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〔巻頭言〕

一人の大学教官として

大阪大学産業科学研 究所 真嶋 哲朗

これまでの巻頭言では，著名な研究者の方々が今後の

放射線化学のあり方について大変立派な意見を述べられ

ている.筆者はそのような研究者に匹敵するほどの放射

. 線化学研究の経験もないし，ましてや放射線化学の将来

を語るほどの十分な知識も持ち合わせていない. しかし

今回本誌編集部の先生より執筆の依頼があったため， こ

こでは放射線化学の研究を行っている一人の大学教官と

して最近思うことを記して巻頭言とさせていただくこと

とする.

2004年 4月より国立大学は法人化され，大学での教

育 ・研究は 6年単位の中期目標に縛られ，その成果を

社会(企業)から評価され，大学同士が競争することに

なる.今日，情報ネットワーク社会の形成によって，大

学と企業の区別が不明確になり，例えば大学が事業化 ・

企業化を行い，逆に企業が基礎研究で重要な成果を出し

たりしている.来年からは，科研費が企業研究者へも配

分される.このように大学と企業の差異がなくなるので

ある. もちろん大学と企業が共通の目的に向かつて共同

研究を行うことも推奨されるが，すべての大学教官がそ

れに向かうのでは，企業のための研究開発が大学の役割

になってしまわないだろうか? それで大学の本来の使

命，つまり「学術遺産を次世代に継承し，次代を担う人

を育て，新しい知 ・価値を創造すること」が果たせるの

だろうか?

企業の評価では，結局のところすぐに役に立っかどう

かが重要になる.経済不況の今， 10年， 20年， 50年

後に役に立つなどと悠長なことを言っておれないのは当

然であろう. しかし大学がすぐに役立つ研究 ・教育だ

けを目標にするのはおかしい.長期間の努力を要し，非

常に困難を伴い成功の保障もない学問の真理を追求する

ような基礎的研究 ・教育を重んじる雰囲気こそが大学の

As a University Teacher 

Tetsuro MAJIMA (The lnstitute of Scient~βc and lndustriαl 

Research， Osaka University) 

~567-0047 茨木市美穂ヶ丘 8-1
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特徴のはずである.一見無駄ですぐには役に立たない学

問も続けていくのが大学の本来の使命であり，それが許

されるのが大学である.流行の研究，役に立つ研究の底

の薄さ，普遍的価値の低さ，は皆が知っている.大学の

価値，品格を高めようとするなら，重厚 ・壮大な本格

的 ・本物の研究 ・教育も十分な予算を投じて行うべきで

あろう.ただしこれは，人並みはずれた能力を持ち，

研究 ・教育に命をかける崇高な精神の持ち主だけに許さ

れることであるが.

私が学生だった 1970年代の日本の大学の研究設備は

貧しく，設備に優れた欧米研究者を羨ましく思ったが，

研究できるだけで楽しいという雰囲気があった. 一歩ず

つ世界レベルに近づき，いずれは世界をリードするとい

う強い意思があった.逆に現在は，世界最先端の研究環

境に恵まれながらも，いつかは凄い研究をという大志を

持つ学生が少ない.日本社会が富を得て成熟し研究設

備が整い，研究資金も豊富になり，外国との交流が盛ん

になり，情報技術で世界が狭くなった一方で，失ったも

のも大きいのである.

研究者には創造性が必要であるが，それを身に付ける

のは容易ではない.創造性は若年期の読書によって，時

間空間を越えた世界での喜怒哀楽を体験することで身に

付くのだろう.ゆとり教育などで創造性が身に付くはず

はない.また，創造性のある凄い発見は必ず先人の教え

や知恵を学んだ礎の上になされるものであり，実は知識

の詰め込みという基本的なことが最も重要なのである.

学究の徒であるべき大学教官は，日夜勉強に勤しみ，本

格的研究，自主的 ・創造的研究活動を行い，学会，大学

行事，研究室活動へ積極的に参加し謙虚な気持ちで努

力し精進することしかないのである.

大学教官は次代を担う学生に夢を与えなければならな

い. I楽しんで生きること」 が目標などと低品格に埋没

することなく，人生に高い理想を掲げて努力し困難に立

ち向うことの偉大さ，崇高さを学生に示さなければな ら

ない.人生の目標を探し出そうと努力し何者をも恐れ

ず正しいことを実行する情熱溢れる学生と真撃に向かい



合い，ともに研究を行う学徒として喜怒哀楽を共有しな 力感溢れる研究 ・教育活動をしていかねばならない.幸

がら研究を進展させていくことが必要である. い私の周りには次代を担うべき優れた学生や若手研究者

大学の法人化を目前にして，これまで以上に大学教官 が多い.私は，このような学生や若手研究者とともに本

は，理想を高く掲げ，困難だが壮大な研究に熱く燃え， 格的 ・本物の研究をすべく日々取り組んでいきたい.

• 

• 

2 放射線化学



〔展望・解説〕

PTFEの放射光エ、ソチングと表面改質

早稲田大学理工学総合研究センター 大 島 明博*1・驚 尾方 ー*2

In the first part of this article， we have described 

and discussed the measurement results of etching 

rates by direct photo-etching using Synchrotron Ra-

. diation間 forvarious kind山 os山

which were prepared by different crosslinking 

doses， comparing with the non-crosslinked PTFE. 

It has been found that the etching rates obtained 

for crosslinked PTFE were much larger than that 

of non-crosslinked one. These results are not de-

scribed by simple consideration such as the G 

values of main chain scission. We propose that the 

etching rates should be discussed by the complex 

mechanism through at least two different steps 

such as polymer decomposition and fragment de-

serptlOn. 

In the second part of the article， we have de-

scribed and discussed the abnormal reaction in-

duced at the surface region after the SR etching for 

non-crosslinked PTFE. Through the measurements 

using DSC and solid state 19F-NMR， we have con-

白rmedthe crosslinking reaction of PTFE even in 

solid state PTFE. This should be induced by the 

very high density radical formation in very thin ， a…f PTFE filr山 TSR radiation 

Key words: crosslinked PTFE， non-crosslinked 

PTFE， SR etching， high density excitation， solid-

state 19F-NMR， DSC 

1.はじめに

1990年代初頭日本および中国1)-3)において，相継い

Synchrotron Radiation Induced Direct Photo-Etching 

and Surface Modification of PTFE 
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University) 
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で PTFE(polytetraftuoroethylene)がその溶融温度付

近で電子線あるいは 7線の照射を受けると，架橋反応が

起きることが見いだされた.よく知られているように

PTFEは，他の高分子化合物に比べて極めて電離放射

線の照射によるダメージが大きく，実用的には数 kGy

程度の照射4).5)によりその性能を保持できなくなる.こ

のため， PTFEは広範な温度領域での化学的， 電気的

安定性，機械的特性の向上などの優れた性質をもっ材料

でありながら，放射線場での使用を見送られてきていた.

この発見後，筆者らによって架橋反応のメカニズムおよ

びその化学構造， ならびに， 架橋 PTFEの化学的， 物

理的， 機械的特性が系統的に調べられてきている6)-9)

特に放射線場における耐放射線性の向上は， PTFEの

適用範囲を大きく拡げることになる6).10) 表 1に，筆者

らが評価した通常の PTFEと架橋処理を行ったものに

対する引張破断伸びと破断強度に関する耐放射線性の結

果を示しておく.これらの結果からも容易に理解できる

ように，比較的架橋密度が低い RX-50においても真空

中照射で約 150倍，空気中照射でも 30倍以上の耐放射

線性が向上している.また，写真には架橋 PTFEと通

常の PTFEを比較できるよう，色紙の上において撮影

したものを示す.写真からわかるように架橋体では，結

晶が非常に少なくなり，アモルファス化に起因して透明

化が起こる.

このように，架橋 PTFEは，宇宙 ・原子力などの放

射線場における使用を可能にしただけでなく，放射線を

利用した種々の用途 (例えば，医療用滅菌材料，放射線

グラフト反応による機能化など， )にも展開が可能とな

り，新材料の創製にも大きなインパクトを与えてきてい

る.

さて，筆者らは，この架橋 PTFEの優れた特性を活

かすことを視野に入れ，従来から行われていた放射光を

用いた PTFEの直接エッチングによるマイクロマシン

製作11).12)(TEIGA技術)を応用した技術開発を過去数

年間にわたり実施してきた当初，架橋 PTFEのもつ

3 



大島明博 ・鷲尾方ー

表 1 PTFEおよび架橋 PTFE(架橋線量 50 kGy， 500 kGy，および 1MGyの試料:それぞれ RX・50，RX-
500， RX-IM)について機械的強度が半分になる線量の比較

破断伸びが 1/2になる線量 (kGy) 破断強度が 1/2になる線量 (kGy)
試料

真空中照射 空気中照射 真空中照射 空気中照射

PTFE 3.5 2.0 

RX・50 510 70 

RX-500 1，050 250 

RX-IM 1，900 

写真 通常の PTFEと架橋 PTFEの比較

架橋体は透明性が良く，色紙の色が透けて見

える.

360 

高い耐放射線性ゆえに， この TEIGA技術が適用できな

いのではなし、かという考え方もあったが，結果としてか

えって放射光による直接エッチングが通常の PTFEよ

りも速いことがわかってきた.また同時に，加工技術と

しては確立しているものの，その反応メカニズムに関し

て不明な点がいくつかあった TEIGA技術そのものにつ

いても，架橋 PTFEと未架橋 PTFEを用いることで，

分子形態や分子構造の違いを利用して，再度詳細に検討

を加えてきた.

本稿では，この架橋 PTFEの放射光による直接エッ

チングの概要について説明するとともに，未架橋

PTFEの放射光エッチングの際，表面付近で誘起され

ている特異的な反応について解説する.

2.架橋 PTFEの放射光による微細加工

架橋 PTFE試料については，その架橋処理の線量を

50 kGyから 5MGyまで変化させたものを用意し，オ

リジナルの PTFE試料と同一の条件で放射光エッチン

グした.そのときの放射光の照射量とエッチング深さの

関係を調べた結果，架橋体のエッチング速度は 5MGy 

の試料を除いてオリジナル PTFEより速くなっている
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エッチング時の分解の G値 [G(s)Jに関する定量的評価

と脱離の効率に関する定量的評価は難しく，現時点では

数字を挙げて明確な理由を提示することができない.

分解という観点では，従来の研究からオリジナル

PTFEが最も高効率に反応が進んでいるはずであり，

架橋体よりもエッチング速度は速くなると考えられるが，

実験結果は反対であるため，オリジナル PTFEでは，

架橋体よりも分子の脱離が制限されていることになる.

一方， PTFEの熱分解実験において，架橋 PTFEの

方がオリジナル PTFEよりも分解した分子がポリマー

鎖の中から離脱しやすいことが示されており9¥ エッチ

ングによる分子の脱離効率は，オリジナルよりも架橋体

の方が速いと予測できる.

例えば， 架橋密度の低い RX-50などでは， オリジナ

ルPTFEほどではないにしても，分子鎖の切断は比較

的起こりやすく 10)， しかも，分解した分子がポリマー鎖

の中から離脱しやすいので，エッチング速度は，オリジ

ナルよりも速くなる.また，架橋密度が高い試料では，

分子鎖の切断が著しく抑制されるため，エッチング速度

は，オリジナルよりは速いものの低架橋密度 PTFEよ

りも遅くなる.

したがって，オリジナル PTFEでは，そのエッチン

グ速度は，分解が反応律速なのではなく脱離過程が支配

要因になっているのに対して，架橋 PTFEでは，分解

した分子の離脱過程よりも分解過程がエッチング速度の

決定要因になっていると考えられる.
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オリジナル PTFEおよび架橋処理線量を

種々変えたときのエッチング速度の比較

図 2

未架橋 PTFEの放射光エッチング反応に

伴って誘起される反応

3. 

未架橋 PTFEの放射光エッチング技術については，

すでに住友重機械工業(株)の TEIGA技術として広く

知られており，そのエッチング速度も試料温度 140
0

C

で，放射光蓄積リングにおける電子蓄積量 600mAの

条件で約 70μm/minと極めて高速かっ高アスペクト比

の加工が可能となっている. しかも，従来の LIGAプ

ロセスと異な り，加工処理後の現像などの後処理が不要

であるなど，極めて機動性に富んだ加工方法であり，こ

の高い加工性は，主鎖の c-cの分解に基づいていると

の見解が大勢であった. しかしながら，架橋 PTFEで

は，先述，表 lのように耐放射線性が著しく向上し，

選択的エネルギー付与あるいは解離的電子付加反応によ

り，主鎖の c-c分子の分解が抑制されているにもかか

わらず，エッチング速度が速くなっていることから，最

終的には主鎖の c-c切断が起きるものの，反応初期に

おけるエッチングのメカニズムの主たる要因は，定説と

5 

ことがわかった(図 1a，b). この現象は，最初に述べた

ように耐放射線性が向上している架橋 PTFEのエッチ

ング速度が速くなるという，当初の見込みと逆の結果を

得たことになる.これらの現象がどのようなプロセスに

よっているのかについて，幾つかの観点から検討してみ

た. 例えば， 未架橋 PTFEの結晶化度(熱処理により

制御)ならびに分子量(真空中での放射線照射により制

御)などをパラメータとして，放射光によるエッチング

速度を調べたが，結果として，分子形態が配向結晶系で

ある PTFEの結晶化度および分子量はエッチング速度

にほとんど影響を与えないことがわかった. 一方，図 2

に示すように，架橋度(架橋処理の線量を制御)を種々

変えてエッチング速度を比較してみると架橋線量が比較

的低い RX・50，RX・100，RX-200ではエ ッチング速度が

オリジナル PTFEのl.7倍程度まで増加している. 一

方 RX-1Mから RX-3Mなどの高架橋線量の試料では，

速度はオリジナル PTFEに比べて明らかに速いものの，

その増加率はたかだかl.2倍程度であった.架橋 PTFE

の場合，架橋によって分子の運動形態の変化する温度域

が変わるために放射光エッチングの際の試料温度による

エッチング速度に差異が生じるほか，架橋線量が 500

kGy程度までの低架橋度の試料では，結晶化度の影響

と架橋構造による影響が複合して現れるのに対して 1

MGy以上の架橋線量では，ほとんどアモルフ ァス化し

架橋度のみの影響であると考えられ，結果として，架橋

度の高い試料のエッチング速度が遅くなっていると考え

られる.しかしながら，放射光によるエッチングのメカ

ニズムは，照射による分子鎖の切断とそれに引き続く分

子の脱離という二つの過程の総合的な結果であるため，

第 76号 (2003)
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なっている主鎖 C-C切断とは異なると考え，そのメカ

ニズムについて再度検討を行った.

そこで，筆者らは，放射光エッチングのメカニズムを

正しく理解するために，架橋 PTFEの構造解析，モル

ホロジー研究において詳細なライブラリのある 19F固体

NMR， FT-IRや DSCなどの分析機器を用いて， 放射光

エッチングのメカニズムについて検討を進めてきた. こ

の検討の中で， PTFE中で極めて特徴的な変化が起

こっていることを見いだしたので，ここで報告する 13)

厚さ 500μmのPTFEシートを試料として，放射光

エッチングを行った.この際，エッチング後の残り試料

の厚さを 350，250， 100， 50μmとなるように放射光

エッチングを行い，分析試料の調製を行った.すなわち，

350μmの試料は表面から厚さ 150μmのPTFEを放射

光によってエッチングしたことを意味している.これら

の試料について， DSCによって結晶化挙動を試料ごと

に調べた結果を図 3に示す.未照射の PTFEでは，結

晶化温度 314
0C付近に比較的鋭い発熱ピークが現れる.

これに対し，エッチングの残り深さを少なく(エッチン

グの量を増やしていく)した試料では， しだいに 297
0

C

のブロードなピークへのシフトが観察される.特に 450

μmの深さまでエッチングを行い，残膜厚を 50μmと

した試料では，従前の 314
0Cの結晶化温度が 297

0Cへ

と完全に移動し結晶化熱量が減少している.以上のこ

とから，放射光により少なくともエッチング後の表面付

近では，結晶量が減少，すなわち架橋反応が誘起されて

いると考察した.

反応領域をより詳細に観察するために， シート形状で

は現在入手できる最薄の厚さである 50μmの PTFE

Original 
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図 3 オリジナル PTFEフィルムをエッチングし

た後の，残り試料厚さを 350，250， 100， 50 

μmとしたとき，それぞれの試料について得

られた DSCの結晶化曲線
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図 5 薄膜試料について，オリジナル PTFEおよ

びエッチングにより除去された部分の直下，

第 l層から第 4層の PTFEについて得られ

たDSCの結晶化曲線

フィルムを積層し，その積層試料に対して放射光を照射

してエッチングを行った.図 4に試料調製の模式図を

示す. エッチングにより除去された部分の直下から第 l

層， 第 2層として， これらの試料について， DSC測定

を行った結果を図 5に示す.第 l層の試料(放射光照

射を受けてエッチングされたすぐ下の試料)では，

314
0

Cの発熱ピークは完全に消失し， ブロードな 286
0

C

を中心とした結晶の発熱ピークが現れる.第 2層でも

第 l層と同じような傾向が観察できるが，ピークの低
. 

温側へのシフトは第 1層ほど大きくはなく，その中心

温度は 295
0

Cであった.さらに第 3層では低温側の

ピークとともに，未照射試料で測定された 314
0

Cの

ピークが明確に測定される.第 4層では低温側のピー

クはほとんど検出されず， 314
0

Cのピークが，未照射試

料よりさらにシャープな発熱として測定される.

これらのことは，放射線化学における高分子の分解/

架橋反応と結び、つけて次のように考えることができる.

つまり，第 1層では，本来 PTFEがもっ配向結晶が架

橋反応により再結晶化できずほとんど消失し，アモル

ファス化したと考えられる(架橋 PTFEの DSC測定に

おいてもこのような変化が測定されている3)).一方，

第4層では，第 l層とは反対に結晶化熱量が増大して

いることから， この領域では結晶化度が増大している.

放射線化学
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つまり， PTFEの放射線分解と同じように主鎖切断が

誘起され，切断の起きたアモルファス部が熱による再配

向により結晶化したことを示している.第 2層から第 3

層では，架橋 ・分解が競合しており，第 2層では架橋

反応が優勢であり，第 3層では分解反応が優勢である

と解釈できる.

このことを化学構造の観点から検証するために， 第 l

層から第 4層までの試料について 19F固体 NMR

(CMX・400)を用いて化学構造分析を行った8) 図6(a)--

(e)にそれぞれ未照射試料，第 1層，第 2層，第 3層，

および第 4層の試料についての測定結果を示す.シグ

ナルの同定には過去の報告などを参考にした.この測定

結果で，最も特徴的なシグナルは第 1層および第 2層

の試料の NMRスペクトルに現れた -190ppmである.

このシグナルは， Y型の分岐構造(架橋点)を表す三

級炭素であり，架橋 PTFEに特徴的に現れるシグナル

である.したがって，放射光照射によってエッチング面

直下の第 l層および第 2層では，架橋反応が起こって

いることが検証された.同時に第 3層でも非常に微弱

な信号ではあるが架橋構造が存在していることが示され

た. 一方，第 4層では -190ppmのピークは検出でき

ず， 一方的に分解が起こっていることがわかった.

以上のことから，放射光を照射した PTFEでは，最

表面層でエッチングが，そのすぐ下の領域では架橋

(--100μmm)が，そしてさらに深い領域 000μm以

深)では分解が誘起されていることが明らかになった.

PTFEの架橋は，分子軌道計算により 14)，Y型構造の

みが可能であり，現に NMRにより Y型の架橋構造を

検出していることから，架橋反応には，アルキルラジカ

ルと分子鎖末端ラジカルが必要である.ここで， ESR 

による PTFEラジカルの挙動に関する研究から，分子

鎖末端ラジカルからアルキルラジカルを誘起できないこ

とが明らかになっており，反対に，アルキルラジカルは

その熱分解により主鎖の C-Cの切断を誘起し，分子鎖

図 6 オリジナル PTFEおよびエッチング後の

PTFEに対して得られた固体 19FNMRスペ

クトル付はスピニングサイドノ〈ンド)

(a)オリジナルPTFEに対して得られた固体

19F NMRスペクトル. (b) エッチングによ

り除去された直下の第 l層について得られ

た固体 19FNMRスペクトル. (c)同じく第

2層の PTFEについて得られた固体 19F
NMRスペクトル. (d) 同じく第 3層の

PTFEについて得られた固体 19FNMRスペ

クトル. (e)同じく第 4層の PTFEについて

得られた固体 19FNMRスペクトル.

7 
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末端ラジカルを誘起できることを見いだしている 15)

したがって，反応のメカニズムについては，フッ素の

1 sへ放射光の大部分のエネルギーが吸収され，側鎖 C-

Fの切断によりアルキルラジカルが生成， さらにこのア

ルキルラジカルが熱分解により主鎖の C-Cの切断を誘

起することで説明できる. すなわち， PTFEの架橋は，

C-F切断によるアルキルラジカルが分子鎖末端ラジカ

ルを誘起し異種ラジカル間で橋かけが起きるといえる.

また，エッチングに関しては， C-F切断によるアルキ

ルラジカルの熱分解により主鎖を切断し，フラグメン卜

化した分子鎖が，物質中での拡散を経て表面から離脱し

ていくと考えられる.

この結果，オリジナル PTFEでは，放射光エッチン

グの最表面に架橋層(100μm程度)が形成され，架橋

層によって，物質中で切断されたフラグメントの拡散が

抑制され，分子の脱離を妨げていると考えられる.もち

ろん，形成された架橋層においても放射光のエネルギー

は， フッ素の 1sに吸収され，最終的には分解していく .

一方，架橋 PTFEでは，あらかじめ架橋層が形成され

ており，この架橋層の側鎖の C-F，特に架橋点におけ

るフッ素の 1sに放射光のエネルギーが吸収され， 三級

炭素ラジカル(架橋点ラジカノレ)を誘起した後，架橋層

を破壊されることで，フラグメントの脱離が起き，エッ

チングが進行していくと説明できる.

4. 放射光によるエネルギー付与

以上述べてきたように，放射光による誘起反応は，通

常の放射線化学反応における常識を覆すような結果を与

えている.これらの原因を考察するため，現在，筆者ら

が利用している放射光源のエネルギースペクトルと物質

の相互作用に関して評価を行った.図 7に利用した放

射光のスペクトルを示す.これが PTFE中でどの程度

エネルギーを付与することになるかについて， attenua-

tion lengthという指標を用い，電子蓄積量を 300mA

としたときの吸収線量率を PTFEの深さをパラメータ

として計算した結果，最表面付近では 2.5MGy/sとい

う極めて大きなエネルギーを付与していることがわかっ

た(図 8). このようなエネルギーが物質中に入射すれ

ば，試料の温度上昇が極めて大きく，エッチングという

のは単なる熱反応による熱分解という考え方にとらわれ

やすいが，このエネルギー付与過程はフッ素の 1sによ

るエネルギー吸収が主たるもので，そのほとんどのエネ

ルギーは PTFE分子の分解と脱離に使われており，反

応は非熱的に行われていると考えられる.事実，エッチ

ング後に PTFE表面を顕微鏡で観察した結果や DSCの
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図 7 Aurora 2より得られる放射光スペクトル

点線が今回使用した放射光のスペクトル.
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図 8 放射光によって PTFEに与えられる吸収線

量の深さ分布(計算)

ような熱測定の結果から溶融が起こっているという仮説

は採れないことがわかってきた.仮に，試料表面付近で

溶融が起こるほどに温度が上昇したとすると， DSC測

定によっても，温度によるアニー υグの効果が見える . 

はずであるが，そのような形跡は観察されない.これら

のことから，筆者らは，典型的な分解型高分子に分類さ

れる PTFEが，その溶融温度よりはるかに低し、 1400C

(ただし， α転移温度以上)という温度条件の下での放

射光照射により，架橋反応が起きることを確認したと考

えている.

この架橋体形成は，結局極めて狭い空間領域 (たかだ

か 100μm程度)に極めて多数のラジカルが均一に生成

されたため，溶融状態と同様に， PTFEに存在するア

モルファス領域で異種ラジカル聞の再結合が効率よく起

こり，架橋反応が誘起されたと説明できる.

例えば， 2 MGy/sの線量率で放射線照射を受けたと

した場合，ラジカル生成の G値を 0.35(架橋に寄与す

るアルキルラジカルの生成の G値16)) としたときでさ

放射線化学
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え，ラジカル濃度は毎秒l.037x 2 X 106 X 0.35 x 2.17 

(比重)X107=0.16mol/lこれをスピンデンシティー

で書くと， 4.4x1019spin/gという，極めて大きな値に

なる. これは，一般的に，電子加速器やコバルト -60

からの電子線や 7線で PTFE中に生成されるラジカル

数 (1X 1017 spin/g)の 100倍以上のラジカル密度であ

る.

イオンビーム照射下で分解型の高分子が架橋反応を起

こすということは，すでによく知られているが17)，今回

のように，物質の特異的な吸収を利用して，一度に大量

のエネルギーを局所的に投入し架橋体を作ることがで

きることを示したことは，極めてユニークな結果である
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〔展望 ・解説〕

レーザアブレーション (PLA)の基礎と応用

-PLA・堆積による成膜法-

(独)産業技術総合研究所中部基礎素材研究部門(岐阜大学大学院工学研究科併任) 武 蔵 八 三

Presently the basic phenomena and the applica- tus we could fabricate high quality of epitaxial 

tion of pulsed laser ablation deposition (PLAD) are 白lmsof wide band-gap semiconductors， such as SiC， 

briefty reviewed. The description is made by GaN， ZnO， and diamond， and superconductors. The 

mainly focusing our recent works on the fabrica- growth of 6H-SiC白lmson sapphire substrates is 

tion of epitaxial films of next generation functional the first successful fabrication of heteroepitaxial 

materials， since the underlining mechanism and the films ofαtype SiC. In-situ hole-doping into GaN 

application of PLAD are too complex and wide to films can be achieved by duel-PLAD techniques. 

review. The basic mechanism is as follows. Irradia- An example of spin-technology is demonstrated by 

tion of high energy of pulsed laser decomposes ex- fabricating antiferro and ferro magnetic bilayers. 

plosively the target materials to small fragments， 

such as atoms， ions， and small clusters and/or large Key words: laser ablation， epitaxy， wide band gap 

clusters. It occurs vi，αtwo or three processes: photo- semiconductor， multi-layers， spin technology 

scission and thermal decomposition of chemical 

bonds and explosion of meltdown fragment under 

excess PLD conditions. The decomposition of 

target and the contribution of these processes are 

functions of a lot of PLA parameters， such as， irradi-

ation laser energy E， energy density deposited per 

unit area of the target (ftuence; F)， wave length A 

(photon energy)， pulse width τand pulse frequency 

in addition to the properties of the target. Short 

wave-length laser enhances the photo-session. High 

ftuence by long wave-length laser enhances thermal 

decomposition， and excess of ftuence produces melt-

down fragments and results in a low quality of film 

with droplets. Therefore， a short wave laser with a 

suite of F is essential for growth of high quality of 

epitaxial films at appropriate substrate tempera-

tures. We have developed shortwave lasers (5th har-

monic Y AG laser (213 nm) and Raman-shifted VUV 

laser) and PLAD and duel-PLAD apparatus equip-

ped with a high-temperature ("'-'1，300
0

C) heater and 

a simple multi-targets holder. Using these appara-

The Fundamentals and Application of Pulsed Laser 
Ablation-Film Fabrication by PLA Deposition-

Hachizo MUTO (National Institute of Advanced Indus-
trial Science and Technology， Chubu (and The Graduαte 
School of Gifu University)) 
事 463-8560名古屋市守山区下志段味穴が洞 2266-98

TEL: 052-736-7317， FAX: 052-736-7400 

E-mail: hachizo.muto@aist.go.jp 

10 

1.はじめに

ノマノレスレーザアプレーション (pulsedlaser ablation; 

PLA)とは強力なパルスレーザを照射すると物質に分

解 ・はく離が起こる現象を言う.その応用としては，多

岐にわたる産業やデバイスなどの研究開発分野において，

1) PLA加工技術や， 2) PLA-Deposition法 (PLAD

法)による成膜技術として発展してきている 1) その基

礎についても， PLAおよび PLADの機構に関する多く

の研究がある. しかし詳細に関しては不明の点が多い.

それは PLADではレーザの種類と種々の照射条件，対

象とする膜物質およびターゲットの化学的 ・物理的特性，

雰囲気，基板と基板温度などにかかわる多くの因子が関

与しその反応機構は極めて多岐かっ複雑になるからで

ある 1).2) そのために，主題のような大きな課題は筆者

の知識 ・能力の範囲を超えるので，ここでは筆者が主に

行ってきた， YAGパルスレーザを用いた「新規な短波

長レーザ発振と，短波長 ・短パルスレーザによる

PLAD成膜技術」を主体に， r基礎と， PLADによる

SiC， ZnO， GaNやダイアモンドなどのワイドギャップ

半導体，高温超伝導体や磁性体の単結晶薄膜，積層薄膜

の作製への応用」について紹介したい3)-17).p1)-pI4) 

これらの研究を行っている理由は以下のようである.

まず， YAG固体レーザを使用しているのは， 従来用い

放射線化学
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られているエキシマーレーザが毒性や腐食性の高L、ハロ

ゲンガスを使用しているのに対し，それを用いない固体

レーザは環境，安全，コストなどの面から将来主要とな

ると考えたからである. また独自技術として YAG5倍

波レーザやラマンシフト真空紫外線レーザの発振などを

含めた PLAD技術の研究を進めてきたのは，短波長 ・

短パルスレーザが高品質単結晶薄膜の作製と PLADの

機構解明のためには必要不可欠になると予想したからで

ある.さらにワイドギャップ半導体などを主たる研究

ターゲットにしている理由は，高い融点や生成温度をも

っこれら物質の成膜を行うのに，従来法では 1，600--

2，4000C域の高温を要し必然的に高度かっ困難な技術に

' な る の に 対 し 川D法では非平衡反応過程を含むの

で成膜の低温化を図りうると予想したからである. もう

一つの理由は，過去に多くの基礎研究を行ってきたが，

最近，基礎研究と言えどもファントム的研究ではなく将

来の産業化まで見据えた方向づけが必要であると考える

に至ったからである. PLADは極めて多くの利点を有

するが同時に現状では大面積の成膜が難しいことから，

従来法では不可能ないし，高付加価値のあるものを研究

のターゲッ卜にする必要がある.最近世界で初めて作製

に成功した 6H-SiCなと、のヘテロエピタキシャル薄膜や，

duel-PLDによる GaNの p型化，ダイアモンド成膜な

どはその一例である3)-6)

また， PLADは，ナノ次元の結晶薄膜の積層化によ

るトンネル接合やスピン制御のような素子構造の作製法

やスピンテクノロジーにかかわる次世代基盤技術となり

うると期待される.それに関連して行っている研究につ

いても紹介する7)-15)

レーザと放射線はともに電磁波ではあるが，物質との

' 相互作用は大きく異なる しかし，高出力短波長ノマルス

レーザによる PLAでは高密度の電子励起やイオン化に

伴う分解 ・はく離が起こるので，放射線化学，光化学と

多くの接点があり相補的な研究へつながる可能性がある.

2. パルスレーザアプレーション・

堆積 (PLAD)法とは

2.1 PLA. PLAD法，装置と特徴

PLAD法とは，図 1のように，真空ポンプを使い真

空や低圧のガス雰囲気に制御しうる真空チャンパー(容

器)とパルスレーザを用いて行う物理的気相堆積

(PVD)による成膜法である.容器中のタ ーゲットホル

ダーにターゲット物質を，電気ヒータなどの加熱機構を

有する基板ホルダーに単結晶基板などを，あらかじめ

セットしておく. レンズで集光した高出力のパルスレー

第 76号 (2003)

基板

ーがス，
a真空

図 1 パルスレーザアプレーション ・堆積装置

ザ光を外部から光学窓を通して容器内部のターゲットに

照射する.それにより，ターゲット物質を瞬間 ・パルス

的に原子，イオンやクラスターなどの微粒子に分解 ・は

く離させ，対向した位置にあり温度制御された基板に衝

突させて，その上にターゲット物質またはその構成物質

の結晶格子を再構築させる.なお， ターゲットホルダー

は均一分解 ・はく離のための自転機構を有する.

PLAD法は，大面積の成膜が難しいなどの短所はあ

るが，以下の多くの長所を有する. ①原料がガス状物質

に限定される CVD (化学的気相堆積)法とは異なり，

固体か液体ならし、かなるの物質にも適応可能，②膜の組

成の制御が容易である，③非平衡過程や非線形効果を含

むので，従来法や従来の温度条件下などでは不可能で

あった物質の作製が可能， ④連続して ajbjcなどの薄

膜の積層が可能，など.最近，成膜の大面積化の研究も

行われている.しかし PLAD法は高価なシステムと

なるので，他の技術や従来の温度域では作製できない物

質や高品質薄膜および高付加価値材料などを対象にすべ

きであると考える.そこで，市販の波長域のレーザや

チャンパーではなく. 1) 目的物質の成膜に合致し他所

にはない短波長レーザや. 2)従来以上の高温域をカ

バーするヒ ータ， および 3)in-situドーピングを可能に

する duel-PLAD機構などの安価で有用な独自の装置系

の構築に努め，それを用いて先端材料のヘテロエピタキ

シャル薄膜の作製技術を開発してきた.なお，ヘテロエ

ピタキシャル成膜とは，作製したい膜に似た結晶構造を

もっ他の単結晶基板を用いて，それに似せてその上に目

的の単結晶薄膜を作製することを言う.

2.2 PLAとPLADの機構;各種の因子

PLADでは. 1)ターゲットの分解 ・はく離.11)粒子

の飛程中のプラズマ内反応， 111)基板上での表面での拡

散，反応と結晶化，の三つの過程があり，各過程で多く

の因子がかかわる 1) 高品質単結晶薄膜の作製には因子

11 
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の最適化が必要であるが，各因子は完全には独立ではな 化学組成や結合エネルギーなどの化学的特性と，光吸収

いので機構を考えて最適化を行う必要がある. PLAD 係数，熱伝導率や硬さなどの物理的特性が関係する.

は10-8""""10 10秒(パルス幅:τ)という極めて短時間 PLADでは一般に作製しようとする膜と同一化学組成

内に巨大なレーザの照射エネルギー， E (J/pulse)を低 をもっターゲットをあらかじめ作製し，それにレーザ光

い繰返し周波数 (f)で照射し成膜する. そのため通常の を照射する.化学的特性と吸収係数は決まっているので，

CVDやPVD(Physical Vapor Depositioo)および ターゲットとしてはレーザによる物理的分解 ・破損を防

MBE (分子ビームエピタキシー)のような連続的成膜 ぐためと，強力なレーザ照射に伴う発生熱を素早く逃し

に比べると極めて過激な成膜法である.しかし多くの て溶解はく離を抑制するために，できる限り硬く焼結す

無機材料の成膜研究から， iPLAD法では， 1)レーザに ることが重要である.

よりターゲット物質をいったんイオン，原子，クラス レーザに関する条件はターゲッ卜物質の化学的物理的

ターなどのできる限り微細な粒子に分解させ， II)粒子 特性によるが，かかわる因子は次のようである.出力E

系がもっ高エネルギーを飛程中にあまり失わないように のレーザ光をレンズでターゲット物質の表面(微小面積

して基板に衝突させ，そのもつ運動エネルギーを熱エネ S cm2) へ集光し照射した場合の照射エネルギー密度は

ルギーに変えて， III)温度制御した基板の熱容量と相 フルーエンスと呼ばれ， F=EjS J/cm2/pulseで与えら

まって粒子系を基板上で拡散させ，かっ 0.1.......，1層ほど れる.前記の Eとfは主に成膜速度に関係するが，膜

の格子をパルス的にちょうど融解しうるなどの条件を構 の品質は基板温度 (Tc)のほか，主にこの Fとレーザ波

築できれば，基板上に目的物質の結晶格子が再構築され 長に大きく依存する. PLAが起こるためにはある臨界

てエピタキシャル薄膜が再現よく成長する」と結論する 値Fc以上のF値が必要である.Fc以下では電子・振動

に至った. 励起や一部の結合切断は起こるが失活や再結合し，粒子

1)の分解過程において， まずターゲットに関しては， の放出は起きない.Fcを超えると広範囲にわたり集団

図 2 PLAプルーム

酸素圧 a)0.5 Paと， b) 20 Pa下での YBa2CU30y，c) 2 Pa下での 200，d)真空下での SiCの成膜.

12 放射線化学
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励起と集団的結合軍離が爆発的に起こる.その結果，

図2に示すように，分解 ・はく離により発生 した高密

度プラズマがプルームと呼ばれる炎状になって飛び出す.

Fcの値は物質の種類にもよるが，多くの無機材料で試

みたところでは 0.05--0.1J/cm2/pulseほどである. ま

たターゲッ卜を最適な微粒子まで分解するためと，実用

レベルの成膜速度を得るためには.Fは0.5--2.5 J / 

cm2/pulse， Eは少な くとも 10mJ/pulse以上の値が必

要であった.もちろん，より高いF値を用いれば強烈

な分解 ・はく離が起こるが，強烈過ぎて一部分が溶解し

大きな油滴状になった塊が飛び出す.そのために基板上

で再結晶化されえず固化し，ナノからミクロンのサイズ

. のドロプレ y トと呼ばれる非品質や膜とは別の物質の塊

などが堆積した極めて低品質の薄膜しか生成しないので，

Fは重要な因子である.

Fとともに重要なのはレーザの波長 0.:または光子

エネルギ-hν)である.PLAでは，大別すると光分解

と熱分解の二つの結合切断が関与する.物質を構成する

化学結合のエネルギーよりも大きなエネルギーを有する

レーザを用い，かっ Fc以上のフルーエンスで照射すれ

ば，集団的な光結合切断の寄与が増加し薄膜の高品質

化が起きる.他方，長波長レーザでは光分解は起こらず，

瞬間的加熱による熱分解と溶融はく離が起こる.過度の

高い Fで成膜すると前記のように低品質薄膜が生成す

る.したがって，短波長レーザが必要となる.なお，

種々の結合エネルギーを光子エネルギーに換算し nm

単位の波長で表すと. Zn-D (432)， Ga-N (--570)， AI-N 

(402)， Si-C (274)， Si-Si (380)， C-C (196)， Yベコ(187)，

Ba-D (211)， Cu-O (348 nm)などである. YAGレーザ

. の基本波， 2， 3，および4倍波の波長は 1制限

355，および 266nmであるので，多くの結合は 4倍波

の 1光子で光切断できる.C-CやY-Dなどの結合は切

断できないので，より短波長レーザないしできる限り短

波長レーザを用い Fを適切に上げて二光子吸収の寄与

を増加させるか，熱励起により光切断を助ける必要があ

る.以上の理由から筆者らは，主に YAGレーザの中で

も短波長の 4倍波を用いるとともに，ラマンシフト

vuvや， YAG 5倍波の発振などの短波長レーザの発

生技術の開発を行ってきた

II)プルーム内反応に関しては，粒子系がもっエネル

ギーを飛程中に失わないようにする必要がある.そこで，

高真空下または，酸化物や窒化物の作製の際でもガス分

子との衝突による失速を低減するために雰囲気ガス圧を

数 10Pa程度以下の低圧にした上で他の PLAD条件の

最適化を行った.
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図 3 成膜時のレーザプルームからの発光スペク卜

ノレ

a) ZnO (酸素圧 2Pa)， b) NdBa2CU30y超伝

導体 (20Pa). 

III)基板上での再結晶過程では，基板温度と粒子系が

もたらすエネルギーが重要であり， 1，600oC域の生成温

度をもっ 6H-SiCでは低温化といえども 1，100oCの温度

が必要であった.また，あまりに多量の粒子が次々と飛

来すると結晶成長が追いつかず多結晶や非品質薄膜が生

成する.そのために，物質や Eにもよるが通常1=1--

10ヘルツの低いパルス周波数で成膜する.また， 基板

としては，飛来した粒子系と反応しないことのほか，エ

ピタキシャル成長させるために結晶の対称性および格子

定数が整合するものを選ぶ必要がある.さらに， 基板自

身の表面平滑化のほかP1l，超高温材料の成膜では基板ホ

ル夕、、ーとの熱接触も重要な問題であるp14)

2.3 分解過程の研究 in-situ発光分析など

PLAとプルーム内反応に関する機構については，発

光や光吸収および時間分解分光法や質量分析法など，多

くの研究がある 1) 図3に例として， a) ZnOとb)

NdBa2CU30y超伝導体の成膜時のプルームか らの発光

スペクトルを示す.前者では，酸素欠損が結晶特性を低

下させ， 後者では超伝導特性が Cuの価数に依存するの

で，各金属，イオン，および酸化物からの発光強度の

PLA条件や酸素圧依存性から PLAとプルーム内での

酸化反応状態を調べ，生成した薄膜の結晶性および超伝

導特性との相関などの研究を行うことができる.

3. 短波長レーザ発振および PLAD技術

3.1 ラマンシフトレーザ発振と YBa2CU30yの成膜

高品質薄膜の作製には，できる限り短波長のレーザが

必要である.そこで水素のラマン効果を使った短波長

レーザの発生技術の開発を行ったp2) 開発生装置と

PLAD装置を図 4に示す.ステンレス製のガス封入管

13 



図 4 ラマン効果による短波長レーザの発振と

PLAD装置
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a) b) 

図 6 SrTi03(100)基板上に作製した YBa2CU30y

超伝導体単結晶性薄膜の SEM写真

a) ラマンシフトレーザを使用. b) 従来の

YAGレーザの 4倍波を使用.

の2倍の波長 2X A.o領域にも回折され観測されてい

る.)短波長のラマン光への変換効率は， ラマン管の長

さにもよるが，水素圧力と入射エネルギー Eへの依存

性から，水素圧 6--7気圧.E= 50 mJ/pulse付近で最

大となることがわかった.

ラマンシフト光は封入管のレーザ入射側とは反対側の

光学窓の方向に向かつて放出される.当PLAD装置は，

ラマン管と真空容器とをベローズを介する可動機構によ

り接続する.容器側のラマン管の光学窓には VUV光も

透過する MgF2やCaFレンズを用いた. レンズ付のラ

マン管全体が可動となるので，容器中のターゲッ卜に，

ラマンシフトレーザ光をフルーエンスを変えて照射する

波長 /nm ことができる.

図 5 水素により発生したラマンシフト光のスペク 図6のa)に，ラマンシフト光を用いて SrTi03(100)

トル 基板上に成膜した YBa2CU30y超伝導体のエピタキシャ

ル薄膜の表面の走査電子顕微鏡 (SEM)写真を示す.従

に高圧水素ガスを封入しておき，高出力の YAGレーザ 来の 4倍波を用いて作製した薄膜 b)よりも，熱分解で

の4倍波(振動数ν。)を光学窓を通して管の中へレン 生ずるドロプレットの数が大幅に抑制された高品質の薄

ズを使い集光照射する. 膜が生成している7)，8)，p2) これはラマン効果により発生

媒体としては分子の中で最大の基準振動数 (νH= した短波長光は光強度が弱くとも効率良くタ ーゲッ卜を

4，160 cm-1
)をもっ水素を用いる. ラマン効果により入 光分解し高品質薄膜を生成させることを示している.

射レーザの振動数ν。から ::tnXνHだけ光子のエネル 3.2 X線パルスレーザの発生

ギー(したがって波長 A.=C/ν)のシフ トが起る. 当ラマンシフト VUVレーザ発振装置と類似の装置を

νr士=ν。::tnXνH (nは整数(1) 用い， 媒体に Ne.Arなどの希ガスを用いれば希ガス原

エネルギーが減少する Stocks線と呼ばれる長波長の光 子の光学的非線形性により入射レーザ(ν0)のm倍の高

(νr-)と同時に，元の入射光より短波長の anti-Stocks 次高調波 (mν0)のX線が発生することがわかっている9)

線と呼ばれるレーザ光 (ν什)が発生する.図 5は発生し パルスレーザを用いた X線レーザの発生方法はほかに

た光の分光スペクトルの一例であり，入射した 4倍波 固体や液体媒体を用いたものが種々あるが，当方法は簡

(A.o=266 nm)より短波長の真空紫外線 (VUV)も含む光， 便であるので放射線化学などへの応用が可能かもしれな

ν+1--ν+4=239.218.199.および 184nmが発振してい い.なお.X線用窓材には軽金属の BeやAl箔を用い

ることを示している. (注:ここで短波長域のラマン光 る必要がある.

の強度が低い理由の一つは使用している検出器の感度が 3.3 Nd: YAG 5倍波の発振と NdBa2CU30yの成膜

短波長域へいくほど低いことによる.なお，分光に回折 レーザのもう一つの短波長化として，図 7に示す

格子を使用しているので一連のラマン光 V-t4--ν-6がそ YAGレーザの 5倍波の発振技術の開発を行ったp3) 市

14 放射線化学
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図 7 Nd:YAGレーザの 5倍波の発振装置
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図 8 結合の a)前と， b)後のレーザの分光スペク
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• 図 9 NdBa2CU30y超伝導体の薄膜の光学顕微鏡

写真

Nd:YAGレーザの a)5倍波， b) 4倍波を

使用.

販の Nd:YAGレーザにより基本波(波長 1，064nm)， 

2倍波， 4倍波 (266nm)を発生させる.妨害となる 2

倍波をミラーで除去し基本波と 4倍波の偏光方向を

そろえた後， BaB03光学結晶を用いて I型結合させて 5

倍波を発振させた. 図8aに結合前の 4倍波と 2倍波お

よび基本波が混じったレーザ光を示す. b)は発振後，

プリズムで単色化し最終的に得た 5倍波レーザ(波長

A5= 213 nm)のスペクトルである. (注:回折格子を

使った分光計を用いているので 5倍波が 2倍と 3倍の

波長位置にも回折され現れている.) 

図9にa) 5倍波と， b)従来の 4倍波を用いて

第 76号 (2003)

SrTi03(lOO)基板上に作製した NdBa2CU30y超伝導体

薄膜の 光 学顕微 鏡 写真を 示 す.同 超 伝導体は

YBa2CU30yよりも粒子成長しやすく，通常の 4倍波で

はドロプレットや粒子の成長が進み過ぎるので平滑なエ

ピタキシャル薄膜の作製は難しい. しかし 5倍波を用

いると光分解過程の寄与が増えるので，平滑性の良いエ

ピタキシャル薄膜が成長する.結晶性と超伝導特性が良

好なことは X線回折と電気伝導度および ESR10)，p4)の

温度依存性の測定により確認した.

4. ナノ次元エピタキシャル薄膜と

ナノ粒子-ZnO薄膜

酸化亜鉛 (ZnO)は，大きなノインドギャップ (Eg=3.3

eV)と大きな励起子結合エネルギー (60mV)を有し

また GaNに比べると資源が豊富なため，次世代の短波

長の LEDやレーザになると期待されている. しかし

ワイドギャップ半導体に共通する問題である補償効果に

より p型化が難しい.すなわち元々格子欠陥に由来す

る易動電子 (n型キャリヤー)の存在に加え，ホール

ドーピングにより起こる格子歪に伴って易動電子が生ず

るので， p型化のためにはそれを補償するほどの p型

キャリヤーを作る必要がある.それにはまず ZnO薄膜

の低欠陥化が必要になる. これに関連して行った高品質

ZnO単結晶薄膜の作製と，ナノ結晶粒子のかかわりに

ついて紹介する 11)，12)，p5) 

図 10にサファイア基板上に PLAD法で作製した

a) ___ _ 
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図 10 PLAD法によりサファイア (0001)基板上に

作製した ZnOのエピタキシャル薄膜の

AFM写真

a)緩衝層無， b) 25， c) 50， d) 75 nmの低

温自己緩衝層の上に本成膜した薄膜.
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1. 81 nm 

図 11 サファイア上に作製した低温 ZnO緩衝層の

AFM写真(厚さ 50nm) 

ZnOのエピタキシャル薄膜の原子間力顕微鏡 (AFM)写

真を示す.同基板と ZnOはともに六方晶系で同一の対

称性 (C3など)をもつので，基板の (0001)面 (αb面)

上に ZnOの (0001)面が成長する.しかし両者のα(=

b)軸長が異なるので，欠陥の多い結晶薄膜が生成する.

格子の不整合 (18%)を緩和させるために，まず低温で

基板上に ZnOの成膜を行い，同薄膜を緩衝層としその

上に高温で ZnOの本成膜を行った. PLADでは膜質は，

基板温度のほか， レーザ条件 (λ f，E， F)に依存するの

で，諸条件を最適化した後に成膜を行っている(最適の

Tsは，緩衝層は 5000C，本成膜は 7000C).図 10の a)'"'-'

d)は異なる膜厚の低温自己緩衝層の上に本成膜した

ZnO薄膜の AFM像を示す. a)は緩衝層なしに基板上

に直接， ほかは b)25， c) 50， d) 75 nmの緩衝層の上に

膜厚がすべて 350nmになるように成膜しである.明

らかに， c) 50 nmの緩衝層の場合が良質な表面平滑性

(I 10 nm)を与えている.この傾向は X線回折からも

確認された.

この緩衝層の役割を調べるために，低温 ZnO緩衝薄

膜(厚さ 50nm) について測定した AFM像を図 11に

示す.膜面は，ナノ次元の高さとサイズがそろったナノ

粒子で覆れている.以上の結果は， a)エピタキシャル

薄膜は結晶の方位が完全にそろった微結晶からなってい

ること， b)成膜の最初に均一なサイズおよび高さを有

する微粒子を作製することが重要であること， c)それ

が核となって高温での本成膜において基板と膜の格子歪

みを緩和しつつ，結晶方位をそろえ粒子間で格子歪みの

ないナノ次元の平滑度をもっ ZnO薄膜が作製されるこ

となどを明確に示している.

また， ZnO薄膜の光励起発光 (PL)は，膜の結晶特性

に大きく依存する.図 12に示すように， a)エピタキ
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図 12 ZnO薄膜のフォトルミネッセンス (YAG4 
倍波 266nmで励起)

a)高品位， b)低品位の ZnO薄膜.

シャル性の高い ZnO薄膜では， 自由励起子発光(バン

ド端)に近い 370nm (3.3 e V)付近で発光するが， b) 

低い薄膜では長波長で発光しかっ弱い.以上の結果は，

短波長の LEDやレーザ.開発では結晶性が重要であるこ

とを示している.

なお， GaNは安価で格子整合する基板がないので，

サファイア基板上にまず結晶化しやすい AIN薄膜を作

製しそれを緩衝層として高温で GaN単結晶薄膜を作製

する方法が採られている 13)，14). ZnOとGaNとは格子

整合性が高い(不整合性は1.7%)ので，上記のサファ

イア上に作製した ZnO薄膜を緩衝層にしたところ，良

質な結晶性GaN薄膜を作製しうることがわかっ

fこ15)，16)，p6) 

5. 超高温材料の薄膜一α-SiCヘテロエピ薄膜一

次に， 初めて成功した 6H-SiCのヘテロエピタキシャ

ル薄膜の作製について述べる3)-6)，p7)-plO)， pI4). SiCには

立方晶構造をもっsSiCと呼ばれる低温相と， 1，300'"'-' 

1，6000C高温で現れる六方晶系のαSiCと呼ばれる高温

相があり， ともに融点はなく 2，4000C以上の高温で分解

および昇華をする.αSiCには 2H，4H， 6Hなどの多形

があるが，ノインドギャップ (Eg= 3，0'"'-'3.4 eV)がβSiC

(2.4 eV)より大きいので，高温，高出力，高周波数など

の次世代型半導体となると期待されている. しかし低

い融点をもっ Siと異なり単結晶作製や素子化が難しい.

単結晶の作製は 2，4000C付近の高温での昇華法などによ

り行われている. さらに p型半導体化などでも l，6000C

域の高温過程が必要である.そのため，各プロセスが極

放射線化学



レーザアプレーション (PLA)の基礎と応用

また， Si上にも成膜が可能になったので， p型

Si(111)基板の上に n-SiCを成膜して p-n接合素子構造

を作製した.図 14に作製した αSiCの， a) (0001)エピ

タキシャル薄膜および b)多結晶薄膜の RHEED像と，

各薄膜について薄膜寸基板間で測定した電圧一電流 (V-l)

特性を c)とd)に示す. b)と比べると， a)では 300V 

の高電圧まで耐圧を示す良好な p-n結合素子が作製さ

れていることを示している.

Duel-PLAD技術ーGaNのin-situ

p型半導体化ー

6. 

GaNは，単結晶薄膜の作製と p型半導体化の成功に

より，青色 LEDとして実用化された13).14). CVDや

PVDによる p型化には Mgの有機金属化合物が用いら

れるが， Mgが水素と結合した形で結晶中に入りホール

として働かない.そのために，電子線照射や高温加熱処

理などの後処理が必要である.これを一段の過程で行い

うる技術を開発する目的で，図 15に示す Duel-PLAD

装置の構築を行ったp11).pI3)

めて高コストとなるので(基板 1枚が数十万円)，

な技術開発が求められている.

そこで，当 PLAD法により，他の安価な基板上への

6H-SiCなどのヘテロエピタキシャル成膜や素子化の技

術開発を進めている. PLADでは，発生する微粒子系

は高エネルギーをもつので，超高温材料の単結晶薄膜を

従来法よりも低温で作製できると期待される.高温ヒー

タを含めて開発を行ってきた PLAD法により，安価な

基板上に 6H-SiCの C軸配向ヘテロエピタキシャル薄膜

を基板温度 1，100
0

Cという低温域で作製することに成功

した.図 13aに， サファイア C面上に作製した 6H-SiC

薄膜の反射高速電子線回折 (RHEED)像を， b)--e)にそ

の解析と結晶構造を示す. RHEED像は結晶の逆格子

(面間隔の逆数)を表している. b)--c)に示すように，

像の縦方向の輝線を見ると l個の (Sih>CSi四面体に

対応する広く強い輝線の間に，狭い輝点の小さな間隔が

6個観測されている. これにより当薄膜は縦方向の結晶

格子長の中に n=6の四面体を有する，いわゆる 6H・

SiCのエピタキシャル薄膜であることを実証した.
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図 13

a) 

bias IV 

Duel-PLAD法 によ り作製した Mg添加

GaN結晶薄膜と n-Si(I11)基板間で測定し

た V-I特性
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膜用とホーノレ添加用のターゲットをチャンパー中の

ターゲットホルダーにセットし，外部から 2本のレー

ザビームを一定の比率およびフルーエンスで両ターゲッ

トに同時または交互に照射して分解・はく離させ，温度

制御したヒータ上にセットした基板に衝突させることで

成膜時に添加材のドーピングとホールの活性化を仇-

situに行いうる Duel-PLAD装置を開発した.図 16に，

GaNと金属 Mgのターゲットを用いて n型 Si(111)基

板上に作製した Mg添加 GaNの結晶薄膜について，基

板一膜間で測定した V-I曲線を示す. 明らかに p-n接合

に特徴的なダイオード特性を示しており， p型 GaN薄

膜の作製が確認できる.

7. Spin Technology，強相関多層膜

LaFe03/La1 xPbxMn03 

PLAD法によれば，ナノ次元の薄膜積層化を通して

新物性の発現や特性の向上を図りうる.スピンテクノロ

ジーの一例として，反強磁性体の強磁性面のスピンによ

る磁化の捕捉について紹介する17)-19) コンピュータ ー

や情報分野における磁気メモリーの読み出しは FeCo系

などの人工格子による磁気抵抗特性(磁場の有無により

電気抵抗が変わる性質)を用いている.数年前に高温超

伝導体と類似のベロフスカイ卜結晶構造をもっ Mn系

酸化物強磁性体 Lal-xSrxMn03が巨大な磁気抵抗物性

(GMR)を示すことが発見され，同磁性体の活発な研究

が始まった20) しかしその GMRは 115Kとい う低

温域で起こる.実用化にはまず，できる限り高いキュ

リー温度 Tcをもっ物質の結晶薄膜を作製し次いで人

工格子化などにより GMRを発現させる必要がある.そ

a ) 
b) 

{ω1): com~nsated 

e
E
t
 

、、，，，nu '
E
i
v
 

LaFe03: 

G-type antifnroma伊 etism

図 17

↑ 
(111):回 ωmpensat吋

LaFe03反強磁性体の結晶

a)中のスピン配列， b) (001)面内は反強磁

性的結合(スピンの和=0)， c) (111)面内

は強磁性的結合.
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c) 

JO・ J2・ M‘帥
T.mlWra'.... (K) 

図 18 強磁性共鳴スペク卜ル (a.b)と強磁性共鳴

磁場HRの温度依存性 (c;キュリー温度が

わかる)

A: (111) LaFe03/Lal xPbxMn03 2層膜，

B: Lal xPbxMn03単層膜

の一環として Lal-xPbxMn03を取り上げた.

PLADの最適化を図ることで LSAT(100)基板上に室

温以上の Tc値 (--320K)を示す Lal-xPbxMn03の薄膜

の作製を可能にした17)，18) しかし実際の実用化には

さらに高い Tc(硬い強磁性体)の達成と，硬強磁性体/

薄い絶縁体/柔らかい強磁性体などの人工格子化により

トンネル接合などを使った GMRを実現させる必要があ

る.そこで，まず硬い強磁性体を構築するために，以下

のアイデアにより反強磁性体と強磁性体の 2層積層薄

膜 LaFe03/LalxPbxMn03を作製した. LaFe03は結

晶全体ではスピンが Oであるが，図 17c)のように

(111)面内ではスピンは平行であり強磁性的に結合して

いる. (111)面の上下問では反平行であるので結晶全体

としては Oである.他方， (001)面では b)のように反

平行であり反強磁性的に結合して Oである. したがっ

て， 強磁性スピン結合面(111)を使ってその上に強磁性

体を成膜すれば磁化捕捉によって，より硬い強磁性体を

構築できると考えた. LSAT基板上に， A: (111) 

LaFe03 (50 nm)/La1-xPbxMn03 (200 nm) 2層膜を作

製し， B: Lal-xPbxMn03単層膜と比較した両者の強

磁性共鳴スペクトルを図 18aと 18bに示す.薄膜垂直

方向に磁場を印加した場合のスペクトルからわかるよう

に，前者は後者より高磁場で強磁性共鳴が起きている.

これは前者の LaFe03強磁性スピン面が Lal-xPbx

Mn03強磁性薄膜の磁化を強く捕捉していることを示し

ている. また， 図 18cに示すように 2層膜 Aの強磁性

から常磁性への転移温度 (Tpmax--Tc)は単層膜 Bより高

くなっており，磁化捕捉強度が増加していることがわか

る. こうして人工格子化によるスピンテクノロジーによ

り硬い強磁性薄膜の作製を可能にした19)

放射線化学



レーザアプレーション (PLA)の基礎と応用

8. おわりにーダイアモンドの成膜など，

さらなる発展一

PLAD法は，以上のように従来困難であっ た超高融

点や昇華点をもっ物質の他の基板上へのエピタキシャル

薄膜の作製や，ナノ次元での多層積層化による結晶の高

品質化および電磁気物性の向上や新現象の発現などの多

くの可能性を有する.ここではパルス幅に関する議論は

行わなかったが，最近，従来のナノ秒レーザではなく，

ピコ秒 YAGレーザ、を使った PLADによりダイアモン

ドのエピタキシャル成膜にも成功したp12) また当研究

で紹介した GaNのほか， SiCなどの低温での in-situp 

型半導体化も可能になると考えている.このような研究

を通して PLAD法は今後，次世代材料にかかわる産業

基盤技術になると確信している.また，短波長レーザに

よる PLAと放射線化学には多くの接点があるが.現在

のところ相補的な関係には至っていない.本研究が何か

参考や ヒントになり，そのような観点からの研究へと発

展すれば幸いである.
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一百号日
イオントラック内での高分子架橋

北海道大学大学院工学研究科分子化学専攻小 泉 均

1.はじめに

イオンビームは， r線や電子線などの低 LET放射線

とは異なった照射効果を与える場合がある.それは， ミ

クロに見たときの線量分布と線量率が，イオンビームと

低 LET放射線では異なるためである. r線や電子線を

物質に照射すると，エネルギーが少しずつ空間的にも時

間的にも離れて与えられる.一方，イオンビームではイ

オンの飛跡に沿って， 一瞬に高密度でエネルギーが与え

られる.このため，イオン照射では 1)短寿命活性種同

士の反応， 2)反応生成物と短寿命活性種あるいは反応

生成物同士の反応が低 LET放射線に比べ多く起こり，

異なった照射効果をもたらす短寿命活性種同士の反応

はエネルギー付与が高密度かっ線量率が高いことによっ

て起こる.一方，反応生成物と短寿命活性種および反応

生成物同士の反応は空間的に高密度であれば起こる.マ

クロに見れば同じ線量でもイオン照射では高密度にエネ

ルギーが与えられ，低い線量から反応生成物と短寿命活

性種および反応生成物同士の反応が起こる可能性がある.

しかしこの効果は，高密度部分と閉じ程度の線量まで

低 LET放射線を照射すれば得られるはずの効果である.

ポリシロキサンなど放射線架橋型の高分子は放射線を

照射すると架橋を起こす.架橋が増え，すべての高分子

鎖がつながれば，溶媒に溶けない状態，すなわちゲル化

する.ポリシロキサンのゲル化線量は 104
--106 Gy程

度であり 1)，2)，イオントラック内の線量はこの線量に達

するお-5) すなわち， イオンビームの飛跡一つ一つの中

でゲル化が起こりゲル細線が生成する. ここでは筆者ら

が最近行ったポリジメチルシロキサンのイオン照射によ

Crosslinking of Polymers in Heavy Ion Tracks 

Hitoshi KOIZUMI (Graduate School 0/ HoたたaidoUni-
versity) 
号 060-8628札幌市北区北 13条西 8丁目

TEL: 011-706-6748， FAX: 011-706-7897 
E-mail: koizumih@eng.hokudai.ac.jp 
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るゲ.ル細線の生成に関する研究について解説する6)，7)

2. ゲル細線の生成

イオンビームを照射したポリシロキサンをヘキサンに

溶かし不溶分をメンブレンフィルタ ー (孔径 10μm)

で分離しその重量を測定した.イオンビームは日本原子

力研究所のイオン照射研究施設 (TIARA)のサイクロト

ロンからのビームを用いた.試料の厚さは，イオンの飛

程より十分大きくしてあり，イオンは試料内で止まる.

図 1，2に不溶分の重量のフルエンス依存性を示す.図

1は， 256 MeVの Arイオンをいろいろな分子量のポ

リジメチルシロキサンに照射したときの結果，図 2は

分子量 60，000のポリジメチルシロキサンに 256MeV 

Arイオン， 306 MeV Neイオン， 204 MeV Cイオン

を照射したときの結果である.不溶分の重量はイオンの

照射フルエンスに比例して増加していることがわかる.

イオンの照射フルエンスに比例して不溶分の重量が増

加するという結果は， r線や電子線を照射した場合と大

きく異なり，イオントラック一つ一つでゲル化が起こっ

ている証拠となる.r線照射の場合とイオン照射の場合

8x10.2 

数平鈎分子量

ロ 165，000

6ト・ 103，000
ぞ o 60，000 

輔 l ・30，000
個

24 
骨堅
持

2 

ロ

2 3 4 6x10
10 

照射フルエンス /ions cm-2 

図 1 いろいろな分子量のポリジメチルシロキサン

に256MeV Arイオンを照射して得られた

不溶分の重量のフルエンス依存性.照射領域

は19.6cm2
• 
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図 2

図 3

0.10 

0.08 

回

、、
SO06 

e 
案。04
持

0.02 

o Ne ion ・Arion 。Cion 

0.00. 
O-O 0.20.40.61.OX1011 

照射フルエンス/ions cm-
2 

小泉

数平均分子量 60，000のポリジメチルシロキ

サンに 256MeV Arイオン， 306 MeV Ne 

イオン， 204 MeV Cイオンを照射して得ら

れた不溶分の重量のフルエンス依存性.照射

領域は 19.6cm2. 

Or，:自由 t-ray 0.10 

側

宝0.5

正、

ロ 306MeV Ne ion 
o 256 MeVAr悶 ・・d ヲ・204 MeVC 101)....・・・

ロ
~_.' 

ムロ
i 

2 4 
吸収線量/Gy 

0.05 

0.00 
8x10可

数平均分子量 60，000のポリジメチルシロキ

サンに 256MeV Arイオン， 306 MeV Ne 

イオン， 204 MeV Cイオン， γ線を照射し

たときのゲル分率.イオン照射の場合の線量

は飛程の範囲内の平均線量，ゲル分率は飛程

の範囲内のポリジメチルシロキサン重量に対

するゲルの重量を表す.また， r線の場合

は， 文献 1，2の G値を用いて， Charlesby-

Pinnerの式により求めたもの.

均

のゲル分率の線量依存性を図 3に比較した.イオン照

射の場合の線量は試料表面から飛程までの間の平均の線

量，ゲル分率は試料表面からイオンの飛程の範囲の試料

の重量と不溶分の重量の比である. r線照射ではある線

量からゲル分率が急激に増加し lに近づくのに対し，

イオン照射では線量に比例してゲル分率が増加する. r 

線照射では線量が増加するにつれ架橋の数が増え，すべ

ての高分子鎖がつながるゲル化線量以上で急激にゲル分

率が増加するが，イオン照射ではイオンのトラック一つ

一つでゲル化が起こるため，照射したイオンの個数に比

例してゲル分率は増加するのである.イオン照射の場合

もイオントラ ック同士が重なりあうほどに照射フルエン

スを増やせば，マクロなゲル化が起こり，そこから急激

にゲル分率は増加し lに近づく.

図 1，2からイオン 1個あたりの不溶分の収率 (Y)， す

なわちゲル細線 1本の重量を求めると表 lのようにな

る.ゲル細線の重量 Yは，ポリジメチルシロキサンの

照射前の分子量に比例している.また，照射イオンの種

類にも依存し， LETの大きなイオンほど大きくなって

いる.

3. ゲル細線の大きさの見積もり

ゲル細線が飛程と同じ長さをもち，半径が一定として

計算したゲル細線の半径(f)は表 1に示したように

1.7--13 nmとなった. ゲル細線の半径は， ポリジメチ

ルシロキサンの照射前の分子量が大きいほど大きく，異

なるイオンビームでは， LETの大きなものほど大きく

なっている. この半径とイオントラック内の線量分布の

関係を調べてみたい.

イオンによる励起は，コアとペナンブラという領域に

分けられる.イオンの飛跡に沿って試料の分子がイオン

化される領域をコア，イオンが試料の分子の電子をノッ

クオン衝突により跳ね飛ばし，その 2次電子によって

表 1 イオン一つあたりの不溶分の収率(Y)とゲル細線 (f)の平均の半径

Ions 

40Ar 

40Ar 

40Ar 

40Ar 

20Ne 
12C 

Energy (Me V) 

256 

256 

256 

256 

306 

204 

Mn 

30，000 

60，000 

103，000 

165，000 

60，000 

60，000 

Y(gion一1)

1.1X10一14

2.0X 10 14 

2.8X 10 14 

6.6 x 10 14 

5.7X10 14 

1.1 X 10-14 

f(nm)a 

5.1 

6.9 

8.3 

13 

5.4 

1.7 

fc比 (nm)b

6.5 

9.1 

12 

15 

4.5 

2.6 

a長さは各イオンのポリジメチルシロキサン内の飛程 (256Me V 40 Ar (133μm)， 306 MeV 20Ne (630μm)， and 

204 MeV 12C (1.2 mm))，半径は一定として見積もったゲル細線の半径.密度はポリジメチルシロキサンと同じと

して計算 (0.975g cm -3)した.

bゲノレ分率が 90%以上になる半径の平均値(本文参照). 
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イオントラック内での高分子架橋

メにとご¥306.MeV20Ne 

204 MEN12C¥》下¥

、::::~ー
¥;背

中心から半径方向への距雌/m 

図 4 256 MeV Ar， 306 MeV Ne， 204 MeV Cの

イオントラック内の半径方向の線量分布.

D9oo"6は低 LET放射線の場合の 90%ゲル化

する線量を表す.

10.2 

， 
2.0x10-8 

1.5 

E 

、、
則 1.0

俳

0.0 
0.0 

? ! 

飛程~

0.5 1.0 1.5x10'" 

表面からの距厳/m 

図 5 256 MeV Arイオンがいろいろな数平均分子

量のポリジメチルシロキサンに入射した場合

の試料表面から飛程までの 90%以上ゲル化

する半径の計算値.

励起される部分はペナンブラである8) イオントラック

内の線量分布として， 簡単のため ChatterjeeとSchae-

ferの提案した式9)を用いることにする.コア部分の線量

をρcore，ペナンブラ部分の線量をρpenとすれば，イオ

. ン飛跡の中心からの距離r附し，次のように与えられ

る:

LET LET 
ρ 三友十4π'rcln (厄ψc)

r~ rc (2) 

LET LET 
Ppen( r) =一一一 +

同 2πr'2 ' 4πr21n (/erp/rc) 
r c ~三 T 三三 rp

(3) 

ここで，rcはコアの半径， rpはペナンブラの半径で

ある.水中の rc，rpの値は， 文献に与えられている 10)

試料の電子密度を neとするとき，rcとrpがそれぞれ

1/尻;と 1/叫に比例するとして水中の rc，rpからポリ

ジメチルシロキサン中の線量分布を求めた.図 4にイ

オントラック内の線量分布を示す.

イオントラック内の線量分布からゲル細線の大きさを

第 76号 (2003)

1.5x10-8 

C! 

0.5 1.0x10-3 

表面からの距霞/11 

図 6 256 MeV Arイオン， 306 MeV Neイオン，

204 MeV Cイオンが数平均分子量に入射し

た場合，試料表面から飛程までの 90%以上

ゲル化する半径の計算値.

見積もるのに， ここでは線量と架橋の収率の関係は 7線

の場合と同じと考える.すなわち，イオンビームが高線

量率である効果を無視し空間的に高線量である効果の

みを考えることに相当する.ある位置の線量がDなら

ゲ)レ分率gは次の式で与えられる 11)

日 (3) 

G(s)は主鎖切断の G値，G(X)は架橋の G値 Mnは

数平均分子量，Dは線量である.ゲ、ル分率gは，ゲル

化線量から立ち上がり， l'こ漸近する.ここでは gが

0.9以上になる線量範囲でゲル化が起こり，ゲル細線に

なっていると仮定する.このときの線量を D90%として

図 4に示した.分子量が大きくなれば分子量に反比例

して D90% は小さくなる. ペナンブラ部分の線量は， 半

径rの2乗に反比例して小さくなるから，分子量の平方

根に比例して D90%以上の線量になる半径は大きくなる.

また，イオンビーム依存性も，D90%以上となる半径は

Cイオン， Neイオン， Arイオンの順に大きくなってお

り，実験結果と一致する.イオンの試料への入射から飛

程までの範囲で，D90%以上となる範囲を図 5，6に示し

た.これから求めた平均の半径を表に Fωcとして実験

値と比べた.実験値をほぼ再現していることがわかる.

すなわち，ゲル細線の大きさは，イオンビームが空間

的に高線量である効果のみを考え，高線量率である効果

を無視しても，見積もることができる.

4. 高分子の大きさの影響

求めたゲル細線の平均の半径は L7--13nmであるが，

この大きさはポリジメチルシロキサン分子の長さより小

さい.すなわち，分子の大きさを無視することができな

い.例えば数平均分子量 60，000のポリジメチルシロキ
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小泉均

サンなら直線にのばして 230nm，球状になっていたと 量率が高いことを無視してもゲル細線の生成を理解でき

しても半径 2.9nmとなる.D90%以上の範囲には高分 ることを示す.短寿命活性種同士の反応が無視できるこ

子鎖の一部があって，ゲル細線につながり，範囲外にも とになる.架橋は，短寿命活性種であるラジカル同士の

高分子鎖が広がっているはずである.しかし大きさを 結合反応で起こる.架橋の収率は結合反応と他の過程の

無視して前節で見積もったゲル細線の半径は，ほぼ実験 競争により決まる.一般にラジカルはペアになって生じ，

値を再現した.これは以下の考察から，ゲル細線の重量 低 LET放射線では主にそのペア間での再結合反応によ

は高分子鎖の大きさを無視しても考慮してもほぼ同じと り架橋が生じる.イオンビームで，異なるラジカルペア

なることが結論され，妥当と考えられる. 聞の結合反応が起こるほどラジカルペアが高濃度ででき

今，架橋がイオン トラ ック内の体積 Vの領域のみで れば，架橋の収率は増加する.その場合，低 LET放射

起こり，その線量はゲル化線量以上で一定値とする.簡 線に比べ，イオンビームの方が架橋の G値が大きくな

単のためポリマーは単分散とし，ポリマ一分子一つの重 る12)，13) 本研究のポリジメチルシロキサンでは，この

さを m，体積を U とする. 効果は現れず，線量率の効果を無視した扱いでも実験結

あるポリマ一分子の体積の一部叫が Vの領域にある 果を説明できた.これはもともとポリジメチルシロキサ

とすると，それがゲル細線に結合する確率PjはVjに比 ンの架橋の G値が大きく，低 LET放射線でもほとんど

例するから次のように書ける.kは定数である. のラジカルが再結合反応を起こし，架橋が生じているた

Pi=たす (4) 

ポリマ一分子が一つゲル細線につながれば，その重さは

m増加するからゲル細線の重さ Mgelは次のようになる.

Mgel=平mPj=手mkf (5) 

架橋を起こす領域の体積 Vとその中にあるのポリマー

の体積約の和はほぼ等しくなるから次の式が得られる.

Mgel二子L;Vi之子v (6) 

Mgel は引によらない.すなわち，ポリマーがゲル化

する領域にどのように位置しでもゲル細線につながる高

分子鎖の数はほぼ同じとなる.ゲル化領域にある体積 Vi

が小さければ，ゲル細線につながる確率は小さくなり，

ゲル化領域 Vに高分子鎖全体がすべて含まれれば，ゲ

ル細線につながる確率は最大となる.ゲル細線につなが

る高分子鎖がすべて，その鎖全体がゲル化領域に含まれ

るような配置の場合は，高分子鎖の大きさを無視して見

積もった場合と同じ結果となる.つま り，ゲル細線 l

本あたりの重量を見積もるには，前節の方法で良いこと

になり，実験結果とよく合うのである.

5. 高線量の効果と高線量率の効果

イオントラック内の線量と低 LET放射線の架橋の G

値を用いて，イオントラック内での架橋が理解できるこ

とを示した. このことは，イオン照射の高密度励起の効

果のうち，空間的に高線量という効果のみを考慮し線
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めであろう.イオンビーム照射で異なるラジカルペア間

の結合反応が生じても架橋になる割合は増加しないため，

高線量の効果のみ現れる.

6. おわりに

筆者らの行ったポリジメチルシロキサンのイオンビー

ム照射によるゲル細線の生成の研究について解説した.

複雑に見えるイオンビーム照射効果も，イオントラック

内の線量分布と高線量における低 LET放射線の照射効

果がわかれば，パラメータなしに，かなりよく実験結果

を再現できることがわかった. もちろん線量率の効果，

すなわち短寿命活性種同士の反応が効いてくる反応，伊IJ

えば架橋の G値の小さい高分子のイオンビーム照射効

果を議論するためには，高濃度における異なるラジカル

対間でのラジカル結合反応過程についての情報が必要と

なる. もしイオンビームのノマノレスラジオリシスでラジ

カルの減衰過程が観測できれば，そのための有益な情報

を与えるだろう. また， 本研究の方法は， 架橋 G値が

大きく，イオントラック内の線量がその高分子のゲル化

線量より大きければ，いろいろな高分子に広く適用可能

である.新しいナノ構造の作製法としてその応用も考え

ていきたい.
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一百自宅

イオン照射によるイネの突然変異誘発

1.は じめに

福井県は若狭湾地域に蓄積されたエネルギーおよび原

子力に関する科学技術ならびにこれらを支える人材など

の活用による地域の活性化，振興を目的として，福井県

敦賀市に福井県若狭湾エネルギー研究センターを開設し

理工学，バイオ，医学などの多目的利用を可能にした加

速器システム Wakasa-wanEnergy Research Center 

Mu1tipurpose Accelerator System with Synchrotron 

and Tandem (W-MAST)を整備した.財団法人若狭湾

エネルギー研究センターはこうした加速器などの科学技

術の活用に関する研究開発を行うことにより，関連科学

技術の地域産業への波及などを通じて活力ある地域社会

の形成を図ることを目的として平成 6年 9月に国の許

可を受けて設立された.この目的の実現のために

M-MASTを用いた実験研究が開始されている.

ここではイオンビームを利用したバイオ研究のうち，

イネ(コシヒカリ)の突然変異誘発に関してその研究の

一端を紹介する.

2. 突然変異による耐倒伏性の付与

コシヒカリは現在の福井県農業試験場において選抜，

固定が行われ，昭和 31年に農林 100号として品種登録

されたものである.奨励品種になって今日まで 40年を

経過し現在も日本の稲作面積の約 3割に作付けされ

ている長寿命の品種である. コシヒカリがこれほど全国

の消費者に親しまれているのはその極良食味であること

は周知の事実である. しかしその一方でコシヒカリは

Induction of Mutation by Ion Exposure in Rice 

Masanori HATASHITA (The Wakasa-wan Energy Re-

search Center) 
事 914-0192敦賀市長谷 64-52-1
TEL: 0770-24-2300， FAX: 0770-24-2303 
E-mail: hata@werc.or.jp 
Yukimoto IWASAKI (Detartment of Bioscience. Fukui 

Prefectural University) 
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(財)若狭湾エネルギー研究センター 畑 下 昌 範

福井県立大学生物資源学部 岩崎行玄

倒れやすく，いもち病に弱L、という大きな欠点を有して

おり，現在でも栽培しにくい特性をもっ.倒伏を軽減す

る栽培技術ゃいもち病の防除技術なども確立されてきて

いるが，ポストコシヒカリ品種の開発が課題となってい

る.

突然変異を利用した耐倒伏性の強化に関する試みは

1960年代から行われてきた.蓬原らはフジミノリの放

射線突然変異から耐倒伏性の強いレイメイを選抜した1)

佐本らはコシヒカリの放射線照射により強稗突然変異系

統を得た2) また， これら系統聞の耐倒伏性と食味との

間には相関があまり認められないことが明らかとな った.

すなわち，ポストコシヒカリ品種である短稗，強稗品種

が突然変異の利用により作出可能であることが示された.

本研究ではガンマ線よりも生物効果の大きいイオンビー

ムを用いて，効率的に突然変異を誘発することにより，

有用な品種を作出することを計画した.

3. イオンビームのバイオ研究への利用

イオンビームは，従来突然変異原として用いられてき

たガンマ線やエックス線よりも線エネルギー付与 (LET)

が大きい.一般に， 放射線による生物効果は LET依存

性があることから，高 LETであるイオンビームは低

LETのガンマ線やエックス線より生物効果が大きいと

考えられ，植物の分野では新しい育種方法の開発や新し

い突然変異原としてのイオンビームの利用が期待されて

いる.

イオンビームの生物効果に関する研究を行っている施

設は世界的にも数カ所あるが，日本には日本原子力研究

所，理化学研究所，放射線医学総合研究所があり，福井

県若狭湾エネルギー研究センターの W-MASTにおいて

も表 1のビームが現在利用可能である.日本原子力研

究所，理化学研究所では既に多くの材料で突然変異体が

得られている.財団法人若狭湾エネルギー研究センター

も京都府立大，福井県農業試験場と共同で自殖性ソパの

作出に成功した3) 以上の背景から， 筆者らはイオン照

放射線化学



としては黄緑変異体を l系統選抜した.出穂期に関す

る変異体としては，早生変異体を 13系統， 晩生変異体

を3系統選抜した.現在，得られた M3世代種子を穂

別に播種し形質の固定や分離を観察している.

佐本らはコシヒカリ種子にガンマ線照射して得た M2

世代 80000個体の検定試験を実施し選抜された媛性

系統が 10系統であったことを報告している2) 高 LET

であるイオンビームは効率的な植物育種のための新しい

突然変異原として有望であることが示された

イオン照射によるイネの突然変異誘発

現在利用可能なイオンビーム表 1

照射野

(φmm) 
水中飛程

(mm) 
エネルギー LET 

イオン種 (MeV) (keV /μm) 

30 

60 

8.8 
250 

41.7 
0.5 

660 
200 

12C6 e 

lH+ 

射を利用したイネの突然変異誘発に関して研究を開始し

た.

イオン照射によるイネの突然変異誘発に関する検討の

一端を紹介したが，今後は一部の変異系統について品種

化の準備を進める一方で，これらの突然変異体を活用し

媛性に関連した遺伝子の単離および機能解析を行うこと

を計画している.近年， シロイヌナズナを中心とした分

子生物学的研究の発達により， ジベレリンやブラシノス

テロイドなどの植物ホルモンが植物の重要な生理現象で

ある茎部伸長，種子発芽誘導，花芽形成などを制御して

いることが明らかとなってきた.現在，媛性はジベレリ

ンやブラシノステロイドなどの伸長成長を正に制御する

植物ホルモンの生合成系の欠損あるいはその応答性の変

化により起こると考えられている.生委性変異体大黒 dl

の解析から，イネ 3量体 Gタンパク質αサブユニット

遺伝子が楼性およびジベレリンのシグナル伝達経路に関

与していることが明らかにされたの.5)

イオンビームは欠失型の突然変異を誘起することが示

されており 6)，この特徴を活かして遺伝子が欠損した媛

性突然変異体を得ることができれば，研究の大きな進展

が期待される.バイオ分野におけるイオンビームの利用

は基礎，応用の両面で今後さらに重要となるであろう

今後の展開5. 

イオン照射による突然変異誘発

コシヒカリの種子を供試材料として用いた.予備照射

の結果から本照射の線量を決定し， 7200粒のイネ種子

にイオンビームを照射した.上記の種子のうち， 6000 

粒を播種し苗育成，圃場定植を行った.穂抜き収穫を

実施しイオン照射 M2世代種子を 6000系統得たこ

のうち 2400系統を播種し幼苗段階で形質調査を行っ

た収穫期における形質調査を行い，変異系統を選抜し

た.

イオン照射 M2世代種子を 2400系統播種し幼苗段

階において形質調査した結果を表 2に示す.色素変異

として白苗(アルビノ)，黄色，かすり (Virescent)な

どの変異が認められた. これらの変異体は圃場定植前あ

るいは定植直後にそのほとんどが枯死した.棲性変異は

極倭性も含めて 75系統確認された.

M2世代 2400系統の中から選抜した変異体を表 3に

示す.媛性変異体は極媛性も含めて 22系統を選抜した.

一方，徒長型の変異体も 2系統得られた.色素変異体

4. 

イオン照射 M2世代幼苗時に認められた変異

形態的変異 系統数

謝辞本研究の実施にあたり，穂別系統法のご指導

および実験圃場をご運営いただきました福井県立大学生

物資源開発研究センターの天野悦夫センター長に深謝い

たします.
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一叫主~
高感度y線検出のための機能性色素

1.はじめに

機能性色素 (functionaldyes)は， 1980年代頃から

日本の研究者によって提案された新しい概念1)，幻で，従

来の染料や顔料とは異なる機能をもっ色素として定義さ

れる.最近は，有機光導電体，有機エレクトロ・ルミ

ネッセンス材料など，エレクトロニクス関連の新素材3)

として多角的な利用が図られている.機能性色素の中で，

酸，塩基，酸化，熱，光などの外的刺激によって無色か

ら有色へと構造変化をひき起こす化合物は， Iカラー

フォーマーJl)，4) と呼ばれる. これらは， 感圧複写紙，

感熱記録紙などとして実用化されてきた. r線などの高

エネルギー放射線の刺激によって発色するカラーフォー

マーも原理的には可能であるが，高感度のものは実用化

されていない5) 筆者らは，原子力基礎研究6)の助成を

得て，従来の 100--1 0.000倍の高感度で色に関するノマ

ラメータ一変化を目視あるいは光学的測定手段により検

出可能とすることを目的とする研究を行う機会を得た.

この研究は，分子設計ガイドラインの確立とそれに基づ

く材料開発ならびに機能性色素を用いたセンサシステム

系の開発という 3種のテーマで実施された.以下には，

これらのうち，材料開発に関することを中心にとりまと

めた.

2. 放射線の目視表示

大線量用の放射線目視表示材料として，古くからポリ

メチルメタクリレート (PMMA)やアラニン，ブルーセ

ロファンなどが知られている7ト 12) また，ジアセチレ

ン系化合物の研究も行われている 13)

機能性色素を用いた色素線量計の研究も種々行われて

いる 14)-21) これらのうち， 大部分は， r線照射により

Functional Dye for Sensitive r-Ray Detector 

Sumio TOKITA (Saitama University) 
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酸を発生する物質と，酸によって無色から有色に変化す

るカラーフォーマーとの組合せを利用している.機能性

色素の新しい応用例として，フォトクロミック色素を用

いる例も最近報告された19)，20)

3. フルオラン系化合物

フルオラン(スピロ[イソベンゾフラン・1(3H)， 9'-(9 

H)キサンテン ]-3・オン)は，式 (1)で示す構造式をもっ

無色の化合物である. 3. 6・位のいずれかにジエチルア

ミノ基を有するフルオラン (2)は，酸によって発色構造

(3)を与えるカラ ーフ ォーマーである.種々の置換基の

導入により，樟，赤，青，紫，黒に至る多彩な発色色調

を示す22)

a: R1=H. R2=NEt7; b: R1=H. R
2
=OMe; c: R1=H. R2=CH3・

d: R1=H， R2=H: ~ : R1
=H. R

2
=Cl: f: R1

=H. R2=N02 

置換基の種類と位置による発色体 (3)の電子吸収スペ

クトルの変化を詳細に検討する試みが， 柳田23)-27)， 北

僚ら28)によって報告されている.また， これらの結果を

PPP法29)または INDO/S法分子軌道法計算23)，26)， 27)と対

比させ，色予測に役立てる試みも研究されている.

フルオラン (2)の置換基 R1をHに固定し，R2を変化

させ，酸添加(一定量の塩酸添加)による発色能の変化

を測定し Hammetの Op値に対してプロットしたとこ

ろ， 図 lが得られた. ただし oEnは2・プロパノール

中，口印はテトラ ヒドロフラン (THF)中での測定結果

である.置換基 R2の電子供与性が高まる (Op値が小さ

くなる)と，酸による着色能が向上する.最も高感度な

29 



時田澄男

2.0 

吸1.5

光
度

1.0 

0.5 

0.0 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

σp 

図 1 カラーフォーマ-2a--fの (a)2・プロノfノー

ルまたは(b)THF溶液に塩酸を加えたとき，

発色体 3a--fが生成して吸光度が変化する

様子 ([2a--fJo= [HClJo = l.0 X 10-4 M) 

化合物は 2a(R2 = NEt2)であったが， 2・プロパノール中

では，酸発生剤を添加しなくともわずかに発色する (2・

プロパノール中の微量の水のためとされている)傾向が

見られたので，以後の実験では化合物 2b(R2=OCH3) 

を標準試料として比較対象に用いることとした.

カラーフォーマー 2bと種々の酸発生剤 (4a--r)との

組合せについて 60Coを線源とする 7線照射実験を行っ

た. 化合物 2bを， アセトニトリル， 2・プロパノール，

アセトン， THF，または， アニソール中， 4の共存下で，

T線照射すると， 2・プロパノールが最も効率良く 着色体

3bを与えた30)，31)

Cヰ咋 ヰ日;-R むヰMiR
4a-c 4d-e 4f 

83+ 同cori-R
4g 4h 

ogRd ひも問OP

41 4j・k

よ:夕刊34
山も叩

4n・r

a， d， f， g， h， j， 1， 0 : R = -p-CSH4(CH3) P : R = 2・naphthyl
b， e， g， 1， n， q， r : R =ーCH3 q: X=・C02CH3
C， i， k: R =ーCF3 r: X=・CO2(CH2)刊 CH3
n， 0， p: X =-H 

30 

酸発生剤の比較では，オニウム塩 (4i--k)が最も効率

良く着色体 3bを与えたが，未照射時でも着色するなど

の不安定性が観察された. センサシステム系32)の溶液セ

ルに適した酸発生剤として， 4aを選定し定量調IJ定を

行った結果， 2-プロパノール中で， 0，2 Gy--1 kGyの

範囲での線形応答性が確認できた

ポリマー中にカラーフォーマ-2aと酸発生剤を分散

させる系では， 4aまたは， 40が最も実用的であること

がわかった33) 耐熱性の点では， 40の方が優れていた

ポリマーとしては，ポリスチレン (PS)または，ポリメ

チルメタアクリレート (PMMA)が適するが， PSよりも

PMMAが相溶性や感度の点で優れている.

4. ベンゾジキサンテン系化合物

ベンゾジキサンテンエンドペルオキシド (5a)は無色

の化合物で，溶液中，紫外光または 100
0

C以上の加温に

より赤色の 6aを与えフォトクロミズムまたはサーモク

ロミズムを示す34) 無色体 5aはγ線照射により， 6a 

の可視吸収をわずかに示すが，実用的な着色濃度には達

しない.筆者らは，酸の共存下で，無色体 5aが加熱す

ることなく着色体 6aに変化することを見いだし 5a

と酸発生剤の組合せが，新し~，r線検出系となることを

示した35) さらに， 5aの類縁体 5b，5cについてもプロ

トン化の起こりやすさを分子軌道法で計算し， 着色反応

が， 5a<5b<5cの順で容易となることを予測した36)

実際に， 5b，5d，および 5dの閉環体 (7)を合成して比較

したところ， 無色体 (7)はクロロホノレム中， 10 Gyの集

積線量で青色に着色し， 5aの 100倍程度の感度向上が

観察された37) また， 6dの異性体 8dを与える可視化

の場合も同様の感度向上が見いされた38)

硫黄類縁体 5bはT線照射により分解し着色体 6b

は検出されなかった. 着色体 6a，または 6dのトルエン

溶液を 7線照射しても変化はないが， 6bは同様の条件

で分解して，無色化した.酸発生期J4ですでに見たよ

うに，硫黄を含む結合は 7線により解裂しやすい.化合

物 5b，6bの不安定性は，このような硫黄原子の特殊性

に基づくものと理解できる.

窒素類縁体 8dのエンドペルオキシド体は，クロロホ

ルム中， 1 Gyの7線照射で着色を示すほどの高感度で

あったが，生成した着色体 8dは系内の酸濃度の上昇と

ともにプロトン化物に変化し色調を変えてしまう.化

合物 6dについても同様の不安定性が観察された化合

物 7の場合は，窒素原子が 5員環を形成しているため

に， 着色体へのプロトン化による色変化は 100Gy程度

の照射までは，観察されなかった.

放射線化学
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5a-d 6a・d

8a-d 

a X = 0; b: X = S; C: X = NH; d: X = N-C6Hs 

以上のように，ベンゾジキサンテン系のエンドペルオ

キシド類のうち，窒素類似体が酸と速やかに反応して着

色体を与えるという計算化学的予想は，酸添加または 7

線照射実験によって裏づけられた.

しかし この種の反応は酸触媒反応であるため， r線

照射終了後も着色体の生成反応が引き続き進行してしま

う. したがって，高感度化の分子設計は成功したが，定

量的な線量測定には不向きである.

5. フエノキサジン誘導体

3，6-ビス (ジエチルアミノ)フエノキサジン(10)の酸化

型構造をもっ染料 (9)は， Basic Blue 3と呼ばれ， ポリ

アクリロニトリル繊維用の青色分散染料として利用され

ている39) そのロイコ体 (10)は空気中の酸素で容易に

酸化されて着色体 (9)に戻る性質があり，単離すること

はできないが，化合物 (10)をクロロホルミル体 (12)ま

' たは， 16a-e tこ誘導すると， 無色で安定なロイコ体40)

が得られる.色素 (9)を還元して得た無色体 (10)の溶液

にトリホスゲン (11)を力日えると，クロロホルミル(本

(12)または， エステル(16b)が生成する. クロロホルミ

ル体 (12)は，アルコールのナトリウム塩またはカリウ

ム塩と反応して，例えば， (16a)を与える41).42)無色体

(10)をクロロギ酸エステル (14)と反応させると， (16c) 

や(16d)を得ることができる43).44)無色体 (10)は，ス

ルホニルクロリド類 (15)とも反応してロイコ体 (16e)

を与えた45)

化合物(12)または(16a-e)は，アセトニトリル中で

T線照射すると，元の青色の色素骨格 (9)と同じ位置に

電子吸収スペクトルを与えた. これらは， 3， 4項で述べ

た化合物とは異なり，酸発生剤が共存しない条件下で発

色する新し~¥ r線感受性カラーフォーマーである.

最も 7線感受性が高かったものは 16bで 2.5X 10 4 
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M濃度でも 100Gyあたり約 0.2の吸光度変化を与えた

C10mmセjレ). この値は，カラーフォーマー 2b(3.0X 

10 4M)と酸発生剤 4a(1.5 X 10 4M)の 2・プロパノー

ル溶液中での 7線照射結果とほぼ同等程度，アセ卜ニト

リル溶液中での結果の約 3倍程度の発色能に相当する.

塩素を含むカラーフォーマー 16cについて γ線照射

後の発色溶液について吸光度の経時変化を測定したとこ

ろ， 6日後でも不変であった. クロロホルムへの 7線照

射は，連鎖メカニズムのラジカル反応で説明されてい

る46) このことは，化学線量計としての利用の際に，注

意しなければならないこととされている.化合物 16c

において， r線照射後の経時変化が認められなかったこ

とは， 16cの分解反応が連鎖メカニズムではなく進行し

ていることを予想させる.

化合物 16aのフエノキサジン環酸素を硫黄で置き換

えたフェノチアジン類縁体 (17)を合成した.化合物 17

は，紫外光照射により青色に着色するカラーフォーマー

であるが， r線照射では青色の呈色がほとんど認められ

なかった47) この理由は， 化合物 5bのときに述べたこ

とと同じと判断できる.化合物 16eは，上記のような

負のデータを正のデータに変える分子設計に相当する.

すなわち，脱離基に硫黄を含ませることによる高感度化

を企図したものである.化合物 16eは，アセトニトリ

ル中では， r線照射することなく 着色が進行してしまう

が， PMMA中では安定で， r線により青色濃度が向上

する薄膜を与えた.

同様の観点に基づく分子設計を活かした材料開発とし

て， 卜リフェニルチオカルビノール系48)，インドフェ

ノールロイコ系49)についても研究している.

E:by y[EhNGPNEb| 
10 

ん二J::opN白、ごa13 
10/ 口司 Lmo;。同

a: R'= o-NO，-C.H，-CH，・ z=0-附，.CsH.-CH，心ー?

b : Z = CI，C-o-C-

o 
c : R' = CI，C-CH，一 ;Z = CI，C-CH，-o-c-

O 
d : R' = C.HcCH，-; Z = C.HcCH，-ひ?

o 
e: R' = p-CH，・CsH，-; Z = p-CH，-C.H，-SO，-

O 
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6. おわりに

既存のカラーフォーマーの物質サーベイにより，フル

オラン化合物 2bを標準物質として選定した.溶媒中ま

たはポリマー中で 2bが効率良く発色体 3bを与える酸

発生剤を検討しイミド化合物 4aならびにスルホン酸

エステル 4nを提案した.

γ線に対する新しい感受性物質としてベンゾジキサン

テン類エンドペルオキシド体の分子設計を行い，窒素類

縁体 7や 8dが高感度のカラーフォーマーとなることを

明らかにした.

酸発生剤なしで T線により発色する新しいタイプの一

連のカラーフォーマー 16a""eを見いだした. この系統

の化合物は，色素部位または脱離部位の多様性のため，

より高感度で安定な材料を提供しうる可能性が残ってい

る.
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一回唱ヨョ
大電流負イオン注入法を用いた金属ナノ粒子作製

および非線形光学材料への応用

(独)物質材料研究機構ナノマテリアル研究所岸本直樹

l. はじめに一金属ナノ粒子で光スイッチング

近年，絶縁体に埋め込まれた金属微粒子は，クーロン

障壁効果による非線形電気伝導や，表面プラズモンによ

る非線形光学特性1).2)の増幅効果を示すことから， 注目

を集めている.金属ナノ粒子中の電子は，その表面プラ

ズモンモードに対して光や電場で外から与えられたエネ

ルギーの緩和時間が， ピコ秒 00 12秒) レベルと短く ，

超高速応答を示す.高速性においては，現在の半導体素

子を凌駕する ことから，超高速光通信における光スイ ッ

チンクーなどに応用されるよう期待されている.近年の情

報通信システムは，急激に高速化 ・大容量化が進展し

マルチメディアの広帯域データサービスを主体とする

ネットワークに変わりつつある.次世代の高度情報化社

会を実現するためには，現在のスイ ッチング素子(図 l

上)の情報処理速度 10GHz級を， 1 THz 0012ヘル

ツ)級に，飛躍的に向上させることが望まれている.そ

れには，現在の電子素子では限界があり，基本デバイス

を全光化(図 1下)することが必要になると見 られて

おり， 全光スイッチングに大きな期待がかけられている.

従来，金属ナノ 粒子を作製するために， 窯業的な伝統

的熱処理法から，走査トンネル顕微鏡内の原子 ・分子操

作など，最新鋭の作製手法まで，実に多様な方法が適用

されてきた. 本稿では，負イオ ン注入法によるナノ 粒子

の生成技術の特色，および作製された材料の光学的性質

などについて述べる.
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図 1 半導体の電界型 トラ ンジスタ ーによるスイ ッ

チング素子(上)および全光型(マッハ ・

ツェンダ一型)の光スイッチング素子の一例

(下)

2. イオン照射で作る金属ナノ粒子系

ナノ粒子と母相基板からなるコンポ ジッ 卜 (複合材

料)の光に対する応答は，誘電関数で記述され，有効誘

電関数は，おおむね次の Maxwell-Garnett理論3)に従

うことが知られる.

l+ 2P(Em -Ed)/(εm+ 2Ed) 
Ecff=Ed (1) 

l-p(Em-Ed)/(εm + 2Ed) 

ここに， ρはナノ粒子の体積分率，εm(二 εm'+iεm川二

η2)およびεdは， それぞれ金属粒子および母相の誘電率

である.表面プラズモンの共鳴条件は，分母が極小にな

る条件

εm+2εd=O (2) 

で与えられる.表面プラズモン共鳴とは，ナノ粒子内で

表面近く に局在した， 電子のプラ ズ‘マ振動モードである.

式(1)，(2)からわかるように，ナ ノ粒子からなるコンポ

ジッ 卜の誘電関数(虚部が光吸収，実部が光反射)は，

ナノ粒子の誘電率のみな らず， 基板母相の誘電率との組

放射線化 学
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み合わせで決まるのである. したがって，ナノ粒子コン

ポジット作製の要件は，単に，ナノ粒子の集団を作るこ

とではなく，金属相粒子およびそれを取り巻く母相が同

様に重要であり，それらをよく分離した (well-defined)

状態で作製することである.その際，金属粒子径につい

ては，可視光域に共鳴エネルギーを設定するために，粒

子径 10nm程度が望ましい.式 (2)からわかるように，

表面プラズモン共鳴のエネルギー調整(チューニング)

は，金属粒子の誘電率を変化させてもよいし，母相のそ

れを変化させてもよい.実際，基板母相の誘電率を増す

と，共鳴エネルギーは低い側(長波長)にシフトさせる

ことができる4) ナノ粒子の数密度については， 粒子径

が同じであれば，誘電関数は粒子の数密度に比例する.

ナノ粒子数密度を増すと，非線形光学特性は比例して増

すが，一方では光損失が増すことは好ましくなく，用途

によって最適化することが必要となる.

このように，ナノ粒子コンポジットを作製するという

課題に対する，イオン照射法の特色は， ①イオン運動エ

ネルギーにより，誘電体基板と非固溶の金属原子を，原

子レベルで強制的に注入することができること，および

②イオン入射エネルギーを精密制御することにより試料

深さ方向に，高い空間制御性があることであり，金属ナ

ノ粒子のコンポジット構造を作るには好都合な方法であ

る.例えば，デバイス化に向けて，図 2のような埋め

込まれたナノ粒子コンポジットが望まれ，基板表面近く

に制御された構造を作り込めるというイオン注入法の特

色は，ナノ粒子コンポジットの作製に適合する.

211J31μ、
l ，9 ，，1J '9:電V~1/ 3FUH気{現

レ-f 1-

図 2 金属ナノ粒子が 2次元的に分布したナノコ

ンポジットの光学的 ・電気的応用の模式図
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3. 絶縁体基板に適した大電流負イオン注入法

光学素子材料としての応用を念頭に置くと，空間制御

性，すなわち，粒子径，数密度，位置制御とともに，照

射欠陥の低減，および量 (mass)の確保が重要である.

図 3に示すように，従来用いられてきた種々のナノ

粒子作製法は，原子的制御性，非平衡性，量確保の側面

について一長一短がある.例えば，人工的制御性 ・非平

衡性を増すと，量の確保が難しく ，また欠陥の発生を伴

うなど互いに相反することがある.既述のように，非固

溶系ナノコンポジットを作製する場合には，イオン注入

法が有利であるが，実際的には量的な面で伝統的方法，

例えばスパッタリング法(+熱処理)に比べて劣る.イ

オン注入法の特徴を活かしつつ， I量」を確保し， かっ

速度論的な析出制御を行うためには，イオンの「大電流

化(大粒子束化)Jが一つの必然的な方向となる.例え

ば，半導体の不純物ドーピングにイオン注入を用いる場

合に必要な濃度は， 101---102ppmであるが，ナノ粒

子を析出させる場合は 1---数十%もの高濃度を要する

ことになり， 102倍程度の高濃度注入， あるいは大電流

化が望まれる.

我々はイオン注入法の高い空間制御性を活かして，

図 2に示すようなナノ粒子構造を目指してきた.この

ような絶縁体に埋め込まれたナノ構造は，光学素子の集

積化や非線形電気伝導素子への基本単位として将来重要

になると考えられる. このような絶縁体への埋め込み構

造を金属イオン注入法で生成するためには，数十 keV

以下の比較的低いイオンエネルギーを用いることになる

が，正イオンを用いると，表面帯電の影響が大きな阻害

要因となる.仮に表面リーク電流を無視し試料をコン

デンサーとみなすと， 瞬く間(1μA/cm2 で 1s以下)

に表面帯電が，数十 keVの入射電圧，あるいは絶縁体

材料の絶縁破壊電圧に至ることになる. したがって，低

原子分子操作

図 3 種々のナノ粒子作製法の比較
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cs蒸気源

図 4 プラズマ・スパッタ一型負重イオン源

図 5 大電流イオン照射中 (80μA/cm2)の試料周

辺(上)および 2種類の試料固定用銅マス

ク(下)

エネルギ一正イオンを用いると，表面帯電により健全な

イオン注入が行われないばかりか，表面帯電が試料露出

面積やイオン電流密度に強く依存することから，実験の

再現性が乏しくなったり，材料改質効果に見かけ上異常

なイオン電流依存性が観測されたりする5)

一方，負イオンは，その負電荷の蓄積速度が 2次電

子放出速度と釣り合って，表面帯電効果を数 V程度に

抑制する6) また， イオンの大電流化は，高効率原子導

入のみならず，高い原子注入速度やイオン自身のエネル

ギー付与による自発的析出効果などが期待され，空間制

御性とナノ粒子制御性を両立しうるという期待がある.

低エネルギ一大電流イオンを絶縁材料に適用することは，

負イオンを用いることでのみ可能になるといっても過言

ではない.

もちろん，負イオンの大電流化技術については，イオ

ン源技術の進歩があ って初めて成り立つものである.

我々は，図 4に示すようなプラズマ ・スバッター型負

36 

イオン源を用いた7)

本負イオン源の特長は，カスプ型磁場に閉じ込められ

た Xeプラズマが，固体ターゲットをスバッターし，別

途供給された Cs蒸気がターゲット表面を被覆すること

により，金属表面での電子ポテンシャルを下げ，負イオ

ン化効率を高めるものである.表面スバッター率と

Cs被覆供給がちょうど釣り合ったときのみ，大きな負

イオン電流を取り出すことができる.イオン電流が mA

級になると，空間電荷によるクーロン反発効果が顕著に

なり， ビーム輸送は簡単でないが，可変永久磁石 ・四重

極レンズ等の効用により，質量分離の後，材料照射チャ

ンパーの試料位置において，最大約 3mAのビーム電

流が得られる8)

図 5にイオン照射中の試料近傍の外観 (上)を示す.

大電流照射下では試料とその近傍はプラズマ発光する.

基板試料と ヒートシンクとの熱接触を確保するために，

異なるアパーチャー (2，6，または 12mmゆ)の銅マス

クを用い，パネ付ネジで固定する.

このような実際的なシステムにより， r大電流負イオ

ン注入法」は，絶縁体基板中に埋め込まれたナノ粒子コ

ンポジットを，空間的に制御して作製する方法として強

力なツールとなる.図 3に示したように，本法は，原

子的制御性，非平衡性，および量確保の側面を併せ持っ

ており，最も実用に近い方法であると言えるだろう.

しかしながら，金属ナノ粒子の生成は，イオンの衝

突 ・反跳過程で決まるものではなく，照射中あるいは照

射後の，拡散 ・核生成 ・成長などより成る析出過程であ

り，ナノ粒子生成過程の制御を行うには，その速度過程

について十分な知見が不可欠となる.

4. ナノ粒子の速度論的生成と 2次元分布

ナノ粒子析出挙動として，対照的な挙動を示す二つの

例，すなわち非品質 Si02 および単結晶 MgO・2.4

(Ah03)の基板にイオン注入した際の，断面透過電子顕

微鏡 (TEM)像を図 6に示す.

これらは， 60 keV Cu負イオンを線量率 10μA/cm2

で積算線量 3X 1016 ions/cm2まで照射した場合の，イ

オン飛程 (Rp=45nm)付近の断面 TEM像である 10)

非品質 Si02では，粒径 10'"'-'15 nmの球状ナノ Cu結

晶が，イオン飛程近傍に，照射後熱処理なしで自発的に

生成する.これら球粒子間の母相内に，識別できる照射

欠陥は存在しない. この比較的大きな球状粒子とは別に，

より深い領域には小さなドット状の Cu析出が存在する

が，主として可視光域の表面プラズモン共鳴に適合する

10 nm径前後のナノ Cu結品粒子が生成する.

放射線化学
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図 6 60 keV負 Cuイオンを 10μA/cm2で 3X

1016 ions/cm2まで照射した非品質 Si02
(左)および MgO・2.4(AI203) (右)の断面

TEM像

一方，図 6(右)のスピネル MgO・2.4(AI203)では，

2""""3nm径のより小さなナノ Cu結晶が生成する.母

相部分には格子縞が明瞭に認められ，重イオンを高線量

まで照射しても基板の健全性が保たれている.スピネル

系もやはりナノ粒子コンポジットとして成立することが

わかる.また，イオン・材料相互作用の異なる基板種を

選択することにより，ナノ粒子径を制御することができ

ることを示している.

これら球状粒子が析出することは，表面張力が駆動力

であることを意味し， Ostwald成長機構によって説明

される.すなわち，表面張力のため小さな粒子の近傍で

は，大きな粒子の近傍より溶質濃度が高くなり，濃度勾

配により，小さな粒子から大きな粒子へ溶質原子が移動

し粒子成長が起こる.この途中の原子移動は，照射誘

起拡散で決まる.

このように， 負イオン照射においては， 単結晶の Cu

ナノ粒子が，熱処理なしに自発成長するという利点があ

る.その際，照射誘起拡散などの速度過程は，線量率で

変化させ得ることから，析出粒子サイズ・分布をある程

度制御することができる.

イオン照射下での衝突・初期緩和過程に続く諸過程は，

本来動的な速度論的過程であり，注入された原子が，

TRIMコード11)で予想される分布よりずれることは起

こりうる.そのことはイオン注入法本来の空間制御性を

損なうという懸念を生じる.実際，粒子径と深さ分布に

ついてパイモーダル分布が，比較的線量率が高い場合に

しばしば観察されてきた12)一方では原子再分布の挙動

をよく把握すれば，ナノ粒子分布の空間的制御に利用で

きるかもしれないという希望的観測もある.図 7に，

断面 TEM像で得られたナノ粒子の径と数密度を統計的

に評価した Cu濃度深さ分布の線量率依存性を示す. 非

品質 Si02は線量率増加に伴って，Cu原子の深さ分布

が著しく変化する.低線量率 3μA/cm2では，TRIM 
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図 7 60 keV負 Cuイオンを 3，10， 45μA/cm2で

3 X 1016 ions/cm2まで照射した非品質 Si02
および 50μA/cm2で同線量まで照射した

MgO・2.4(Ah03) (右下)のナノ粒子中 Cu

濃度の深さ分布

コードの予想と同様のガウス分布に従うが，線量率増加

とともに基板表面側にシフトし，それとともに狭隆化

(narrowing)する. 線量率 10μA/cm2では， パイモー

ダル分布的な傾向が見てとれるが，面積(析出量)を保

ちつつ表面にシフトする.線量率 45μA/cm2では，表

面近くに非常に鋭いピークとなって分布している.

この特殊な線量率条件でのナノ粒子形態を示したのが

図 8である. ナノ粒子径は， 10 nm前後であり， 単結

晶 Cuとして 2次元的に分布している. この現象は，非

常に動的な原子の再配置過程の特殊な条件下で出現した

ものであるが， 2次元分布と呼べるものである.他の多

くの場合， 自己組織化は， van der Waals力や化学反

応のエネルギー領域c1eV以下)で起こるが， keV以

上の領域で起こることは珍しい.なぜなら高エネルギー

ではエントロピーが増大する方向が常だからである.

我々はこの現象の機構は，イオンエネルギーが局在した

深さ領域に付与され， エネルギーの流れと溶質 Cuが相

互作用して，掃き寄せられる現象 (nanozone-refining) 

だと考えている13)
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図 8 60 keV 負イオンを 45μA/cm2 で 3X 1016 

ions/cm2まで照射した非品質 Si02の断面

TEM像

上 (a)はedge-on方向，下 (b)は 150
傾けた

ものである.

さらに楽観的に言えば，このような現象を利用して，

イオン照射法の空間制御性の限界，すなわち，ストラグ

リングからくる確率的な位置のぼけを，克服することが

できる可能性がある.

一方，図 7(右下)からわかるように，スピネル

MgO・2.4(Ah03)では，高線量率 50μA/cm2において

も， Cu原子の深さ分布には， パイモーダル分布や分布

のシフトは認められず， TRIMコードか ら予想される

原子深さ分布とよく一致する.このことは，ナノ粒子の

Ostwald成長があまり進まないことと相まって，照射

誘起による Cu原子移動が少ないことを示す. ここで注

目すべきは， 析出粒子の中に存在する Cu原子の総量は，

注入した原子の総量とあまり違わないことである.これ

は非品質 Si02の場合に半分以上失われたことと対照的

である. スピネル MgO・2.4(AI203)では，ナノ粒子の析

出は十分に起こるのであり， したがって近距離の拡散は

起きていることになるが，長距離の原子拡散が起きない

のである.本スピネル MgO・2.4(Ah03)は，耐照射損傷

性 (耐ボイドスウェリング性)に優れた材料として近年

注目されているものであり 14)，その優れた照射耐性の原

因として，スピネル構造特有の多くの構造空隙が，照射

欠陥の再結合中心として作用すると言われている 15) そ

の機構が，ナノ粒子析出過程において，長距離の照射誘

起拡散を抑制すると説明することができる 10)

5， ナノ粒子コンポジッ卜の非線形光学特性

このように，絶縁体に埋め込まれた金属ナノ粒子の系

38 

0.6 

〆
今 Cu60keV・>SiO 〆

0.5ト一一1同Icm‘ 2， _/' 

UJ 0.4 

仁3
z 
~ 0.3 

E 
O 
~ 0.2 

〈

0.1 

0.0 

• =3x1016cm-2 
I 〆，3μNcm- T ~~. ~ ~.. . I / 

内 〆
ー -10μNcm‘ / -' 

内 〆 j
-----30μNcm"" 〆/〆 J

内 〆/~.

100μNcm‘ ，，' ./ é~ ， 
-" _/ 

~ --・--IÍ~グ'
~_'R--

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

PHOTON ENERGY ( eV ) 

図 9 60 keV負 Cuイオンを 3X1016 ions/cm2ま

で照射した非品質 Si02の光学吸収スペクト

ルの線量率依存性

は，厚さ 50-100nmのごく薄い表面近傍の層のみに

存在するものであるが，光学特性に対しては大きな改質

効果を示す.図 9に負 Cuイオン注入された非品質

Si02の光吸収率のスペク トルを示す.ここで積算線量

は一定値 3X 1016 ions/cm2であり，線量率のみを変化

させたものである.

光吸収率スペク卜ルは，ナノ粒子形態が線量率に依存

することを反映して，線量率に依存して変化する.注目

すべき特徴は，hv=2.2 eVの表面プラズモンピークお

よび 5.8eV付近の幅広い E'中心(酸素空孔欠陥三Si.) 

による吸収帯である.吸収がエネルギーとともに上昇す

るのは Cuのdバンドから伝導帯への遷移である. 表面

プラズモンモードは， 3-30μA/cm2で最も明確なピー

クを示す. これは，Cuが効率よく打ち込まれ， かっ，

自発的にナノ粒子形成が行われる状況を反映する.さら

に高線量率になると，固体中に原子を保持する割合が減

少するため，光吸収率も減少する.

このさほど鋭くない表面プラズモン共鳴ピークが，大

きな非線形光学特性を示すのである.図 10に，ナノ

Cu粒子が生成した試料について，縮退 4光波混合法に

より，非線形光学定数を測定した結果を示す.ポンプ

(励起)光波長は，表面プラズモン共鳴ピークに合わせて

行い， プローフ。光強度は一定に保つ. 図 10の横軸はポ

ンプ光強度であり，縦軸は非線形反射光強度である.こ

の図からわかるように，非線形反射光強度はポンプ光強

度の 2乗(電場Eの4乗)に比例し， 3次の非線形感

受率が計測されていることが確認される.

P=EO(χ(l)E+χ(3)E3+・・ ・ (3)

すなわち分極Pにおいて電場の 3乗の係数が求められ

放射線化学
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図 10

イオン注入された非品質 Si02の過渡的非線形光吸収ス

ペクトル(表面プラズモン共鳴の定常状態からの差分)

である.ポンフ。光エネルギーを表面プラズモン共鳴ピー

クに合致させ，強い光で励起すると，表面プラズモン

ピークがし、ったん減少 (bleaching)する.これはナノ粒

子に閉じ込められた電子系温度が格子温度より一旦上が

る (hotelectron effect)ためであり，それは電子 ・フォ

ノン緩和時間程度で速やかに緩和する.図 11では数ピ

コ秒の高速応答が得られている.また， LiNb03に負

Cuイオンを注入した場合に，サブピコ秒の超高速応答

が得られている.このことが金属ナノ粒子を用いるメ

リットであり，光スイッチング材料として期待される理

由である.
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ナノ粒子コンポジットにおいて，金属元素として

は， Cu， Au， Ag， Ni， Ta， W などを用い，基板材料とし

ては， 非品質 Si02のほか， MgO・2.4(A1203)，LiNb03， 

SrTi03， Ti02など絶縁体へのイオン注入を行ってきた.

どの組み合わせも， 金属の酸化物の標準生成自由エネル

ギー (flG)の絶対値が， 基板酸化物のそれに比べて小さ

いために，非固溶系と見なせるものであるが，イオン注

入の利点 (非平衡原子導入)により，欲しい誘電率の材

料を任意に選択することができる.

図 12に示すように，金属イオン種選択により， 石英

ガラス中に貴金属および高融点金属ナノ粒子を形成し

表面プラズモンバンドのチューニング(共鳴エネルギー

制御)を行うことができた.

また，式(1)で述べたように基板誘電率(屈折率)を

変化させても同様の効果が得られる.

非線形過渡吸収スペクトルは，線形吸収とほぼ連動す

ることがわかっていることから，非線形光学特性を含め

ナノ粒子コンポジットの光学設計6. 2.2 2.4 2.6 

Photon Energy (eV) 

60 keV負 Cuイオンを 3X 1016 ions/cm2 

まで照射した非品質 Si02の過渡的光吸収率

変化 flODの遅延時間依存性

2.8 1.8 

図 11
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有効厚みL=50nmと

χ(3)= 1.2 x 10 8 esu 

であ った.この値は，例えば標準試料 CS2と比較して

104倍程度大きな非線形感受率であり， 表面プラズモン

共鳴の著しい非線形効果を表している.

図 10において，スピネル MgO・2.4(Alz03)の非線形

感受率が， 非品質 Si02の値とほぼ等しいことは，前節

で述べたように，スピネルにおいても小径ながらナノ粒

子析出が十分に起こることと矛盾がない.

大きな非線形感受率もさることながら， 重要なのはそ

の光学応答速度である. 図 11は， フェムト秒レーザー

を用いて， ポンプ ・プロ ープ法により測定した， 負 Cu

第 76号 (2003)
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て，任意の光学設計ができることとなる.

7. おわりに

低エネルギー金属 Cuイオンを用いて， 非品質シリカ

基板に埋め込まれた 2次元的ナノ粒子構造の作製を行

い，線量率を変化させることにより，ナノ粒子生成の速

度論的側面を示しナノ粒子のサイズ ・空間分布を制御

し得ることを示した.また，金属イオンと基板種の種々

の組み合わせで，表面プラズモン共鳴波長を調整するこ

とで，異なる波長の超高速光学応答をもっナノ粒子コン

ポジットを得た.絶縁体への低エネルギーイオン注入で

は，負イオンの利用が有効であり，それが広い線量率範

囲の適用を可能にし，ナノ粒子生成制御において速度論

的制御を可能にした

紙面の都合で割愛したが，絶縁体中のナノ粒子制御に

は，イオンのもたらす電子励起効果の役割が重要である.

そのため，固体内部の過程のみならず，固体外のビーム

固体相互作用，特に電子励起 ・原子放出過程のその場発

光計測，あるいは，電子励起を積極的に用いたレーザ一

同時照射法，さ らには，真空蒸着による基板生成と組み

合わせたダイナミック負イオンミキシング法の研究を進

めている.
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一主同司
放射線を音で聞く

早稲田大学理工学総合研究センター 宮 地 孝

1.はじめに

圧電特性を基礎とした放射線検出器は皆無といってよ

い.圧電特性を検出器原理に用いる場合，検出器を構成

する物質の歪を活用する. この巨視的原理から，放射線

に対する感度が低く，反応速度が遅いことで検出器原理

として敬遠されたと考えられる.圧電物質は固体で電気

的不良導体であり，通常の放射線検出器材料として適当

でない.それにもかかわらず圧電効果を基礎とする検出

器を開発してきた.その経緯については章を改めて述べ

る.なお圧電効果(圧電素子)については多数の文献が

ある.簡単に入手できるいくつかを挙げておく 1)-3)

小論で使用する語法についてあらかじめ述べる.放射

線の検出の形態から，便宜上直接照射法と間接照射法に

分類する.前者は放射線を直接圧電物質に照射してその

結果発生する分極を電圧信号として検出するの.後者は

検出器を構成する物質(例えば水)に放射線を照射して

発生する音響信号を圧電素子で検出する5).6) これらの

測定法に関する用語は未確定なので暫定的にこのように

称する.

この研究テーマはいわば“揺監期"にある.間接照射

法についての研究報告はあるが，直接照射法に関する理

論的な取り扱いは実質皆無であるし，信頼性ある実験

データもない.このような事情から，これまでデータが

皆無であった重イオンによる音響信号データ集積に焦点

を絞ってきた 小論は Xeビームによる直接照射の実験

を中心にした報告である.

この表題であるが，本来なら圧電効果を利用した検出

器というべきものが， “圧電作用"が弾性的な波動現象

と連想され， “音"として意識されたと思われる. 音で

Listening to “Voice of Radiation" 

Takashi MIY ACHI (Adcanced Reseαrch Institute for 
Science and Engineering， Wαseda University) 
号 169-8555東京都新宿区大久保 3-4-1
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聞くとは可聴音と解釈するのが自然である. しかし物理

的過程として，放射線と可聴音との間に直接の関係はな

い.あえていえば，サーヴェイメーターの人工音であろ

う. ここでは，かような“人工的音響"を意味しない.

巨視的あるいは古典的な弾性過程を媒介とした放射線検

出器である. したがって，フォノンを explicitに媒介

とする低温検出器も対象としない. ここで扱っている放

射線を音で聞く検出器とは，検出器を構成する物質が放

射線との相互作用に起因して変形(弾性あるいは塑性)

する効果を圧電物質で検出する機器とする.小論は直接

照射法による検出器応答を主題とする.間接照射法によ

る計測技術も緒についたばかりである.これらは改めて

報告したい.

圧電素子としてジルコン酸チタン酸鉛 (PZT)を使用

してきた.PZTの音響素子としての特性(圧電係数，

機械 ・電気結合定数，温度特性など)が総合的に優れて

いること，セラミックなので，形状が自由にできること，

検出器素子が極めて簡単な構造で実現できること，放射

線耐性や安定性の点で他の放射線検出器と異なった特徴

を有すること，通常検出器はその動作原理から遮光が必

要であるが PZTは遮光の必要がないこと，さらに圧電

物質であるからバイアス電圧を必要としない.このバイ

アス電源不要のことは他の型式の検出器と比較して特異

である. したがって，使用条件の厳しい環境あるいは乏

しいリソース下でユニークな測定器として期待される.

音響システムのみによる高エネルギ一反応の検出例を

挙げる.冷戦下で敷設された旧ソ連のソナーシステムで

高エネルギ一反応を検出したとの報告7)があるが，その

後の展開を聞いてない.

厳しい使用環境下の例について述べる.膨大な媒質を

必要とする超高エネルギ一反応の検出方法として，海水

や湖水を標的として生成される荷電粒子の発生するチェ

レンコフ光を検出するシステムが考えられる.例えば，

1 km3の tiducialvolumeを 10--20mの間隔で格子状

に検出器を設置するシステムを想定する. もとより検出

器の数量が膨大になることに加えて，これらの敷設や維
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持・補修も容易でない. これらの困難を補うために，水

中での減衰長が lkm程度の音波検出が検出器技術とし

て有効であろう.なお放射線検出器ではないが，宇宙空

間における超高速微粒子のリアルタイム検出機器として

注目されている.

低感度特性を活用して，従来の検出器では達しえない

高強度の重イオンモニタ ーが考え られる.また媒質中で

の信号伝播速度が音速なので，位置同定が精確に決定で

きる.これらの特徴を結合して放射線医療機器としての

活用が期待できる.

2. 閑話

ストーリーとして横道にそれるが，ここで， ①異端と

もいうべき圧電作用を基礎とした検出器開発に至る背景

と，②開発過程で混同されたフォノン物理学との差異，

を述べたい.

①筆者らは超高エネルギ一反応を検出するために，自

然にある大量の水を媒体とする検出器を検討した.通常

この種の検出手段として，荷電粒子が放出するチェレン

コフ光を利用する.実際冬のパイカル湖でワカサギ釣り

を街梯させる NT200の検出器システムを見学した. こ

の計画で使用されている光学検出器系の位置計測に使用

されていた球殻の音響素子に注目した. この素子感度に

ついて， Irkutsk大学で関係者と議論する過程で，放射

線に感度があると推算した.そこで，同素子を譲るよう

交渉した.同計画の責任者はなかなか同意しなかったが，

若い技術スタッフはむしろ積極的に応じてくれた.

日本に持ち帰り，同検出器を構成する物質の元素分析

をした.その結果から PZTが使用されていることがわ

かった.そこで PZTで構成される検出器を構造やサイ

ズを変えて製作した.これらを水槽に設置して，水を高

エネルギー電子線で照射し水中で発生した電磁シャ

ワーの信号を捕らえた6)

②音響という“語感"のイメ ージである.これまで以

下のような 3段階論法で，音響型検出器開発に対する

消極的評価が多々あった.すなわち，音響型放射線検出

器は，物質中のフォノンを検出器原理とする.ところで，

フォノンの発生現象は既知である.ゆえに，微視的な

フォノン発生がわかっているのだから集合体としての巨

視的な性質がわかる.

確かに“プロパーなフォノン物理学"では簡単な構造

の結晶中で発生したフォノン信号を音響機器で検出する

実験形態8)をとる. しかし“音響型放射線検出器"は放

射線と物質との相互作用，物質の変形と圧電効果との複

合過程を基礎とする. したがって，圧電特性をその原理
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のーっとする検出器は点対称性をもたない結晶を必然的

に必要とする.そして，結晶の変形・歪といった巨視的

視点から検出器原理を基礎とする.

3. 背 棄

音響信号発生のメカニズムに関する理論的な取り扱い

である.現在間接照射に関する巨視的な取り扱いがある

(例えば参考文献 9，10， 11). これらにより， 水中で発

生した高エネルギ一反応に起因した音響信号の音圧を定

性的に説明できる. したがって，校正された音響機器の

出力から，放射線に関する評価をその範囲で検討できる.

他方直接照射法に関する理論的扱いは実質的に報告され

ていない.ここでは間接照射法を取り上げ，その概念を

簡単に説明する(図1).

荷電粒子が媒質中を通過する.通過に伴い電離損失す

る. このエネルギーが粒子の軌跡に沿って熱エネルギー

に変換される.そして媒質が膨張・収縮し音響波とし

て幅射される.幅射波は指向性があり，粒子軌跡、とほぼ

垂直方向に強く放出される.音波が媒質中を伝播する過

程で音波は周波数の 2乗で減衰する.水中を伝播する

場合， 10 kHzオーダーの信号の減衰長は km程度とな

る.信号源と検出器聞の距離を Rとすると，音圧 Pは

次式で与えられる:ここで， c， K. Cか E.Aはそれぞれ，

媒質中の音速，体積膨張率，定圧比熱，荷電粒子の媒質

中で‘のエネルギー損失量，媒質中での音波の波長であり，

dとLは音源の直径と長さ，。は図 lで示される方向を

表す (farfield)， 

K E c
2 

p=一一一一一ーす，ただし，x=(πLjA)sin (). 
Cp R 8αー

現状を認識してもらうために， ここでは 1016eVのエネ

ルギー損失に対する音圧の計算例を Dedenkoらによる

報告を引用して行う(図 2).この図から，圧力信号は bi-

polarの形状であるが，音圧の定量的評価において筆者

により l桁以上の相違がある. Dedenkol2
)によれば文

献 5の扱いは roughすぎるというのであるが.

し

図 1 音響波伝播モデル

Rは音源と検出器問の距離，。は音波の放出方

向を示す.dとLは音源、のサイズ(それぞれ

直径と長さ)を表す.
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図 2 海水中で発生した 1016eVのカスケー ドシャ

ワーを 400m離れた場所で観測される音圧パ

ノレス

音圧バノレスは bipolar型をしている. 図中の番

号はそれぞれの著者による.この図は文献 11

から転載した. (1) (Learned， 1979)， (2) 

(Askariyan et α1.， 1979)， (3) (Dedenko et al.， 

1994). 

-40 -20 20 40 

4. 直接照射実験

ビームは放 医研の HIMACか ら供給され た400

MeV/nのXeビームを使用した. ビーム強度は 103.......2

x 105/パルスで，厚さ 0.5.......1mmのプラスチック カウ

ンタ ーで計測された.またこのカウ ンタ ーは時間の

referenceとして も使用された. ビームの広がりは.......4

mmX4mm程度に調整した. HIMACからのビームは

スピル幅約 0.3秒で引き出された.

素子の形状は直径 20m mで厚さは 0.6.......2mmであ

る.この円盤型の両面に銀電極を取り付けた.一例を図

3に示す.素子は機械的変動に敏感なので，環境からの

振動を除去した.そのために素子をばねで支えた.これ

らの素子をアレー状に配列して低圧の容器に格納した

(図 4).低圧容器に格納したのは，空気を媒介とする雑

音を除去するためである.電磁気的雑音を除去するため

に，当初検出器アレーを金属容器に格納した. この報告

の場合，素子の位置を確認するために，透明容器に封入

し金属板でラップした

信号発生のメカニズムを調べるうえで信号の周波数分

布が重要である.そのために素子の周波数特性を調べた.

筆者らは送信と受信の各素子一対を水中に置き，周波数

応答を調べた. 一例を図 5に示す.この例では送信側

に厚さ 2mm，受信側に 0.6mmの一対の場合である.

周波数特性から厚さ方向の振動が顕著であることがわか

る.

信号処理の回路系は当初既成の回路を組み合わせた.

しかし使用する素子数が増加してきたので専用の回路

第 76号 (2003)

図 3 PZT検出素子

振動雑音を抑制のためはねで吊る.

図4 素子をアレー状に配列し容器に格納

0.2 

〉

。
吋2

B 0.1 
c. 
E 
〈

図 5 素子の厚さ 0.6mmの周波数特性

厚み方向の共鳴がわかる.この図は送信素子の

厚さ 2mmと受信素子の厚さ 0.6mmで測定

した結果である.
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図 9 厚さ lmm素子を使用した圧電効果の確認実

験

非分極 (2番目)と厚さ 2mm (4番目)の素

子を挟んだ.横軸上段は素子順番，下段は積算

された PZTの厚さ (mm)を示す.
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Detector Number 
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計測システムの概念図 6

ここでは厚さ 0.5mm，直径 20m mの PZT素子を 15

個並べたアレーの一例である. この振舞し、から， Xe粒

子のエネルギーが高い領域では出力電圧は媒質 PZTの

厚さによらず一定で， Xeの停止直前で大きくなること

が示された. Xeイオンの飛程は PZTに対して約 8mm

である.すなわち飛程を越える信号は確認できなかった.

簡単な Bethe-Blochの式の計算値と比較した.絶対値

が正確でないので，平坦部で規格化した結果を実線で表

示した.大まかであるが， Bragg curveの特徴を示す.

上記出力がビームの電荷をみているのではなし、かとの

疑問が提示された.そのため観測結果が圧電効果による

ものであることを示す実験をした.図 8に示されるよ

うに，媒質の薄い領域の平坦部を利用した.この実験で

は，厚さ 1mmの正常な素子アレーの中に非分極の素

子 (2番目)と正常に分極した厚さ 2mm(4番目)の

素子を入れた.その結果を図 9に示す.これにより，

非分極素子からの出力は実質的に認められなかった. し

たがって，圧電特性が寄与していると結論した 4番目

の素子の出力は素子厚さに比例しない.このことは，従

来の検出器と異なる.すなわち，弾性的特性と圧電効果

の結合による特徴と推察する. この現象について確かな

解釈はない.筆者らは表面部分が寄与する現象と解釈し

ている3):圧電効果は体積効果であるが，出力電圧は素

子の表面の歪に左右される.すなわち一種の表面効果に

よる.

強度依存性を調べた.ここでは 11と 12番目の素子

の出力電圧をとる.出力電圧をビーム強度の関数として

表示したものを図 10に示す. ビーム強度， 5 X 103か

ら2x 105/パルスの範囲で， ビーム強度との比例関係が

認められた.エネルギー値に換算すると，素子当たりの

エネルギー損失は 10--100nJに相当する. 図中実線の
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図 7 出力波形

Xeビームの時間分布を示す.
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図 8 出力振幅と PZT厚との関係

図中実線は Bethe-Blochによる.

。。

[.D
.5
8
3
z
a
g〈

放射線化学

を使用 した.前置増幅器を素子容器に密着しておき，信

号処理し計数室に転送した. 素子波形は都合 8チャ

ンネルのオシロスコープで観測し記録した.概念図を

図 6に示す.

典型的な出力波形を図 7に示す.出力信号はビーム

の時間的分布を示している.この形状から出力信号量

v。を以下のように定義した:信号の時間構造を，tを時

間として，V(t)と表記して

Vo二 5V(t)dt/5 dt 

出力電圧 VoをPZT素子の配列順序，すなわち積算し

た媒質の厚さの関数として表示したのが図 8である.
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図 10 ビーム強度依存性

上流から 11番目(下)， 12番目(上)の応答.

素子番号は図 8で示した素子で上流から数え

た順番.

図 11 強度依存性

105 MeV /n Arビームを照射して観測された

出力値.強度依存性が認め られる.

傾斜から， Xeイオン l個当たりの出力電圧が推定でき

る.例示の場合， --0.8μVである.検出器の闇値は Xe

数で--5X 103に相当する.

放射線に対する耐性について述べる. ビーム強度の関

係で， 理研の 105MeV /nの Arビームを使用した. そ

の結果を図 11に示す.感度劣化は認められるが， この

程度の強度では照射後に劣化が継続しない.なお高強度

領域で照射粒子数が測定できなかったので，加速器内を

周回するビーム強度から，照射ビーム強度を推算した.

5. 議論・結論

図 10の場合，素子当たりのエネルギー損失は 10--

100 n1に相当する.このエネルギー値に関する感度に

ついて補足したい.放射線照射の実験と並行して，超高

速の銀粒子を同形の PZT素子に照射して，素子感度を

調べた13) 銀粒子の質量は 1--100pg，速度は 2--6

km/sである. その結果を図 11に示す. すなわち，運

動エネルギー 100--1000n1の範囲で出力振幅はエネル

ギーに比例する.現段階では PZT素子中で損失するエ

ネルギー値は正確には決定できないが， 全く異なった測

第 76号 (2003)
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図 12 銀の微粒子を厚さ 2mmのPZT素子に照

射して観測された微粒子運動エネルギーと出力

の関係

定法で同程度のエネルギーをもっ信号を検出で‘きた.

要約する. “音響型放射線検出器"の視点から，圧電

素子 PZTをベースにした検出器に Xeイオンを照射し

て，検出器の応答を調べた.素子の信号は圧電効果を介

して得られたことを証明した.その感度闘値は現状の

S/Nの範囲で 10n1程度である.この数値は超高速銀

微粒子で得られた感度と矛盾しない. PZTのエネル

ギー損失の振舞いを， Bethe-Blochの式で定性的に説

明できる. この点エネルギーの絶対値計測が今後の課題

である. この検出器の放射線耐性については他のリアル

タイム型検出器では得られない強度に耐えることが示さ

れた.なお表面効果については新たな課題である.

6. これから

出力信号を構成する周波数分布を観測したかったが，

遅い取り出しビームの場合困難である.スピル時間の短

いビームが望まれる.最近に至りチョッパーを使用して

短時間の幅をもっビーム取得を試行している.時間幅

10μs程度のビーム取得に成功し， PZT素子からの信号

を得た.現在データ解析中で追って結果を報告したい.

圧電型検出器はリアルタイムで高強度放射線を計測で

きる検出器として有望である. このエネルギー特性から，

放射線のほかに高速微粒子の検出器として新規の検出器

となるポテンシャルを有している.重複するが，間接照

射検出器として，あるいは超高速微粒子の検出器として

の検出器特性を改めて報告したい.

謝 辞 Xeビームに照射による圧電特性の放射線検

出器開発は以下のメンバーで推進されてきました.お礼

申します. 藤井雅之，長谷部信行，伊藤浩巳， 小林正

規，蔵座元英，増村考洋，中村勇介，永島敦，岡田宏
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〔特別寄稿〕

放射線研究に関する雑談 あるいは略して放談

一第8回:r自由電子」に関する補足-

The term “free electrons" is used in many con-

texts including conduction electrons in metals and π-

electrons in conjugated molecules. Valence elec-

trons in these cases are subject to forces due to ion-

core potentials， and therefore absorb or emit pho-

tons. Electrons liberated in a gas by ionizing radia-

tion are interacting with molecules， and therefore 

absorb or emit photons of low energies in the micro-

wave range， comparable with the energy of interac-

tions with molecules. Bremsstrahlung (or emission 

resu1ting from free-free transitions) occurs with elec-

trons subject to potentials due to nuclei and other 

electrons in matter. Photons emitted as Cerenkov ra-

diation or transition radiation are not free， but are 

subject to interactions with the electric polarization 

of the medium. 

Key words: free electrons， metals，π-electrons， mi-

crowaves， ionosphere， bremsstrahlung， Cerenkov ra-

diation， transition radiation 

前回に続けて「自由電子」をさらに論じるのは，この

語がさまざまな文脈で用いられているからである.そし

て場合によっては「自由電子は光子を吸収も放出もでき

ない」という定理と矛盾するのではという質問が出るか

と思うからである.

まず金属やπ電子共役系の話に登場する.固体の凝

集や共有結合に大きくは効かな い電子が，原子 1個当

たり 1，2個程度ある場合，これを自由電子と呼ぶこと

がある.どの金属も，ましてやカロテノイドのような色

素の分子は，可視ないし紫外線領域を含む広い範囲の振

動数またはエネルギーの光子を吸収する.この場合に自

Miscellanea in Radiation Research-8. More on 
“Free Electrons"一

Mitio INOKUTI (A培onneNational Laboratoη) 
(Physics Division， Argonne National Laboratoη1，9700 
South Cαss Avenue， Argonne， IL 60439-4843， U.S.A.) 
TEL: 1-630-252-4186. FAX: 1-630-252-3093 

E-mail: inokuti@anl.gov 
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由電子というときは，隣合う二つのイオン殻の中間の領

域でその電子が受ける力が弱く，その力のポテンシャル

が滑らかであり， したがってその電子は一方のイオン殻

の周囲から隣のイオン殻の周囲に容易に移れるという意

味である. 言い換えれば，価電子の非局在性を標語的に

表すわけである.光の吸収が起こるのは，価電子がイオ

ン殻の近くにきて，強い場を感じているときであると解

釈してよい.(前回の式 (3)を思い出して欲しい.) 

ついでにいうと，金属や共役系の光吸収の強さを計算

するときに，双極子近似が有効であることも，価電子が

イオン殻の近くにきて，強い場を感じているときに吸収

が起こることから理解できる.価電子の非局在性による

拡がりの大きさは，吸収される光の波長よりもずっと大

きいので，双極子近似が成り立つための常識的な条件と

矛盾するのではと思う方もあろう.念のために双極子近

似に注釈を加えよう.吸収される光の波長よりもずっと

広い空間領域で一様な振動電場Fがかかるとすれば，

物質内の双極子モーメン卜 dとの相互作用のエネル

ギーは-Fdである. そして， その双極子モーメントが

電子によるとすれば， 電子の電荷を e，位置をχ として，

d=exである. (幾つもの電子を考えるなら，位置座標

の和をxとする.) こうして，光子の吸収の確率は， こ

の χ の行列要素の絶対値の 2乗から計算されることに

なる.金属や共役系のいわゆる 「自由電子」の場合には，

これでよいのだろうかという疑問が起こる.私も昔この

疑問をもったことがある. 前回の式 (3)は， この疑問を

解決する一つの説明になっている.

話の脱線をもう少しだけ続ければ，一電子軌道関数の

局在性一非局在性は技術的な問題である.量子化学で知

られているように，物理的に意味のあるのは， 一電子軌

道関数よりはむしろ多電子系全体の波動関数である.そ

して多電子系全体の波動関数を不変に保つユニタリ変換

でー電子軌道関数の組をいろいろと変えることができる

からである.

自由電子という本題に戻って，別の話題を論じよう.
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気体の放射線化学の研究の手段の一つは，マイクロ波の

吸収，あるいはそれに伴う共鳴周波数のずれの測定があ

る. この吸収は「自由電子による」と説明されることが

ある.気体の電離に伴って放出された電子の多くは始め

数 eV程度の運動エネルギーをもっている.これを sub-

excitation electronsと呼ぶ. 分子との衝突によって，

この電子は減速し，終いには気体と熱平衡になるだろう

こうなった電子，すなわち熱電子が，マイクロ波を吸収

する.そしてその吸収の強さは熱電子の密度に比例する.

ここで決定的に大切なことは，熱電子が分子と衝突を繰

り返して，エネルギーをやり取りしていることである.

微視的には，分子の並進と主に回転の自由度とエネル

ギーをやり取りするのである. ここでやり取りされるエ

ネルギーの大きさが，マイクロ波の量子の程度であると

考えれば，納得ができる.

地球の大気の上層の電離圏は，昼間は顕著であるが，

夜もある程度保存される.そこでは，太陽からの放射線

と2次的な放射線や光によって，大気の分子が電離さ

れており，ある密度の「自由電子」があるという.ここ

で短波領域のラジオ波が吸収一散乱されるので，伝播，

したがってこれに依存する通信にとって重大である. こ

の場合にも，関連する電子は本当に自由なのではなくて，

イオンおよび他の電子とのクーロン相互作用をしている

ことが大切である.そして，その相互作用のエネルギー

の大きさが，短波の量子の程度であると考えればよい.

別の言い方をすれば，短波の吸収を起こすのは，プラズ

マである.

高速の荷電粒子が物質を通過するときに， X線領域

にも達する広いエネルギ一範囲の光子を発生することが

あり，これを制動放射と言う.余談であるが， ドイツ語

の「プレームスシュトラーノレング (Bremsstrahlung)J

を，英語でもそのまま，と言っても語頭を小文字 bに

して，使う. どうして brakingradiationとでも訳さな

かったのか，不思議である.それはさておき，市IJ動放射

の素過程は，電子などの荷電粒子が原子核(および他の

原子内電子)の造る場の中で，光子を放出することであ

る. この粒子は，光子放出の前でも後でも束縛されては

いない.すなわち連続状態にある.

ところで， 制動放射のことを free-freetransi tionと

言うことがある.どうしてだか，この用語は天文あるい

は宇宙科学の文献に頻度が大きい. これは，基礎的な観

点から見ると誤解を招くおそれがあって，好ましくない.
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前回の議論には，月IJの種類の捕足も必要である.それ

は， r自由電子は自由な光子を吸収も放出もできない」

というのが，厳密だということである. r自由な光子」

という表現は，奇異に聞こえる. r真空中を伝わる光子J

と言えば，明瞭である.言い換えれば「自由でない光

子」は「媒質中を伝わる光子」にほかならない.電子あ

るいは他の荷電粒子が物質の中を通過するとき，光子を

放出する過程で制動放射とは別に，チェレンコフ放射が

よく知られている. これが起こるための条件は，物質の

光屈折率を nとして，粒子の速さ Uが，物質の中での

光の速さ c/nを超えることである.光屈折率は光の振

動数あるいは光子のエネルギーによるから，放出される

光の性質も当然それによる.この過程がエネルギ一一運

動量の保存に矛盾しないことを確かめるのは容易である.

「自由でない光子」の放出とみなされる過程は， ほか

にもある.例えば，電子その他の荷電粒子が， 2種類の

媒質の境界面を通過するときに光子を放出することがあ

り， 遷移放射 (transitionradiation)と呼ばれる. 媒質

のうち一方は真空でもよい.媒質の種類によって光の屈

折率が違うことが重要であり，光の伝播をマックスウェ

ル方程式で論じるとき境界条件をしっかり考慮する必要

がある. もっと一般化して，屈折率その他の光学的な性

質が位置座標の関数として変動する媒質で，遷移放射が

起こりうる.

自由でない電子が光子を放出できる例として，応用上

極めて重要なのが， シンクロトロン放射である.周知の

ように，相対論的な速さの電子が強い磁場の中を通過す

るときに，広範なスペクトルにわたる強い光を放出する.

この場合，強い磁場の存在が決定的に重要で，そのため

にこの過程がエネルギ一一運動量の保存に矛盾しないの

である.

なお， シンクロトロン放射の開発の最も先端的な装置

が， r自由電子レーザー」と呼ばれている. この呼称は

誤解を招きやすいから，再考の余地があると私は考える.

〈著者の略歴>1962年，東京大学大学院で工学博士

(応用物理).1962-3年， Northwestern Universityで

短期研究員 1963年以来， Argonne National Labora-

toryで研究員 1985年以来， International Commis-

sion on Radiation Units and Measurements (ICRU) 

の委員 1996年以来，Joumal 01 Applied Physicsの

副編集長.専門は，分子物理と放射線物理.
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吉田 宏先生のご逝去を悼む

本邦における放射線化学の草分けであり，日本放射線

化学会の元会長でもあられた吉田 宏先生は， 6月 19

E 胆道癌のため帰らぬ人となられました.享年 70歳

と12日でした.先生は，私の博士課程学生，助手，講

師，助教授時代を通じての，よき指導者であり，よき

ディスカッション相手でした. ここに謹んで先生のご冥

福をお祈りいたします.

私が吉田先生のご病気を知ったのは， 平成 14年 7月

のはじめ頃でした. I頼みがあるので， これから行って

もよいか」との電話を受けたので，何のことかと待って

いましたところ， I人間ドックで肝臓ガンが発見された

ので入院する. 手続きのために名前を使わせてほしい.J 

とのことでした. Iガンとしては早期発見だが， 胆道ガ

ンという種類なので， 一般には予後が悪い.Jともおっ

しゃっていました.円、くつか仕事を引き受けているが，

できない状態になったら後の処理をよろしく頼む.Jと

のことでしたので， Iとりあえず安心して手術してきて

ください.Jと送り出しました.手術は 8月はじめに行

われました.

手術後 2週間ほどしてからお見舞いに行くと，ずい

ぶんお元気な様子でしたので，ちょっと不思議に思いま

したが， I小さな転移がたくさんあったので， そのまま

閉じた」ということを先生ご自身で話されました.そし

て余命は数カ月から 1年程度と認識していること，退

職して仕事の義務もないので，自分の命にそれほどの執

着もないことなどを，いつもと変わらぬ様子で淡々と

語っておられました. また， I当面は普通に生活するの

で， 必要なければ病気のことは話さないでほしい.Jと

も言われました.お会いする人が心遣いで苦しい思いを

するのを避けるためとのことでした.

退院後は合唱団の公演に参加したり，外国旅行に行か

れたりして，元気にお過ごしでしたが， 2月に再入院さ

れ， 3月末に再度入院されてからは，退院することはあ

りませんでした. I病院の医療スタッフが一生懸命治療

してくれているのに，自分の体が答えることができなく

て心苦しい.Jということで， 5月末にはホスピスに転

院されました.先生は死期が近いことを十分認識されて

いましたし， それを受容していました. 6月中旬に伺っ

たおりには， I死につつあるものの心境はどういうもの

かわかるか」 とお聞きになるので， I流れの中に身をま
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かせた自分を，精神の存在としての別の自分が静かに眺

めているようなものではないですか.Jと答えましたら，

「そのとおり.Jとうれしそうに笑っておられました.ホ

スピスのターミナルケアにとても満足のご様子でした.

6月 18日までは，見舞いの方々と楽しそうに話もされ

ていましたが 6月 19日， 安らかに息を引き取られた

そうです.

吉田 宏先生は，昭和 31年に京都大学工学部応用物

理学科を 2年後には同じく大学院修士課程を修了され

て，日立製作所に職を得ました. しかしながら，入社後

すぐに肺結核が発見され，退社，療養の余儀なきに至り

ました.先生は， 学生が社会に巣立つ折などに，よくこ

の話をされ， Iお先真っ暗な状態でも，後になれば， そ

れが幸せにつながるかもしれない.人生万事塞翁が馬な

のだから， そんなときはめげずにがんばれ.Jと学生を

力づけていました.

2年間の療養生活の後，新たな人生を築くべく，京都

大学工学研究科の博士課程に進学されました.博士課程

では，岡村誠三先生の指導のもと，当時最新の分析手段

だった電子スピン共鳴法を使った放射線化学，高分子化

学の研究に取り組まれました.その当時に行っていた研

究が，吉田先生のライフワーク「放射線化学&ESRJに

つながっていきます.

博士課程を修了後すぐに，スエーデンの王立工科大学

研究員となり，当地で 2年ほど高分子ラジカルの研究

を行ったのち，京都大学原子炉実験所助手の職を得まし

た. 昭和 43年， 北海道大学工学部に工業物理化学講座

が新設されましたが，その初代教授だった林 晃一郎先

生の助教授として，昭和 44年， 36歳のとき札幌に赴
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任しました.そのときの助手は，現北海道大学教授の小

笠原正明先生と，現九州大学教授の入江正浩先生でした.

4年後には林先生の大阪大学産業科学研究所転出に伴い，

工学部教授に昇任されました.平成 9年に定年退官を

迎えますが，その間，平成 5年から 2年間北海道大学

評議員を，平成8年から北海道大学付属図書館長を勤

められました.北海道大学を定年退官後，引き続いて旭

川工業高等専門学校長に就任され，平成 14年に定年退

官されました.

先生の主たるご専門は，有機物に放射線を照射した際

に生じる化学反応の研究でした.実験手段としては，

ESR.パルスラジオリシス，低温マトリックス法など

を用いています.ご研究は多岐にわたっていますが，被

照射高分子中に生じるラジカルの同定や反応性の研究，

低温有機ガラス中に生じた捕捉電子やラジカルイオン，

中性ラジカルに関する研究などが思い浮かびます.また，

放射線化学者にあまり知られていない研究分野としては，

炎の中のラジカル反応の研究，化学反応で生じる電子ス

ピンの分極 (CIDEP)の研究などがあります.これらの

業績に対し，昭和 59年に日本化学会から日本化学会第

1回学術賞が贈られています. また平成 8年には高分子

学会から功績賞が贈られております.さらに平成 13年

には北海道から北海道科学技術賞を贈られています.

先生は放射線化学に関する国内外の学会に積極的に参
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加され，質問や助言をされていました学会を途中で抜

け出し息抜きをするようなこともほとんどありません

でした.必ずしも研究レベルが高いとはし、えない，発展

途上国からの研究発表にも熱心に付き合っていました.

本邦の放射線化学の繁明期， 日本側からの発表に対して

欧米の研究者が熱心に付き合ってくれたことに感銘を受

けてのことのようです.

先生の生涯の趣味は合唱でした学生時代から合唱団

団員として活躍され，北海道にこられてからは，地域合

唱団のテノールとして音楽を楽しむとともに，運営責任

者としても活動されてこられました.また，専門分野で

の国際交流以外にも， 北海道， ポーランド問の学術・文

化・芸術交流を目的とする北海道ポーランド文化協会の

設立に初代事務局長として奔走され，民間国際交流進展

に多大な寄与をされました. これらの功績に対し，平成

14年暮れにポーランド，ウッジ工科大学から名誉博士

号が贈呈されています.

生前の先生の活動は多岐にわたっていますが，これを

貫くものは，文化の担い手としての使命感だったのでは

ないかと考えています.最初はちょっと取っ付きにくい

ところもある，生真面目でハッタリのない，常によき論

争相手であった先生ともうお会いできないと思うと，寂

しさで一杯です.改めて先生のご冥福をお祈り申し上げ

ま す市川恒樹)
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平成14年度弥生研究会「放射線効果の解明とその利用」報告

平成 14年度弥生研究会「放射線効果の解明とその利

用」が， 2003年 3月6日に東京工業大学大岡山キャン

パス百年記念館で開催された.弥生研究会は，東京大学

大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設主催の研究

会であり， I放射線効果の解明とその利用」 をテーマに

したものとしては，今回が 6回目ということになる.

東京大学の勝村膚介先生に私が加わり，今回の弥生研究

会を組織した.年度末の時期となってしまったが，幸い

にも 17件の講演と 29名の参加者を得て，充実した研

究会となった.

私が，放射線化学と原子衝突の二束のわらじをはいて

いることもあり，今回は原子衝突コミュニティーにも声

をかけてみた.というのは，かつて放射線化学と原子衝

突の交流が盛んな時代があったことを，我々よりも少し

上の世代の方々から， しばしば聞いているからである.

現在ではその交流もか細いものとなっている.再交流の

必然性があるのかどうかは， 定かではないが， rとにか

くやってみよう』の精神で幅広く声をかけてみた.その

結果，数名の参加者と l件の講演が，原子衝突コミュ

ニティーから得られたことは，非常にうれしいことで

あった.分野間の交流は，お互いにメリットがないと一

過性で終わってしまうが，このような試みを気楽にでき

ることが，小規模研究会の良さであることを痛感した.

研究会の全体像を，要領よくまとめることはとてもで

きそうもないので，講演タイトルと，発表者を以下に示

して，本報告の終わりとしたい.

1 )細胞外マトリックス内の拡散現象とその時空間相

関

(理研)益田，。丑田

2)高密度気体，超臨界流体キセノン媒体中の電子一正

イオン再結合過程の研究

(東工大，金沢工大)。中村，斎藤，小田切，新坂，

河 内 旗 野

3) Pulse radiolysis study on the radiolytic yields 

of water decomposition products up to 4000

C 

(東大)。林，勝村，室屋，呉，何，宮崎，工藤

4) Mgフォトカソード RF電子銃パルスラジオリシ

スによる水の放射線分解反応の研究

(東大)。室屋，林， 上田，工藤，勝村， 1.P. JAY-

GERIN 
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5)多糖類誘導体水溶液のレーザフォトリシス及びパ

ルスラジオリシス

(東大，原研高碕) oWach， 工藤， Zhai， 室屋，

勝村，長底吉井

6)高温水中での OHラジカルと水和電子の反応速度

(金沢大学，ANL)。高橋， T. W. Marin， D. M. Bar-

tels， C. D. J onah 

7)ポリエチレンの放射線分解ガス生成機構と線量計

への応用

(原研高崎)。瀬口，春山，荒川，須永

8) ポリエチレン中の微量極性官能基による陽電子捕

獲

(産総研)。伊藤，小林

9)マイク ロ波による PVC脱塩素処理について

(神戸製鋼，理研，早大)菊池，中尾，。丑田，鷲

尾

10) Reaction Rate Constant between Nitrate Radi-

cal (N03) and Organic Phosphates 

(東大)oH. He， M. Lin， Y. Muroya， H. Kudo， and 

Y. Katsumura 

11)超高速微粒子を用いた衝突電離型質量分析器の開

発

(東大，東京水産大，濁協医大，他)。柴田，i賓謹，

佐々 木， 河村， 野上，大橋， 超高速微粒子衝突実

験グループ

12)絶縁体結晶中のイオントラックコア部の集団的発

光とダイナミクス

(理研，東大)。木村，越7l'<，浅井

13)加速微粒子照射による有機 ・無機固体材料の表面

形態及び光学特性の変化並びに表面損傷のシミュ

レーション

(東大)。田所，松岡，成田， 石切山，工藤，室屋，

勝村，尾亦，岩井，柴田

14)インターネ ットによる国内外の食品照射の動向調

査

(東大)。工藤，勝村

15)希ガスの強電場中における光励起

(KEK， Photon Factory) 0 J. Harries， 1. Sullivan， 

P. Hammond，小原，鈴木，東

16)イオン照射ポリエチレンの AFMによる表面解析
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(早大，東大)。松尾，吉田，岡，漬，田所，室屋，

工藤，勝村

17)照射温度とラジカル構造 L-a-アラニン重粒子線

照射の場合

(神奈川大，放医研)。峯岸，長崎，森，村上，金

井，古津，岩田

〈連絡先〉

(東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻

河内宣之)

~152-8551 目黒区大岡山 2-12- 1

TEL: 03-5734-2611. FAX: 03-5734-2655 
E-mail: nkouchi@chem.titech.ac.jp 

日本化学会第83回春季年会報告

日本化学会春季年会が平成 15年3月 18日--21日早

稲田大学西早稲田キャンパスにおいて開催された.本年

度より日本化学会秋季年会が中止となり，従来の講演

iA講演J(講演7分， 討論 3分)に 加え， iB講 演」

(講演 15分，討論 5分)が新設された放射線化学の

セッションは口頭発表が 3月20日(10:20--12: 00)ポ

スター発表が3月 19日(10:00--10: 45)に行われた.

以下その講演題目を示す.ピレンダイマーラジカルカチ

オン形成を利用した DNAダイナミクスの解析 (3J3-

09牢，阪大産研 川井)，パルスラ ジオ リシスを用いた

DNA損傷過程の解明 (3J3-11*，阪大産研小林)，サ

ブピコ秒パルスラジオリシス法を用いた液体ベンゼン中

のジェミネートイオン再結合の研究 (3J3-13，阪大産

研 岡本)，気体中における電子の熱平衡化過程の研究

(3J3-14*，福井工大砂J11)， r線照射細胞中の長寿命

ラジカルとの反応性を利用した抗酸化剤の評価方法:

Boldine (3J3-16，名大院工多賀)，被7線照射ギ酸

リチウムの ESR(3J3-17，広島大院工駒口)，ポリ シ

ラン薄膜へのイオン照射によるエネルギー付与モデルと

架橋反応の定量的解析 (3J3-18，阪大産研佃)，パル

スラジオリシスによるピレンスルホン酸ナトリウムのー

電子酸化反応速度:シクロデキス卜リン包接による抑制

(2PA・103，阪大産研 藤乗)以上口頭発表7件ポス

ター発表 1件である.なお，講演番号右上の本印が B講

演である.

例年に比べ口頭発表の講演件数が少ないため，電気化

学のセッションと合同で行われた.このため，私が電気

化学の座長を電気化学から大堺氏(神戸大理)が放射線

化学の座長を担当した.このことから，毎年閉じような

メンバーの集まりで，講演が淡々と進むようなものでは

なく，非常に引き締まったものになり，講演数が少ない

分集中でき，当初さびしいセッションになるかと思われ

たが，セッション終了時に多大な充実感を得ることがで

きた.また，本年度から博士課程に在籍する学生会員を

対象に優れた B講演に対し選考のうえ「学生講演賞」

が日本化学会会長名で表彰されることとなった他の

セッションを含めて本学会学生会員が何人受賞されたか

わからないが，今後，学生講演賞を受賞される方が増え

ればと願う.討論会開催中に受賞者を称えてはし、かがか

と思う福井工大砂川武義)

〈連絡先〉

事 910-8505福井県福井市学園 3-6-1
TEL: 0776-22-8111. FAX: 0776-29-7891 
E-mail: sunagawa@ccmails.fukui-ut.ac.jp 

日本化学会第83回春季年会報告

日本化学会春季年会が平成 15年 3月 18日 (火)か 討論時間が通常の 2倍(発表 14分，討論4分)のもの

ら21日 (金) まで，早稲大学西早稲田キャンパスで開 であった.

かれた.放射線化学のセッションは 20日(木)の午前 阪大産研の川井氏らはピレンを修飾した DNAオリゴ

10: 20から12:00まで 16号館 309教室で聞かれた. マーを用い， DNAの末端部および中心部でのピレンダ

全部で 8件の報告があったが，そのうち 3件は発表 ・ イマーカチオンの生成速度を， CRバンドの時間分解パ
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ルスラジオリシスで測定した結果を発表した.DNAの

マイクロ秒オーダーのダイナミクスは未知の領域であり，

その解析が進むことによって DNAの放射線損傷過程な

どの詳細な解明に結びつくと非常に面白い.阪大産研の

小林氏らは放射線による DNAのグアニン (G)の酸化損

傷について， DNA配列の異なるオリゴヌクレオチドを

用い， Gカチオンラジカルの生成速度と DNA配列との

関係について調べ， Gカチオンラジカル生成が起こる二

重鎖のオリゴヌクレオチドを一重鎖にするとその生成が

起こらないなと¥興味深い報告があった.細胞核中での

DNA中の Gカチオンラジカルの生成速度，および G

カチオンラジカルの生成における DNAの高次構造の影

響までわかってくると，放射線による生体中の DNA損

傷機構がより明確になるであろう.阪大産研の岡本氏ら

は，液体ベンゼン中のジェミネートイオン再結合過程に

関して，サブピコ秒領域でのパルスラジオリシス法によ

る再結合過程の結果を示した.サブピコ秒領域において

もSmo1chowski拡散方程式によるシミュレーション結

果が実測をほぼ満足するとの発表であったが，同グルー

プはアルカン中のジェミネートイオン再結合過程は同方

程式で再現できないと報告しており，アルカンとベンゼ

ンでの違いがどこにあるのか気になるところである.福

井工大の砂川氏らは，マイクロ波空洞法を用いた 2原

子分子，炭化水素ガス中での電子の熱平衡化過程につい

て報告した希ガス以外の場合，弾性衝突に加えて分子

の振動 ・回転励起を考慮した熱平衡化過程の考慮が求め

られる.同質量ながら等核・異核の関係である N2と

COの衝突損失係数を比較すると COの方が 6倍大きい

が回転励起によるエネルギー損失は同程度であり， 6倍

もの差は電子との相互作用の大きさの差で説明されると

の報告であった名大院工の多賀らは， r線照射で動物

細胞中に生成した長寿命ラジカルとの反応を利用した坑

酸化剤の評価を試み，天然、薬理物質である Boldineと

長寿命ラジカルとの反応について報告した.長寿命ラジ

カルの消去能に関して， Boldineはビタミン Cやエピ
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ガロカテキンより低いものの，消去能をもつことが示さ

れた.今後， Boldineの細胞への照射後添加によって点

突然変異が抑制されるかどうかが注目される.広島大院

工の駒口氏らは，被7線照射蟻酸リチウム結晶はアラニ

ンと比較して 4倍以上の感度で線量測定できること，

ESRおよび ENDORを用いて主生成常磁性種が CO2

であるとの精密な解析結果を報告した.ギ酸リチウム結

品の新しい高感度線量計としての期待は大きい.阪大産

研の佃氏らはイオンビームを用いたポリシランナノワイ

ヤーの径について，イオンビームの LETと用いた高分

子の架橋 G値を用いて解析し異なる架橋反応特性を

有する高分子材料の選択によって， ワイヤー径を制御で

きることを明らかにした.イオンビームによるナノワイ

ヤー ・ナノチューブの構造制御が進んで，放射線化学発

の新しいナノ材料開発が進むことを期待する.

今回のセッションで残念だったことは，発表件数がわ

ずか 8件しかなかったことである.東京で開催されて

いるにもかかわらず，東京近郊の方の発表が l件もな

いのはいかがなものであろうか.放射線化学会の活性化

を議論している暇があったら，秋の放射線化学討論会だ

けではなく春季年会にも申し込み，お互いの研究内容を

討論する方が先ではなし、かと思う.春季年会は化学会の

会員に放射線化学のアクティビティーを示す場でもあり，

このまま発表件数が少な くなってしまうと春季年会での

放射線化学のセ ッションを取りつぶされる事態になりか

ねない.幸いにして本年から講演時間を 2倍にできる

選択肢もできたので，次年度の春季年会では多くの会員

の方に発表していただき，化学会に対して放射線化学の

面白いテーマを発信して下さることを切に願う次第であ

る (名大院工熊谷純)

〈連絡先〉

事 464-8603名古屋市千種区不老町

TEL/FAX: 052-789-2591 
E-mail: kumagai@apchem.nagoya-u.ac.jp 
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第46回放射線化学討論会講演プロタラム

. お知ら せ .

放射線化学

(北大院工)。小泉均，近藤真弓，市川恒樹

イオンビームで穿孔したフィルムで:被覆された

電極上へのカーボンナノチューブの垂直植え込

み

(北大院工)伊藤優希，小泉均，。市川恒樹

シングノレイオンイベントにより形成したナノワ

イヤーの配向・形状制御と電気特性

(阪大産研原研高崎早大理工総研3)佃

諭志 。関修平古津孝弘田川精一 杉

本 雅 樹 出 崎 亮 田 中 茂 大 島 明 博3

ゴムの物性研究への放射線の応用

(早大理工総研)伊藤政幸

架橋・未架橋 PTFEへの放射線グラフトによ

るPEFC用膜材料の合成とその構造

(早大理工総研レイテック 2)。李 景爆

佐藤康平l，一釣彰吾l，朝野護人l，池田重利

飯田稔三田畑米穂大島明博l，鷲尾方ーl

シリカコーティングによるポリプロピレンの耐

放射線性の改善

(産総研早大理工総研2)。小林慶規鄭

万輝伊藤賢志干潤升平田浩一富

樫寿佐藤公法l，岡 毒崇漬義昌2

プリント基板加工のためのレーザアプレーショ

ン技術ーそのメカニズム解明と効率化-

(早大理工総研住友重機械2)。森 雅和

鷲尾方ー1 i:賓義昌若林直木青木康2

水中 ρ-ノニルフェノールの 60Co・7線による分

解機構

(群大工研原研高崎2)。木村 敦田口光

正小嶋拓治平塚浩士南波秀樹1.2 

0.5 keV軟 X線による DNA構成分子からのイ

オン脱離

(原研関西原研東海2)。藤井健太郎横谷

明徳赤松憲2

DNA中のホール移動一アデニンホ ールホ ッピ

ング機構-

(阪大産研)川井清彦，。真嶋哲朗

パルスラジオリシス法を用いた人工小胞内アス

コルビン酸ラジカルのダイナミックス

20-05 

20-06 

催:日本放射線化学会

催:日本化学会， ラドテック研究会

期 9月 15日(月)--9月 19日(金)

場:箱根小涌園 併設コンベンションパレス

(~250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ

平 1297 TEL: 0460-2-4111) 

討論主題:放射線化学の基礎と応用(最先端技術への展

開)

参加申込方法:第 46回放射線化学討論会 HP(http:// 

www.ilab.rise.waseda.ac.jp/jsrc2003 /) 

を参照下さい.

主

共

会

会

20-07 

20-08 

20-13 

20-14 

20-10 

20-11 

20-12 

20-09 

第 1日 (9月 15日)

基調講演 19: 30-21: 30 

lL-Ol 放射線照射利用産業の現状と展望

(日新ハイボルテージ(株))水津健一

最先端加速器科学

(KEK)浦川JI国治

第 2日 (9月 16日)

口頭発表 8: 30-12: 30 

20一01 高エネルギー炭素クラスターイオンの固体への

照射効果

(京大工l，原研高崎2) 。柴田裕実1，伊藤秋男

間嶋拓也斎藤勇一九 千葉敦也九鳴海一雅

荒川和夫2

クラスターイオンによる絶縁物へのイオン照射

時の帯電抑制効果

(産総研原研高崎原研 ・先端基礎3)。平

田浩一斉藤勇一三 鳴海一雅千葉敦也

小林慶規荒川和夫2

高分子材料等への加速微粒子照射効果

(東大院工・原施東大原総セ2，原研高

崎3) 。田 所将 志松岡雷士成田慎太郎1，石

切山公輔工藤久明l，室屋裕佐l，勝村庸介

尾亦孝男岩井 岳 夫 柴 田 裕 実 杉 本 雅 樹

出崎亮3

ポリメチルメタクリレート中のイオン対の安定

化
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(阪大産研)。小林一雄，佐伯昭紀，田川精一

招待講演 13: 30-15: 00 

2L-Ol 化学反応制御の実社会への貢献ーオキセタン化

学の創製と材料化学への展開一

(神奈川大工)西久保忠臣

2L-02 高分子ナノ集積体によるソフ トナノデバイスの

創製

(東北大多元研)宮下徳治

ポスター発表 19: 30-21: 30 

2P-Ol 早稲田大学における 4MeV光電子 ビームエ

よるヒドロキシラジカルの生成と酸化反応

(阪大産研)立川貴士，藤乗幸子，藤塚 守，

。真嶋哲朗

2P-09 高濃度塩溶液中における水和電子および水素イ

オンの反応特性

(原研東海阪大産研2) 。永石隆二l，木村貴

海 吉田陽一死 古津孝弘田川精一2

2P-I0 早大ピコ秒 RF電子銃を用いたノマルスラジオリ

シスシステムの開発

(早大 理 工総研 理 研住友 重 機械阪 大産

研4) 。小林雅貴l，丑 田公規 青木康栗林

剛彦l，川口昌朗柏木茂4，黒田隆之助l，

ミッタンス測定 漬義昌鷲尾方ーl

(早大理工総研 阪大産研， KEK3) 。川合 2P-ll フォトカソード白色光パルスラジオリシスによ

啓 工 藤 経 生 黒 田 隆 之 助l，坂上和之l，漬 る溶媒和電子の初期収量評価

義昌鷲尾方ー相木茂浦川順治早

野仁司3

(東大院工 ・原施)。室屋裕佐，林銘章， 上田

徹，工藤久明，勝村庸介

2P-02 レーザーコンプトン散乱を用いた小型軟 X線 2P-12 DNA酸化過程で生成するラジカルカチオンの

源の開発 ダイナミックス

(早大理工総研阪大産研理研3 KEK4) 阪大産研)。小林一雄，山上隆平，佐伯昭紀，

。長津章雄 上 山 大輔柏木茂黒田隆之 田川精一

助鷲尾方ーl，丑田公規早野仁司4， 甫)11 2P-13 リボースシステインの照射後添加による照射晴

順治4 乳動物細胞中の長寿命ラジカルの減衰挙動と突

2P-03 阪大産研 Lパンドライナ ックの改造と現状 然変異抑制能との関係

(阪大産研)加藤龍好，磯山悟朗，。柏木 茂名大院 工 ユタ大 長崎大院医歯薬総合

山本保，末峰昌二，吉田陽一，誉回義英， 古

津孝弘，関修平，田川精一

2P-04 高濃度カチオン捕捉剤添加時における初期値減

少に関する研究一Configurational-biasモンテ

カルロ法による検証一

(阪大産研)。佐伯昭紀，古津孝弘，吉田陽一，

田川精一

2P-05 過渡吸収 ・誘電吸収同時測定法の開発と応用

(阪大産研l，福井工大久 理研3) 。佐伯昭紀

小泉美子l， 関 修 平 古 津 孝 弘 " 田 川 精一

砂川武義丑田公規3

2P-06 サブピコ秒パルスラジオリシスを用いた液体べ

ンゼン誘導体中の過渡吸収

(阪大産研)。岡本一将，佐伯昭紀，古津孝弘，

吉田陽一，田川精一

2P-07 パルスラジオリシス法によるポリシラン上の正

孔挙動と側鎖基の影響

(阪大産研)関修平，)11口友世，岡本一将，

佐伯昭紀，古津孝弘，吉田陽一，田川精一

2P-08 Ti02コロイド溶液中のパルスラジオリシスに
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コロラド州立大 ・RERF4)大井和樹， ， Roberts 

Jeanette2，児 玉靖 司渡 遺正 己3，Waldren 

Charls A人熊谷純l

2P-14 多糖類誘導体水溶液等の電子線ノマルスラジオリ

シス

(東大院工 ・原施原研高崎2) 0 Radoslaw A. 

Wach'， 工藤久明 室屋裕佐l，勝村庸介

長津尚胤吉井文男2

2P-15 低温条件での真空紫外線照射によるアミノ酸の

化学進化

(神戸大院総合人間神戸大院自然科学三神

戸大発達科学3) 。北田 朋田中真人中川

和道3

2P-16 シンク ロトロン放射を用いた軟 X線照射によ

るアミノ酸の化学進化

(神戸大院総合人間神戸大発達科学神戸

大院自然科学三原研関西4)。金子房恵北田

朋l， 中川和道三 田中真人3，Jin Zhaohui3， 

安居院あかね横谷明徳久藤井健太郎4

2P-17 励起ヘリウム原子一多原子分子衝突におけるイ
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オン化と解離-

(福井工大工)佐藤吉宏，一花利行，泉 芳

彰， 。砂川武義

2P-18 液体希ガス検出器エネルギ一分解能の憂響

(高知医大)月出章

2P-19 C6H4(CO)zN-Xの放射線照射効果

(都産技研)中川清子

2P-20 Co・60γ線照射を利用した水中のダイオキシン

類の分解・除去

大島明博1.2 鷲尾方ー2

2P-28 High-LET radiolysis of liquid water: Effect 

of multiple ionization on the various free 

radical and molecular yields 

CUniv. of Sherbrooke) 0 J. Meesungnoen， N. 

Snitwongse Na Ayudhya， A. Filali-Mouhim， 

P. Banville， S. Mankhetkorn and J.-P. Jay-

Gerin 

(原研高崎)。瀧上員知子，田口光正，広田耕一， 第 3日 (9月 17日)

小嶋拓治 口頭発表 8:30-12: 30 

2P-21 193 nmレーザ一光による亜酸化窒素の分解処 30-01 光吸収分光重イオンビームパルスラジオリシス

理過程 (阪大産研原研高崎京大院工3)。吉田陽

(九大院総理工九大先導研2)。迫 寛之 ー 田口光正楊金峰関修平古厚

漬上太郎熊谷淳l，辻剛志1.2 辻正

治1.2

2P-22 ポリオール一マイクロ波加熱法による金属ナノ

微粒子の作製

(九大院総理工九大先導研2)。西津 幸

橋本昌幸辻剛 志1.2，辻正治1.2

2P-23 焼成および未焼成 PTFEの放射光照射による

表面改質

(早大理工総研¥住友重機械2)。日向俊行

佐藤泰紀l，大島明博鷲尾方ー加藤隆典

青木康2

2P-24 メタロセン触媒ポリエチレン/ポリテトラフル

オロエチレンポリマーブレンドの放射線照射効

果

(早大理工総研l，早大理工2) 。大島明博日

向俊 行 大 野 佳史藤井一輝鷲尾方ーl

2P-25 放射線グラフト法を用いたフッ素系共重合体を

基材とするイオン交換膜の特性 放射線グラフ

ト条件の検討一

(早大理工総研)。朝野護人， ー釣彰吾，日向俊

行，佐藤康平，李景煙，大島明博，鷲尾方ー

孝弘 田川精一 柴 田 裕 実 南 波 秀 樹 小

嶋拓治2

30-02 阪大産研フェム卜秒電子ライナックとフェム卜

秒パルスラジオリシス

(阪大産研・ナノテク)。楊金峰，友定寛，

竹谷考司，山本保，誉田義英，古津孝弘， 吉

田陽一，田川精一

30-03 サブピコ秒パルスラジオリシスによるハロカー

ボンのジェミネートイオン再結合の測定

(阪大産研)。竹谷考司，友定寛，佐伯昭紀，

楊金峰，古津孝弘，山本 保，誉田義英， 吉

田陽一，田川精一

30-04 メタノール溶媒和電子生成過程における電子捕

捉反応の研究

(阪大産研)。古津孝弘，佐伯昭紀，岡本ー将，

関修平， 吉田陽一，田川精一

30-05 ホルムアルデヒド及びメタノール薄膜と水素原

子との極低温トンネル反応に関する研究

(山梨大クリーンエネ研)。上野敏幸，加茂真人，

北川英和，鰻池勇人，杉本孝明，江ノ j甫多江子，

和田晃，佐藤哲也，平岡賢三

2P-26 放射線グラフト法を用いた架橋 PTFEによる 30-06 水素原子とベンゼン薄膜の極低温トンネル反応

固体高分子形燃料電池 (PEFC)膜の研究 に関する研究

(早大理工総研 レイテック東大院工3) 山梨大クリーンエネ研)。鰻池勇人，加茂真人，

。一釣彰吾 朝野護人i，日向俊行1，佐藤康平 北川英和，上野敏幸，佐藤哲也，平岡賢三

李 景爆池田重平1]2，飯田 稔松浦千 30-07γ線照射された極低温固体パラ水素中に生成す

尋lベ勝村麿介矢 田畑米穂、2.3，大島明博1.2 るラジカルイオン種の高分解能 ESR法による

鷲尾方ーl 同定

2P-27 放射線架橋ポリテトラフルオロエチレンの薄膜 (名大院工)。稲垣宏樹，英 真次，熊谷 純

化とその応用 30-08 固体アルゴン中に生成した水素原子一メチル

(レイテ ック早大理工総研2) 。三浦喬晴1.2 ラジカルペアの ESR観測と生成機構-
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(広大院工)。駒口健治，野村晃太郎，塩谷優

30-09 アルキニルシラン化合物の 77Kでの放射線照

射で生成する遊離基

(広大院工)。太田信昭，篠崎圭介，大下丈治，

九内淳尭，井藤壮太郎

30-10 メソポアチャンネル内におけるアルカン分子の

凝縮状態-MCM・41中での放射線照射により

生成するラジカルの ESRを指標として一

(産総研)。鳥山和美，岡崎正治

30-11 高温水中での水和電子と N20との反応速度お

よび N20アニオンの解離ポテンシャル曲線

(金沢大工アルゴンヌ国立研ノートルダ

ム大3) 。高橋憲司1， T. W. Marin2， D. M. 

Bartels3， C. D. Jonah2 

30-12 蛍光 XAFS測定による超臨界 Xe中のブロモ

ンベンゼンの溶解構造

(神戸大院自然科学1，神戸大発達科学 京都

教育大3) 0 Jin Zhaohui1， Masahito Tanaka1， 

Kazumichi Nakagawa2， Fusae Kanek02， 

Takatoshi Murata3 

30-13 多孔質酸化珪素薄膜中のポジ卜ロニウム消滅挙

動(II)

(産総研)。伊藤賢志，小林慶規，干潤升，平

田浩一，佐藤公法

30-14 偏極陽電子と偏極電子によるポジ卜ロニウム形

成

(原研 ・物質科学 原研 ・先端基礎2)。平出哲

也 熊 田高之l

招待講演 13: 30~15: 00 

3L-0 1 Supercritical Water Radiolysis， When is 

Water not Water? 

(ANL) C. D. Jonah 

3L-02 創薬への貢献が期待される放射光および宇宙空

間

(持田製薬)西島和三

学会賞援賞式および受賞講演 15: 10~16: 40 

学会賞授賞式 15: 10~15: 20 

受賞講演 15: 20~16: 40 

3J-01 気相イオン種の電子構造と素反応過程に関する

研究

(九州大)辻正治

3J-02 重イオン誘起不均一化学反応に関する研究

(原研高崎)田口光正
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第 4日 (9月 18日)

口頭発表 8: 30~ 1O: 15 

40一01 エチルカチオンと OCS分子の気相クラスタリ

ング反応に関する研究

(山梨大クリーンエネ研l，奈良教育大2) 藤田

和 雄石 田雅 弓樋 泉光 紀 中川史之秋

山敬一郎 。平 岡賢三 山辺信一2

40-02 希ガス及び二原子分子薄膜の He+及び Ne+衝

撃TOF-SIMS

(山梨大クリーンエネ研)上原涼，雨宮僚，

佐藤哲也， 。平岡賢三

40-03 WIMP探索用液体 Ar検出器の発光効率

(高知医大1， Univ. of Notre Dame2) Akira 

Hitachi 1， A. Mozumder2 

40-04 軸対称分子との衝突による光許容励起原子の脱

励起過程

(都立大院理1，Universita di Trieste， Diparti-

mento di Chimiche2
) 。渡部力 Mauro

Stener2 

40-05 入射粒子の有効電荷と速度の比を使って照射効

果を予測する

(理論放射線研原研高崎2)。大野新一 田

口光正小林泰彦渡辺宏2

40-06 絶縁固体内イオントラックコアの集団的振る舞

し、-プラズマ発光一

(東大院工理研2) 。木村一宇lj，越水正典l，

浅井圭介 加 瀬 昌 之2

40-07 拡散現象の時空間相関についての実験的アプ

ローチとコメント

(理研)。丑田公規，益田晶子

ポスター発表 10: 30~12: 30 

4P-01 高速重イオン照射された半導体の電子一正孔プ

ラズ、マ発光一

(東大院工 理研2) 。越水正典 木村一宇

浅 井圭介加 瀬昌之2

4P-02 偏光可変アンジュレーターを用いた軟 X線領

域における自然円二色性の初測定

(神戸大院自然科学 原研関 西神戸大院総

合人間 神戸大発達科学4) 。田中真人1.2 中

川和道1.3. 4 北田朋 金子 房恵円 安居院あ

かね 横谷 明徳 藤井健太郎2

4P-03 偏光可変アンジュレーターを用いた偏光変調法

による真空紫外線領域での円二色性スペク卜ル

測定
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(神戸大院自然科学l，産総研三神戸大院総合 津宣行1

人間科学神戸大発達科学4) 。田中真人l，渡 4P-11 プロトン高導電性 PTFEの開発一耐酸化性に

辺一寿山田亨2，金子房恵三北田朋3， 及ぼす架橋剤の影響-

中川和道1，3，4 原研高崎)。浅野雅春，八巻徹也，吉田 勝

4P-04 セルロース誘導体オルガノゲルーヒドロキシプ 4P-12 芳香族系レジスト中におけるプロトンの生成・

ロピルメチルセルロースフタレートの放射線橋 拡散に関する研究

かけ一 (阪大産研)。山本洋揮，古津孝弘，中野温朗，

(原研高崎)。長津尚胤，八木敏明，吉井文男 岡本一将，小林一雄，関修平，佐伯昭紀，田

4P-05 放射線によるキチン・キトサン誘導体の架橋と 川精一

その特性 4P-13 メチルゲルミルラジカルの高選択的生成と分子

(原研高崎群大工2)。長津尚胤i，八木敏明 内回転運動

吉井文男l，組 龍三友宏志2

4P-06 放射線架橋を利用した高性能炭化ケイ素微小部

品の合成

(広大院工)。中津直子，荒木厚員Ij，駒口健治，

塩谷優

(原研高崎阪府大工福島工業高専3)。出 特別講演 13: 30-17: 00 

崎亮杉本雅樹吉川正人 田中 茂 45-01 塩ビリサイクルの現状と新規リサイクル技術開

成津雅紀伊藤正義3 発への取組み

4P-07 高分子材料等へのイオンビーム照射とエネル (神戸製鋼所)中尾昇

ギー付与 45-02 シングルイベン卜現象が産業界に及ぼす影響一

(東大院工 ・原施早大理工総研2)。赤川忠 半導体と放射線環境一

久 田所将志 山本弘明工藤久明l，室屋 (原研高崎)平尾敏雄

裕佐l，勝村庸介l，岡 毒崇2，松尾 力2，賓 45-03 レーザーコンプトン散乱による短パルス高輝度

義昌 x線発生装置の開発

4P-08 イオン照射ポリエチレンの経時変化一化学構造

と力学特性一

(フェム卜秒テクノロジー)酒井文雄

45-04 高出力 EUV光源の開発と課題

(早大理工総研理研2) 。岡 需崇l，松尾

力l，演義昌谷 田貝文夫2

4P-09 イオン照射ポリマー表面の形状変化に関する研
'7¥:7 
プ1..

(早大理工総研l，東大院工 ・原施2) 。松尾

力岡毒崇l，漬義昌l，赤川忠久矢田所

将志室屋裕佐工藤久明勝村庸介2

(ギガフォトン)遠藤彰

特別講演 19: 30-21 : 15 

45-05 素人集団の挑戦-CD-R開発-

(太陽誘電)浜田恵美子

45-06 光反応，電子線反応による高分子材料の屈折率

制御と光機能

4P-10 架橋フッ素樹脂の放射線グラフ卜法による (東京理科大)山下俊

PEFC用高分子電解質膜の合成

(東京農工大原研高崎2)。中村博之八巻 第5日 (9月 19日)

徹也浅野雅春吉田勝前山勝也米 閉会式およびポスター賞表彰式 8: 30-9: 00 
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.お知らせ.

日本加速器学会(仮称)設立のお知らせ

高エネルギ一物理実験用から医療，産業用に至るまで，

我が国において開発，建設されてきた加速器は，現在，

世界に誇るべき水準にあり，関連する研究 ・技術者も数

百名以上にのぼっています.このようなことから，長年

にわたり，産学官の隔たりなく交流できる場として，関

連分野の学会設立が望まれてきました

この度， 日本加速器学会(仮称)設立準備委員会を発

足させ， 2004年 4月の学会設立を目指して準備を進め

ています.つきましては，皆様からのご賛同をお願い申

し上げます.

入会を希望される方は，下記宛先まで電子メール(ま

たは FAX) にてお申込み下さい.追って， ご入会の案

内を事務局より送付させていただきます.

加速器学会設立準備委員会(一同)

連 絡 先 有)WORDS内，事務局(西野)

申込締切 2003年 9月30日

TEL: 03-5950-1290. FAX: 03-5950-1292 

E-mail: nishino@words-smile.com 

[発起人総会開催予定]

日時 2003年 10月 22日(水)

場所:一橋記念講堂(東京都千代田区一ツ橋 2-1-2，

学術総合センタ一内)

日本原子力研究所 イオン照射研究施設 (TIARA)の利

用案内(平成 16年度実験課題募集)

原研高崎研究所では，平成 16年度のイオン照射研究

施設の利用にかかわる実験課題を募集します.応募要領

等は， ホームページ (http://www.jaeri.go.jp)の「活動

について/研究協力と技術移転」の「研究協力/募集型

の共同 ・協力研究」に記載してあります.

なお，有料の共同利用 (1研究協力/研究施設の利用

(有料)J参照)については，随時申込みを受け付けてい

ます.

募集期間:平成 15年 10月 1日(水)"" 10月31日

(金)

対象加速器 AVFサイクロトロン， 3MVタンデム加

速器， 3MVシングルエンド加速器， 400 kV 

イオン注入装置

研究分野:宇宙環境材料，核融合炉材料，バイオ技術，

無機機能材料，有機 ・放射線化学， RI製造・

核科学，基盤技術

問合せ先:原研高崎研究所 放射線高度利用センター

利用計画課西村浩一

TEL: 027-346-9616. FAX: 027-346-9601 

E-mail: tiaraplan@taka.jaeri.go.jp 

編集委員会からのお知らせ

1. 日本放射線化学会ホームページのご利用について

ホームページ (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsrc/)には，本誌に掲載できなかった最新ニュース・お知らせなどの

重要な情報が多数掲載されています国内外の関連研究会 ・シンポジウム開催情報も豊富です.本誌とともに

ホームページを定期的にご覧になることを強くお勧めします.

ホームページに掲載希望の記事がありましたら，事務局まで原稿をテキス卜形式でお送りください.特に，

ニュース，お知らせ，会員の声などの速報性を要する記事の掲載は大歓迎です.

また，情報交換や異分野交流の場として，掲示板コーナーを積極的にご活用ください.

2. 1放射線化学第 77号」について

次号 77号は， 2004年 3月発行予定です記事掲載に関するお問い合わせは，

〒35卜0198和光市広沢 2-1

理化学研究所

丑田公規(編集委員会主任)

TEL: 048-462-1111 (ext. 3656)， FAX: 048-462-4668 

E-mail: kushida@postman.riken.go.jp 

までお願いいたします.

第 76号 (2003) 59 



|
 
|
 

(
 。

玄 「巳--=ロ 事本

日本放射線化学会第78回理事会議事録〈案〉

日 時 2003年 3月 18日 18:00""20 : 30 

場所:早稲田大学大久保キャンパス 62号館 W 棟 1F

中会議室

配付資料:

78理-1 理事会議事予定

78理-2 日本放射線化学会 第 77回理事会議

事録

78理-3 日本放射線化学会 平成 14年度役員

名簿

78理・4 日本放射線化学会会則

78理-5 H14年度事業中間報告

78理-6 H14会計中間報告

78理-7 入退会希望者一覧

78理-8 入退会希望者推移，賛助会員リスト

78理・9 滞納者リスト

78理・10 第 46回放射線化学討論会準備状況

別紙資料:

企画委員会

HP担当報告

出席者(敬称略): 

田川精一，市川恒樹，平岡賢三，南波秀樹，水

津健一，鷲尾方ー，阿部康夫，小嶋拓治，丑田

公規，加藤隆二，熊谷純，河内宣之，塩谷

優，柴田裕実，鈴木信三，砂川武義，中川清子，

j賓義昌，藤原邦夫，真嶋哲朗，百瀬孝昌，問

書崇(オブザーパー)，勝村庸介 (事務局，

文責)

議事

o. 報告事項

前回議事録確認

既にメールで送付済みであり，配付資料理 78-2

のまま承認された.

1. 役員の移動，変更について(事務局)

・副会長に原研高崎の南波秀樹氏が就任することと

なった.

・常任理事の上野桂二氏が退任したいとの申し出が

あった旨報告され，承認された.

・理事の柴田裕実氏の所属が東大原総セから京大院

工へ任期中に変わるが，引き続き理事を委嘱する.
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-理事の仲川勤氏が退職，学会も退会するので理事

からも退任する.

-事務局より，金沢大学の高橋憲司氏の理事就任が

提案された.理事就任は基本的に総会の決議を経

る必要があるが，早い対応を行うため，理事会で

変更の承認をし 9月の総会で会員に了承しても

らうこととした.

2. 学会をとりまく状況について(田川会長)

・賛助会員がかなり減っているので，学会としては

厳しい状況である.

-独法化によって原研とサイクル機構が統合され新

法人が設立の問題では，特に原研等の活動にどの

ような影響が出るのか十分配慮する必要があるし，

品会として連絡を密に取っておく必要がある.

・日本学術会議の第 19期は従来と同じ方式で運営

されるが， 二年後の第 20期は大きく変化する見

込である.第 19期は本学会からは鎌野顧問を核

科学総合研連の会員候補，田川会長を推薦人とし

て申し出た.

• ICRR (日本放射線研究連合) の次期会長に京都

大学の佐々木氏が着任する.

-京大原子炉では加速器駆動未臨界炉建設計画が認

められた.

3. 事務局報告

・78理-5に基づいて，平成 14年度の事業の中間報

告が行われた.

• 78理・6に基づいて，平成 14年度の会計中間報告

が行われた.

• 78理・7に基づいて，入退会者に関する情報が紹

介された

• 78理・8・1および 78理・8-2に基づいて，昨今の

会員の減少に関する説明があった. 2年半で会員

50人減.会員の減少に歯止めがかからない.

• 78理-9に基づいて，会費の滞納者リストが示さ

れた.理事からも，知り合いに連絡して欲しい.

会費滞納者を除籍することについて議論され，通

告した後にある期間を経て，除籍することする.

会費滞納者への対応について細則を決め，次の理

事会で承認を受けることとした.

放射線化学



4. 学会賞，奨励賞選考の結果(田川会長)

理事会の前に，田川 ・平岡 ・市川 ・勝村 .i賓・宮崎の

6名の委員からなる選考委員会で審査を行った.

・学会賞は九州大学の辻正治氏に決定. これまでの

気相での広範な反応研究を評価するものである.

今後は放射線化学という切り口で，研究を進めて

もらいたい.

・奨励賞は原研高崎の田口光正氏に決定.イオン

ビーム研究を積極的に開拓してきていることを評

価する.今後は従来の仕事をさらに深め，他分野

に広めてもらいたい.

-技術賞については今回推薦がなかった.

-学会賞，奨励賞，技術賞に関する規定(資格，自

薦か他薦か等)の細則を定めることとし，次回の

理事会までに案をまとめ，総会で承認後，とりあ

えずホームページに掲載することとする.

5. 78理-10に基づき，鷲尾理事より第 46回放射線化

学討論会準備の状況について説明があった.

• 9月 15日の午後に理事会の時間をとる予定

・15日の夕食後，基調講演を 2件

・本会議は朝早くから開始し夕方は自由時間をつ

くる.

・ポスターは 16. 18日の 2日にする予定

・総会は 17日

-費用は 1泊3食で 11.250円程度

・発表と参加の登録は事務局 HP.宿泊と懇親会の

登録は JTBのHPで行う.

・第 47回討論会(平成 16年度)については市川

副会長より，今年の様子を見て，どのような形で

やるかを検討したい旨の発言があった.

・第 48回討論会(平成 17年度)については田川

会長より原研高崎にお願いしたいとの要請がなさ

れた話を持ち帰り検討した後，秋までに返事を

するとの回答が南波副会長よりなされた.

6. 編集委員会報告

・平岡編集委員長より，編集委員会報告がなされた.

第 76号 (2003)

印刷会社の仕事が少し遅いためか， 学会誌の発行

が当初より遅れたこと，広告が 3-4件しかなく，

広告費(1件 1ページ. 3万円)が稼げないこと

が報告された.現在の印刷屋は印刷費が高く，印

刷屋の変更の可能性も検討するよう事務局へ要請

された.

・会誌を印刷すると言う形態でなく .HP上で公開

という方法もある.しかし本会誌のような雑誌

は珍しし他分野の人には重宝されている.

・これらは事務局と編集委員会で検討する.

7. 企画委員会報告

・田川会長より企画委員を増やし南波氏にはコー

ディネーターになってもらって，広くまとめても

らいたいとの要請があった.

・亀田氏が転職のために企画委員を辞任したいとの

申出を受けたので， これを了承する.

・企画委員を決める方法や，ネタ切れでマンネリ 化

しているので，委員を全て変えてはどうかという

意見もある.また，ニュ ースレターが無くなって

から，会員へのアナウンスが手薄になっている.

さらに， シンポジウム， セミナーという現在の形

態にこだわらず，例えば他のシンポジウムに協力

したり， 若手の意見をもっ と採り入れた方法も考

える等の提案がなされた.

8. その他

鷲尾理事より. HP活動の報告がなされた.

・編集委員会の名簿は掲載する.企画委員会の名簿

は南波氏からもらって掲載する.写真については

個人の了解を得た後に掲載する.賛助会員へのリ

ンクは許可後に行う.

-掲示板の改善案として，雑談用の掲示板をつくる.

プログラムや HPリンクは重宝しているので， 広

報の部分は今まで通り載せた方がよいが，圏内や

国際会議の報告等は載せない.ロゴ，マークはコ

ンペ方式でやれば、等の提案があった.

以上
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平成 14年度会計報告(平成 15年 7月 31日現在)

収入の部

項 目 予 算牢

賛助会員 1，000，000 
個人会員 1，200，000 
雑収入 200，000 
前年度繰越金 2，113，408 

i仁Lコ 計 4，513，408 

支出の部

項 目 予 算本

事務費 100，000 

通信連絡費 100，000 

事務局経費 240，000 

1，500，000 
会誌 発送費 120，000 

原稿料 100，000 

会議費 100，000 

放射線化学討論会援助 150，000 

応用シンポジウム援助 100，000 
放射線化学セミナー援助 100，000 
若手・夏の学校援助 250，000 
学会賞 50，000 

同位元素発表会分担金 9，000 
企画委員会経費 75，000 
将来構想委員会経費 75，000 
編集委員会経費 150，000 
ホームページ運営費 60，000 

予備費 100，000 
次年度繰越金 1，134，408 

メELコ 言十 4，513，408 

運営資金現在額 3，247，261円

(単位:円)

収入状況 備 考

1，130，000 

1，506，000 

123，097 

2，887，846 

5，646，943 

(単位:円)

支出状況 備 考

48，476 葉書・ PC用紙

75，485 切手・理事会資料などの送料銀行の手数料も

含む

240，000 

1，194，165 会誌 No. 7 4 H 14.1 0月発行 No.75H15.3月発行

135，332 11 

81，000 内訳 (No.7434，000・No.7547，OOO)

82，793 第 77回理事会.九大 (H14年 10月 9，10日)

第 78回理事会.早大 (H15年 3月 18日)

150，000 第 45回討論会/九大の援助は H13年度中に支

払し、済。。
250，000 

18，960 H14.10月 賞状，メダル等

9，000 第 40回同位元素発表会共催負担金。。
38，721 

60，000 
15，750 紋吉田先生への献花代

3，247，261 

5，646，943 

(現金 8，336円 郵便貯金 7，336，769円 銀行預金 124，818円の合計額から学会基金積立額 4，222，662円を差

しヲ I~' た額)
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平成 13年度会計中間報告(平成 13年 8月 20日現在)

収入の部

項 目 予 算*

賛助会費 1，480，000 

個人会費 1，577，000 

雑収入 349，100 

銀行利子 1，000 

放射線化学会討論会費 774，438 

前年度繰越金 2，022，570 

ぷEヨ入 計 4，513，408 

支出の部

項 目 予 算*

事務費 300，000 

通信連絡費 300，000 

印刷費 1，500，000 

会議費 200，000 

会誌発行費 100，000 

放射線化学討論会援助 150，000 

応用シンポジウム援助 100，000 

放射線化学セミナー援助 100，000 

若手 ・夏の学校援助 200，000 

学会賞 70，000 

同位元素発表会分担金 9，000 

企画委員会経費 50，000 

将来構想委員会経費 50，000 

編集委員会経費 100，000 

ホームページ運営費 50，000 

予備費 100，000 

放射線化学討論会会費次年度繰越 774，438 

次年度繰越金 2，050，670 

メ仁hコ、 5十 4，513，408 

現預金残高 7，673，966円

(現金 0円郵便貯金 7，005，169円 銀 行 預 金 668，797円)

上記内学会基金積立分 4，222，662円

第 76号 (2003)

(単位:円)

収入状況 備 考

900，000 

1，405，595 

75，000 

12 

774，438 

1，201，070 

4，356，115 

(単位:円)

支出状況 備 考

95，905 

150，000 

250，000 

34，125 

9，000 

4，356，115 
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日本放射線化学会平成 14年度役員名簿

会 長 田川精一(阪大産研)

副会長 市川恒樹(北大院工)

勝村庸介(東大院工)

市川恒樹(北大院工)

勝村庸介(東大院工)

南波秀樹(原研高崎)

青木 康(住友重機)

阿部康夫(大阪府大先端研)

新井英彦(放振協)

飯沼恒一(東北大工)

石樽顕吉(埼玉工大)

小嶋拓治(原研高崎)

丑田公規(理研)

岡崎正治(産総研 ・中部)

嘉 悦 勲(近畿大理工)

加藤隆 二 (産総研)

河西俊 一 (原研関西)

熊 谷 純 (名大工)

河内宣之(東工大院理工)

高橋憲司(金沢工)

塩 谷 優(広大工)

柴田裕実 (東大原総セ/京大工)

新坂恭士(金沢工大工)

鈴木信 三 (都立大理)

鈴木健訓 (KEK)
渡辺 宏(原研高崎)

東京地区(東京大学原子力工学研究施設)

佐藤伸

田畑米穂(原子力システム研究懇話会)

常任理事

理

事

局

問

女
力

『ぜ
官

n』

監

事

顧

事

名誉会員 今村昌

近藤正春

編集委員会 委員長:平岡賢 三 (山梨大工)

駒口健治(広大院工)

田口光正(原研高崎)

丑田公規(理研)
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平岡賢 三 (山梨大工)

南波秀樹(原研高崎)

平岡賢 三 (山梨大工)

水津健一(日新ハイポル)

鷲尾方ー(早大理工総研)

砂川武義(福井工大)

住 吉 孝(北大工)

竹中康之(北教大)

辻 正治(九大機能研)

永石隆 二 (原研東海)

中川和道(神大発達)

中川清子(都立産研)

中村 一 隆(東工大セラミック研)

中山敏弘(京工繊大工芸)

西川 勝(神奈川工科大)

漬 義昌(早大理工総研)

藤原邦夫(荏原総研)

真嶋哲朗(阪大産研)

水津健 一 (日新ハイポル)

百瀬孝昌(京大理)

吉田陽一(阪大産研)

鷲尾方ー(早大理工総研)

長谷博友

旗野嘉彦

笛木賢 二

桜井洗

団野結文

月出 章 (高知医大)

中川清子(都立産研)

室屋裕佐(東大院工)

放射線化学



入退会希望者一覧

(平成 14年 9月 1日~平成 15年 7月31日)

メ』
ヱミ入

山内和也

吉田和宏

鶴和也

島田明彦

中野温朗

瀧上員知子

朝野護人

日向俊之
ー釣彰吾

栗林剛彦

笠原淳志

金子房恵

北田朋

紹 介者

神戸商船大学

日立化成工業(株)総合研究所

属所名氏会員番号

小嶋拓治

田川精一

回口光正

大島明博

大島明博

大島明博

鷲尾方一

中川和道

中川和道

中川和道

日本原子力研究所

大阪大学

日本原子力研究所

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

神戸大学大学院

神戸大学大学院

神戸大学大学院

530 

534 

535 

537 

538 

539 

531 

532 

533 

536 

540 

541 

542 

分区

正会員
11 

〆/

11 

ノノ

11 

学生会員
11 

11 

ノ〆

〆/

11 

11 

メL
Z三退

問

員

員

/

/

/

/

/

/

/

/

/

A

E

〆

会
N

H

N

H

H

H

H

N

H

H

/

ノ

〆

/

/

/

/

/

/

助

〆

/

/

/

顧

正

賛

考

退職

逝去

退職

移動

帰国

退職

退職

逝去

転勤

去
動
去

逝

異

逝

備

日本原子力研究所

明治大学

近畿大学

大阪府立先端科学研究所

三菱電機先端技術総合研究所

東京大学

属

日本原子力研究所

大阪大学

矢崎総業(株)

所名

吉田宏

宇田川昂

大道英樹

岡田正

重松友道

紺田勝久

清水治通

鈴木悦人

鈴木伸武

伊藤賢志

橋本昭司

仲尾廉

仲川勤

中山斌義
野田正治

贋田鋼蔵

福地雄士

古橋邦彦

堀井英雄

角田誠

呉国忠

関西電力株式会社

日新製鋼株式会社

旭化成株式会社

中国電力

日本電子株式会社

氏会員番号

415 

52 

64 

70 

86 

142 

173 

189 

193 

241 

248 

264 

265 

274 

286 

320 

325 

340 

344 

350 

485 

分区
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日本放射線化学会賛助会員

岩崎電気(株)

(株)電気興業

(株)英光社

関西ペイント(株)

(株)コーガアイソトーフ。

四国電力(株)

住友化学工業(株)

住友スリーエム(株)

住友電気工業(株)

ラジエ工業

原子燃料工業(株)

大日本インキ化学工業(株)

東京電力(株)

東北電力(株)

日新ハイボルテージ(株)

日本原子力研究所

ビームオペレーション(株)

古河電気工業(株)

(財)放射線利用振興協会

(株)ユアサコーポレーション

関西電力(株)
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