
	8255
	8256
	8257
	8258
	8259
	8260
	8261
	8262
	8263
	8264
	8265
	8266
	8267
	8268
	8269
	8270
	8271
	8272
	8273
	8274
	8275
	8276
	8277
	8278
	8279
	8280
	8281
	8282
	8283
	8284
	8285
	8286
	8287
	8288
	8289
	8290
	8291
	8292
	8293
	8294
	8295
	8296
	8297
	8298
	8299
	8300
	8301
	8302
	8303
	8304
	8305
	8306
	8307
	8308
	8309
	8310
	8311
	8312



