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ロシア連邦理論実験物理学研究所の V. M.ビャーコ
フ教授，S. V.ステパノフ博士の講義録を連載講座とし
て紹介する．連載第 4回は，電離粒子トラック内での
媒質の温度上昇と分子媒質のイオン化ポテンシャルに
ついて説明する．（全 5回の連載を予定）

1 電離粒子トラック内での媒質の温度上昇

1.1 スパーとイオン化円柱構造の温度上昇

凝縮相での電離粒子によるエネルギー損失効果の一
つは，運動している粒子に沿ったミクロな領域の局所
的な温度上昇である．物質に与えられたエネルギーの
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大部分は，イオン・電子対，電子励起および解離エネ
ルギーなどのポテンシャルエネルギーとして蓄積され
るが，数回の分子振動に要する時間が経過するとその
大部分は熱に変化する．
荷電粒子によって媒質に与えられたエネルギーが熱
に変化する時間スケールを考えてみよう．
電離粒子が媒質にエネルギー ΔE を与えるのに要
する最小の時間は不確定性関係 Δt ∼ �/ΔE から見積
もることができ，粒子がイオン化に必要な「典型的
な」エネルギー約 50 eV を与えるのに必要な時間は
Δt ≈ 6.6 × 10−16 eV/50 eV ≈ 10−17 sとなる．吸収され
たエネルギーがその後どのように変化していくかは
系に依存する．以下で我々は分子媒質について考察す
る．分子媒質でのエネルギー変換過程には多くの共通
点がある．
分子内電子遷移の時間 (10−16 s) では原子核は最初
の位置にとどまっているので*1，エネルギーは完全に
電子励起に集中している．この励起は移動して，より
多くの電子励起を含んだ別の状態への遷移を引き起こ
す．つまり，最初の強く励起された状態からより多く
のより弱い励起を含んだ別の状態へと変化する．
この間 (< 10−15 s)の電子励起エネルギーの変化は媒
質を構成する分子と集合状態に依存する．たとえば，
最初少数の励起に集中していたエネルギーが移動する
距離は結晶物質では液体に比べてずっと長いだろう．
このような励起によってもたらされる過程もまた異
なってくる．原子核の振動の周期より短い時間の間で
は，エネルギーのほとんどは振動には変化できない．
ところが，もっと長い時間ではエネルギーの大部分は
振動エネルギーとなるだろう．
液化した希ガスでは，振動と回転の自由度が存在し

*1 フランク・コンドンの原理（本連載講座第 5回）
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ない．そのため，原子の電離あるいは励起に費やされ
たエネルギーの熱への転換は容易ではなく，分子液体
と比べてずっと長い時間を要する．励起エネルギーの
一部は光として放出され，一部は伝熱で失われる．こ
のことは純粋のキセノンを使った泡箱において電離粒
子の飛跡が観測できないことから確かめられる．もし
キセノンにごくわずかの量の大きな振動自由度をもつ
分子（たとえば，1%のエチレン）を加えれば，電離粒
子の飛跡は容易に観測される．添加分子は発光を消光
させ，さらに非電離電子の熱化距離を減少させ，励起
エネルギーの移動を妨害する．エチレン分子は電子と
結合して，泡の形成を手助けする．
原子の動きに必要な振動の周期の何倍かの時間

(∼1 ps) が経過すると，温度分布 T (r, t) の始まりを
議論することができる．このとき，もちろん，エネル
ギーの大部分は，それ以前と同様に，電子励起と再結
合していないイオン・電子対として蓄えられている．
このエネルギーは，それ以降の熱放出源となる．
トラックの構成要素（スパー，ブロッブ，イオン化

の円柱構造）に放出される熱量 Q は δ 電子の初期エ
ネルギー ε に比例すると仮定するのが実際的である．
つまり，Q = βε．ここで係数 β は再結合過程がどの
くらいこの速い熱放出に寄与するかに依存する．電子
励起に費やされたエネルギーと電離に費やされたエネ
ルギーが大体同じであれば，ピコ秒時間領域における
発光（再結合）収率は数パーセントをこえないので，
β ≈ 0.5となる．
熱電子と親イオンとの再結合で放出されるエネル

ギーは近くにある分子の振動自由度の励起に使われ
る．イオン・電子再結合に先行する非電離電子の熱化
時間は短く，≤ 0.1 psである（本連載講座第 3回）．この
間に電子は距離 τ∗ ∼ Rth，つまり，数 10 Å移動する．こ
れは，電気引力エネルギーが電子の熱エネルギーと等
しくなるクーロン力作用半径 rc = e2/(ε∞kBT ) ≈ 300 Å
（高周波誘電率は ε∞ ≈ 2）と比べてずっと小さい．この
ため，再結合時間 trec は，

∫ r∗
0
dr/v(r)として見積もるこ

とができる．ここで，v(r) = μe/(εr2)は親イオンのクー
ロン場の存在下での熱電子の移動速度，μはアインシュ
タインの関係 D = μkBT/eにより拡散係数に関係づけ
られる電子の移動度である．D ≈ �/(6me) ≈ 0.1 cm2/s
とすれば，trec = r3∗(3Drc) ≈ 0.1 psが得られるが，これ
は多くの分子液体に対する特徴的な値である．
こうして，初期温度とその空間分布はトラック内電

子の熱化領域によって決められる．球形のスパーにお
いてもイオン化の円柱構造においても，初期加熱がガ
ウス関数で表されるとする．

T (r, 0) − T0 = ΔT · exp(−r2/a2), ΔT = Q
π3/2a3ρcp

(1)

T (r⊥, 0) − T0 = ΔT · exp(−r2⊥/b2), ΔT =
Q

πb2Lρcp
(2)

ここで，rと r⊥ は，それぞれ，スパーの中心および円
筒トラックの軸からの距離で，aと bはこれらの特徴
的な半径である．
ピコ秒の時間間隔経過後，球状スパー（ブロッブ）
と円筒形トラック内の温度が巨視的な熱伝導方程式に
したがうものと仮定しよう．

∂T (r, t)
∂t

= DT

(
∂2T
∂r2
+
2
r
∂T
∂r

)
(3)

∂T (r⊥, t)
∂t

= DT

(
∂2T

∂r2⊥
+
1
r⊥
∂T
∂r⊥

)

ここに含まれている温度伝導率 DT は熱伝導率 χ，熱
容量 cp，密度 ρと次の関係にある．

DT =
χ

cpρ
(4)

大部分の液体に対して，DT は 10−3 cm2/sのオーダー
であり，温度に依存する．しかし，今後，温度依存性
は考慮しないことにする．
球形のスパー（ブロッブ）および長さが Lの円筒形
のトラックに熱がQ放出された際の媒質の任意の点に
おける方程式 (3)の解は次のようになる．初期条件は，
t = 0で温度 T0である．

T (r, t) − T0 = ΔT exp[−r
2/(a2 + 4DTt)]

(1 + 4DTt/a2)3/2
, ΔT =

Q
π3/2a3ρcp

(5)

T (r⊥, t) − T0 = ΔT exp[−r
2⊥/(b2 + 4DTt)]

1 + 4DTt/b2
, ΔT =

Q
πb2Lρcp

(6)

温度の上昇は半径
√
4DTt 程度の球あるいは円筒内

部で生じることは明らかである．スパー内の温度は中
心で最大であり，t−3/2 に比例して時間とともに低下す
る．円筒トラックでは，温度は軸で最大であり，t−1 で
減少する．
中心から距離 rの任意の点において，温度は最初上
昇し，時間 tmax で最大値 Tmax をとり，その後減少す
る．tmax の大きさは次の条件から見出される．
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∂T (r, t)/∂t = 0 (7)

この条件は r >> aとすれば，6DTtmax = r2 を与える．
この結果を (5)に代入すると，ブロッブ（スパー）の
中心から距離 rの点における最大の温度上昇が

Tmax − T0 ≡ T (r, tmax) − T0 = Q
ρcp

(
3
2π

)3/2 1
e3/2r3

(8)

となる．もし何らかの物理化学過程（固溶体の無秩序
化や局所濃度の均一化など）が一定の温度上昇を要求
する場合は，(8) からこのような温度上昇が起こる球
状の領域の大きさを決定することができる．
水中でエネルギー 100 eV の電子によって生じる

スパーの半径が 30 Åとすれば，最大の温度上昇は約
30 °Cとなる．(5)から温度低下の時定数は a2/(4DT) ≈
9×10−14/(4×10−3) ≈ 20 psとなる．このように，スパー
温度は 100 ps以内の時間で最初の温度に回復する．
α 粒子，とりわけ，核分裂片のように LET がより

大きい放射線では，状況が変わる．これらの粒子のト
ラックは孤立したスパーではなく，電離と励起が連続
した円柱構造である．円柱構造内の初期温度上昇は非
常に大きいが，球対称ではなく円筒対象であるため，
温度低下はゆっくりしている．その結果，目に見える
熱効果が生じる．たとえば，エネルギー Q = 6 MeV

で LET ≈ 10 eV/Åの α粒子が水中を運動しているとし
よう．この α粒子の走行距離は，L ≈ 4 × 10−3 cmであ
る．トラックの半径 bが 30 Åに等しいとすれば，水の
初期温度上昇は

ΔT =
Q

πb2Lρcp
≈ 200 °C

となる．この温度上昇は 300 ps–400 ps 経過後にはな
くなる．

1.2 金属および半導体における高速中性子と加速イ
オンによる熱効果

放射線の作用による固体の構造と性質の変化は，最
初の原子炉の建設以来，多くの関心を集めてきた．
高速中性子の減速では，中性子自身の運動エネル

ギーは原子核に与えられる．最も起こりやすい過程は
高速中性子の弾性散乱である．原子核に与えられるエ
ネルギーは，ゼロから

εmaxA =
4mnMA

(mn + MA)2
Wn (9)

までの範囲にある．ここで，mn は中性子の質量，Wn

はその運動エネルギーである．中性子の散乱を等方的
とみなせば，0から εmaxA までのすべてのエネルギーに
対して散乱確率は同じになり，散乱によって与えられ
る平均エネルギーは

ε̄A = ε
max
A /2 (10)

となる．ウランの核分裂で生成する中性子の平均エネ
ルギーがWn = 2 MeVであるとすれば，原子核の平均
反跳エネルギーは

ε̄A ≈ 4A
(1 + A)2

· Wn

2
≈ 4
A
MeV (11)

となる．ここで Aは核内の核子の数である．通常，反
跳原子核は自身がもっていた「電子殻」の一部しか持
ち去らない．たとえば，水およびその他の水素を含む
物質中で高速中性子が衝突を起こすと反跳水素原子で
なく反跳陽子が生成する．
中性子の散乱の最初の事象で結晶原子の一つに与
えられるエネルギーは，その後は多くの原子に再配分
される．最初にエネルギーが与えられた場所の周囲の
ナノ領域においては，高い温度までの急速な温度上昇
が生じる．もし，最初の励起が結晶格子からあまり多
くない数の原子だけをたたき出す場合，このような領
域は熱スパイクと呼ばれる．最初に与えられたエネル
ギーが非常に大きく，スパイクの中の大多数の原子が
自身の結晶格子から変位し，この領域内を移動する場
合，変位スパイクが生じる．
スパイクモデルによれば，格子原子に与えられるエ
ネルギー Q は，その後，熱に転換され，熱は熱伝導
の古典理論にしたがって広がっていく．古典理論の適
用はおそらくいつも正しいわけではない（スパイク中
では温度によって特徴づけられる平衡分布に到達し
ない）が，少なくとも最初の反跳原子へのエネルギー
の付与に続く過程の定性的なイメージの構築は可能に
する．
誘電体と異なり，半導体と金属の熱伝導は結晶格
子による熱伝導と伝導帯の電子による熱伝導の和で
ある．
図 1 に，銅中に生じる典型的な球状の熱スパイク
内の種々の時間における温度分布が示されている．ス
パイクの源は初期エネルギー 300 eV でたたき出され
た原子である．このエネルギーのほとんどすべては格
子振動に変わる．このような原子の走行距離は原子番
号に依存して，10 Åから 100 Åまで変化する．銅中で
は，エネルギー 300 eVは直径 30 Åの球状領域を融点
(1086 °C) まで加熱するのに十分である．このような
領域は，約 1000個の原子を含む．この領域では，球
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t=3 ・ 10-11

t=4・ 10-11

t=∞

図 1 典型的な熱スパイクにおける種々の
時間における温度分布．銅を対象として設
定された DT = 0.001 cm2/s，Q = 300 eV，
ρ = 9 g/cm3，cp = 0.4 J/kg/K を用いて (5)に
より得られた結果．

状のホットなスパイクが r2/(4DT) = 5 × 10−12 s程度の
時間存在するだろう．この時間は原子振動の 30周期
に等しく，局所的な温度上昇という考えが正当化され
る．「物質が融点まで加熱される」との見解は，熱励起
の早い段階を特徴づけるものであり，必ずしも物質が
本来の液体の非晶構造となることを意味しない．この
領域に関する限り，温度は急激に上昇し，周囲の影響
も同様であり，この領域内の物質の状態は，スパイク
の中心部では本当の融解が起こるであろうが，おそら
く，加熱固体により近い．
スパイクの拡張とともに，冷却が始まる．自身の生

成から 20 ps後には，スパイクの直径は 60 Åに達し，そ
の内部の平均温度は 150 °Cまで低下する．このため，
スパイク冷却のその後は興味のあるものではない．こ
うして，典型的なスパイクの継続時間は 10 psであり，
103個の原子を含む領域は融点まで温度が上昇する．
軽金属では，はじき出された原子は十分大きなエネ

ルギーをもち，近接原子との弾性衝突の間比較的長距
離動く．したがって，上で述べたような個別の球状の
スパイクの発生源となる．重金属の中性子照射で生成
する大きなエネルギーをもつ反跳原子は，互いに接近
した衝突を起こす．はじき出しで生じた原子は，1 Å
進むごとに一から数 100 eVのエネルギーを失い，その
ため，円筒型の温度スパイクを生じさせる．発生から
1 ps経過後のこのような典型的なスパイクは約 1000 Å
の長さと約 25 Åの直径をもつ．この領域内の物質は
平均して 1000 °Cまで温度が上昇するだろう．
ウランの中を運動する核分裂片は，異常に大きな温
度スパイクを形成する．エネルギー 100 MeV の分裂
片は約 4 × 10−4 cm の走行距離をもつ．このような分
裂片がこの飛跡に沿って自身のエネルギーを均等に失
い，すべての電子励起がこのスパイク内の熱格子振動
に変化するならば，長さ 4 × 104 Åで半径 100 Åの円筒
形の領域が約 4000 °Cまで加熱されることになる．
温度スパイクによって生じる効果として，局所的な
加熱による拡散や相変化などの過程の活性化が観測さ
れている．

2 分子間相互作用とイオン化ポテンシャル

媒質分子のイオン化ポテンシャルは放射線分解の初
期生成物と中間生成物に非常に大きく影響する．液相
中の分子のイオン化ポテンシャル ILは，同じ分子の気
相中のイオン化ポテンシャル IG に比べて小さいこと
が実験的に示されている．文献では，IL と IG を結び
つける次の式が導かれている．

IL ≈ I′L ≡ IG −
(
1 − 1
ε∞

)
e2

2RM
+ V0 (12)

ここで，RMは，通常，媒質のそれぞれの分子の平均サ
イズに相当する球の半径である．

PM+ = −
(
1 − 1
ε∞

)
e2

2RM
(13)

の項はイオンの周りでの媒質の電子分極に起因する電
場のエネルギー変化を考慮したものである．また，V0
は真空中（気相中）で静止している電子を液体に移し，
さらに，液体中で疑似自由状態とするために必要なエ
ネルギーである*2．
(12)は図 2のボルンサイクルを考えることにより得

*2 擬似自由電子 (quasi-free electron) は媒質中を熱速度で運動す
る．擬似自由電子は媒質の電子分極を生じさせるが，媒質分
子の配向を変化させることはない．
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られる．

M+・

V0

M+・

IG

IL

気体

液体

M

M

ΔGvap -|PM+|-ΔGvap

e-

eqf
-

+

+

図 2 ボルンサイクル．qf-e− は疑似自由電
子を意味する．

ここで，ΔGvap は分子 M の蒸発熱である．イオン
M+ を液体に入れる際に放出されるエネルギーは分極
相互作用のエネルギー PM+ と凝集エネルギーからな
る．このうち後者のエネルギーは分子M の蒸発熱の
符号を変えたものに等しい．
多くの化合物について (12)から計算された I′L の値

と液相中で測定されたイオン化ポテンシャル IexpL が
図 3で比較されている．表 1，図 3 に示された二つの
値は互いにかなりよく相関しているが，ほとんどすべ
ての場合において，IexpL は (12) から計算された I′L に
比べて有意に小さい．分子液体ではこの差は約 0.5 eV

であるが，液化した希ガスでは 1 eVに達する．
しかし，液体媒質中では分子間の平均距離が原則と

して結晶より大きいということに注目すると，実験値
と計算値の一致がよくなる．液体中で液体粒子が存在
するポテンシャルくぼみの形は結晶とは本質的に異
なっている（図 4）．結晶中では，粒子の平均的な位置
がその隣接分子の間にあるときが最も有利な配置であ
る（二つの粒子（分子）間の粒子（分子）がたまたま
片方の粒子の方向に動いたとすると元の位置に引き戻
すように力が働く）のに対し，液体では分子をポテン
シャルの一つのくぼみの方向に押しやる力が働き，二
量体が形成される．この際，残った方のくぼみは空に
なる．この結果，多くの液体で分子は集合体（クラス
ター）を形成する傾向をもつ．
こうして，それぞれの液体分子は大部分の時間をそ

の周囲にある一つあるいはいくつかの分子のすぐ近
くで過ごすことになる．このため，液体分子では，原
則として，個別分子としてではなく，集合体分子 Mn

(n = 2, 3, 4 . . . ) としてイオン化する．イオン化の際，
弱いファンデルワールス結合がイオンM+ と周囲のよ
り強力な相互作用により強められる．

M+ +M −→ M+2
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図 3 種々の液体のイオン化ポテンシャルの
実験値 IexpL と理論的計算値（(12)による．○
で示されている．）および I′′L（(15) による．
●で示されている．）の比較．1: トルエン，
2: テトラメチルシラン，3: 2,2,4–トリメチル
ペンタン，4: シクロヘキサン，5: 2,2–ジメチ
ルブタン，6: 2,2–ジメチルプロパン，7: n–ヘ
キサン，8: シクロペンタン，9: n–ペンタン，
10: 水，11: キセノン，12: クリプトン，13: ア
ルゴン，14: ベンゼン．大きさの比較の便宜
のため，直線は 45度の傾きで引かれている．

この反応には電子殻の再配列のみが必要なため，イ
オン化による電子のたたき出しと実際上同時に反応が
起こる．このような液相でのイオン化の特殊性は (12)

ではまったく考慮されていない．この式では，M+ と
媒質との相互作用は溶媒和エネルギー PM+ を通して
のみ考慮されている．実際には，集合体 Mn に入って
いる分子がイオン化する際，集合体内では電子の再
配列がすばやく起こる．これは，しばしば，イオン化
で生じる局所的な電子密度の減少を補償する．エネル
ギー的に有利なため，この過程は I′Lを付加的に減少さ
せる．
上で (12)の導出に用いたものと類似であるが個別分
子 M の代わりに n 個の分子からなる集合体Mn を含
むボルンサイクルを考えよう．最初に電荷をもたない
集合体 Mn を，集合体全体としての蒸発熱 ΔGvap(Mn)

を使って気相に移す．そして，エネルギー D(Mn)を与
えて集合体を個別分子に分解する．さらに分解された
集合体の分子の一つをエネルギー IG を使ってイオン
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表 1 液相のイオン化ポテンシャルの計算値 (I′L と I′′L )と測定値 (IexpG )の比較．RWS は分子のウィ
グナー・サイツセル半径（本連載講座第 3回）．

化合物 M ρ ε∞ V0 RWS IexpG IexpL I′L I′′L
(g/mol) (g/cm3) (eV) (Å) (eV) (eV) (eV) (eV)

ベンゼン 78.12 0.879 2.03 -0.5 – -0.14 3.28 9.24 7.1 7, 6–8

トルエン 92 0.866 2.38 -0.22 4.23 8.82 7.75 7.61

テトラメチルシラン 88.23 0.64 1.92 -0.55 3.8 9.79 8.05 8.33

イソオクタン 114.24 0.692 1.95 -0.35 4.03 9.86 8.38 8.84

シクロヘキサン 84 0.779 2.08 0.01 3.5 9.88 8.43 8.86

2,2–ジメチルブタン 86.17 0.649 1.89 -0.25 3.75 10.06 8.49 8.91

ネオペンタン 72.5 0.614 1.82 -0.43 3.6 10.35 8.55 9.03

n–ヘキサン 86 0.66 1.89 0.02 3.73 10.18 8.7 9.27

シクロペンタン 70 0.751 1.97 -0.17 3.34 10.53 8.8 9.28

n–ペンタン 72 0.626 1.85 0.01 3.56 10.35 8.86 9.43

水 18 1 1.8 -1.3 1.93 12.56 8.76 9.6 8.2

キセノン 131.3 3.06 1.93 -0.01 2.57 12.1 8.4–9.2 10.14 9.1

クリプトン 83.8 2.371 1.63 -0.45 2.41 14 10.5–11 12.4 11.3

アルゴン 39.94 1.374 1.5 -0.2 2.26 15.8 12.7–13.4 14.54 13.2

(b)(a)
≈10-2 eV

図 4 結晶中 (a)と液体中 (b)のイオン，分子
に対するポテンシャルくぼみ．

化し，それから帯電した集合体M+n を生成させる．こ
のとき，会合エネルギー D(M+n ) が放出される．最後
にM+n とたたき出された電子を液体に入れる．このと
き，電子は液体中で擬似自由状態をとるようにする．

この段階で，集合体 M+n（全体として）の凝縮熱が放
出されるが，これは帯電していない集合体の蒸発熱
ΔGvap(Mn) と絶対値が近い．M+n 周囲の電場のエネル
ギーが変化し，さらに，液体に電子を入れるには仕事
V0が必要である．結局，全体のエネルギー収支から

I′′L = IG −
[
D(M+n ) − D(Mn)

] −
(
1 − 1
ε∞

)
e2

2RMn

+ V0 (14)

となる．ここで，RMn ≈ n1/3 で RMn は集合体M+n の半
径である．
集合体に含まれる粒子の数の分布関数と集合体の形
成の際に放出される会合エネルギーが不明なので，こ
こでは集合体が二つの分子M2 からなるとみなした二
量体近似に甘んじることにする．このアプローチの
利点は，既知のダイマーの会合エネルギー D(M2) と
D(M+2 ) の値を用いることができる場合があることに
ある．
原則として，イオンM+2 の会合エネルギー D(M+2 )は
本質的に二量体のファンデルワールス結合の切断エネ
ルギー D(M2) より大きい．つまり，D+2 >> D2．これ
は，二量体 M2 のイオン化エネルギー I(M2)がひとつ
の分子Mのイオン化エネルギー I(M)に比べて小さい
ことを意味する．実際，異なった経路をとるイオン化
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と会合の二つの過程

M2 −→ M+2 + e
− −→ M +M+ + e−

M2 −→ M +M −→ M +M+ + e−

においてエネルギーの消費が等しいという条件から，
I(M2) + D(M+2 ) = D(M2) + I(M)となる．これから，

I(M2) = I(M) − [
D(M+2 ) − D(M2)

]
となる．こうして，液相に存在する二量体分子のイオ
ン化ポテンシャルに関する次の式が得られる．

I′′L −IG = −
[
D(M+2 ) − D(M2)

]−
(
1 − 1
ε∞

)
e2

2RM2

+V0 (15)

ここで，加数 −(1 − ε−1∞ )e2/(2RM2)はイオンM+2 による
媒質の分極エネルギーを意味する．
(15)の右側の部分のすべての項の絶対値は同じくら

いである．D(M+2 ) と D(M2) の値は，表 2 に示されて
いる比較的少数の化合物については既知である．これ
らは，基本的には，希ガスのファンデルワールス分子
である．
図 3から，イオン化ポテンシャルの実測値と (15)で

計算されたものとの一致が十分満足できるものである
ことがわかる．これは，液体中にイオンM+2 における
M+ とM間距離に近いイオン集合体が存在しているこ
との一つの現われである．

表 2 分子の二量体形成エネルギーと気体，
液体，結晶状態におけるイオン化ポテンシャ
ルの実験値（それぞれ，IexpG ，I

exp
L ，I

exp
S ）の値．

IexpG IexpL IexpS D(M+2 ) D(M2)

Ar 15.8 13.4, 12.7 14.3 1.33 0.013

Kr 14.9 11.0, 10.5 11.67 1.15 0.016

Xe 12.1 9.22, 8.4 9.27 1.03 0.024

H2O 12.6 8.76 1.6 0.2

C6H6 9.24 7.1 0.74

得られた結果から，別の化合物についても実験的な
イオン化ポテンシャルと (12)で計算されたものとの差
異 IexpL はイオン M+2 の結合エネルギー D+2 程度である
と考えられる．多くの化合物について後者の量は不明
であるので，(12)をその見積もりに用いることができ
る．図 3 の大部分の分子についての IexpL と I′L の比較
から，D(M+2 ) − D(M2)は 0.1 eVの数倍程度（大きくて

も 0.5 eV）であることがわかる．これらの値がもっと
もらしいことは，まったく別の考察で得られた D(M+2 )

の水 (1.6 eV)とピレン (≈0.4 eV)分子についての値か
らわかる．
上で行った考察から分子M からなる液体に入れら
れた異種分子 Sのイオン化ポテンシャル IL(S)に対す
る表式を得ることができる．この場合二量体M2 に加
えて二量体 SMも生じ，媒質中での SMのイオン化に
よってイオン (SM)+ が形成される．この場合 (15) は
次の形になる．

IL(S) = IG(S)− [
D(SM)+ − D(SM)]−

(
1 − 1
ε∞

)
e2

2RSM
+V0

(16)
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図 5 異なる集合状態での希ガス原子のイオ
ン化ポテンシャル．

ここで述べた考え方の利点を示す一つの例は異なっ
た集合状態にある希ガスのイオン化ポテンシャルの比
較である（図 5）．すべての場合において，気体状態
から結晶状態に移ることによってイオン化ポテンシャ
ルが低下し，液体になるとさらに減少する．このよう
な変化は，結晶状態では集合体の形成が起こらないこ
とから，上で得られた結論と完全に一致する．ところ
が，液相においても集合体の形成が生じない場合もあ
る．おそらくこの例はトルエンで，I′L ≈ IexpL である．
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図 6 原著者近影．左：ビャーコフ氏，右：
ステパノフ氏．
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