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放射線化学の立 場

...放射線化学は，今から35年ほど前に，天然放射性元

緊，特にラジウムの子元素である ラドンの放出する放射

線の化学作用に関連して生まれたものである。ラドンは

よく知られているように，気体の元素であり，そして，

α線を放出するo したがって，このラドンを，いろいろ

な気体に混ぜ，その放出する α線によって，どのような

化学変化が起こるかを研究するものであったo そして，

との方面の開拓者が，ベルギーの Mund氏とアメリカ

の Lind氏の両氏であったととも，よく知られていると

おりであるoMund 氏は 10年ほど前に， ベルギーの

Louvain大学を訪れたときにお目にかかり，お話をうか

がうことができたが，その次に 5年ほど前に，再びヨー

ロッパを訪れたときには，すでに他界しておられたo

Lind氏には，遂にお目にかかる機会を得なかったが，昨

年オーグリッジで事故死されたことを雑誌で知り，感慨

に耐えないものがある。

もっとも，このようにして， Mund氏やLind 氏に

よって創められた放射線化学は， 当時は放射化学 (Ra-

iochemistry) と呼ばれていた。それが，現在のように

放射線化学(RadiationChemistry)と呼ばれるよ うにな

ったのは，第二次大戦末期に， 原子炉が発明されたとき

からのことであって，アメリカの Burton氏などの発案

ではないかと臆測しているo

そもそも，化学という学問は，物質の化学変化を研究

するものであるから， 最初は，その対象とする物質が何

であるかによって分類されたのは当然であるo無機化学

と有機化学との区別がそれである。しかし，その後，一

般に化学変化が起こるためには，それが吸熱反応である

と発熱反応であるとにかかわらず，はじめに，なにがし

かのエネルギーを，外から注ぎこんでやらなければなら

メ与、
A 長 千谷利 一

ないことが，理論的にも実験的にもわかり，このエネル

ギーが，どのような形のものであるかによる分類も，行

われるようになった。熱化学，電気化学および光化学な

どの区別がそれである。また，このようにして，化学が

発達するとともに，その研究の対象とする(エネルギー

をも含めた)物質系による分類もおこってきた。生物化

学，地球化学，穆質化学および高分子化学などの分類が

それであり，分析化学も，この範ちゅうに属しているも

のと思われる。

放射線化学が，以上に記した分類の中で，第二種のエ

ネルギーを対象とするものであることは，論をまたな

い。とすると，放射線化学の対象とする物質あるいは物

質系は，上に記した分類の第一種および第三種のすべて

にわたるということになるo放射線化学の内容が，いか

に多岐にわたり，かつ広汎なものであるかということ

は，このことからわかる と思うのである。

なお，放射線化学の対象とするものの中には r線の

ような電磁波があるので，光化学の親戚筋のように扱っ

ている向きもあるようであるが，筆者はそうは思わな

い。 筆者はむしろ，放射線化学の生立ちゃ，放射化学が

放射線化学となったいきさつからみても明かなように，

放射線化学と切っても切れない密接な間柄にあるのは，

同位体の化学，特に放射性同位体の化学であると思うの

であるが，これらのことについては，他日また稿を改め

て論じたいと思っている。
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学会の発足まで

昭和40年11月13日，わが国における放射線化学研究者

の組織として，日本放射線化学会が発足いたしました。

とのたび会報“放射線化学"創刊号を発刊するにあた

り， 学会成立にいたるまでの経緯を記録しておくこと に

なり ，設立準備委員の一人として，それを引受けること

になりましたo

放射線化学研究者の組織化の問題は，既に数年前から

懸案になっており ，機会あるごとにその問題が論議され

て参りましたo岡村先生始め京大の皆さん，原研高崎研

究所の皆さんのご努力で，研究者名簿，論文リ.ス トなど

の作成も進められてきましたo このように研究者の組織

化が要望されたのにはいろいろの理由があります。わが

国における放射線化学研究者は相当の多数にのぼり ，そ

れぞれの関係分野で学会に加入し， 活躍しておら れ ま

す。しかし放射線化学研究者の統一的な母体がな いた

め，相互の密接な連絡を欠く うちみがありました。また

それぞれの学会においても，放射線化学の関係は，継子

扱いとはいわないまでも，主要領域からはずされる傾向

があり，いろいろと不合理を生じました。たとえば学術

会議において，放射線利用の将来計画が検討されるよ う

な場合でも， 各学会からの答申に放射線化学の影が薄く

なり，その実状が正しく 反映されないというよう な心配

もありました。 また海外の学会，研究者などからの連絡

も，その母体がないために肝心の放射線化学研究者に届

かなかったり，よし個人的に届いたとしても，研究者に

広く周知できないなどのう らみがありました。

乙のような点を改善するためいろいろの方法が検討さ

れましたo たとえば既存の関係学会にまとまって加入

し，そこに放射線化学の統一的な場をつくると とも考え

られ，二三の学会について，その可能性が検討されまし

た。しかし現時点においては，その方法もあまり実現性

がないという結論になりました。

以上のような状況のもとに，昨年 5月大阪において関

かれた連絡会において，放射線化学独自の組織を作るよ

う積極的に努力しようということになりましたoそして

関東，関西それぞれに設立準備委員会をもって検討を重

ね，また数度にわたって中京地区からも代表者にご出席

頂いて，全体の連絡会議をもち，学会成立の運びとなっ

た次第であります。その問準備の過程において，いろい

ろ問題がありました。学会の将来のためにも無駄ではな

いと思われますので， 問題の要点を記しておくこ とにし

ます。

まず第一に学会の範囲が問題となりました。放射線照

射を単に手段として利用するような領域は除いて，純粋

な放射線化学に限るべきだとする意見，範囲を うんと広

くし，放射線に関係する物理，化学，生物などまで広く

包含し，と くに物理を強く打出したいという意見など，

いろいろあって検討されましたD 結論として，放射線化

学は，いわゆる化学ヤの化学といったものとは趣きを異

にするものであり ，たとえば初期過程などにおいては，

重要な物理の領域を包含し，また生物作用などとも密接

に関係すべきものである として， “放射線化学に関する

物理，化学および関連分野"というととに落付いた次第

であります。

つぎに組織の名称が問題となり，学会尚早論も出ま し

た。 いま学会を作って，数百名の会員がえられたとして

も，論文集を発行するなど，通念としての学会らしい活

動をすると とが容易でないことは確かであり ，特に業界

が放射線化学に対して幾分消極的な姿勢を示している現

在では，その大きな協力を期待できないといった事情も

考慮されま した。しかしいまさら研究会でもな かろう

し，他に適当な名称も見出せないので， 多少無理でもと

もかく学会として発足し，次第にこれを盛り上げ，発展

させていこうというととになりました。

業界との関係がどのようになるかということも論議さ

れました。 原産との関係はどうなるか，業界からの学会

加入はどうか， 業界から役員に入って貰うべきではない

か，などいろいろ検討されました。業界における原子力

関係の中核として原子力産業会議があり，放射線化学の

関係でも，委員会，研究会などをもって活動していま

す。しかし原産の活動はどちらかと いえば実用化に重点

をおいた活動であり， 学会はその実用化を生み出すため

の，基礎からの巧み上げを担当すべきものであるとすれ

ば，学会の活動は原産のそれと抵触するどころか，両者

協力してますますその成果が期待できると考えられ，

く業界の研究者にも学会に加入して貰 うべきは当然で

るということになりましたo業界からも学会役員に入っ

て頂き，また賛助会員として， 業界の援助をうけること

も当然期待されるととろでありますが，まず小じんまり

と出発し，だんだんと形を整え，業界の協力もえて，徐

々に学会らしい学会に発展させていくことになりまし

7こD

以上学会成立までの経過のあらましを記しました。 と

もかく放射線化学者の統一的な場としての学会が成立致

しました。小さくても実のある学会に育っていくことが

期待されます。

(飯塚義助)
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オン重合機構放射線イ

誠村岡

察からスタートして ， カチオン ・ ラジカ Jレ (M~ )と電

子 (e)による開始機構と，カチオン (M+)，アニオン

(M一)およびラジカ Jレ(M・)による生長機構とに分けて吟

味し，従来の報告にある実験結果を整理して見たいと思

つ。

まず(3)と(4)との競争反応で(4)が優先する条件を与える

とカチオン重合の可能性が生じるo電子に対する(3)と(5)

の競争反応で(5)が優先すると(6)を経てアニオン重合の可

能性がでる。いずれの場合にもラジカル重合の可能性が

常に随伴するo またアニオン重合の場合の方がカチオ ン

重合より反応過程が1つ長いという特徴が見られる。こ

のよ うな点を中心として重合機構を考察するo

2. 溶剤の効果

放射線イオン重合が最初に確実な実験事実として認め

られたのはイソプテンの低温重合であったυ。このモノ

マーは普通にはラジカル重合せずカチオン重合のみをす

ることが触媒重合の実験から確かめられているo従って

イソプテンを重合せ しめた放射線重合はとの場合カチオ

ン機構と考えざるを得ない。

このような特殊なそノマーの場合でなく普通のピニル

そノマーの放射線重合でイオ ン重合が確認され始めたの

はハロゲン化炭化水素を溶剤とするスチ レンの低温放射

線重合の場合であった。

すなわち我々の研究室で二見2) はスチレンの二塩化メ

チレン中における ー780Cの γ線溶液重合が重合動力学

的に均一カチオン触媒重合と全く同様の挙動を示すこ と

を認め，さらにスチレン+メタグリル酸メチル，および

スチレン+Pーメトキシスチレンの共重合でもこ の場合

の共重合物組成がカチオン触媒によって得られたものと

実験誤差以内に一致するこ とを認めたo

1 . 要 旨

そノ マーに放射線を照射すると丁度触媒を加えて加熱

・した時と外観同じように重合する口この場合の挙動がラ

ジカル触媒を加えて起こる重合のそれに近いので放射線

重合はすべてラジカル重合機構で進行するものと考えら

れていた。そして多数のそノマーについて色々の重合条

件での実験が行われたロ特にカチオン重合でよく使用さ

れている種類の溶剤を使うとか，或は特別に低温の状態

で行われた重合実験結果には簡単にラジカル重合機構で

は説明できない挙動のあると とも認められてきた。

最近では放射線重合でも触媒カチオン重合やアニオシ

重合に非常に近い挙動を示す場合のあるこ とが確認され

ている。そとで現在では放射線ラジカル重合や放射線イ

オン重合がそれぞれの触媒重合とどの程度まで同じで，

またどの点が異っているかという詳しい反応機構の相異

を吟味する段階にまで立ち至ったのである。一般に多く

重合実験から考えて放射線重合の特徴はまず重合の開

始段階に在るであろ うといわれているo

モノマーに放射線が照射されると次のような色々の反

応が起って重合の開始段階 となっている。

M ーム~、→ M:+ e 

M 一~~→ M寧
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M~ + M →M+ + M・
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ここでは放射線イオン重合の特徴を上の 8つの式の考
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まず動力学的考察に用いられた実験結果の主要部分を

図示すると図-1の通 りである。
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図-1 塩化メチレンスチレン溶液 (03:1容積比，・5: 1 11 ， 09: 1 11 ) の低温(-780 

C)放射綜重合

図-1でわかるように重合速度は線量率の1次に比例し，

生成ポリスチレンの平均重合度は線量率に無関係に一定

に近いラジカル重合ではそれぞれ+0.5および-0.5乗に

比例する筈であるo また触媒イオン重合では一分子停止

反応が仮定されるので実験事実としてはそれぞれ+1. 0 

および O乗に比例する例が多い。 従って図示された実験

結果は，このような意味でイオン重合機構を仮定する

ととによっ て無理な く説明されるこ とになるo

次に表ー1にはスチレンと pーメトキシスチレンとの二

塩化メチレン溶液中での低温放射線共重合結果が示され

ている。

表ー1塩化メチレン溶液放射線共重合

(St: MeOSt=3 : 1 Monomer: MeCJ2=1 : 3) 

重合温度(OC) I 150C -780C 

C (%) 86.86 87.15 78.80 78.62 

H (μ) 7.785 7.845 7.675 7.59 

Cl (ガ) 1. 85 2.30 

共重合物中2ス |
チレンモル

75 <1 

重合が起っ ているものと推定されるo

ハロゲ ン化炭化水素を溶剤に使用したスチレンの低温

放射線重合でカチオン重合機構が起っているら しいこと

はほとんど同時に Chapiro3)(二塩化エタン)， および

Abkin4) (塩化エチル)の所でも認められているD

ただ、しその反応機構の詳しい研究はなかったが，共通

の溶剤がハロゲン化炭化水素であるこ とから考えて放射

線分解で生成する可能性の多いハロ ゲン化水素がフ。ロト

ン酸として作用してカチオン重合を起している可能性も

考えられた。乙の点について検討 した結果へ 1例を図

-2で示した様に直接の対応はない事が明らかとなった。
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図-2 放射線分解で生成する HCIと塩化メチレン

中での放射線低温重合〔塩化メ チレンとトルエ

ンの和13ml.スチレン(orエチルベンゼン)2ml.

線量率2.2x 104RfhrJ 

また HClによる カチオン重合性と放射線重合性とは

一致しないことがスチレンと αーメ チルス チレンにつし

て明瞭にされているD 重合反応性の順位は，

γ線によ るカチオン重合性 ;

スチレン>αーメチルスチレシ>トプチルピニル

エーテル

カチオン共重合より見た重合性;

i-プチルピニルエ{テル>2グロロエチルピニ

ルエーテル>αーメチルスチレン>スチレン

HClによ るカチオン重合性;

αーメチルスチレン>スチレン

上に示されているγ線カチオン重合の順位の逆転は主

として開始カチオン生成の難易で左右されるものと考え

表-1に示される共重合物の組成から室温ではラジカル て理解されるこ とである。

共重合が，また低温(この場合一780C)ではカチオン共 Abkinら4)は溶剤に限らずモノマー等から生成 し得る
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H+が重合開始の活性核となり得るととを予想している ロピルアミンを使用するメタグリル酸メチルの放射線低

が，図ー3に示したように容易には H+を生成し得ないと 温重合では禁止剤効果などから考えてア ニオン重合ωが

考えられる溶剤を使用した稀薄溶液に於ても容易に重合 おこっているものと想像されている。簡単に考える と溶

しかっ，イオン重合の動力学的特徴を示しているこ とか 剤の電子受容性か供給性かによ ってカチオ ン重合がおこ

ら溶剤が特別なカチオン核の生成に寄与しているとは考 ったりアニオン重合がおこ ったりするように見える。

えがたい。 さきに Char1esby ら1>はイソプチレンの放射線重合

が ZnOの添加で加速されるこ とを認めた。ー応 ZnO

1.0卜 の半導性と関連して(1)式で放出される電子を捕捉してこ

れが安定化するために(引の反応が(3)に打ち勝って起こる

ためにカチオン重合が加速される と言う解釈がなされた

のであるo その後 ZnOはスチレンの低温放射線重合で

は加速効果がないと言う実験結果も報告され，現在では

ZnO添加による反応系の脱水効果によるものではない

かとも考えられている。我々はスチ レンと メタグリル酸

メチルの共重合を γ線照射，-780Cで行い5) 十アルミ

ナ添加で明瞭にアニオン共重合の起こるこ とを認めた。

との場合にry-Ah03添加のみでは勿論重合はおこってい

』
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図-3 CCl3F中におけるスチレンの放射線量合

(A)重合速度 :(M)=1.24moljl.線量3MR

(B)分子量 :同一条件

従って先きに(1)式で示したようにそ ノマーから生成す

ない。

Abkinられは n-型と pー型の半導性金属酸化物の添加

効果を調べているo ここで nー型としては ZnO，Ti02 

など，また n-型に近いものとしてガラス粉末を，さら

に p-型として Cu20，NiO など，またそれに近いもの

として MgOなどを使用している。低温放射線重合に試

験したモ ノマーはカチオン重合性からア ニオン重合性の

順序に，イ ソプチ レン，スチレン，メチルメタグリレー

トおよびアグリロニトリルを使用し次表に示すような結

論を得ている。

表-2 金属酸化物添加効果

メ
ロ

酸
リ

ル
グ

リ
ア
ル

グ
や
リ

タ

ル

ト

メ
チ
ニ

ンレ
ン

チ

レ
フ
チ

ソ
ス

イ
や

類種のマP
ノモ

添加物の型

n 特記長分|減速する

p 効果がない 加速する(多分
アニオン重合)

るそノマー ・カチオ ン・ラ ジカルおよび電子を直接の開

始骸と考える事が可能であろう。 また ZnO添加の場合のイ ソブチレン・スチレンの共

重合やガラス粉末添加および MgO添加における メタグ

3. 添加物の効果 リル酸メチルとアグリロニトリルの共重合挙動を吟味し

低温放射線重合では溶剤から分解で生成する H+など ている。

がカチオン重合の直接の触媒でないことは明らかとなつ まずイソプチ レン(1)，ス チレン(2)の場合，無添加では

たが， しかし他方モノマーだけでは容易にはカチオン重 rl =0.5， r2=3.7 でラ ジカル重合をまたー780Cの重合

合が実現していない。従ってハロゲン化炭化水素が1種 で、は， rl=3.5， r2=0.33でカチオン重合を示している。

の添加剤効果の有ることは明らかである。さらにイソプ これに ZnOを添加する と重合温度OOCでも， rl=3.3， 
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r2=0.2の値が得られるのでカチオン重合の可能な温度

が ZnO添加で上昇した結果と成っている。またメタグ

リル酸メチル(3)，アグリロニトリル(4)の場合，ガラス粉

末添力日で OOC，r3=1. 83，日=0.14またー500C で r3=

1. 65，日=0.42の値が得られ何れもラジカル機構と考え

られるに対して MgOを添加すると00C， r3=0. 15， r4= 

2.8，また -500Cでr3=0.2，r4=4.5とそれぞれ逆転し

てアニオン機構と考えられる値を示すようになる。要す

るに n型添加物でカチオン重合が，p型でアニオン重合

が加速され，逆の型を添加するとラジカル重合に成る場

合もあるo

ここで Abkin らは添加物の表面に分解で生成した水

素原子が吸着されて nー型(N)では表面が電子受容体と

なり， p-型(P)では電子供給体となってそれぞれカチオ

ンおよびアニオンの開始種が生成するものと考え次のよ

うな機構を提案しているo

H. + (N)→H+ + (Nτ(9)  

H・+M→M・凹)

M・+(P)→Mー+(P: ) ClD 
なお先きにも述べたように添加物の脱水効果も考えね

ばならぬので後述の脱水効果と一緒に考えて見る必要が

ある。

4. 水の効果

自然界で起こる反応は水と空気の影響を受けて進行す

るものが多い。実験室の反応もその例外ではなし'10 特に

重合反応のや うな連鎖反応では開始段階で水や空気が作

用すると全体の反応として見ると連鎖長を乗じた形で実

現するので効果が倍化されて現われる。ラジカル重合に

空気を共存せしめると活性種であるラジカルは空気中の

酸素と作用して過酸化物と成り遊離のラジカル状態より

は安定化されるので反応はおそくなるo温度が高いと過

酸化物が再び分解して新しいラジカルを生成するので逆

に加速される場合もあって複雑に成るo

イオン重合における水の影響は複雑である。

たとえばフリ ーデル・グラフ ツ型の触媒を使用する場

合のように，

MeX + H20ご H++ MeX・OH-ω

解離を助けて H+を生成する場合は水の存在がカチオ

ン重合を加速する。この場合でも水が過剰に成ると抑制

するo一般にカチオン或はアニオンは水と反応してより

安定な活性種に変化するので鋭敏に影響されるo また 1

種の極性溶剤として強い溶媒和作用があるo たとえば電

子は水和電子と成つである種の捕捉がおとるo水和電子

(e-αq)はきわめて早い速度で次のような反応を起こすこ

とが知られている。

一一 6一一

e-αq + OH →OH-αq 

e-aq + H+αq→H 

哨

M
W
A
U
H

内
川
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H
U
h
H
u
h
H
H
W

e-αq + O2 → 02" aq 

このように放射線重合に対する水の影響は複雑と思わ

れる。前述の通り放射線重合の開始反応としてラジカル，

カチオンおよびアニオンの 3種の活性種が共存するとし

ても水の共存でイオン種の活性が低下してラジカル重合

が実現するこ とは充分に想像できることであるo逆に脱

水を行えばイオン重合を実現させるこ とが可能になると

いうことも考えられるo

先きにも述べたように特殊な溶剤を使用するとか，低

温で重合せしめるとかあるいは添加物を加えるとかの操

作はカチオン重合の実現を容易ならしめたのであるが，

これらの操作や条件が脱水と関係しているととも想像す

ることができょう。そこでスチレンおよびαーメチルスチ ιν

レンについて次の方法で脱水を試みた8)。

(1)CaH2で1週間乾燥後蒸留 (2)60cmの塔で蒸留す

るo(3)Na-K合金中を 20ml/4hrsで通じながら蒸留す

る。

まず単独重合の場合の G-値を表示すると次表の通り

に成った。

表-3 純スチレンの放射線量合

問者向|時!ぃ rM， G(i) 

Ballantine(1954)1 ---22 240 I 42，000 1. 10 

Chapiro (1954) I ......20 I 260 

Ch~n (1962) 

Metz (1963) 

本実験(1964)
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注意して脱水することによりG(一則値は著しく増大し

ている。カチオン禁止剤である水の除去により開始種濃

度が増大したためと思われる。との場合生成ポリマーの

分子量に対しては直接的な影響は認められていない。

次にスチレンと αーメチルスチレンさらにスチレンと

イソプチルピニルエーテルの 2組の共重合実験結果を

図-4および5に示した。

何れの図においても明瞭に認められるように CaH2ま

たは KOH による脱水ではラジカル共重合挙動を示す

重合温度でも， Na-Kによ る脱水を行うとカチオン共重

合がおこっている。

このよ うな実験結果から考えると脱水系で適当な温度
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条件を選べばラジカル機構とカチオン機構と を混在せ し

めることは可能であろ うo
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5. 電場の効果

ポリメ タグリル酸メチル (有機ガラス)の団体に電子

線照射を行うと強く帯電 し， 後で放電を行うと樹枝状の

美 しいキレツが生じるo ある種のポリマーおよびそノマ

ーでは γ線照射によっても帯電するo先きに阪本9)は固

体モノマーに γ線を照射したものの 電気抵抗値の測定

温度依頼性を調べ固相でカチオン重合すると考えられる

トリオキサンや β一プロピオラグトンなどの結晶が γ線

照射物では電気抵抗値が低く且重合温度附近で急激に正

常値に復帰する現象を認めていた。重合現象と電気伝導

性との聞に何らかの関係がある ように思われるo

その後阪本10)は溶液相モノマーの放射線重合における

電場の効果について研究し，カチオン重合と考えられる

系では荷電によ る加速が， またアニオン重合と考えられ

る系では 減速が現われることを知った。 スチレンー塩化

メチレン系(カチオン重合)およびメタグリル酸メチルー

イソプロピルアミン系 (アニオン重合)に関する実験結

果を図-6およびー7に示 した。
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(
渓
)
時

図-6 スチレンー塩化メチレン放射線重合の電場効果

(スチレン :CH2C12=1 : 3)(ー780C， 5 x 103Rjhr) 
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最近，桜田，伊勢，川端ら 11) はカチオン触媒によ

るスチレンおよびその誘導体のカチオン重合における直

流電場の効果について定量的な吟味を行い放射線重合の

重要な資料を供給した。たとえばヨウ素を触媒とするイ

ソプチルピニルエーテルの塩化エチレン中でのカチオン

重合は 4KV/cmの電場を印加することにより重合速度

は約 2倍に，重合度は約20%増に成った。

活性末端のイオン対と自由イオンとの平衡が電場印加

による解離によって自由イオンの方向にずれるものとし

て説明されるo この際重要なことはラジカル重合では電

場による加速は認められないこ とである。逆に電場加速

効果があるととから放射線重合でのイオン重合を推定す

ることも可能であるo ただし阪本の実験結果にあるよう

にアニオン重合の減速はこの考え方から直接的には説明

できない。

Medvedevら12)はアグリロニ トリルの20.....，800Cでの

放射線重合に対する電場効果を詳しく調べているo一般

にアグリロニトリ/じの放射線重合を種々の温度で行うと

高温ではラ ジカル重合が，低温ではイオン重合(この場

合アニオ ン重合)が起と るもの と思われているo従って

次式において，

アニオン ・ラジカル(又はパイアニオン)

ごパイラジカル (18) 

高温では右に片寄ってラジカル重合がおこっている。

電場をかけると低温でも充分右に片寄ってラジカル状態

に成ると考えた。この考え方の詳細はわからないが次の

ように解釈することも可能であろう。

AN ー~→ AN": + e (19) 

高温では

AN: + e → AN本→・AN・ ω

低温では

e + AN→ AN. 。。

電場を印加すると，

AN. -e →・AN・ cl'l) 

あるいは

H. - e →H+ ω 

ANτ+ H+→H・AN・ (24) 

いずれにせよ低温ではアニオン重合の方がラジカル重

合より速度が大きいので，アニオン重合から ラジカル重

合に移るだけ重合速度は低下することと成る。

放射線重合によるイオン重合の挙動ではカチオン重合

とアニオン重合の聞に触媒重合の場合に見られない大き

い本質的な相異があるように感じられる。触媒重合の場

合にはカルポカチオンの不安定性からカチオン重合での

連鎖移動の重要性がアニオン重合との相異の大きい因子

と成っているo 放射線重合の場合にこのこともあるであ

ろうが，さらに開始種生成階段での本質的な相異が大き

な因子を成しているようであるo従来から放射線カチオ

ン重合に比べて放射線アニオン重合の研究は少い。

S. アニオン重合

触媒イオン重合で適当と考えられている溶剤を使用し

イオン重合 し易いと考えられているモノマーを使用し

て，放射線イオン重合の可能性を探究すると言う方法は

塩化メチレンを使用したカチオン重合において成功した

方法であった。そこで触媒アニオン重合で使用されるア

ミン類を溶剤としてメタグリル酸メチルの放射線重合唱と

-780Cで調べ次表の結果を得た6)。
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表-4 メタクリル融メチルの放射線低温重合

(-780 C) 

ノマー |可 剤l号占|ポ何一|収 率(ml) I (ml) I (105R) I (g) (%) 

2 なし O 74.6 0.026 1.4 

2 なし O 15.6 0.050 2. 7 

1 CH2C123 16.5 0.037 2.0 

2 IPA 6 17.7 0.445 22. 7 

2 6 36.9 0.883 45. 1 

表でわかるよ うにイソプロピルアミン中で重合速度が

異常に加速される。このよ うな挙動は ラジカル重合機構

では考え難くモノマーの種類から考えてア ニオン重合と

推定された。

放射線アニオン重合の機構を確かめるためにそノマー

としてア ニオン重合し易く ，ラ ジカルおよびカチオ ン重

合の可能性のほとんど無いと考えられる ニトロ エチレ ン

を選んで放射線重合をテト ラハイドロ フラン 中で行っ

た13)。乙の場合の重合の特徴は重合速度が線量率とモノ

マー濃度の 1乗に比例する。これはカチオン重合の場合

と同ょうでイオン機構を支持する。

またラジカル禁止剤である DPPH，およびア ニオン禁

止剤としての HCl 添加の影響について調べ表一5の結果

を得た。

表-5添加物効果(-780C重合)

I J""-I# f~~l~/ l'I I線量|
添加物 |濃度 (mole/l)|(106R)|収率(ガ)

1. 8 X 106 7. 1 

DPPH 8. 87x 10-5 11 15.1 

なし 11 17.8 

1. 2x 106 O 

HCl I ~ 1. 10 X 10-3 11 O 

なし 11 15.0 

表一5の結果から見る とラジカルとの直接の影響は少な

く，この重合はアニオン機構に関係しているこ とが推定

されるo アニオン放射線重合における開始機構の複雑性

からカチオ ン重合の場合と大きな差異が期待されるが，

この点実験的にまだ明らかでなく今後の研究が期待され

る。

7. イオン・ラジカル

放射線イオン重合の開始機構で最も特徴的なことはイ

オン ・ラジカル状態 (M:またはのM.)の実現可能性

にある。

最近では触媒イ オン重合の分野で‘もア ニオン・ラジカ

ルやカチオン ・ラジカルが明瞭化し重要な研究課題とな

っている。さらにイオンとラ ジカル との相互変換も数多

い実験例が見出され電子移動による重合開始として重要

視されている。このよう な例を簡単に分類する と次のよ

うに成る14)。

表-6 電子移動による重合開始

一ト一ガ~ンζド分繭￥¥扇

O，N，C=C子，など (1)アニオン ・ラ (2)カチオン・ラ
を含む分 ジカル ジカル

アニ オ ン (3)ラジカル

カ チオ ン (4)ラジカル

フ ジ ヵ ノレ (5)アニオン I (6)カチオン

表-6の(2)の実例として辻15)はハロゲンなどによる Nー

ピニルカルパゾールのカチオン重合を ESRに よって

追跡した。この場合重合の途中で， 常に幅広い 1本 線

(ムHmst=7.6ガウス)が得られるこ とから重合活性末端

はカルポニウム ・カチオンであってラジカルはカルパゾ

ール環に広がって安定化されているものと説明したo こ

の説明が実際に成立しているとすると重合は次式に示す

ように，カチオン ・ラジカルで開始され，カ チオン重合

として成長するこ とに成るo

l 11 11 j + Cl2 一ー[11. 11 J + C1i 
Q、/ヘ 外 、// 、、/¥+/¥ノグ

~rf "V N 

LH=CHzCH=CHz  

はoqo
+ 

CHー CH2- -一一一一-……CHー CH2 (25) 

また表-6の(6)の実例として高倉山は無水マレイン酸共

存下のトリオキサンの重合で， トリオキサン分子に生成

したラジカルが無水マレイン酸への電子移動でカチオン

に変化して開環重合する という 機構を提出したo
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ハ O
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-CH CHz + CHーーC¥-r 
11 0、 o CH一 C"""

¥(.  
---

1/ ーCH2 O 

T601Hz+[:lゴォ-
¥C6i  

ーーー~

(26) 

また竹田17)は共役ジ、エンの低温放射線重合の ESRに

よる研究からイオン・ラジカルの実在を推定している。

最近 Bagdasaryanら18)は可オン ・ラジカルをスペグ

トル的に追跡して明瞭な実験結果を得ている。まずイソ

ペンタン，メチルシグロヘキサンを冷却してガラス状態

としてとれを溶媒(S)とする D 溶質には色々のアミン

(A)を用いる。ト リフェニルアミンの場合が一番実験し

易い。ガラス状態で γ 線照射を行う と Sのカチオン ・

ラジカルが生成する。

S ー~、→ S-: + e 的

共存するアミンに移動して安定化し，カチオン・ラジ

カルとして可視吸収スペグトルで確認できるo化学的に

生成したトリフェニルアミン・カチオン・ラジカルと一

致する。

S-: + A →S + A: ω 

トリフェニルアミン・カチオン・ラジカルの吸光係数

を 1041/mole，cm として濃度 1O-5mole/J が算定され

る。この濃度は次式との競争反応

S-: + e →S草 ω 

で決まるので溶媒の電子受容性が小さ いと(A-: Jの濃度

は低下する。逆に電子受容性の大きい溶媒中では放射線

初期過程での例式の ChargeSeparation の距離が短か

くてもω式の移動が充分起り得る ので (A-: Jは高いo

Charge Separationの臨界距離 Rcγ は次式で決定され

る。

白 2

kT 
ε..Kcγ ω 

飽和炭化水素では Rcγキ250Aと考え られているo上

の実験で溶媒としてポリメタグリル酸メチルを用いると

Rcrはさらに減少し(A-: J = 10-3 molejlにまで 達し得

るo ポリメタグリル酸メチル N.Nージメチル p-フェニ

レンジアミン系では(A-: Jキ1O-2molejlにまで達し，こ

の場合 (A-: Jキ(S<: Jに近づく o

イソプチレンの放射線重合では次式に成るo

((CH3)2 C=CH2J<: +e→(CH3)2C=CH2* C1l) 

((CH3)2 C=CH2J-: + (CH3)2C=CH2→ 
(CH3)2-C-CH3 + CH2=C-CH2 

CH3 ω  

乙の系にアミンを添加する と重合が抑制されると同時

にアミン・カ チオン ・ラ ジカルの発色が認められるo こ

の実験はイオン・ラジカルの確認と放射線重合を直結 し

た最初のものとして高く評価されてよいだろう。

8. フリー・イオン

放射線イオン重合の初期過程の第一歩はカチオン ・ラ

ジカルの生成であるが，これがイオン活性種として重介

を誘起するためには，Charge Separa tion によって，

CoulomJ 力場の外に出る必要がある D 従って活性種

は電子又は対イオンの束ぱくをあまり強く は受けない状

態にあるo束ぱくを受けていないと言 う意味から フリー

.イオンと呼ばれるo従って放射線イオ ン重合の特徴は

フリー・イオンによ る開始と成長にあると言 うととがで

きょ うo

Williamsら19) はシ グロペタジエ ンをそノマーに，ア

ンモニ アをカチオン捕捉剤として使用し，この重合の生

長速度定数を推算している。

kp=3. 1 X 106 llmole. sec. 制)

従って平均寿命は10-4sec.のオーダーであるo

触媒カチオン重合で極性溶媒，活性触媒を使用した場

合にも高々102........103のオーダーである事を考えるととの

値はフリー・イオンによる重合を推定させるに充分大ぎ

い値であるo

最近上野ら1>は脱水に注意して行った室温におけるス

チレンの放射線重合で重合速度の実測値とエチルベンゼ

ンを照射した場合の電気伝導度から推定される活性イオ

ン濃度とから生長速度定数として

kpキ 106llmole. sec. ω 

を得ている。Williams の結果とよく一致しているo 触

媒イオン重合でも溶媒の極性が増してイオン対が自由イ

オンに解離すると kp の値は増大することが知られてい

るo普通の強酸を利用した場合でも100位の値が高々 102

オー ダーに増大するに過ぎないこと を考える と放射線

カチオン重合の場合の値はかなり極端なフリー・イオン
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光化学における水和電子

水和電子については，吸収スペグトルと種々の溶質に

対する反応速度が知られるようになった。次には，水和

電子はどのような過程で形成されるか? その構造と反

応性との聞に何か関連性が見つけられるかなどの問題が

残されている。このために水和電子に関するあらゆる実

験結果，知識が集積され整理されなければならないとし

たら，光化学における水和電子の研究も ささやかながら

意義があると云えよう。

水溶液中で負イオ ン，とくにハロゲン陰イオンの光吸

収の初期過程が，イオンから配位水分子への電子移動で

あることは，古くから考えられてきた (Farkas& Far-

kas 1938)。

(X-，H20)+hν=(X， H20-) 

(X， H20-) +H+=X+H20+H 

(1) 

(2) 

Frankと Platzman(1954)は，とびだした電子が特

定の原子ないし分子に移るのでなく，電子放出以前のイ

オンに配向していた溶媒水分子層のつくるグ ーロン場の

中に捕捉されるという 興味ある考えを提出したoSmith 

と Symondsは更に (1958)，イオン Xーの大き さに比

し，電子放出後の中性原子Xが小さいから，電子移動の

直後では，溶媒と Xとの聞に空孔が生じ，とび出した電

子は (F中心におけるよう に)この空孔に捕えられると

いう o最近の Jortnerらの水和電子モデルは，以上の流

れをくむものと思われる。

光照射により電子を放出する負イオンが多数ある中

で，私はもっぱらフェロシアンイオンを用いて実験を続

けているo

2537A 
Fe (CN):-ー→ Fe(CN):ー+e-α(3)

この系は，e一αqだけが不安定中間体であり (式(2)では

ハロゲン原子も中間体である)， フェロ. フェリシアン

とも広い pH値にわたり安定に存在し， 単純なとり扱い

易い系であるo

水和電子の生成について，私は次のように考えてい

る。フェロシアンイオンの 2537A光の吸収は，中心 Fe

大野新一

のd軌道から配位子 CNの反結合 z軌道への電子移動

(1A1g→lT加)に相当する (Gray1963)。との電子は，フ

ラング・コンドン状態において， まわり の溶媒水分子と

相互作用し，水分子が緩和する過程で溶媒中に捕えられ

て水和電子となるo もちろん元の基底状態に戻るものも

あるわけで 2つの過程の競り合いの結果として水和電 乙 ノ

子生成の量子収率rが決まる。

4-* A 
Fe (CN);九戸[Fe(CN)6 Jαq→ 

Fe (CN)!-+e~q (4) 

250Cにおけるrの値は，H20中で0.35，D20中ではこ

れよりも10%小さい。これは H20とD20の緩和時間の

差 (25%以上)に帰せられようロ

また H20 中におけるrの値は，温度に大きく依存し，

たとえば40Cから400Cでrは5倍程度に大きくなるo

いま， (4)式でA過程にだけ活性化エネルギー EAがあ

り，他の過程は温度によらないとすると，実験結果を用

いて，EA竺 11kcaljmolが得られる D この EAは溶媒

としての水分子が配向しなおす際に，いい換えると，い

くつかの水素結合を切って水分子が回転，あるいは移行

する際に必要な活性化エネルギーだと考えているo

なお，最近，水和電子と HCN，H30+， H2PO~，NH: 

の反応をメタノールを含む H20-D20混合水中で行なわ

せ，発生する水素ガスの同位体存在比を測定してみた。

結果はまだ整理中であるが，たとえば H2P04の場合，

ふつう考えられる eゐ +H2PO~→ [H2PO~-J→ H または

D十HPO!ーの反応でH(D)が生ず、ると考えると，同位体

効果(HjD)豆3のはずの場合で，実測値 7，.....，8であるo

H2P04の Hの切断だけでなく水和電子に配位した H20

のHの切断も同時に同位体効果にあずかると考えなけれ

ば説明できないように思う。

水和電子が，形成されるときだけでなく ，他の溶質と

反応するときにも，まわりの水分子が重要な役割を果す

と考えるのはむしろ当然のことかも知れない。

(原研)
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放射線を利用したポリエチレン・フォーム

放射線化学の研究は，以前から盛んに行なわれ，工業

的にも興味ある結果が数多く見出されているが，これま

でに工業化されているものはほとんどポリエチレンの架

橋関係に限られている現状である。

当社では，放射線化学の実用化を目指して，特に，放

射線を用いる十分なメリットのある新製品の開発研究，

および放射線工場の建設に必要な工学的諸問題，放射線

防護の問題等の研究を進めてきた。1964年末には，HV 

EC社の ICT-500型電子加速器による本格的な放射線

工場を完成し， 2， 3の放射線化学応用製品の，製造をは

じめた。

その 1例として，ポリエチレン ・フ ォーム (商品名 :

ソフトロン)について紹介するo

製品は，みかけ比重0.03程度の独立気抱発泡体で， 弾

力性，断熱性，耐水性，耐薬品性などのすぐれた新しい

タイプのフォームであるo

その製造工程は，下に示すごとくで，工程の 1部に電

子線照射をもちいた新規な方法である。

ポリエチレン

との方法において，電子線照射はポリエチレン樹脂を，

架橋して発泡適性を改良するために行なうものである。

すなわち，一般に熱可塑性樹脂を高度に発泡させるた

めには， 発泡温度において，適度な粘弾性状態をもたせ

る必要があるが，ポリエチレンのごとき結晶性の高い樹

脂は，融点以下では流動せず，融点以上の温度で，急に

粘度の低い流動体になるため，発泡に適する温度範囲は

極めて狭いD したがって，これまで高度に発泡したポリ

エチレン・フォームの製造は.非常に困難で，わずかに

相 根典男

中田晋作

Dow Chemical社の Ethafoam(架橋はしていない)な

ど2，3の製品があるにすぎなかった。

ポリエチレンを架橋せ しめると，その架橋の程度によ

って，融点以上の温度における粘性，または弾性を調節

しうることはよく知られているところである。これを利

用して，発泡温度において，発泡に最適の粘弾性状態に

なるよう架橋せしめるこ とにより ，ポリエチレ ンを高度

に発泡させるこ とが可能となった。

本製品について，放射線を使用すると とには， つぎの

ような利点がある。

現在の工業用線源は 1単位が高価で，かつ処理能力

が大きいという 性格を有するが，ポリ エチ レン・フィル

ムの需要量はこれに比べ，十分に大きいため，線源を効

率よく使用できる。また，耐熱性ポリエチレン・フィル

ムなどに比べ，照射線量がかなり少ない上， 原料からみ

た加工度が高く利益が大きいため，照射コ ストの負担が

少ない。 さらに，化学架橋に比べ，架橋度の均一性が良

いこと，架橋度の調節が容易であること，架橋のために

加熱する必要が無いこと，工程の連続化が容易であるこ

となど工程的， あるいは製造条件の面で有利な点が多

い。また，放射線の場合，一

般に加速管のピーム幅で製品

幅が制限される欠点がある

が，本製品の場合には，照射

後の発泡により，幅が3倍に膨脹するため 1m幅以上

の製品が得られるこ とも面白い。放射線の特質を製造方

法にうまく生かすこ とにより， さらに新しい製品，製造

プロセスが生れるのであろう。(積水化学)
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硫黄で加硫のできる変性ポリエチレン

ポリエチレンは加工条件，使用条件によって きれつを

生ずることがあり ，電線被覆用として重大な問題となっ

ている。と ころがポリエチレンは化学的に安定であるの

で，現在放射線照射または有機過酸化物によって分子間

橋かけをおこない改善効果を付与している。しかし前者

では大線量の照射と均一性， 後者では価格と分解生成物

の点で問題があるo またゴム材料の添加によるひずみ力

集中の緩和も試みられているが相溶性その他で、難点があ

る。

当研究室では，放射線によってポリエチレンープタジ

エングラフト物を作った。

この物はグラヲトしたポリプタジエンによってゴムに

近い反応性を示しポリエチレンでは不可能であった硫黄

系加硫剤による架橋が可能となるo有効な架橋度を得る

ためにグラ フト 率は10%，前後で十分であるo また過酸化

物(ジクミルパーオキサイド)による架橋効率はポリエ

チレンの場合より大幅に向上し併用する老化防止剤によ

る架橋抑制効果も少い。この架橋グラフ トポリエチレン

は，耐熱性でまさり，弾性を示すので従来の架橋ポリエ

チレンに代って電線絶縁，シースとしての用途が考えら

れるo

またこのグラフト物をゴム材料に添加して硫黄系加硫

剤で共架橋させることが可能であるo これはゴムにポリ

エチレンを添加混合 した物にくらべてポ リエチレンの補

強効果が増大し耐摩耗性，引張り強度，引裂き強度，ヤ

ング率，相溶性，耐溶剤性，押出成形性において，すぐ

れた特性を示し，硬質ゴムとして被覆材料，靴底，ベル

松尾博

トなどに応用できるo

グラフト反応は，同時照射，前照射のいずれの方法で

も可能であるo 同時照射の場合プタジ‘エンのグラフト速

度は，メタアグリル酸メチルや塩化ピニルよりはるかに

小さし1。さらにメタアグリル酸メチルなどの場合とこと

なり高密度ポリエチ レンへのグラフト速度が低密度ポリ

エチレンへのグラフト速度よりはるかに大きい。プタジ

ェン気流中で同時照射した場合はホモポリマーの生成は

液相の場合の約 1
/10になるo

グラフト速度は高密度ポリエチ レンでは 500C， 低密

度ポリエチレンでは 200C附近で最大になるo またポリ

エチレン表面にグラフトしていない層ができるo

空気中前照射法では室温 "，500Cの比較的低温度での

凍結ラジカルを利用したグラフト反応が有利であり ，照

射線量は同時照射の場合より少くてすむo (電通研)

参考文献

1 )門永，旧橋，小野:電気通信研究所研究実用化報告

12.~o.11(1449~1459)1963 
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3)特願:昭37-35750

4 )旧橋，問坂，門永，松尾:工業化学雑誌 68.~o.8. 

298~ 302 (1965) 

5)旧橋，問坂，松尾 :第14回高分子討論会 於京都

(1965.10.6) 

6)旧橋 :日本ゴム協会誌 39. ~o.2.1966. 
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一一研究所紹介一一

日本原子力研究所高崎研究所について

原研と言えば東海村と大多数の方々は反射的に思い出 この放射線化学の開発こそが，この研究所の設立され

されることと思いますが，原研も10年の歴史とともに， た理由でもあり，また世界的に言ってもユニーグな特色

高崎，大洗と三ケ所に総員 2，000名になんなんとする大 を持と う(現在の所，まだ持つとはいい切れませんが)

研究所に成長しました。 としている点であります。これはわが国において放射線

この原研第二の研究所である高崎研究所は図でご覧の 化学の研究が活発に行われており，ある分野では欧米に

ように東京から高崎線で1時間半北上した，高崎市郊外 比肩し得る段階になっているにもかかわらず，工業化研

の旧陸軍火薬廠跡の一部(約 8万坪)に位置し，東海， 究がそれらに追随しておらず，応用研究の進展をさまた

大洗が原子炉，アイ ソトー プを対象としているの に対 げていると考えられ，そのため工業化に進めるための技

し，放射線化学の開発を目的として設立されたもの で 術的空白を埋めるべく ，民間に設置し難い大施設をおき，

すo 有望な放射線化学に関する中間規模試験，線源の開発を

第 1図高崎研究所の位置

大施設で行なう に適当な基礎研究を早急に行なおうとい

う設立趣旨のもとに昭和36年春にスタートしたわけであ

ります。それから約5年，一応当初計画された建設整備

の5ヶ年計画も大半完了し，原研理事，宗像英二博士を

所長とし，総員約 150名が図のよ うな組織で研究活動も

活発化するにいたりました。

さて，上述のよう な設立趣旨，特に工業化乃至は開発

研究を強力且効果的に進めるために，所謂産学協同体制

が取られました。

すなわち，研究所の運営に当っtは，諮問機関として

学官民の各界から選出された委員よりなる運営委員会

(委員長東洋 レーヨン星野孝平氏)を持ち，特に民間産

業界との接触を期待するとともに，研究実施に当っても

関連研究者より原子力研究委員会による研究の討議とと

もに広く産業界からの研究者(外来研究員，出向研究員)

の参加を得て実質的な協同体制を取っています。他方，

学界からの基礎知識乃至研究成果の導入に対しては前記

の研究委員会とともに非常勤研究員，嘱託等として各大

学からの一線研究者の参加を得ています。

照射施設としては 60CO30万キュリー照射施設， ア

イソトープ工 学試 験棟 (60CO3，000キュリー 137CS

一一 15一一



第 2図原研高崎研究所配置図

第 1開発室 ・繊維の放射線グラフト重合

(室長後藤田正夫)

第 2 開発室 ・エチレンの放射線高重合

( // 比奈地忠平)

第 3 開発室 ・トリオキサンの放射線固相重合

( // 岡村誠二)

第 4開発室 ・プラスチ ッグ の放射線改質

( // 後藤田正夫)

照射施設管理課 ・線源の整備管理，放射線管理，

線源工学の研究

( // 重松友道)

第 1研究 室 ・放射線合成化学，放射線物理化学

第 2 研究室 ・炉内放射線化学反応

(東海研駐在) (/1大島恵一)

第 3図原研(及び高崎研)組織図

東海研究所

日本原子

力研究所

告ェ

高崎研究所

室
'重

重

室

震

発

発

発

発

前

開

閉

開

開

設

1

2

3

4
劇

第
「
時
拘
四
一
照

機
場

酬
一
験

中

試

第 1研究室

第 2研究室

アイソトープ事業部

材料試験炉部

大洗管理事務所

3，000キュリー)，一号加速器 (G.E.社製共振変圧器型電

子加速器，出力，2MeV， 6mA)，二号加速器(目立製コ

ッググ ロフト 型電子加速器，出力 3MeV，5mA)を擁し

更に大出力X線発生器の準備を進めています。

また，気体線源としての Kr-85の開発研究をも実施して

いますo

これらの照射施設に対して，中間試験場 (場長 沢柳

政一，昭和電工出向)では，まず第1開発室において京大
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“ノートルダム

だより'

ノートルダム大学の放射線研究所にはこれまでに日木

からも数多くの方がおいでになり，加えて※堀田克氏，

事荒川鉄太郎氏らの紹介文も発表されているので今さら

とあたらしく書きたてるこ とも どうかと思いましたが

新しい会員の皆様に最近の研究所の様子をおったえする

ことも無駄ではないかと思い筆をとりました。当研究所

は発足以来，Burton， Hamill， Mageeの3教授が中心

となって放射線化学の基礎的研究を実験，理論の両面か

らおし進めてきたとこ ろで，特色としては上の 3教授が

丁度手頃の数の研究者 (PhD10数人，大学院学生20人

位)を使って相互に連絡をとりながら基礎的な研究をお

こなっていることにあると思います。私もここにきて 1

年半近くになり最近は誰が何をやっているかということ

が大ざっぱながら分ってきましたので次に実験のいくつ

かを紹介し，Radiation Researchという 名を冠した研

究所でどういうことが問題にされているかをおったえし

たいと思います。

先づ Burtonのと ころでは Dr.P. Ludwigがエネル

ギーの移動及び減衰の研究を主宰し，Dr. R. Hentzが

その他の放射線化学的諸問題を統括しています。前者の

グループは，凝相での有機シンチレーター系を 30kVの

(次頁へ続く)

111111111111111川111111111川1111川川1111川11111111川11111111川11111111川11111111川川1111川111川1111川111川1IIIIIJJlIllIUlIIIIIIII川川川川11111111111111111111111111111111川川111川川1111111111111111111111111111111111川111111111111111111111111111111111111

(前頁より続く) 勤研究員も研究に参加しています。このほか物理化学的

桜田教授の指導の下に， 東邦レーヨン河野，東洋紡小林， 基礎研究も杉浦博士のマススペグトルによる研究を始め

群大根岸，東工大久保田の諸博士の協力を得て，電子 とし， E.S.R.等によるものなど，この方面も暫時充実し

線前照射法によるレーヨンのグラフト改質をまずスチレ つつある態勢にあります。

人ついでアグリル酸エステルを用い実施中でありま 以上，高崎に於ける放射線化学の研究は線源として，

すo第 2開発室に於ては京大鍵谷助教授等による豊富な 所謂マシーン及びラジオアイソトープを主体としたもの

基礎データを基礎とするエチレンの 60Coγ 線によ る気 でありますが，将来，当然原子炉利用が考えられねばな

相重合の中間試験を実施，第3開発室では電子線前照射 りません。との方面の研究は東海に於て， 第 2研究室が

によるトリオキサンの国相重合の中間試験装置を作 実施中であり ，炉内化学反応用キ ャプセルに引きつづき

製，本格運転に乗り出しています。さらに第4開発室で ループの設計製作が進められています。

は，塩化ピニール，ポリエチレン等の汎用樹脂の改質を なお，放射線照射の工業化で， 重要な問題に食品乃至

目ざして，主と してプタジ、エン等の気相グラフト重合の 医薬品の殺菌の問題があります。高崎研究所はまた，そ

開発を行いつつあります。とれらの中間規模試験は，工 の大線源照射施設の利用の面で，その方面にもお役に立

業化試験としてそれぞれの反応のプロセス開発と製品開 つことを期待しています。

発を行なっているのは勿論でありますが，それら一連の 以上，簡単に原研高崎研究所の現状をご紹介しまし

研究の進展に伴って，放射線化学反応工学に関する各種 たが本研究所が産学協同の場としてわが国，放射線化学

知見が得られる乙とが期待されるのであります。 開発に役立ち得るよう今後とも皆さまのご指導ご協力を

以上，中間規模試験場ではわが国の放射線化学研究の 得るよすがともなれば幸いと存じますo

現状を反映して，高分子化学反応が主体となっ ています (後藤田正夫)

が，基礎部門としての第1研究室では，団野，堀田博士

等により ，塩素化，酸化等の低分子反応の開発研究が行な

われています。また，志田，米田，平井，田畑氏等非常

一一一 17一一一



X線又は UVノりレスで励起し， 10-9秒台の滅表を動力学

的にしらべること，パイレン ・ペ リレン系等のエネルギ

ー移動に対する拡散の影響を定量的に解明することなど

を問題としており将来は8MeVのリニアグからの短いパ

ルス (1........2X 10-9秒)と真空紫外のパルスをあてた場合

の種々の系の消光係数のちがいから光と放射線の励起機

構の差をしらべる計画の由です。エネルギー移動とは少

し趣きがちがいますが発光に関する実験としてルピーレ

ーザーのスパーグの機構につき，従来からの墨挨説を検

討する一方，理論のグループと協力して強い電磁波中の

原子に関するハミ Jレトニアンの反省にまでさかのぼって

真の発光機構をつかまえ様としていますo 叉，Hamill 

らの実験とも関連するテーマ として西独からの PhDが

凍結した炭化水素を照射した時にみられる発光の原因を

しらべており ，興味ある試みとしてイソベンタンにつき

多結晶状態とガラス状態との比較から分子配列の影響を

しらべようとしています。

次にHentzのグループではノミキスタンの PhDがKBr

の硫酸酸性水溶液につき従来の反応機構の一部を修正

し，その他G(H202)に対する放射線の線質の差 (γ，1. 5 

MeV， 15Mev電子)の影響等，地味ながら基本的な問

題ととりくんでいますし， ベルギーからの PhDはこれ

も重要なー般的テーマの一つで、ある光分解と放射線分解

を比較しています。シグロヘキサン ・ベ ンゼン系につき

前者のイオン化電圧より高いエネルギーの光子源， Kr 

灯と低いエネルギーの光子源，Xe灯を用いてシグロ ヘ

キサンの励起分子及び正イオンのベンゼンに対する影響

をみるのがねらいですo阪大からの志摩氏は γ線照射で

誘発されるスチルベンのシス ・トランス異性化の研究を

されていますがこれもこの種の実験としては基本的な意

義のある仕事だと思います。更にイギリスからの PhD

は液，国相の差を とく手がかり のーっとして高圧 (数千

気圧)に加圧した液体(シグロペンタン)の放射線分解を

しらべています。多少とも工業に関連あるテーマとして

はシリカゲル，シリカアルミナの触媒作用の活性中心を

E.P.R.を用いてしらべています。とりあげている反応

はキユメンの脱アルキ Jレ，水素のオルトパラ転換，H2→ 
D2等基本的なものです。

Hamillのグループは一貫して質量分光と凍結有機剛

体の照射を扱っています。この二つは一見かけはなれて

いますが放射線化学でイオン種の果す役割を解明するた

* め先づ RPD法による質量分光で分子，ラジカ Jレのイオ

ン化及び出現電圧の精密測定を行い，結合エネルギーな

ど熱化学的データを求める一方，イオン種が凍結されて

観測可能な有機剛体について分光的研究をおこなうわけ

です。私は最近，ジョンズホプキンスから移ってきた

PhDと後の実験に従事しております。一方はメチルペン

タン中等に捕捉された電子の挙動をしらベ，私は主に正

イオンの方を吸収スペグトルと EPRでみておりますが

一つの進歩としては，試料として不透明な多結晶でも，

ひびのはい ったガラス体でも容易にしらべるこ とができ

る様になったので試料の選択の度が広くなり現在は化学

的に興味のある物質をとり あげて しらべております。こ

の他，研究所に関係のある大学のスタップの研究とし可

色中心，液態アンモニア中の電子，メスパウア効果，核

酸の光及び放射線分解等，実験の範囲は広汎です。以上

とり あげた諸テーマからも うかがえるように現在おこな

われている実験はいずれも素材は簡単でも狙うところは

できるだけ一般的， 基本的な結論をえることにある よう

に思われますD この点ともすると末梢のことにかかずら

わって見通しを失いがちな私にとって大変よい勉強にな

ると思っております。

なおMageeを中心と した理論のグループは水の放射

線分解のモデル，集団励起の理論等を研究していますが

私は紹介の任ではないと思いますのでひかえますが船橋

興一，井口馨，渡辺力，勝浦寛治の諸氏の活躍で日本人

として私まで肩身の広い思いをさせて頂いております。

昨年は丁度， ノートルダムの理学部百年祭の年で研究所

でも方々から人を招き記念講演を催しましたが，ふり返

るとここからは多くの有能の士がでたもので Lipski，

Sworski， Kuppermannといっ た働き手も当研究所の

“卒業生"として講演に参りました。ここに身をおくこ

とで縦横からの先達の刺激をうけられる幸せを感じたこ

とでしたo

註)※ 「化学と工業J14巻12号，p. 88 

持「化学の領域J17巻9号，p. 13 

女 Retarding Potential Di旺erenceの略

(志田忠正)
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放射線化学会の

前途を祝して

工藤倶令

創刊号に執る「声」ということになると，緊燥感で筆

も滑らかに進まなくなるのですが，発会式のと きの千谷

先生の鞍達自在な名議長振りを想い出すと，自分までが

多少のあやかりがあってあの日の余韻に今も浸っ ている

ような気もして来るのですo

「欣射線化学会について君は何をまず考えるか」 と削わ

れたとしますと，私は即座に「それは会の発展のこ とで

す」と答えるだろうと思います，会長から「期待 してい

ます」とご発言のあった「若い人達」の一人として。

この発展のことを考えるときには学「会」だけでは不

十分で学「界」のことも必要だとは直ぐ考えつくことで

すが，この学界の発展の問題からしても，今度学会が発

足したことは実に有意義なことだったと言えましょう o

私達は学界の歴史が浅いことや自分達の主体的な役割の

ことも忘れて，中堅以上の皆さんに学会組織への観点や

能力が欠けているのではないかなどと焼きもきしていた

ところでしたが，発会の趣旨説明書にも見られる通りの

実に一種の使命感によって，生まれ出ずる↑出みを悩まれ

ました良き指導層を得ることができましたこ とは，私た

ち若い層の研究にとって発展への貴重な贈り物があった

ことと同じだと思われます。

この会は勿論，私達の後にも貴い文化遺産として末長

く伝えられて行かなければならない性質のものですが，

その時に当たって自信をもって継承させることができる

ためにも，発会の時に道遇した幸運を喜ぶだけではなく

それ相当の責任を今後果して行かなければ，と思われて

来るのです。

乙のようなこ とを一人で， あるいは若手の層だけで

「考えること」はたやすいのですが，物事を実現してゆく

時には協力者が常にいるといえるのではないかと思われ

まして，それは差当たって誰なのかと言えば，それはま

だ若々 しい精気の測り知れない名残りを止めておいでの

現在の指導層の方々であろうと言うこ とになりますo

具体的な協力方法としては制度とか形式とかむずかし

いことも無論必要なのですが，若い人に会長や理事監事

が務まるわけでなし，そう 言 うことではなくて，ずばり

言って，誰とでも自由に討論ができ，ささいなことでも人

に聞け，批判をしてもけんかになって尾をヲ|かない，こ

ういうムードです，欲しいのは/ 度量の大きい， 分別

のある，猛々しさの中に優雅なもののある，虚勢など一

切無用な，それこそ洗練された紳士がそのまま研究者や

学者として現われること一一ここには「発展」 の一つの

相が示されていると思われるのです。

さらに，協力というよりも，ご指導頂く時 に， r暖く

ご指導」と使うこの「暖く」とは，若さ，未熟さ，弱々

しさ，こう言ったものがかえって新しい未知の可能性を

開拓するといった力を秘めている乙ともある，という一

つのものの見方のことであるような気が致します。強さ

に満ち満ちた硬直した若い石頭に期待するようなことに

なりますと，それは，注油してやりさえすれば既定の運

動法則に従って正確に動作するだけの機械主義，という

発展とは無縁のものになろうかと思われるのです。

今後の会の民主的な発展を願ってやみません。

(東工大)
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放射線化学会の

前途を祝して

広田鋼 蔵

放射線化学会，それは小さい学会ではあるが，その誕

生を心からお祝いする。

既存学会の実体をながめていると，実に多種多様であ

る。 とりわけ小さいものになる と， 特定教授とその門下

のみから成っていたり ，実は特定研究機関の外郭団体と

も思われるものなどが多い。こういう学会は何年たって

も順調に成長していかないようである。

これに対しわが放射線化学会は，数年前の東京工大で

の第1回の放射線化学の討論会に，商芽を発し，以来我

国の本分野研究者の質の向上と数の増大と共に，今回月

満ちての誕生となった。ことに至るには，内外における

放射線化学の発展にもよるが，助産婦(失礼 !)的役割

を演ぜられた方々のご努力をも，忘れてならない。しか

しとのよ うな自然的の設立経過からみて，本会の将来は

希望に満ちたものといえよう o

さらに全国の大学や研究機関の放射線化学者を会員と

してほとんど網らできたととも，慶賀にたえない。との

上はさらに新会員の獲得に努め，一層の発展をはかるべ

きであろ う。しかしそれには多少の注意も必要である。

一般的に言えるとと だが，ある会の発足時会員がま と

まっていればいる程，後からの参加がしにくい傾向があ

る。その結果，会は意外にも発展しない。一方，放射線

化学は化学反応論の重要な分野である点を考えると本会

の関連分野の研究者の参加が特に望ましい。このよ うな

理由から，上述の事実による無作為的閉鎖性が生じない

ように， 本会の当事者に一会員として希望したい。

終り に本会の発展を期待する。(阪大理)

川西政治

物理屋は立派な測定器を使いながら，悪、い材料でデー

ターを出している。化学屋は良い材料を作りながら，古

くさい装置でデーターを出している。物理化学屋は悪い

測定器，悪い材料で難しい実験をやっているとは，米国

のさる著名な先生の言であるが，かの先生の本意は，よ

き材料，よき測定器でこそ確信あるデーターが出せるし，

そうなければならないとのことであろう D そのためには

どうあるべきかは聞きもらしたが，とにかくその第一歩

として物理屋と化学屋との協調が必要条件であるように

思える。協調とはきれいな言葉であるが，実際の行動は

仲々困難なことは誰もが知っている D しかし歴史をかえ

り見れば，物理の進歩も化学の発展も，それが出発した

基盤では， 常に両者が手を結んだ時点があった事は歴史

的事実のよ うだ。 NMRの発展，ESRの普及は，手近か

な物語りの一つである。放射線の分野でも両者が協調し

た結果，今日の研究施設の発展を見た。しかしとれだけ

では誰もが満足 していないし，研究投資の側からも赤字

のようである。そこで，じっ くり腰をすえてやって行

こうという 機運の上昇がこの放射線化学会の誕生になっ

たのだろう。しかし，物理屋にとって化学という名前がど

うも近よりにくいようだ。物理屋は Slaterの rChemi-

cal PhysicsJ を物性論の教科書とし， r]ournal of 

Chemical PhysicsJを参考文献として rchemicaljとい

う形容詞なれば抵抗なく手にしているが，chemistryと

いう名詞に弱いことを理解してほしい。放射線化学物理

として頂ければ，物理屋の関心も大分違 うだろ うが，そ

れでは発足の主旨より少しずれるのかも知れない。放射

線化学とはなにか，放射線物理とはなにをすべきかとの

本質論は分らないが，とにかく物理屋でも，化学屋でも

放射線照射効果についての基本的な研究を主体とするの
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が今回の学会の主旨であって物理屋が化学屋の下働きで

あるとか，化学屋が物理屋の提灯もちであるとか，そん

な危ぐが絶対に起らないようにしてほしいものだ。その

ためには ].C.P.のように物理屋も化学屋も手にしてせ

めてその研究題目でも知り合って行けるような学会誌の

誕生が望ましく，思っているo

Marie Curieだって PierreC¥lrieの奥さんになって

輝々しい Ra，POの発見で別々に ノーベル化学賞，ノー

ベル物理賞をもらったんだから一一o 阪大産研)

1966年度中に聞かれる主な関連国際学会

期 日 会 議 名 開催地

5/2，...，5/6 U. S. -Japan Conference ホノルル
on Radiation Chemistry 

5/15，...，5/19 2nd Symposium on ノミラトン
Radiation Chemistry ハンガリー)

5/16，...，5/19 第7回日本アイソト ープ会議東 京

6/26"，，7/2 3rd International Congressロ ー マ
of Radiation Research 

9/28，...，10/4 IUPAC International 東京 ・京都

Symposium of Macro-

molecular Chemistry 

9/24頃 放射線化学と光化学の基礎 ニューカスル

過程を主題とする討論会 ・アポン・タイ

ン(イギリス)

1966年度放射線化学討論会予告

期 日 11月10・11日

場所 阪大松下会館(中之島)

主 題 1 . 放射線重合の初期過程

2. 放射線化学における研究手段(パルス，質

量分析，電導度， ESR，電場，磁場など)

日仏聞の

放射線化学における

研究協力

1. 日仏研究協力の経過

日仏聞の原子力の分野における協力は第1回日仏原子

力会議(昭和37年10月，東京)，第2回日仏原子力会議

(昭和39年 4月，パリー)を通じて，放射線化学，原子

炉，および材料と燃料の3つの分科について，技術的問

題に関する情報の交換が行なわれてきた。特に放射線化

学の分野における日仏協力が， 第 2回日仏原子力会議を

契機として急速に進展し，その具体的な協力体制が検討

され，日仏聞において完全な合意に達し，昭和40年5月

10日に「日本原子力研究所 (原研)とフランス原子力庁

(CEA) との閣の研究協力に関する協定」減立した。ノ

この研究協力の目的は，放射線化学の分野において原

研と CEAとの聞の研究協力を進めるこ とを目的として

いる。この目的を達成するために，共通研究課題を設定

し，それぞれの研究活動から得られた知識の交換，共同

研究を計画的に実施すると共に，さらに協力の実をあげ

るために相互に研究者の派遣をおとな うものであるo

日本における放射線化学の研究は大学，官公私立研究

機関，および民間研究所等で，非常に活発に研究が進め

られているo しかし，放射線化学の研究を工業化までに

発展させるためには，国立の研究機関を作るこ とが必要

となり ，日本原子力研究所にこの方面の研究機関として

昭和36年に， 高崎研究所が併設されるととになったo高/

崎研究所でおとなわれるプロジェグト研究は，国家とし

て重要な研究課題を撰定し，その実施に当っては民間産

業界，学界等の協力の下に，非常に具体的な研究が行な

われている。

一方，フランスにおける放射線化学の研究は，基礎研

究の分野が盛んであるが，工業的応用に関する研究は現

在初期の段階にあって，むしろこれから本格的な研究を
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日仏聞の放射線化学における研究協力

進めようとする段階にある。この方面より日本と協力し

て研究を進めたいとの要請から，日仏間の研究協力が提

案されたものであるo

2. 第 1回日仏連絡委員会

原研，高崎研究所は設立の主旨からも分るよ うに， 民

間産業界と密接な関係をもっているo一方，CEAはフラ

ンスの政府機関で，フランスにおける放射線化学の分野

における指導的な立場にある。そこで原研と CEAとの

立場の相違から来る問題点を調整し，具体的な共通研究

課題を設定するために，本協定にもとづく第1団連絡委

員会が，昭和40年5月10日から14日にわたって，東京で

開催された。

日仏両国間で初めての共同研究であるために，研究分

野の決定に当っては基礎研究の分野をとり上げ，できる

限り狭い範囲で，具体的な課題を選ぶ乙 とになったo そ

の結果，共通研究課題として，(1)放射線グラフト重合，

(2)放射線固相重合，また技術的課題として， (3)化学研究

のための原子炉の利用， (引ラジオアイソトープおよび電

子線を用いた中間規模照射の技術が決定した。

第 1回連絡委員会において共通研究課題，技術的課題

が決定されたが，さらに具体的な共同研究を進めるには

詳細な点について検討する必要がある。そのために，第

2回連絡委員会を昭和40年10月，パリで開催することに

なったo また本協定の成立を機会に，日仏放射線化学の

研究の交流をはかるため，日仏放射線化学会議を開くこ

とや，論文速報誌の刊行などが提案され，次回に討論さ

れるこ とになったo

3. 第2回日仏連絡委員会

第 1団連絡委員会では日仏両国とも慎重な考えの下に

基礎研究の分野から共同研究を始めるととになった。そ

の共同研究計画の細目を協議するため，第 2団連絡委員

会が昭和40年10月4日から 8日まで，パリーで開催され

た。

放射線グラフ ト重合の分野では， 放射線グラフ ト重合

におけるグラフトポリマーの分別およびその構造に関す

る研究を，日仏両者でそれぞれ次のよ うな分担でおこな

うことになった。 CEA側ではパリ 一大学，Magat教授

の指導の下で，主としてポリイ ソプチレンーポリスチレー?

ン共重合物の分別法および分別物の溶液物性について研

究する。原研側では京大桜田教授，東大松崎教授の指導

の下で，ポリピ ニルアルコ ールおよびセルロースのグラ

フト共重合物の分別法および分別物の構造について研究

する。

放射線固相重合の分野では，国相重合の重合機構を明

らかにするために， 重合活性種の測定に重点をおいて研

究することになった。 CEA側では C.N.R.S.の Dr.

Chapiroの指導の下にどニルモノマーについて，原研側

では京大，岡村教授の指導の下で環状モノマーについて

研究することになったo重合活性種の直接測定法として

ESR，熱ル ミネ ッセ ンス， 電気伝導の担11定などが検討さ

れることになった。

技術的課題については相互に研究員を派遣することに

決まり ，中間規模照射技術の研究にフランスから Sac1ay

研究所の Dr.Puigが昨年11月に来日し，高崎研，第1

開発研究室で電子線による放射線グラ フト重合の研究に

従事しているo また原子炉の化学利用の研究に日本から

高崎研究所の下沢氏が昨年12月に渡仏し，Grenoble研

究所における Prof.Traynardの有機Jレープの実験に

参加しているo

以上のような共同研究計画の下で 1年間それぞれ研

究し，第 3回連絡委員会を昭和41年10月，京都で開き，各

々の研究成果を交換することに決まった。また，最初の

日仏放射線化学会議を連絡委員会に引き続き京都でおこ

なうこ とになり ，原研がこの会議の運営に当るこ とにな

ったo さらに論文速報誌の刊行よ りは，国際的な性格を

もっ放射線化学の論文誌の発行を検討することになっ

た。 (団野蛤文)
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日米放射線化学ハワイ会議

5月2口から 5日間にわたってハワイのホノルルで日

米放射線化学会議が日米科学協力事業のーっとして開催

されるo

会議は「有機放射線化学」を主題として日米各々20""

の参加者がゆっくり と膝を交えて最近の進歩および

今後の問題について論じあう予定である。

現在予定されているプログラムは次の通りである。

Monday Morning; Detection and乱1easure-
ment of Intermediates in Radiation 
Chemical Reactions 

Chairman; M. Matheson 
Speaker #1. L. Dorfman 
Speaker #2. ]. Matsuura 

Monday Evening; Energy Transfer and LET 
Effects 

Chairman; M. Burton 
Speaker #1. S. Lipsky 
Speaker #2. M. Imamura 

Tuesday Morning; Gas Phase Radiation 
Chemistry 

Chairman; R. Schuler 
Speaker #1. F. Lampe 
Speaker #2. K. Hirota 

Tuesday Evening Solid State Radiation 
Chemistry 

Chairman; K. Danno 
Speaker #1. K. Oshima or Y. Tabata 
Speaker #2. D. Ballantine or 

v. Stannett 
Wednesday Morning; Liquid Phase Radia-

tion Chemistry 
Chairman; F. Row land 

Speaker #1. W. Hamill 
Speaker静2.S. Shida 

Wednesday Evening; Polymerization and 
Graft Copolymerization 

Chairman; 1. Sakurada 
Speaker #1. S. Okamura or K. Hayashi 
Speaker静2.T. F. Williams or 

V. Stannett 

Thursday Morning; Organic Reactions 
Chairman; G. Meshitsuka 

Speaker #1. ]. Black or C. P. Wagner 
Speaker #2. Z. Kuri 

Thursday Evening; Open 
Chairman; S. Okamura 
Cochairman; D. Ballantine 

Friday Morning; Roundtable Discussion on 
Industrial States of Applied Radiation 

Chairman; J. Black 
Cochairman; E. Munekata 

この会議は京大工学部岡村誠三教授と Brookhavenの

Ballantine氏を中心として 1年あまり前より準備推進

されてきたもので，日米両国の放射線化学の協力と発展

にとって極めて意義深いものと なろ う。

一昨年11月 Brookhaven訪問の昼食会のおり ，先に

わが国をおとずれた Ballantine，Steinberg両氏から，

アイソトープ会議や忙しい各研究機関訪問の間では十分

に討議がつくせないう らみがあるので，丁度日米の中間

にあたるハワイ あたり でゆっくり放射線化学の討論を し

たら双方にとって大いに有益ではないかという 提案がな

された。

帰国後，この提案に早速日本側が賛同して，研究者と

しては岡村教授を中心に準備が進められ，実行面では産

業界は原子力産業会議，学界は日米科学協力 とし て学

術振興会がこの実現 に努力 され，遂に米国 National

Science Foundationと日本学術振興会を通じての日米

協力セ ミナーのーっとして実現するはこびとなった。こ

の間，米国においては Ballantine氏を中心として準備

が進められたが，また，昨年のアイソトープ会議に出席

した米国原子力委員会アイ ソトープ部長の Fowler氏が
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日米肱射線化学ハワイ会議

.本会記事

帰米後側面から原子力委員会としてこの実現を援助され 日本放射線化学会設立総会

た。 昭和40年11月13日， 第 8回放射線化学討論会第2日目

このように，この会議は米国のー研究者の提案が双方 午前11時より日本化学会講堂で開催。出席者67名。

の関係者の努力と理解によって実現したものであるが 1. 開会の辞 (林晃一郎氏)

その背影には放射線化学における日米の水準がお互に近 2. 議長選出

く，個人的な接触や会議での交流を通じて日米研究者の 設立総会議長として祖父江寛氏を満場一致選出

聞に高ま っていた白も う一歩親密な討論と協力の場をも 開会を宣言

ちたいという 気運が，帰せずして会議実現のための熱意 3. 経過報告(飯塚義助氏)

となってこれの開催にまで導いたと いう ととが で き よ 本会成立までの経過について報告

う。 4. 会則案審議 (後藤田正夫氏)

それゆえ，このたびの会議はー回限りのものではなく すでに配布しである会則案について説明c 異議

今後定期的に開かれる日米放射線化学セ ミナーの第一回 なく承認。 (会則は別掲)

会議として考え，また計画も進められているo 5. 設立宣言 (議長)

このハワイ 会議の結果は続いて 5月16日から聞かれる 6. 役員選出

アイソトープ会議で報告されるo ハワイ 会議の米国側参 設立準備委員会より推薦した昭和40年度の会長

加者の数名がアイソトープ会議にも出席する予定なので 副会長，理事および監事候補者について審議 し

ある分野ではさらにそこで討論が発展することも期待さ 全員異議なく承認。 (別十郎

れるo 7. 会長挨拶

高崎研を通じての 日仏協力に次いで日米会議と国際協 昭和40年度会長に選出された千谷利三氏が新任

力が進められてゆくのは，わが国の放射線化学の活発な の挨拶を行い， 第 1回総会の議長となる。

研究活動の反映と みられるが，特に日米は地理的にも人 8. 昭和40年度予算案 ・事業計画

的にも近密な関係があるので，ハワイ 会議が将来の発展 波多野博行氏によって昭和41年3月末までの予

への一つの礎石となることを期待したい口 (大島恵一) 算案，事業計画について説明。承認。(別掲)

9. その他

10. 閉 会

第 l回理事会

設立大会，総会終了後直ちに日本化学会会議室におい

て第1回理事会開催。出席役員14名。理事の業務分担，

学会成立に伴う 連絡等の事務，今後の運営方針などを協

議。
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昭和40年度予算案

収入 56，000円

会費正会員 25，000 

学生会員 15，000 

賛助会員 16，000 

支出 56，000円

会報 ・名簿 21，000 

通 信 費 15，000 

事 務 費 5，000 

会議費 5，000 

予備費 10，000 

昭和40年度役員

千谷利三

雨宮綾夫，桜 田一郎

会長

副会長

理事 今村 昌， 岡村誠三，近藤正春

桜井 洗，志 田正二，吹田徳雄

団野 暗文，波多野博行，早川宗八郎

東村武信，広 田鋼蔵，松浦二郎

松 田 竜 夫，飯 塚義助，八代大六郎

監事 篠原健一，仁田 勇 (五十音JI国)

学会成立後の経過

本会会則に従い，本会事務局を理化学研究所 放射線

化学研究室内に置き，庶務 ・会計担当理事 団野暗文，

今村 昌，波多野博行(関西)が主になり一般的事務を

行っている。現在 (2月8日)までの全皇室生は，正会員

158名，学生会員25名，賛助会員は申込書受付のもの 2

件のほかに手続中のものが数件ある。会員名簿は会誌本

編集後記

大変急な無理なお願いにもかかわらず，快 くど

協力を頂いた執筆者の皆さんのおかげで，創刊号

ができました。編集者の不慣れと準備不足のた

め，いろいろ不備の点も多いかと思いますが，会

員相互の情報交換と研究の助けとして，いささか

でもお役に立てば幸いと存じます。 会員の皆さん

からど意見を頂いて， だんだん立派な会報に育っ

ていくよう願っております。

号巻末に添付したが，会員番号の最初のロ ーマ字は 4

月""， 3月を 4等分してA""'Dとし，入会の時期を表わし

末尾のSは学生会員を表わすものと したo名簿の追加は

毎号本誌に掲載する予定。

本年度予算案は別掲の通りであるが，昨年12月千谷会

長のご意志により ，千谷教授退官記念事業委員会より本

会に10万円の寄付があった。

第 2回理事会

昭和41年 1月20日，原子力研究所 (東京)会議室で午

後 1時30分より 会長以下13名の役員が出席して開催。今

後の活動方針，と くに会員の勧誘と会報の発行について

討議した。また本年の放射線化学討論会について，開催

予定地である阪大の理事より ，その時期およびテーマな

どについて案が示され，意見がかわされた (討論会の詳

細については，ニュ ース欄参照)第3回理事会は 3月19

日午後，原研会議室で開催し，次年度役員，予算 ・事業

計画などについて討議する予定。

事務局より

事務局は理研 ・放射線化学研究室内に設置されました

が，研究のかたわらのなれない仕事でもあり ，会員各位

には大変ご迷惑をおかけしております。 。事情ご賢察の

上，よろしくご支援の程をお願いいたします。

なお本会に関するお問合せは理化学研究所 (電話941-

1141)放射線化学研究室へ，会費のお払込みは振替口座

東京46664番へお願いいたします。 (今村 昌)

放 射線 化学 第 1巻・ 第 1号

昭和41年 3月25日印刷

昭和41年 3月30日発行

発行所 日本放射 線 化学会

編集発行人

印刷所

東京都文京区駒込上富士前31
理化学研究所
放 射 線化学研究 室内
電話(941)1141 (代表)ー(10)
振 替 口座東京46 6 6 4番

飯塚義 助

株式会社大同アドセ ンター

東京都千代田区内神田 3-2-1
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日本放射線化学 会 会 則

第 1章総 則

第 1条 本会は日本放射線化学会と称するo

(英文名 Japanese Society of Radiation 

Chemistry) 

第 2 条 本会は放射線化学に関する物理，化学お

よびその他の分野の研究者相互の連絡を

はかり，放射線化学の基礎的ならびに応

用的研究の発展に寄与することを目的と

する。

第 3 条 本会は前条の目的達成のため次の事業を

行なう o

(1)研究発表会，討論会，諮演会および

講習会等の開催

(2)刊行物の発行

(3)内外の関連学協会との述絡

(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第 4 条 本会の事務所を東京都文京区駒込上富

士前町31 理化学研究所内におく o

第 5 条 本会に地方支部をおくととができる。

第 2 章 t、
-;z:;:; 貝

第 6 条 本会の会員は正会員，学生会員および賛

助会員の3種とするD

第 7 条 本会の会員は，本会の趣旨に賛同し，所

第 8条

第 9条

第 10条

第 3章

定の会費を納めたものとする。

本会の会員は毎年下記の会費を前納する

ものとする。

正会員は 1年分 500円，学生会員は 1年

分300円，賛助会員は1年分1口10，000円

本会に入会を希望するものは，所定の様

式によ り入会申込をし，退会を希望する

者は書面でその旨申 し出るこ ととする。

会費を滞納した会員は，理事会の議決を

経てこれを除籍するこ とができる。

役 員

第 11条 本会には次の役員をおく o

会長 1 名 副会長 2名

理事若干名 監事 2名

第 12条 会長および副会長は理事会で推薦し総会

で決定する。

第 13条 会長は本会を代表し，会務を総理し，総

会および理事会を招集してその議長とな

る。

副会長は会長を補佐し，会長事故ある と

きはその職務を代行する。

第 14条 理事および監事は総会で会員の中から選

任するo

第 15条 監事は会務および財産の状況を監査し，

総会および理事会に出席 して意見を述べ

るこ とカ2で、きる。

第 16条 役員の任期は 1年とするo ただし再任

第 4 章

第 17条

さまたげない。

A T. 
-;z:;:; 

(1)総会は毎年 1回これを開く。その他

会長が必要と認める ときおよび監事

の請求， または会員5分のl以上の請

求があったときに会長が招集する。

(2)総会は会員数の10分の1以上の出席

をもって成立する。ただし，委任状

を含む。

第 18条 総会では次の事項を決議するo

第 四 条

第 20条

第 5 章

第 21条

(1)会則の変更

(2)役員の選任

(3)事業計画および収支予算

(4)事業報告および収支決算

(5)その他理事会の必要と認める事項

総会の議事は出席会員の過半数 で決す

る。

理事会は会長，副会長および理事をもっ

て構成され，会長が随時これを招集し，

会の運営にあたるo

資産および会計

本会の資産は会費ならびに本会の目的を

達するために寄付された金員および物件

事業に伴なう収入その他雑収入とし，そ

の管理は総会の定めるところによって理

事が行なう 。

第 22条 本会の事業年度は 4月日 1に始まり，翌

年3月31日におわる。
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第 6章解 散 付 則

(1)本会則は昭和40年11月13日から，これを施行する。

(2)創立当初の役員の任期は昭和41年 3月31日までと

する D

第 23条 本会の解散と，それにともな う残余財産

の処分は理事会および総会の議決を経る

もの とするo

本 ど〉
-;z:;: ふ一白 員 名 簿

. 賛 助 会 員

名 称 所 在 土也

日 本 放 射 線 高 分 子 研 究 協 会

三菱原子力工 業 株 式会社研究所

日 本 原 子力研究所

文京区駒込上富士前町 31

埼玉県大 宮市北袋 町 1-297

港区新 橋 1-1-13
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