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ある Optimist氏の感慨と意見

(私にはとても巻頭言を書くほどの識見はなさそうな

ので，窮余の一策としてある optimist氏にど登場願う

乙とにする。彼はいつもパラ色の夢を見つづけている放

射線化学者である).

乙のと乙ろ，政治や社会のみならず科学の世界におい

ても本質的な変革といい， perturbationといいま乙とに

大きい.人類滅亡論までがとび出す仕末であるが，何億

年かにわたって生きのび，進化してきた人類は，どんな

時でもその優れた平衡感覚によって姿勢制御を行い，危

機を乗り越えて行くであろうーと彼 optimist氏はかた

く信じている. (誰でも多かれ少なかれそうであろう).

彼が現在の専門に入った動機もまったく optimisticな

ものであったが，その創設に野次馬根性を発揮した放射

線化学会も齢(よわい)10年を迎えようとしている.

さて，学問でも人生でも，はたまた新幹線でも， 10年

となると一つの区切りである.optimist氏といえど，

ときには考え込まざるをえない.次の10年をどうしたら

よいだろうか?10年前の放射線化学は pulseと水和電

子を中心とした花ぞのであった.当時彼lζは“さて次に

は…"という夢があった.残念ながらとの夢はいまだに

ほとんど夢のままであり，かえって公害の罪状で化学の

人気は凋落し，石油不足で脚光を浴びる筈の原子力にも

「核アレノレギー」という宿病がある.一方学会の会員の平

均年令は上昇の一途を辿りつづけている.だがoptimist

氏にとってはもっと本質的な乙とで気にかかる乙とがあ

る.

たとえば， 本誌前号 (No.18，p. 14) に志田忠正氏は

G. W. Robinsonの次の一節を引用されている.“While

radiation chemistry dataρroliferate the literature， 

what is real1y needed does not exist". いささか“頭

にくる"言葉であるが inferioritycomplexをもつほ

どのことはない.同じようなととは常々いろんな人達か

ら聞かされ，多少不感症気味でさえある.乙れらのほと

んどは誤解と認識不足に基づくものであるが，積極的に
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誤解を解き認識を改めさせる努力をしなかったのは放射

線化学者であった.同じく本誌前号 (p.31)で佐藤伸氏

は“(年会の発表を聞いた)化学者は放射線とは化学反

応の研究に何といろいろ応用できるのかと驚いたに遣い

ない"と想像し，“何と欲の深い学問なのだろう"と慨

嘆(?)されている.とれがとの学問の性格なのであろ

っ.
放射線化学には，放射線と物質の相E作用を明らかに

するという本質的な面と，その結果を利用して，広い学

問分野により確かなデータを提供するというこつの面の

ある乙とは改めて言うまでもない乙とであり，とれが役

lζ立たないなどとは誰も思っていない.放射線化学者

が，また彼らのデータが正当な評価を受け，その真価を

悟った新進気鋭の士を加えて会員の平均年令を下げるた

めには，放射線化学のとの現実と性格をもう一度考え直

さねばなるまい.一一これが optimist氏の現在の基本

的な考えである.

広くて複雑な放射線化学の成果を世に知らしめるため

には，とく に物理学，物理化学の造詣と，放射線化学特

有の専門語と背景を一般共通語で話す努力をする乙 とが

何よりも必要である.他の分野の人達1(，ある時は Koran

のように聞えるかも知れない議論をしても，わかっても

らえると思う方が間違いであろう.われわれはいまま

で，あま りにも身勝手な言葉を用い過ぎなかっただろう

か.自己満足にひたり過ぎはしなかっただろうか.効果

的な説得には深く，広い，共通の background がなく

てはならない.

さほど長くない歴史の学問には，どうしても謙譲と忍

耐と勉強が宿命的に必要である.バラエティに富んだ美

しい花は，乙のような土壌の上でしか煉乱たりえないで

あろう.理屈はぬきにして，乙のいくらか閉鎖的な社会

から一歩も二歩もふみ出そうではないか.比較的高度生

長を遂げた過去10年につづいて， 実質的な生長を目指す

時期が始まろうとしているのだ.一一 optimist氏はパ

イプをくゆらしながら青い冬空をゆく白い雲を眺め，再

びパラ色の夢を描乙うとしている.
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ESRの進歩と放射線化学への応用

一一常磁性緩和と二重共鳴法一一

1. はじめに

ESRは不対電子を持つ分子しか測定の対象としない

ので，分光学的測定手段としての適用範囲は比較的狭

い.しかし放射線化学反応には必らずといってよいほど

ラジカノレが関与しているので，それの機構解明において

ESRは欠く乙とのできない測定手段となっている.放

射線化学は最もしばしば，かつ有効に ESRが利用され

てきた化学の一分野である.放射線化学における ESR

については今までに優れた綜説が書かれており ll， 本誌

にもすでに一度ならず解説されている1-4) 乙乙では

ESR実験法の最近の進歩を簡単に紹介し，さら に乙れ

が放射線化学にどのように寄与できるかを考えてみよ

う.紙面の都合で ESR理論の観点からは厳密さを犠牲

にせざるを得ない乙とをお許しいただきたい.

分光学的測定の原理は一般に第 1図のように表わされ

hν .LlE ハJ¥71

B A 

第1図 分光学的測定と遷移確率

るととはどの教科書にも出ている.Bは測定しようとす

る選移の誘導選移確率， Aは自然放射選移確率である.

準位聞のエネノレギー差 ムEは，ESR においては不対電

子準位の Zeeman分裂幅であ り，外部磁場lζ比例する
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ものである.今まで ESRによるラジカノレの研究は大部

分が AEの測定によるもので，遷移確率とくに Aを取

扱うととはほとんど無かった.Aは磁場中にあるラジカ

ノレの電子スピンエネノレギーが媒体(通常格子という)の

熱運動エネノレギーに移る早さを表わしている.上の準位

にある ラジカJレが，直接あるいは他の準位を通って間接

的に下の準位へ自然にもどる過程を常磁性緩和といい，

乙れを明らかlとすればラジカノレに関する ESR特有の情

報が得られるととになる.ESR分光器が市販されるよ

うになってから20年余を経た現在， その性能は AEの

測定(スペクト Jレ形の記録)には概ね不満の無いととろ

にまで進歩したが，常磁性緩和を研究するためには市販

分光器はほとんど無力といってもよい.

一例をあげよ う.ガラス媒体中の捕捉電子 et は1本

線の ESRスペク トノレを示す.ひと昔前には，種々のガ

ラスの媒体からつぎつぎと et スペクトノレを見つけ出す

ととが ESR研究における大きな歓びであった.しかし

一通りの研究が終ると，乙の単純なスペクトルは「そと

に et がある」とと以外には何らの分光学的情報を与え

なかった.とのスペクトノレを何とかしようという努力か

らマイクロ波飽和 (power-saturation)の研究が生れ

た.分析光であるマイクロ波を強くすると上下準位の占

有数の差が Boltzmann分布からずれ， ESR吸収強度が

分析光強度に比例しなくなる乙とから常磁性緩和の早さ

を知ろうという研究である.乙の方法lとより放射線化学

的に興味ある結果が得られはしたが1)， それは緩和測定

には迂遠な方法であった.乙れと同種の NMRにおける

飽和測定について Abragam5
) は「観測データ と系の物

理的な性質の聞の関係をたてるために複雑な数学的取扱

いが必要となるようなら，観測の方法が不適当なのだか

ら，できればそち らを変更せねばならない」と述べてい

る.最近の ESRの進歩のおかげで，化学における ESR

• 

Recent Development of ESR Techniqne and Its Application to Radiation Chemistry -Paramagmetic Relaxation and 
Double Resonances， 
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研究についても Abragamのとの忠告を考慮すべき時期

が来たように恩われる.

直接，間接両過程をまとめてAを測定する最も簡単な

方法は，強いマイ クロ波を切った直後の ESR吸収強度

の回復を弱いマイクロ波で測定する乙とである.との目

的iとかなうパルスESR分光器が最近 Hydeらにより試

作され，乙れの用途は広いものと思われるGl しかしと

の測定法の放射線化学研究への応用はまだほとんど公表

されていない.常磁性緩和時聞を直接測定するもう一つ

の方法はスピン・エコー法と呼ばれるも のである 5l

Brownは乙の方法による ラジカノレの研究を続けているが

7)注1)，一連の研究の中で et-Iζ関する測定をも行なっ

ため注2) しかしとれらの測定はまだ手製の装置に頼らざ

るを得ない段階で，放射線化学研究K広く用いられるま

でにはなお数年かかるであろう.

2.ENDOR 

ESR実験法の著るしい発展が，常磁性緩和を取扱う

二種類の二重共鳴法iとよりもたらされた. ENDOR (E-

lectron-Nuc1ear Double Resonance)と ELDOR(Elec-

tron-Electron Double Resonance)である.その原理

は古くから知られていたが，最近装置が市販されるよう

になり，放射線化学者の手が乙れらの実験手段にもとど

くようになった.ENDORの原理を理解するために，第

2図のような不対電子 1個とプロトン1個からなる仮想

的なラジカノレを考えよう .磁場の中におけるラジカJレの

4つの準位は電子のスピン磁気量子数 m.=:t 1/2とプ

ロトンのそれmr=:t1/2によりきまる.各準位の占有数

を nl，n2， na， n4で表わす.ESR吸収強度は Boltz-

mann分布にしたがう差 nl-n2，na-n4lC比例し，磁場

を掃引して sEI2，sEuを順次測定すると2本線スペ

クトノレが得られる.2本線の間隔から超微細結合定数a

がわかる. もし sEI2を強いマイクロ波で観測すると

nl-n2= 0となり吸収は弱くなる. とのとき ムEu(あ

るいは sEI3)に対応する強いラジオ波をかけると n2-

s4=0 (あるいは n8-nl=0)となり，したがって nl-

02>0となるので，飽和が解け ESR吸収は強くなる.

との ENDOR信号をラジオ波周波数の関数として観測

すると，プロトン共鳴周波数 J.ln= gNsNH/hの両側lζ 1

対のスペクトノレ線が得られ，その間隔は aを与える.

大きな値 sEIZとムEuの差から aを求めるよりも，

sEuや sEI3から直接aを求める方が精度は高 くな

る.更に，もしラジカルがn個のプロトンを有している

ときには，その ESRスペク トノレは 2n 本のスペク トノレ

線からなるのに対し， その ENDORスペク トノレは n対

のスペクトノレ線からなるに過ぎない.ENDOR法の特徴

は，ラジカノレの複雑な ESRスペクトルが解析できない

場合にも， その ENDORスペクトノレは容易に解析でき

て，結合定数も正確に得られる点にある.特に ESRス

ペク トJレ線が重なり合 うような小 さな 結合定数は

ENDOR法による以外には決定できない.

二重共鳴法の測定技術と原理の詳細は他の成書にゆず

り9川， 最近数年間に報告されたENDOR法による放射

線化学研究を概観しよう.ENDOR測定は今でも迅速に

は行えないので，液相中の短寿命ラジカノレを研究した例

はまだ無い.研究は闘相媒体中に捕捉された放射線生成

ラジカJレlζ限られている.更に大部分の研究は，ラジカ

ノレの複雑な異方性スペク トJレを単結晶マトリックスを用

いると とによりわかり易く し， 乙れをなお ENDORで

詳細に解析しようとする方向にむけ られている.

室温で固体である試料が実験上望ましい.そのうえ単

結晶が得やすい有機物というと，分子量の範囲は限られ

る.幸なととに種々の生体関連分子がとのような条件に

合致し， α-alamine11l，valine (塩酸塩水和物)山， gly-

cinel3l，α-aminoisobutylic acidl8l， glycine (塩酸塩)

14l， s-alanine15'， e-aminocaproic acidl5l，などのアミ

ノ酸，glycylglycine (塩酸塩)16，m， N -acetylglycine 

I丸山， のような蛋白のモデル分子， 1-methyl uraci120l， 

N -methyl cytosinel7l， thymidine2ll， cytidine22l など

のピ リミ ジン塩基およびその誘導体の単結晶中に放射線

で生成したラジカノレが ENDOR法で測定された.

例えば acetylglycineを照射すると数種のラジカノレが

生成し，ESRスペク トノレは互に重りあって解析は困難

である.Boxらは40Kで照射後 ENDOR測定し，CHaC 

(O)NHCH2C(O-)OH， CHaC(O-)NHCHzCOOH， CHa 

C(O)NHCHzの3種のラジカノレを確認した18l 2種の

ラジカノレアニオンは一次還元生成物で，中性ラジカノレは

一次酸化生成物が分解 (H+と C02が同時に生成〉し

てできたものである.結晶中で放射線イオン化に続く正

負両イオン反応が同時に観測された.Helmsらは室温

で安定なラジカノレ CHaC(O)NHCHCOOHを非常に強
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第2図 ラジカノレの準位と ENDOR効果
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いラジオ波で ENDOR測定した181 強いラジオ波をか

けると第2図の 2，4準位の寿命が短か くな り，不確定

性原理iとより準位の幅が拡がる.それにともない1特 2選

移の ESR吸収強度が減少する.このような「負の

ENDOR効果JIとより13個以上のプロトンの結合定数を

測定する乙とができた.通常の正の ENDORでは 1個

のプロトンしか検出されていない.もとの分子にはプロ

トンは 7個しかないので， ラジカノレの近傍にある分子の

プロトンの効果 (superhyperfine coupling)まで検出

されたととは明らかであろう .13個のうち 1個のプロト

ンは先駆体であるラジカノレカチオンから離脱したもの

で，結晶マトリックス中の特定位置に捕捉されている.

Mutoらはアミノ酸から生成したラジカノレの分子内お

よび分子聞の超微細結合を精密に測定し，とれよりラジ

カノレの立体構造とそれの単結晶格子中での立体配置を明

らかにした11-181 その結果，アミノ酸ラジカノレアニオン

が近傍分子との間の水素結合を通してプロトン化される

ととがわかった.

より簡単な有機分子の単結晶についても同様の研究が

報告されているが， その文献28-251をあげるにとどめ，

次に et の ENDORについて述べよう .Iwasakiらは

MTHFガラス媒体中に生成した et の ENDOR測定

を770Kで行ない， 仙 のまわりに対称な構造のあるス

ペクトノレを見出した261 乙の構造は et と周囲の分子の

最近接プロト ンとの聞の異方性超微細相互作用によるも

のとして， とれより et 中心とプロトンとの聞の平均

距離が 4.6A (または 4.2A)と計算した.いっぽう

Kevanらは NaOH-水， メタノ ーノレ，MTHFガラス

中の et-Iζ ENDOR法を適用したが，いづれの場合に

もスペク トノレに構造は見られなかった叫281 との END-

ORスペク トノレは双極子相互作用だけがきくような遠く

のプロトンに基くものと解釈され，接触相互作用が有効

であるような近傍のプロトンは ENDORI(は寄与して

いないとされた.乙のような仮定のもとに et 中心と最

近接プロトンとの聞の距離を計算すると MTHFガラス

中では2.8A以下という値が得られた.

最近接プロトンまでの距離を比較すると，両者の結果

はかなり違っていて.Kevanらの得た値の方がもっと

もらしく見える. との相違は ENDORスペク トル解析

法の遣いに由来するが，なおもとをたどれば観測された

スペク トノレ形の遣いに帰せられる.Kevanらの仕事は

更に重水素化アノレコーノレに拡張されている叫.またHase

らはエチレングリコーJレー水混合物および MTHFガラ

スを40Kと770Kで照射し， ENDORスペクトノレの照射

温度依存性をしらべ，低温照射の方がスペクトノレ幅が広

い乙とを見出した301 乙れは etーの周囲の媒体分子の配

向が40Kでは不完全であるととによると解釈し，捕捉電

子の溶媒和過程と関連づけている.乙乙で気付くととは

測定されたスペクトノレのあるものは Iwasakiらによっ

て得られた構造のあるスペクトノレと形が似ているととで

ある.近傍の媒体分子のフ。ロトンとラジカノレとの弱い結

合による h 近傍の信号を matrixENDORスペクトノレ

と呼ぶ et の matrixENDOR にはなお詳細な検討が

必要であろう.

通常の ENDOR測定法は， スペクトノレ位置を決定し

それから結合定数を正確に決定するためには，優れた性

能を発揮する.しかしスペク トノレの強度は測定条件や

ENDOR効果に寄与する緩和機構の種類に複雑に依存す

るので，それを定量的に議論できるまでには至っていな

い.したがって上述のような matrixENDORスペク

トJレの幅を検討する場合にはある程度の不正確さは避け

られない. ENDOR測定技術のなお一層の発展が望ま

れる所以である.先にふれた負の ENDORを測定する

方法は，感度が高く，そのうえスペク トノレ強度が準位の

多重度にのみ比例するようなので，ENDORスペク トノレ

の位置と強度を知る目的に適しているようである811 測

定技術の発展の方向を示唆するものとして注目に値す

る.

3. ELDOR 

乙の二重共鳴法においても二つの遷移を同時に取扱う

乙とは ENDORの場合と同じであるが，ELDORの場合

には第3図に示すように ESRスペク トJレのある点(1 

特 2の選移で表わす)を観測しながら，異なる周波数の

マイクロ波で他の点 (3伶 4の遷移)を強く飽和させる

(ポ ンプする)のである. もし準位 1，2が準位 3，4 

と磁気的相互作用で結びつけられていると，観測して

Wx 

.6.E34 

ポンプ

3 

第3図 種々の緩和過程と ELDOR効果.ムEI2と

aEuの差は強調して表わされている.
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いる ESR信号強度はポンプiとより影響を受ける.乙れ

を ELDOR効果という .ELDORの場合には二つの

ESR選移は同一ラジカJレのものでも，異種ラジカノレの

ものでもよい.効果をもたらす相互作用と しては核スピ

ン緩和，ラジカJレ衝突により電子スピン状態を失換する

Heisenberg exchange (以上は第 3図に Wnで表わさ

れている).突叉緩和 crossrelaxationなどである.Wx 

は古典的な意味での交叉緩和を表わし，異種ラジカJレ聞

に電子スピンースピン相互作用が働く場合に， ポンプ

されたラジカノレが準位 31Cもどるとき観測しているラジ

カJレが準位21C励起される過程である.もし二つの遷移

が同種ラジカJレのものであれば， Wxはスピン拡散と呼

ばれよう. とのような機構によれば，ELDOR効果は

ESR強度の滅少として観測される.W XAあるいは WXB

は1つのラジカノレ内でお乙る分子内交叉緩和過程を表わ

す.例えば準位 41ζポンプされたラジカノレが WXA1とよ

り準位lIC緩和すれば，占有数の差 nl-n2は大きくな

り，ELDOR効果は ESR強度の増大として観測され

る.

通常の ELDOR測定においては，ESR観測の共鳴条

件は保ったままで，ポンフ。用のマイクロ波周波数を掃引

する.観測用マイクロ波とポンプ用マイクロ波の周波数

差が，sE12とsE84の差lζ一致したとき ELDOR効果

が観測される. したがって ELDOR測定によっても超

微細結合定数をきめるととはできるが， ESR スペクト

ノレの分離がとの方法により特によくなるわけではない.

ELDOR法によりスペクト Jレの分離が得られるのは，多

種類のラジカノレの ESRスペクトノレが重なっていて，

ELDOR効果が分子内機構によってのみ起る場合であ

る.ELDOR測定lとより同一ラジカノレによる ESRスペ

クト Jレ線を選び、出す乙とが可能となり，したがって複雑

な ESRスペクトルからそのラジカ jレの結合定数をきめ

るとともできる.ELDOR法は1960年にはじめて実験例

が報告され，それ以後物理学の分野で研究が散見された

が，最近装置が市販されるに及び，放射線化学的に生成し

たラジカノレに関する研究が行なわれるようになった10)

etの単純な 1本線 ESRスペクト Jレからより多くの

情報を引き出そうとする試みが ELDOR法によっても

なされている82-34) MTHFガラス中の et の ESRを

観測しながら MTHFラジカノレをポンプすると， et と

ラジカノレとの聞の電子双極子相互作用により交叉緩和が

起るととが確かめられた82，84)乙れは異種ラジカノレ間で

交叉緩和が起り得る乙とをはじめて示したものである.

乙の結果によると，乙の場合の et の常確性緩和におい

ては，et-自身のスピンー格子緩和と同程度に etーからラ

ジカノレへの交叉緩和が寄与している.またラジカノレの 7

本線 ESRスペクトノレ内でのスピン拡散も確かめられて

いる NaOH-水!<:生じた et についての ELDOR測

定によれば，et-と共存するラジカJレ〈主として0-)と

の聞の突叉緩和は見られなかった附. との媒体中の et-

のESRスペクト Jレは幅が約 14Gで比較的広いが， 乙の

スペク トノレは互に独立な spin-packet の重なりからな

っているのではなく，スピン拡散過程の存在が確められ

た.ELDOR測定lとより et スペク トノレの構造がある程

度分離され，乙の構造が et の近傍のプロト ンと etーと

の問の相互作用によるととには疑問の余地は無い.しか

し乙のような ELDOR効果を与える近隣フ。ロトンが8

個であるという結論にはより詳細な検討が必要とされ

る et のmatrixENDORスペクト Jレと ELDORスペ

クトルの構造を関係づけるような研究が望まれる.

et-常磁性緩和を ESR飽和の様子から研究した報告

は今までにかなりの数にのぼる 2) 乙れらの研究におい

ては etーの ESRスペクトノレが spin-packetからなり，

緩和は主として et同志のスピンースピン相互作用に基

くと仮定されている.乙乙に紹介した et のELDOR測

定結果によると，乙のような仮定はあまりにも単純過ぎ

るように恩われる.

ELDORの研究においても，単結晶試料を放射線照射

し，その中に一定の配向をもって生成したラジカノレを測

定の対象とするととが多い.実際，ELDOR法を放射線

により生成したラジカノレにはじめて適用したときには

malonic acid の単結晶が試料として用いられた85) 室

温照射lとより 2種類のラジカノレ ・CH(COOH)2と ・CHz

COOHとが得られるがそれらの ESRスペクトノレは単

結品マトリックスを用いても互に重なり合ってしまう .

しかし両者の常磁性緩和挙動の相違から，ELDOR法に

よりそれぞれのスペクトノレを分離する乙とができた.

一般に固相媒体中に捕捉されているラジカノレの常磁性

緩和は，液体窒素温度あるいはそれ以下の低い温度では

ラジカノレ聞の双極子相互作用を通じて起るのに対し，室

温あたりの高温では緩和は分子内過程となる杭87) 後者

の場合lζは同一ラジカノレに属する ESRスペクトノレ線の

聞でのみ ELDOR効果が観測され， したがって多種類

のラジカルのスペクトノレが重なってもそれらを分離で

きるととはすでに述べた.最近，完全に重水素化した

malonic acid単結晶を用いて， 上記の 2種のラジカノレ

の緩和挙動の遣いが明らかにされた88) .CD(COOD)z 

においては WXA あるいは WXBで表わされたような交

叉緩和がスピンー格子緩和と同程度にまでお乙るのに対

し，・CD2COODでは交叉緩和はほとんど起らない.ま

た trichloroacetamide から生成する室温安定な・CCh

と ・ChCONH8の重なり合った ESRスペクトノレを，前

者のスペクト Jレ線が均一 (homogeneousbroaden)で

あるのに対し後者のスペクトル線がプロトンおよび窒
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素核の超微細結合のために不均一であるという相遣を

ELDOR測定により見わけ，分離する乙とに成功してい

る"に

Kispertは単結晶試料を用いても避ける乙とができな

い ESRスペクトノレの重なりを分離するために ELDOR

法が極めて有効である乙とを示したが，更にELDOR効

果をもたらす緩和機構の解明にも精力的に取り組んでい

る.彼と協同研究者逮は malonicacidω)， dimethylma-

lonic acidw， zinc acetate40)， potassium acetate42)， 

α-aminoisobutylic acid411， L-alamine4Uなどの単結晶

中に生成した ・CH2COOH，.CH(CH3)COOH， .C(CHa)2 

COOHのようなラジカJレについて分子内 ELDOR効果

の温度依存性を検討した.比較的高温では電子と核との

聞の双極子相互作用による Wn過程が ELDOR効果を

もたらし，観測している ESR線の強度の減少が見られ

また比較的低温lとおいては突叉緩和 W XA や W XB も

ELDOR効果に寄与するため，観測およびポンプの準位

の組合せに応じてある場合には強度の減少が，ある場合

には強度の増大が起る乙とを確かめた.更に ・CFHCO

NH2 における F核の大きな異方性超微細結合43)や，.C 

CIFCONH2における Cl核の四重極緩和の ELDOR効

果に及ぼす影響44) についても研究されたが，文献をあ

げるにとどめる.最後に，分子内 ELDORの最も詳細

でかつわかり易い解析が，potassium hydrogen maleate 

単結晶中の 02CCHCHC02ラジカJレアニオンに対して

Iwasaki らによりなされている45)ととを紹介しておと

つ.

放射線照射効果の空間分布という観点から，固相媒体

中に捕捉されたラジカノレの聞の磁気相互作用を ELDOR

でしらべるととは面白そうである.しかし放射線で生成

した有機ラジカノレの分子間 ELDOR効果はまだほとん

ど研究されていない.極低温照射で単結晶中に生成した

一次ラジカノレアニオンと一次ラジカJレカチオンの聞の交

叉緩和を ELDORで測定するというのは筆者のひとつ

の夢である.

4. 液相中の短寿命ラジカル

二重共鳴法で研究されるラジカルは固相媒体中に準安

定lと捕捉されたものに限られてきた.放射線化学反応機

構解明に対する ESR応用の王道は液相中の短寿命ラジ

カノレを対象とするととろにあろう .残念ながら ESR分

光器の原理的な制限から，市販の装置をかなり改変し

10川 -48)加速器と組合せても， 短寿命ラジカ jレ観測はせ

いぜい10-1秒の時間分解能しか持ち得ない.現在 Fes-

sendenのグノレープと アルゴンヌ国立研究所においてパ

ルス照射ーESRの研究が続けられており，最近 Sargent

らが乙れに加わった仙.どのような短寿命ラジカノレが研

究されているかを述べる乙とは本稿の主題からはづれる

が，乙れらの研究の過程で常磁性緩和に関係ある興味深

い現象が見つかっている.それはCIDEP(chemically 

induced dynamic electron polarization)である.

乙の現象は液体炭化水素を放射線照射しながら H・を

観測しているときにはじめて観測されたもので刷短寿

命ラジカルの ESRスペク 卜Jレ線強度が準位占有数の

Boltzmann分布から期待されるものから 大きくづれ，

ある場合には異常に強い吸収線が，ある場合には放出線

が見られる. との異常な電子スピンの分極はスピンー格

子緩和時間で熱平衡状態に近づ く.短い時間分解能で

ESR測定が行なわれるようになると，CIDEPが短寿

命ラジカノレに広く見られるものであるととがわかってき

た. CIDEPが放射線化学反応で観測された例としては

c-pentane， c-hexaneからのアノレキノレラジカノレ47l，水溶

液中lζ生成した H・51，52)，・CH2C02-や ・CoHeOHなど

附， ・CH20Hや CHaCHOHなど58，54)， それに酸性氷

中の H.55)があげられよう .

CIDEPが起る機構に関しては，異なったモデルに立

つ理論5ト叫がつぎつぎと出てくる実験結果を追ってい

る. また CIDEPがどのような挙動をとるかは，パノレス

照射叫61)あるいは定常照射62) のもとでの速度論的解析

がされている.少 くとも測定技術の面で， CIDEPのお

かげで ESRの通常の感度では及ばないような低濃度の

短寿命ラジカノレが観測され得る可能性がある.実験や理

論が集積されれば，早い放射線化学反応において，ラジ

カルの先駆体分子の電子状態を明らかにした り，ラジカ

ノレ生成や再結合の際の過渡的なラジカノレ対のスピン状態

を明らかiとするととが， CIDEPを通じて可能になるも

のと期待される.光あるいは放射線照射により生成する

短寿命ラジカノレの CIDEP現象とその理論に関して最近

綜説が出された旬}ととを紹介しておとう .また CIDEP

の測定法などについては文献引を参照されたい.

5. おわりに

ESR の最近の進歩を， 放射線で生成したラジカノレに

適用した実験例を中心に，簡単ではあるが展望をととろ

みてきた.乙れらの実験例を整理しながら筆者が自問自

答してきたことは「乙れは ESRの研究なのかそれとも

放射線化学の研究なのか」というととである.明確な答

が得られないまま稿を終えるととになってしまった.し

かしとのような疑問は現在の放射化学研究の性格からく

るものかもしれない.最後に印刷中の論文を見せてくだ

さった方々の御好意に謝意を表したい.
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書評

放射線生物学ーその分子的基礎一

H. Dertinger， H. H. Jung著

代谷次夫 ・天竺準平訳

定価 3，200同，全 240頁

東京大学出版会発行

発電から食品工業 ・医療に至るまで核エネJレギーの利

用が広く 行なわれ，今後ますます発展していく乙とは疑

う余地のない現在，いかに「放射線と共存J(Zimmer) 

してい くかを解決するととは焦眉の課題である.とのた

めには生体に対する放射線作用のメカニズムが広く深く

研究されねばならない.従来の放射線生物学が強調して

きたものは，放射線障害の最終結果(たとえば致死)の

線量依存性を実験して統計的解析を加えたり，種々の変

更因子に関する膨大なデータからジグソーパズノレを組み

たてるよう な努力をするととであった.とのような試み

によっても生体の損傷の決定的標的は DNAであるとと

が推定されるなど，いくつかの成果があげられたことは

確かである.しかし損傷生成の反応過程を明らかにする

乙とについてはほとんど無力であった.

注 1)ソ聯においても研究が行なわれている.最近の代表的

文献は A.M. Raitsimring， V. M. Molalev and Yu. 

D. Tsvetkov， High Energy Chem. 7， 170 (1973) ; 

E. R. Klinshpont， D. G. Gilyazitdinov， V. P. Ki. 

ryukhin， and V. K. Milinchuk， High Energy Chem. 

7， 170 (1973) ; A. M. Raitsimring， K. M. Si1ikhov， 

B. A. Umanskii and Yu. D. Tsuvetkov， 5ov. Phys. 

501id 5tate， 16， 492 (1974). 

注 2)文献追加. L. Kevan， M. K. Bowman， P. A. Nara. 

yana， V. F. Yudanov and Yu. D. Tsvetkov， ]. 

Chem. Phys. in press (1975， Feb.). 

現在では放射線生物学は，その基礎的な分野において

もすでに細分化され同時に他分野との境界領挟を広げつ

つある.分子レベノレでの放射線の影響を取り扱う「分子

放射線生物学」は，放射線作用の時間的経過の中で「化

学的段階」と「生物学的段階J(Platzmann 1962)にま

たがる部分に注目する.乙れは放射線化学の隣接分野で

あり ，ESRやノマノレスラジオリ シスなど種々の物理化学

的な手法を身につけた専門家が乙の分野で活躍すると と

は，時代の要請でもある.

Karlsruhe原子核研究セ ンターの放射線生物学教室の

Dertingerと Jungによる本書は， 乙のような現状の

中で時宜を得たものと言えよう.従来の放射線生物学の

論理と成果が要領よく まとめあげられ，その上で分子放

射線生物学の課題と考え方，研究法を提示しようと試み

ている.内容は網羅的でなく ，むしろ基本的なととがら

を理論的に提示するととに重点がおかれている.分子放

射線生物学の個々のテーマについては，原著以降いくつ

かのすぐれた総説もあるが，本書は全体を見渡して基本

的な考え方を把握する点ですぐれており入門用として 5

年後の今も少しも色あせていない.

訳は平明で読みやすい.率直な問題提起が随所にみら

れるので，とれからとの分野を手がけてみようという放

射線化学者には大いに参考になるであろう .

東京大学工学部 田畑 米穂
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放射 線量計測概観

〔解説〕

之和内森

味について，あまり明確に知られておらず，a， s，γ 

線のようなものだとかX線はγ線よりも波長が.長いだと

か，その主たる性質はフィノレムの黒化作用や生物作用が

あるとか，透過力が強いとかくそれなら鉄砲の弾丸は?)，

どうも分類基準が判然としない奥歯にもののはさまった

ような説明が今だに相当に権威のある書物や教科書に記

されていて事態をかえってわかり難くしている場合が多

い.内容のわかっている専門家同志の用語ならばどう表

現しておいても通じるであろうが， マスコミは別とし

て，一般に使用される乙との多くなった放射線関係の主

要語の意味ぐらいはある程度明確にしておかないと今後

の発展の障害にもなりかねない.ついでながら放射能と

いう言葉も文字を素直にうけとる人ほど誤解し易い言葉

である.とれに対しては核壊変能とか何とか別の用語に

そろそろ変更した方がよいというととが方々で議論され

ている.というのは放射能の強弱は必ずしも放射線の強

弱に比例するものではないのに，一般にはまさしくそう

であるような無用の誤解を与えている.実際はそれには

無関係に単に自然壊変核の壊変活性度を表わす物理量に

過ぎない.前置きが長くなり余談に立入り過ぎたが，本

文でいう放射線量という用語も又然りであって，わかり

切ったようでいて案外その内容の本質が理解されずに半

ば惰性的に用いられて混乱している乙 とが多い.乙れも

詳しくは後に述べる様iζ，名称、をつけ直して放射線の量

とはちがうことをはっきりさせた方がょいと思う.本紙

で乙んな乙とを申し上げるのは失礼かっ蛇足であるかも

知れぬが，本文の出発点としてそのような primitiveな

ことからはじめ，放射線量計測， なかんずく放射線化学

に最も関連の深い，いわゆる大線量計測の現状と問題点

を簡単に概観してみたいと思う.

原子 ・分子の核外電子との衝突現象を通じてそれらの

電離を合む現象を直接または間接的な相互作用結果とし

て招来し得るようなエネノレギー状態にある素粒子(光子

を合む〉や複合粒子は電離性放射線と呼ばれて，一般の

光や静止状態にある粒子と区別して扱われている(第 1

図).ととろが一般にはその(電離性)放射線の正確な意
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General Aspect of Radiation Dosimetry， Yasuyuki MORIUCHI 

工業技術院電子技術総合研究所放射線研究室長 工博

(略 歴)昭和24年名古屋大学理学部物理学科卒，昭和28年電気試験所 (現電総研〉入所，現在に至る.

(専 門)放射線物理，放射線量計測.

(連絡先)180東京都田無市向台町5-4-1(勤務先)
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放射線量設定の必要性

放射線との相互作用の結果物質にひき起される変化に

は種々多様のものがあり，それらを俗に物理的 ・化学

的，および生物学的作用等と分けたりするが，当然のと

とながらこのような分け方は現時点での各分野からのイ

メージアップの使宜から来ているだけであって，それら

の聞に何ら厳密な区別が存在するわけではなく ，みな等

しく天然現象の一部で，観点をかえた表現に過ぎない

〈第2図).その意味では乙ういう分類をするよりも，作

舟t

車室!;().ι 

|…「
図2 放射線作用の図解

用開始後のプロセスの種類等について何らかの整理を行

って， 初期的事象， 過渡的事象， 定常的到達状態とで

もいうような分け方をするのも一方法ではあるまいか.

それはとも角とのような放射線作用について，それ自身

のメカニズムや性質を研究する学問や，相互作用の結果

群体としての物質に生じたと乙ろの，定常的で照射前と

は異質な状態を量的に得ようとする応用学(たとえば，

がん治療とか，樹脂のキュアリングなど〉とその技術を

進展維持するに当って，次lと述べるような放射線量に関

する知見の取得が重要となる.何故ならば乙の種の放射

線効果を研究又は利用の対象とするに当って，その効果

を実現させると否とに拘わらず，その程度を予測し評価

し制御するために客観的，定量的でかつ普遍性のある簡

使な科学的手段を必要とするからである.理想的な場合

を考えるならば，考慮の対象下にある放射線と物質とに

関する必要なすべての情報を得ておき，さらに予め知れ

ている両者の相互作用のメカニズムと必要な諸定数の知

見を加えれば，計算なり何んなりによって起るべき又は

起った効果の程度が定量化できる筈である.とういう定

量化の正確度の許容範囲をどとまでゆるすかの問題はあ

るけれども，現在乙の種の手法を採るととは不可能であ

り，また労多くして功は期待できぬ.たとえば実際に物

質に生ずる効果の種類と量を左右するこ種の因子のうち

の放射線に関する側だけをとってみても，それは問題と

する場所での散乱も含めて放射線の種類，エネノレギース

ペク トノレ並びに方向スペクトノレ，および全強度について

の完全な情報を得る必要があり，そのととだけでも簡単

に望めそうもない.まして実用的方法においては不可能

である.

しかしながら一方では歴史的に応用の定着している放

射線医学をはじめ，放射線殺菌，放射線重合等々のよう

に，われわれが考えれば，まさしく広義の放射線化学と

いってよいような分野においてはとくに，生物も含めた

物質lと対する放射線効果の量的応用が実用化されてお

り，乙れの有効性，経済性，安全性を確保するために

は，その起り得べき効果の量を客観的定量的に予測 ・評

価 ・制御するための情報を得るととが最も基本的に重要

な乙とになる.乙乙で読者は一つの疑問を抱かれるかも

知れない.というのは，効果の程度を予測 ・評価 ・制御

するに当って何もあとで述べる “放射線量"を用いなく

ても “放射線自体に関する量"即ち単位面積あたりの粒

子流(粒子フノレエンス〉とか単位面積あたりの到達(消

費ではない/)エネノレギー量(エネノレギーフ Jレエンス)

であっても，その目的を達し得るではないかと.答えは

然りであるが，但し重要な条件っきである.即ちそれが

可能であるのは予め放射線や被照射物質の条件が前以っ

て知られたある範囲内に止まっていてしかもその条件下

の放射線による効果だけを対象とするか，またはそれら

を判定するに足るだけの線量測定を行って予め較正

(calibration) が行なわれているか，またはそれを推定

するに足るだけの理論的根拠が前以て知れている場合に

限るのである.従っていずれの場合にも効果量と，入力

量と しての粒子またはエネノレギーフルエンスとの関係は

explicitまたは implicitIC前提として必用であって後述

の“放射線(効)量"の概念設定を度外視するととはで

きないのである.

放射線量の概念一「放射線量Jは 「放射線

の量jではない!

ICRU (国際放射線単位測定委員会)では放射線開
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係の諸種の物理学や単位について昔から数々の勧告を出

して来たが，レントゲン単位やラド単位についても何度

も改訂を重ねて来た結果，現在1)では Doseと名づける

量は rad単位で表わされる absorbeddose (吸収線量〉

のみを意味する乙とになっており，乙れに対してR単位

で表わされるものは， Exposureと呼ばれる量(照射線

量と邦訳されている)のみを表わすものとされている.

との他に類似の量として Kerma(現在の処邦訳語は決

っていなし'1)も定義されている.以上の三種の量は放射

線だけに関する量ではなく，また相互作用をうける物質

のみに関する量でもないのであって，いわば着目してい

るととろの，放射線と物質との相互作用結果に関する或

る種の量である.ととで乙ういう量を dosimetricqua-

ntityと呼んでお乙う. との意味において， 乙のような

量が単に放射線量と訳され使用されているのはまずいと

思う.何故ならば前にも述べたように，放射線量という

名称に就いては，誰しも物質中であろうと真空中であろ

うと，それには無関係に，着目している放射線そのもの

の量，即ち粒子束やエネノレギ一束を連想するのが自然で

ある.だから学会等で聴いていると，時々，たとえば放

射線としての入射荷電粒子について単位面積あたりの電

流量(とれは個数の chargeequivalentな表現でもあ

る〉とか，または個数のととを称して，乙のときの“線

量は…"などと表現しているのをみかけるが，乙のいい

方は誤っていても，聴く方にとってもさして抵抗なくう

けとれるのは無理もないと思う.しかし何度もいうよう

に乙ういう“線の量"と“線量"とを混同して使ってい

ると本質の解訳に大きな誤りを冒したり，研究者相互間

の情報交換の内容がチグノ、グになってしまう 乙とは明ら

かであるから注意しなければならないのである.(第 3

図)

いわんとすると乙ろは大体わかって頂いたと思うが，

もう少し突っ込んだ議論をしておとう.いま着目する物

質に起る種々の効果に番号をつけてみたと して番目

の効果の量を Ziとしよう，そして入射放射線は簡単の

ためにエネルギーEの単色のものと考え，単位面積あた

りにN個とする，そして iというような特定の効果の発

現確率を Fiとすれば，一般に Zi=FiNEと表わす乙と

ができょうが， 乙の Fiは入射線の種類， E， N，その

他に物質の種類・状態等の複雑な関数であ り，その関数

形や内在的に必要な相互作用定数について完全正確な知

見を得る乙とは不可能である.一番良いのは Ziそのも

のを測るととであるが，乙れはその定量手段がなかった

り，またもっと致命的な乙とはその効果をいちぢるしく

起してからでないと予測がつかない.たとえば患者が死

亡してはじめて照射効果が多過ぎたととを知るのでは何

もならない.

車立

子

放| 滋

射| ミ
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笑周五E

図3 放射線関係諸量の図解

Fiの形は普通の場合正確には求められないが，乙の因

子を二つに分解して考え， Fi=KiO';，すなわち，

Zi=KiO'iNE-=KiDi (Di=σINE)， 

と考えてみよう.そして DIなる量(たとえばシンチレ

ーション発光量)は物理的に客観的に簡便迅速に計測可

能であるとし， KIなる因子は Zi~<:::対して直線関係ある

いは簡単な換算関係のある乙とが定性的に無理なく予想

できるものとする.そうすれば KIの正確な形が不明で

あったとしても物理量Diの計測をもって効果量 ZIの代

弁が行えるというととである.いいかえれば DIは Zjd

の発現のための測定可能な原因入力量とも考えてよい.

Zi 1<:::は種々のものがあり，Kiも σiも色々考えられる

であろうが，的としては成可く共通の因子(たとえばエ

ネノレギー吸収確率)を採って普遍性を与え Ziの差を KI

のちがいに帰着させるように考えるととが出来れば， Zi 

=KIO'NE=KIDと書ける. そして事実上その計測に困

難や労力を要するととろの個々の因子， σN， E等を

別々に求めなくても， D=σNEなる量を直接1<:::簡便に求

める乙とができれば乙れを以て Ziの程度を推定すると

とも出来る. とのような目的をもっ量 D=σNEのとと

を現在の日本語では「放射線量」と呼んでい るのであ

る.本当は放射線量というならば相互作用に関係なく N

とか NEとかの量のととをいうべきであるから， Dのよ

うな量は放射線と物質との両方に関係した量， すなわ

ち，放射線効果基礎量とでもいうべきであろうが，よく

考えれば，説明したようにとれは効果そのものではなく
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大きな宇宙線の場合など)，また一般に低エネルギーほ

ど相互作用確率σが大きい場合が多いので， NEが小さ

くても意外にDは大きくなる乙ともわかる.とれら放射

線(効)量と放射線の量との関係を示す例として光子を

考えてみる.作用確率dとしては空気1.293mgあたり

に生じた二次電子が空気中に作るイオン対群の電荷量の

発生確率を考えてみよう.とのときのDIC相当するもの

は，いわゆる R (レントゲン〉単位で表現されると乙ろ

の ExposureIζ相当する量になるが，同じ 1Rを結果す

るための二種の放射線の量，即ち光子フJレエンスと(光

子の)エネJレギーフJレエンスとの関係を図示すれば第4

図のような周知のグラフとなる.以上Kよって，いわゆ

る「放射線量J(Dose of Radiation)と「放射線の量」

(Quantity. of Radiation)とかちがったものであるとと

がくと、い程おわかり頂けた乙とと思う.それで，とのよ

うな放射線と物質との相互作用量の予測 ・評価の基準量

(Dosimetric Quantity of Radiation)のととを，本来

の放射線の量と混乱しないように，本文では依りに「放

射線(効〉量Jと名づけて使用してゆ乙うと思う.

放射線(効)量の種類

前lと述べたように，放射線と，物質と，相互作用の種

類とに関連するような DosimetricQuantityのうち現在

ICRUで決められて使われているものには， Absorbed 

Dose (rad単位)と，Exposure ( R単位)と Kerma

(rad単位)との三種があり，乙の他に一見乙の種の量

lζ似つかわしいが，放射線防護のために一種の危険係数

と目される Q.F.等を吸収線量の値K乗じた値で表わさ

効果を推定する共通基準因子のような役割を果している

から，むじろ「放射線効果判定基準量」 とでもいった方

がよい.あまりに長すぎるから略して『放射線効量』と

でも表現して，本来の意味での放射線量と区別して混乱

をさけるようにした方がょいと考える.しかし，現実に

は永年にわたって学術用語，法律その他で広く「放射線

量」と表現して使われてしま っているので変更は仲々大

変である.何事でも初めがかんじんだと痛感する.

さて上記では簡単のためにエネルギーEの単色の場合

を引用したが，実際には複雑なエネ Jレギ「スペクトノレを

もっている場合が多いから，とれらの量は積分形をもっ

て表わすべきである.したがってσとNとE，またはσ

とNEなどの分別計測はますます困難となるが，積分量

としてのDそのものを直接に測る方法があればそれで足

りる.一方ではまた， Kiや σの値がわかっていて理論

計算が可能であるとか，σがEIとあまり依存しないと

か，あるいは適当な calibrationが予めなされていると

いうような特殊な場合で，その方が多少精度が悪くても

簡便だというならば，Nや NEの実測をもって Ziの推

定が可能となる.事実環境放射線量測定等においては簡

便のために単位面積あたりの計数値 (NIC換算するため

にはなお種々の補正が必要であるが〉を用いたり ，特定

装置の特定ビームによる損傷を論じたりするときに例え

ば電子的ビーム電流(乙れを電荷Cで除さればNに相当

するから)で効果推定量の代用にしたりしているのはと

の例である.であるから， D=σNE，の式からも明らか

なように，放射線の量Nまたは NEが大きく ても σが小

さければ放射線(効)量Dは小さいとと(たとえばEの

fl :INIon/cm2 
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れる線量当量 (DoseEquivalent-rem単位)がある乙

とは御承知の通りであり，詳しい定義や解説をととにく

り返す要はないと思う.ただ，乙とでは学会の研究発表

会や専門書等をみききしていて時々気がつくととである

が，往々にして間違った解釈や用法が使われているとと

があるものについて少しふれてお くに止める.radで表

わされる吸収線量に言及するとき，エネノレギー吸収体と

しての物質名を明記しなければ定義上からも片手落ちで

あるととは当然であるが，普通は水とか組織等価物質と

かエネノレギー吸収係数からみて近いものを想定して表現

する乙とが多いからいちいち物質を添書きするのを省い

ている.しかし例えばGe半導体物質とか高原子番号物質

の1MeV以下の低エネJレギー領域の吸収線量を表わす時

などは慣例的な水ラドでは大きな遣いを生じてしまう.

次にレントゲン単位で示される例の照射線量であるが，

空気 1cc中に存在するイオン対の数ではない乙とや電子

平衡のととはと乙では取上げないとしても，光子以外の

放射線による空気中生成イオン対数に対してもよく R単

位が使われたりするのを多くみているが，乙れは正しく

ない.しかし筆者の私見であるが，放射線利用が X，γ

線だけに限らない現在，とういう狭い適用範囲や電子平

衡とか何かのような理解し難い束ばく条件のある現在の

定義を改めて，問題個所の空洞空気中K存在するイオン

対数を改めて定義しでも DosimetricQuantityの利益

は損われないと思うが， とに角 SI単位への切替え2)を

ひかえた議論を必要とする現状でそれを考え直してもよ

いのではないかと思う .何故とんなわかり難いととにな

るかといえば，現在のR単位でいう Exposureなる量

は，光子束の物質効果発現潜在力でもって光子場の特質

を表わす，という中途半端な考えに立つからではないか

と思う.放射線自体の場の特質ならば前記フルヱンスス

ペクトノレで足りる筈であり，物質効果発現力ならば，そ

乙lと仮定的lと置かれた水ラドで表わしても空気ラドの電

荷等価量としての esu/ccでも何でもかまわない筈であ

る.(但しとのときは厳密な意味でのレントゲン単位と

は異なるが).とに角議論が細かい専門にわたり過ぎる

のでことで止めるが， esu/ccを単lζレントゲンと称して

は誤りであるととだや強調してお乙う .その他lζ 3MeV

以上のエネノレギーではR単位が使えないとよく誤解され

ているが(何故3MeV以上で使ってはいけないのか?の

理由に疑問をもっ人は少く，ただ単なる取りきめだから

仕方がなかろう位に軽く考えられているようであるが)，

例の電子平衡不足による誤差が大きくなるから注意を要

するという意味であって，約10%位の誤差をゆるして議

論をする時には，光子エネノレギーが何 XMeVであって

も大した問題でない. R単位の定義自身には適用エネノレ

ギーの上限はないのである.

放射線(効〉量測定の方法

一般に線量測定と呼ばれているものの中には，時間積

分量としての放射線(効)量を測るものと，時間微分量と

しての放射線(効〉量率を測るものとの両者を合めて総称

している場合が多い.また直接に線(効)量を測るもので

はなくて実際には特定条件下ではその手段として代用し

得るような真の意味の線量または線量率測定，すなわち

粒子フノレエンスやフルエンス率またはエネJレギーフノレエ

ンスやフノレエ ンス率のような量の測定をも合んでしまう

場合もある.しかし後者は，我々の目的の場合には，線

(効)量または線(効)量率を測定するためのプロセスの一

つに過ぎないのであるから，それだけをもって真の意味

の線(効)量測定の分野に入れてしまうのは誤りのもとに

なると思うし本来の意義がうすれてしまう.乙乙では真

の意味の線(効)量測定について言及したい.次iζ前iζ述

べたように，放射線化学においては大線量を扱う乙とが

多いが，との大線量という言葉もばく然としているので

あって，大小というような相対的な表現では専門分野毎

に大小の概念が全く異なる場合があるばかりでなく本質

的な範囲が不明確で客観性がない.もともと乙のような

範囲を rigidには決め難く ，また決めても大した意義も

ないが次のように考えておいたらよいと思う.r大線量」

という線(効)量の範囲は，放射線照射の終了後におい

て，物質lζ何らかの復元不可能な巨視的な質的変化をも

たらすような線(効〉量であり，またそのような線(効)量

が，われわれの通常的に許容しうる短時間内において集

積し得るような充分に高い線(効)量率のものをいう.物

質やその効果の種類によって異るけれどもとのような範

囲は大体において， 104rad以上または 104rad/h以上の

範囲であると考えておいてよいのではなかろうか.

さて次に大であろうと否とに拘わらず，線(効)量測定

なるプロセスの原則的な考え方を概観して置きたい.

いまエネノレギーEをもっ特定の放射線のN個が単位面

積あたりに入射したときに物質mlC起きる i種類の効果

の量 Zmiを推定・評価・制御する基準量 Dmを考えて

みる.簡単な関係で表わせば

Zmi=手KmiD田 =Kmiヱσ回 (E)NE.……・….....・H ・.(1)

宇 Kmik皿r(E)Dr=K回 ik皿r(E)ヱσr(E)NE……(2)

乙こで Drは，物質mを直接用い難いときに代りの物

質 r(referencematerial)を用いたとき，その物質のう

ける線(効)量である.kmr(E)は D皿/Drに相当する換

算係数であって，一般にエネルギーEその他の関数とな

る.エは入射エネルギースペク トル全体についての合計

(実際には積分形)の意である.もしも Zmiとして生物

効果，とくに障害防止上重要な効果Zのみに着目すると

すれば， Dose Equivalentの定義lというととろの qua-

- 13-



lity factor Q(E)を用いるととによって，

Z=Km'H=Km'Q(E)D皿

= Km'Q(E)ヱσm(E)NE…...・H ・.....・H ・..(3)

宇 Km'Q(E)kmr(E)Dr

= Km'Q(E) kmr(E)エdr(E)NE…...・ H ・..{4}

とかける.乙の場合物質 rとしては，いわゆる tissue

equivalent materialを用いればよい.上記の(l}"'{4)式

を通じて， K皿iや Km'と記した係数は実際には正確に

定めるととの出来ない仮定上の係数であるが，とれのメ

カニズムをよ り詳細に追求する学問がいわゆるマイクロ

ドジメトリーと呼ばれるものであると考えてよかろう.

乙れら上式中で現われる各種の量のう ちで実測し得るも

のは， Dm， D， NE，またはNであって， σ皿(E)，σr(E)，

kmr(E)， Q(E)などの量は，あらかじめ理論的lζ，また

は一種の約束を決めて知っておく必要のある ものであ

る.物質mについての放射線(効)量測定というのは，上

式中の Dmを測定するととであるけれども，普通には，

いちいち種類の異なる物質ごとにそれぞれの D皿を直接

に測定するよりも， 実際測定が便利で一層客観性 ・普遍

性の高い適当な物質 rについて，その Drを測定すると

とが多い.たとえばどんな物質であっても共通にFricke

線量計を用いて水中吸収線量を測定するようなものであ

る. またもっと実際的になると，山(E)，dr(E)などの

ような数値をあらかじめ知りかつ仮定しておいて単に

NEやEのスペクト Jレを測定する方法とか，あるいはも

っと単純にNを測定する乙とをも線量測定と俗称すると

とがある.しかしもう明らかなように， Nや NEの測定

は厳密な意味での放射線(効)量測定のカテゴリーには入

らない.

次lζD皿や Drの測定法についてみれば，とれらは大

別して 2種類に分けられ，第 1は絶対測定法と呼ばれる

方法，第2は実用的な相対測定法ともいうべきものであ

る.前者は実測値と，あらかじめ知れている理論式とに

よって， 目的とする量を一義的に (calibration をしな

いで)決定できるような方法である.とれには特殊な熱

量計，電離箱， Fricke線量計などが乙れに周する.後

者の相互測定については実に雑多な方法があ り枚挙にい

とまがないが，たとえば GM管， シンチレーション計

数管，半導体検出器， TLD，フィ Jレム，盛光ガラス，な

どがよく知られているし，また簡便に作られた実用的な

熱量計，電離箱，化学線量計も一般には乙のカテゴリー

に属する.したがってとのような多くの実用的方法を用

現象 検出体
Dose (rad， in Water) Dose rate (rad/sec， ~) 7:%.-1';ング
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図5 吸収線量測定の方法と測定範囲
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いる場合には，一義的に絶対値を定めるのに充分な条件

を有していないた‘めに，他の絶対測定法によって求めた

値との直接・間接的な対比を行って，その値を知るとと

即ち較正 (calibtation) を行なわなければならない.

ととろがその上さらに実際上困るととには，絶対値その

ものはあと廻しとしても，方法の遣いや測定時期の遣い

によって，条件が等しい場合でも異った測定値を得ると

とが多いので，正確な値を求める為の校正以前に，これ

ら測定器の基準化 (normalization)を行っておく必要

が生ずるととが多い.とりわけ cpmとか cpsなどのよ

うな計数率を測定して放射線(効)量率の推定をする場合

などは，定性的な目的の場合はとも角として，測定値の

信頼性を問題にするならば，上記のような校正や基準化

のための手段の確立とそのシステム化をはかつて置く必

要がある.

第5図は，放射線化学で扱われる大線量(率)範囲を

中心として， 実際に広く用いられている各種の測定方法

について，大体の測定可能範囲とその精度の現状を最も

み易い形に表わしたものである 'l 勿論との図は大略の

概観図lζ過ぎず，それぞれの研究方分野毎で特殊なもの

については必ずしもとのグラフ通りとは限らないととも

あろう.個々の測定原理や測定方法については乙とで詳

述する要もないので省略するが，乙乙で重要な乙とは，

乙れらの方法のいずれもがそれぞれ回mpleとして用い

られるガラスなり，壁材内の空気なり，ガラスアンプー

ノレ内の Fricke溶液なりという特殊な吸収物質中の吸収

エネノレギー量iと比例する量を誤.IJるものに過ぎないという

点である.したがってサンプJレを挿入された物質のその

場所における吸収エネJレギーを正確に知ろうと思えば散

乱線エネJレギースペクトルその他種々の要因K関する補

正を行なわねば本来の意味がないという点である.今の

ととろはよいのかも知れないが放射線化学が発達するに

つれてだんだんそういうととを問題にしなければならな

くなるであろう.そのためには物質中の二次電子スペク

トルの測定やとく に低エネルギ一成分に対する相互作用

定数の正しい知見を得るととが重要なととは既に喧伝さ

れているととろである.定数といえば Fricke線量計で

用いるG値の15.5という値が使われるが，それが適用で

きるエネノレギーは数百 keV以上であって実際に低エネ

ルギーの散乱線の寄与が大きいときには12近 くに下ると

とでもあるから注意しなければならない. (第6図)俗

にいう大線量測定すなわち大放射線(効)量率下における

線(効)量または線(効〉量率測定を行うに当って絶対測定

であろうと相対測定であろうと種々の困難な問題が生ず

るが，相対測定の場合には安定性と再現性さえ良ければ

何らかの calibrationを前提とするのであるからさして

問題はないかも知れない.しかし大線量率の絶対測定に

ついて簡単に要約すれば，例えば熱量計の温度検出に用

いるサーミスターや熱電対等の放射線損傷による測定誤

差の増大がさけられず，また電離測定の場合は発生イオ

ン対の再結合損失補正の誤差が増える他に，イオン相互

の chargetransferの複雑変化によってW値の値が不

18 
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明になったり，電荷量増大のために電場歪が増大してそ

の補正が厄介になる乙とが予想される.また化学線量計

においてはとくにG値の線量率依存性が介入して来てそ

の値の推定誤差が増大するであろう. とくにパルスラジ

オリシスに用いられるような 1010rad/sec以上にも及ぷ

ような大線量率下における研究は定量的には殆んどなさ

れていない.私見ながら，現在人口にかいしゃしている

許容放射線量というのは時間積分量についてのものだけ

にすぎないが，たとえ時間積分量はパック グラウンド程

度のごく微々たるものであっても，時間微分的には何ら

かの生物効果に寄与する (遺伝障害などがまさしくとれ

フォトンファクトリー

に関するお知らせ

すでに一部の方々にア ンケート でお知らせしたよ

うにフォト ンファクト リー (Photon Factory， 仮

称，放射光総合研究所)の設立に関する勧告が，学

術会議で採択されて以来，その具体化が急速に進ん

でおります.

乙の研究所の目的は，高速電子がス トレージリン

グ (storagering)の内部で同運動するさいに放射す

る光 (SynchrotronOrbit Radiation，略してSOR)

を利用した研究を進める乙とで，照射効果の化学的

あるいは生物的研究も一部門として考慮されていま

す.

SORは非常に強く ， かつ可視領域より軟X線の

領域まで連続に分布しており，研究に応じて波長を

選択することができ，例えば，種々の化合物の短波

長領域の吸収スペクトノレの測定，光イオン化ならび

にイオン分子反応の研究，盛光の測定など，放射線

化学の理解に役立つ研究が色々と考えられます.ま

た研究所は完成後広く一般に公開されますので，乙

れを利用した研究を，実現可能なものとしてご検討

下さる様お願いします.現在，旗野嘉彦(東工大)， 

荒井重義 (理研)，西川勝(東大)，石樽顕吉(東大)

が放射線化学関係のお世話を致しておりますが，フ

ォトンファクトリ ーを利用した研究計画あるいはど

提案がございましたらお知らせ下さい.

に当る〉ような nsec程度のごく瞬間的で極度に線量

率の高い放射線効果の研究などは非常に重要であり，そ

のためにとそ大線量率下の放射線化学の研究は非常に重

要ではあるまいかと考えられるのである.
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国際学会案内

Banff Conferenee 

内 容 凝縮相中での電子に関するもの(易動度 ・イ オ

ン化および励起ポテンシアノレ ・諸種の分光学的

性質〉

日時 1976年 9月5日"-'10日， Banff(Canada) 

参会者 100"-'150人

事務局 G. R. Freeman， Chemistry Department， 

University of Alberata， Edmonton， 

CANADA T6G 2E1 

参会申し込み締切りは1975年 1月末ですが，希望の

方は今からでも事務局へ連絡してみられたらよいで

しょ う.

Fourth Syrnposiurn on Radiation Chernistry 

(Hungary) 

内容 前回の TihanySymposium につづくもの.有

機化合物 ・高分子 ・水溶液の放射線化学

日時 1976年 6月1"-'6日， Keszthely at the Lake 

Balaton (Hungary) 

事務局 Mrs. Agnes Somogyi， the Scientific 

Secretary of the Organizing Commitee， 

cjo Hungarian Chemical Society， H-1368 

Budapest， P.O. Box 240， HUNGARY 

参会申し込み 1975年 2月 1日(予備登録)

1975年 5月(本登録)
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Impressions of Japanese Radiation Chemistry 

From August 17-31， 1974 1 had the pl回 sureof 

visiting ]apan in order to attend the International 

Conference on Color Centers and Ionic Crystals in 

Sendai and to visit a few laboratories with interests 

in radiation chemical research throughout ]apan. 1 

have long admired the variety and quality of re-

search done in ]apan in the areas of radiation chem-

istry， electron magnetic resonance， and solid state 

physics. Thus， it was a double pleasure to find both 

the science and the culture of tremendous interest 

to a visitor from the United States. The following 

account gives some informal observations and im-

pressions from my visit. 

Color Center Conference 

Perhaps the central problem in radiation chemistry 

is the consequence of ionization. The importance 

of the simplest negative species produced by ion-

ization， a quasi-free or solvated electron， is well 

known. Color centers in ionic crystals refer to 

excess electrons and holes produced in ionic crystals， 

the most famous of which is the F-center which is 

an excess electron in an anion va回 ncy. The field 

of color centers in ionic crystals has been dominated 

by physicists beginning with an extensive series of 

studies in Germany during the 1920's and 1930's. 

Unti1 recently most work dwelt on the stationary 

properties of such centers. As recently as 1968 a 

review volume on the physics of color centers1 states 

in the preface that several topics were given litt1e 

or no attention inc1uding color center formation and 

destruction because it was fe1t that such phenomena 

are not well enough understood. These are among 

the more interesting questions to chemists， in 

particular to radiation chemists， and it is only now 

that the color center field is addressing itself 

in an incisive way to such questions. Thus the 

Larry Kevan * 

1974 International Conference on Color Centers in 

Ionic Crystals in Sendai from August 19-23， 1964 

should be noted by radiation chemists. This con-

ference is one of a series which is held every three 

years throughout the wor1d and on this occasion was 

organized by the Department of Physics， Tohoku 

U niversity under the auspices of the International 

Union of Pure and Applied Physics， the Science 

Counci1 of ]apan， and the Physical Society of ]apan. 

The Chairman of the organizing committee was 

Professor M. Ueta who did a remarkable job in 

putting together a conference of interest to people 

with a wide variety of backgrounds. About 230 

people attended with some 80 from 15 different 

countries. About 65 papers were presented on topics 

focusing on relaxed excited states， electronic prop-

erties of pure crystals， self-trapped excitons， defect 

formation， localized vibrations， electronic structure， 

mpurity centers， and experimental techniques. 

Of these the topics of probably greatest interest to 

radiation chemists inc1uded formation mechanisms 

of trapped electrons， luminescence from relaxed 

excited states and excitonic states， and impurity 

icenters in highly doped ionic crystals. 

Perhaps of most interest to radiation chemists are 

some of the newer experiments on the mechanism 

of F-center formation in ionic crystals. An excel-

lent discussion of the experimental aspects of this 

problem was given by Dr. M. Hirai from Tohoku 

University. Hirai is using a 0.6 MeV Febetron to 

do pulse radiolysis on alkali halide crystals at liquid 

helium temperatures. In potassium chloride crystals 

he finds that both the F -center (trapped electron) 

and the H-center (trapped hole in the form of Ch-

in a “crowded" Cl-site) both show an absorption 

that grows on a timescale of their shortest 3 ns 

electron pulse. This time is much faster than the 

* Department of Chemistry Wayne State University， Detroit， Michigan 48202 U. S. A. 
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luminescence lifetime of the exciton state in KCl 

crystals at this temperature， so it does not seem 

that the exciton state which gives observable lumi-

nescence is a precursor of the trapped electrons. 

1 had the opportunity to visit Professor Ueta's 

laboratory at Tohoku University where Hirai works 

and saw the Febetron set-up. Hirai has made very 

c1ever use of the smal1 (0.3mm) penetration depth 

of the 0.6 MeV electrons from the Febetron in KCl 

crystals. The electrons passed through 2 thin alu-

minum foils， then hit a crystalline slab which is 

held in contact with liquid helium on the opposite 

side from that which the electron beam strikes. 

The sample crystalline slab is quite thin so that a 

light source is used which directs light at a critical 

angle for internal reflection on the face of the 

slab. ln this way a usable light path is obtained. 

As interesting as Hirai's experiments are， they 

still do not establish a lifetime for the formation 

of the F-center in alkali halide crystals either at 

4K or higher temperatures. However， R. T. Wil・

liams and co-workers at the U. S. Naval Research 

Laboratory in Washington， D. C. have just been 

able to obtain such data by applying picosecond 

laser photolysis to potassium chloride crystals. 

They produced F -centers by two photon absorption 

of a pulse of 266 nm light obtained from the fourth 

harmonic of a mode locked Nd : YAG laser. With 

this set-up they were able to obtain a time resolu-

tion of less than 20 picoseconds. At 6K there is 

little absorption， indicating F-center formation for 

about 40 picoseconds after the laser pulse. Then 

the absorption rises rather abruptly between 40 and 

75 picoseconds to reach a final value which remains 

about constant until 8 nanoseconds or longer. This 

suggests that they are indeed observing a real for-

mation time of about 40 picoseconds for F-center 

or trapped electron production in these crystals. It 

might be noted that litt1e temperature dependence 

above 4-6K is observed in the experiments of both 

Hirai and Williams. This is contrast to the rather 

strong temperature dependence observed for the 

formation of the solvated electron spectrum in， for 

example， liquid and glassy a1cohols.2，a Furthermore， 

the F -center formation seems much more rapid at 

very low temperatures than solvated electron forma-

tion in disorderd， glassy matrices. 

Professor Y. Toyozawa of the lnstitute for Solid 

State Physics at the University of Tokyo presented 

an interesting theoretical description of the probable 

F-center formation mechanism consistent with the 

short time scale for this formation revealed by Hir-

ai's and Williams' experiments. Toyozawa proposes 

that the pulsed radiation initial1y produces holes 

and mobile electrons. The holes are immediately 

self-trapped as a so-cal1ed VK center which corres-

ponds to C12-with the two chlorines in almost their 

normal lattice positions. The mobile electrons are 

rapidly cooled off but not necessarily thermalized 

and are trapped by the V K centers. Any higher 

excited states of the center that may be formed 

rapidly degrade to the 2pz lowest excited state of 

the trapped electrons and this excited state is 

responsible for color center formation. It is then 

envisioned that color center formation comes about 

by a distortion of the Ch-species due to the anti-

symmetric electronic state of the electron. This 

distortion ultimately produces an H -center which 

is Ch-crowded into a single chloride ion site in 

the lattice. ln this回 sethe electron can be localized 

as an F -center on the. vacated chloride ion site. 

This then results in an adjacent pair of F and H 

centers. ln the process of the distortion the F-

center electron makes the transition to its ground 

Is state. So essentially this is an excitonic mecha-

nism， but the excitonic state leading to color center 

formation is different from the one leading to the 

luminescence. It might be said that the main 

physical problem in trapped electron formation in 

ionic crysrals is to displace an anion in order to 

produce the potential wel1 for the electron. ln 

contrast， solvated electrons in disordered systems 

seem to require rotation of polar solvent molecules 

in order to cr伺 tea stable， equilibrium electron 

trapping potential. The connections and comparison 

between these two pictures are not particularly 

c1ear at present， but it is hoped that future comp-

arative considerations of trapped electron formation 

in these two rather different solid systems may 

shed light on an overal1 picture. 

The author was also struck by the great amount 

of information about F -centers and in particular 
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their excited states derivable from a variety of 

clever luminescnece studies. Little direct informa-

tion exists about excited states for solvated electrons 

in disordered systems and no direct infomation 

exists about relaxed excited states for solvated elec-

trons in disordered systems. This is because no 

luminescence has ever been observed for a solvated 

electron system， although attempts have been made 

in polar matrices at 4K with detection capabi1ity 

out to 1000 nm4• 

The study of impurity centers or highly doped 

ionic crystals brings one to an interface between 

the color centers in pure ionic crystals and the 

color centers in disordered media which are much 

more familiar to radiation chemists. From several 

of the papers in this area and from private discus-

sions it became obvious that much of the expertise 

concerned with F-centers and related centers in 

well defined ionic crystals can also be applied to 

a broader range of trapped electron systems even 

extending into the regime of disordered matrices. 

The author tried to bridge this interface region in 

his lecture at the Conference and described some 

of the properties of trapped electrons in an extre-

mely highly doped system: 10M NaOH ice. The 

similarities and differences between trapped elec-

trons in this disordered system and those of trapped 

electrons in well defined ionic crystals and those 

perturbed by large amounts of impurities were 

discussed. In addition， current experiments on the 

molecular structure around the trapped electron in 

disordered matrices was stressed because this is not 

so much of an unknown in the well defined ionic 

crystals. In ionic crystals the geometry and ap-

proximate positions of the surrounding ions to a 

trapped electron or other trapped species are rela-

tively well known. However， in a disordered system 

no a ρriori information about the molecular geom-

etery of a trapped electron exists. Therefore， one 

must use incisive physical methods to derive such 

information. At present one of the most useful 

methods， app回 rsto be exploitation of the effects 

of ‘forbidden' EPR transitions. This can be done 

by direct observation of satellite lines due to si-

multaneous matrix nuclei spin flips with electron 

spin flips and can be done indirectly by observation 

of electron spin echo modulation effects.5，6 New 

applications of these methods are now beginning 

to gi ve a detailed picture of the proton arrangemet 

and hence the molecular arrangement around trapped 

electrons in several disordered matrices. 

Hokkaido University 

1 spent two very enjoyable days at Hokkaido 

University in Sapporo and talked with three very 

active groups in radiation chemistry. Professor 

Hiroshi Yoshida together with his research assist-

ants T. Ichikawa and M. Ogasawara are studying a 

variety of interesting phenomena associated with 

trapped electrons and radiation produced anions and 

cations in various organic matrices. They have 

recently shown that electrons do not seem to be 

trapped in crystalline hydrocarbons in contrast to 

earlier indications on this point. 1 was particularly 

interested in their photobleaching studies of biphe-

nyl anion in several different organic glasses with 

respect to the occurrence of bound -continuum and 

bound-bound transitions. Ichikawa also described 

interesting work on a theoretical analysis of the 

cation-electron distance distribution obtained from 

thermal decay curves of trapped electrons as mea-

sured by EPR. 

Professor J unkichi Sohma has varied interests 

including some in radiation chemistry. 1 was imp-

ressed with his well equipped laboratory for mag-

netic resonance studies. He and his associates， M. 

Shiotani and K. Ohno， described projects on NMR 

of molecular motion in solids， mechanical degrada~ 

tion of polymers leading to radical formation， and 

some very interesting spin trapping work on the 

radicals in irradiated methanol. Ohno has just built 

up an ENDOR spectrometer and they are beginning 

some experiments in this area. 

1 also had opportunity to meet Professor Meiseki 

Katayama of the Department of Atomic Science 

and Nuclear Engineering for the first time. He is 

currently putting together a stroboscopic pulse 

radiolysis set-up for use with the 45 Me V linear 

accelerator recently installed in that department. 

When this facility is complete it will be a very 

fine one for radiation chemistry research through-

out Japan. 

Q
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At the University of Hokkido 1 was particularly 

impressed with the degree of interaction and coop-

eration between these three groups actively involved 

in radiation chemistry research. This is an exce11ent 

situation to find. This degree of cooperation ex-

tended to planning mutual research projects， use of 

each other's large equipment and coordination of 

seminars. The fact that a11 three groups are occu-

pying the same building， even though it is a truly 

mammoth engineering building， probably helps to 

facilitate interaction between research groups. 

1 must also say that Hokkaido is a very beautiful 

part of ]apan. And of course， the many nearby ski 

slopes are a great attraction to a11 radiation chemi-

sts interested in ice. Sapporo is a very modern 

city ; the Century Royal Hotel there is the only 

one 1 have ever seen in the world where the re-

frigerator in the room is hooked up to a central 

computer so that when you pu11 out anything to 

drink it is automatica11y added to your bill. And 

there are no returns! It is also a city where one 

can discuss interesting radiation chemical research 

over an enchanting令 andconvivial Gengis Khan 

dinner which should be more widely known through-

out the world. 

Nagoya University 

In too short a visit to Nagoya University 1 visited 

Professor Zenichiro Kuri's laboratory and also talked 

with Dr. Kenji Fueki and Dr. Shoji Noda. This 

laboratory now has a 2 MeV Febetron set-up for 

pulse radiolysis work housed in a new building and 

they are beginning to start an interesting program 

of experiments. 1 thought their facilities were much 

improved since my last visit to Nagoya in 1967. 

However， adequate computer time sti11 seems to be 

an impediment， especia11y for carrying out large 

scale theoretical work. Dr. Fueki remains a fertile 

and original person to talk with about current 

theoretical problems in radiation chemistry. 

Government Industrial Research Institute 

in Nagoya 

Here 1 visited Dr. Machio Iwasaki's section which 

encompasses groups in (1) EPR studies of radiation 

damage， (2) radiation induced polymerization and 

(3) radiochemistry. 1 was most interested in the 

first group and my visit focused on that. There 

are four people in this group， two with a Ph. D.， 

and they have accomplished a great deal of very 

informative work on radiation damage mechanisms， 

particularly in single crystals， in recent years. 

Their work on proton transfer and on stereospecif-

ic proton transfer in various radiation damaged 

oiganic single crystals is of great interest. More 

recently， they have been employing the double 

resonance techniques of electron nuclear double 

resonance (ENDOR) and electron -electron double 

resonance (ELDOR) to even more incisive studies 

of solid state radical reactions. Along with myself 

Dr.lwasaki thinks that magnetic double resonance 

techniques offer the opportunity to answer more 

detailed questions about radiation damage. 

The electron spin resonance laboratory is extre-

mely we11 equipped with separate experimental set-

ups for ELDOR， both pulsed and steady state 

ENDOR and regular EPR at 9 GHz， 24 GHz and 35 

GHz microwave frequencies. They also have facili-

ties for carrying out X-radiolysis at 4K. 

1 was quite impressed with the facilities and the 

people at this institute， but one distinct problem 

was that there weren't any available positions for 

new young people. Although there is some limited 

opportunity for students at Nagoya University to 

carry out some research in this laboratory， this 

occurs relatively rarely so it would seem that some 

temporary postdoctoral positions would be most 

valuable. However， thus far it app回目 that the 

government has not agreed with the need for such 

positions in this or similar institutes. 

Research Reactor Institute of Kyoto Uni-

versity 

Although this we11-known research institute is 

operated by Kyoto University， it is located at Kuma-

tori which is actua11y closer to Osaka. 1 was most 

interested in visiting this institute because of the 

fine work done there by Professor Takenobu Higa-

shimura and Dr. Hirotomo Hase and co-workers 

on 4K radiolysis of organic and aqueous glasses. 

They have truly fine facilities for radiolysis at 4K 

because the cobalt 60 gamma source can be exposed 
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in a shielded room with abundant space around it. 

This seems to be an ideal set-up for a low temper-

ature irradiation facility. A good spectrophotometer 

is located in the same building that houses the 

cobalt 60 source and so optical studies and photocond・

uctivity studies can be quite rapidly and easily done. 

The rest of the research facilities for the radiation 

chemistry group are in another building， in which 

there is a new Varian E-line EPR spectrometer， so 

EPR experiments on samples irradiatad at 4K requ-

ire moving the dewar between buildings. 1 found 

that Dr. Hase and co-workers are experts at over-

coming such logistics problems. 

Drs. Hase and Higashimura are continuing some 

of their fine studies on radiolysis at 4K with par-

ticular focus on trapped electrons， their stability 

and their reactions at 4K. 1 was surprised to find 

that in this work they are sever1y limited by the 

availabi1ity of liquid helium， 1 hope that eventual 

support wi11 be found for a small helium liquifier. 

There is a variety of other research going on at 

the Research Reactor Institute， especially in physics 

and some in biology， that is probably of interest to 

radiation chemists. In general， the experimental 

facilities and instrumentation was excel1ent， but 

overall the Institute seems a little short of person-

ne1. Even though the Institute is associated with 

Kyoto University and has excellent research facili-

ties， too few students seem to be taking advantage 

of the opportunities for carrying out their Ph. D. 

work at the Institute. However， research groups 

from other Universities do make use of some of the 

special resarch facilities available. The Research 

Reactor Institute has funds to support travel and 

experimental costs for such col1aborative research. 

Application can be made to carry out short term 

(1-2 week) experiments during specified times 

each year. During these times the Institute is very 

crowded. 

A separate bui1ding houses most of the offices for 

the Institute staff and also a library. In contrast 

to the good laboratory faci1ities， the office space 

seems very crowded. Presumably， with the relati-

vely smal1 number of permanent people at the 

Institute somewhat better facilities wi11 eventually 

be provided. 

Osaka University 

Here 1 only had time for a very short visit to 

Professor Koichiro Hayashi's laboratory in the new 

university buildings on the outskirts of Osaka. Dr. 

Hayashi's group occupies a set of spacious new 

laboratories well equipped for research in polymer 

radiation chemistry. If this is an example of the 

type of new laboratory facilities that is being built 

in ]apan 1 am quite impressed. It certainly seems 

on a par with new university laboratory facilities 

being built in the United States today. In fact， 

this particular laboratory was somewhat more sump-

tuous than most 1 have seen in the United States. 

An excellent hot cell and powerful cobalt 60 sources 

immersed in a pool are avai1able for radiation 

sources together with an older Van de Graaf gene-

rator and a small linear accelerator. 1 regret that 

my time was too short to see much more or discuss 

some of the interesting research in polymer chem-

istry going on at this laboratory. 

The Institute for Physical and Chemical 

Research， Tokyo 

My last visit was to this venerable scientific 

institute on a Saturday morning before 1 left ]apan. 

1 was impressed that it was possible to make a visit 

on Saturday morning and that there was research 

going on that day. This is similar to U. S. uni-

versities， but not our research institutes. 

The overall institute comprises some 50 laborato-

ries and about 350 scientists. The institute was 

quite spacious and seemed well equipped for the 

personnel there. The laboratory 1 was most inter-

ested in from the viewpoint of radiation chemistry 

was Dr. Masashi Imamura's laboratory in which 

about 6 Ph. D. scientists are working. There is a 

variety of interesting work going on in this labor-

atory inc1uding pulse radiolysis， heavy ion radiolysis， 

EPR and studies on the radiolysis of biological 

systems. 

This laboratory is one of the few. in the wor1d 

that is concerned with heavy ion radiolysis. This 

is an area that certainly deserves further investiga-

tion in radiation chemistry. Development in this 

area has apparently been limited by lack of access 

to appropriate facilities. 
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Dr. S. Arai and Dr. A. Kira are actively engaged 

in pulse radiolysis work in this laboratory and are 

working with a 2.8 MeV Van de Graaf accelerator 

giving microsecond pulses and with optical detec-

tion to 1000 nm. Even with these modest instru-

mental capabilities they are doing some very inter-

esting and significant current work on the transient 

changes occurring in low temperature systems， both 

in liquids and glasses. This Van de Graaf is devo-

ted exc1usively to the pulse radiolysis studies. 

There is also another pulse radiolysis set-up at the 

laboratory built around a 0.6 Me V Febetron. This 

set-up is being used mostly for gas phase work on 

charge transfer complexes. Thus， the overall facili-

ties for pulse radiolysis work at this laboratory are 

superb and rather unique in ]apan. 

Overall General Impressions 

First， 1 might mention some contrasts between 

the research environment of ]apan and the United 

States. The koza system in ]apan still appears to 

be firmly entrenched and， in my view， has both 

advantages and disadvantages. A good aspect is 

the continuity of research in a certain area and 

the assured basic support for a limited number of 

senior and junior researchers in a particular area. 

This contrasts strikingly with the United States 

where basic minimal research support is not assured 

and one must continually compete for new research 

grants from the Federal Government. A disadvan-

tage of the koza system is the limitation on senior 

research personnel. It seems that the rigid limita-

tions on the nUJilber of positions in a research unit 

does not necessarily reflect the differences between 

different types of research. 1 am not arguing that 

this is such an important aspect for radiation 

chemistry ter se but it is a general observation. 

Although the basic funding is good， it also is 

limited and does not seem to account for the differ-

ences between different types of research. Some 

types of research， often radiation chemistry research， 

are simply more expensive than other types of 

chemical research. 

The basic funding for a koza has been remaining 

about constant. Thus， with inflation， it is becoming 

less than adequate. Fortunat~ly ， increasing research 

support is available from the ]apanese Association 

for the Promotion of Science. This support is par-

ticularly oriented toward new equipment and deve-

lopment of new research projects. Separate appli-

cation is made， typically yearly， for such funds. 

These funds are becoming an increasingly import-

ant source of research support. 

ln talking with various scientists two major 

problems which hindered effective research were re-

peatedly mentioned. The most major problem was 

the lack of money for young， short term researchers 

both from ]apan and from other foreign coutries. 

The temporary position equivalent to a postdoctoral 

research associate for one or two years in the United 

States only exists in ]apan on a very limited scale 

(<100 positions for all sciences). Any research 

group greatly benefits from exposure to new tech-

niques and new ideas from young researchers for 

limited periods of time. Students， of course， pro-

vide this input to some degree， but with the comple-

xity of current research in radiation chemistry and 

in other areas， the postdoctoral research associate， 

short term position has become more important. Of 

course， the research associates also benefit greatly 

by exposure to new ideas and new techniques in a 

different laboratory. Many young ]apanese scien-

tists go to the United States and to Europe for one 

to three year periods in such positions. As such， 

the United States benefits greatly and so the young 

]apanese scientists. However， to date there is little 

travel in the opposite direction although many young 

Ph. D. 's in the United States certainly have the 

desire to carry out advanced research training in 

some of the ]apanese laboratories. The ]apanese 

Association for the Promotion of Science has spon-

sored an increasing number of foreign scientists 

for short term visits in ]apan in recent years， but 

this has been mostly limited to senior researchers. 

If this program could be expanded to inc1ude some 

positions for junior researchers at ]apanese univer-

sities both from within and without ]apan 1 think 

that ]apanese radiation chemistry and other areas 

of chemical research would be greatly strengthened. 

Steps are being made in this direction， and there 

now are a few postdoctoral type positions for young 

foreign researchers. But there seem to be no such 

positions for young ]apanese researchers are still 

to severely limited. 
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A second major problem mentioned by several 

scientists was the lack of research support facilities 

in some institutions. These inc1ude machine shops， 

glass blowing shops and especia11y electronic shops. 

In some universities， of course， these facilities are 

available， but only in rather few. Research has 

become sufficiently complex that one should not 

expect the young researcher to be an expert in a11 

of the support areas or to spend the bulk of his 

time machining or building electronic equipment. 

Overall 1 had a rea11y exce11ent impression of 

]apaness radiation chemistry. Of about 300 radiation 

chemist!' in ]apan about 100 are quite active in 

research currently. This is a large nuc1eus that 

certainly makes ]apan one of the more active coun-

tries in radiation chemistry. The research quality 

that 1 had the opportunity to observe and discuss 

was generally high， the equJpment was generally 

good and the support was reasonable. 1 might 

mention parenthetica11y that although research sup-

port funds in the United States are much higher 

than those in ]apan the bulk of United States res-

earch grants go for salaries and associated overhead 

charges which are not charged against ]apanese 

research funds. Typically 80 to 90% of United 

States research funds go for salaries and associated 

costs. However， it appears that the research sup-

port is not quite as flexible in terms of the areas of 

spending in ]apan as it is in the United States. 

Also， it appears that there are fewer emergency or 

special funds available from the universies themselvs 

for research support compared to such funds at many 

universities in the United States. 

Another general observation is that relatively few 

new students are entering radiation chemistry rese-

arch in ]apan， at least relative to the number of 

research groups actively involved in such research. 

This is to some extent also true in the United 

States， and it seems to basica11y reflect the current 

disenchantment of some students with science in 

general and with physical science in particular. 

Qne exception perhaps is in the broad area of poly-

mer radiation chemistry， which is an active area 

in ]apan， and where 1 observed a number of new 

young students interested in entering this area. 

1 think we must emphasize the current important 

prospects in radiation chemistry and make c1ear the 

short and long term research goals to potential 

students. The techniques and special knowledge 

associated with much radiation chemistry research 

is certainly applicable to many more general areas 

of chemistry and physics. This is an aspect that 

1 do not think we have emphasized enough. There 

are many examples that come to mind. (1) Fast re-

action techniques like pulse radiolysis and laser 

photolysis are being widely applied in many areas 

of physical， biological and inorganic chemistry. (2) 

Electron spin resonance is particularly important 

for solids and disordered systems. This is an area 

that has been much developed by radiation chemists 

because it is an ideal technique to 1∞k at trapped 

radicals and ions produced by radiation. Of neces-

sity， we often work in disordered systems in radiation 

chemistry and the techniques for deriving useful 

spectral information from EPR spectra of such sys-

tems are applicable to many other areas of chemistry 

and physics. In particular， we wi1l see increasing 

applications to complex biological systems which 

are necessarily going to exist as disordered systems 

and to the physical properties of materials， especi-

a11y electronic materials in disordered semiconduc-

tors， and the like. Certainly much more needs to be 

done in the development of techniques in this area. 

(3) Generation of reactive intermediates are of ge-

neral significance for chemistry. Solvated electrons， 

hydroxyl radicals， hydrogen atoms and other reactive 

intermediates can be generated in a reproducible 

and very clean way by radiolytic techniques for the 

application to problems in other areas of chemistry. 

This has been carried very far in the gas phase 

where the whole area of ion molecule reactions was 

initia11y promoted by people interesred in radiation 

chemistry. Now this 紅白 hasbecome of general 

importance and is most often studied in the frame-

work of kinetics both with respect to radiation 

chemistry and otherwise. 

Our students' also need to be trained more gene-

rally， so that they have the background for a wider 

variety of jobs. The number of jobs in universities 

and research institutions in both ]apan and the 

United States do not seem to be going to increase 

significantly in the next several years. There wi1l 

always be some jobs for the very best students， but 

these are certainly more limited that in the' past. 
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Reactor development in the future wi11 require some 

radiation chemists， but most of the development 

wi11 be toward applied production. There are some 

opportunities in this area on how to usefully use 

the radiation from reactors for chemical and physical 

processing. Also there is room for much develop-

ment of the long term， safe disposal of radioactive 

waste which certainly requires knowledge of radia-

tion chemistry. Radiation processing， most1y by 

electron beam methods， wi11 become more important 

in the future particular1y in the areas of steri1iza-

tion， polymer coating， photoresist preparations for 

semiconductor manufacture and other areas. 

In summary， 1 think that radiation chemistry 

research is very healthy in Japan and shows good 

prognosis of remaining so. Government support for 

short term postdoctoral positions for young research-

er both from Japan and from other countries is 

certainly needed on a significant scale， however. 

書評

A TTIX， ROESCH， TOCHILIN共編，

RADIATION DOSIMETRY VOL 1 (Fundamen-

tals) 405頁(1969)，VOL II (Instrumentation) 462頁

(1966)， VOL m (Sources， Fields， Measurments and 

Application) 943頁(1969)，TOPICS IN RADIATION 

DOSIMETRY (Supplement 1) 556頁(1972)，

ACADEMIC PRESS， New York and London. 

乙のシリーズは放射線研究者に RadiationDosimetry 

全般に関して， 最近を情報を提供するのを目的として出

版されたもので，各項目はそれぞれの分野の専門家によ

って分担執筆されている.基礎概念については ICRU

報告にもとづくf1uenceや Kermaなども入れており，

各項目には 多くの新しい文献が引用しであるだけでな

く，有用な式も図表も提示され，初心者にも判るよう に

工夫されている.今後新しく発展する 項目については

Also， we need to better emphasize the importance 

of radiation chemistry research training in terms 

of its general significance to chemistry and physics. 

1 would like to thank the U. S. Army Research 

Office-Durham for partial support for the opportu-

nity to visit several research laboratories in Japan 

and the U. S. Atomic Energy Commission for re-

search support in the area of radiation chemistry. 
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supplementとして次々に出版されるととになってお

り(exoelectronはまだ入っていなしサ， 放射線の研究者

にとってはとの上なく有用な本である.

その主な内容は次のようである.

VOL 1 ;ドシメトリーの基礎概念と単位，微視領域

でのエネノレギ一分布， X，γ，荷電粒子，中性子などと

物質の相互作用，放射線場，電離， 空洞などの理倫.

VOL II ;電離箱，G-M管，比例計数管，シンチレー

ション計数管，化学線量計，固体検出器，写真乾板，カ

ロリメーターなど.

VOL m ; x，γ，α， s，放射線源，電子線，重荷

電粒子，原子炉，中性子 n-γ場，原子爆弾からの放

射線，人工及び自然放射線， 宇宙空開放射線， 保健物理，

放射線生物，放射線治療，工業利用など

Supplement 1 年状測定のためのTL，軟X線測定，

中性子吸収線量測定，飛跡検出器，真空電離箱，Wall-1ess 

比例計数管，盛光ガラス線量計など.

大放研 阿部 茂
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士幌馬鈴薯照射施設について

佐 I泰 友太 郎*

⑤照射方法

両面照射で照射時間はコンテナー1個当り

片面 2時間づつしたがって線量率は約 1.5

X104R/hrとなる.

2 施設の概要

以上の基本設計数値を考慮して建設した施設の概要は

昭和42年食品照射研究が原子力に関する特定総合研究

に指定されてから，馬鈴薯，タマネギ，米，小麦， ミカ

ン，ウィンナーソーセージ，かまぼ乙等について食品照

射の実用化をめざして，国立研究機関を中心に，原研，

理研その他公私立大学 ・研究機関および民間が協力して

研究を推進してきた.その結果，昭和47年8月，馬鈴薯

の照射が厚生省によって許可されるに至ったのである.

乙れはわが国の食品照射研究の歴史にとって記念すべき

乙とであり，とれによってわが国は，食品照射について

世界第 9番目の許可国となったのである.

つぎのとなりである.

乙の許可をまってかねてより馬鈴薯の生産地照射の実

用化をねらっていた北海道士幌農協を中核とする 5農協

は，農林省から〔農産物放射線照射利用実験事業〕とし

て補助金の交付をうけ，照射施設を建設する乙とを決め

昭和48年5月着工，同年12月末には完成したのである.

との施設は世界的にみて現在稼動している最大の食品照

射施設であり，これによってわが国の食品照射は世界を

リードするに至ったといっても過言ではない.

今回はとの施設の概要について紹介する.

1 基本設計数値

基本設計は，原研 ・高崎研によって行なわれたが，士

幌側と高崎研で協議の結果決定された基本設計数値はつ

ぎのとおりである.

①線源 Co-60 30万Ci

②被照射体約1.4t入りコンテナー

内法0.98x 1. 6 x 1. 3m (照射厚0.98m)

③線量

最高 15krad (法的許可線量)

最低 6 krad (最低必要線量)

①線量分布均一性

最高/最低=15/6=2.5(以下〉

⑤処理能力

10，000t/月 年間 3月稼動として30，000t 

* Tomotaro SA TO日本原子力研究所高崎研究所
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2.1 建物

(1)照射棟(線源プーノレ，遮蔽窓を合む)

(2)コンベヤ棟

(3)管理棟(制御室，事務室，実験室，準備室，機横室〉

2.2 装置

(1)線源昇降装置(エンドレスチェーン昇降機構)

(2)コンベヤ装置く搬出入用，照射用，反転用)

(3)制御装置(グラフィックパネノレ操作盤，γ線検出装

置)

(4)監視装置(監視用 ITVカメラ)

(5)付帯設備(空調設備，排気設備，水循環F過装置，

非常用電源設備)

図1は照射施設の全景，図 2は照射施設平面図である.

図1 照射センター



(コンベア棟)

25200 

図2 照射施設平面図

3 照射システム

図2の斜線部は遮蔽コンクリート壁で，その内部が照

射室になっており，その横に隣接して操作室，検査室，

研究室などよりなる管理棟がある.Aは直径 1mの同筒

状線源， Bは線源用プーノレ， Cは操作室から直接照射室内

部がみられるのぞき窓である.Dは同型の照射用コンベ

ヤで線源の中心からコンベアまでの半径は 6mである.

コンテナーはEから搬入コンベヤで照射室に入り， D

上にのせられて約 1時間で 1周し，いったん照射室を出

る. F点まできて再度搬入コンペヤに移り， G点で反転

し照射室に入る.そして照射されたのち搬出コンベヤで

Hより貯蔵庫に移送される.かくして両面照射をうける

コンテナーが約 1時聞に10個出るので 1日に約 350tの

処理が可能となり，月10，000tとなる.

4 施設費と照射コスト

本施設に要した費用はつぎのようにいわれている.

項 目 規模 全額

建 物 1，912m2 165，000千同
装 置 135，000 

線 源 Co-60 3 x 105Ci 51，000 

付帯施設 コンテナー2，000個 36，000 

フォークリフト5t 2，350 

計 389，350千同

(内補助金 253，067千四)

その他付属設備一式 4，657 

ρI-J 、 計 394，007千円

昭和48年度は49年1月から照射開始し， 15，000 tの照

射を行なった.乙のときの吸収線量を Fricke線量計で測

定したととろ，基本設計通りに 5.8krad-v14. 8kradの

範囲にある乙とを確認した.照射した15，000tのう ち約

10，000 tは生食用，加工用と して販売され，幸lとも拒絶

反応はみられなかったと聞いている.

なお，施設利用経費は，固定費と変動費とにわかれる

が，農協の場合補助金の関係上償却費の算出が複雑であ

るが，公表された昭和48年度，昭和49年度(案)分をみ

ると大略つぎのとおりである.

昭和48年度 昭和49年度
固定費 45，559千同 36，920千同

変動費 23，811 36，680 

合計 69，370 73，600 
処理量 15， 000 t 12， 500 t 

49年度は固定費が減少しているが，狂乱物価の影響を

うけて変動費の上昇が著しくなっている.以上の経費か

ら照射コストを計算すると48年度が 4，62同jkg，49年度

が5.75同jkgとなっている.今後固定費は49年度分より

低くなるであろうし，処理量が計画の30，000t になると

仮定すれば，おそらく 2.5同jkg くらいの線におちつく

ものと思われる.とれは当初基本設計のさい試算した数

字と大差なく.現在の馬鈴薯の卸価格 1kg当り約 100同

と考えあわせるとき必ずしも高くはないと恩われる.と

もかく年間 3か月稼動というととは効率が悪いので，施

設の健全な運営のためには稼動率を高める乙とが今後の

問題として残されている.
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ヘプライ大学放射線化学研究室

1972年夏，イスラエノレ政府給費留学生としてエノレサレ

ムのへプライ大学物理化学科で研究する機会をえた.離

散の民として約2千年，そして正否はどうあれイスラエ

ルを再建国し死語へプライ語を復活させた砂漠の民ユダ

ヤ人とはどんな人間集団なのだろう.叉， 67年戦争当時

イスラエノレから多数の学術論文が発表されているとは

(今回の第4次戦争にしても然り). 実際かなり好奇の

心を持って，叉いつ戦争が始まるか知れないという一抹

の不安をたのしみながら生活したエノレサレムでの日々で

あった.へブライ大学は 2つのキ守ンパスに分れ，小生

の下宿した RamatEshkolという67年戦争でヨノレダン

から奪取した最新式ヒソレの立ち並ぶ住宅地から歩いて15

分，旧市街からパスで10分のととろに Mt.Scoupesのキ

マンパスがあ り主として教養部及び外国人学生のために

使われ，一方イスラエノレ国会 (knesett)からほぼ500m

はなれて GivatRamのキ守ンパスがあ り (その隣にキ

リストが捕えられたという一説の場所がある)， 乙乙は

専門学部の研究，教育が行なわれている.高校卒業後男

子ほほ3年，女子ほぼ20か月の兵役を終え大学に入学し

てく る学生達は，受験勉強とそれに続く平和(?)な大学

生活を送る日本の大学生に北べ，実iと生き生きと情熱を

持って勉強lζ勤しんでいたよう に思える.化学科の講義

はへプライ語，コロキウムは英語，叉小生の興味をそそ

った科学哲学関係のセミナーは全部英語で行なわれてい

た.大学院は普通2年間の修士課程後 3年間の博士課

程があ り日本と同様な年限が要求されるが特に優秀な学

生は学部から直接博士課程に進学でき，叉博士課程2年

後 Ph.D.論文を書く権利が与えられる.小生の所属し

ていた物理化学科には，正教授4人 (G.Czapski， R.D. 

Levine， G. Stein， A.Treinin)と Associate教授10人

(S. Baer， M. Cohen， H. Feilchenfeld， J.L. Feitelson， 

Z. Hayman， A. Lifshitz， C. Lifshitz， M. Ottolenghi， 

B. Permotter-Haymann， J. Rabani)で構成されてお

り主として光化学，放射線化学関係の仕事が多いようで

ある.さしづめマフィアのカポネスタイノレの Dr.G. 

Czapski率いる加速器研究室では，パJレス放射線分解用

の加速器 (Lniac，Varian製)を中心に，stopped -flow 

法， ESRなどを併用して研究が進められていた.熱帯

魚で満たされた室で CzapskiはMn++H202の反応速度，

H02と遷移金属イオンとの complex， 水系の hole-

trapping及び Hamillらの dry-electronについては

その存在の仮定は必要ないというととを精力的に考察し

* Yoshimitsu KOBAYASHI 東京大学教養学部

林 喜 光*

ておられた.加速器部門は他に，小生の直接の指導をし

て下さった青年紳士 Dr..J. Rabaniがおられ，ポリエ

チレン系， りん酸ガラス系， [Fe(CN)oJ4-系，それに酵

素と H02あるいは 02ーとの反応などについて， ドイツ

の Henglein及びアメメリカの Mathesonらと研究を

進めておられた.乙の部門には大学院生 5，6人がおり

(今は卒業後 U.S.あるいは Sinai，Golan戦線iとお り

数日前の Dr.Rabiからの手紙には，大学院生は女性ば

かりとのとと)， Dr. A. Baikatt (彼のお父さんは国会議

長だったReuvenBaikatt氏)はダイヤモンド及びりん

酸ガラスのパノレス放射線分解， Dr. O. MaiselはHOz-

metal ion系のESR，Dr. A. Gaathonは， Dr. J. Jor-

tnerと共にsupercritical状態の水， アンモニア系の局

在電子のパノレス法による研究を進めていた.

物理化学科の親玉， G. Stein (今は工業化学科新設

後，学部長，彼の義兄弟が今の在日イスラエノレ大使エー

タン・ロン氏)は，チトクロームの電子伝達系について

パルス法及ひやレーザー光分解法による研究の他，希土類

の水及びガラス系でのエネ jレギー伝達など，その研究の

幅の広さは超一流という噂.早口で論説をたたみかけて

くる教授連の中でゆっく りと，かんで砕いて会話をして

くれる彼は，日本的甘さに恩11れていた小生にとって，最初

のうち非常に有難く思えた.Dr. M. Ottolenghiは， 有

機液体のレーザー光分解，及び水系の 1-イオンの eaq

放出機構， ωge効果， spur-recombination等，叉詩人

として有名な Dr.A. Treininは以前のりん酸ガラス中

のイオンラジカJレの研究は終え，今は S2082-，IOaーな

どの光分解に興味を持たれていた.

週一度のコロキウムには Weizmann研究所， Tel-

Aviv大学，及び欧米の著名の研究者が多数，招かれ講

義を行なっているが，その中には M.Eigen (物理化学

科に彼の T-jumpの装置を寄付している)， Kaufmann， 

E. Hayon等もおられた.とにかく C.Weizmann につ

いて，生物物理学者 E.Katchalskiが，イスラエノレ国の

大統領になるお国柄，自然科学への国民の関心も高 く，

研究者はそれな りの誇りに満ちているという印象を受け

た.我，政治家たり，軍人た り，科学者た り，詩人た り

といった人物が，そう珍しくない現在のイスラエルの状

況なのである.

最後に，小生にイスラエノレでの研究の機会を与えて下さ

った，東京大学，松浦二郎教授，叉，種々の情報を与え

て下さった西川勝助教授に感謝の意を表します.
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後 ニュー ス .

第17回放射線化学討論会をかえりみて

今年の討論会は日化秋季年会，連合討論会の合同大会

の一環として， 10月2日よ り4日まで仙台市の東北工業

大学でお乙なわれた.三年ぶ りに討論会に参加していつ

からか日程が三日となった乙とにおどろき，また気相の

仕事が液，固相(とガラス相〉でのそれと並んで全体の

ほぼ%をしめ二，三の新しい企てが報告されたととにひ

とつの流れを感じた.

第 1日の午前中には10件の報告があり，その中高分子

に関連した 5件についての印象をのべさせていただくと

とlとする.後藤田(原研大阪)は電子線加速器による

WPCの開発研究の一環として前回にひきつづきツガ材

による床板の製造について報告した.現在とのような応

用研究に対しごく少数の参会者の関心しか得られないの

は残念なととである.つづいて竹崎(原研大阪)はスチレ

ンが高度の脱水をしないでも高線量率の電子線照射によ

りイオン重合するととを述べた.高線量率の電子線加速

器が産業の諸分野で使用されつつある現在，高活性種濃

度での放射線化学反応の可能性を再検討してみるととも

重要であろう.パルス・ラジオリシスによるビニノレカ jレ

パゾーノレの放射線化学反応の研究が東大工一理研グルー

プlとより続けられているが，田川はダイマー・カチオン

生成の動力学について報告した.従来との種の研究では

観測された Mz+が比較的安易に重合の活性種ときでれ

いたきらいがあったがと乙ではとの説をとっていない点

が興味深い.江草(東大工)は高速中性子による PMMA

の分解をγ線分解と比較し， LETの高い前者の方が高

いG値を与えるという注目すべき結果を発表した.とれ

がどの程度一般的な現象なのか今後の発展に興味がもた

れる.九里(名大工)は低温照射した PMMAでは昇温

lとよりカチオン ・ラジカノレが定量的に主鎖切断型のラジ

カノレle変換するととを報告した. PMMAの分解でイオ

ン性前駆体の寄与が大きいという事実は，前の LET効

果の説明に何らかの示唆を与えるものと思われる.

(原研大阪林香苗〉

東村は京大原子炉グループによって行なわれてきた

40Kガラス中でのイオン種の物性および反応に関する一

連の研究を特別講演で紹介した.佐藤(東工大理)らは

COz溶液中での芳香族炭化水素からのフェノーノレ誘導

体の異性体分布を測定し， COaーは親電子的な反応をす

るが 0-はラジカJレ的な反応をする乙とを見出した.

中村(都立大理)らは溶媒和電子と有機硫黄化合物との

反応速度を求め，ジスノレフィドとの反応は拡散律速であ

るが，モノスノレフィドとの反応性は硫黄原子の電子密度

に依存するととを見出した.荒井(理研)らはパルス放

射線照射によって脂肪族ケトンアニオンの光吸収スペク

トノレを測定した.沢井(都立アイソトープ研〉らはガラ

スマトリックス中での芳香族塩素化合物の再結合発光に

ついて報告した.和田(東工大理)らは NzOのシクロ

ヘキサン溶液を光照射するととにより生じる H2とNzの

生成機構および反応の速度定数を求め，励起シクロヘキ

サンから NzOへのエネノレギー移動速度は拡散速度より

大きいととを見出した.また森(東工大理)らはネオペン

タン溶液中での各種電子捕捉剤と電子との反応性はシク

ロヘキサン溶液中でのそれと著しく異なっているととを

見出した.唐沢(東工大理)らはブロモベンゼンを合む

飽和炭化水素溶液中のイオン反応について報告した.岡

田(東大工〉らは陽電子一電子対消滅γ線スペクトノレの

ドップラー幅からビリアノレ定理を用いて凝縮相でのイオ

ン化ポテンシャ Jレを求めるという，興味ある実験につい

て報告した.渡辺(東大工)らはイオン再結合によ る三

重項生成確率の計算法を述べた.大野(原研東海) らは

水と放射線との相互作用を分子内電子と入射電子との二

体クーロン衝突として扱い，イオンイ七，励起および分解

生成物のG値を計算した.堀田(原研高崎)らはノマノレス

電子線の自己収束性に対する媒体気体圧依存性を調べ，

気体中でのイオン反応の圧力依存性について論じた.

(北大工・市川恒樹)

討論会2日目の午前のセッションでは，被照射固体中

に捕捉された反応中間体を ESR等の手段で研究した仕

事が報告された.小林ら(東大教義)はアルカリハライ

ド中の色中心の研究で用いられた化学定量法をポリリン

酸塩中に室温で捕捉された中間体のG値の決定に応用し

た.木村ら(理研)はとれまでの研究に引きつづき LET

効果を素性の良くわかった KBr中のF中心を利用し，

C+イオン照射の場合 F中心が約 4格子間隔で存在す

るととを明らかにした.関 ら(理研 ・京大理)は剛性溶

媒法を用いた選択的反応中間体の生成をビタミン B1Z補

酵素のー電子還元機構を調べるために応用した.加藤ら

(名大工)は被照射炭化水素ガラス中での昇温電導度lζ

及ぼす線量，捕捉剤及び光プリーチの効果を調べ報告し

た.田中ら(名大工〉岡IJ'性溶媒中でt-プチノレハライドか

ら生じるt-ブチノレラジカノレの ESRの光照射によ る可逆

的変化を報告し，乙れがt-ブチjレラジカノレと対ノ、ロゲン

イオンの距離の可逆的変化によるとした.勝ら(東大薬
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-石川島播磨技研)は CHsI-CDsCN中のメチルラジカ

Jレがヨーソイオンと付加物とっくり，メチノレラジカJレが

平面を保ちながらそのスピンがヨーソイオンに流れてい

るととを示した.早大 ・三井東圧総研のグループはポリ

エステノレ に対する照射効果について研究した. 異った

ー (CH2)一数をもっ酸とアルコーノレから種々のポリエス

テノレを合成し，それを低温で照射した際捕捉される中間

体の昇温過程における挙動を熱jレミ ネッセンス及びESR

を通して観測し，酸，アルコーJレ部それぞれどちらが反

応に支配的に関与するか検討した.最後に同クツレーフ。の

浜らにより，アノレキレングリコールの ESRによる研究

が上記ポリエステノレ中で、の反応の理解を助ける観点を含

めて報告された.とのセッションで発表された研究成果

はそれぞれ着実で興味深いものであるが，その内容にお

いて‘古典的、ないしは‘常識的、で座長の努力にもか

かわらず今一つ盛り上がりに欠けた.

(豊田理化学研究所野田正治)

2日目の午後は，電子捕捉反応，中間体イオン，ラジ

カJレの挙動など低温凝縮系での反応を中心に，活発な討

論がなされた.

まず，電子捕捉反応については，以前より京大原子炉

グループlとより精力的K行なわれており，その一連の仕

事で，野田らは matrixへの捕捉過程として(1)亜励起電

子の反応， (2)熱電子の競争，(3)トンネル機構の 3過程を

考慮し，種々の捕捉剤 (S)について，(etつ---...(S)の関

係より(1)(3)を，また 2種類のsを用いた結果より(3)を

提案した.原田ら (北大工，阪大産研)もハロゲン化ア

ノレキノレの解離型電子捕捉反応を調べ，電子捕捉過程とし

て， (3)や(1)の可能性を示唆した.伊藤ら(名大工)は有

機ガラスでのG(et-)，G(S-)vs (S)に対し Schuler式

を拡張適用して，固相での全イオン収率=4を，また，

マトリックの電子捕捉効率は一般に極性の強い方が大き

いととを示した.

とれら有機ガラス中では電子は捕捉されるが，低分子

飽和炭化水素の多結晶中では捕捉されないと吉田ら(北

大工)は結論した.一方，生成するイオンの挙動につい

て，塩谷ら(北大工)，並木ら(京大原子炉)原田らに

より，ハロゲン化合物の解離型電子捕捉反応に関して凝

縮系でも C-F結合は切断され，またその中間体として

の F-…CF2COOH，ClOH7X-， o…X-の存在が明らかに

された.ハロゲン化合物と電子との反応に関連して下川

ら(都ア研)は種々の塩化ベンゼンと電子との反応速度は

一般に塩素数の多い程早く，異性体間では大差のないと

とを示した.入江ら(阪大産研)はイオン重合に関連さ

せて，メチノレスチレンについて電荷移動錯体の放射線の

効果について調べた.吉良ら(理研，京大)はナフタリ

ンを合む有機ガラ スを用い，昇温による吸収スペクトノレ

変化を調べ，ナフタリンの会合体イオンの生成を示唆し

た.また，市川ら(北大工)極性の異なる溶媒での仇ー

の光プリーチ効率の相異はイオンの溶媒和の程度， e-の

エネ jレギーなどによるととを示した.中間体ラジカノレに

ついて，塩谷ら(北大工)によって放射線化学のスピン

トラッピング法を応用する際の問題点が指摘された.太

田ら(広大工は)は， 3MHX・の生成はイオン分子反応

の他に電荷再結合による可能性もあると とを示した.松

山ら(京大原子炉〉はベンゼン単結晶の放射線分解でも

シクロヘキサジエニノレラジカノレの生成を認めた.最後に

岡崎ら(東工大理)1とより混合希ガスに対する電子およ

び励起のG値について理論計算がなされた.

以上 2日目の午後は固相の放射線化学反応，その中で

も電子の関与する反応が中心で，その捕捉機構，イオン

の挙動は増々複雑であるととが明らかになってきた.特

lζ捕捉機構については，今後更にトンネリング説を支持

する証拠が提出され，しばらくは興味ある問題になるで

あろう.

(東京都立アイソトープ研沢井健〉

気相のセクションでは，放射線化学反応の基礎過程を

実験的に調べようとする試みがいくつかあった.

まず，生田，吉原，塩川，奥野， Abbe， Paulus 1<::よ

って，質量分析計のイオン源の中で，電子衝撃のかわり

に電荷交換反応によるイオン化とフラグメンテーション

が報告された.との実験では従来の電子衝撃型と異り，

ターゲット分子に与えられたエネルギーがはっきりわか

っているので，より詳細な知見が得られ，電子励起状態

のイオンからの分解が起とっているととなどがわかっ

た.マススペクトノレにおけるフラグメンテーションの機

構に関しては実験よりも理論が先行していたような感じ

だが，乙の種の研究は実験的基盤の一部となる意味で興

味深い.

次にアミン類についてのイオンー分子反応の研究が井

上によって報告された.このような基本的な反応のデー

タも放射線化学反応に重要であろう.武部，飯沼，小

池，佐藤，瀬戸による研究では，正イオンと負イオンの

気体中での反応，特にクラスタリング反応が課題であっ

た.M-(H20)n系は水溶液中の水和電子との関連もあ

って興味深いが，研究はまだ完成されていない.乙のイ

オンを同定するために， ドリフトチュープと質量分析計

を連結した装置の製作についての講演があった.乙れに

よって上の問題の解決が期待される.

乙れらの気相の研究では，より高度な実験技術を駆使
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するととによって，できるだけ正確な知見を得ょうとす

る試みが共通して見られる.他の分野との関連を保ちな

がら，さらに精力的な研究が期待される.

(大阪電気通信大学藤田岩男)

3日目の午後は「加速器による放射線化学 ・放射化

学」と題するパネル討論会で始まった.加速器利用によ

る研究方法の現状と今後の指針を与えるものとして関心

を集めたのか 250人収容の会場がほぼ満席となった.ま

ず荒井(理研)が，パノレス放射線分解についてその技術

的な進歩をたどり，今まで水和電子などの光学吸収を追

うととが中心であったが他の励起種の役割も調べる必要

があるとと ， またより速い現象の観測をするため.I~}レス

の時間幅の短縮，その限界などを述べた.田畑(東大〉

は加速器の工業利用に関して，放射線でないとできない

ようなプロセスの開発に努めるべき乙とをその具体例，

将来利用されるであろう加速器の特性などについて述べ

た.放射化分析については野崎(理研)らが半導体珪素

中の C，N，O の存在量を数 ppbまで分析可能な手法を

確立し，それらの状態図，物性への影響に関するデータ

を示しながら高純度物質中の C，N，Oの定量が荷電粒子

放射化分析のもっとも有効な応用例であるととを報告し

た.また岩田(京大原子炉)は荷電粒子励起X線測定によ

る微量分析がエネJレギ一分散型X線検出器の最近の著し

い進歩によって脚光をあびて来た乙と，また特に重イオ

ンで励起する場合， X線の発生効率が飛躍的に増大する

ので今後注目されるであろうととなどを電子とイオンを

比較しながら解説した.一般研究発表では原子分子の励

起状態に関する報告が4件，放射線反応を取扱った報告

が4件あった.織田ら(東工大理〉は数 10eV程度の

低エネノレギー電子ビームにより Heを衝撃し，そのエネ

ノレギー損失スペクトノレから光励起では観測できない He

(21 S)， (28 S)のピークを観測し，低エネjレギー電子と

原子分子との素過程を直接研究するととを試みている.

上野ら(東工大理)は電子線.I~}レスを気相ベンゼン ・ ピ

アセチノレ系に照射し，その発光スペクトノレからベンゼン

三重項状態の寿命を推定した.中井ら(原研大阪)は

COと H2の系に電子線を照射し，照射中に生じる種々

の励起状態およびそれらの消長を励起発光スペクトノレか

ら追跡するととを試みた.乙の方法は放射線反応におけ

る中間生成物を把握できる点で興味をヲ|いた.豊田ら

(九大工)は塩化水素，塩化メチレンなどの分子に対し

て電子衝撃を行ない， HCl+， CHラジカJレ， 水素原子

などの励起生成物からの発光を観測し，それらの生成，

励起過程を考察した.佐川ら(阪大産研〉はノノレボノレナ

ジエンなどの主イオンである C7H7+(m/e=91)を気相

放射線分解によって化学的に捕捉してその生成物からと

のイオンの構造と反応性を論じた.池添ら(原研高崎)

は核分裂片照射による窒素一エチレン系からのシアン化

水素の生成G値が高気圧にした場合著るしく増大すると

とを見出し， n，γ線照射とは異なる乙とを報告した.新

井ら(東大教養)はメタノ-}レのイオン衝撃反応におい

て Hs，CO， CH4の生成確率が希ガスイオンおよび

Nsイオンではほぼ一致するが Arイオンのみ特異性の

あるととを見出した.また山口ら(東大教義)は炭化水

素気体中の気体密度の変化による電子捕捉効率を求め，

弘乗則K従うととを確認した.

(原研大阪，松田光司)

第18回放射線化学討論会

本年の討論会を下記のとおり開催いたします.放射線

化学会の設立10周年にあたり，多数の御参加をお願いい

たします.

日時 10月6日(月)""'8日(水)

会場東京都立大学理学部(東京都世田谷区深沢2-1-1)

討論主題 1.気相の放射線化学過程

2.凝縮相の放射線化学過程

講演申込締切 6月30日(月)

はがき大の用紙に各講演 1件につき放射線化学討論会

講演申込書と明記し， 1)申込者氏名 2)連絡先(干)

電話番号 3)講演題目 的発表者氏名(ふりがな，

講演者1(0印〉所属 5)討論主題(1， 2)を記入し

400字程度の要旨をつけて下記へお申込み下さい.

講演要旨締切 8月20日(水)

講演申込者には指定原稿用紙をお送りします.

懇親会 10月 7日(火)

申込先 ・連絡先 158東京都世田谷区深沢2-1-1東京都

立大学理学部化学科増田高広(電話03-717-0111内線

357) 

なお，放射線影響学会年会にも申込まれる方はその旨

申込みの際お書き添え下さい.

111 

本 A. 
~ 

コ
し畠--ロ 事

。第21回理事会

昭和49年10月2日午後16時より仙台共済会館 1階萩の

聞にて，役員17名出席のもとに開催された.

まず第6回 ICRR大会日本開催に関し，同大会準備

委員会の副委員長として，京大岡村誠三氏を推薦すると

同時に日本放射線化学会での‘準備委員会、の委員長と

し，同委員を選任し，本会としての準備態勢を整えると

とになった.

続いて本会設立10周年に当る来年度の記念行事開催の

件，事務局来年度移転の件について討議された.

また次のような新入，退会会員が承認された.

入会者

。正会員 9名

八木博明，石樽顕吉，小JII禎一郎，桑田敬治，仲川

動，上田俊一，藁科哲男，高橋信夫，中前勝彦

退会者

。賛助会員

白洋舎洗濯科学研究所

。正会員

工藤倶久， 飯実夫，飯島健一，河合俊三， 篠田勝良
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書評

Radiation Chemistry of Monomers， Polymers 

and Plastics 

Joseph E. Wilson著

Marcel Dekker， Inc. New York 1974年発行 633頁

本書は，著者の序文によれば放射線高分子化学の最新

の研究の文献による招介を目的として著述されたもので

あり，現在多数の高分子化学者と可成多くの放射線化学

者が居るに拘らず，両分野lζ通暁した科学者が少いとし

て，放射線化学者lζ高分子化学の知識を提供し，高分子

技術の進展が計れればという念願のもとに計画された様

である.内容としては次の様な章からなっている.

第一章放射線の型式種類

第二章 物質の照射の基本的効果

第三章放射線の吸収の初期効果

第四章低分子の放射線化学

第五章 均一系の放射線重合

第六章 固相の放射線重合

第七章高分子照射:架橋と分解

第八章 乳化重合;ポリエステノレ;一般熱硬化樹

脂系

第九章 高分子膜への放射線グラフト

第十章 繊維の放射線グラフト

著者は米国 Texas州 DallasBishop Collegeの化学

の教授であ り.もともととの方面には光化学の面から入

った人の様である.

本書を通読して感ぜられることは，欧米研究者となら

んで多くの日本人研究者の仕事の招介が行われており，

引用文献も工化誌，高分子化学から日本放射線高分子研

究協会年報などに渡っているが，やは り欧文誌の報文が

多く，われわれの研究発表方法について考えさせられる

所がある. 原研 ・大阪 後藤田正夫

放射線化学第10巻第四号
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旭化成工業株式会社

旭化成工業株式会社技術研究所

オーツタイヤ株式会社

鐘淵化学工業株式会社阪本工場研究室

関 西 .電力株式会社

関西ペイ

株式会社ク

株式会社島

ント株式会社

ラレ

津製作所

株式会社柴山科学器械製作所

士幌町農業協同組合

昭和電工株式会社

シンロイヒ株式会社

住友化学工業株式会社

住友電気工業株式会社熊取照射工場

積水化学工業株式会社中央研究所

大日日本電線株式会社

段谷産業株式会社

中国電力株式会社

中 国塗料株式会社滋賀工場

中部電力株式会社

株式会社千代田研究開発

東海電線株式会社大阪製作所

東京電力株式会社

東レ株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

電気化学工業株式会社中央研究所

会

日本エレクトロキュア株式会社平塚技術センタ一

日本原子力研究所

日本原子力事業株式会社 NAIG総合研究所

日新ハイボルテージ株式会社

日本電信電話公社茨城電気通信研究所

日本 ペ イ ント株式会社

古河電工株式会社中央研究所

放射線照射 振 興 協 会

北海道電力 株 式 会 社

三井石油化学工 業 株 式 会 社

三菱成工業株式会社中央研研所

三菱電機株式会社中央研究所

日立化成工業株式会社下館工場

レンゴー株 式 会 社
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名 簿

所 在

東京都千代田区有楽町1-12-1

静岡県富士市鮫島211

大阪府泉大津市河原町9-1

地

滋賀県大津市下阪本比叡辻町210

大阪市北区中之島3-5

神奈川県平塚市八幡1200

大阪市北区梅田 8 新阪急ピノレ

大阪市北区小深町3-1 阪急ターミナノレビノレ内

東京都豊島区南大塚3-11-8

北海道河東郡士幌町字士幌西2番159

東京都港区芝大門1-13-9

鎌倉市台2-19-12

大阪市東区北浜5-15

大阪府泉南郡熊取町大宇野田950

大阪府三島郡島本町百山 2番 1号

尼崎市東向島西之町 8

福岡県北九州市小倉区東港町4-3

広島市小町 4番33号

滋賀県野洲郡野洲町三上

名古屋市東区東新町10-1

東京都新宿区西新宿7丁目4番7号第二太田ビソレ

大阪府和泉市万町1076番地

東京都千代田区内幸町1-1-3

滋賀県大津市園山 1丁目 1号

東京都港区赤坂1-9-13

東京都町田市旭町3-5-1

神奈川県平塚市八幡12000 関西ペイント側内

東京都港区新橋1-1-13

川崎市末広町250

京都市右京区梅津高畝町47

茨城県那珂郡東海村

大阪市大淀区大淀町北2-1-1

東京都品川区二葉2-9-15

高崎市綿貫町1233

札幌市中央区大通東 1丁目

東京都千代田区霞ヶ関3-2-5霞ヶ関ピル内

川崎市高津区久本290

尼崎市南清水字中野80

茨城県下館市大字小川1500

大阪市福島区大関町4-43
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