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〔巻頭言〕

あらゆるものに歴史がある

東海大学総合科学技術研究所 大 野新一

あらゆるものに歴史がある。自分自身のこと、家族

のこと、生まれ育った故郷の山々のことについては、

われわれは時にその歴史を想う。地球、宇宙、生命な

どの歴史についても、関心を抱く人はずいぶんと多い。

古学も、このところ発掘ブームで賑わっている。

歴史に関心を寄せるのは、つまるところ自分自身と

周りの環境をより良く知ることに繋がるからであろう。

環境のなかには、社会環境だけでなく、自然環境もある。

自然そのものの理解への憧れも、その根源は自分を良

く知り、より良く生きることに重なる。

では、われわれが毎日使っている水の歴史はどうか?

水道、河川、山、雨、雲、海とたどることはできても、

物質としても水がいつ、どこで、どのような反応によ

ってつくられたかとなると、考えさせられる。宇宙誕

生後10-30万年では、およそ1080個の水素原子とその

数%のヘリウム原子と膨大な数の光、それにもしかす

ると未知のダークマターだけだったとされる。当時の

光は原子をイオン化できない程度の低エネルギーである。

膨張宇宙の温度は下がる一方、放射線はまだ存在して

いない。やがてところどころで、重力による水素原子

どうしの収縮とそのことから生じるエネルギー解放が

こる。解放されるエネルギーは、星のなかの核融合

を通して元素合成とその放出(たとえば超新星爆発)

を引き起こす。それからようやく放射線誘起の反応

(イオン分子反応)により水、メタン、アンモニアなど

が生まれた。同様に超新星爆発のさいに放出された塵

(ダスト)上に、極低温度になるにつれて周囲からの水、

メタン、アンモニアが凝縮し、そこに宇宙放射線や紫

外線が照射されて、今度は有機合成がはじまる。この

Everything has its own history 

OHNO Shin-ichi 

ような有機物、もしくは高分子を含むダストが集積し

て現在の太陽系が生成されたと考えられている。した

がって放射線化学の始まりは、現在の知識では、宇宙

誕生後の最初の星の爆発(数十億年後)以後、そして

太陽系のできるいまから必億年以前ということができる。

放射線化学の研究の歴史は、 100年前、ラジウム塩

水溶液の分解反応が注目されたときであろう。それか

ら放射線の人体への影響、原子炉冷却水の分解、そし

て高分子を中心とする放射線利用など、われわれの生

活に直接に役立つことを求める技術として発展する一方、

他方では、電子の動きや高速反応の解明という他の科

学の目的に役立つ道具として使われてきた。

試みに、何かある物質が与えられたとしよう。その

もののもつ性質、構造などの正確、そして充分なだけ

の情報があれば、それに基づいて、そのものをわれわ

れに役立たせるための技術は育つであろう。しかしそ

のものを理解したとは言えないのである。

技術としての放射線化学から、科学としての放射線

化学が一人前になるには、少なくとも結果として、放

射線と化学物質の歴史に関心が向けられる状況が必要

ではなかろうか?

さらに、言わせていただけば、 “私の"放射線化学

への思いにも歴史がある。思いは時とともに変わり、

進化する。もちろん、この拙稿を読んでくださる方、

それぞれに思いがあり、その歴史がある。放射線化学

会は、そうした思いの集合なのである。ちなみに、こ

こで掲載させていただく写真は、私の思いの歴史のな

かに残る小さな残照である。

Tokai University， Research Institute of Science and Technology 
干151心063 東京都渋谷区富ケ谷2・28

電話:03-3467-2211 FAX: 0与3467.・6177

E-mail:PXS1∞42@凶卸serve.or.jp
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〔展望・解説〕

ハロカーボンの放射線分解反応

照射効果を用いた有機ハロゲ、ン化合物の分解処理

東京都立産業技術研究所下川利成・中川清子

Abstract 

τbis review is concerned wi白血eradiolytic decomposition of aromatic and simple aliphatic 

halocarbons in alkaline alcohol solutions， and the main reaction of radiolysys is dehalogenation.百1

radiation-induced decomposition of polychlorinated biphenyl， chlorinated benzene， an 

chlorof1uorocarbos as environmental pollutants is etfective仕切tment-method，and the mechanism of 

etfective dehalogenation of halocarbons in alkaline 2・propanolsolution is described. 

Key W ords : Halocarbons， 2-Propanol， Dehalogenation， Radiation-induced decomposition 

1. はじめに

いろいろな有機溶媒中で有機ハロゲン化合物に放射

線を照射すると、解離的電子補足反応によって、脱ハ

ロゲン反応が起こり、分解することはよく知られてい

る1)。その反応は(1)のように書き表されている。

RX + e一一一一一..R' + X- (1) 

通常、炭化水素系の溶媒中ではこの反応のG値は小さい。

沢井ら2}はShermanらによる中性およびアルカリ性ア

ルコール中でのNz03)、CC144)およびmethylhalide5 ) 

が比較的大きな分解の G値を示す報告に着目した。

Radiation-induced Decomposition of Ha1ocarbon泊a1kallne

Shermanらの結果によればアルカリ性にしたアルコー

ルの中でも 2-プロパノールは最も高い脱ハロゲン化

効率を示した。そこで、この反応系を中心にして様々

な有機ハロゲン化合物の分解反応について、塩素系化

合物を主にして解説する。

2. 芳香族塩素化合物の放射線分解反応

2. 1塩化ビフェニル(PCB)

PCBの汚染問題は、昭和 43年北九州市にあるカ

ネミ倉庫(株)の 「カネミライスオイル」により西日

本一帯で起こ った人体障害事件や鶏の大量死事件な

によりクローズアップされ、また現在環境ホルモンの

Tokyo me仕opolitan Indus凶al Technology Research Institute 
Toshinari Shimokawa 
Tokyo me仕opolitan Indus凶al Technology Research Institute 
Seiko Nakagawa 
下川利成

干158心081 東京都世田谷区深沢2-11-1
東京都立産業技術研究所放射線利用施設

電話:03-3702-3116 FAX: 03-3703・9768 E・MAILShimokawa.Toshinari@iri.me仕o.tokyo.jp
中川清子

〒115-8586 東京都北区西が丘3-13ー 10
東京都立産業技術研究所

電話:03-39~ト2151 FAX: 03-390ら2182 E-MAIL: Nakagawa.Seiko@iri.metro.tokyo.jp 
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にすぎない。沢井ら 7)は分解効率を向上させるため、

KOHを2ープロパノール中に溶解した溶液中でPCB

の市販品であったカネクロール(KCと略称)を用いて

分解を検討した。酸素を除去した試料にコバルト印

でガンマ線を照射すると白濁し、やがて沈殿するのが

認められた。図 lに照射した時の水酸化物イオンと塩

化物イオンの濃度変化を示す。図によると水酸化物イ

オンの減少に伴って塩化物イオンの生成が認められた。

図2にKC-300*を用いて分解生成物である塩化物イ

オン、アセトン及びピフェニルの生成と吸収線量の関

係について示した。KC-300はほぼピフェニル骨格

に3個の塩素が置換したものである。図 2からほぼ3
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ノール中での未照射試料と照射試料のガスクロマト

グラムのパターン
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吸収線量 10句V/g

放射線照射によるO.5%KC-300を含むO.2molア

ルカリ性2ープロノTノール中での分解生成物の濃度

変化

0:塩化物イオン ・:アセトン

dose rate:1.1XI018eV/gh 

KC-300、400、500はそれぞれ置換してpる塩素原

子数の平均値を表わす

ム:ピフェニル

図2

個の塩化物イオンが脱離し、 PCB(KC-300)がピフ

ェニルまで分解していることがわかった。またアセト

ンは溶媒である 2ープロパノールから生成するものと

推定される。図 3に照射した試料と未照射試料のガス

クロマトグラムのパターンを示した。 GC-MSの測

定結果からピーク lは1塩化物、ピーク 2と3は2塩

3 

一種として再び問題となっている。

PCBを γ線照射によって分解する試みは最初

100ppbの水溶液で行われた 6)。しかしその分解効率

は小さく、 100kGyの放射線照射で8ppbまで低下した

第 66号 (1998)



化物、ピーク 4から 6は3塩化物そしてピーク 7は4

塩化物であると同定された。

PCBはよく知られているように多種の異性体が存

在するため、そのガスクロマトグラムのパターンは複

雑であり、定量分析は困難である。図 4にそれぞれの

ピーク高の変化と塩化物イオンの生成量を示した。こ

れによるとPCBの分解はアルカリ性 2-プロパノール

溶液中では脱塩素反応が進み、しかも連鎖的反応で進

行するものと推定される。これらの結果に基づいて、

連鎖脱塩素反応のプロセスは以下のように考えること

ができる7)。

{CH.).CHOH JrIゆ R-， eー白川 otbetpr叫w:ts (2) 

CllHlIt-_ C1.. + e-ω ー→・C1.R..-..CI.-1+ Cトリ)

R. + (CH.)~CHOH ー→ (C~)aaofi -+-RH (" ) 

.C.量Hto-.cr←l+ (l:H.II)IUHOH ._-・
C1aH，.-司令~a←1 + (CH$).COH ( ~ ) 

(Clち)冒COH+ OH-戸== (CHa)sCO・+1-4018' ( fj ) 

(CH.) ICO --1-CIIHμ_.Cl..一-
(CH苫)，CO+ ・CuH_ー 圃Cl.-1 + CI-(7) 

(CH.l.CO" + CuH.Cl -一→
(CH$)"α) + 'CuH. + CI・ 00

-Cl1"， + (CH.)tCHOHー→ C"H，n+ (CH.)1COH (B) 

乙の連鎖反応のなかで (CH3)2C 0・からの電子の供

与が重要である。これは電子と反応性が高い酸素や電

子捕捉剤の存在で脱塩素反応が阻害されるという結果

によっても支持される7，8)。しかしながら、 PCBは前

述したように異性体の個々の定量は困難であり、連鎖

脱塩素反応の詳細については推定の域をでなかった。

この連鎖脱塩素反応のプロセスを調べるため、沢井

らは 5塩化ベンゼンをモデル物質として詳細な検討を

行った。

2. 2. 5塩化ベンゼンによる反応機構

沢井ら 9)は5塩化ベンゼンをKOHでアルカリ性

としたいろいろなアルコール溶媒中で γ線を照射し、

脱塩素効率を調べた。その結果を表 1に示した。

表1から 2ープロパノール中での分解効率が最も高

いことがわかる。また第2級アルコールは第 1級アル

コールと比較して分解効率が高い。

図5に5塩化ベンゼンのアルカリ性2ープロパノー

ル中での分解の様子を示した。図 5によれば5塩化ベ

ンゼンは 4塩化ベンゼン→3塩化ベンゼン→ 2塩化ベ

4 
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吸収線量 10'・eV/g

図4 放射線照射による US%KC一300を含む0.2mol

アルカリ性 2-プロパノール中での分解生成物

のピーク高の変化

....:te仕achlorobiphenyl ム:仕ichlorobiphenyl ・:dichlorobiphenyl 0: monochlorobiphenyl 

⑩: chloride ion 塩化物イオン)

dose rate: 1.1X 1018eV /g h 

表1 O.2molのKOHーアルコール溶液中での

5塩化ベンゼンの分解により生成する塩化物

イオンのG値

アルコール G(Clー)

メタノ-)レ 20 

エタノール 70 

1ープロパノール 28 

2-プロノfノール 3，900 

1-プタノール 30 

ンゼン→塩化ベンゼンの順に分解して行く事がわかっ

た。 ζの結果から脱塩素反応は連鎖反応で進行するが、

そのプロセスは塩素が 1原子ずつ脱離していくものと

推定される。沢井ら 9)はまた生成物と分解物の物質

収支を詳細に検討し、連鎖脱塩素反応の機構を確認した。

その結果、 PCBの分解反応で推定した反応のプロセ

スがほぼ正しい乙とを報告した。

放射線化学



下川と沢井 10)はアルカリ性にした 2-プロパノー

ルに着目し、置換数や構造の異なる塩化ベンゼン類や

アルカリイオン (0H-)濃度を様々に変化させて検

討し、連鎖脱塩素反応の機構を研究した。表 2にlか

表 2 0.2molのKOH-アルコール溶液中での塩化べ

ンゼン類のガンマ線照射により生成する塩化物

イオンのGfI直

塩化ベンゼン G(Cr) 

5塩化ベンゼン 6，500 

1，2，3，4-4塩化ベンゼン 3，500 

1，2，3-3塩化ベンゼン 480 

1，2・ 2塩化ベンゼン 13 

1塩化ベンゼン 2.0 

6 

4. 2
・7
0
F

漉
度

2 

。 2 4 6 8 10 12 

吸収線量 1018eV/g 

図5 O.3molアルカリ性2-プロパノール溶液中での放射

線照射による5塩化ベンゼンからの分解生成物の濃

度変化

①:penta Q:1，2，4，5+1，2，3，5-te仕a

・:1，2，3，4-te仕a ム:1，2，4-tri & : 1，3，与制

.:1，2，3戸凶図:1，4-di口:1，3-di ・:1，2-di

マ:monochlorobenzene

dose rate:5.05XI018eV/gh 
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ら5塩化ベンゼンの初期の分解で生成する塩化物イオ

ンのG値を示した。G値の大きさはこれらの化合物の

電子との相対的な反応速度と相関している 11)。

これらの塩化ベンゼン類の分解では水酸化物イオン

の消費量と塩化物イオンの生成量は対応していること、

アセトンの生成が主な連鎖停止反応であることが指摘

された。これらの事実はPCBの放射線分解で推定さ

れた連鎖脱塩素反応の過程を支持している。

塩化ベンゼン類のアルカリ性 2-プロパノール溶液

中での実験結果から、放射線による分解反応の機構は

連鎖脱塩素反応によることが確かめられた。この反応

機構の解析からケチルラジカルアニオンからの塩素化

合物への電子移動が最も重要なプロセスであることが

わかった。これらの結果からアルカリ性 2ープロパノ

ール溶液は放射線照射による有機塩素化合物の分解処

理は優れた反応系であると結論することができる。

そこで、以下にオゾン層破壊物質であるフロンおよ

びハロンについてのアルカリ性 2-プロパノール中で

の放射線分解反応について紹介する。

3.アルカリ性 2-プロパノール中での指肪族ハ口

ゲン化合物の分解反応

ここではオゾン層破壊物質として知られているフロ

ン類とハロン類の放射線分解について紹介する。

3. 1.フロンの分解反応立)

ブロン類(クロロフルオロカーボン)は化学的にも

熱的にも安定な化合物であり、また人体に対する毒性

もほとんどないことから様々な産業で利用されてきた。

特にエアコンなどの熱媒体や半導体やプリント基盤の

洗浄剤などに広く使用されていた 13)。フロンの特異

的な性質は塩素化およびふっ素化された炭素の特性に

起因すると考えられている。ローランドによりフロン

がオゾン層破壊の原因物質であることが指摘され、さ

らにオゾンホールが発見されると世界中でフロンの規

制が検討され、使用の制限および禁止が実施されるこ

とになった。このような措置に伴い、回収されたフロ

ンの分解処理が求められるようになった。

そこで、我々は特定フロン 113の放射線照射による

分解処理を、アルカリ性2ープロパノール溶液中で検

討した。

フロン類の構造と名称は化学で一般的に使われる名

称と異なっている 14)。そこで図 6にフロン 113の化学

構造を示す。
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アルカリ性2-フ。ロパノール中におけるフロン113の

放射線照射による分解と分解生成物フロン123の様

子

圃フロン113(CCIFzCClzF) 

0:フロン123(CCIFzCCIFH) 

図8

フロン113の化学構造

180 

160 

図6

減少していくことがわかった。分解生成物であるフロ

ン123は一度増加するが吸収線量がさらに増加すると

減少してゆく。

図9にフロン 113とふっ化物イオンの変化について

示す。この図からふっ化物イオンはほとんど生成しな

いことがわかった。この事実はフロン 113の分解生成

物であるフロンロ3がさらに減少する時の反応も脱塩

素反応であることを示唆している。これらの結果から、

フロン 113の分解反応はPCBや塩化ベンゼン類のプ

ロセスと同様であると考えられる。

ー←フロン113
__ [r-] 

0.09 

~ 
@ 

10 

アルカリ性2ープロノTノール中での放射緩照射による

フロン113のガスクロマトグラムのパターン変化

①:未照射 ②:1.6kGy 

ブロン113:0.17mol 水酸化物イオン:O.3mol
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アルカリ性2ープロパノール中におけるフロン113の

放射線照射による分解とフッ化物イオンの生成

学イ七線射

吸収線量 (kGy)

放

図9

図7にアルカリ性 2-プロパノール溶液中で照射し

たフロン 113試料のガスクロマトグラフによる測定結

果を示す。図 7によるとフロン 113のピークの直前に

未知のピークが認められる。乙のピークはガスクロマ

トグラフ質量分析計の測定結果からフロンロ3である

ことがわかった。フロンロ3はフロン 113に置換して

pる塩素原子が 1個水素と入れ替わったものである。

また、放射線照射したフロン 113試料中にはPCBや

塩化ベンゼン類と同様白色沈殿が認められ、塩化物イ

オンが生成している。図8にガンマ線照射したアルカ

リ性 2-プロパノール溶液中でのフロン 113とその分

解生成物の吸収線量による変化を示す。との結果から

吸収線量の増加に伴ってフロン 113のピークは急激に

6 
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図10 ハロン2402の化学構造

その他、フロン 113をモレキュラーシープに吸着さ

て放射線照射により分解する方法が研究されてい

る15)。このような吸着系でも 2-プロパノールを共

存させることにより、分解効率が向上するという結果

が報告されている。

3. 2.ハロンの分解反応路)

よく知られているようにハロン類はフロン類と同様

オゾン層破壊物質である。ここではハロン2402の放射

線分解について述べる。図 10にハロン2402の化学構

造を示す。ハロン2402のメタノール、エタノールおよ

び 2-プロパノールのなかで、放射線分解処理法に適

したものはやはり 2-プロパノールである。アルカリ

性 2ープロパノール中にハロン 2A02を加え、窒素ガ

ス通気後コバルト60でガンマ線を照射すると脱臭素反

応が連鎖反応で進行し、効率良く分解された。フロン

の分解反応との比較から、臭化カリウムの生成が予測

される。蛍光X線分析の結果から照射後の試料に観察

れる白い沈殿は析出した臭化カリウムが主成分であ

ることがわかった。

ハロン 2A02を加えたアルカリ性 2ープロパノール

中で照射した試料のガスクロマトグラムのパターンは

フロンの場合と異なり、分解生成物のピークは検出さ

れなかった。

ハロン 2A02の場合、分解効率はフロン 113の分解

効率より、高い値を示す。これは中川ら17)によって

負イオン化学イオン化質量分析計を用いて測定された

フロンおよびハロンなど Cl、Czのハロゲン化合物

の脱ハロゲン化の速度比と関係している。さらにハロ

ン2A02から臭素が 1原子脱離したラジカルの安定性

とも関係しているものと推定される。ハロン類のアル

カリ性2ープロパノール中での反応機構はフロン類より、

複雑であり今後の検討が必要である。しかしながら、

第 66号(1998)

前述したように分解効率は高いため、放射線分解処理

は有効である。

4.電子線加速器による分解処理

各種のハロカーボンについて、 γ線による分解処理

について解説してきた。筆者らは電子線加速器に関す

る研究はほとんど、行っていないが、最近の研究例をい

くつか紹介する。

環境問題への放射線プロセスの利用として実用化し

ているものに、電子線による排煙処理 18)がある。 有

機ハロゲン化合物の電子線加速器による処理もまた有

力な手段であると考えられている。筆者らが興味をも

った研究として箱田ら 19)の報告がある。彼らaJ)はク

ロロエチレンなどクロロエテン化合物の電子線照射に

よる分解法について検討し、その有効性を実証した。

彼らはモノクロルベンゼンについても電子線による分

解法を検討している。その結果、エアロゾル化した試

料に電子線を照射すると分解効率が向上することを報

告している。電子線による分解法の場合、燃焼法など

と異なりダイオキシンの発生の恐れは無いものと考え

られ、従来の方法に比して安全性が高い。最近、

AL-Sheikhlyら忽)によってPCBの電子線照射による

脱塩素反応についての研究が報告されている。彼らは

2塩化ピフェニルをモデル物質として用い、水ーメタ

ノール中での分解反応を調べている。その結果、溶媒

をアルカリ性にすることで脱塩素効率が条件によるが

約3)倍程度まで増加することを見いだした。電子線

照射による研究は実用化に向けて重要であり、今後の

成果が期待されている。

5.まとめに替えて

放射糠照射によるハロカーボンの処理は農薬や環境

ホルモン等が話題になっている今日、最も実用化に近

い放射線照射効果利用技術のーっとして注目されている。

解決すべき問題はまだ残されているが、放射線源とし

て核燃料廃棄物を再処理したガラス固化体を使用し、

アルカリ性 2ープロパノール中でフロン 113を分解す

る研究 22)など実用化のための検討が開始されている。

ガラス固化体を照射用線源として利用できれば、分解

処理に要するコストは大幅に低減する。コストの点か

らもこれらの研究の成果が待たれる。

本稿で紹介した文献以外にも内部資料となっている

報告書類もあるが現在入手困難なものもある。詳細な

情報を知りたい方は筆者に連絡して頂ければ幸いである。

できる限りの資料・情報提供をしたいと考えている。

7 
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〔展望・解説〕

放射線による突然変異と発癌の原因となる長寿命ラジカル

長崎大学薬学部放射線生命科学研究室 渡 漫 正 己

Abstract 

Many researcher studying凶訂eaof radiation biology have been believed出atactive short lif，令timeradicals such as 

OH and H radicals， playan important role to express biological e宜ectsof radiations in cells， such as cell killing and 

mutation induction. However， we recently found a new type of radicals wi出 longlife-time in cellsσu2>20hr) using 

SR method and it may be more important in mutation induction出組曲eactive short-live radicals. When cells were 

eated wi血 radicalscavengers such as DMSO and vitamin C just before irradiation， short life-time radicals were 

scavenged well. However， if cells were treated with scavengers after irradiation， vitamin C scavenge the long life-time 

radicals， but D MSO did not In addition， vitamin C trea也lentafter irradiation drastically reduced mutation frequency 

at HPRTlocus in human cells， but DMSO仕ea伽lentdid notτbese results suggested血atmutation is probably caused 

by the presence of radicals wi出 along lifetime in the cells， rather出加 shortlife-time radicals. Vitamin C reac臼 wi出

long life-time radicals e箇ciently，resulting in the decrease of the mutation induction. 

1.はじめに

放射線の遺伝的影響は、放射線分解で生じたラジカ

ルによるDNA損傷が直接の原因であると考えられて

いる。加えて、生体の80%以上は水であるため、放射

線の生物影響の主因となるラジカルは、水の放射線分

解によって生ずるOHあるいはHラジカルであると推

測されている。しかし、こうした推測は、放射線によ

って生じたラジカルを直接測定した結果をもとになさ

れたものではなく、ラジカルエネルギーを化学物質で

捉させ、その結果起こった化学反応の反応常数をも

とになされたものであり、生体内における実際の姿を

反映しているか疑問である。そこで、我々は、放射線

照射された細胞内で実際に起きているラジカル反応を

直接捕え、突然変異や発がんなど生物学的影響の原因

となるラジカルを特定する目的で、細胞内ラジカルを

電子スピン共鳴法(ESR法)を用いて測定することを試

み成功した1)。本稿では、これまでの我々の研究結果

から、放射線による遺伝的影響の原因となるラジカルが、

常温で安定した高分子有機ラジカルである可能性を紹

介する。

2. X線照射された細胞内には常温で安定な有償物ラジ

カルができる

まず、細胞を通常の活性化エネルギーを介したラジ

カル反応がほとんど起こらない液体ヘリウム温度

(4.2K)に凍結し、 X線照射によって生ずるラジカルを

測定した。その結果、 4.2Kで照射された細胞に、 OH

やHラジカルとともに有機ラジカルの特徴である非対

称スペクトラム構造を持つラジカルが生ずることがわ

かった1)(図 1)04.2KIこおける照射によりシリアンハ

ムスター胎児 (SHE)細胞内に直接生成した水素原子、

OHラジカルおよび有機物ラジカルの割合は、 12%、

Radiation-induced Long-lived Radical Which Causes Mutation and Transformation 
Laboratory of Radiation and ufe Science， School of Pharmaceutical Sciences， Nagasaki University 
Masar凶WATANABE
干852・8521長崎市文教町1・14

1・14Bunkycトmachi，Nagasaki 852-8521， Japan 
電話(ファクシミリ兼用 095-844-5504 E-mail: nabe@netnagasaki-u.ac.jp 
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a.無処理

b.ガンマ一線照射

c.照射2時間前から
照射終了時まで
ビタミンCで処理

d.照射20分後から
ビタミンCで
2時間処理 ↓~十

H --+-
30G 

Lー皿..J

図 1 常温(22
0

C)で5kGyのガンマ一線を照射された

シリアンハムスター胎児由来細胞内に生じた長

寿命有機ラジカル (T1/2=20時間)のビタミンC

処理による捕捉。驚くべきことに、ビタミンC

処理が放射緩照射の後であっても、長寿命有機

ラジカルを効率良く捕捉できる。

72%そして16%であった1)。この細胞を、液体窒素温

度σ7K)、液体メタン温度(111K)へ順次昇温するにつ

れて、 OHやHラジカルのような活性の高いラジカルは、

自己再結合や周辺の物質との作用によって急激に消滅

するが、常温 (295K)まで昇温しでも、安定して存在

し続ける有機ラジカルが存在することが判った。細胞

を常温で照射しでも同様に有機ラジカルが生ずるが、

生成量は、 77Kのおよそ1/100であった1)。常温および

77Kのいずれの温度においても、この有機物ラジカル

の生成に係わるg値は2.005であり、どちらの温度にお

いても同じラジカルが生じていると思われる。有機ラ

ジカルが非対称のスペクトラム構造を持っているので、

酸素が関与した酸化ラジカルであることが予想されるが、

窒素雰囲気下でも生成されるので、このラジカルの生

成には、酸素は関与していない。この有機物ラジカルは、

常温でも極めて安定に存在し、半減期はおよそ20時間

10 

3 

相自 占ll ひ~...る • O • フン O • • • • Jヵレ 1 
量

ロロ ロロ ロ

...企...‘ A ‘ 』‘。。 10 20 

照射後の時間

図2 ガンマ一線を照射されたアルブミンおよびシリ

アンハムスター胎児細胞における有機ラジカル

の消長。0.6kGy(企)，1.4kGy(口)，およひ~4.3kGy

(・)のガンマ一線を照射されたアルブミン水溶

液中(10%w/v)に生じた有機ラジカルの220Cにお

ける減衰;5kGyのガンマ一線を照射されたシリ

アンハムスター胎児細胞に生じた有機ラジカル

の22
0

C(O)および3TC(・)における減衰。

である2)(図2)。この半減期は、 OHラジカルや水素原

子の常温における寿命、 (70ナノ秒一200マイクロ秒)

と比較してはるかに長い。

従来、 DNAやタンパクなど生体高分子に生ずる

ラジカルの多くは、 OHラジカルや水和ラジカルな

反応性の高いラジカルを介して間接的に生ずると考え

られていた。しかし、我々の結果では、 4.2Kという極

低温においても総ラジカルの16%にもおよぶ高分子の

有機ラジカルが生じていることになる。乙の温度では、

いかに反応性の高いOHラジカルといえども通常の化

学反応を起こさないので、 4.2Kで生ずる有機物ラジカ

ルの生成にOHラジカルは寄与していないだろう 。こ

の凍結細胞を、徐々に昇温して111KにするとOHラジ

カルは、半減期5分程度で消失するが、その減少に見

合った有機物ラジカルの増加は見られなp3)。この結

果も、 OHラジカルが高分子有機物ラジカル生成の原

因ではないことを支持する。従って、我々が注目して

いる有機ラジカルは、放射線照射により直接生じたか、

あるいは、なにか他の活性ラジカルの関与を考えねば

放射線化学



ならなPo現時点まで、我々は、高分子有機ラジカル

が放射線による一次生成ラジカルか二次生成ラジカル

であるか特定できていない。しかし、一つの有力な候

補は水素原子である。水素原子は、原子量が極めて小

さく粒子性とともに波動性を持っている。そのため、

トンネル効果によって活性化エネルギーの障壁を越え

ずにラジカル反応ができることはよく知られている 1)。

そうであれば、 4.2Kという低温でも有機物ラジカルの

誘導に関与できる。

これまで放射線生物学者は、 OHラジカルが放射線

の生物影響の原因ラジカルであろうと考えていた。乙

れは、生体の構成分の80%以上が水であるという事実

と生体高分子は細胞内に均質に分布しているという仮

定に基づいて作られた概念である。乙の概念に添って

水溶液反応系でおとなったラジカルとラジカルスキャ

ベンジャーの反応からOHラジカルの反応速度定数は、

およそ109也n3mol"1s.1である3)。この反応速度定数は、

有機物ラジカルのそれ(0.014dm3mol-1e)と比べて桁違

いに大きい。こんなに反応性の低いラジカルが生体に

重篤な影響を及ぼすのだろうか。乙れまでの生体ラジ

カルの常識からいって、今回、注目している有機ラジ

カルに生体効果を予想することは難しい。

しかし、遣った視点から我々の結果を解釈すると全

く新しい可能性が見えてくる。生体内において生体高

分子は、細胞内に均質の水溶液として存在していると

いう仮定は正しいであろうか?答えは、ノウである。

最近の研究結果は、乙とごとく核や膜などの高分子成

分は、かなり疎水性であることが指摘されているし、

水も結晶水などの型で存在する可能性が高いと予想さ

ーれている。こうした事実を考慮すれば、一転して核内
!盆

伝物質や細胞膜に対する放射線の影響を考えるうえで、

OHラジカルのような水由来の活性ラジカルが主要な

役割を演じているかは大いに疑問である。事実、我々

の結果は、高濃度アルプミン溶液内におけるラジカル

反応は、そのg値から、疎水系における反応を考慮せ

ずには説明できないことを示している3)。また、ジメ

チルスルホキシド (DMSO)溶液内におけるOHラジカ

ルの消長をESR法で観察すると、 111Kで生じたOHラ

ジカルは5分程度の半減期で減衰するにも関わらず、

OHラジカル消失に見合ったDMSOラジカルや高分子

有機ラジカルの増加は見られない1)。ところが、 y線

照射したSHE細胞の致死感受性は、 DMSOの存在によ

って低下する4)0 DMSOは、水溶液系でOHラジカル

を効率良くスキャペンジできることはよく知られており、

このことも、 OHラジカルが細胞死の原因でないこと

第 66号 (1998)

を間接的に示唆するものであろう 1)。放射線分解で生

じたOHラジカルは、その拡散距離が常温でおよそ

20nmと考えられているので旬、細胞の直径が10・30μ

m(核3-10μm)であることを考えると、 OHラジカルの

多くが産生される自由水にみちた部位では、 OHラジ

カルは、致死の原因となる細胞内標的(DNA)と出会う

より前に、発生した場所近傍で自己再結合反応により

消失すると考えるのが自然である。この再結合反応

の反応速度定数は、均質の希薄水溶液中では5.3x109

M-1s-1で、あったへとのように、我々の研究で得られ

た結果は、ことごとく OHラジカルが放射線の生物影

響の主因であるとする仮説に矛盾する。

3.高分子ラジカルは、ビタミンCで効率良くスキャ

J、cンジされる

それではどのようなラジカルが放射線の生物効果の

原因であろうか?残念ながら、我々は、今、この疑問

に正確に答える事は出来ない。しかし、我々は、とれ

まで得られた結果から、今回、注目している有機物ラ

ジカルを有力な一つの候補として考えている。活性が

高く反応しやすいラジカルよりも、活性が低いが細胞

内でいつまでも存在し続けるラジカルは、細胞死への

寄与は少ないが、遺伝的影響の原因となる可能性が高

いのではないだろうか?少なくともこれまでに報告さ

れている実験結果は、 OHラジカルが直接に遺伝子損

傷を誘起していることを証明していない。あくまで反

応速度論的に推測されているにすぎない。

この有機ラジカルは、ビタミンC処理で効率良く消

失することがわかった7)0 X線照射前から照射終了時

までの問、アスコルビン酸(5mM)が存在すると細胞

内における有機ラジカルの生成は顕著に抑えられ

る(図1)。さらに驚くことに、 y線照射20分後からア

スコルビン酸処理を開始しでも細胞内に生ずる有機物

ラジカルの量は激減する。さらに照射後、 20時間経っ

てからの処理でもスキャベンジ効果が観察される。こ

うしたことは、これまで一般に考えられているラジカ

ルスキャベンジャーの作用機序に関する常識では予想

されない。一方、 DMSO存在下で y線照射された場

合には、アスコルビン酸の場合と同様にアルプミンラ

ジカルの生成が抑えられるが、照射後に処理を開始す

るとラジカルスキャベンジ効果は全く見られなかった。

アルブミンラジカルの生成量は、ラジカルスカベンジ

ャーの濃度に依存して減少する。アスコルビン酸は、

DMSOのおよそ1/100の濃度で有効であった1)。
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っている。

ESRで観察される高分子有機ラジカルの生成を85%

抑える濃度(5mM)ηのビタミンCで照射前から照射終

了時まで2時間処理された細胞の生存率(図4)と染色体

異常誘発頻度(図5)は、未処理群のそれと変わらず、

致死および染色体異常の原因を起こすラジカルに対す

る防護効果は認められなかったが、ハイポキサンチン・

グアニン・フォスフォリボシルトランスブエラーゼ

(HPR1)遺伝子座における突然変異頻度を著しく減少

させた(図6)。さらに、驚くべきことは、ビタミンC処

理を照射後20分、あるいは、 20時間を経てから開始し

でも顕著な突然変異頻度抑制効果が観察されたことで

ある。同様にビタミンC処理は、マウス細胞の放射線

誘導細胞がん化を抑制した(図7)。同様の実験を

DMSOで行なうと、ビタミンCの場合と同様に、照射

前から照射終了時までの処理では、生存率、染色体異

常および突然変異のすべての効果を軽減させるものの、

後処理では全く効果が見られないことが判った"の。

照射2時間
前からの
処理

照射20時間
後からの
処理

図 未処理

圏ビタミンC処理
( 5mM) 

扮
白
山

内

4

・b
・

射
か
理

照
後
処

2.0 

1.0 

。

3.0 

相
対
的
細
胞
生
存
率

4.有機物ラジカルは、突然変異の原因ラジカルである

我々は、細胞内に生じた高分子ラジカルとビタミン

Cの反応速度常数(O.014dm3mol九勺は、この反応が水

溶液中で起きていると仮定した場合に予想される反応

速度常数(106_1010也n3mot1s'l)に比べ極端に小さ L仰ので、

このラジカルは、 DNA、タンパクなど高分子成分に

富んだ比較的、疎水性細胞成分内に生じていると予想

している。この予想が妥当であれば、我々が注目して

いる有機ラジカルは、主としてDNAなど生体重要高

分子に存在し、放射線の遺伝的影響に関与している可

能性は高いであろう。こうした観点から、我々は有機

ラジカルの生物効果を知るために、ヒト初代培養細胞

を用いて、放射線照射に伴って誘導されたラジカル量

のビタミンC処理による消長と細胞致死、染色体異常、

突然変異誘発および細胞がん化誘発など放射線生物効

果の発現動態との相闘を調べた。この実験で用いた実

験法を(図3)に簡単に示した。ビタミンC処理は、

5mMで 2時間行なった。照射とビタミンC処理のタイ

ミングの違いで 3つの方法で行なった。まず、第一の

方法では、ビタミンC処理は、 X総照射前およそ2時間

前から行PX線照射終了時に、ビタミン Cを含まない

培養液と交換した。第二の方法では、ビタミンC処理は、

X線照射の20分後から開始した。乙の条件では、 OH

ラジカルなど活性が高いラジカルは、ほとんど消滅し

ている。第三の方法では、ビタミン C処理は、 X線照

射の20時間後から開始した。 ESRの結果では、この時

点で最初に誘起された有機ラジカルのおよそ半分が残

ャンヤキス
令
Hジラ

M

M

 

山

岡

山

南

門
U

円〕

(a)照射前Z崎聞からビタミン亡処竃闘雌

回 +糊
+ 'Z01l. 

x・・射
(b) xtl買射20分後からビタミンC処.岡蛤

~+酬
4・ZO綱

xtl鳳射

(c)xtl.射ZO崎圃益からピヲミンC処理闘蛤

4 
X館周射

ビタミン C処理による放射線誘導細胞致死率の

修飾。処理群の相対的細胞生存率は、未照射で

ビタミン C未処理細胞の生存率に対する比で示

した。ビタミン Cは、 5mMで2時間処理した。 X

線は3Gyを照射した。いずれも左カラムがビタ

ミン C未処理群の結果を、左カラムがビタミン

C処理群の結果を表している。ビタミン Cによ

る処理の有無は生存率に全く影響しない。照射

後20時間処理群で生存率が上昇しているのは、

照射後の高密度培養によって致死損傷の修復が

起きたためである。

学イじ線射放

図4

巨日+酬

実験法の概略。ビタミンC処理は、照射前(司、

照射直後(b)および照射20時間後(c)に開始し2時

間おこなった。ビタミンC処理は、培養液5mM

濃度でビタミンCを含有する培養液と交換する

ことによって開始し、処理終了後、再び通常培

養液に換え生物効果の試験を行なった。 X線照

射は、 0.4Gy/minの線量率で常温で行なった。

20lIl陶

図3
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ビタミン C処理による放射線誘導突然変異頻度

の修飾。突然変異は、 6チオグアニン抵抗性細

胞の出現を指標にしてハイポキサンチン・グア

ニン・ホスホリボシルトランスブエラーゼ遺伝

子座における突然変異頻度を算定した。処理群

の相対的突然変異頻度は、未照射でビタミン C

未処理細胞の突然変異頻度に対する比で示した。

ビタミン Cは、 5mMで、2時間処理した。X線は

3Gyを照射した。いずれも左カラムがビタミン

C未処理群の結果を、左カラムがビタミンC処

理群の結果を表している。ビタミン C処理によ

って突然変異がほぼ完全に抑えられている。し

かし、照射後20時間処理群で突然変異頻度が減

少しているのは、照射後の高密度培養によって

突然変異損傷の修復が起きたためである。

図6
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ビタミン C処理による放射線誘導染色体異常頻

度の修飾。処理群の相対的染色体異常頻度は、

未照射でビタミン C未処理細胞の染色体異常頻

度に対する比で示した。ビタミン Cは、 5mM
で2時間処理した。 X線は3Gyを照射した。いず

れも左カラムがビタミンC未処理群の結果を、

左カラムがビタミンC処理群の結果を表してい

る。ビタミン Cによる処理の有無は染色体異常

頻度に全く影響しないが、照射後20時間処理群

で染色体異常頻度が低下しているのは、照射後

の高密度培養によって染色体異常損傷の修復が

起きたためである。

図 5

F E B C D 
細胞処理条件

A 

ビタミン C処理による放射線誘導細胞癌化頻度
の修飾。ビタミン Cは、 5mMで2時間処理した。
X線は3Gyを照射した。 5mMのビタミン Cの2
時間処理で自然癌化頻度は倍加するが、 6Gyの
X線照射は、細胞癌化を5倍程度に促進する。
ビタミンCは、放射線誘導細胞癌化率を約半分
まで低下させる。処理条件 :A;未処理対照群、
B;ビタミンC(5mM)を含む培養液で 2時間処
理、 C;培養液交換の2時間後に6Gy照射、 D;
ビタミンC(5mM)を含む培養液で 2時間処理後
6Gy照射、 E;6Gy照射後培養液に交換、 F;6Gy 
照射後ビタミンC(5mM)を含む培養液で2時間
処理。

図7

これらの結果は、ビタミンCで特異的にスキャベン

ジされる高分子有機ラジカルは、細胞の生死に関与し

ないが、照射後長期間に渡って存在し突然変異や細胞

がん化の原因となることを意味している。ビタミンCは、

この高分子有機ラジカルを効率良くスキャベンジする

能力を持つ。

これまでのESRのシグナルを解析すると、本研究で

注目するラジカルは、非対称の型などの特徴からその

図 未処理
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生成に酸素が関与する過酸化ラジカルと予想できる。

このことは、細胞膜で発生した活性酸素ラジカルが放

射線応答現象に関連する遺伝子発現のシグナルとなる

という報告とともに、突然変異の原因となる細胞損傷

が活性酸素を介して生ずる可能性を示唆する。そこで、

有機ラジカルの生成と突然変異頻度が酸素の存在の有

無によって影響されるか否かを検討した。その結果、

窒素雰囲気下で照射された細胞内にも、酸素雰囲気下

で照射された際と同様に有機ラジカルが誘導されるこ

とが判った。このととは、この有機ラジカルの誘導に

酸素が直接介在していないことを意味する。しかし、

放射線で誘導される突然変異頻度は、窒素置換するだ

けで半減する。窒素置換したうえでX線照射し、かつ

ビタミンC処理を行なうと放射線で誘導される突然変

異頻度はほぼ完全に抑制された。細胞の致死や染色体

異常誘導は、窒素置換によって抑制されるが、ラジカ

ルスカベンジャー処理によってその効果が促進される

ととはなかった。

これらの結果を総合すると、放射線による突然変異

の主因となるラジカルは、これまで考えられていたよ

うに反応性の高P(短半減期の)OHやHラジカルでは

なく、今回、注目している高分子有機ラジカルである

と予想できる3，4)。この高分子有機ラジカルの生成には、

酸素は直接関与していないだろう。ビタミンC処理に

よってマウスm5s細胞の細胞がん化も抑えられる。こ

れらの結果を踏まえて、我々は、 “長寿命有機ラジカ

ルは、致死の原因とならないため生体内に安定に存在

し続け突然変異や発がんの主因となる"と予想している。

5.考察

近年、放射線発癌、ウィルス発癌、化学発癌の発癌

機構が遺伝子レベルで理解されるようになって、フリ

ーラジカルが遺伝子に突然変異を起こすことが発癌の

主因であると考えられるようになった。もし、本稿で

指摘する高分子有機物ラジカルが突然変異の主因であ

るとすれば、それは致死的でないのでかえって発癌を

助長する可能性が高い。これらの仮定が正しPとすれば、

ビタミンCは、高分子有機ラジカルの発生を抑えるば

かりか、細胞内に既に安定して存在するこのラジカル

も効率的にスキャベンジできるので、発癌抑制におい

て重要な役割を演ずる可能性は高い。事実、放射線発

癌に対するビタミンCの投与は、細胞癌化実験でも動

物発癌実験でも発癌のプロモーション過程を抑えるこ

とによって発癌抑制効果を現すと予想されている11・凶。

ビタミンCはX線ばかりでなく 3・メチルコラントレン

14 

など化学物質による発癌も抑制する15)。また、紫外線

によるマウス皮膚腫療の発生率を抑制する16，1η。しかし、

一方では、ビタミンCは必ずしも癌や突然変異に対し

て抑制的、または生体防御的に働くわけではないこと

も指摘されている。例えば、ヒトと違って生体内での

アスコルビン酸の生合成可能なラットに多量のビタミ

ンCを投与するとかえって過酸化脂質の生成の冗進が

見られる。さらに、 90%酸素濃度に曝されたハムスタ

ー細胞では、通常の酸素濃度(20%)より染色体異常頻

度が増加し、細胞生存率が低下するが、その原因は、

高い酸素濃度のために起きる酸化ダメージの増加がそ

の原因と考えられている。この仮定が正しければ、坑

酸化剤であるビタミンCの処理によって染色体異常頻

度の低下と生存率の改善が期待されるが、かえってe

色体異常の増加、致死効果の増強が見られたという

18，19)。このように、ビタミンCは、生体内において抗

酸化作用を持つと同時に酸化促進作用を持つなど、相

反する作用をもっている20)。我々も、マウスm5s細胞

を用いた細胞癌化実験系を用いた実験で、低濃度

(0.05mM程度の長時間処理)のビタミンC処理は細胞

癌化頻度を低下させるが、高濃度(5mM程度の短時間

処理)処理はかえって細胞癌化を促進するというビタ

ミンCの作用の二面性を観察している。発癌機構の全

容が不明であり、またビタミンCの生体内での作用は

多岐に渡っていると思われるので、実際にどのような

メカニズムで放射線発癌の抑制が行なわれているかは

分からないが早急に解明したい疑問である。

少なくとも、ビタミンCのラジカルスキャペンジ機

構は、 DMSOと全く異なる。ビタミンCがスキャベン

ジできるラジカルが有機ラジカルだけであって、ビタ

ミンCが影響を及ぼす(軽減できる)ことができる生

効果は、どのような処理条件においても突然変異だけ

であること、それも、放射線照射して20時間以上経て

からでも効果があるという事実は、興味深い。もちろん、

DMSOは、 X線照射に先だって処理すれば、染色体

異常、致死効果および突然変異のいずれも抑制するこ

とが出来るが、照射後処理では全く影響を及ぼさなか

った。ビタミンCは、生死をさまよう細胞をむやみに

助けることなく、遺伝的影響だけを抑えることができ

るという虫のいい物質である。放射線治療後の遺伝的

障害を軽減するために、 “放射線治療終了時に、 一個

のレモンを患者に食べさせる"と、二次発がんが抑え

られ、治療成績が上がるのではないだろうか。

ここで注目している高分子有機物ラジカルが細胞死

の原因となるととはありそうもない。加えて、前述し

13放 射 線 化 学



たように、細胞死を引き起こすラジカルがOHラジカ

ルである可能性も低い。従って、細胞死に関与するラ

ジカルは何かという疑問は依然として残ったままであ

るが、 X線照射20分後からDMSO処理しでも生存率は

上昇しないので、少なくとも常温で照射後20分以内(ラ

ジカルスカベンジャーの後処理の開始までにかけた時

間内)に消失する活性の高い水素原子、ホールあるい

は電子などが候補としてあげられる 1)。窒素雰囲気下

において、スカベンジャー未処理細胞の生存率が有意

に上昇するので21・24、細胞死に活性酸素種 (ROS)が

関与していることはほぼ間違いない。 DMSOは、乙

れら反応性の高いラジカルを効果的に捕捉することに

よって染色体異常やそれに伴う細胞死を抑制している

こ違いない。しかし、ビタミンCは、反応性の高いラ

ジカルをスキャベンジできず致死性損傷の生成を抑え

られない。反応性の高いラジカルの多くは、致死性の

損傷を起こすが、その損傷が生じた細胞は死んでしま

うので遺伝影響という意味ではあまり重要ではないだ

ろう。 DMSO前処理による突然変異誘発の抑制は、

高反応性ラジカルを素早くスキャベンジするととによ

って突然変異の原因となる高分子有機ラジカルの生成

を抑制することができるためであろう。反応性の高い

ラジカルの一部は、細胞内の高分子有機物と反応して

活性が低い有機ラジカルを生成する。この有機ラジカ

ルは、反応性が低く細胞を致死に導く乙とはない。し

かし、その損傷は、細胞の生化学的反応に異常を来た

し重篤な遺伝的変化につながってゆくのではないか。

pずれにせよ、我々の結果では、細胞の致死と染色

体異常を起乙す損傷と突然変異を起こす損傷は全く異

なると結論せざるを得ない。細胞死や染色体異常のよ

に重篤な損傷と、突然変異のような細胞の生死に大

きく影響しないような損傷を想定せねばならない。前

者の生成には、高反応性のラジカルが関与し、後者の

生成には、長寿命の有機物ラジカルが関与する。

本研究で得られた結果から、我々は、図8に示すよ

うな仮説を提案する。細胞に致死的な障害を与えるラ

ジカル(活性が高く短寿命のラジカル)と突然変異を

引き起こすラジカル(活性が低く長寿命の有機物ラジ

カル)が存在する。前者は、 DNAに多くの切断を起

こす。巧く修復できなかったDNA切断は染色体異常

を招き、さらには細胞死を迎える。後者は、 DNAに

致死的ではない比較的小規模の傷(全くの仮定)を起こす。

それらの傷は、巧く修復されなくても染色体異常を起

こし細胞死を招くような異常を生じない。恐らく、

DNA複製異常を介して突然変異頻度を増加させる。

第 66号(1998)
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図 8 放射線により誘導される短寿命ラジカルおよび

長寿命ラジカルの生物効果。短寿命ラジカルは

細胞死と染色体異常の、長寿命ラジカルは突然

変異と細胞癌化の原因となる。細胞死や染色体

異常の原因となる損傷は、直接、突然変異や細

胞癌化の原因とはならない。

ビタミンCは、有機物ラジカルを特異的に捕捉するの

で突然変異の頻度を減少させる。これら一連の仮説が

正しければ、ビタミンC処理後に生き残る突然変異細

胞のDNAに残る変化は大規模な欠失型が多いことが

予想される。現在、ビタミンC投与により抑制される

突然変異のDNAレベルに残る変化に特異性があるのか、

またどのようなタイプの突然変異が癌などの疾病を引

き起こすのかを検討中である。
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については世話人にお問い合わせ下さい。
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t置困面

低温有機ガラス中における銀二量体カチオンの

生成及び銀錯体の一電子還元種の電子構造

1.はじめに

銀イオンはこれまで報告されている中で、放射線化学

的に還元され原子となる唯一の遷移金属である。1，2)こ

れまで、水やエタノール、 MTHF等の溶液中に、放

射線照射により生成させた銀原子の物理的性質は光学

吸収、 ESR法を用いて精力的に研究されている。

2・4)また、それらを気相、或いは不活性ガス等に分散

させた銀原子の物理的性質5，6)と比較するとにより、

基底状態および励起状態の銀原子と周辺の溶媒との相

互作用について調べられている。

一方、遷移金属イオン錯体を放射線化学的に還元し

た場合、中心金属イオンと配位子の何れが還元される

かは興味深い問題である。 CoやMnをはじめ様々な遷

移金属イオン錯体の放射線化学的ー電子酸化、還元種

の電子構造は、可視紫外吸収分光法やESR法を用いて

調べられている。η我々はこれらの背景のもとに、銀

イオン錯体を低温マトリックス法を用いてガンマ線照

射により還元し、そのー電子還元種の電子構造及び溶

媒や配位子の影響などについて研究を行っている。8)

銀のクラスター生成に関しては、触媒、表面化学、

写真等の分野で広く興味が持たれている。パルスラ

ジオリシスにより水溶液中のAg+イオンを還元した場

合や、の希ガスマトリックス中に銀原子を分散させた

場合、6)イオンクラスターや中性クラスターが生成す

ることが知られており、それらの分光学的特性やクラ

京都大学原子炉実験所松浦 かおる

スター成長等について研究がなされている。我々はク

ラスター生成の第一段階として、有機国体中で

AgO+ Ag+…>Agt反応、について研究を行っている。
10) 

ここでは低温における銀二量体カチオンの生成、及

び銀イオン錯体のー電子還元種の電子構造についての

最近の研究を紹介する。

2. 77Kにおける AgOのAg2+への変換

10-1M程度のAgC104を含むエタノール或いは

MTHF溶液に77Kで γ線照射を行うと、何れの系でも

AgO及びAg2+が生成することがESR法により明らか

にされている。2)照射直後のAgOに対する Ag2+の収量

の割合を調べたところ、エタノール中の方がM百iF中

より高かった。この試料を照射後77K暗中で保存した

ところ、図 1に示すようにエタノール中ではAgOの

収量は減少し、 Ag2+の収量は相補的に増加した。こ

のことはAgOがAg2+に変換したことを示している。

これ対してMTHF中ではAgO、Ag2+共に収量は

ど変化せず、 AgO+Ag+.・・ >Ag2+の反応に大きな溶

媒効果が観測された。

この反応を説明するためには、古典的拡散と量子ト

ンネルの二つの反応機構が考えられる。まず、古典的な

拡散の可能性を考えてみることにする。拡散律速で反応

が起きると仮定すると、速度定数は次式で表される。11)

Conversion of A g 0 into Ag2+ and Electronic Structure of One Elec仕onReduction Species of Ag① Complexes in 

Organic Glasses， 
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谷らはエタノール及びMTHF溶液中で77Kでγ線照

射により生成した銀原子の吸収、発光、励起スペクト

ルを測定し、観測された二つの発光バンドのうち一

方を(AgO ・Aピゾ励起子からの発光に同定している

4c) (AgO ・Aどけからの発光が観測されたことは、二

つの Ag +イオンがクーロン反発にもかかわらず近く

に存在するととを示す。もし C 1 04一負イオンが二

つのAg+イオンをかけ橋するとすれば、 一つのAg+イ

オンが他のAg+イオンの近くに存在することは可能で

ある。実際、パルスラジオリシスの実験で、 NaC104が

銀のクラスター生成を加速することが報告されている。9)

溶媒分子もまた、二つのAピイオン同士が近くに存在

することに寄与している。Ag+イオンにはいくつかの

酸素原子が配位しているが、エタノール溶液中では溶

媒分子が水素結合によりネットワークを形成している

ので、もしAピイオンの濃度が十分高ければ、 二つの

Aピイオンは第一溶媒和圏において酸素を共有してい

るという可能性もある。この意味でAg2+生成は互い

に均一分布より近い距離に存在するAgOとAピの聞の

トンネルにより起きると考えられる。そうすると本研

究で観測されたAg2+のAgOに対する相対収量がMT

HF中よりエタノール中の方が高いという実験結果も

うまく説明する乙とができる。
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AgO及ひ~Ag2+の相対収量の時間依存性。 0、・

は各々エタノール中のAgO及びAg2+の収量、 。、

.は各々 MTHF中のAgO及び'Ag2+の収量。保存

温度は77K。
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図 1

3. Ag (1)錯体のー電子還元種の電子構造

Ag (1) -sージケトン錯体(図 2， 1-1V)

のエタノール及ひ~溶液にπKで y線照射を行うと、

錯体のアニオンを生成させることができる。いずれの

場合もAgOによるESR吸収を観測するととができた。

Breit-Rabiの式15)を用いて求めたAgOの超微細結合定

数(hfcc)の値を図 3に示す。いずれの錯体においてもエ

タノール中でのAgOのhfccの値は、 M百fF中の値より8

-9mT程度大きい。また、エタノール中ではAgCI04

と錯体との間に相違はみられなかったのに対し、

MTHF中では銀イオン錯体のhfccの値はAgCI04の値

に比べて 5-6 mT程度小さく、大きな溶媒効果及び

配位子効果がある乙とがわかった。しかし、いずれの

溶媒中でもhfccの値に配位子間の差異はなかった。また、

気相中のAgOの5s軌道上の電子スピン密度を 1とす

ると、エタノール中では0.87、MTHF中においては、

AgCI04、錯体で各々0.83、0.74であった。従って

Ag ( 1 ) -sージケトン錯体では、一電子還元による

電子スピンは主にAgOの5s軌道上に局在していると

言える。また、 s-ジケトンの π*軌道は銀原子の 58

軌道より高いエネルギー状態にあることがわかる。

kD = 2kBT( r勾 0+rAg+)2/3ヮ(T)r，勾orAg+ 

ここで kBはポルツマン定数、 r勾o、rAg+は各々

AgO及びAg+の半径、ヮ (T)は温度Tにおける溶媒の

粘性である。今 r勾o=0.085nm、 rAg+=0.055nmである

から、エタノールに対してヲ (78K ) = 1 x 1013 P 12)を用

いると kD=1.8 x 1O-61mo 1 -1 s -1が得られる。こと

でG(et') =2.613)とし、全ての電子がAピイオンによっ

てスカペンジされるとすると、1.5x10-1MのAピを含

む溶液の、照射直後のAgO及びAg+の濃度は各々 1.0x

1O-2M、1.4x 1O-1Mと見積もられる。また、簡単な

算から、例えば照射後5日でのAgOの濃度の減少量

は1x 1O-3Mと得られる。乙の値は照射直後のAgOの

濃度の約10%にあたり無視できない。しかし、ここで

観測されたエタノール中での大きなAgOの濃度の減少

( 5日で約40%)は古典的な拡散だけでは説明できない。

さらに、拡散律速モデルは反応速度の上限を与えるに

すぎず、実際の有機ガラス中では反応はあるエネルギ

ー障壁をもって進む。従ってAgO+Aピ…>Agz+の反応

に量子トンネル反応が重要な役割を果たすと考えられる。

銀のように重い原子はエネルギー障壁が十分低く、

ポテンシャルの幅が十分狭い時にのみトンネルするこ

とができる。 14)Aピイオン問の平均距離は濃度が

1.5x10-1 Mの時には約2nmである。この距離は仮に

Aピが均一に分布していると仮定すると、銀原子がト

ンネルするためには大きすぎるようである。最近、長
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図2 Ag (1)錯体の構造式

VI 

有機ガラス中の銀原子のhfccの値が気相中の値に比

べて小さいのは、電子スピンが σ結合を通じて配位子

へ非局在化するためであるとして説明されている。 2)

錯体の場合、 Aピに配位している溶媒分子の一部はp
ージケトンで置き換えられているにもかかわらず、エ

タノール中ではAgc104と錯体との聞に銀のhfccの値に

差異が見られなかった。このことから、銀原子上の電

子スピンはエタノール分子と pージケトンに等しく非

局在化していると考えられる。一方、 MTHF中では

AgC104の銀のhfccの値はエタノール中の値より小さ

いので、エタノールよりMTHF分子へのスピンの非局

在化は大き po2) これらの電子スピンの非局在化の順

序から、配位子の結合度を次のように推測することが

できる。

MTHF、〉エタノール-s-ジケトン

MTHF中の錯体では、上の順序に反して結合度が強

PMτlIF分子に弱Psージケトンが置き換わっている

にもかかわらず、銀のhfccの値がAgC104より小さい。

詳細は省略するが、これは銀の空の 5p軌道が基底状

態にまじってくるためと考えられる。

S及びNで配位したAg (1) 錯体、 V及ひ~につ

いても同様の実験を試みたところ、銀原子を含むー電

子還元種は生成しなかった。これはSやN原子はO原

子より電子供与性であるため、これらの原子が配位し

た場合、 Aピの正の電荷が一部相殺されるためである

と考えられる。その結果、 Aピの電子捕捉能が減少し、

Aピが還元された化学種が生成しないものと思われる。

20 

60 
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図 3 Ag(I)-sージケトン錯体及び

AgC 1 04におけるl09AgOの超微細結合定数

4.結び

有機ガラス中で放射線化学的に生成させた銀原子は、

77KでAピと反応してAg2+に変換する。乙の反応は熱

的拡散だけでは説明できず、量子トンネル機構が重要

な役割を果たしていると推測される。今後、 4Kでの

実験も行い、この仮説の妥当性について検討を行う予

定である。銀イオン錯体のー電子還元種については、

主にESR法を用いてその電子構造を調べた。その結果、

電子構造は溶媒及び配位子に大きく依存することがわ

かった。
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塩素原子/ベンゼンコンブ。レ、ソクスの構造と反応J性

北海道大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻住 吉 孝

1. はじめに

塩素原子と芳香族分子のコンプレックスが光塩素化

反応において重要な中間体であることが示唆されたの

は1950年代とかなり昔のことである1-4)。その光吸収

スペクトルが初めて観測されたのは1960年代のパルス

ラジオリシス実験であった5，6)0 1980年代になると水

素引き抜き反応に関与するコンプレックスが 2種類存

在するという報告がなされ7，8)、再び塩素原子/芳香族

コンプレックスの分光学的および速度論的研究が活発

に行われるようになった仰の。最近では、水素引き抜

き反応の詳細な研究が行われ、コンプレックスとアル

コールとの反応速度定数がかなりの精度で予測できる

ことが示されたお)。さらに、励起状態のコンプレック

スの反応についても明らかにされている24，25)。水素引

き抜き反応に関与するコンプレックスはどのような反

応性と構造を持つのか分子軌道法計算の結果26，2η も含

め紹介する。

2.2，3・ジメチルブタンの塩素化反応

Russelll-3)は室温の液相において2，3-ジメチルプタン

(DMB)の光塩素化反応を行い生成する 2種類の 1塩

素置換体の割合を調べ、溶媒により大きな遣いがある

ととを発見した。 2叫ch1oro-DMB/1-chloro-DMBのモル

比は脂肪族溶媒では0.7であるのに対し，8Mベンゼン中

では8.2と10倍以上になる。そして、このような大き

Structure and reactivity of ch10rine atom/benzene complex 
T品回shiSumiyoshi 
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な選択性を示す塩素化剤は塩素原子とベンゼンのコン

プレックスであると考えた。ベンゼンの塩素化が起こ

らないことや、水素引き抜きの選択性はメチル置換

ンゼンの塩基性とは直線関係があるが、芳香族分子の

フェニルラジカルに対する反応性とは直線関係がない

ことから、 σ.コンプレックスではなく π.コンプレッ

クスが水素引き抜き剤として働いている結論した。そ

れから約25年後に、 Skellら7，8)はベンゼン濃度を一定

にして基質濃度を変化させた場合に選択性が大きく増

大するという実験結果から、塩素化試薬としてフリー

の塩素原子と π.コンプレックスの他に第三のものが

存在しそれは σ.コンプレックス(クロロシクロヘキ

サジエニルラジカル)であると報告した。 Bunceら

9，10)は選択性について同様の実験結果を得たが、生成

物比については選択性の異なる 2種類の塩素化剤を含

む反応機構で説明できることを示した。そして、レー

ザーフラッシュフォトリシスにより測定したコンプレ

ックス生成の速度定数などを用いて各反応過程の速度

定数を算出した。コンプレックスの光吸収スペクトル

の特徴と酸素との反応性から、 Russellと同様にフ月

一塩素原子が低い選択性をもち、トコンプレックス

が高い選択性をもっと結論した。

3.光吸収スペクトル

Bunceらのトコンプレックスの帰属を支持する実

放射線化学



験結果の一つは塩素原子/ベンゼンコンプレックスと

シクロヘキサジエニルラジカルの光吸収スペクトルの

違いである。両者は紫外部では似ているが可視部では

大きく異なっている。 一方、 Benson22)は熱力学的に

は遷移化学種はクロロシクロヘキサジエニルラジカル

の特性を有しているととを示した。しかし、速度論的

にはクロロシクロヘキサジエニルラジカルが高選択性

の塩素化剤として直接的に作用せず、高選択性の π.

コンプレックスと平衡にあり、塩素原子のキャリアー

としての役割を果たしていると述べている。塩素原子

と一連の芳香族分子がつくるコンプレックスの光吸収

スペクトルの測定に基づきコンプレックスの電子構造

の検討が行われてきている。 Buhlerら5，6)はパルスラ

ジオリシスによるコンプレックスの光吸収スペクトル

の測定から、コンプレックスの遷移エネルギーと芳香

族のイオン化ポテンシャル (Ip)の聞に直線関係があ

ることを見いだし、 Mullikenの理論28)に基づき電荷移

動錯体であるとした。Rana・ら15)は3種類のハロゲン(ヨ

ウ素、臭素、塩素)の分子および原子が多数の芳香族

分子と作るコンプレックスの光吸収スペクトルの測定

を行い、ハロゲン分子とヨウ素原子の場合には遷移エ

ネルギーと芳香族のIpの間に直線関係が見られるが、

臭素と塩素原子の場合には直線関係がないことを示した。

ハロゲン分子とベンゼンのコンプレックスの構造は図

lに示すようにベンゼン環の中心にハロゲン分子が垂

直に対しているものであることがX線回折などにより

明らかにされているので29・31)、ヨウ素原子の場合も

C6v対称性を持つ構造であると結論した。 臭素および

塩素原子に対しでも同様にベンゼン環の中心にハロゲ

ン原子が位置する構造であろうと推測している。 CT
体の関係式が成り立たないのはヨウ素に比べ臭素と， 

塩素原子は原子半径が小さいのでベンゼンの置換基の

増加によりベンゼンとの距離が増大するため、または、

臭素と塩素原子の電子親和力が大きいので基底状態と

励起状態において波動関数の混合の割合が大きくなる

図 1 ハロゲン分子/ベンゼンコンプレックスの構造
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ためではないかと説明している。

4. ab initio計算

]arzebaら26)による塩素原子/ベンゼンコンプレッ

クスのGAUSSIAN92を用いたabinitio分子軌道法計算

の結果では、図 2に示す 2つの安定な構造(aおよび

b )が得られた。 aはト型構造を持ち、塩素原子は

C-C結合の中点から2.7Aの距離で、ベンゼン環より少

し外側(ベンゼン環面に対し101
0

)に位置している。

bはι型構造でクロロシクロヘキサジエニルラジカル

である。塩素-炭素結合は1.9Aでベンゼン環面に対

し119
0

の角度をもっている。興味深いことに、アル

ゴン/ベンゼン32，33)やヨウ素原子/ベンゼンコンプレ

ックス 15，34)では安定な構造とされているベンゼン環の

中心に塩素原子が位置する構造(C6v)は安定ではなか

った。 aはAどやCu+と芳香族のコンプレックスの構

造として報告されており 35)、bは臭素原子/ベンゼン

コンプレックスの構造として報告されているお)。すで

に述べたように、塩素原子/ベンゼンコンプレックス

の速度論、分光学および熱力学的研究では π・型

9-11，15-18)とσ.型7，8，19-22)の帰属に分かれているが、分子

軌道法による結果からは今のところどちらの可能性も

あるとしか言えないようである。ヨウ素原子/ベンゼ

ンコンプレックスのabinitio計算においては、安定性

はC6vく aく bの順に大きくなるという結果が得られ

ている初。

5.アルコールとの反応

塩素原子/ベンゼンコンプレックと2，3・ジメチルプ

タンの反応では 1級C-Hと3級C-Hに対する選択性が

研究の対象であった。一方、アルコール類との反応の

速度定数を調べると構造的に異なる種々のC-H結合の

cr 

返三ミシ ¥三ミシ
a b 

図2 ab恒itio計算で得られた塩素原子/ベンゼンコ

ンプレックスの安定構造
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反応性を明らかにすることが可能である。四塩化炭素

中で測定した種々のアルコールとコンプレックスとの

反応速度定数を、個々のC-H結合の反応性の和で表す

ことができるとする部分反応性の概念切を用いて解析

すると、 1級、 2級、 3級ばかりでなく α位、 F位な

どの区分を用いて水素引き抜き反応の構造依存性を評

価できる。実験値から最小二乗法で求めた部分反応速

度定数を用いて算出した反応速度定数は11種類のアル

コールの実験結果を:t12%以内で再現できることがわ

かった23)。このような経験的な反応速度定数の構造依

存性の考え方は気相におけるOHラジカル38)や塩素原

子39)によるアルカンからの水素引き抜き反応にも適用

されており、反応速度定数の予測に有効であることが

示されている。

6. 励起状態の反応

ノfルスラジオリシスとレーザーフラッシュフォトリ

シスを組み合わせた手法を用いて、塩素原子とベンゼ

ン誘導体コンプレックスの励起状態の反応が研究された。

ベンゼン以外では光プリーチが観測され、レーザーパ

ルス内 (6ns)に完了する速い分子内水素引き抜き反

応が起こっていることが明らかになった24，25刈)。引き

抜かれる水素はベンゼン環に結合した水素ではなく置

換基の水素で、結合エネルギーから見ると発熱反応の

場合である。メチル基を置換したベンゼンでは光プリ

ーチの量子収量は異性体間で差がなく、乙の実験結果

からはコンプレックスの構造としてC6vが予想される。

コンプレックスの構造については必ずしも一つに限ら

ないとする考え方も可能である。臭素原子/芳香族コ

ンプレックスについて、フェムト秒レーザーを用いて

励起状態からの緩和過程(電荷移動)が研究されており、

時間スケールが-1・、 1仏、 -1000-psの 3つの過程が

観測された26，41，(2)。異なる緩和過程が存在するのはコ

ンプレックスの構造の遠いに起因すると考えられている。

実際、塩素原子/ベンゼンコンプレックスのめ initio

計算で安定な構造として得られた図 2aとbは構造的

にはわずかの違いしかないが、基底状態と励起状態の

電子構造や電荷分布は大きく異なることがわかってい

る2旬。
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イオン照射研究施設(TIARA)の利用案内

(平成11年度実験課題募集)
場 日本原子力研究所高崎研究所では、平成昨度の

イオン照射研究施設の利用に係わる実験課題を募集

します。応募される方は資料をご請求下さい。また、

実験計画書提出時に必要な実験試料の放射化の計算

につき、 lRACコードの使用及び計算機へのアクセ

ス方法等の詳細は下記にお間合わせ下さい。

尚、原研一大学プロジェクト共同研究の応募は、

従来通り東京大学原子力研究総合センターで受け付

けます。

応募期間:平成10年10月1日(木)ー10月30日

(申込書正本が期日内に必着のこと)

対象加速器 :AVFサイクロトロン

3MVタンデム型静電速器
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3MVシングルエンド型静電速器

O.4MVイオン注入装置

研究分野:耐宇宙環境材料、核融合炉材料、バイオ

技術、新機能材料、 RI製造・核科学、放

射線化学、その他関連基盤技術等

資料請求先:〒370-1292 高崎市錦貫町1233

日本原子力研究所 高崎研究所

放射線高度利用センタ一 利用計画課 日馬康雄

電話 027・346-9614 FAX 027・346-9690(9679) 

IRACコードに関する問い合わせ:

放射線高度利用センタ一利用 計 画 課 田中進

電話 027・346-9616 FAX 027-34ら9690(9679)
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放射線化学研究のための新しい線源技術

早稲田大学理工学総合研究センタ- 鷲 尾 方 一

はじめに

放射線化学の分野では現在も基礎から応用にわたっ

て非常に広い範囲で精力的に研究が進められている。

応用の分野では、ひところ元気のなかった電子線利用

による工業製品等の製造が人知れず(! )活発に行わ

れるようになり、特殊な機能性を持ったものや質の良

L、製品が次々と世に出始めている。 一方、基礎研究の

状況を見てみると、こちらも電子線、イオンビーム、

陽電子ビーム、光等を用いて着実に成果を挙げてきて

いるように見える。しかしパルスラジオリシスをはじ

めとする放射線化学初期過程の動力学的研究や陽電子

化学といった分野は成果が挙がっているものの、必ず

しも満足できる状態ではないように見える。前者のパ

ルスラジオリシスに関しては、そのシステムが巨大で

あり、また高価であるため、ごく限られた組織でしか

利用できないという問題もあり、一般化した技術にな

っていないことに問題があるように思う。後者の陽電

子科学関連の研究に関しては、 22Naを使うなどして、

基礎的な研究はかなり行なわれているのだが、我々が

期待している原研高崎のポジトロンファクトリーのよ

うな、大出力の使い勝手の良い陽電子源が実用化され

ないと、現状をプレークするのは難しいと感じている。

さて、話をパルスラジオリシスに戻すと、最近の加

速器技術の進歩が放射線化学研究の進展に大きな寄与

をしてくれる状況が見えてきている。ここでは加速器

技術の最近の進歩について紹介し、放射線化学研究の

進展にどのように関わっているか説明したい。

High Quality Beams for Radiation Chemisむγ
Advanced Research Institute for Science and Engineering 
Waseda University 

干 16~ト8555 東京都新宿区大久保3-4-1
τ'EL03-528ら3893、FAX03-320ら0723
E-mail: washiom@mn.waseda.ac.j 

26 

加速器科学の分野で何が起こっているか?

パルスラジオリシス用の線源として現在用いられて

いるのは、線型加速器(ライナック、リニアック)

ある。ライナックという言葉は主に工学-医学の分

で良く使われ、リニアックというのは加速器物理等の

分野で良く使われる言葉のようであるが、ここではユ

ーザーサイドに立って、ライナックと表記する。さて

このライナックであるが、従来の装置は短パルスを発

生させるために、特別な電子銃、特別な入射系(パン

チャ一系とも言う)、そして加速管、ビーム輸送系と

いう構成になっており、高価で大きなものにならざる

を得なかった。またせっかく高価なものを買うのだから、

マルチユースにしたいという希望が出て、益々使い勝

手の良くない装置になっていた。この辺の事情を詳し

く書くと次のような話になる。ある組織に大きな予算

がついて、ライナックの導入が決まると、恐らく多く

の人に有益な装置であるべしという委員会決定が出る。

そのため加速器に色々な機能を持たせるべく性能指定

が行なわれる。この中には極短パルスの発生とともに、

非常に長いパルスを高い繰り返しで出せるような要 4

も当然入ってくる。そのため装置の周辺に大変な遮蔽

構造物を作ることになる。大きな出力を出すとなると、

電源や冷却装置も一回り大きなものになり、議論して

行くうちに、何やら大変なことになる。この装置を使

って放射縁化学研究を徹底して実施するととがそれ程

容易でないことは、誰にでも想像がつくだろう。

さてこのような問題は加速器技術の進歩によって解

放射線化学



決できるのだろうか?問題解決の糸口は、加速器が非

常に小型で安価になって、通常の分析装置等と同じよ

うに気軽に購入できるかどうか、そこにかかっている。

装置が安ければ、たとえば科研費等で導入することも

可能になるし、遮蔽についても極短パルスのみを発生

するということであれば、比較的コンパクトに設計で

きる。こうなればしめたものである。ある程度のスペ

ースがあれば個人の研究室に設置が可能なものとなる。

そして、その可能性が今にわかに現実昧のものとな

っていきた。その技術についてここで簡単に紹介しよ

う(1，2，3)0 

従来のライナックでパルス実験を出来るシステムは

熱電子銃、サブハーモニックパンチャ一、プレパンチ

ャ一、パンチャ一、加速管、及びビーム輸送系からなる。

また熱電子銃は100kV程度の絶縁トランスで浮かせた

ものになっており、とにかく全システムの大きさは、

専用建屋がなければ到底収納できるようなものではな

かった。ところが最近開発されたRF光電子銃はそこ

から出力された電子が既に数MeVのエネルギーを持ち、

しかもピコ秒程度のパルス幅にまでパンチされている

という、画期的なシステムである。本体の大きさは

20cm程度であり、これだけで今までのライナ ックの

電子銃、パンチャ一系、加速管の一部を包含している。

つまり、今まで10m近い長さを必要としていた、加速

器の構成部が20cmにまとめられるようになったに等

しい。乙のシステムの概念図を図 1に示す。図1には

本体のほかエミッタンスの補正用のソレノイドコイル

が書き込まれている。

さて、それではなぜこんな事が可能になったのだろ

うか?ポイントは2つある。一つはレーザー技術の進

であり、もう一つは高い電界強度に対して健全性を

保つことの出来る、加速空洞の実用化である。

RF電子銃では電子の品質(エミッタンス)が悪くな

らないよう、取り出された電子を非常に高い電界の中

に置く。具体的には130MV/m(表面電界)にも及ぶ

電界を使う。この値は従来のライナックの6倍以上の

高い値である。乙のような高電界を印可可能にするた

めRF光電子銃の製造工程で、材料の徹底した吟味と

特殊な前処理が行われている。また励起用レーザーの

性能等についても、ここ数年間で驚くほどの進歩があ

った。具体的には、実用的なサイズ(本当のテープル

トップサイズ)のレーザーで、高繰り返しのuv光を

高い安定度で取り出すととが出来るようになったこと

がポイントとなっている。ここで言う安定度は時間的

及びパルス毎の出力安定度の2つの値についてのもの
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A電子線

RF光電子銃本体

図 RF光電子銃システム

である。まず時間の安定度はRFの基準信号に対して

約100フェムト秒を達成することができたと言われて

いる。また出力の安定度もパルス毎の揺らぎで 2%程

度となっており、今まで存在していたレーザーに比べ

て安定性の面で格段の性能向上がなされている。

この装置で現在得られている最短のパルス幅は約

5ps(電荷量で約0.5nC時)であるが、レーザーパルス幅

の調整等で1ps程度まで圧縮可能であるという計算も

あり、実用化まであと一歩という段階にある。本装置

の今後の実験結果に大きな期待をしている。

謝辞:本システムの実験装置は住友重機械工業殿で

製作・試験されている。また一部の実験結果は、住友

重機械工業殿、東京大学原子力工学研究施設殿及び原

研関西研殿の発表資料及び担当者のコメントを参考に

記載させていただいた。
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化学反応におけるファンデルワールス相互作用の役割

幸

ってトンネル効果による反応確率がより高められる場

合があることである。このととはファンデルワールス

力が一般的に引力であることによる。図 1に示したのは

我々が化学反応を議論する場合に用いる l次元的なポ

テンシャル曲線であるが、実線が我々が良く使う反発

的なポテンシャルで、点線がファンデルワールスカを

考慮、した場合のポテンシャルである。もし、ポテンシ

ャルが反発的であれば、粒子がトンネル効果によって

すり抜けなければならないポテンシャルの幅は粒子の

運動エネルギーが小さくなればなるほど厚くなってし

まう。しかし、ファンデルワールスカを考慮した場合

のポテンシャルでは、あるエネルギー以下ではパリヤ

敏柳高日本原子力研究所先端基礎センター

h
m』
ωcω-mwzcω

一FO仏

1.はじめに

ファンデルワールス力は中性原子分子聞にはたらく

非常に弱い長距離相互作用であり、凝縮相の化学やク

ラスター化学では中心的な役割を果たしているのは言

うまでもないが、化学反応においてその重要性が議論

されたことはあまりない。しかし、ファンデルワール

ス力はおよそどんな化学反応系にも存在するはずである。

例えば、最も基本的で簡単な化学反応である H+ H2 

→H2+Hのポテンシャルエネルギー曲面上にもファン

デルワールス井戸は存在する。精密な分子軌道計算1)

によれば、この井戸の深さは 3つの水素原子が直線状

のときに最も深く、約0.06kca1/mol (球平均した場

合は0.045kcal/mol程度)である。また、その場合の

水素原子と水素分子の距離は3.5A程度である。これら

の値は気相の原子分子散乱の実験データから得られる

値2)と大変よく一致する。一般にファンデルワールス

カは分極率が大きいほど強く、水素原子および分子は

分極率が小さい部類に入るので、一般の化学反応系に

はもっと強いファンデルワールスカが存在するといっ

てよいはずである。最近、筆者らは化学反応における

ファンデルワールス力の役割を理論的な立場から研究

している。特にトンネル効果との関連について研究し

ており、最近いくつか興味ある結果が得られたのでこ

乙で簡単に紹介したい。 Reaction Coordinate 

図化学反応の l次元ポテンシャルエネルギー

実線はファンデルワールス力を考慮していない

ポテンシャル、点線は考慮、したポテンシャル

2.ポテンシャルの幅とトンネル効果

最初に述べるのはファンデルワールスカの存在によ

学イじ線射放

τbe role of van der Waals interactions泊chemicalreactions 
Toshiyuki TAKAYANAGI 
干319-1195 茨城県那珂郡東海村白方自根 2-4
日本原子力研究所先端基礎研究センター 原子トンネル反応研究グループ
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図3:F+HD反応の反応確率の計算結果。

しきい値付近を拡大したもの。
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トンネル確率が解析的に与えられているため、Eckart

ポテンシャルがよく用いられる。 Eckartポテンシャ

ルは完全に反発型であり、図 lの実線のようなポテン

シャルである。図 2の結果から判断すると、 Eckart

ポテンシャルを用いると、低温での反応速度定数をか

なり小さく見積もってしまうことになる。これまでにも、

Eckartポテンシャルを用いて実験に合うようなポテ

ンシャルの障壁や幅が議論された研究が数多くあるが、

残念ながらあまり物理的意味がない可能性がある。

3.ファンデルワールスポテンシャルによる共鳴効果

次にファンデルワールス井戸が擬束縛状態(共鳴状

態)を持つくらいに深い場合におきる現象について述

べる。筆者らは最近、化学反応論の中でも重要である

F + H2→HF + H という簡単な化学反応の厳密な量子

力学的な反応性散乱計算を行い、興味ある現象を見出

した。。

F + H2反応は大変単純な化学反応であるにもかかわ

らず、その精密なポテンシャルエネルギー曲面が大規

模な分子軌道計算によって開発されたのはごく最近で

ある。 ηそれによると、この反応の入口と出口にそれ

ぞれファンデルワールス井戸が存在する。入り口の井

戸の最小値での分子の形はT型 (F…H2)で、深さは

29 

1000 I T [K] 

図2: Mu + F2反応の反応速度定数のアレニウスプロ

ット。実線がファンデルワールス力を考慮、しな

いポテンシャル曲面を使った計算値。点線はフ

ァンデルワールス力を考慮したときの計算結果0

.は実験値(文献 5)。

ーの厚さは一定になるはずである。当然ながらファン

デルワールス力を考慮した場合のほうが特に低温でト

ンネル効果が効くはずである。我々はこのことをMu

+ F2→MuF+F反応の反応速度定数の理論計算を行い、

定量的に確かめた。ぬここで Muは良く知られたミュ

ニウム原子で質量が水素原子の 1/9の同位体とみ

なせる。計算方法はここでは詳しく述べないが、精度

の高い分子軌道法を使って、ポテンシャル曲面の詳細

な計算を行い、それをLEPS4)型の関数にフィッ卜して、

量子力学的な反応性散乱の計算を行っている。図 2に

その結果を示す。実線はファンデルワールス力を考慮

しないときの反応速度の計算結果で、予想されるように、

温度が下がれば反応速度定数も減少してpく。しかし、

ファンデルワールスカを考慮、したポテンシャル曲面を

使った結果(点線)はだいたPI00K程度から一定に

なっている。反応速度定数の絶対値については、

100Kで約 2倍の違いがあり、低温になればこの差は

もっと顕著になる。実験結果5)ともファンデルワール

ス力を入れることによって良く一致することがわかる。

反応速度定数におけるトンネル効果を議論する場合、
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0.35 kca1/mol、また出口の井戸については直線型 (H (a) 

…HF)で、深さは0.25kca1/molである。 (ちなみに

反応障壁は1.5kca1/mol程度である。)つまり、 H+H2

反応に比べて何倍もファンデルワールス相互作用が大

きいことがわかる。筆者らはこれらの井戸に擬束縛状

態ができることを見出した。

最初に注目すべきことは、反応確率のしきい値付近

での振る舞いである。単純には衝突エネルギーが減少

すればするほど、反応確率は減少する。しかし、しき

L吋直をわずかに越えたエネルギーで、反応確率が極大

値をもつことがわかったのである。例として、 F+HD

反応の場合の反応確率の計算結果を図 3に示す。図 3

( b )はしきい値付近での確率を拡大したものであるが、

確率が増大していることがわかる。これは、散乱波動

関数とファンデルワールス井戸にできる擬束縛状態と

の干渉効果で起こる。

図 4 (a) にこの干渉効果が起こる過程を定性的に

示す。例えば、 F…HD(v=j=O)という量子数を持った

擬束縛状態であるファンデルワールス錯体を考える。

とこで、 v、 j はそれぞ?れH2の振動、回転量子数である。

この錯体は当然ながらF+HD(v=j=O)という漸近領域で

のエネルギー準位よりわずかに低いエネルギー準位を

持っている。しかし、この錯体はトンネル効果によっ

て発熱過程であるD+HF(vj)に壊れてしまう 。つまり、

化学反応が起こるのである。このことはF…HD

(v ... j-O)という錯体が有限な寿命を持つことに相当し、

エネルギー準位にも幅をもっ乙とになる。したがって、

F+HD(v-j-o)の散説，状態と干渉できるのである。つまり、

気相反応に限って言えば、反応速度定数は温度を下げ

ても逆に増加するとともあるということになり、大変

興味深い。

つぎに述べるのは、上述の擬束縛状態とも関係があ

るが、化学反応を選択的に起こすことができる可能性

があるという話である。図3(a)に示した反応確率で、

非常に鋭い共鳴ピークが観測できる (A，Bと示しで

ある)。この共鳴はF…HD(v..0，j-l，2)というファンデ

ルワールス錯体に相当する。注目されるのは乙の共鳴

を経由すると、反応確率が飛躍的に増大するこ とである。

このことは、 F…HD(v=Oj=1，2)共鳴状態がかなりの確

率で生成側であるHF+Dに壊れていくことを示している。

つまり、内部状態が励起されたファンデルワールス分

子をつくれば、化学反応を起こすことができる可能性

があることになる。

図 4 (b) にそのスキームを示す。まずAB(v寸=0)

…Cというファンデルワールス錯体を(例えば分子ピ
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(b) A+BC 付 AB+C

、、、、、、、、、、、、、、
...・ー Predissociation ¥ 

一一→Prereaction

AB(vj)...C 

AB(v=j=O)…C、 t

図 4: (a) ファンデルワールス共鳴と散乱波動関数

との干渉効果を説明している。(b )ファンデ

ルワールス分子の前期解離と前期反応

ーム中に)生成させ、これをレーザ一等でAB(v，j)…C

あるいはA…BC(v，j)という共鳴状態に励起する。これ

らの共鳴がAB+Cチャンネルに壊れていけば、ファン

デルワールス分子の弱い結合が切れたことになり 、フ

ァンデルワ ールス分子の前期解離(Predissociation) と

呼ばれる一般的な現象である。しかし、 A+BC側に解

離が起とれば、これは化学反応が起こったことになる。

この現象は前期解離に対して前期反応(pre-reaction)

と呼ぶ乙とができる。この前期反応という現象は、簡

単な共線的な 3原子系反応モデル紛では既に予想され

ていたが、3次元の現実的なポテンシャルエネルギー

曲面を用いて見出されたのは筆者らの理論計算が初め

てのととである。また、ファンデルワールス共鳴状態が、

前期解離を起ごすか、あるいは前期反応が起おこるか

を決める重要な因子はトンネル効果である。つまり 、

トンネル確率が非断熱遷移確率より大きいとき にのみ

前期反応が起こる。

もちろん厳密な 3次元の計算といっても、ポテン シ

ャル曲面にはスピン軌道相互作用が含まれていないし、

実際に実験で見出されるかどうかは、まだまだ検討し

なければならない課題がたくさんある。しかしごく最近、

実験的にH…HF錯体がアルゴン固体中でESRによ

放 射 線 化 学



って観測されたことについて述べてみたい 。

Benderskiiとその共同研究者9)はアルゴン固体中にお

とH2を少量混合しておき、むをレーザーで光分解さ

せた。温度を上げるとF原子が拡散、減少し、代わり

にH…HF錯体を観測した。これはつまり化学反応F+

H2→HF+Hが速やかに進行し、生成物の内部エネル

ギーが緩和して錯体が観測されたと考えられる。した

がって、上述した前期反応が観測できる乙とがあるか

もしれない。

4.固体中の化学反応について

乙れまでの議論では気相中での化学反応に限定して

きたが、凝縮相においても、ファンデルワールス相互

用が重要になる可能性があるので述べてみたい。今、

固体中での化学反応A+BC→AB+Cを逐次的に書い

てみる。

→→→A (1) 

A+BC→A…BC (2) 

A…BC→AB+C (3) 

AB+C→AB"'C (4) 

C→ → → ( め

まず(1)の過程は単純な原子Aの拡散である。それが

反応の相手分子である BCに出会い、 A…BCという

ファンデルワールス錯体を生成するのが(2)である。

この過程(2)は緩和、あるいはエネルギーの散逸によ

って起こる。 (3)はファンデルワールス錯体の化学反

応そのものであり、単分子分解的なものとみなしでも

よい。発熱的な反応であれば(4)のように緩和、ある

Eは(4')のように生成物が拡散していって最終的には

どこかにトラップされる。

国体中の 2分子反応を上のようなスキームで起こる

と考える。もしファンデルワールス相互作用を考えな

いと(2)と(4)の過程はない。しかし、実際にはファン

デルワールス相互作用は存在するので反応の前駆体

(A…BC)を考えるのはそうおかしなことではないであ

ろう。もしここで α)の過程が(3)の反応過程よりもず

っと速ければ、ファンデルワールス前駆体(A…BC)が

-H生成してから、反応が起こっていくはずであろう。

またもしそうならば、過程(3)の反応速度は国体、気

体に関わらず、固有な反応速度(あるいは寿命)をも

っと考えられる。この反応の前駆体を実験的に直接観

測し、時間変化を観測できれば、同時に反応速度も測

定できるかもしれない。

第 66号(1998)

ちなみに前述のF+H2反応に当てはめると、筆者ら

の計算ではこの反応の時間スケールはナノ秒であるので、

Benderskiiらの前述の実験9)で、 F…H2を観測できな

かったのは当然であろう。

最後に断っておくが、上の反応モデルはファンデル

ワールス前駆体ができるほど、いわゆる“柔らかい"

国体(例えば、固体水素等)でないと適用できないで

あろう。というのは多くの場合、ファンデルワールス

錯体自身が大きな分子であり、それなりの空間が生成

に必要だからである。

5.おわりに

ファンデルワールス相互作用はそれ自身大変弱い相

互作用であるにもかかわらず、ここで述べたような興

味ある現象が理論的にも予測される。これまで化学反

応におけるファンデルワールス相互作用の重要性はほ

とんど議論されることがなかった。それはある意味では、

乙の弱い相互作用を定量的に計算できなかったからか

もしれない。しかし、まだまだ小さな分子に限られる

とはいえ、最近の大規模な分子軌道計算はこうした弱

いファンデルワールス相互作用をより定量的に見積も

ることを可能にしている。したがって化学反応におけ

るファンデルワールス相互作用の役割について、より

定量性の高い議論をしていくことが可能になるであろう。
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日中放射縁化学シンポジウムは、第 1回が1983年

に中国の上海市で聞かれて以来、 2国間で交互に開

催されてきました。との会議は、日本と中国の放射

線化学に関与する研究者が一堂に会し、それぞれの

研究成果を発表することによって、学術および技術

の交流を促進することを目的として行われており、

第6回は1994年に東京都で、第 7回は中国の成都市

において1996年に開かれました。

今日、わが国の放射線化学に関連する研究は、基

礎および応用の両面において世界第一線のレベルに

あると言っても過言ではありません。最近、中国側

においてもとの研究分野の発展は目覚ましいものが

あり、また、若い研究者の育成にも熱心でとの面で

もわが国との交流を通じてさらなる飛躍を望んでお

ります。

第8回シンポジウムは、中国側から関西地方でと

の強い希望が出されたことを受けて、下記のように

来年10月に京都市で開催することになりましたので、

ふるってご参加くださるようお願いいたします。研

究発表は、基礎から応用まで広い範囲を対象とし、

中国側はとくに応用分野への意欲が強く工業化プロ

セスに強い関心を示しておりますので、企業の方々

の積極的な参加を期待しております。

〔開催要領〕

1.会議名:第 8回日中放射線化学シンポジウム

(百le8出Jap組-ChinaBi1atera1 Symposium on 

Radiation Chemis句)

2.主催:日本放射線化学会、中国放射線化学会

3.日時:1999年10月25日(月)ー 10月29日(金)

4.場所:京都市左京区京大会館

5.テーマ:放射線化学の基礎から応用まで放射線

の関与する広い研究分野

6.参加登録費:25，∞0円

なお、ご不明な点は下記の世話人までお問い合わ

せください。

〔連絡先〕

干 60&-8501京都市左京区吉田本町

京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻

山岡仁史

τ'EL: (075) 753・5601，FAX: (075) 753・5609

&mai1:y訂naoka@s包r.poly.m.kyotc凡 ac.jp

，ド

放 射 線 化 学
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「超臨界流体と放射線化学j

北海道大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻高 橋 憲 司

1 .はじめに

研究室を訪ねてくる人に、超臨界流体を披露する機

が最近随分と増えた。たいていの人は、 “超"臨界

流体は変わった流体という思いがあり、何か特別なイ

メージを持っているらしく「乙れが“超"臨界流体で

すか?なんだか普通のトウメイナ流体ですねjとひど

く落胆する。説明の仕方が悪いのかも知れない。しかし、

我々が普通に接する窒素、キセノンなどは臨界温度を

越えた状態で存在しているので、超臨界流体の仲間に

はいる。定義では、温度と圧力の両者が臨界点を越え

た状態の流体を超臨界流体としている。液相一気相関

の違いが無限小になる状態が臨界状態であるので、そ

の状態の近傍では、ゆらぎが巨大化し、動的過程が著

しく遅くなる。特異な性質は臨界点近傍において観測

されており、臨界点以下の亜臨界領域においても興味

ある結果が見出されている。筆者の経験では、むしろ

亜臨界領域乙そ化学反応などに顕著な影響が現れるの

ではと考えている。とこでは、最近の超臨界流体に関

連するトピックスをいくつか紹介しますが、筆者の好

が強く反映されているので、広く情報を集めたい方

はレビュー1)を読まれることをおすすめします。

2.構造と密度ゆらぎ

一般に、超臨界流体の構造は、液体のように密にパ

ッキングされた部分と、気体のように分子が自由に飛

び交っている密度が疎な部分とが混ざりあった状態と

考えられている。最近、臨界点近くの流体構造が、 X

(Supercritica1 F1uids and Radiation Chemsi句)

Div. Quantum Energy Engineering， Hokkaido University 

Kennji Takahasi 

〒060-8628 札幌市北区北13西8
電話:011-706-6674 ファックス:011-706-6675 
令mail:ke吋i@qe.eng.hokudai.ac.jp
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線回折、中性子回折などにより詳しく調べられ、分子

スケールでの流体構造の理解が深まった。

西川ら2)は、 X線回折により、二酸化炭素などの動

径分布関数および密度ゆらぎについて実験を行っている。

通常の液体二酸化炭素では、動径分布関数は平均数密

度のあたりを振動しながら、しだいに平均数密度に漸

近してLペ分布となる。しかし、超臨界二酸化炭素では、

平均数密度より大きな領域が広く続き(約12A) 、平

均密度より大きな値を取りながら、しだいに平均数密

度へ近づく分布となる。イメージ的には、大きなクラ

スターの中に小さなクラスターがあり、さらにその中

により小さなクラスターがある、といったととろであ

ろうか。フラクタル的取り扱いができそうである。また、

西川ら3)は、超臨界二酸化炭素の密度ゆらぎについて

も研究を行っており、 一定温度で圧力を変えた場合、

密度ゆらぎはある圧力でA型の振る舞いを示すことを

明らかにしている。これはヘリウムの熱伝導率変化の

密度依存性と同じ形である。超臨界二酸化炭素の熱伝

導率についても、そのような臨界異常が起きるのでは

ないかと考えられるが、筆者の勉強不足のためそのよ

うな論文にまだ出会っていない。

相転移に関する研究は古くから行われており、著名

なLandau理論やWilsonによるくりこみ群の方法が良

く知られている。今後は、これらの理論および実験デ

ータが、超臨界流体中での密度ゆらぎや反応速度の変

化とどのように関係しているか明らかとされていくで

あろうと思う。密度ゆらぎの時間スケールと反応の時
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続誘電帯モデルから予測されるスペクトルシフトとの

比較から局所密度が計算されているが、少なくとも以

下の点は注意を払う必要がある。連続誘電体モデルか

らスペクトルシフトを計算するには、プロープ分子の

基底・励起状態における双極子モーメント、およびプ

ロープ分子が占めるキャピティー半径のパラメーター

が必要である。一般に励起状態における双極子モーメ

ントを精度良く決定するのは容易ではない。また、キ

ャピティー半径としてvander Waals半径が用いられ

るが、筆者の経験では必ずしもこの近似は正しくない。

図 1(CF3H中)および図 2 (CU2およびC2H6)に筆

者らが以前行った結果を示した8) 横軸はオンサ

ガーの reactionfield factor)。プ ロープ分子は

4・antinobenzophenoneである。図中の実線は、いず

も連続誘電体理論から予測されるシフトであるが、そ

れぞれキャピテ ィー半径の大きさが異なる。図1の実

線 1は、キャピティー半径として、溶質のvander Waals 

半径と溶媒のそれとの和として、連続誘電帯理論から

計算したシフトであり、実線2は溶質のvander Waals 

半径を用いて計算した値である。明らかに、キャピテ

ィー半径として溶質のvander Waals半径を用いる近

似は正しくない。しかし、図 2に見られるように(実

線3、5は溶質のvanderWaals半径と溶媒のそれとの和、

間スケールとが、ほぼ同じ場合どのようなことが起こ

るであろうか?また、以上のように大小様々のクラス

ターおよび大きな密度ゆらぎが存在する条件では、誘

電率などの物性は、空間的・時間的に非常にダイナミ

ックに変化していると考えられる。そのような流体分

子をイオン化すると、生じた電子および親カチオンラ

ジカルはどうなるであろうか?電子は一時的にしろ安

定な状態を形成するのであろうか? 興味ある問題で

ある。しかし、実は20年ほど前に、 Jortnerらのが超臨

界水を用いて幾っか実験を行っていた。また、ほぽ同

じ頃、 Jonahら5)も、電子捕捉における密度ゆらぎの

重要性を既に指摘していた。

0.6 0.5 

F (EO' n ) 
0.1 

CF3H中での吸収スペクトルシフトと連続誘電

体モデルによる計算値(実線1、2)

図 1

3.溶質分子への溶媒和

1987年の Johnstonめによるフェノールブルーをプロ

ープ分子として用いた溶媒和の研究を契機として、超

臨界流体中での溶質ー溶媒間の特異な溶媒和に関して

非常に多くの研究が行われてきた。超臨界流体中での

反応を考える場合、溶媒和は重要な位置を占める。測

定方法も、当初はlN-Vis吸収、けい光測定が多かったが、

最近は高圧セルに研究者独自のアイデアが反映され、

IR， EPR， Ramanと多彩である。超臨界流体中で測定し

たスペクトルシフトが、連続誘電体モデルで予測され

るスペクトルシフトから偏寄することから、プロープ

分子近傍の溶媒の局所密度比(パlレクに対する密度比)

が算出されている。その局所密度比は2前後に達して

いる九流体分子は均一に分布しているのではなく、

プロープ分子に強く溶媒和しており、その状態は流体

のバルク密度に依存している。対象とされた流体は

Xe， N2U， CFili， CU2， C2H4， C2H6などが多い。プロー

プ分子としては、基底・励起状態聞における双極子モ

ーメント変化の大きな双極性プロープ分子および安定

ラジカルなどが用いられている。溶解度の問題からイ

オン性のプロープは用いられていない。しかし、通常

の溶媒において、双極性プロープとイオン性プロープ

の溶媒和は大きく異なることが、以前より議論されて

きた。このプロープ依存性は、今後注意を払う必要が

あると考えている。

乙乙で問題となるのは、局所密度比が最大になる圧

力(あるいは密度)が、流体およびプロープ分子(双

極性およびラジカル)により異なることである。初期

の研究では、換算密度(バルク密度を臨界密度で規格

化した値)が、 1のときに局所密度比が最大になると

の報告が多かったが、最近になり異なる測定結果が幾

っか報告されている。また、これまでの研究では、連
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た研究例はまだ多くない。今後、さらなる研究が望ま

れる分野であり、放射線化学的手法が存分に生かされ

る分野であると思う。応用を目指した反応は最近多く

なってきた。詳細はレビューを参考にしていただきたい。

梶本らめは、超臨界CF3H中で、のDMABNの電荷移動

反応について研究を行い、超臨界流体が反応、におよぽ

す溶媒効果を明らかとした。 DMABNは、極性の小さ

な流体中では、励起状態からの発光を示すのに対し、

極性溶媒中では分子内電荷移動σICT)状態からの長

波長側の発光が観測される。そのため、そのスペクト

ルは超臨界流体のミクロ的な環境を反映してくれる。

彼らの実験では、非常に小さな圧力変化で、 TIC1状

態からの発光が観測され、プロープ分子近傍の溶媒和

環境の変化を見事に実証した。また、反応速度と密度

ゆらぎの関係、つまり溶媒和クラスターの寿命および

クラスターサイズ分布と反応速度との関係についても、

研究が進められている。

西川ら 10)は、超臨界エタン中でのNOへの電子付着

反応について研究を行い、臨界圧力近傍での速度定数

が急激に増加することを見出している。反応の活性化

体積は、エタンの圧縮率が最大となる圧力で、非常に

大きな負の値(約・30liters/mol 1)となる。また、流

体の圧縮生を考慮に入れ、局所誘電率を用いたモデル

により、 NOアニオン周囲の局所密度および体積変化

の計算を行い、実験結果との良好な対応を得ている。

筆者とJonahは、超臨界エタン中での分子関電子移

動反応の研究を以前行った11)。電子移動にともなう溶

媒の再配向エネルギー変化が、超臨界流体の密度によ

り大きく変化するであろうと予想したからである。また、

非極性流体の再配向エネルギー自身(古典論の破綻)

についても興味があった。溶質分子の溶解度の問題から、

低密度領域におけるデータを取得することはできなか

ったが、幾つか興味ある知見が得られた。超臨界エタ

ンの再配向エネルギーの結果を図 3に示した。再配向

エネルギーは、圧力が臨界値に近づくにつれ増大して

いる。しかし、非極性流体の再配向エネルギーとしては、

得られた値は少し大きすぎる。これは計算に用いた溶

質の拡散係数の値(流体力学的近似)に、大きな誤差

があるためと考えている。しかし、非極性流体につい

てのMatyshovによる理論計算12) (余談だが、彼は

ACS mee也砲のal1as，1998)で、私のポスターの前にヒ

ヨツコリ現れて、偶然会うことができた。私の想像と

異なり、まだ25歳くらいのパリパリの若手研究者であ

った。)を用いると、高圧域における再配向エネルギ

ーは、それほど悪くない。より精度よく再配向エネル
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C02およびC2H6中での吸収スペクトルのシフト

および連続誘電体モデルによる計算値(実線3

-6) 

図2

実線4、6は溶質のvander Waals半径)、非極性の流体

では、溶質のvander Waals半径を用いる近似は悪く

ない。これらは、溶質ー溶媒聞の相互作用が溶媒によ

り極めて異なるととを示しており、分子動力学計算に

よる動径分布関数においても同様の傾向が得られている。

さて、以上は溶質への溶媒和の静的な面であった。

溶媒和分子のダイナミクスは、通常の液体中とどのよ

うに異なるであろうか?超臨界流体の圧力および密度、

さらにはプロープ分子の性質(双極性、イオン性、ラ

ジカル)によりどのように依存するであろうか?残念

ながら、まだこの方面の研究は始まりつつある段階で

あり、 トピックスとして紹介できる研究はない。筆者

とJonahおよひ~aroncelli (ペンシルパニア州立大)も、

溶媒和ダイナミクスに関する研究の準備を始めた。こ

こでもやはり、放射線化学的手法が生かされると思う。

(アルゴンヌ国立研に、フェムト秒ライナックの建設

がほぼ決まりそうである。パルスラジオリシス的実験

を行う上では、まだ多くの問題点はあるが、今後の展

開が楽しみである。)

4.超臨界流体中での反応

超臨界流体中での反応、特に素反応について行われ
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ギーを求めるために、ストークスシフトの実験を行った。

この実験から得られた再配向エネルギー(シクロヘキ

サンに対する相対値)は、 CF3Hが0.12・0.25eV、C02

が0.02・0.05eV、C2H6が0.0・0.01eVであり、いずれも

密度の増加につれ減少する傾向を示した。密度ゆらぎ

が増大するほど、つまり臨界点に近いほど、再配向エ

ネルギーは大きな値となることが、理論的に予測され

ている。従って、密度ゆらぎが比較的小さくなる高圧

側では、再配向エネルギーは減少することになり、定

性的には一致する。しかし、連続誘電体モデルによる

予測とは全く一致しない。今後さらに研究が必要である。

最近、 Bartels，J onahおよび筆者は、超臨界二酸化

炭素の放射線分解に関する研究を始めた。これまでにも、

二酸化炭素の放射線分解に関する研究は行われてきたが、

我々が主に注目したのは、 1)COおよび0の解離に

おける G値の温度・密度依存性、 2)イオン化により

生じた電子はどうなるのか?気相では、電子はC02に

付着しない。 3)気相ではC02カチオンの“ポリマー"

が生成するが、より高密度ではどうなるか?である。

来年(1鈎9年)には、その幾つかが解明されることを

期待したい。

5.拡散係数

超臨界流体中での拡散律速反応について幾つか研究

が行われているが、拡散係数の推算には流体力学的近

似を用いる場合が多い。しかし、この近似の妥当性は、

改めて再考する必要がある。溶媒和クラスター形成が

顕著となる密度・圧力領域では、流体力学的近似は成
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図3 超臨界エタン中での溶媒の再配向エネルギーの

圧力依存性
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立しない。また、超臨界流体中に限らず通常の溶媒中

でも、ラジカルの拡散速度は、その閉殻親分子と大き

く異なるとの報告が寺島によりなされている。以下、

この点について簡単に紹介したい。

寺島ら 13)は、過渡回折格子法を用いて、種々の短寿

命ラジカルについて並進拡散速度を精度よく測定して

pる。ラジカルの拡散は通常の分子よりも遅くなり、

その遅くなりかたは、分子の大きさに依存する。親分

子では、分子体積が増えるほど拡散速度は小さくなる

のに対し、ラジカルでは、ほぽ一定あるいは分子が大

きくなるほど速く拡散する傾向を見出している。例えば、

ピラジン(分子半径0.26nm)では、 Dp/Dr=4.0⑦p親

分子の拡散速度、 Drラジカルの拡散速度)とラジカ

ルのほうが 4倍も拡散が遅いのに対して、大きい分子

ピキノリン(分子半径O.38nm)では、 Dp/Dr=1.3であり、

ラジカルの拡散は少し遅いにすぎない。また、イオン

ラジカルについても測定しており、不対電子が存在す

ることによる分子拡散への影響は、電荷が存在するこ

とによる影響とほぼ同程度であることを明らかとして

pる。上記は、普通の溶液中 (2ープロパノールなど)

での結果であるが、超臨界流体CF3HやC02中での測

定もなされている。

おわりに

最近、中川先生が書かれた解説14)を読み、考えさせ

られることがあった。 “3、4年前までは、 f100気

圧のキセノンにアントラセンを溶かして研究していま

すJというと面食らった顔をなさるかたが多かった。

しかし最近は事情が変わり、 「ああ、超臨界流体って

やつですねJとはなしが弾むようになってきた。く中

略〉しかし実は、放射線化学や放射光科学の分野では

ずっと以前から超臨界流体の電子物性論の研究がひと

つの潮流をなしてきた。"その読後に、以前、吉田先

生が「放射線化学における成果を見直そう」と巻頭言

に書かれていたのを思い出した。放射線化学の研究者は、

研究成果の宣伝がヘタなのであろうか?既に幾つか言

及したが、超臨界流体の研究において、放射線化学が

(あるは放射線化学的手法が)果たしてきた役割は、

小さくはない。一方で、昨今の超臨界流体に対するや

や過熱気味の期待はどこからきたのであろうか?超臨

界流体に関する多くの論文のIn甘oductionで「超臨界

流体中での反応を考える場合、溶媒和は重要な位置を

占めるJことが指摘されている。もっともである。し

かし、このことは超臨界流体に限らずいえることである。

それでは、超臨界流体の溶媒としての特徴・長所とは

放射線化学



何であろうか?高圧流体を操作しなければならない化

学反応プロセスは、決してコスト的には決して安くは

ならない。個人的には、気相から凝縮相における化学

反応および諸物性等の変化を橋渡しする役目として超

臨界流体を利用し、複雑な溶液中での反応を解明して
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嶋森洋氏の急逝を悼む

司候司作業司除司除*司将司ド司健司作司除司健司作業*司健司将来*司作業****司健司存司将来司将司除氷司ド司供司健司健司候***司候司作業氷水司候司作業

本学会理事の福井工業大学工学部応用理化学科教授

嶋森洋氏が、平成10年3月7日横門筋肉腫のためご逝

去されました。享年50歳でした。

嶋森氏は放射線化学、反応物理化学、原子衝突研究

等の分野できわめてアクティブに中心となって活躍さ

れていました。永年にわたって病気にはほとんど無縁

の状態のように見受けられ、文字通り日夜にわたって

研究・教育に没頭されていました。

嶋森氏は東京工業大学大学院理工学研究科博士課程

化学専攻を昭和51年3月に卒業されました。学位論文

は「パルスラジオリシス一マイクロ波空洞法による酸

素分子の熱平衝化電子捕捉過程Jで、酸素分子への電

子付着過程の速度定数、生成する02ー(ぜ =4)の寿命、

多くの第3体について3体付着速度定数をはじめて測定し、

当時の電子スウォーム法、ビーム法、理論の各研究者

間で行われていた大きな論争と矛盾に対してこれらを

解決する決定打を与え、大変基本的な課題である酸素

分子の電子付着課程メカニズムをはじめて解明しました。

また、それまで最も信頼されていたオークリッジ国立

研究所グループの電子スウォーム法の方法に大きな問

題点があることを指摘し、その結果として酸素分子を

含むクラスターへの特異的な電子付着過程を見出しま

した。同氏はその後、博士研究員としてノートルダム

大学放射線研究所に4年間滞在し、 Fessenden教授と

ともに同様の方法で、引き続いて酸素分子のほかの多

くの分子について電子付着過程の研究を行いました。

その研究の途上で、マイクロ波回路が互いにほぼ共通

であることから、非極性溶媒中の溶質分子についてパ

ルスレーザ一光照射によって生成する短寿命活性種を

対象として、その極性変化に基づくマイクロ波誘電吸

収を追跡する新しい分光法を創案し、確立しました。

この方法は、現在では通常の光吸収・発光等の分光法

では調べることが困難な活性種に対して大変有効な方

法とされています。

嶋森氏は昭和55年4月に福井工業大学に着任され現
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昨年9月にポーランドで開催されたパルス'97会議で ， 

元気な嶋森氏 (Schuler教授より、この度の言卜報に際

し送られてきました)

在に至っていました。その聞に同氏は以上2つの手法

をさらに大きく発展させて、気相における電子付着過程、

電子熱平衝化過程と液相におけるイオン対、励起分子

等の動的過程などについて興味深い研究成果を挙げつ

つあると乙ろでした。そのうち同氏が特に最近力を入

れていたテーマはマイクロ波ヒーティングと組み合わ

せた新しいパルスラジオリシス一マイクロ波空洞法に

よる電子付着過程の研究です。パルスラジオリシス一

マイクロ波空洞法は他の方法に比べて多くの優れた特

徴があるものの、最大の難点として対象となる電子が

放射線化学



熱エネルギーのもののみに限定されることから、この

方法にさらに別のマイクロ波回路を組み合わせてマイ

クロ波ヒーティングを行って、熱エネルギーから数

eVまで電子のエネルギーを連続可変できる新しい方

法を開発しました。これらの業績に基づいて同氏は平

成3年度日本放射線化学会賞を受賞されました。

ちょうどほぼ1年前、昨年7月にオーストリア・ウィ

ーンで開催された第20回原子衝突物理学国際会議、そ

してその直前にスイス・エンゲルベルグで開催された

サテライト会議の電子・分子衝突およびスウォームに

関する国際シンポジウムに同氏と共に参加する機会を

得ましたが、同氏が最近開発したこの新しいパルスラ

ジオリシス・マイ クロ波空洞法による電子付着過程の

験結果は、乙の分野において実験 ・理論の両面から

もっとも信頼されるものとして評価され、いわば両国

際会議での中心的研究者の一人として大活躍でした。

両国際会議ともに明年は日本で開催することが決ま

っており、同氏はその準備の上においても中心的役割

をはたす予定でした。嶋森氏は帰国後しばらくして、

ポーランドでのパルス'97国際シンポジウムにおいて

も招待講演を行い、その研究成果に対し多くの放射線

化学研究者から高い評価が得られたとの話を同氏から

聞くことができました。特にノートルダム大学放射線

研究所Schuler前所長からのCongratulations!がうれ

しかったとのことでした(写真参照)。同氏はその後い

くつかの秋の圏内諸学会に出席されましたが、東海で

の放射線化学会討論会では多くの興味深い発表が同氏

のグループから行われました。後に年末頃になって、

ご家族ならびに同氏のグループの砂川氏からうかがい

ましたが、ポーランドからの帰国の際、同氏は身体の

不調をすでに感じておられたようです。討論会後に福

井にもどってすぐ診断のため福井日赤病院へ行き、そ

のまま入院となってしまったとのことですので、入院

後半年も経たずに急逝されたことになります。同氏は

このようにすでに多くの興味深い貴重な研究業績を残

されていますが、研究者としてまさにこれからまだ何

十年にもわたって活躍されることが多くの方々から期

待されていました。同氏の急逝はこの分野にとって大

変大きな損失といえると思います。

謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(東京工業大学大学院理工学研究不Hヒ学専攻鎌野嘉彦)

細井文雄氏の逝去を悼む

4 
**司健司候******司院************司健***調停****************ホ*司健司除

去る3月13日、細井文雄さんがくも膜下出血のため

逝去されました。余りにも突然の出来事に今だに無念

な気持ちが残りますが、ご冥福を心からお祈り申し上

げる次第です。

細井さんは、昭和39年に東京都立中野工業高校の工

業化学科を卒業し、設立まもない原研・高崎研究所に

入り、社会人としての出発をされました。その後も勉

学を続け、群馬大学の工業短期大学工業化学科を卒業

されました。高崎研究所では高分子プロセスの中間規

模試験が始まったばかりで、産業界の放射線利用の歩

みはまだ方向が定まらない時期でした。それだけに新

たな道を拓乙うと誰もが新鮮な気持ちで頑張っている

第 66号(1998)

頃でした。

細井さんの最初の仕事は、エチレンの放射線重合反

応に関するものでした。原料エチレンに含まれる微量

の酸素が重合反応を阻害することと、アセチレンが副

成することなどからガス成分の挙動解析が課題の一つ

になっていました。その中でアセチレンの副成とポリ

エチレン中に長鎖分岐が思いのほか多く存在する事実

が関連付けられ、ポリエチレンの橋かけ反応に対する

アセチレンの促進効果が発見されました。このきっか

けを作ったのが、細井さんの丁寧なガス分析実験と、

熱心な勉学によって習得しその後も得意とされた織密

な速度論的データ解析でした。この発見は「高分子の
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橋かけ強化」という後続の研究が生れるきっかけにも

なりました。

不飽和の炭化水素鎖を持ったリン脂質の重合研究も

記憶に残る研究の一つです。親水基と疎水基をもっリ

ン脂質は水中で細胞膜と類似した二層膜を形成するこ

とからベシクルとしての機能が期待できます。それぞ

れ異なる位置に不飽和基を有する2本の炭化水素鎖を

持つリン脂質を水中に分散させ、ガンマ線による不飽

和基の重合挙動を速度論的に解析されたのです。その

結果、リン酸基に近い方の不飽和基が先に重合し、 2

本の炭化水素鎖は別々に重合していることが明らかに

なりました。この性質を使うと二層膜の重合度や橋か

け度を簡単に調節できるので、ベシクルの機械的安定

性が精密に制御できるようになります。放射線法のク

リーンな特徴も考慮、して、ベシクル内に赤血球を取り

込ませ人工血液としての利用が検討されましたが、乙

の他にも薬物の運搬体などとしてもこれからの応用が

期待できる有用な成果と考えています。

最近のイオンビーム利用の分野でも、細井さんは大

変興味ある発見をされました。ジイン化合物は重合に

より、長P1r共役系を生成することから、非縁形光学

材料として注目され、その重合反応には多くの研究者

が取り組んできました。細井さんはへプタコサジイン

酸LB膜の重合反応の研究で、イオンビーム照射によ

ると電子総や紫外線によるよりも分子配列の整った高

分子膜が得られる乙とを見いだしたのです。この効果は、
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低エネルギーの且つ僅かな量のイオンビーム照射では、

重合に至らないモノマー状態のままでも起こるという

特徴があります。分子配列の良い膜の作成は機能性膜

の合成には欠かせない重要な技術ですが、イオンビー

ム利用の一つの可能性として多くの人に注目されました。

イオンの衝撃による揺さぶり効果と称したことを記憶

していますが、何故このような現象が起こるのか、問

題の本質は未解決のままになっています。残った私た

ちが研究を引き継ぐにしても、あの根気と器用さ級密

さが偲ばれて、実験を進めるにおいて細井さんが果た

してこられた役割の重要さを痛感させられるばかりです。

細井さんは、趣味の面でも人並み以上の打ち込みよ

うで、明朗な人柄は多くの人から慕われました。サッ

カーの大ファンで、長年にわたって地域の少年サッカ

ーチームの監督をつとめてこられました。少年達だけ J

でなく、その父母からも多大な信頼が寄せられていま

した。告別の日には、既に成人となった人も含めて大

勢の教え子が参列し、別れを惜しみました。細井さん

の徳の大きさに学ぶ思いを深くしたのは、小生だけで

はなかったでしょう。

現れては過ぎさる走馬灯の絵のように、思い出は尽

きることがありません。今さらながら細井さんの交際

の広さと存在の大きかった乙とを偲びつつ、ここに改

めて、ご冥福を心からお祈り申し上げます。

萩原 幸(日本原子力研究所・高崎研究所長)

放射線化学
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会員のページ

楼井洗元放射線化学会会長勲章を受章

元放射線化学会会長の棲井洗先生が平成 10年度春

の叙勲において勲二等旭日重光章を受章されました。

問先生は、昭和 18年大阪帝国大学工学部応用化学

科を卒業、大阪大学産業科学研究所講師、助教授を経

て、昭和 34年に同研究所放射線食糧部門(昭和 51年

に放射線応用合成部門に変更)担当教授に就任されま

した。その後、昭和 57年奈良工業高等専門学校長、

;L成元年奈良先端科学技術大学院大学創設準備室長を

経て、同 3年同大学院大学初代学長に就任、平成 9年

退職されました。

同先生は、昭和 34年当時、放射線化学の研究を行

なわれていた先生方とともに、日本放射線化学会の創

設に尽力された結果、昭和 40年 4月にその創設を実

現され、昭和 51、52年度の会長を歴任されました。同

先生は会長就任時に、放射線化学が基礎的研究、特に

物理化学的側面で進展することの重要性に加えて、社

会的貢献を念頭においた応用研究の発展の重要性、特に、

産業に必要な素材の供給を目的とした放射線プロセス

の開発・実用化が必要であることを指摘され、放射線

化学の禦明期に立ち戻って、その可能性を追求すべき

であることを提言されました。

同先生は当初から放射線化学の初期過程の解明やそ

の有機化学的応用について研究を行なわれましたが、

射線化学と多くの共通する研究課題を有する光化学

第 66号(1998)

についても対比的研究を推進され、両者を有機的に結

合し系統的な有機量子ビーム化学を開拓されました。

昭和 48年大阪大学産業科学研究所附属放射線実験所

所長に就任、さらに、昭和日年大阪大学産業科学研

究所所長に就任されると同時に、材料・生物などの物

質に対する放射線照射効果の基礎となる放射線化学の

初期過程を解明するための超強力極短時間パルス放射

線発生装置 (Lバンド電子ライナック)の設置を文部

省に申請し、尽力の結果、昭和日年、当時世界最高

級のピコ秒ライナックの設置を実現されました。この

装置はそれまで欧米では物理や物理化学の分野での利

用が中心であったのに対し、同先生は設置当初から有

機化学、高分子化学、生物化学、環境化学などの研究

分野での利用を積極的に推進され、これら種々の研究

分野と放射線化学、加速器科学の研究分野との学際的

研究の進展に貢献されました。なお、この装置は現在

も稼働中で多くの研究者に利用されております。

同先生は、放射線化学および光化学の分野における

優れた研究成果により、昭和 2年日本化学会賞を受賞、

さらに、昭和印年紫綬褒章を受章されています。そ

して、この度、勲二等旭日重光章を受章されました。

同先生の放射線化学会への多大なご貢献に対し謝意を

表し、ご受章を心よりお祝い申し上げます。

(阪大産研 ・真嶋哲朗)
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〔学会賞〕

日本放射線化学会賞、技術賞、奨励賞の選考結果について

日本放射線化学会賞選考委員会 委員長篇 野 嘉彦

平成9年度の日本放射線化学会賞、日本放射線化学

会技術賞、日本放射線化学会奨励賞について選考が終

了し、各受賞者が決定しましたので以下のとおり報告

いたします。

この件につきましては、本誌No.64(1997)p.49に、

これらの賞の規定の概要とともに、平成9年12月末日

を締切りとして、推薦の依頼を皆様にお願いしました。

その結果、推薦された候補者について、その推薦理由書、

論文リスト等の提出資料に基づいて、本選考規程にし

たがって下記の選考委員による慎重な調査が行われま

した。

荒井重義 京都工芸繊維大学

石垣 功 日本原子力研究所

志田忠正 京都大学

鎌野嘉彦 東京工業大学

浜 義昌 早稲田大学

山岡仁史 京都大学

平成10年3月27日に開催された選考委員会において、

これらの調査結果に基づいた慎重な審議の結果、受賞

候補者案が決定されました。乙の案はその後同日に開

催されました第俗図理事会に提出され、承認されました。

決定されました各賞の受賞者および業績の概要は次

のとおりです。なおこれら各賞の授賞式および受賞者

による講演は今秋10月5日一7日に神戸大学で開催される、

第41回放射線化学討論会において行われる予定です。

日本放射線化学会賞

広島大学 塩谷 優

「反応性ラジカル種の構造、分子運動および

反応性の研究」

〔業績概要〕

塩谷氏は、放射線化学反応初期過程の研究における

反応活性ラジカル種の重要性に早くから着目し、低温

闘相ESR分光法を駆使して中性および正・負イオンラ
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ジカルの構造、分子運動および反応性の研究を先導し、

次のような興味深い業績を挙げている。

1.有機分子カチオンラジカルの構造歪みと分子運動

2.高分解能ESR用マトリックスの開発と分子アニオ

ンラジカルの構造

3.固体表面吸着ラジカルの構造と分子運動

日本放射線化学会技術賞

日本原子力研究所 小嶋拓治

橘 宏行

春山保幸

目立電線株式会社 柏崎 茂

「アラニン線量計開発研究J

〔業顔概要〕

小嶋、橘、春山、柏崎の各氏からなる「アラニン線

量計開発グループJは、放射線の吸収線量に比例して

生じる室温で安定なアラニンフリーラジカルをESR法

によって定量する線量測定法に関し、アラニンーポリ

マー混合物の成形加工によって使用目的に合致する種々

の形状の線量計素子を開発した。さらに、専用ESR装

置の開発、高精度線量測定システムの構築を行い、さ

らに応用技術に関する研究を行って、利用の拡大に

とめている。その結果、放射線産業における工程管理

および放射線利用研究に不可欠な基盤技術として広い

分野に顕著な波及効果を与えた。研究成果は以下の3

点にまとめることができる。

1.線量計素子の開発

2.線量測定システムの開発

3.応用技術の開発

日本放射線化学会奨励賞

日本原子力研究所工藤久明

「極限環境用有機材料の耐放射線性研究」

〔業績概要〕

工藤氏は、核融合炉、宇宙空間等の極限環境で用い

放射線化学



られる高分子材料の耐放射線性の研究において多大な 1.超低温ガンマ線照射効果研究による超伝導磁石用

成果を挙げており、乙れを踏まえて、より広く放射線 絶縁材料等の開発。

化学の新しい発展においても強い牽引者の一人として 2.イオン照射効果研究による宇宙環境で使用する複

将来の活躍が期待できる。同氏の研究成果は次の2つ 合材料等の開発。

にまとめられる。

10th Workshop on 
Iρw-Energy Positron and Positronium Physics 

(positron W orkshop 99) 

Date and place: 

July 28・31，1的9.KEKσ五ghEnergy Accelerator 

Research Organization)， Tsukuba 

Ano血cialsa怯出飴 ofX氾 ICPEACσ叫y21・27

July， 1999， Sendai). 

Purpose: 

4Mof吋陀叩on1…吻仰sitron

組 dpositronium physics， highlighting interesting 

areas for future development 

Topics: 

1. Recent research on a句micprocesses泊volving

positrons and/or posi仕onium.2. Related ωpics， e.g. 

comparison with scattering processes invol吋ng

other particles such as elec仕ons，muons and 

antiprotons. 3. Recent research wi出 slowposi仕on

組 dposi仕o凶山nbe祖 国 .

第 66号(1998)

Publica世on:

τbe Proceedings wi11 be pub1ished企omElse吋er

Publications as a topical issue of Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research 

Section B (NIM-B). 

HomePage: 

http://conference.kek.jp/ positron99 / 

Workshop Co-chainnen: 

Toshio Hyodo (University of Tokyo) and Akira 

YagishitaαffiK) 

Correspondence: 

Ms. Hiromi SUZ¥必 (c/oProf. A Yagishita) 

Positron Workshop 99 

Institute of Mat怠rialsStruc伽reScience， KEK 

1・1Oho， Tsulruba，肋ara恒， 30~801， Japan 

Tel: 81-29~1171 ext. 3234 

F鉱:81-29~2801 

E-mail: pws99@postkek.jp 
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〔学会賞〕

反応活性ラジカル種の構造、分子運動および反応性の研究

物質に放射線を照射するとイオン化過程又は励起過

程を経て正・負イオンラジカル文は中性ラジカルが生

成する。これらは反応活性中間化学種であり、その観

測は放射線化学反応研究の中心課題の一つである。一方、

電子スピン共鳴(ESR)はラジカル種を選択的かつ高感

度に検出する方法であり、放射線化学反応解明の強力

な手段となってきた。筆者はω年後半に“有機フッ素

ラジカルのESR研究"に携わって以来今日まで、活性

中間ラジカルのESR研究に従事する幸運を得ている。

初期の研究は中性ラジカル種の構造と反応に関するも

のが中心であった。 70年の中期に Ff.Williams教

授 (Tennessee大学)の研究室で、分子アニオンラジ

カルの研究に携わって以来、分子イオンラジカルの構

造化学的研究に興味を持つようになった。さらに、 80

年にJ.Freed教授 (Comell大)の研究室でラジカルの

ダイナミックスを勉強する機会を得てから、分子運動

の観点からイオンラジカルを見る目が養われた。その

結果、放射線の化学反応よりも“反応活性ラジカルの

構造と運動"に研究の興味が移っている。結果的には、

ESR法の特色を効果的に利用し、飽和炭化水素系カチ

オンラジカルの構造歪とダイナミックスなどで特徴あ

る研究ができた。以下にその内容の概略を述べる。

1.有償フッ素ラジカル

筆者が放射緩化学関係の研究に興味を持つに至った

のは、 1968年に仏政府留学生としてSaclay原子力研究

所でChachaty博の指導を受けたことに始まる。有機

フッ素化合物の低温固相放射線照射で生成したラジカ

ル種の構造と反応に関する研究を行った。特にcC6F12

等のパーフルオロシロシクロヘキサン系化合物の脱フ

ッ素反応で生成するcC6Fuラジカルの環反転運動等を

解明できた。1) この研究過程で習得した放射線化学と

有機フッ素ラジカルに関する基礎知識がその後の有機

フッ素(またはハロゲン)化合物を溶質またはマトリ

ックスとする一連の分子アニオンまたはカチオンラジ

カルのES~研究の展開に役立つた。
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広 島 大 学 工 学 部 塩 谷 優

2.高分解能ESR用マトリックスの開発と分子アニオン

ラジカル

溶質分子の電子親和力がマトリックス分子のそれよ

り大きい場合、イオン化放射線で生成した電子が溶質

分子に移動し、アニオンラジカルが生成することは以

前から知られていた。しかし、非結晶マトリックス中

に生成・捕捉された分子アニオンラジカルのESRスペ

クトルは、広線幅と磁気パラメーター(hβ，g値)の異方

性のために一般に分解能が悪く、その解析が困難であ

った。筆者らはテトラメチルシラン (TMS)やネオペン

タン等メチル基を含み、高い対称性を持つ柔軟性結晶

分子をマトリックスとして用いると、低温周相でも高

分解能ESRスペクトルが得られることを見出した。2) こ

の高分解能ESR用マトリックスの開発により 、その後

数多くの新規分子アニオンラジカルが観測され、その

電子構造と反応性に関する研究が大きく展開できた。

代表例として、パーフルオロシクロアルカンアニオ

ンラジカル (CCnF2n+2-;n = 3・6)が挙げられる。2)高分

解能故に、全ての19Fの等方性hfs(aF)が二次の分裂ま

で明瞭に観測でき、スペクトルの確実な同定ができた。

さらに、 aFの和(αFIこ炭素数，n，掛けた値)は炭素数に

依らずほぽ一定でとなり、 CCnF2n+2・の不対電子は高い

対称性を有する σ軌道を占有し、かつ分子全体に非

在化することがわかった。これは飽和炭化水素系カチ '

オンラジカルにおける σ軌道の非局在化を証明した先

駆的研究となった。また、 CF2=CF2・の19Fおよび

13C-hfsの観測に基ずき、 CF2=CF2-は非平面構造をとる

ことを指摘した。3) このー電子還元にともなう構造異

常性の出現は多くの研究者に興味が持たれ、 一連のオ

レフィンおよびそのハロゲン誘導体分子アニオンラジ

カルの構造に関する理論・実験両面の研究の端緒を拓

いた。後年、 C6F6・のヤーン・テラー構造歪の研究4がで

きたのもこの高分解能ESR用マトリックスの開発に追

うところが大である。

放射線化学



3.分子力チオンラジカル

J{ーフルオロアルカンを溶質として含むアルカンを

放射線照射すると、イオン化によりマトリックス中に

生成した電子が溶質分子に移動し、分子アニオンラジ

カルが生成することを先の項で述べた。電子と同時に

生成するホールはマトリックス分子と反応しカチオン

ラジカルを生成することが期待できるが、その直接観

測にはさらに数年が必要であった。筆者らはcC6F12

等のハロカーボンをマトリックスとして用い、低温放

射線照射法により多くの新規炭化水素およびそのハロ

ゲン・ケイ素誘導体カチオンラジカルのESRを観測し、

電子構造、分子運動および反応につき研究を行った。

炭化水素系カチオンラジカルのESR観測については、

F大の志田氏、名工試の岩崎一鳥山氏らには若干遅れ

とったが、初期の研究を大幅に発展させることがで

きた。

飽和炭化水素の構造歪:筆者らは比較的剛直な環構

造をとるシクロアルカンの重水素、アルキル又はケイ

素誘導体等を用いて、飽和炭化水素系カチオンラジカ

ルの構造および分子運動に関する研究を行った。5)例

えば、メチルシクロヘキサンカチオンラジカルでは、

不対電子はメチル基両側の一方のC-C結合に主として

局在化し、その結合距離が伸張し、非対称歪み構造(C1

対称性)をとることを見出した。5) その後、シクロヘ

キサンアルキル誘導体のみならず、シクロペンタンア

ルキル誘導体、さらにアルキル環の炭素 1個をケイ素

に置換したシラシクロアルカンカチオンラジカルでも

非対称構造歪が観測されることを見出した。 6)飽和

炭化水素系では基底状態と(低)励起状態との電子エ

ネルギーの差が小さい(数eV以下)ことより、 ー電

酸化反応で生成したカチオンラジカルは振動状態と

子状態との相互作用が可能になり非対称構造歪がお

きると結論できた。

分子内ダイナミックス:対称な二重井戸型ポテンシ

ャルエネルギー曲面をもっ飽和炭化水素系カチオンラ

ジカルでは、鏡像関係にあるエネルギーの等しい二つ

の非対称歪構造問でC-C(またはC-Si)結合の伸縮交換

がおきることを見出した。5.6)例えばシラシクロヘキ

サンカチオンラジカルの場合、隣り合ったC・Si結合間

での選択的伸縮交替が4Kの低温でも約 107s・1の速度で

おき、かつ70K以下の低温域では速度定数に温度依存

性がなくなる。量子力学的トンネル効果の可能性を指

摘した。さらに最近、重水素置換によるゼロ点振動エ

ネルギーの変化を利用して、シクロヘキサンカチオン

ラジカル(C2h)の動的ヤーン・テラー構造歪を制御で

第 66号(1998)

きることを示した。5)

その他:数多くの新規カチオンラジカルの生成-

ESR観測に成功し、精造と反応性を明らかにできた。

例えば、ジメチルアセチレンの単量体カチオンラジカ

ルは親分子と環状付加反応し、テトラメチルシクロブ

タジエンカチオンを生成することを見出した。7)中性

分子どうしでは反応が進行しないが、カチオンラジカ

ルを系内に生成してやれば反応が容易に進行すること

が実証できた。中性のパーフルオロ・1，3・ブタジエンは

非平面構造をとるがー電子酸化を受けると平面構造を

とることおよひ不飽和炭化水素カチオンラジカルの電子

構造に及ぼすフ ッ素置換効果等を例として挙げる。4)

なお、分子カチオンラ ジカルの研究成果は総説・解説

としてまとめられている。8)

4.国体表面吸着ラジカルの構造と分子運動

ゼオライトの放射線照射で生成するホールは表面に

移動し、効率良く吸着分子(ベンゼン、メタン、アン

モニア等)と反応し正イオンまたは中性ラジカルが生

成する。ゼオライト (4A-Na+型)空孔中に生成した

CH3ラジカルは構造歪を受けること、 NH2ラジカルは

系内に存在するNa+に配位すること等をESR法で明ら

かにできた。9) ミクロポーラス結品を媒体とする放射

線化学反応に関する繋明期の研究である。さらに、放

射線化学とは直接関係しないが、国体表面に化学・物

理吸着した02・およびN02分子の温度変化ESRスペク

トルを4Kから400Kの広い温度域で観測し、定量的線

形解析を行い、回転(および並進)拡散運動の相関時

間を決定した。10)ラジカルをプロープとし、 ESR法で

気一国界面での吸着分子のダイナミックスを評価した

研究である。
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(2)実験による放射線教育の方法

(3)放射糠と放射能の基礎知識・最近の利用

(4)低線量放射線の健康への影響
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放射線教育フォーラム

国際シンポジウム事務局長松浦辰男

電話/Fax:0与3591・5366

放 射 線 化 学



〔技術賞〕

アラニン線量計の開発研究

1.はじめに

アミノ酸の一種であるトアラニンは放射線により

その吸収線量に比例して室温で安定なフリーラジカル

を生じる。このラジカル生成量を電子スピン共鳴

(ESR)装置により定量する方法に基づくアラニン線量

計の開発研究では、 1962年Bradshawらの提案。後、

Bermanら(1971)によりパラフィンを用いた固形素子

化2)、及びRegullaら(1982)により系統だった計測シス

テム化と特性研究勾が行われた。これらの結果、アラ

ニン線量計は、精度が高い乙と、測定範囲が数Gy-

105Gyと広いこと、線量応答が照射後も長期間安定で

あること、読みとりによる情報の消失がなく素子その

ものを記録として保存できること、組成が生体組織に

近いためエネルギー依存性などの補正が容易であるこ

となどの基本的に優れた特長をもつことが明らかにな

った。また、その応用として素子の郵送などを利用し

た緩量比較-線量校正に有用なトランスファ一線量測

定や放射線治療等への応用が進められた。

しかし、これらのパラフィンをパインダーに用いた

プレス成形素子では、 ESR測定精度に影響を与える素

子の密度や寸法を均一にすること、同じ特性の素子を

大量に再現性良く製造するとと、及び電子線や重荷電

子などの飛程の短い放射線への応用に不可欠である

薄いフィルム素子を成形することが困難であり、乙の

ためアラニン線量計の高精度化、取り扱いの簡便化及

び応用の拡大が容易ではなかった。また、読みとりに

用いるESR法については、化学分析・定量を目的とし

た従来の分析用装置では多くの可変機能を持っている

ためにパラメータ調整に伴う不確かさが大きく、線量

測定に要求される取り扱いの簡便さと精度を両立する

ことが困難であった。

本開発研究は、これらの問題を解決し、基本的に優

れた特長をもっアラニン線量計を実用化すること、そ

の信頼性を評価することにより応用を拡大する乙と、

及び線量相互比較等に用いるトランスファ一線量計と

して国内外における大線量域のトレーサピリティ体系

の構築に寄与することを目的として行った。材料及び

第 66号 (1998)

原研 小嶋拓治 ・橘宏行 ・ 春山保 幸

目立電線(株)柏崎茂

装置開発の観点からは、ポリマーを用いた線量計素子

の製造技術、及び読みとりに用いる ESR装置システ

ムの概念設計に関する主たる部分は1987年頃に既に確

立の見通しが得られていたと言える 4)。しかし、放射

糠計測技術としては、その信頼性の確保及び広い応用

のための基礎的データが整備され、また信頼できる実

用的技術として国内外に広く認知され利用されるよう

になった現在、初めてとの技術が確立されたと考えら

れる。

2.アラニン線量計泰子の開発研究

アラニン結晶粉末を成形する母材として、アラニン

ラジカルの測定に影響が極めて小さい非晶質ポリマー

の使用に着目し、種類、組成比、添加剤及び成形条件

等の最適化を行うととにより、従来にない優れた線量

計及び機械的特性をもっ各種形状の素子成形技術を確

立した。との結果、 y線・制動放射線、高エネルギー

電子線を対象とした高精密測定用及びルーチン測定用

の直径3mmのロッド素子(それぞれ長さ30及び20mm、

ポリスチレン30及び50wt%)5)と電子・荷電粒子線測

定用フィルム素子(厚さ230μm、8x30mm、低密度

ポリエチレン4Owt%)めを世界に先駆けて「アミノグレ

イJとして商品化した。現在、ロッド素子は、原子炉・

加速器施設等放射線環境下で用いる電線・機器部品等

の長期間にわたる被曝線量評価、研究・試験及び照射

サービス等の原研内の高線量域照射利用における線量

評価、国際原子力機関αAEA)の国際線量保証サービ

スαDAS)(1992年以降)η等に国内外で広く用いられつ

つある。また、フィルム素子は、 MeV電子線、シン

クロトロン放射光8)、及びMeV/amuイオンビーム等

の吸収線量測定への応用"に用いられ、材料・バイオ

研究の高信頼化に寄与している。なお、ロッド及びフ

ィルム素子に関する論文は、国際規格協会。SO)規格

に含まれている米国材料試験協会(ASTM)実施基準

&1607・96に引用されている。
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3.専用リーダーの開発研究

電磁石を用いた手動操作の分析用ESR装置の使用か

ら得たESR測定の最適条件の知見を基に、永久磁石を

利用した市販の小型ESR装置を改造し、 ND、D/A変

換器、デジタル電圧計の付加等により、スイッチ操作

一つでESR測定、データ解析及び線量換算を10sec/個

の短時間でかつく1.0%の高精度に自動測定ができる

線量測定システムを世界に先駆けて構築するとともに、

測定時の素子方向等ジオメトリィや温度の影響等を明

らかにした。これをもとに機能の範囲をさらに特定化

し測定手順を簡易にした廉価な卓上型自動リーダーを

目的として、試作一号装置問、これをさらに改良し簡

単化した試作2号装置11)を開発した。これらはいずれ

も簡単な操作で、精度、適用線量範囲ともに十分な機

能をもち専用リーダ一実用装置としての要件を満足す

ることが実証された。また分析用ESR装置に比べて大

幅に低廉化できるため、アラニン線量計の普及の加速

が大いに期待される。メーカーの事情から現在はまだ

市販品が入手できないが、本開発研究により今後の実

用化への技術的基盤が築かれたと考えられる。

4.アラニン線量計の信頼性に関わる研究

線量計測における信頼性は、国家または国際的な標

準機関との定期的なトレーサピリティチェックにより

その不確かさを明らかすることで初めて確保できる。

このため、国家標準である通産省工業技術院電子技術

総合研究所で校正した平行平板型空気電離箱を用いた

原研の照射場の線量率測定における不確かさ、及びこ

れを用い校正したアラニン線量計における不確かさは、

それぞれ::t2.2%及び:t3.4% (2 (J )であることを明らか

にした。さらに、国際的標準機関である英国物理研究

所側Pυとのトランスファ一線量測定による線量相互

比較を行い、原研とNPLの線量値が::t2%以内で一致

するという結果から上記の評価の正当性を示した12)。

この他、 6OCor線及びMeV級電子線の大線量域に

関して、滅菌製品等の品質保証手段である線量計測の

標準化に不可欠なトランスブア一線量測定への応用及

ひ冒討放射線性試験や放射線治療等における線量測定へ

の応用等のため、数Gy-100kGyの線量測定範囲におけ

る精度、照射中・照射後の温度・湿度の影響等、異な

る使用条件下における線量計特性を明らかにし、これ

らの応用目的に対する実効性を示した問。また、本ア

ラニン線量計素子を用いた米国標準技術研究所

(NI釘ヲ、欧州核研究機関(CERN)、東南アジア諸国の

放射線研究機関との線量相互比較等国際的な線量標準
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化を目的とした協力研究も進めている 14)。

5.今後の展望

線量計リーダーに関しては実用化をさらに進める必

要があるが、本開発研究の目的はほぼ達成されたと考

えられる。ここで確立したアラニン線量計の応用に関

する将来計画としては以下が挙げられる。

(1) r線を基準として、電子線、重荷電粒子線等の線種・

線質の異なる放射線開の線量標準化技術の確立の

展開。

(2)単位線量あたりのラジカル生成量が100kGy以上で

比例関係から徐々に飽和し次いで減少することを

生成量の照射温度依存性とも関連づけて、ラジカ

ル生成/減衰の機構を明らかにすることによる放

射線化学基礎研究への寄与。

(3)線量に基づく品質保証が法制化されている分野の

標準的トランスファ一線量計として、国内及び国

際的な大線量域のトレーサピリティシステムの構

築に向けた利用技術の確立。

以上のように、本研究開発は放射線化学反応に基づ

くアラニン線量計という基盤的な技術を確立したもの

であり、これからの放射線利用研究に新しい面を拓く

一助になれば幸いである。
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第21回原子衝突物理学国際会議のお知らせ

第21回原子衝突物理学国際会議が原子衝突研究

協会、日本物理学会、日本化学会の主催で、明年(19

99年)7月21日(水)から7月27日(火)まで仙台市仙

台国際センターで開催されます。ただし、 2日は、

登録のみです。四79年に第 11回会議が京都で開

催されましたのでa年ぶりの日本における開催

となります。ちなみに本会議は、 2年ごとに開催

されます。名称に物理と言う言葉がありますが、

その扱う範囲は化学そのものです。すなわち、電子、

光子、原子、分子、イオン、クラスター、表面、

エキゾチック粒子などの聞の相互作用を研究の対

象としています。したがってここで言う“原子衝

突"とは化学で言う“反応"に他なりません。反

.a 応のエネルギー領域は、 meVからGeVまでにわたり、

『 現実の世界で起こっているあらゆる反応を研究の

対象としている分野です。つまり、実は放射線化

学と非常に深い関係があるのです。例えば、電子

衝突は原子衝突物理学における重要な分野ですが、

これが放射線化学の初期過程において大きな役割

を果たしていることは、ご存知の通りです。もう

一つ例をあげてみましょう。それは、超励起状態

とPう概念です。これは、放射線化学で生まれた

概念ですが、今や原子衝突物理学の分野でも広く

使われるまでになっています。これら両分野の揺

箆期は重なっているのですが、その当時はむしろ

これらは不可分の関係にあったのではないでしょ

うか。このあたりの事情は、将事()号記念特集.放

第 66号 (1998)

射線化学を築いた人たち" (1985年)において井

口道生先生が書かれたR L. Platzmanの記事から

もうかがえます。実は、彼が超励起状態という

概念の生みの親なのです。また、原子衝突は、

放射光の利用に関してもずいぶん前から関わり

を持っていますし、宇宙空間で起きる反応とい

う観点で、宇宙科学との交流も以前より活発です。

最近では、プラズマを媒介として半導体プロセ

スや核融合の分野との交流も増えてきました。

ちなみに本会会長の黛野嘉彦先生は、第21回会

議の議長の一人です。このように本国際会議は、

放射線化学分野との接点が非常に多い会議と思

われますので、ご興味のおありの方は、私まで

ご連絡いただければ今後アナウンスメント等を

お送りいたします。

〒152-8551東京都目黒区大岡山2-12-1

東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻

河内宣之

τEむ 03-5734-2611

FAX: 03-5734-2655 

Email: nkouchi@chem.titech.ac.jp 

なお詳しくは本国際会議のホームページ

http://www.chem.titech.ac.jp/-icpeac/もご覧くだ

さPo

(東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻河

内宣之)
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〔奨励賞〕

極限環境用有機材料の耐放射線性研究

1.緒言

高分子材料や高分子をもとにした有機複合材料は、

原子力関連施設・核融合施設・宇宙環境において電気

絶縁材・熱制御材・構造材として様々な応用が考えら

れている。 一般に有機材料は無機材料よりも耐放射線

性に劣るため、高分子材料の耐放射線性評価が非常に

重要な問題となっている。高分子材料の耐放射線性は、

y線や電子線を照射した後の力学特性(曲げ強度や引

張り破断伸び)の変化から評価される 1)が、基礎科学

的には架構や切断などの高分子の照射効果に帰着される。

高分子の照射効果は、照射温度や線質(ばT)などの照

射条件に依存することが明らかになっている2)。この

点は、基礎科学的にも完全には解明されておらず、ま

た耐放射線性評価においても必ずしも十分な注意が払

われてきたとは言えない。核融合施設や宇宙環境など「極

限環境jでは、真空中で低温下や、中性子や陽子など

高LE1放射線の照射が予想されており、耐放射線性の

照射条件に対する依存性の解明が必要となる。本研究

ではそれを考慮して、高分子材料の照射効果の照射温

度・線質江El)'こ対する依存性を調べている。

2.極低温y緩照射効果

Ccト60i'線照射施設に液体窒素 (77K)や液体ヘリウ

ム(4K)を連続供給する装置を設置し、高分子材料の

y線照射効果の温度依存性を室温より低温域で検討し

た。

(1) 77K!照射による力学特性などの変化3，4)

77Kでの γ線照射による力学特性の変化を、室温で

のγ線照射の場合と比較した。超電導磁石用絶縁材料

として試作したガラス繊維強化エポキシ樹脂(Glass

Fiber Reinforced Plastic， GFRP)を、室温または77Kで

日本原子力研究所高崎研究所工藤 久 明

y線照射した後に、 77Kで曲げ試験したときでは、室

温で照射すると 1MGy程度で曲げ強度が初期の半分に

低下するが、 77K!照射では約25MGyで強度が初期の半

分になった。また77Kで照射後に昇温することなく

77Kで試験したものと、 77K照射後に室温まで昇温し

た後に77Kで試験したものとで、両者には差が見ら

なかった。このことは、 77Kでの γ穂照射では、力学

特性の低下につながる放射線照射損傷の生成収率が室

温照射より低くなっており、また化学反応が照射中に

完了していることを示している。なお、線量に適当な

ファクタを掛けるととにより、 77K!照射による曲げ強

度の線量に対する劣化挙動を、室温照射によるものに

ほぼ重ね合わせられる。

GFRPのガラス転移温度は照射により下がるが、

77K!照射では低下の度合いが小さかった。照射により

エポキシ樹脂中に分子鎖切断が起こるが、その確率が

77K!照射では小さくなっていることが示された。分解

ガス発生量測定では、 COとC021こ大きな温度依存性

が認められた。低温では分子鎖の運動が抑えられるた

め主鎖の切断が少なく、それに伴いCOやC02の発生

も少なくなっているものと考えている。

(2)4K!照射試験め

基礎・実用両面から、 77Kより低温域での照射効果

に興味が持たれるが、 4K照射は液体ヘリウムの消費

が速いため大線量の照射には用いるととが出来ず、ポ

リテトラフルオロエチレンやポリイソプチレンなど比

較的低線量で劣化する材料で試験したところ、 77K!照

射と4K!照射とでは力学特性の劣化挙動に差が見られ

なかった。 77Kより低温域には分子運動性の転移がな

いために、劣化挙動が同一であると考えている。実用

Studies on radiation resistance of organic materials for severe environments 
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的には、 4K照射に対する耐放射線十字を77K照射試験で

代!日できることになる。

3.イオン照射効果

原研高崎研のイオン照射研究施設(ηARA)のサイク

ロトロンを用いて高L訂イオンビームである陽子、ヘ

リウム、鉄イオン等を、上記GFRP(核融合炉での中

性子照射は、高分子の場合には陽子照射で模擬できる)、

宇宙環境で使用する炭素繊維強化複合材料および熱制

御用高分子フィルム、ポリエチレン、ポリメタクリル

酸メチルなど各種高分子材料に対して、力学特性の測

定が可能な大面積均一照射によって照射し、力学特性

を含めて各種特性の変化を調べた。試験した材料とイ

オン種の範囲において、力学特性の変化に関しては吸

収線量で比較すると照射効果は y線と同等であること

ら8)、およびポリメタクリル酸メチルの分子鎖切断の

確率や三酢酸セルロースの着色の感度は、陽子やヘリ

ウムの軽イオンでは電子線や γ線と同一であるが、重

イオン照射でLETが著しく大きくなるとやや小さくな

る傾向を示すことめを見い出した。また、静止軌道上

10年相当の電子、陽子、鉄イオンの照射に対して宇宙

用熱制御高分子フィルムの熱光学特性の変化が非常に

小さいことを見い出した問。これまで、高分子材料の

耐放射線性については、大きな線質効果が懸念されて

いたが、本研究によりそれらの課題が明らかにされた。

4.結宮

本研究では、高分子材料を核融合施設や宇宙環境な

ど「極限環境jで使用する際の耐放射線性に関する知

見を得ることを目的として、力学特性の変化を中心に、

s 
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期待される。
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日本化学会季年会が平成10年3月27日-30日同志社

大学・同志社女子大学田辺キャンパスにおいて開催さ

れた。昨年の年会プログラムから放射線化学のセッシ

ョンが消え、多くの方々が戸惑われていたのを思い出す。

しかし、今年は再び放射線化学のセッション (28日午

前)が復活し、以下に述べる11件講演が行われた。以下、

講演の簡単な内容とその雰囲気について述べる。講演

は同志社女子大で行われた。日ごろ入ることの無い女

子大という異質の空間と、非常に締麗な建物が講演の

雰囲気を明るくし、討論を活発にした重要な要因であ

ったと思う。講演内容を簡単に分類すると実験11件理

論1件、照射源での分類はイオンビーム4件、 UNAC4件、

ωCo2件、 Febetron2件、であった。

最初の講演は(21107.阪大産研 前回)ポリメチル

フェニルシラン、ポリヘキシルシランへの低エネルギ

一重イオンビーム照射の実験で従来の高エネルギ一重

イオンビーム照射した場合との違いを非常に明確に示

していた。次に (21108.福井工大吉田)パルスラジ

オリシス・マイクロ波空洞法により、励起ネオンもし

くは励起アルゴン・多原子分子衝突における脱励起の

際のイオン化効率の決定についての報告で、励起アル

ゴン.分子系のイオン化効率の決定法に関していくつ

かの問題点が指摘された。次に、 (21109.阪大産研

西田)シリコン骨格を主鎖とする高分子ポリシランを

対象とし、パルスラジオリシス法を用いた過渡吸収ス

ペクトルの測定により、室温から約120K付近の領域

でのスペクトルの形状の変化から、ポリシランのアニ

オンラジカルの低温における挙動の詳細を報告してお

り、 (21111.阪大産研 岡本)、 (21112.阪大産研

三木)はポリスチレン、 n-ドデカンを対象とし、フェ

ムト秒レーザーと同期されたピコ秒パルスラジオリシ

スシステムを用いて、生成した初期中間活性種のジェ

ミネート再結合を観測しており、カチオン捕捉剤(トリ

エチルアミン)や電子補足剤(四塩化炭素)を添加する

ことにより、より詳細な反応機構を明らかにしようと

している。

前半 (10: 00-11 : 00)は6件報告の予定であったが

1件中止となったため 5件の報告となった。そのため、

余った時間を全体の討論に用いた。これは 1件あたり
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10分(講演7分+討論2分+交代1分)の持ち時間の中で

質問できなかった事項に対し再度活発な討論をおこな

う場となった。

後半(11: 00-12 : 00)はアミノ酸水溶液への重イオ

ン照射効果を対象とした (21113.群馬大 森山)の講

演からはじまり、 (21114.東海大総科研大野)、 (21117.

原研高崎 田口)らの水中での重イオン照射を理論的、

実験的に取り扱った議論へと、生物もしくは生体へ

放射線照射効果を知る上で非常に重要である報告が紡

いた。次に、 (21115.阪大産研藤乗)1，1-ジアニシル

エシレンと1・アニシル-1-フェニルエチレンそれぞれを

塩化プチル77Kマトリックス中で y線照射を行い、生

じたラジカルカチオンと中性分子から成るダイマーラ

ジカルカチオンを生成させ、発光スペクトルを観測す

ることにより、乙れらの反応過程の詳細を検討している。

(21116.原研先端研 熊田)は国体パラ水素への y線

照射によるH2-アニオン生成に対する、 HDやD2の添加

によるアニオン生成が抑制されること示し、 ESRスペ

クトルからエレクトロンパルプの存在を報告している。

最後は(21118.東工大小高)非極性溶媒中での電子

.正イオン再結合過程の研究である。この研究は高密

度気体アルゴン中での電子.正イオン再結合速度定数

が実験値と理論値で大きく異なる原因が、熱化されて

いない電子の影響によるものと判断し、窒素添加にお

ける測定を行い実証している。

以上が本年度放射線化学のセッションの内容である。

この原稿を執筆するにあたり感じた事は、放射線化学

は異なった領域の研究者が集まり成り立っているため、

全体の内容を把握することが非常に難しく、他の研究

者の講演を理解するために多大なエネルギーを必要と

することを再確認したことである。できるだけ自分勝

手な専門用語を減らし、わかりやすい講演にしていた

だきたいものであ る。最後に、今年の放射線化学のセ

ッションは一昨年までのセッションに比べ、やや縮小

化されたように思う。放射線化学の会員であれば必ず

放射線化学のセッションで講演すべきであり、来年の

年会では今年以上に講演件数の増えることを願う。

(福井工業大学砂川武義)

放射線化学
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年会に出席して、午前中いっぱい放射線化学の話を

聞いた。同じ日の午後に近畿大の原子力学会でも放射

線化学関係の話があって、畳休みに急ぎ近鉄に乗って

移動し、この両方で痛感したことがあった。残念ながら、

出席者が円、つものメンバーJであったり、限られた

研究室とその出身者しかいなかったりで、放射線化学

は全く外に聞いていない印象である。

科学技術基本法が制定され、大きな科学プロジェク

に国から支援をもらえる絶好のチャンスが数年前に

れた。放射線化学は残念ながら加速器やコバルトな

どの高価な施設が必要で、維持コストもかかるので、

この機を逃さない手はなかったはずである。むしろ、

このチャンスをものにしないと死滅するはずであった。

何人かの方は、その種の予算を獲得されたようだが、

もちろん外部評価などは、どんどん厳しくなっている

はずで、たとえ予算を獲得しでも、数年でその予算の

本当の所有者である一般国民にもわかる成果を見せな

くてはならない。また、予算をもらうということは、

削りしろを持ったと言うことなので、随時見直しの憂

き目にあう。半減、打ち切りなんてざらである。しかし、

こんな大事な時期に、何故外部の人が、押し寄せて何

か教えてくれと来るような広がりや一般性を持ったセ

ッションであり得ないのか。また、こちらから行かな

いのか。

放射線化学の学問的価値は素晴らしいものであったし、

もそうであることは当然のこととして、忘れてなら

をいのは、それがある時期繁栄していたのは、決して

論文や学会発表のYieldが認められていたからではな

いことである。原子力という予算上の聖域の中で保護

を受け、国民の原子力に対するニーズの中で、それを

たまたま利用していたのである。我が理研の放射線化

学研究室などはその典型であった。だから、体質的に

「そのうち加速器を買ってもらおうJと、天からの授

かりものを待って細かい研究をやっているか、 「近く

に加速器があるから何かやってみるJという姿勢の人

が多い学会の体質は当然で、原子力行政の保護を前提

にして、諸外国での成果を調査して、知恵を絞りさえ

すれば、論文も出せて、うまくやれて来たのである。

今インドの放射線化学の景気がいいのを外から見てみ

ればよくわかる。何もこの研究のやり方が過ちである

第 66号 (1998)

とは言わないし、非難するつもりはないが、学会のメ

ンバー全員がおしなべてこうなってもいけないと思う 。

一般的にどの分野でも、研究するための予算、場所、

人を確保するのは容易でない。しかし、放射線化学は、

日米どちらでも、原子力政策を背景に比較的楽をして、

それらを獲得してきた経緯を持つ。今はその時代が終

わり、我々はもっと新しい世界ヘ進んでいかなければ

ならない。放射線化学を使って特効薬を作るとか、環

境破壊をくい止めるとか、本当に突拍子もないことを

まじめに考えて、国民の利益を考えて予算を要求しな

いと維持費すら獲得できないのである。発表内容は、

それなりにきちんとしたものが多かったのだが、そう

いう、何とかしようという気概に欠けた、 fpつもの

年会jであった。もったいない話である。皆お家芸に

は精通していても、特に外のこと、外とのつながりに

勉強不足だと思う。

夫折された嶋森先生の弟子の方たちがきちんと発表

されていたのが印象に残った。彼は装置、場所、人を

確保するのに本当に苦労されていた。地方の私立大学で、

できることが限られているのを、最大限のばす努力を

して、自分の本当にやりたいことをそれに内包してい

こうとする姿勢は、スケールを変えて今の学会全体に

必要なことだろう。本当に皆研究が好きで、今後も胸

のすくような思いでやっていきたいと思って居るのか?

若い学生さんを育てるために、彼らが熱中するような

テーマを出し続ける努力をしようと思っているのか?

今のままの地位と生活があれば十分で、宙ぶらりんに

研究のまねごとを続ける状態をより好むのか?中途半

端なおいしい話に乗り続けるのか?個人の姿勢ととも

に学会全体の姿勢を関われる昨今であると思う。メシ

より研究が好きだという人の割合が少なくなってきて

pるのかも知れない。

放射線化学セッションは12件あり、個々の発表の中

にはレベルの高いものが多かったのは幸いであった。

総論で紙面を尽くしてしまって、すべてを紹介できな

いのが残念である。うち 4件が重イオン照射関連で、

基礎過程の解明や理論の構築に向けては、実験データ

が不足し、まだマシンタイムが不足しているような印

象を受けた。これは他の大きな加速器を用いた研究で

も言えることである。装置が使い放題だった繋明期の
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発表した固体水素中の電子バブルの発見は、本質的に (理化学研究所 丑田 公規)

放射線利用研究会報告

放射線利用、今、新世紀に向けて 一環境問題への貢献-

放射線利用研究会は(社)日本原子力産業会議主催の

アイソトープ・放射線利用についての研究会である。

この研究会では最新の文献等による調査・研究、関係

各界の第一人者による講演や放射線関連施設の見学な

どを行っている。平成10年6月2日に平成9年度の研究

会の活動をまとめた第13回報告会が、東京・新橋の日

本原子力産業会議で行われた。

報告会ではアイソトープ利用、医学利用、照射利用

の3グループの活動報告及び3件の特別講演が行われた。

以下に主な講演内容について紹介する。

荏原製作所・青木氏により電子線照射による排ガス

処理について講演が行われた。乙の方法は排ガスにア

ンモニアを加えて電子線を照射するととで二酸化硫黄

を硫化アンモニウム(硫安)に、 二酸化窒素を硝酸ア

ンモニウム(硝安)に変えて排煙処理を行うものである。

生成した硫安と硝安は肥料として使用できる。この研

究は20年前から行われており中部電力などで実験プラ

ントを動かしていたが、昨年中国の10万KWの火力発

電所プラントが稼働開始し、ようやく実用化に至った。

中国のプラントは800kV400mAの電子線加速器を2台

もち、 1，800ppmのSOxの脱硫率80%以上、 400ppmの

NOxの脱硝率10%以上の処理プラントである。乙の方

法は排水や廃棄物を出さずに排ガスを浄化し、同時に

有用な肥料を生産するという特性から多くの国に注目

されている。

原研・須郷氏からは放射線グラフト法による海水ウ

ラン捕集材の開発について講演があった。放射線グラ

フト重合法で、ウランを選択的に捕集する官能基をも

っ捕集材を合成し、これを使って海水中のウランの補

集ができる。しかし、ポンプを使ってこの捕集材に海

水を流してウランを捕集する方法では、ポンプを動か

すためエネルギーが非常に大きくなり採算がとれない。

そこで捕集材を海に沈めて、自然海流を利用してウラ

ンを捕集する実験を行った(“ウランの養殖"といって
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おられた)。青森県むつ関根浜6km沖合で実験を行p、

20日間で捕集材1kgあたり 19のウランを採取できた。

この濃度はウラン鉱石の濃度とほぼ同じであり、ポンl

プを使用しないでウラン捕集ができることを確認できた。

現在、 1kg程度のウランを捕集できるよう、スケール

アップルを計画中であるが、最終的には100万kWの原

子力発電所を運転するのに必要な年間200tのウランを

採取できるようにしたい。

日新ハイポル・ 岩本氏は加速器による中性子ビーム

発生について講演された。ガン細胞に10Bを集中させ、

これに中性子を照射すると1<>S+n→7Li+4Heの反応で

α線 (4He)が発生し、ガン細胞に集中的に放射線を

照射できる。乙れまで、中性子源としては原子炉が使

われてきたが、医療用には使い勝手が悪いため、加速

器を使って中性子を発生させる方法を検討した。

2.5MeVのH+イオンを7Liに照射することで中性子が

発生する。電流量としては20mA程度が必要である。

このような大電流の水素イオンを発生させること及び

これをUターゲットに照射した時のターゲットの耐久性、

核反応で出てくる中性子以外の放射線による被曝な

が問題になる。課題は多いが、加速器によって中性子

を発生するというのは目新しい研究であると思う 。

東邦大学・山田教授の講演は低線量の放射線の影響

に関するものであった。自然放射線を完全に遮蔽した

箱に入れたゾウリムシよりもパックグランドレベルの

放射線を当てたものの方が活発に増殖を行ったという

論文が出され、これが低線量の放射線は生物にはむし

ろ有用であるという議論(放射線ホルミシス)の発端

になった。最近ではそれを支持するいくつかの論文が

出されている。細胞に放射線を当てて染色体異常を起

こす実験で、あらかじめ0.02Gy程度の低線量の放射線

を当てた方が、低線量の照射を行わなかったものより

も染色体異常が少ないというものや、マウスに6.5Gy

の放射線を当てると 100%死亡するが、あらかじめ

放射線化学



-・ニ ュース・・0.5Gyの放射線を当てた後6.5Gyの放射線を当てると死 氏 I環境汚染測定への悶・放射線の利用」、原燃工・

亡率は20%に低下するといったものである。しかしな

がら、 IAEA(国際原子力機構)では低線量の放射線

はむしろ良いという説はまだまだマイナーで、 IAEA

は放射線の影響は線量に比例し、低線量でも生物には

危険であるという従来の姿勢を変えていない。

以上4つの講演について紹介したが、ここに紹介で

きなかった講演は以下の通りである。都立産研・伊瀬

古田氏環境における放射能の研究について」、原

研・石川氏産業界における最近の悶利用」、関電・

大田垣氏 I食品照射の現状と動向の調査ワーキング

グループ報告」、東芝・森井氏医療用小型放射光

装置の検討課題Jo21世紀に向けて放射線利用に携わ

っていく我々にとって、いずれも興味深い講演であった。

(住友電工宿島悟志)

RadTech Asia '97報告

UV.EB硬化技術に関するアジア地域での国際会議

としては第 6回になる標記国際会議は昨年11月4日か

ら7日までの4日間、パシフィコ横浜で開催された。因

みに、この国際会議は第1回(CRCA:Conferenceon 

Radiation Curing Asia)ー第4固までは日本で、第5回

は中国(Conference)とタイ (Symposium)でそれぞれ開

催されてきた。第4回 ('93年、幕張メッセ)では、当

時の不景気を反映して、参加者数が第2回(濁年、東京)、

第3回 ('91年、大阪)に比較して約ロ0減の380であった。

このため、今回の会議を開催するに当たっては主催

者である組織委員会(委員長:田畑米穂ラドテック研

究会会長)、準備・運営に当たる実行委員会(委員長:

西久保忠臣神奈川大教授)は、充実したプログラムを

編成(質の良い論文を多く発表)し、多くの参加者を

得ることを目標とした。プログラムのことは以下に報

も することにして、参加者数は圏内ω、アジア オ

セアニア53(10カ国)、欧・米66(11カ国、米国44)

の計563とこれまでの会議の最大値となった。ただ、

アジア・オセアニア地区からの参加者は第4回 (64名)

にくらべて若干減少しているが、これは招待を先駆的

な論文を中心にし、アジア各国に対するサポートをか

なり限定したためである。アジアの国・地区別参加者

数では、韓国が15名でもっとも多く、以下、台湾11、

中国 9、シンガポール 4、マレーシア3、タイ 2で、

インド、インドネシア、ベトナムが各1名であった。

論文発表プログラムは3項目の特別セッションと8項

目の一般セッションから構成され、発表論文件数は口

頭発表124(内招待講演43)、ポスター発表59の計183で

あった。口頭発表は、特別セッションS-1のOverview

を除き、 3会場に分かれて並行して行われた。

第 66号 (1998)

S-1は、恒例のセッションで開会式(11月5日)に引

き続いて、日本(東洋インキ、今井氏)、北米 (DSM

Desotech， K Lawson)、西欧(UCB，R R Kemmerer) 

の概況報告が行われ、メインホールに多くの聴衆を集

めた。開会式で、田畑組織委員長は IUV.EB硬化技

術は単に経済的なメリットをもたらすだけでなく、地

球温暖化などの現在及び将来の世界的な環境問題を解

決するクリーンシステムであるjことを強調された。

このような技術であるため、その市場は各地域におい

て全体的には進展(成長)しているものの景気動向の

影響などによってむしろ後退している分野があること

は残念である。

特別セッションS-2 Iカチオン重合J， S・3r表示材

料のUV硬化」は現在、注目を集めている分野だけに

S-2は11月5日と 6日、S-3は7日に同じ会場(第1分会場)

で招待講演を中心に、興味ある一般講演が行われ、反

響が大きかった。

一般セッションはG-1硬化装置、G-2化学、G-3物性

測定、G-4応用、G-6表面改質、G-7(アジアの)市場、

G-8環境保全、G-9新技術で、いずれのセッションにお

いても国内外からの招待講演(G-7はすべて招待)を配

してあったので、いずれの会場も聴衆がまばらになる

ことはなかった。

ポスター発表を取り入れたのは今回初めてである。

これは、最終的なプログラム登録件数が非常に多かっ

たためであるが、大学、公立研究所からの発表の多く

をポスター発表とし、内容の充実が図られた。会場の

制約から1回3時間 (5日17-20時)だけだったことが

むしろ惜しまれる。

口頭発表は日英または英日の同時通訳付きで行われた。
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-・ニュース・・同時通訳は一般に判りやすかったと好評であった。会 スペシャルティ・ケミカルズ)のご尽力で準備委員会

場を移動する参加者がレシーパーをそのまま携行する が結成されていた。本会議開催中にその準備委員会会

ことが多く、会場担当者は数合わせに相当気を使ったが、 議が 9カ国参加のもとに行われ、新組織設立が承認さ

最終的にレシーパー1組、イヤペット2個不足(弁償額

36，∞o円)で済んだ。

以上述べたように、今回の会議は内容的にも参加者

規模の上でも成功であった。これは、ラドテック研究

会のニュースレターや学会誌等を通じて積極的なアピ

ールを繰り返したとと、委員のボランティア的活動と

準備当初から業務委託をしたICS企画との連係プレー

がうまく機能した乙とによると言える。

なお、第5回国際会議が中国で開催されたことを契

機に提唱されたRadTechAsia組織は、鈴木氏(チパ・

56 

れた。初代会長に田畑先生が選出されるとともに、次

回国際会議は1999年にマレーシア、次次回は2001年に

中国で開催されることを決定した。マレーシアでの

RadTech Asia '99は8月24日(火)一26日(木)の会期で

Putra World Trade Center (クアラルンプール)で行わ

れる。アジア経済が揺れているとともあり、同地での

開催を危倶される向きもあるが、クリーンな技術を一

層進展させるべく、次回の国際会議も成功させるよう

に新組織を通じて協力することが望まれる。

(原研国際原子力総合技術センター佐々木隆)

放射線化学
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-・ニュース.
第41回放射線化学討論会プログラム

主催 日本放射線化学会

共催 日本化学会

日時四98年10月5日(月)ー7日(水)

会場神戸大学発達科学部(神戸市灘区鶴甲3-11)

討論会場仮設電話030-822-8268(当日のみ有効)

連絡用FAX07側3-0261(中川和道気付と明記)

晃1日 (10月明 13:30-18:00

口頭発表

13:30-14:30 

1 001イオンによる高密度励起:ワイドバンドギッ

プ結晶における、励起子間コンプレックス形成、

誘導輯射、および無輯射交換相互作用

(理研、原研東海) 0木村一宇、金子純一、

S山凶tShanna 

1 002 New 100 p~lived lununescence企omion-

irradiated RbI 

(理研、原研東海 oSumit Shanna、木村一宇、

金子純一

1 003イオンビーム照射固体のコヒーレントフォノ

ン分光

(理研、金材研、無機材研)0丑田公規、石岡邦江、

菱田俊一、中村一隆、北島正弘

1 004イオンビームパルスラジオリシス法によるア

ルカンおよびポリスチレンの励起状態の挙動に関

する LET効果の研究

(阪大産研・原研高崎・東大原総セ)0吉田陽一、

関修平、古湾孝弘、水谷康弘、田川精一、青木康、

田口光正、南波秀樹、柴田裕実

14:40-15:40 

1 005イオン照射WPEの構造変化の粒子依存性

(早大理工総研、原研高崎)0岡 寄崇、井上憲

介、鬼頭昌利、鷲尾方一、潰義昌、工藤久明、

杉本雅樹、瀬口忠男

1 006ケイ素骨格高分子内でのイオンビーム誘起反応

(阪大産研・原研・東大原総セ)0関修平、国見

第 66号(1998)

仁久、前田兼作、吉田陽一、田川精一、工藤久明、

杉本雅樹、森田洋右、瀬口忠男、柴田裕実

1 007イオンビームトラック内での高分子架橋によ

るゲル生成

(北大院工、原研高崎)0小泉均、田口光正、

市川恒樹

1 008重イオン照射フリッケ溶液の反応収量の予測

(東海大総科研、原研東海、原研高崎)0大野新一、

古川勝敏、田口正光、南波秀樹、渡辺宏

15:50-16:50 

1 009真空紫外領域におけるエチレン分子超励起状

態の生成と崩壊

(東工大院理工)0亀田幸成、渡辺麻理、武田公樹、

河内宣之、鏡野嘉彦

1 010 NO+イオンとプロピレンとの特異的イオン l

分子反応

(山梨大工)0小島隆典、杉山輝明、水野貴之、

桂川潤、平岡賢三

1011低エネルギーイオン衝撃によるvdW固体から

の二次イオンの生成:フオノン支援脱離の重要性

(山梨大工)0森邦彦、佐藤哲也、浜本龍太、平

岡賢三

1 012アンモニアクラスターイオンの成長-コロナ放

電-Jet expansion法の細孔噴出部におけるクスタ

ー成長.

(原研東海・東海大)0池添康正、鈴木和弥、中

島幹雄、白石浩二、大野新一

17:00-18:00 

1 013 HおよびHeイオンによる液体Ar中の発光効率

と電離収率

(高知医大、ノートルダム大)0月出章、 JayA

LaVeme 

1 014高密度xe媒体中における電子一正イオン再結

合過程

(東工大・院理工、#金沢工大・工)0小高貴浩、

武田公樹、林田正史、新坂恭士、亀田幸成、小

田切丈、河内宣之、鎮野嘉彦

1 0 15 Rate constant of elec仕on-ionrecombination 
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.ニュース・・
in high-mobility systems in出epresence of 

extemal electric field. 

(National Institute of Materials and Chemical 

Research，Tsukuba) OMariusz Wojcik and M. 

Tachiya 

1 016レーザ一同期ピコ秒パルスラジオリシス法に

よるアルカン中のジェミネートイオンペアの挙動

の研究一白色光による測定一

(阪大産研・阪大院工・理研)0三木美弥子、

水谷康弘、岡本一将、泉佳伸、古津孝弘、丑田

公規、吉田陽一、田川精一

第 2日 (10月7日)9:00-17:50

口頭発表

9:00-9:45 

2 001 77K、PMMA中における陽電子と弱く束縛さ

れた電子の反応

(原研)0平出哲也、 FransH.]. Maurer， Morten 

Eldrup， Niels]. Pedersen 

2002高分子プレンド中のポジトロニウム形成

(物質研、上海原子核研)0小林慶規、王采琳、

平田浩一、鄭万輝、張聴

2003ポジトロン末端スパーを探るための不均一分

散系における陽電子消滅実験

(東大原総セ・山口大工)0伊藤泰男、田中一宏、

岡本健一

9:45-10:30 

2004電子ビーム排ガス処理法

( (株)荏原製作所)0青木慎治、岡本恭一

2005電子線によるクロルベンゼンの脱塩素化

(原研高碕)0贋田耕一、箱田照幸、新井英彦、

橋本昭司

2006コンパクト電子線照射装置エレクトロンシャ

ワー

((株)電気興業)0平島照久、藤津高志、下鳥利六、

和田進、糸原武、東員利、河本進、小寺正俊

表彰式 10:40-10:50 

学会賞反応活性ラジカル種の構造、分子運動および

反応性の研究

塩谷優(広島大学工学部)

技術賞 アラニン線量計開発研究
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小嶋拓治、橘宏行、春山保幸(原研高

崎)、柏崎茂(目立電線)

奨励賞 極限環境用有機材料の耐放射線研究

工藤久明(原研高崎)

受賞講演 10:50-11:20 

反応活性ラジカル種の構造、分子運動および反

応性の研究

(広島大学工学部) 塩谷優

11:20-12:20 

2007珪素系MCM41中でのベンゼンの放射線分解:

捕捉ラジカルのダイナ ミックスと捕捉サイト

(名工研 o鳥山和美、岡崎正治

2 008 4 K固体水素中のH原子のENDORスペクトル

(名大院工，原研基礎セ)熊田高之、北川尚紀、

O野田知克、熊谷純、荒殿保幸、宮崎哲郎

2009低温有機マトリックス中でのトンネル水素移

動反応の制御因子

(北大院工)0市川恒樹、石谷吉進、団地川浩人、

小泉均

2010水素原子の関与する低温トンネル反応観測:

昇温脱離スペクトルおよびFTー 1Rを用いる方

法の検討

(山梨大工)0高山寿一、 小野光江、山本一義、

木原嘉英、佐藤哲也、大橋永幸、平岡賢三

受賞講演 日:50-14:20

アラニン線量計開発研究

(原研高崎)小嶋拓治、橘宏行、春山保幸、

(目立電線)柏崎茂

14:20-14:50 

2011 77Kで放射線照射されたベンチルチミン類に

おける選択的なチミルラジカルの生成

(広大工)0田中徳幸、太田信昭、井藤壮太郎

2 012ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の放射線

架橋-v一一切断と架橋のG値一

(原研高崎、 (株)レイテッ夕、東海大工)0大島

明博、池田重利、田畑米穂

15:00-15:45 

2 013ヨウ化水素を含む位置選択的に重水素置換さ

放射線化学



-・ニュース・・れた2・メチルアルカンガラス中でのホット水素原

子による水素引き抜き反応で生成する遊離基の

ESR(広大工)0冨川善彦、太田信昭、井藤社太郎

2 014 Static and D抑 問 団cS仕ucturesof 

Ha10geneted Dimethyl Ether Radica1 Cations: 

An ESR and MO study 

ぐTheFaαltyof Engineering， Hiroshima 

University(広大工))OPengWANG， Daisuke 

INOUE and Masaru SHIOTANI 

2015低温固相での励起アルキルラジカルの反応挙動

(北大院工)0高田知哉、小泉均、市川恒樹

受賞講演 15:55-16:25 

極限環境用有機材料の耐放射線研究

(原研高崎) 工藤久明

16:25-16:55 

2 016高分子材料の高温照射効果ーポリカーポネイ

トの硬化ー

(原研高崎、(財)歯友会医療機材研)0八木敏

明、

瀬口忠男、石川俊一、佐野正枝

2 0 17 Degradation of radiation crosslinked PCL 

at various enviromen包

(群馬大工、原研高崎) ODannawan Darwis，三

友宏志、吉井文男、幕内恵三

17:05-17:50 

2018 YAGレーザ蒸着法によるYBCO超伝導薄膜の

作製 2. ターゲットの元素組成比の影響

(名工研)0楠森毅、 武藤八三

2019 X線反射率法による気液界面における高分子

集合体の微細構造解析

(京大院工)0山岡仁史、松岡秀樹、能恵太郎、

遠藤仁、吉留竜仁

2020チタン酸バリウム焼結体の誘電特性について

のガンマ一線照射効果

(金沢工大工、名大工)0山本伊作、宮本太一

郎、中村聡、安中健彦、新坂恭士、宮崎哲郎、

今井重文

第3日 (10月7日)9:00-16:10

口頭発表

第 66号(1998)

9:00-10:15 

3001励起チオキサンテニルラジカルの塩素原子引

き抜き反応、

(北大院工)0植田祥平、呉豊、住吉孝、津村貞

史

3002二硫化炭素/塩素原子シグマコンプレックス

によるアルコールからの水素引き抜き反応

(北大院工)0住吉孝、植田祥平、中山正巌、津村

貞史

3 003 5-フルオロウラシル遊離機能を有する放射線

活性化プロドラッグの合成と構造一活性相関

(京大院工)0森繭子、八回博司、西本清一

3004電子スピンエコー法を用いた照射ハムスター

細胞中の長寿命ラジカルの局所構造の解析:ラジ

カル減衰ダイナミクスおよび生物影響との関係

(名大院工、原研基礎セ、長崎大薬)0熊谷純、

増井潔直、熊田高之、渡遁正巳、宮崎哲郎

3005照射ハムスター細胞のLE1効果:長寿命ラジ

カルの生成と生体影響

(名大院工、東海大、長崎大薬)0増井潔直、熊

谷純、滝博之、大野新一、渡漫正巳、宮崎哲郎

特別講演 10:25-11 :05 

生命の起源・進化と放射糠の役割

(京大原子炉)赤星光彦

ポスターセッション 11 :05-12:35 

3 P01パルスラジオリシス用の新しい電子源の可能

性(早大理工総研、住友重機(株))0鷲尾方一、

堀利匡、楊金峰

3 P02レーザ一同期ピコ秒パルスラジオリシス法の

開発

(阪大産研)0水谷康弘、佐伯昭紀、岡本ー将、

三木美弥子、関修平、古湾孝弘、吉田陽一、田

川精一

3 P03放射線化学反応により生成した分離型ラジカ

ルカチオンの位置選択的反応性

(阪大産研)0藤乗幸子、真嶋哲朗

3 P04炭素ー炭素二重結合および三重結合共役化合

物のラジカルイオン

(阪大産研)0保母純平、藤乗幸子、去来川覚三、

真嶋哲朗

3 P05電子線・レーザー複合照射法によるジフェニ

ルヘキサトリエンのラジカルカチオン光励起状態
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-・ニュ(阪大産研)0和田聖司、真嶋哲朗

3 P06芳香族置換基を有するリン化合物の放射線化

学反応

(姫工大工 ・阪大産研)0中村光伸、 三木雅道、

真嶋哲朗

3 P07溶液系におけるポリスチレンのパルスラジオ

リシス

(阪大産研)0岡本 一将、水谷康弘、古津孝

弘、 三木美弥子、吉田陽一、田川精一

3 P 08 Temperature Dependence of Radiation Effects 

in Polyethylene: Cross-1inking and Gas Evolution 

(The University ofTokyo， JAE悶(原研高崎)) 

QG. Wu， Y. Katsumura， H. Kudoh， Y. Morita， 

and T. Seguchi 

3 P09高分子材料の力学および光学特性に及ぼすイ

オン照射効果

(原研高崎)0工藤久明、杉本雅樹、笠井昇、 貴

家恒男、瀬口忠男

3 P10被照射高分子中に生成したラジカル種の線種

依存性

(早大理工総研)細谷克年、鷲尾方一、浜義昌

3Pll超高速微粒子の加速実験と応用

(東大原総セ)0柴田裕実、小林紘一、岩井岳夫、

鳴井誠、尾亦孝男東大院理)佐々木晶、潰漫

好美宇宙研)藤原 顕 、 長 谷 川 直 理 研 ) 西

村民雄 (NASAJohnsonSpace Center)矢野創;

(東京水産大)大橋英雄濁協医科大)野上

謙一

3 P12メチルピオローゲン水溶液の放射線分解にお

ける LET効果

(東大工、 Universityof No廿eDame)0千歳範

書、 JayALaVeme、勝村庸介

3 P13重イオン照射によるナフタレンの発光寿命(2)

(原研高崎、住重、群馬大工)0田口光正、青木康、

森山正洋、平塚浩士、南波秀樹

3 P14放射線照射高分子園体における化学構造変化

と微視的表面解析

(早大理工総研、理研)0井上憲介、鬼頭昌利、

間帯崇、鷲尾方一、漬義昌、谷田貝文夫

3 P15高分子系宇宙用熱制御材の耐放射線性評価試

験(原研高崎)0工藤久明、杉本雅樹、笠井昇、

瀬口忠男、田頭実、今川吉郎

3 P16被照射ポリテトラフルオロエチレンにグラフ

ト重合したポリメタクリル酸メチルのlH-NMR法
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ス・・による分子運動の研究:部分重水素化法の応用

(広大工愛媛大工)0桜井博志、塩谷優、八尋秀

典

3 P17イオン穿孔膜による物質の分離特性

(原研高崎)0浅野雅春、吉田勝、諏訪武

3 P 18モレキュラーシープに吸着させたCFC-113の

放射線分解

(阪大産研)0山本幸男、田川精一

3 P19ポリ塩化ブェノール化合物の放射線脱塩素反

応(都立産技研駒沢、埼玉工大環境)0下川利成、

中川清子、西野伸行、田中 潤*、清水治通

3 P 20 Ion Chromatographic Ana1ysis of Formate and 

Oxa1ate in Concentrated Sodium Bicarbonate & 

Carbonate Aqueous Solution 

(Graduate School of Engineering，τbe University 

ofTokyo)OZhongli Cai， Yosuke Katsumura， 

Norihisa Chitose and Osamu Urabe 

3 P21パルスラジオリシス法を用いた副腎髄質クロ

マフィン小胞膜に存在するチトクロームb561 と

アスコルビン酸ラジカルの反応に対する特異性

(阪大・産研，姫工大理)0小林一雄，田川精一，

鍔木基成

3 P22多精類の放射線改質とその生物活性

(群馬大工、原研高崎)0長津尚胤、 三友宏志、久

米民和、吉井文男、幕内恵三

3 P23放射糠照射により誘起される1ム 1ムおよび

1，4-ジメチルシクロヘキサンのシスートランス異

性化反応

(近畿大工、広大工、広島国際大保健医療)0市

川隆久、小山優、塩谷優、 WangPeng、竹味弘

3 P24 Y線照射によるジフェニルメチル型カチオ 、

の生成とその発光

(群馬大工)0下城紀久子・奥津哲夫・平塚浩士・

田口光正

3 P25照射によって生成するフラーレン誘導体のラ

ジカル(1)

(京工繊大、京大炉、理研、阪大基礎工)0宮本

佳樹、長谷博友、北島雄一郎、松浦かおる、荒

井重義、星野幹雄、宮武陽子

3 P26低温有機ガラス中における銀二量体カチオン

の生成

(京大炉、阪大基礎工、理研)0松浦かおる、長

谷博友、荒井重義、宮武陽子、星野幹雄

3 P27炭化水素イオンとフェノール類とのイオンー

放射線化学



-・ニュース・・一分子反応

(九大総理工・九大機能研)0有川建志、辻正治、

西村幸雄

3 P28ヘリウム放電フロー中での電子一イオン再結

合反応で生成するHe*の電子状態分布

(九大機能研・九大総理工)0辻正治、中村昌文、

織田恵理香、久野真弘、西村幸雄

3 P29量子ビート観測とODESR法による混合溶媒系

におけるイオン対再結合過程の研究

(早大理工総研、理研)0林篤史、湖海亮、鷲尾

方一、潰義昌

3 P30高密度Kr媒体中における電子一正イオン再

結合過程の研究一分子性不純物の効果ー

(東工大理、金沢工大工)0林田正史、小高貴浩、

武田公樹、新坂恭士、亀田幸成、小田切丈、河内

宣之、簸野嘉彦

3 P31 E宜ectof Electric Fields on Posi仕onium

Formation也Polymersand liquids 

(National Institute of Materials and Chemical 

Research， Tsukuba)0 C.L. Wang， K Hirata，]. 

kawah訂 a組 dY. Kobayashi 

3 P32メチルラジカルのトンネル水素引き抜き機構

(北大院工)0石谷吉進、小泉均、市川恒樹

3 P33メチルラジカル・メタノール間のトンネル水

素移動速度に及ぼす局所構造の影響

(北大院工)0菅原一正、団地川浩人、小泉均、

市川恒樹

3 P34アセトン、 2-プロパノール、およびエチレ

ンと水素原子の低温トンネル反応

(山梨大工)0高山寿一、小野光江、山本一義、木

原嘉英、佐藤哲也、大橋永幸、平岡賢三

3 P35気相中における低エネルギー電子付着過程の

研究ーハロゲン化ニトリルの電子付着反応ー

(福井工大)0砂川武義、辰巳佳次、嶋森洋、

高椋節夫

3 P36マイクロ波加熱空洞法を用いた電子のエネル

ギー損失速度係数の測定

(福井工大)0砂川武義、加藤博史、嶋森洋、

高椋節夫

3 P37気体中の電子の熱平衡化過程

(福井工大)0加藤博史、砂川武義、嶋森洋、

高椋節夫

3 P38解離性電子付着を用いた主鎖切断法の開発

(北大院工)0上回豊稔、小泉均、市川恒樹

第 66号 (1998)

3 P39臭化化合物の電子付着反応

(都立産技研)0中川清子、下川利成

3 P40アミノ酸蒸着膜のvuv光吸収スペクトルと反

応(神戸大総合人間科学研究科、神戸大発達科学)

O田中真人、岸上陽一、蛇名邦禎、中川和道

3 P41アントラセン単結晶を用いた炭素K端エネル

ギー領域における色中心生成効率

(神戸大自然、神戸大発達)0下山巌、岸上陽一、

田中真人、中川和道

口頭発表

13:30-14:45 

3006パルスラジオリシス法を用いたH20/D20中

における二価ランタノイドイオン の研究

(原研東海、阪大産研)0永石隆二、木村貴海、

伊奈川潤、吉田陽一

3 0 07 Radiolysis of Bicarbonate and Carbonate 

Aqueous Solution 

(Graduate School of Engineering，百leUniversity 

ofTokyo) OZhongli Cai， Yosuke Katsumura， 

Norihisa Chitose and Osamu Urabe 

3 008 A Pulse Radiolysis of the eaq Reactions泊

Benzene in Water Microemulsion 

(東大工)OG. Wu， Y. Katsumura， Z. Zuo 

3009パルスラジオリシス法による炭酸ラジカルの

研究

(東大工)0室屋裕佐、左志華、禁中麗、勝村庸

介、千歳範寿、呉国忠、浦辺守

3010高時間分解能パルスラジオリシスシステムの

開発

(阪大産研)0古海孝弘、水谷康弘、佐伯昭紀、

岡本ー将、三木美弥子、山本保、末峰昌二、関

修平、吉田陽一、田川精一

14:55-16: 10 

3011放射糠化学反応による分離型ラジカルカチオ

ンの発光

(阪大産開 O藤乗幸子、真嶋哲朗

3012フェムト秒レーザーフラッシュフォトリシス

によるシリコン骨格高分子反応活性種の測定

(阪大産研)0松井良憲、関修平、吉田陽一、田川

精一

3013ケイ素骨格高分子のイオンラジカル緩和過程

(阪大産研)0関修平、吉田陽一、田川精一
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-・ニュース.
3 014 HlMACのイオンビームを用いたパルスラジ 学生2000円

オリシス、 メチルピオローゲンラジカル生成に 参加登録各自、以下の(1)ー(5)を書いて、なるべく

対するギ酸イオン濃度の効果 令mailで、お申し込み下さい。(1)所属・職・氏名

(東大工、産創研、放医研)0千歳範書、勝村庸 (2)連絡先住所・電話・ FAX. e-mail (3)発表

介、堂前雅史、左志華、浦辺守、村上健 の有無(ある人は講演番号) (4)畳食予約 (5，6，

3 015パルスラジオリシス法を用いた2種類の異な

るチトクロームcd1亜硝酸還元酵素の分子内電子

移動の測定

(阪大・産研.University of Oxford) 0小林一雄，

田川精一， A Koppenhofer. S. Ferguson 

参加費 4000円(要旨集代を含む)

懇親会 10月6日18:30- 参加費一般5000円、

7日:500円程度)の有無 (5)懇親会参加の有

無(一般or学生)。

連絡先 神戸大学発達科学部中川和道 〒657・8501神

戸市灘区鶴甲3-11Tel:078-803・0925Fax:078 

-803-0261 e-mail: radche41@radix.h.kobe-

u.ac.jp 乙のかmailアドレスは11月末で抹

消)

第3回低温化学国際会議の御案内
第3回 低 温 化 学 国 際 会議組織委員長宮崎 哲郎(名古屋大学工学研究科)

この度、第3回低温化学国際会議を1鈎9年7月26日-

30日、名古屋大学において開催することになりました。

この会議について簡単に御案内させて頂き、御参加を

呼びかける次第です。

1.新低温化学の誕生

とれまで、化学における低温とは、化学反応を抑え、

反応を起こす活性種を凍結・捕捉する手段として用い

られて来ました。化学反応は従来の理論によると、活

性化エネルギーと云う障壁を越えて起こるものとされ

ていたため、温度を下げると反応は停止するものと考

えられていました。しかし、最近、ー270・Cの極低温

でも、化学反応は起こるととが実証されました。化学

反応は原子の組み換え現象であり、もし原子の波動性

に基づく量子力学的トンネル効果によってエネルギー

障壁を透過するならば、極低温でも化学反応は起とる

ととが可能です。このトンネル反応は従来の化学反応

の概念を変えるものであり、低温でも化学変化が起こ

るというダイナミカルな低温化学、即ち新低温化学を

誕生させました。

電子の波動性に基づく電子トンネル効果は、エサキ

ダイオードを初めとする様々な発見を生み、電子産業

の発展を促しました。原子のトンネル効果は、 トンネ

ル反応という新しい化学反応の発見だけでなく、 トン
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ネル効果による原子の量子拡散やトンネル効果による

量子相転位などの低温(物性)物理学における最新の

未解決の課題とも密接に関連しています。さらに、生

体系においてもトンネル反応の重要性が指摘されてお

ります。とのように、トンネル反応は化学だけでなく

生物学や物理学とも関連する新しい学問領域を拓き、

新しい産業のシーズを生み出す可能性があります。

2.第3回低温化学国際会蟻概要

新低温化学の誕生を契機にして、日本、ロシア、
司砂

メリカの研究者を中心に低温化学国際会議が立ち上げ

られました。 1994年に第1回会議(モスクワ、ロシア)、

1996年に第2回会議(カンサス・シティ、アメリカ)

に続いて、 1999年に第3回会議が名古屋で開催される

ことになりました。

I。日程

日時:1999年7月26日-30日

場所:名古屋大学シンポジオン

E 。参加方法

発表申込締切 :11月30日

発表申込方法:講演題目、氏名(発表者の前に0)、

所属、発表形式 (oral又はposter)、発表の概要 (200

字以内、乙れは日本語で)を記入し、さらに申込者氏名、

連絡先(郵便宛先、 Tel、Fax、E-mail) を記したもの

放射線化学



-・ニュを手紙又はFaxで宮崎宛お送り下さい。

発表形式:oral又はposter{oral発表の枠が少なく御

希望どうりにならないかも知れません。大学院生の

poster発表も歓迎)

参加登録費:30，000円(学生5，∞0円)

申込先:464-8603名古屋市千種区不老町 名古屋大学

工学研究科物質化学専攻宮崎哲郎 Tel& Fax: 052・

78与4612E-mail: miyamiya@apchem.nagoya-u.ac.jp 

E 。題目

1.量子トンネル現象

トンネル反応、量子拡散、量子核生成、量子転移

2.量子液体、量子固体

. 液体(固体)ヘリウム、固体水素、

3.マトリックス分離の化学(希ガス固体等)

原子、クラスター、ラジカル、イオン、電子、会合体

4.低温化学反応の理論と実験

5.低温合成化学

有機合成、無機合成、金属微粒子、不安定化合物

6.低温分光学

7.低温、放射線化学および光化学

8.低温化学における新しい技術

9.低温化学の関連分野

宇宙科学、大気化学、生化学等

皿。組織委員会

ース・・委員長

宮崎哲郎(名古屋大学工学研究科教授)

運営委員

佐藤武郎(東北大学理学研究科教授)、馬宮孝好(名

古屋大学理学研究科教授)、市川恒樹(北海道大学

工学研究科教授)、塩谷優(広島大学工学部教授)、

荒殿保幸(日本原子力研究所主任研究員)

幹事

浜義昌(早稲田大学理工学総合研究センター教授)、

長谷博友(京都大学原子炉実験所教授)、萩原幸(日

本原子力研究所高崎研究所所長)、鏡野嘉彦(東京

工業大学理学研究科教授)、平岡賢三 (山梨大学工

学部教授)、幸田清一郎(東京大学工学系研究科教授)、

水崎隆雄(京都大学理学系研究科教授)、中田宗隆(東

京農工大学生物システム応用科学研究科教授)、中

村宏樹(岡崎国立共同研究機構・分子科学研究所教授)、

志田忠正(京都大学理学系研究科教授)、田川精一 (大

阪大学産業科学研究所教授)、富岡秀雄(三重大学

工学部教授)

顧問

田中都三 (前日本化学会会長)、伊達宗行(前日本

物理学会会長)、田畑米穂(前原子力委員会委員)

共催団体

日本化学会、日本放射線化学会、日本原子力研究所

百leBrookhaven Laser-Electron 
Accelerator Facility (LEAF) 

τbe Chemis仕yDepartment of Brookhaven N ational 

Laboratory has bui1t a new facility for pulse radiolysis 

experiments.τbe centerpiece of出efacility is a 9 Me V 

radi。企equencyphotocathode electron gun， which is 

血efirst such accelerator in the world to be designed 

spec泊αllyfor pulse radiolysis applications. 

RF photocathode electron guns consist of one or 

more resonant cavities which are filled wi血 megawatts

of microwave power to create仕組sientelec凶cfield 

gradients of up to 1 Me V I cm. When the宣eldgradient 

第 66号(1998)

is optimal at the photocathode surface (at one end of 

the s仕ucture)，a pulse of laser 1ight generates 

photoelectrons which are accelerated to 9 Me V in a 

distance of 30 cm by the ex仕emelyhigh宣elds.τbe

pulsewidth of the electron bunch is related to也e

pulsewidth of the excitation laser， and electron 

pulsewidths of a few picoseconds are attainable.τbis 

type of picosecond elec仕onaccelerator is sigt廿:ficantly

smaller and less complex 出an a comparable 

picosecond 1inear accelerator based on a gated 

thermionic cathode. 
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-・ニュース.
A unique feature of photocathode accelerators is出at

they in仕insicallyhave a picosecond-synchronized laser 

pulse available for various types of detection 

experiments， because the electron pulse is generated 

仕omthe excitation laser pulse. Additiona1 outpu白台om

出eexcitation laser system can be used to probe or 

even excite irradia恰dsamples using standard optica1 

delay pulse-probe or pulse-flash-probe techniques. Sub-

picosecond flash-probe resolution is possible since the 

excitation laser system is based on femtosecond 

titanium sapphire technology.百leability to examine 

the excited-state dynamics and reactivity of 

radioly世cally-generated仕組sientswill great1y facilitate 

new research initiatives at Brookhaven泊 supportof U. 

S. Depaセnentof Energy missions. 

Presen世y，elec仕onbunches from the accelerator are 

steered to two e珂>erimenta1stations， a1though space 

has been reserved for additiona1 stations as the need 

arises. The first station fea凶resa 5-picosecond elec仕on

pulsewidth 組 d 白e synchronized laser beams 

mentioned above. Experimental systems being 

constructed for this station include white-light 

con出 uumgeneration wi血 polychromaticdetection， 

plus variable-wavelength excitation using optica1 

parame凶cgeneration.τbe second station has a 

p叫舘wid血 of30 picoseconds but twice the charge per-

p叫田 (20nC vs. 10)，組dit will be configured wi出

single-waveleng也 transientabsorption and仕組sient

conductivity detection using very fast 仕組sient

recorders. A streak CaInera is a1so available for time-

resolved emission and transient absorption 

回:perimen包 onshorter也ne舵a1es.

In addition句 thenew facility， radiation chemistry 

ins甘umentationat Brookhaven includes a 2 Me V 

el配 tronV.組 deGraaff (40 ns m祖国.ump叫sewid出)

and a 1 Mrad/hr伺Coganma sourα.τbe capab出ties

of the two acclelerators complement each other very 

well，組dour sp訂 eparts invenωry should pe ロ凶t血e

5<Tyear:・oldV.釦deGraaff ωoperate for at least another 

twenty years. The radiolysis ins仕umentation at 

Brookhaven is not set up旬 bea user facility， however 

access is possible via collaboration with BNL staff 
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scientists. Additiona1 information on LEAF can be 

found at URL http://www.chemis句 .bn1.gov.

This work was supported by the U.S. Department of 

Energy， Division of Chemica1 Sciences， 0血ceof Basic 

Energy Sciences under contract DE-AC02・98CH10886.

James F. Wishart 

ChemisむyDepar匂nent

Brookhaven Nationa1 Laboratory 

Up句n，NY11973戸5000USA 

Figure caption: 

Accelerator and beam1ine of血eLEAF facility.τbe 

laser pulse enters the accelerator (rear center， 

connected 句 coolinglines) to genera飴 photoelectrons

which are transported through也ebe出叫泊e泊出e

foreground. 
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日本放射線化学会 第68回理事会議事録(案)

日本放射線化学会第68回理事会は、平成10年3月27日

(火)18:00からホテルセントノーム京都において開催

された。出席者は次のとおりであった。

会 長

副 会 長

顧 問

事

事

鎌野嘉彦

石垣功、宮崎哲郎

笛木賢二

荒井重義

近藤健二郎、柴田裕実、浜義昌、鈴木信三、

永石隆二、下川利成、新坂恭士、鳥山和美、

百瀬孝昌、長谷博友、吉田陽一、中川和道、

上野桂二、藤原邦夫、水津健一

主な議事内容は次のとおりである。

1.第 U回理事会議事録の承認

第 o1回理事会議事録が承認された。

2.審議事項

2・1.平成叩年度役員

会長より平成m年度役員案が提案され、審議の結果、

資料68理・1のとおり承認された。なお、嶋森理事の死

去 (3月7日)について、会長より経緯の報告があった。

2・2.平成9年度事業報告

事務局から資料68理・2に基づき報告があり、承認さ

広た。
2・3.平成 9年度収支決算報告

事務局から資料鎚理・3に基づき報告があり、承認さ

れた。

2-4.平成叩年事業計画

事務局から資料鎚理4に基づき事業計画の説明があり、

承認された。なお、 8月に第 4回低温セミナーが開催

予定であることが追加された。また、平成 12年開催

予定であった第4回低温化学国際会議が、開催国であ

るロシアの事情により、平成 11年 7月に繰り上げて

の第 3回を名古屋で開催することになったとの変更に

ついて報告があった。

2-5.平成叩年度予算実行計画について

事務局から資料68理・5に基づき予算実行計画の説明

第 66号(1998)

があり、承認された。放射線化学討論会費について、

名称の変更および予備費に組み入れて処理する案のが

提案があった。また、学会の合理的な運営を行うために、

事務費等の見直しを行う提案があった。

2-6.入退会の承認について

事務局から資料68理・6に基づき報告があり、承認さ

れた。また、賛助会員の動向については次回報告する

こととした。

2-7.平成9年度学会賞選考委員会報告

学会賞選考委員会(委員長:鏡野、委員:荒井、浜、

石垣、志田，山岡)から、平成 9年度(第 8回)日本

放射線化学会賞の選考結果について報告があり、承認

され、以下の受賞が決定した。

学会賞塩谷優(広大工)

「反応性ラジカル種の構造、分子運動および

反応性の研究」

技術賞小嶋拓治、橘宏行、春山保幸、柏崎茂会

(原研高崎、目立電線)

「アラニン線量計開発研究J
奨励賞工藤久明(原研高崎)

「極限環境用有機材料の耐放射線研究J

なお、技術賞受賞の橘、春山の両氏が現時点で会員

でない点が議論された。また、奨励賞が 1名である点

を改正するように提案された。次回の理事会までに規

定等を整備することとした。

2-8.その他

特になし。

3.報告事項

3・1.各委員会活動報告

資料68理参2に基づき、各委員会の委員の確認が行

われ、了承された。

1)将来構想委員会

特になし。

2)企画委員会

平成 9年度の活動報告および平成 10年度の活動計

画が石垣委員長より報告され了承された。
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3)国際交流委員会

簾野委員長より、前回理事会で承認された国際会議

4件に対する本学会としての後援については、それぞ

れ会議開催責任者あて会長からその旨通知した、との

報告があった。また、鏡野委員長、荒井監事より、放

射線化学討論会を国際化するために外国人セッション

等を設ける提案がなされ、検討する乙ととなった。

4)編集委員会

学会誌の著作権に関しては、 64号以前は各著者にあ

るが、 65号以降は学会にある乙とが確認された。著作

権や版権に関する処理等は、編集委員会が行うことが

了承された。また、放射線化学および放射線化学討論

会のパックナンバーを揃えるため、協力の要請がなさ

れた。

学会誌のA4化は引き続き検討することとなった。

また、学会誌に若手研究者が積極的に投稿できるよう

協力の要請があった。

3・2.第4回放射線化学討論会の準備状況について

10月5-7日に神戸で開催される放射線化学討論

会の準備状況が中川理事より報告され、了承された。

予算案はできる限りきりつめるが、不足の場合には予

備費(もしくは放射線化学討論会費)より 5-10万

円の補助を行うことが了承された。

3・3. 日中放射線化学シンポジウムの準備状況

第8回日中放射線化学シンポジウムが平成11年10月25

-29日に行われるととが、浜理事より報告され、以下

の事項が了承された。

原研に共催の依頼を行う。中国の組織委員会(13名)

及ひ若手研究者(約5名)の滞在費を日本側が負担する。

登録費は、日本人はお，側円(パンケット10，'側円は別)、

中国人は、 25，∞0円(パンケットは招待)の予定。前

回の学会援助は15万円であったが、今回は増額を希望

する。

日本側の発表は基礎研究が多いが、中国側は応用指

向が強く、発表内容にギャップが生じている。日本側

の要望を伝えて調整をはかる乙ととする。

現行の方式は今回で終了する。その後は、相手国数

を拡大する予定であり、今後骨子案を検討する。

3-4.ホームページについて

事務局から、近いうちに学術情報センターに開設さ

れる予定であることが報告され、了承された。

3-5.その他

(1)理工学における同位体元素研究発表会
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下川理事より、第 35回理工学における同位元素

研究発表会の特別講演に幕内恵三氏(原研)を推薦

したことが報告され、了承された。

α)日本学術会議

放射線科学、原子力基礎、核融合の各専門委員会

からなる核科学総合研究連絡委員会が新たに発足し

たととについて、鎌野会長よりその研連委員として

以下のとおり報告があった。 1)これらの分野の化

学および物理学の側面は従来より重要視されるので

はなpか2)全国の大学等における施設維持費削減

が行われはじめているが、それに反対する要望書の

提出が準備されている。 3)教育科学技術省が発足

した際のこの分野における研究の状況に対する検討

が行われはじめた。

(3)メーノレリスト

柴田委員より、学会のメーリングリストを整備す

る提案があった。

以上の審議・報告をもって閉会した。

。日本放射線化学会平成 10年度役員名簿 (68理・1)

(* :新任)
b、
:z;;; 長飯野嘉彦(東工大理)

副会長宮崎哲郎(名大工)

田川精一(阪大産研)

萩原 幸(原研高崎)*

常任理事山岡仁史(京大工)

理 事

市川恒樹(北大工) 岡田激平(原研高崎)

竹中康之(北教大) 玉田正男(原研高崎)

飯沼恒一(東北大工) 河西俊一(原研関西)

近藤健次郎(高エネ研)事 木村一宇(理研)

勝村庸介(東大工) 下川利成(都立産研)

柴田裕実(東大原総セ)岡本次郎 (放照協)

河内宣之(東工大理) 新坂恭士(金沢工大工)

浜 義昌(早大理工総研)鳥山 和美(名工研)

仲"1 勤(明大理工) 百瀬孝昌(京大理)

西川 勝(神奈川工科大)長谷 博友(京大原子炉)

平岡賢三(山梨大工) 中山 敏弘(京工繊大工芸)

鈴木信三(都立大理) 吉田陽一(阪大産研)

小林慶規(物質研) 森 利明(城府大付属研)

永石隆二(原研東海) 嘉悦 勲(近畿大理工)
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中川和道(神大発達) 広瀬雅文(住友重機)*

塩谷 優(広大工) 藤原邦夫(荏原総研)

入江 正浩(九大機能物質) 水津 健一 (日新ハイポル)

上野桂二 (住友電工)

監 事石樽顕吉(東大工)

荒井重義(京工繊大工芸)

事務局大阪大学産業科学研究所

顧 間後藤田正夫・佐藤 伸・田畑米穂

笛木賢二・高椋節夫・吉田 宏

名誉会員贋田鋼蔵・志田正二・団野鯖文

岡村誠三・津田 覚・近藤正春

桜井 洗・今村 EEヨヨ

く〉平成 9年度事業報告 (68理・2)

平成 9年

5月 編集委員会(持ち回り)

6月 NEWS LETTER No.24発行

第31回理工学における同位元素研究発表会共催。o日一7月2日、東京)

7月 企画委員会(1日、東京)

8月 若 手 の 会 夏 の 学 校 (28-30日、八王子)

9月会誌No.64発行

10月 第 3回低温化学セミナー (13-14日、東海)

第 40回放射線化学討論会(14-16日、東海)

第ぽ回理事会(14日、東海)

企画委員会(14日、東海)

編集委員会(15日、東海)

第3回総会(16日、東海)

11月 応用放射線化学シンポジウム

(17日京大原子炉、 18-19日阪大産研)

12月 第 7回放射線プロセスシンポジウム共催 (2-3

日 東 京 )

平成10年

1月 第7回放射線利用総合シンポジウム協賛

2月 NEWS LETTER No.25発行

3月 放射線化学セミナー(日日東京)

第侶回理事会 (27日、京都)

編集委員会 (27日、京都)

企画委員会

会誌No.65発行

第 66号 (1998)

。平成 9年度収支決算報告 (68理・3)

(平成 10年3月13日現在)

収入の部

項 目 予算事 決

賛助 会費 2，000，000 

個人会費 1，0∞，000 

日本学術協力財団補助 150，000 

雑 収 入 400，∞o 
銀行利息 1，000 

前年度繰越金 3，320，808 

メ口入 計 6，871，808 

支出の部

項 目 予算事 決

事 務 費 300，000 

通信連絡費 300，000 

印 崩4 費 2，000，000 
4z5z 、 議 費 200，000 

会誌発行費 1∞，000 

放射穂化学討論会援助 150，000 

応用シンポジウム援助 300，0∞ 

放射観化学セミナー援助 150，000 

若手夏の学校援助 200，000 

学 dzh z 賞 35，000 

同位元素発表会分担金 9，∞o 
企画委員会経費 50，0∞ 

将来構想委員会経費 50，∞o 
編集委員会経費 100，000 

国際交流委員会経費 50，000 

予 備 費 2∞，000 

放射娘化学討論会費 774，438 

次年度繰越金 1，903，370 

メ日』、 計 6，871，808 

-第66回理事会承認

-現預金残高 3.132.683円

(現金52.524円郵便貯金 2.601.574円

銀行預金 478.585円)

-学会基金積立総額 4.222.662円

(単位:円)

算

1，042，500 

1，660，000 

162，500 

197.289 

2，673 

3，320，808 

6，385，770 

(単位:円)

算

118.575 

254，112 

1，637，500 

81，900 

42，似旧

150，αm 
300，似拘

150，0∞ 

200，0∞ 

60，0∞ 

9，似旧

50，0∞ 

50，印加

1∞，例刻。

50，飢旧。
774，438 

2，358，245 

6，385，770 
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平成 10年度予算実行計画(案) (68理・5) 入退会希望者一覧 (68理・6)

(平成9年9月30日~平成10年3月13日)
収入の部 (単位:円)

項 目 予 算* 入会

賛 助 4z5z 、 費 2.000.000 区分 氏名 所 属 紹介者
個 人 dzbz 、 費 1，000，000 

日本学術協力財団補助 150，000 

雑 収 入 400，000 

銀 行 和j 息 1，000 

放射線化学会討論会費繰越金 774，438 

前 年 度 繰 越 金 2，358，245 

正会員 八木康洋 東京大学大学院工学系研究科 小林慶規

伊藤 寿 東京都立産業技術研究所 下川利成

高柳敏幸 日本原子力研究所先端基礎研究センター 黒崎 議

須貝宏行 日本原子力研究所アイソトープ部 正木信行

菊池隆之助 Unive凶tyof He1sinki ，日11釦d

学生会員 井上芳久 都立大学工学部 下川利成
メ口』、 計 6，683，683 向井智徳 東京工業大学理学部化科 鏡野嘉彦

永原誠司 大阪大学産業科学研究所 田川精一

支出の部 (単位:円)

項 目 予 算事 退会

事 務 費 300，0∞ 区分 氏名 所 属 備考

通 信 連 絡 費 300，000 正会員 西村浩一 日本原子力研究所高崎研究所

印 届リ 費 2，000，000 川岸舜郎 名古屋大学農学部 平成10年より

dzEz % 議 費 2∞，000 朽津耕三 城西大学理学部化学科 1， 

A ZZ 誌 発 行 費 100，000 杉本俊一 放射穂照射振興協会 1， 

放射線化学討論会援助 150，0∞ 前田浩五郎 東京家政学閥被女子大学矧大学部 か

応用シンポジウム援助 150，000 吉川正人 東北大学理学部化学科 " 
放射線化学セミナー援助 150，∞o 吉田健三 1， 

若手・夏の学校 援 助 200，∞o 吉原賢二 名古屋工業大学 1， 

学 dzh z 賞 70.000 柏原久二 大阪大学産業科学研究所 死 亡

同位元素発表会分担金 9，000 福井謙一 基礎化学研究所 死 亡

企画委員会経費 50，000 波多野博行 体質研究会国際解析研究所 死 亡

将来構想委員会経費 50，000 嶋森 洋 福井工業大学 死 亡

編集委員会経費 100，∞o 

国際交流委員会経費 50，000 

細井文雄 日本原子力研究所高崎研究所 死 亡

e 
予 備 費 2∞，∞o 

放射線化学討論会費 774，438 

次 年 度 繰 越 金 1，830，245 

メ日入 計 6，ω3，侃3

第66回理事会承認
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平成10年度各委員会委員名簿 (68理参・2)

国際交流委員会

委員長 簾野嘉彦(東工大理)

委員 伊藤泰男(東大原総セ)

上野桂二(住友電工)

小笠原正明(北大高等教育総セ)

塩谷 優(広大工)

幕内恵三(原研高崎)

将来構想委員会

委員長 田川精一(阪大産研)

委員 勝村庸介(東大院工)

瀬口忠男(原研高崎)

立矢正典(物資研)

早昧 宏(住友電工)

伴 弘司 (NTT)

松山奉史(京大原子炉)

鷲尾方ー(早稲田理工総研)

第 66号(1998)

*新任

企画委員会

委員長 萩原 幸(原研高崎)* 
委員 玉田正男(原研高崎)ホ

亀田幸成(東工大理)

小林慶規(物質研)

柴田裕実(東大原総セ)

柳生 秀樹(目立電線パワーシステム研)

編集委員会

委員長 宮崎哲郎(名大工)

主任 伊藤健吾(東大院総)

委員 住吉 孝(北大院工)* 
加藤隆二 (物質研げ

工藤久明(原研高崎)

宿島悟志(住友電工)

中川 清子(都立産研)* 
伊藤久義(原研高崎)* 

事務局

担当理事吉田陽一(阪大産研)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーガアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

中国電力株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

日立化成工業株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線利用振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

(アイウエオ順)
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