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成人式を迎える

放 射 線 化 学 に期待する

照射用線源の第 1号として， コバノレト 60，200Ciがわ

が固に初めて輸入され，科学研究所(現在の理化学研究

所)に設置されたのは昭和31年6月といわれている.か

りにとれをわが国の放射線化学の夜明けとするならば，

今年で満20年，つまり人聞にたとえるならば，成人式を

迎えるととになる.そ乙でとの際，転換期にあるといわ

れるわが国の放射線化学に託す私の初夢みたいなものを

述べてみたいと思う.

よく考えて見ると，人聞を含めて，生体内で起ってい

る化学反応位，エネノレギ一利用効率の良いものはなく ，

蛋白質一つをとりあげても，それを構成するアミノ酸の

配列順序の正確さ，再現性の良さ等目を見はらせるもの

がある.

また，われわれが現在必死になって探している，無公

害生産工程とやらも，自然界のいとなみの中では極く普

通に，大昔から行なわれており，そのサイクノレを人類が

人為的にまげたと乙ろに悲劇が生れたとさえいわれてい

る.

放射線化学の研究は，当初の放射線によって誘起され

る化学反応に関する研究から，放射線を手段として，励

起，イオン化，電荷やエネノレギー移動，イオンと分子の

反応等，化学反応そのものの本質を研究する領域に発展

*都立アイソトープ総合研究所参事研究員

篠 崎 主主 治*

しつつあり，観測される現象も， n-secから pico-secへ

と縮められて来た.一方，電算機の発達iとより，従来は

単純な系しか取扱えなかったものが，複雑な高分子系ま

で理論的計算が試みられるようになり，従来の単純な分

子と分子の反応から，集団としての取扱いが考慮される

ようになりつつある.

私は放射線化学反応の初期過程lζ関する研究が乙の勢

いで進んだら，必ずや近い将来，生体内化学反応の本質

を把えるととができると確信している.

その時乙そ，放射線化学と放射線生物学や放射線遺伝

学がドッキングできる時である.

従来とかく放射線化学は酸化反応に有効と考えられが

ちであったが， PCBの放射線分解のように，連鎖的還

元反応や，連鎖的分解反応も乙れらの過程で数多く見出

されるに違いない.その時乙そ，公害における放射線利

用を合めて，全く新しい化学工業そのものの誕生を告げ

ることになるであろう.

しかしながら，その道は遠くけわしく ，暗くて長いト

ンネルもくぐらねばならぬであろう.努力に対する評価

もされぬかも知れない.だからといって，乙の道を放棄

してはならない.

少くとも私は放射線化学の輝しい役割りを夢見てい

る頑 張れ，放射線化学初期過程研究グノレープグ
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(解説〕

低温放射線重合の新しい応用

1. 緒言

放射線化学反応の大きな特徴が，温度によらず，また

反応系の相によらず物質を一様に活性化できるという点

にある乙とは，大方の容認すると乙ろであろう.固体に

も活性点を賦与できるという特徴は，常温におけるポリ

マーの照射に活用されて，架橋反応やグラフト重合の分

野において実り多い応用成果を生みつつあるととは周知

の通りである.しかしながら，乙とモノマーに及んで低

温重合 ・固相重合の領斌となるとどうであろうか.ひと

頃，乙の分野が学会でもかなり華やかな関心を集めた時

期があった.岡村 ・林教授らによってトリオキサンなど

の一連の環状モノマーの放射線固相重合の研究が展開さ

れ，また田畑教授らによってオレフインやピニノレモノマ

ーの低温領域での重合の探索結果にもとづいてアクリロ

ニトリ Jレなどの新しい重合機構が提案された頃の盛況

を，筆者も記憶している.しかしそれにつづいて，極度に

精製脱水し?とモノマーのイオン重合の追求や，放射線重

合に対する電磁場の影響などの模索が始まる時期になる

と，乙の分野の研究も，しだいに初期過程や短寿命化学

種の問題いわば純粋化学の方向に収赦してゆく傾向をみ

せるようになる.科学者の努力が，より複雑で困難な問

題の解決へと集中してゆくのは当然の勢であり，一方民

間企業の関心も，設備投資を要する低温や固相の反応よ

り電子加速器を使って行えるプロセスの方に移行してゆ

き，乙乙lζ分極が起って，低温，固相にかかわる応用科

学の領域l乙いわば研究密度の希薄な空白の谷聞が生じ

たとみる乙とができる.一方乙のような分極と空白が，

世界的にしかも放射線化学全体にひろがったためであろ

うか.米国においてプルックへフ.ン国立研究所が解消さ

れ，加速器を中心とする応用分野の研究開発はほとんど

民聞においてのみ興隆しているという状況がある.

しかしながら，たとえば低温 ・国相の領域などにおけ

る応用研究の不振は，乙の分野が過去のテーマとなり研

嘉 "党 勲*

究としての生命が失われたためであろうか.私見である

が，現状は問題がきわめつくされた段階どとろではなく

て，一通りのスクリーニングが終ったととろにすぎない

のではあるまいか.初心に帰って低温・固相の特徴を眺

め，一皮むいたより本質的な研究に迫ってゆくのは，む

しろとれからの宿題ではあるまいか.日本の放射線化学 習

には，との分野の探索に広く先鞭をつけていった貴重な

経験が生きているはずだと思う.

本稿では，上記のような意味での谷聞を埋めるささや

かな努力のーっとして，筆者らが日本原子力研究所高崎

研究所で試みている仕事の概要を御紹介したいと思う.

2. ガラス化性毛ノマーとその重合

とれまで低温 ・固相の重合反応が実用的観点から利用

されにくかった理由の一つに，重合性が低いという乙と

がある.例えば，過去において固相重合といえばほとん

ど結晶状態の重合を意味していたが，アクリノレアミド・

トリオキサンのような代表的な結晶モノマーでも OOC以

下の低温では顕著に重合性が低下するし，常温で液体の

モノマーを低温で融点以下に凍結した場合には重合性が

失われるものが多かった.結晶状態では，温度低下によ

るモノマーの分子運動性の減少が顕著であり，といって

溶液重合にすればモノマーの濃度減少のため乏しい反応

性が一層低下する現象が避けられない.

ガラス化性モノマーの発見とそのラジカノレ重合は，少

くとも重合性に関する上記のような問題点を解消し，速

やかなる重合時間内に 100%近い高重合率で分子量の大

きいポリマーを提供する方法であって，低湿の実用化に

寄与すると乙ろが少くないと考えられる.結晶相に対応

する意味での非品性固相としてのガラス状態は，以前か

ら光化学や放射線化学の一部では注目されると乙ろであ

った.すなわち，閃光法光分解や.I~)レスラジオリシスに

おいて，短寿命化学種の捕捉，検出のためにガラス化性

物質の低温における高粘性と光学的等方性が着目され，

New Application of Radiation-Induced Polymerization at Low Temperatures 

* lsao KAETSU日本原子力研究所高崎研究所 第三開発室長代理

1961年京都大学工学部繊維化学科(現高分子化学科)修士課程卒業，同年積水化学工業入社・研究所勤務. 1967年同社を退社し

て日本原子力研究所入所 ・高崎研究所開発試験場勤務.1973年副主任研究員. 1974年より現職.
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モノマーのラジカノレ重合の特徴を要約すると，次のよう

になる.

(1) Tg以下の温度ではインソース重合は起らず，Tg 

以下で照射すると活性点のみが蓄積され，とれを Tg以

上iζ昇温させたとき急激な後効果重合が起る.

(2) Tg以上の温度では大きい速度でインソース重合

が起るが，その初期重合速度の温度依存性には図 1に示

したようなみかけ上の極小 ・極大を生じ，極大 の温度

Tv(仮称.モノマーによって異なる)はTgより10"-'50
0
C

程度高い温度にある.分子量についても類似の現象が認

められる.
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ガラス化性モノマーのラジカノレ重合における

初期重合速度の温度依存性

a. ヒドロキシエチノレメタクリレート (HEMA)

b. グリシジノレメタクリレート (GMA)

線量率 :1 X 105rjhr.真空中.

Tg:ガラス転移温度

Tv:重合速度が極大となる温度

(3) Tg，，-，Tvの聞の重合は非定常性の大きいインソー

ス重合であり，照射終了後も成長ラジカノレは十分に活き

ており，後効果重合性が顕著である.

(4) 初期重合速度の線量率依存性の指数は，上記の

Tvを境にして0.5乗から1.0乗に変化し，Tg"-'Tvの温

度領域では重合速度は概ね線量率に比例して増加する.

(5) 初期以降の重合速度の変化(ゲノレ効果の開始点と

終了点など〉や飽和重合収率なども重合温度の強い影響

をうけ，モノマー ・ポリマーおよび種々の重合率におけ

るその混合系の Tvおよび TgIζ支配される.例えば，

モノマーの Tv以下の重合温度ではゲ、ノレ効果は起らず，

またポリマーの Tv以上の温度では100%重合率に至る

まで終始重合は加速される.

(2)で述べたような特徴の生じる理由は既に説明した通

りであるが，乙れを速度論的に証明するとともに，間接

的実証の意味でとのような重合初速度の極大現象に影響

する諸国子についても詳しく検討しへ 重合相の不均一

いわゆる剛性溶媒法として利用されていた.とのような

観点がモノマー及び重合反応にも及んで，放射線iとより

主成するイオンやイオンラジカノレの寿命を延長し，乙う

した活性種によって誘起されるイオン機構的な重合反応

を追求する手段としてガラス相重合が取上げられたので

あった.とれらの研究は，初射線化学あるいは放射線重

合の初期過程に関する知見の収集lζ寄与したが，必ずし

も応用への展望を開くものではなかった.その大きな理

由として，乙れらの研究ではガラス状態は目的ではなく

て基礎研究の手段に過ぎなかった乙と，いわゆるガラス

化性モノマーと呼びうるような過冷却性の大きいモノマ

ーが選択されたのではなくて，ガラス化性に乏しいモノ

マーを急冷やガラス化性溶媒への溶解などの方法を用い

て比較的不安定なガラス状態において研究するものであ

った乙と，さらに，イオン機構的な重合反応においては，

活性種の寿命が延長されるような低温 ・高粘性状態では

モノマーの拡散 ・成長反応も抑制されて重合性が低下す

るととなどを挙げるととができる.

筆者らは1965年頃，ある種の酸ーアミド(例えばアク

リノレアミドーイタコン酸，アクリノレ酸ーアセトアミド系

など)の組合せより成る二成分混合系が，成分間の分子

間相互作用が大きく安定なガラス状態を形成する事実を

見出し，ラジカJレ機構によるとれらの系の低温重合が極

めて重合性に富む乙とを発見したII さらに1970年頃よ

り，水素結合性の強い側鎖や嵩高い置換基などを有する

多くのアクリノレ酸エステノレ ・メタクリノレ酸エステノレが安

定なガラス化性を有する乙とを見出し，ヒドロキシエチ

jレメタクリレート ・グリシジノレメタクリレー トなどの典

型的なガラス化性モノマーについて低温ラジカノレ重舎の

特徴を詳細に研究した2) ガラス化性モノマーの最大の

徴は，融点以下でも結晶化しがたく融点の影響が少な

い代りにガラス転移点 (Tg)の影響が大きく ，低温で

Tg Iζ近づくにつれ，その粘度が急激に(指数函数的lζ)

増大し Tgでは rigidな透明固体の状態に達する乙と

である.ラジカJレ機構によるガラス化性モノマーの重合

の利点を一口でいえば，とのような粘度増加を利用して

成長鎖ポリマーラジカノレの寿命を延長し二分子相互停止

反応の確率を減少させるととによって，低温iと拘らず大

きい重合速度と分子量を賦与するととができる点であ

る.粘度が過大になると成長反応が抑制され， Tg以下

ではインソース重合性が認められなくなる.しかしポリ

マーとモノマーの拡散の粘度依存性(従って温度依存

性)Ir相当のずれがあり，重合速度と温度の関係には低

温でみかけ上の極大を生じ，停止反応は抑制されるが，

成長反応は抑制に至らない低温領域を実用に利用できる

わけである.筆者らの研究結果にもとづいてガラス化性

150 

図 1
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で，重合に伴う容積の変化(収縮)は低温重合ほど少く

なる.Tg 1ζ近つ'くにつれモノ マーからポリマーへの変

換は，固体一固体変換に近くなる(図 3). 
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性，プレポリ マーの添加，多官能性モノ マーの添加によ

る架橋構造の生成などが顕著な影響を与えるととを認め

た.さらに，二成分系の過冷却状態における重合反応に

ついても検討し，(1)'"'-'(5)に列挙したような一成分系に関

する知見と考え方にもとづいてすべての重合現象を解釈

できるととを明らかにした4)

以上のようなガラス化性モノマーの低温ラジカノレ重合

における特徴は，その粘度の特異な温度依存性にもとつ'

いていると考えられる.重合性の特徴と関連してその基

盤を理解する意味で，ガラス化性モノマーの粘度と密度

の温度依存性に関する研究を行った5) 得られた知見を

要約すると次の二点になる.

(1) モノマーを含む有機ガラス化性物質の粘度は Tg

に近づくにつれ指数函数的に増大するが粘度の温度依存

性を T-Tg(T :任意温度)に関して整理すると図 2の

ように化学構造の類似したモノマーは一定の温度依存'性

を示す.とれを粘度と T-Tgの関係に関する W.L.Fに

20 40 
T -Tg ~C) 

ガラス化性モノマーの粘度の温度依存'1生.

a. GMA 

b. グリシジノレアクリレート (GA)

c. HEMA 
d. ヒドロキシエチjレアクリレート (HEA)

図3

重合性や粘度などに関する研究と並んで，との分野に

おける応用の発展を図るために重要な研究は，モノマー

のガラス化性に関する研究である.有機低分子物質のガ

ラス化性に関する過去の知見は甚だ少いが，安定なガラ

ス状態を作る技術はとの種の重合の発展に不可欠である

と考えられる.筆者らは乙の面からも探索的研究を進

め，次のような知見を得た7)

(1) ガラス化性は，物質固有の過冷却性と冷却速度と

によって決まる相対的性質であるが，一定冷却条件下に

ガラス化性をしらべ，それぞれの物質の Tm(融点)と

Tm-Tgの関係をプロットしたととろ，図4のような

ガラス化性に関する限界曲線が得られた.乙の曲線を中
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図4 有機低分子物質のガラス化性

冷却条件 :5mmOのガラス管に満した試料を室温

より液体窒素中lと浸潰急冷する.

ガラスイ七 ' 結晶化

150 
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O の経験式6)

互主主ー CI(T-Tg) 
log C2+(T-Tg) 

ηTg: Tgにおける粘度

η:温度Tにおける粘度

おける定数 CI，C2として解くと，化学構造の類似した

ものでは Ci， C2 1C一定関係があり，モノマーの化学構

造から粘度の温度依存性をある程度推定できる.

(2) ガラス化性モノマーは，低温で粘度が増大すると

ともに密度が大きくなり容積収縮を生じる.一方ポ リマ

ーの密度の温度変化はモノマーのそれほど大きくないの
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心にガラスイ七性を四領域(四段階)に分つととができ，

I>lI>m>百の順でガラス化性が大きくなる.乙の結

果iとより，Tmと Tgを知ればその物質のガラスイ七性

を評価予測するととができる.

(2) 成分数を増すとともにガラス化性は増大するが，

二成分系のガラス化性について詳しく検討した結果，二

成分系においては共融組成分と非共融組成分に分けてガ

ラス化性を考察する必要があり， Tmの組成変化と Tg

の組成変化の双方を含む相状態図を測定して相構造を把

握する必要がある乙とが判明した.

重合性 ・ガラス化性 ・モノマーの物性の三つの角度か

ら現在までに得られている知見の概略を述べたが，ガラ

ス化性モノマーのラジカノレ重合は，重合性が粘度および

温度に支配されている特異な系であり，開始機構は平凡

であるが実用的には有用であって，モノマーのガラス化

技術が進めば低温領域の重合法としてかなり普遍的な方

法となりうるであろう.学問的にも成長 ・停止両反応と

拡散の関係を研究する好材料を提供していると思われ

る.温度と粘度を要因として分離できない乙とは欠点で

あるが，反面塊状重合で重合率ゼロから粘性の影響を検

討できる長所がある.放射線重合の研究の流れをふり返

ってみると，放射線の特異性が専ら開始反応もしくはそ

れ以前の過程に求められ，研究者の関心がとれに集中し

たととに気がつく .それはそれで正当であ り自然な乙と

であったが，応用的観点から考えてみると，透過力とい

う放射線の特徴はまだまだ重合反応に関しても重要であ

って，特異な化学種は見出せなくても特異な相構造を作

って成長反応や停止反応の利点を活用する余地が十分に

残っていると考えられる.

3. 低温注形重合による有機ガラスの製造

有機ガラス(透明プラスチック〉の製造方法は，大別

して射出法 ・圧縮法 ・注形法の三つに分けられるが，乙

のうち射出成形法は極めて量産性に富む方法であるが，

反面光学的に高品質の製品が得られない乙と，耐熱性lζ

富む製品が出来ない乙と，大型製品が作れない乙となど

の欠点がある.一方注形重合法は，比較的高品質の大型

製品を作るのに適しているが，発泡 ・歪 ・脈理などの不

均質性のないすぐれた製品を得るために重合条件をマイ

ノレドにし，長時間をかけて製造しているのが現状であ

る.触媒による注形重合法では，相対的高温を使用し，

かつ液体モ ノマー から固体ポリマーへ大きい密度変化

(容積収縮)を伴う重合反応であるため，製品の品質を購

うためには量産性を犠牲にせざるを得ない面があった.

ガラス化性モノマーの低温ラジカノレ重合は，前述のよ

うに低温であってしかも大きい重合速度と重合度の得ら

れる反応であり，また透明な固体ないし半固体モノマー

から透明な非晶ポリ マーへの容積収縮の少い重合反応で

あるので，乙の特徴を注形重合に適用した場合従来の通

念を破って短時間の注形サイクノレで品質のよい製品が得

られるのではないかという期待がもたれた.ヒドロキシ

エチノレメタク リレート (HEMA)をモデソレモノマーとし

て用い板状試料について注形重合性を検討したと乙ろ，

図5のような結果が得られた8) 乙の結果は，低温重合

‘-Z 

6 
10 

:: 5 
....... 10 
CI.I 

叫ト，

"， 
ゐ.

CI.I 
111 

g lO~ 

10
3 

5 10 15 20 25 
Th-ickness( mm) 

図5 小規模板状試料における HAMAの放射線注

形重合における光学歪生成の限界条件

合 光学歪が生成する.{) 光学歪が生成しない.

照射線量 :1 x 106r，試料面積 :20cm X 10cm 

ほど，厚みの大きい試料を，高い線量率すなわち大きい

重合速度で，光学歪を生成する乙となく注形重合できる

乙とを示している.乙乙で光学歪がないとは，二枚の偏

光板聞に試料をはさんで光路差による干渉縞を検出する

静歪計において，完全に歪が観察されない乙とを示す.

動歪計の測定結果と照合すると，光学歪の認められない

場合には試料中の残留応力も軽微である.低温注形重合

のメリットが実証されたわけであり，厚みによっては

歪 ・応力のほとんどない製品を一時間以内の時間サイ

クノレで注形できる可能性が見出された.49年 3月には高

崎研究所内lζ，最低温度一100
0

C，最大試料寸法が75cm

x75cmx5cm tまでの板ガラスの注形重合を行うこと

ができる低温注形重合装置を設置して，歪生成lζ関する

スケーノレアップ効果の検討を中心とする工学的研究を進

めている.

注形重合過程における歪生成の機構や条件に関して公

開されている資料は甚だ少い.しかしながら，低温注形

重合のメリットが由来する根拠を明らかにし注形重合性

の一層の改善をはかるために，歪の生因をできるだけ解

明する乙とが必要と考えられた.その結果，注形重合で

生成する光学歪には二種類のタイプがあって，一つは重
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合体中に渦紋状あるいは放射状に流線を描いたように生

成する歪であって明らかに重合熱にもとづ く熱対流に起

因すると思われる歪であり，もう一種は試料全体あるい

は周囲のガスケ ットに沿った界面部分が光ってみえるブ

ロック状の歪であって容積収縮に伴う応力緩和の未平衡

に起因すると考えられる歪であるととが見出された.重

合曲線 ・応力発生曲線(動歪計法) ・発熱曲線(熱電対

法)などを比較した結果，低温重合と室温重合には種々

の点で顕著な相違があり，例えば室温重合では試料の部

位によって重合速度にかなりの不均一性があるのに低温

重合ではほぼ均一に重合速度が分布しており，また低温

重合では試料中心部の蓄熱による最高到達温度が室温に

比べて顕著に低い乙となどである.低温でも試料の厚み

が増加して，中心部の最高温度が一定値(例えば厚さ10

'""'15mmでは-10'""'-200C)を超えると渦紋状歪が生成

する.との温度は，歪が生成し始める重合段階における

系の流動点(粘度が低下して流動しやすくなる温度)に

ほぼ相当する.結局ガラス化性モノマーを用いた低温注

形重合において渦紋状歪が生成しにくい大きな理由の一

つは，粘性が大きいために対流や熱応力を生じにくい乙

と，低温であるため系の流動性が生じる温度(粘度)に

達しにくい乙とにあると考えられる.とれとはタ イプの

異ったブロック状の歪は，モノマーから出発する注形重

合ではほとんど生成しないが，プレポリマーを添加しで

注形重合を進める場合lと主として生成する.前述の結果

にもとづいて，プレポリマーを添加してさらに粘度の増

大をはかるととにより一層の歪防止効果を狙った結果が

図6であり，著しい改良効果が認められるものの，例え

ro6~ 、ドa
，Lu • 

rur~ 
\4‘ ~b 

5 10 15 
Thickness'( mm) 

図6 プレポリマー添加による歪生成限界条件の変化

a. -50o
Cの重合.プレポリマー添加.

b. -50oCの重合.モノマーのみ.
c. 250

Cの重合.プレポリマー添加.
b. 250Cの重合.モノマーのみ.
モノマー :HEMA プレポリマー濃度 :11%， 
照射線量 :1 X 106r，試料面積 :20cmx10cm 

ば-50
o
Cにおけるモノマーと常温におけるプレポリマー

添加系とは，粘度においてほほ等しい値を有するに拘ら

ず図 6の歪生成限界曲線にはなお差異があって，粘度だ

けが歪生成の要因でないととを示している.またプレポ

リマー添加量も，ある量までは添加量の増加とともに歪

が生成しにくくなるが，ある濃度を超えて粘度が過大に

なると，粘度が増すほどブロック状歪の生成が著しくな

る.しかし重合度を小さくするととにより粘度を一定に

保った場合には，プレポリマー濃度を大きくするほどブ

ロック状歪は入りにくくなる.また，モノマーの種類を

変えた場合は，ポリマーの Tgが高いモノ マー系や，多

官能性成分を含み架橋構造を生成しやすいモノマ一系ほ

ど，注形重合においてブロック状歪が入りやすくなる.

とれらの結果より，ブロック状歪の生因は熱対流 ・熱応

力の凍結にもとづくものではなくて，重合IC伴う収縮応

力が緩和されずに凍結される乙とによるものと推定され

る.試料全体にひろがる歪は，系が rigidであるため全

体に緩和が伴わなかったものであり，ガスケットに沿っ

て周辺部に帯状に発生する歪は，異物であるガスケッ ト

との接着界面において収縮力と接着力とが措抗して応力

を生じととに蓄積されたものと考えられる.との種の歪

lζ対する低温注形重合のメリッ トは，図 6におけるプレ

ポリマー添加系の比較より明らかであるが，その理由は

主としてガラス化性モノマーの低温重合が重合に伴う容，

積収縮の少い反応である乙とに帰着せしめるととができ

るであろう.

重合に際して大きい容積変化を伴わないというととか

ら，低温注形重合は光学歪や残留応力が少いばかりでは

なく ，寸法精度が高いという特徴を有しているものと予

想された.表uζ小型の凹凸レンズの注形重合を行って

その寸法精度を低温重合と室温重合について比較した結

表 1 注形重合物の寸法精度

サギレッタ ーゲージ法による:tは鋳型の曲率

に対する寸法誤差を表す

室温重合物
モノマ一系 面

低(温-重50合℃物) 

104r /hrl 105r /hr 104r/hrl 105r/hr 

HEMA [凹1 1十3寸1h 19凸 +3.18I +3.18 I +0.35 I +1.19 

M P |凹 |+0十1担 ! 04 212凸 -2.86 ー3.25 I + 1. 24 I + 1. 73 

C一MR-M3A9※ 
|凹 |刊 88|+3ペ刊 75|叩

-4G系 凸 -3.64I -4.40 I -0.50 I -1.12 

系14 134|-523|叶 -3.72
A-2G 凸 +3.33I +3.86 I +0.32 I +1.13 

HEMA:ヒドロキシエチjレメタクリレート

※筆者らが開発した新素材
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果を示した.低温注形重合物は精度が高く ，特に凸レン

ズにおいて顕著であることが判る.

では，乙のような低温注形重合を適用できるモノマ一

系はどのような範囲に及ぶであろうか，注形重合法とし

て本方法がどの程度普遍的技術となりうるかは多分に乙

の点に依存するであろう.筆者らは目標物性を耐熱性お

よび耐衝撃性に置き，低温注形重合を適用して効率的に

製造するととができてかっ上記の物性において代表的な

既成の有機ガラス材料である PMMAと CR-39ー樹脂に

まさっている新しい有機ガラス素材を求めて探索を重

ね，ほほ上記の目的を達するガラス化性モノマ一系(複

数成分より成るコモノマー)を見出すととができた.低

温注形重合の適用を可能にするとは，換言すればガラス

化性を賦与するという乙とである.MMAや CR-39は

それ自身ガラス化性ではないが，その主たる物性を損う

乙となくこれを Modifyしてガラス化性をもたせるとい

う角度からの検討をも行い，ほぼその要件を満足させる

組成をも得ている.ガラス化性は一種の相対的性質であ

って， 決して特殊な範曙に限定されたモノマーのみがも

っ機能ではなく ，エステル類モノマー ・エーテノレ類モノ

マーなどにおいてはむしろ過冷却性の大きいものの方が

豊富に存在し，市販品として入手しうるモノマーの組合

せだけでも有用な系が多数見出される.さらに将来合成

されるモノマーやガラス化技術の進歩を考慮すると，ガ

ラス化性モノマーを駆使する方法は相当の一般性を獲得

する可能性があるであろう.

さて，上記のような種々の有機ガラス素材の性質のう

ち，機域的強度などはいわば素材の成分組成のみによっ

てほとんど決定されて了い，乙れを製造する方法にはほ

とんど依存しない.光学歪がなく寸法精度にすぐれてい

るという性質は，もちろん有機ガラスを光学的材料の分

野に応用する場合に有利となる条件であるが，今後の課

題として特に検討すべきととの一つは，歪や応力が少な

いという特徴が，経時的な製品の寸法安定性 ・自然曝露

.熱サイクノレ ・溶剤接触などによる経時的なクレージン

グ・クラッキングすなわち広義の耐久性とどの程度関連

性を有するかという点である.乙の点で十分なメリット

が見出されれば，低温注形重合法は幅広い用途に利用さ

れ得るであろう.低温注形重合法は，注形重合法のみが

実現できる品質上の特徴(光学的均質性 ・寸法精度 ・耐

熱性 ・耐久性など)を温存しつつ，これを量産技術化す

るととを最終目標とする有機ガラスの製造方法である.

従って問題点の一つは，用途開発であって，乙のような

品質 ・性能の要求される有機ガラスの用途 ・需要が将来

どの程度見込まれるかによって，乙の技術の有用性 ・発

展性が影響されると考えられる.現在有機ガラスの普及

に対しては様々な壁がある.しかし，有機ガラスの歴史

は浅く ，まだその特徴がよく理解されていないので，有

機ガラスに適した清新な用途分野はむしろ将来において

発展が期待されるのではないかと筆者は考えている.

4 低温包括重合による酵素の固定化

酵素は，通常の化学触媒が遂行し得ない多くの生化学

的反応を有効に司る乙とができるため，工業的にも広く

利用されている乙とは周知の通りである.工業的な酵素

反応プロセスにおいては，一般に酵素は水溶液の形で添

加使用され，反応終了後は分離回収が面倒なために廃液

とともに使い捨てにされる場合が多い.そのため工程の

連続化合理化が困難であり，また高価な酵素の場合には

コストアップを招くととになる.酵素を，あたかもイオ

ン交換樹脂のように不溶性の固体触媒に変えて長期間の

耐用性を賦与しようという試みがとの分野での重要な課

題になっており，とれを酵素の固定化と呼んでいる.乙

れまでに試みられた固定化の方法には，大別して化学結

合法 ・イ オン吸着法 ・包括法の三つがあり，化学結合法

は文字通り酵素と高分子などの不溶性物質とを化学結合

させる方法，イオン吸着法は酵素をイオン突換樹脂など

にイオン的に吸着させる方法，また包括法は酵素を高分

子ゲノレなどのマトリックス中に機械的にとじ乙める方法

である.化学結合法は酵素の構造変化による失活が大き

いといわれており，イオン吸着法には酵素と吸着担体の

組合せの選択に限定があるのが難点である.とれらの方

法に対して包括法は，固定化に際して化学的な失活の恐

れがなく，また酵素の種類と数を問わずに任意に包括固

定化できる点で最も一般的な固定化法というととができ

る.さらに包括の手法として最も一般的な方法は，酵素

水溶液を水溶性モノマーと混合したのちとれを重合させ

るととによって酵素を生成ポリマー中にとじとめる包括

重合法であろう.従来包括法には酵素の脱離が多いとと

が欠点とされていたが，乙れは重合技術によって容易に

解決する種類の問題である.

いかなる方法で包括重合を行うかという点になると，

酵素が熱に非常に弱いとと，触媒残漬などの存在が好ま

しくない乙とのこ点から，放射線重合法が有利であるこ

とは明らかである.しかしながら，酵素には放射線によ

る失活もあって酵素自体の照射効果の温度依存性をしら

べてみると図 7のごとくであり，熱および放射線による

失活を抑制して固定化を行うには少くとも ooC以下の低

温領域において重合を行う必要があるであろう.しかる

に乙のような低温領域では水は結晶化し，水lと溶解して

いた酵素は氷の外にはじき出されると考えられる.乙の

ような状態において酵素を有効かつ強固に固定するに
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が，モノマーの Tg(-96
0
C)以下の温度でも重合収率が

十分大きいのは，実用的な照射試料の処理条件下ではガ

ラス化性モノ マー特有の顕著な後効果重合が起るためで

ある.

重合後水は融解し穆出して，酵素反応の基質分子が拡

散渉透しやすい多孔質構造を重合物中K形成する.図8

において ooC近辺を境に急激な固定化効果の変化が起る

のは，あながち酵素の熱及び放射線による失活性の変化

のみによるのではなくて，との温度近傍を境lとして水の

結晶化のために重合機構と包括機構に大きな変化を生じ

るためであると考えられる.すなわち，水が折出しない

場合の重合は HEMAの水溶液重合であって，重合lとつ

れて HEMAのポリマーは水相から折出し不均一系重合

となるが，酵素は水に溶けているので水相に残り重合後

水とともに渉出して固定化からもれて了う可能性が大き

い.とれに反して，低温では水の結晶が高粘度のガラス

化性モノマー中に懸濁分散されている形であり，重合は

HEMAの塊状重合lζ近い.水の結晶化という現象は二

重の意味で固定化に寄与しており，一つは酵素を遊離し

てモノマー相と接触させとれを比較的もれなく強固に包

括させている点であり，他の一つは多孔性を通じて基質

と酵素の有効な接触表面積の拡大をもたらしている点で

ある.とうした水の役割を，ガラス化性モノ マーがよく

活かしており，低温包括重合のすぐれた固定化効果の原

因になっているものと推定される.

HEMAの外にもガラス化性でかつ水溶性であれば，

原理的lとほぼ同等の効果が期待できるが，低温では水の

結晶化によって結果的に水とモノマーの相分離が起って

いるわけであるから水溶性モノマーで‘あるととは不可欠

の要件ではないと考えられ，現在疎水性のガラス化性モ

ノマーについても検討を進めている.従来の包括法に

は，代表的な水溶性モノマーであるアクリノレアミドがし

ばしば用いられていたが，アクリノレアミドを用いる方法

の欠点は，室温の水溶液重合ではポリマーの親水性が大

きいために均一相重合となって水を包含したゲノレが生成

し，多孔質構造化するために脱水 ・粉砕などの手聞がか

かるとと，一方低温ではガラス化性を有しないためほと

んど結晶化して了い，また照射しても後効果重合性しか

示さないために，酵素をもれなくかっ脱離しないよう強

固に固定する点では不満足であるととなどである.

包括法の長所が，酵素の数と種類を関わずとれを包括

できる点にあるととは前述したが，酵素とともに酵素の

機能を促進したり補強したりする第三物質を Additive

として共存包括させるととができる点も包括法の大きな

利点の一つである.Additiveの役割は，酵素の活性そ

のものを維持し高める保護剤的な作用，酵素を離脱しな
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図8 固定化効果に対する重合温度の影響

a.グノレコースイソメラーゼ b.グノレコアミラーゼ

C.α-アミラーゼ d.セノレラーゼ

照射線量 :1 X 106r， HEMA濃度 :50% 

酵素濃度 :2%.水溶液中.

(酵素を含む HEMA水溶液の放射線重合)

は， モノマーが結晶化しないで酵素を懸濁もしくは溶解

しうる乙と，とのような低温領域でインソース重合が起

乙りその重合性が十分に大きい乙との二点がモノマーに

要求される.乙の要件をみたし得るのはガラス化性モノ

マーだけである.

図81ζ水溶性でかつガラス化性モノマーであるHEMA

を用いて種々の酵素を固定化した場合の活性保存率と重

合温度の関係を示した.OOC付近を境lとして活性保存率

は急激に増大し，低温では高い活性率が得られている.

-20oC前後にピークがあって低温側ではゆるやかに活J性

が低下するのは，重合性が徐々に低下するためである
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いよう有効に捕捉する吸着剤的な作用，さらに固定化物

内に基質が侵入しやすいよう空隙を増し反応表面積を大

きくする充填剤的な作用など非常に多彩なものがある.

筆者らはとの面でも探索を進め，有効な多くのAdditive

を見出すともとに， Additiveの効果は予想外に重大で

あって，少くとも実用レベノレの固定化には Additiveの

存在が不可欠であり実用化のキイポイントと考えられる

とと， Additive存在下では放射線法およびガラス化性

モノマーの役割がますます顕著なものとなる乙となどを

見出した.

現在筆者らが固定化技術の適用を考えている酵素は，

セルロースや澱粉などの植物体原料より出発して乙れを

葡萄糖 ・果糖 ・グノレコン酸 ・アルコーjレなどの有用物質

に変える過程に関与する諸酵素，換言すれば植物体分解

糖化系列の諸酵素であり， αーアミラーゼ・ クツレコアミ

ラーゼ ・αーグノレコシダーゼ ・グルコースイソメラーゼ・

セノレラーゼなどがとれに含まれる. 乙うした酵素を取上

げた理由は，生化学反応的な特徴をもっているとと，工

業的に実用化されているプロセスが多いとと，原料が半

無尽蔵的lζ安価に得られるとと，非石油化学系プロダク

トとしての生成物の意義が大きいことなどである.包括

法は普遍性の大きい固定化法であるから，広く乙れらの

酵素以外の用途にも適用できる乙とはいうまでもない.

筆者らは現在上記の諸酵素について小規模におけるカラ

ム式固定化の開発研究を進めていると乙ろである.

酵素の固定化や注形重合に関連して思い出されるの

は，筆者が1963年頃民間企業在籍中に行った硬質プラス

チック発泡体の開発研究のととである.乙れは，ポリマ

ーの軟化点以上の高温で分解して水 ・炭酸ガスなどの気

体を発生する発泡剤をモノマーに溶解しておいて乙れを

放射線重合させ，重合後ポリマーの軟化点以上に加熱し

て発泡膨脹させプラスチックフォームあるいはスポンジ

を作る方法である.発泡性樹脂原板の製造は一種の注形

重合であって，重合熱による発泡剤の分解を避けるため

にマイノレドな条件で時間をかけて重合していた.光学的

均質性iζ留意する必要はなかったが，気泡などの欠陥生

成には発泡剤を合むだけ一層のコントローノレが必要であ

り，低温重合による注形時間サイクル短縮のメリットに

ついて検討してみる価植があったのではないかと悔まれ

る.

発泡剤を酵素におきかえてみると，熱lζ弱い物質の包

括重合という共通性が現れる.類例は高分子工業の諸分

野区まだまだ求められるのではないだろうか.熱的lζ不

安定でしかも製品の機能上エッセンシ守 jレな添加成分

を，ポリマーマトリックス中に均質に分散包含せしめる

必要のある場合，またポリマーの方は逆に耐熱性lζ富ん

でいて熱的に可塑化して添加物を包含せしめるような成

形加工を施しがたく，モノマーより出発して重合法によ

り包含せざるを得ない場合などに低温放射線重合の一つ

の応用分野がある乙とは確かである.そして低温で重合

するととのメリットが発見された場合には，低温重合を

実用的に有効に遂行しうるほとんど唯一の手段として，

ガラス化性モノマーの利用が顧られてゆく乙とであろ

っ.

5. 結語

以上，ガラス化性モノマーの利用を中心に低温放射線

重合の新しい応用的展開の可能性について，筆者らの仕

事の紹介をまじえながら所見を述べた.さらにつけ加え

て，今後との分野の研究者が取組まねばならないと考え

られる課題について三つばかり挙げてみたいと思う.

一つは低温重合やガラス化性モノマーの反応手段とし

ての特徴を巧みに捉えて乙れを種々の有用な高分子化学

製品の製造工程上(もちろん製品の機能 ・性能との密接

な関連性において)の問題点と結びつける応用を進めて

ゆく乙とである.乙れまでの研究には，様々なモノマー

が低温 ・固相において重合するかどうか，またそのポリ

マーがどのような性質をもっているかという観点からの

研究が圧倒的に多く，低温 ・固相の特徴をどう利用する

かという点についてて考察が不足していた.乙うした応

用領域の空白の部分をうづめてゆく仕事がまずあると考

えられる.有用な高分子化学製品と述べたが，その用途

を既存の高分子工業に限定すれば視野が狭すぎるであろ

う.様々の境界領域を合めて高分子の新しい用途分野の

開拓を展望花入れるべきであろう.

第二lと，粘度が大きいとか容積収縮が少いとかいった

いわば低温・固相の属性的な特徴の利用の次の段階では，

低温 ・固相というもののより本質的な知見 ・考察にもと

づいて，低温・固相の本質ともう少し深くつながった応

用が生れてとないだろうかという期待である.例えばガ

ラス化性モノマーの低温重合にしても， Tgより高い温

度領域の過冷却状態でポリマーラジカノレの寿命が延びる

という現象を利用するよりも，Tg近傍あるいはそれ以

下で分子オーダーもしくはそのミクロブロックオーダー

でのモノマー構造をトポタクテイッ究にそのままポリマ

ー構造に反映した一種の構造制御的重合反応を行う方

が，よ り本質的な低温 ・固相の応用と考えることができ

ょう.酵素の固定化にしても，低温のメリットとの結び

つきはかなり属性利用的な性格のものである.筆者の浅

学のため多くを発言する乙とはできないが，低温あるい

は過冷却状態 ・ガラス化性物質などと，生体化学 ・酵素

化学とのよ り本質的で深い関連性について学んでゆく必
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要があるものと考えられる.

最後に第二の問題点と関連する事柄であるが，低温・国

相の研究というものの幅と拡がりに関する問題である.

例えば放射線化学→放射線重合→低温固相重合という矢

印に従って研究分野は狭く特殊化して了うような印象を

うけるが，それでよいものであろうか.自然科学の特性

として分化されたものの本質に丹念に迫ってゆけば，全

体とのつながりの糸が発見できてしだいにより普遍的な

場所へ出られるというととがあるのではあるまいか.放

射線低温重合という路地を通してせめて低温科学という

広場に出られるよう視野を開き幅をもたせてゆきたいも

のである.一方，乙れとは逆向きのベクトノレの話になる

が，ライフサイエンスという乙とになると，とれは科学

として極めて大きい普遍性のひろがりを秘めた巨大科学

である.従ってそういう巨大科学の普遍性の中で，人工

酵素なり人工臓器な りの合成という部分で低温 ・固相重

合がどのようなつながりをもちどのように寄与できるか

という問題になる.普遍的な場所に出てゆく方向の仕事

と普遍的なものを特徴的な一分野の中にどう位置づけど

う限定するかという仕事とがある.そのいずれもが放射

線重合の研究に従うものの長期的な課題のーっとなるで

あろう .

e-aq， H， HO等の反応速度データー

御希撃の方へ

米国 NationalBureau of Standardsから発行され

ている NationalStandard Reference Data Seriesの

文献を我国で早く入手するための手筈が整いました.こ

のシリーズ中には現在分析機器に連載中の， NSRDS-

NBS 43“Selected Specific Rates of Reactions of 

Transients from Water in Aqueous Solution 1. 

Hydrated Electron."の他，同じく e-8<1 ζ関するNSR

DS-NBS 43， Supplement，更に NSRDS-NBS 46 

“Reactivity of the Hydroxyl Radical in Aqueous 

Solutions".， NSRDS-NBS 51“Selected Specific Rates 

of Reactions of Transients from Water in Aque-

ous Solution. 1I. Hydrogen Atomぺ 等が含まれて

おります.NBSとの交渉の結果我国で一括購入の道が
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l.iiI 

(展望〕

液体およびガラス状固体中の

電子に関する最近の研究

1962年に水和電子が発見されて以来，凝縮相における

電子の問題はつねに放射線化学の中心的位置を占めてき

た.1975年の夏に「流体中の電子J*1および「水溶液放

射線化学と溶媒和電子」 判という主題で二つの国際会議

が開催されたととは，凝縮相における電子の問題が，現

在，放射線化学およびその関連分野において大きな関心

をもたれているととを示すものと言えよう.本稿では，

1973年以降に発表された液体およびガラス状固体中の電

子に関する研究で，放射線化学の基礎過程K比較的関係

の深いものについて展望するととにする.

液体中の電子

極性液体中の溶媒和電子の光学吸収スペク トノレに関し

ては数多 くの研究があるが，最近，種々の炭素数をもっ

アノレコ ール中の溶媒和電子の吸収スペク トノレが測定さ

れ， スペク トノレのパラメ ータおよび溶媒和電子の収率が

報告された1)吸収極大における遷移エネノレギー (Emax)

は Clおよび C.-Cuのかアノレコーノレに対してはほぼ

一定(1.87土 0.06eV)で静的誘電率と直接の相関はな

い.枝分かれのアJレキノレ基をもっアノレコ ーjレにおいては

E田 u は一般に小さく ， アルコーノレの分子構造の影響が

見られる.また，数種のアミドおよびアミン中の溶媒和

電子の吸収スペク トノレが測定された2) 観測された吸収

極大は1500-1950nmにあり ，Freeman8
) fとより提案さ

れた Emaxと溶媒の物理的パラメータとの聞の経験的関

係はアミドに対しては成り立たない.ヘキサメチノレ燐酸

トリ アミ ドは大きい誘電率と双極子能率をもっ溶媒であ

るが，乙の溶媒中の溶媒和電子の吸収スペクトノレは ~

2200nm'ζ極大を与える. 乙の異常に低い遷移エネノレギ

ーは溶媒和電子の存在する空洞が大きい乙とによるとし

て説明されている 4) なお，溶媒和電子の光学遷移に対す

笛 木 賢 -* 

る援動子強度として.........0.7，自由イオン収率としてG(e-.)

.........2.3の値が得られている.液体メチノレアミン，エチノレア

ミン， アンモニヤ中の溶媒和電子の収率がノマノレス放射線

分解法lとよりそれぞれ 2.2，1.84， 3.17と決定された5)

エーテjレ中およびエチレンジアミンーエーテノレ， テトラヒ

ドロフランー水混合溶液中の溶媒和電子の吸収スペク ト

ノレも測定されている6) エーテjレ中の溶媒和電子の吸収

スペクト Jレは1800-2300nmIC極大をもち，振動子強度

は11と近い.二成分混合溶液においては溶媒和電子の吸

収帯は一つで，E皿uは単一成分の場合の中間の値をとる.

最近，パノレス放射線分解によって液体アンモニヤ中に生

成する溶媒和電子の吸収スペク トノレの温度依存性が研究

された7) 温度が230から一75
0Cまで低下すると Emaxは

0.67eVから 0.88eVまで増加するが，吸収極大からス

ペク トルの高エネJレギー側への半値幅は一定である.ま

た，溶媒和電子の収率もとの温度範囲で一定 (G=3.1 

::!:O.3)である. なお， 23
0

Cにおける液体ア ンモニヤ中

の溶媒和電子の吸収スペク トノレと収率に対する圧力効果

が常圧から 6.7kbarまで研究された8) 圧力の増大と

ともに Emaxは 0.67から 0.91eVまで増加する.との

結果は，溶媒和電子が存在する空洞の大きさおよび溶媒

和層の局所的誘電率の圧力変化によ って説明された.溶

媒和電子のG値は圧力の増大とともに減少し， 6.7kbar 

では 2.0である.二成分混合系における溶媒和電子の研

究として，;ァノレコーノレーアノレカン混合溶液中の溶媒和電

子の吸収スペク トノレが測定された.丸山 アノレコーノレの割

合が数モノレ%以上の場合lとは，混合溶液中の溶媒和電子

の吸収スペク トノレは純アノレコーノレにおけるスペク トノレと

ほとんど同じであり ，アルコーノレの割合が数モル%以下

になると，アルコーノレ成分の減少とともに吸収スペク ト

ノレは長波長へシフトする.アノレカン中ではアノレコーjレ分

Recent Studies on Excess Electrons in Liquids and Glassy Solids 

* Kenji FUEKI 名古屋大学工学部助教授，合成化学科，理学博士

(経歴〉昭和33年 東京工業大学大学院化学専攻博士課程修了，昭和33年大阪大学理学部勤務，昭和39年より現職

*1 引用文献においては Conference1と略称する *2 引用文献においては Conference11と略称する.
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子の微視的集合体が形成され，電子はアルコーノレ集合体

によって優先的に溶媒和されるとして乙れらの結果は説

明されている. 一方， エタノーjレーエチレンジアミン混

合溶液においてはアミンによる電子の溶媒和が優先す

る10) 特別に定義された混合ギプス自由エネノレギーと吸

収スペクトノレのシフトの大きさとの比較から，二成分混

合溶液中の溶媒和電子の熱力学的安定性と溶液の熱力学

的安定性との聞の相関が見出されている11)

極性液体中の溶媒和電子に関する実験的研究の発展と

ともに，その理論的研究においてもとの数年間に注目す

べき進展が見られた.とくに，半連続体モデル12-14)によ

って溶媒和電子の種々の物理的性質が説明されたが，吸

収スペクトノレの幅と形についてはまだ満足すべき説明が

与えられていない山.従来の半連続体理論では，双極子

能率，分極率，誘電率などの物理量の実験値を含む半経

験的計算法が用いられているのに対し，最近，水および

液体アンモニヤ中の溶媒和電子の半連続体モデノレについ

て，非経験的分子軌道理論の手法を用いた詳細な計算が

行われた山.乙の計算は溶媒和電子と第一溶媒和層分子

内の電子を多電子系として直接に取り扱っているので，

たとえば，第一溶媒和層のプロトン上の電子スピン密度

を与え得るという利点がある.

溶媒和電子の励起状態に関する研究として， 20ナノ秒

jレビー ・レーザー ・パノレスを用いて水和電子の吸収スペ

クトノレの光ブリーチンクoの実験が行われ，乙の結果の解

析から水和電子の励起状態は 3-5psec以下の寿命をも

っ乙とが推定された17) 最近，液体アンモニア中の溶媒

和電子の吸収スペクトノレについてピコ秒レーザー ・パノレ

スによる光ブリーチングの研究が行われた18) この研究

において，液体アンモニア中の溶媒和電子の吸収スペク

トノレの線幅は均一なひろがりの効果に帰国する乙と，ま

た，溶媒和電子の励起状態の緩和時間は--.....0.2psecであ

ることが見出された.溶媒和電子の光学遷移の性質につ

いて重要な知見を与えるものとして，光電子分光法によ

る溶媒和電子の光イオン化スペクトノレの研究がある.液

体アンモニア中の溶媒和電子に対しては光イオン化量子

収率の極大値が --.....3.2eVIζ見出されている 19) また，ヘ

キサメチノレ燐酸トリアミド中の溶媒和電子の光イオン化

断面積は--.....1.8 eVで最大値をとり ，1.7-2.5eVの範

囲では光イオン化断面積のエネルギー依存性は溶媒和電

子の吸収スペクトノレの形に類似している20) それ故，吸

収スペクトノレの高エネノレギー側は束縛状態から連続状態

への選移に対応するものと解釈される.

極性液体中の電子に関する現在の中心的課題の一つ

は，溶媒和電子の生成時間とその機構の解明にあると言

えよう .ピコ秒パルス放射線分解技術の開発によって，室

温液体中の溶媒和電子の生成過程を実験的に研究する乙

とが可能になった.水およひ'アjレコーjレ中の電子の溶媒

和時間の測定がHuntのクツレープによって行われ21-23)， 

2930K における溶媒和時間として，<3psec (水)， 10.2 

psec (メタノーノレ)， 22psec (エタノーJレ)， 32psec (1ー

プロパノーノレ)， 37psec (1-プタノーノレ)の値が得られて

いる28) また，観測された溶媒和時間は，電子のまわり

の不完全に溶媒和した極性分子が電子との相互作用lとよ

り回転して，完全に溶媒和した配向をとるのに要する時

聞に相当するととが結論された28) なお，水中の電子の

溶媒和時間としてピコ秒レーザー・パノレスを用いて 2

psecの値が得られている24) 低温における液体アルコ

ーノレ中の電子の溶媒和過程はナノ秒ノマノレス放射線分解法

lとより研究されている25) 溶媒和電子の生成時間の理論

的評価としては，電子波束の自己捕捉時間をもとめるも

の加と第一溶媒和層分子の回転時間を計算するものとが

ある 18，27)いずれの方法によっても水およびアルコーノレ中

の電子の溶媒和時聞を大体説明できるが，実験値と定量

的な一致を与える理論はまだない.

極性液体中の電子と溶質との反応についてもナノ秒一

ピコ秒放射線分解法iとより興味ある結果が得られてい

る.LiClあるいは NaOH+KOHの濃厚水溶液中の水

和電子と種々の溶質との反応が研究され，実験的にもと

められた速度定数は Noyesの式にしたがって時聞に依

存する乙とが見出された28) また，水和電子と N08-と

の反応について，その速度定数の N08-濃度依存性はイ

オン強度とともに速度定数の時間依存性を考慮して説明

された29) 水および‘アノレコーノレ中の溶媒和電子の反応が

電子捕獲剤の高濃度領域において研究され，溶媒和電子

の初期収率は捕獲剤濃度について指数関数的に減少する

乙とが観測された22にまた，ある特定の捕獲剤につい

て，溶媒和電子の収率を減少させる効率と溶媒和電子に

対する反応速度定数との聞に相関がある乙とが見出され

た.との場合，時間依存速度定数の理論だけでは溶媒和

電子収率の減少に関する実験結果を説明できず，溶媒和

電子の先駆体が関与する乙とが示唆された.なお，濃厚

水溶液においては，水和電子の一部は生成時に溶質と対

を形成し，スモノレコウスキー方程式が適用できなくなる

乙とが Czapskiによって指摘されているao) との説に

よっても溶媒和電子収率の溶質濃度に対する指数関数的

依存性は説明される.水和電子の初期収率の減少に関し

ては，多くの電子捕獲剤に対して Czapskiの機構があ

てはまるが， HgChとSeO.2
- は乙の機構で説明される

以上に水和電子の収率を減少させる.乙れらの場合に

は， ドライ ・エレクトロンを考える必要があ る81) アノレ

コーノレ中に溶質としてベンゼンが存在すると溶媒和電子
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の収率は低下するが，溶媒和電子とベンゼンとの反応は

遅いので，収率の減少はドライ・エレクトロンのベンゼ

ンへの付着によるものと解釈された82，88).弗化ベンゼン

やナフタレンなどもアルコーノレ中の電子との反応にお

いてベンゼンと同様な性質を示す乙とが報告されてい

る54)

電子の生成後非常に短かい時聞における溶媒和電子の

収率を決定する乙とは初期過程の研究にとって重要であ

る.水和電子のG値として，パJレス放射線照射後 30psec

で4.O::tO. 285
)， 200psecで4.1::tO.136

)の値が得られてい

るが，とれらの値は水和電子の自由イオン収率 2.7より

もかなり大きい. なお， 30-1000psecの時間範囲では

水和電子の減衰は見られない叫86) 水において，電子捕

獲剤(S)が存在する場合には G(S- );;:~4. 8の値が得られ

る87) との高い収率は 1psec以下でスパー内の化学種

と反応するような電子の捕獲過程も含むものと考えられ

ている.水和電子の収率lζ関するナノ秒一ピコ秒ノマノレス

放射線分解の実験結果は従来の拡散動力学理論の予言と

一致しない.電子捕獲過程についての Schulerモデル

を用い，初期電子収率を 4.8，水和時聞を1.7 psec，水

和以前の電子の易動度を 0.5cm2V-l sec-1 として計算

した水和電子収率の時間依存性は上述の実験結果に近い

が，まだ満足すべきものではない叫.

近年，非極性炭化水素中の電子の状態，輸送的性質，

反応性などについて活発な研究が展開され，多くの興味

ある知見が得られている.電子の輸送的性質を解明する

上に中心となる実験は電子易動度の測定であり，アノレカ

ン，オレフィン，芳香族，環状飽和および不飽和化合物

について，自由イオン収率併用法による電子易動度の測

定が Freemanのクツレーフ01とより精力的に行われている

ル (2) 電子易動度の実測値として，メタンiζ対する 430

cm2 V-l sec-1 (1400K)の最高値からエチレンにおける

0.0030cm2 V-l sec-1 (1700K)の最低値まで広い範囲の

値が多くの化合物について報告されている.一般に，分

子の形が球状lζ近い化合物におけるほど易動度は大き

い.また，易動度の温度依存性はアレニウス式であらわ

され，その活性化エネノレギーは 5kcalmole-1以下であ

る.Schmidtらは飛行時間法lとより ，メタン，エタン，

ネオペンタン，ネオヘキサン， 3-メチノレペンタン(3MP)

中の電子の易動度に対する外部電場の強さ (E)および温

度の効果を研究した4ト (6) メタンにおいては，電子のド

リフト速度は1.5kV cm-1 までEIζ比例して増加し，

T=1110k における易動度は 400cm2V-l sec-lである.

1. 5kVcm-l以上ではドリフト速度は E川 lζ比例して増

加する.また，易動度の温度係数は負の値をとり，他の

炭化水素中の電子易動度の温度係数とは異なる州.エタ

ン中の電子のドリフト速度は低い電場に対してはEIζ比

例するが，高い電場ではEについて一次以上で増加す

る.乙の結果は電子のトラッピング・モデ、Jレと熱的、活性

化によるホッピングの機構で説明されている 44) ネオペ

ンタン中の電子のドリフト速度は， 電場の強さが 5kV

cm-1以上ではEについて一次以下で増加する. 低電場

における易動度として 70cm2 V-l sec-lの値が得られ

ている (5) ネオヘキサン中の電子のドリフト速度は 140

kV cm-lまでE1C比例する (5) 液体 3MPにおける電

子易動度の活性化エネノレギーは 0.2eVで， 3MPガラ

スにおける 0.01eVの値とは大きく異なる (6) なお，ハ

ドソン法によ るアノレカン中の電子易動度の測定もある

47，(8) 

液体中の電子の伝導状態に関する物理量として準自由

電子状態のエネルギー (Vo)がある.炭化水素中の電子

の Voは Holroydによって初めて測定されたが，その研

究においては液体中での金属表面からの光電子放出が用

いられた(9) その後，テトラメチノレ ・パラ・フエニレン

ジアミン (TMPD)の光イオン化を利用して多くの炭化

水素について Voの温度依存性が測定された50) 室温に

おける液体炭化水素に対する Voの値は-0.4.......+0. 2eV 

で，分子の形が球状に近い化合物におけるほど Voの値

は低い.また，Voの値は温度の低下とともに高くな り，

溶媒の密度に依存するととがわかる.炭化水素中の電子

に関する Vo測定は他の研究グループによっても行われ

ている仲間. なお，炭化水素の二成分混合系lど対する

Voが測定され， 混合系の Voは成分組成について直線

的に変化するととが見出された54) 乙のようなれの組

成依存j性は凝一成分流体モデノレと仕事関数についての

Springett-Jortner-Cohenモデノレを用いて説明され

る55)

電子易動度と Voの実験データを比較してみると両者

の間に相関がある乙とがわかる.乙の点に着目して，炭

化水素における電子易動度lζ関して二，三の理論的モデ

ノレが提出されている.液体は微視的に電子易動度の高い

領域と低い領域とからなるものと仮定する有効媒体モデ

ノレ附と局在状態の電子と準自由状態にある電子との平衡

を仮定する部分局在モデノレ51)とがある.前者はパラメー

タを四つ，後者は二つ含み，乙れらのパラメータを適当

に選んで電子易動度とれの関係をもとめている.しか

し，いずれのモデルもメタンにおける Vo叫附と Holroyd

による二成分混合系の Vo541の実験データを説明できな

い. 二成分混合系の Vo1c関する SchiJler57
) の実験デ

ータは理論的関係lとほぼ合うので，乙の点lと関する結論

は実験データの精度によるものと恩われる.最近，電子
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易動度の広い範囲の実験データ lζ対しては上述の両モデ

ノレともあてはまらない乙とが指摘され，活性化モデルG8)

による実験データの説明が試みられている附. しかしな

がら，乙乙でもメタンのデータが考慮されていない.炭

化水素中の電子が分子の大きさの程度の空洞に一時的に

束縛され得るか否かが電子易動度の大きさを決める重要

な因子になるとの考えに立って，個々のアルカン類化合

物について必要な計算が行われ，メタンを含むアノレカン

類に対して，乙の束縛条件と電子易動度との聞に相関が

あるととが示された60)

X線照射した液体炭化水素において観測される電流曲

線に対する電子捕獲剤の効果から，電子と捕獲剤との反

応の速度定数を決定する方法が考案された41) 電子と

CC14， CHaI， 02との反応は拡散律速ではなく ，速度定

数は電子易動度の大きい溶媒におけるほど大きい乙とが

見出された. 一方， 電子と C2H6Brとの聞の反応速度

は電子易動度との関係では乙れとは逆の傾向を示し，と

くに，ネオペンタン中では負の温度係数を与える.溶質

の光イオン化によって生成する電子とビフェニノレとの反

応の速度定数に対する温度効果が電気伝導度測定によ り

研究された仙.同一溶媒について温度を変えて得られる

速度定数と電子易動度との関係は個々の溶媒によって異

なる.最近，炭化水素中の電子と典型的な電子捕獲剤と

の反応の速度定数について詳細な研究がなされた48) 乙

の研究によれば，速度定数と Voとの聞には相関があ

り，Voの特定の値で速度定数は最大値をとる.パルス

放射線分解により nーヘキサン中lζ 生成する溶媒和電子

の吸収スペクトノレの減衰を測定する乙とによ り，溶媒和

電子と種々の電子捕獲剤との反応の速度定数が決定され

た6丸山. 200Cにおいて観測された速度定数の値は 0.1-

1. 8 X 1012cm3mole-lsec-lである. また，溶媒和電子と

溶媒カチオンの聞の再結合速度定数は7.1 X 1013cm3mole 

-lsec-1と得られている. 電子線ノマノレス照射後のイオン

電流の測定からもとめられた nーヘキサン中の電子の反

応速度定数は光学的に得られた値と一致する64) シクロ

ヘキサンや かヘキサンーアルコーJレ混合系中の電子の反

応速度も研究されているル64) 電子線ノマノレスを照射し

た炭化水素中に生成する電子によるマイクロ波エネノレギ

ーの吸収を利用して，電子と溶質との反応の速度定数を

決定する方法が考案され，イソオクタン中のビフェニノレ

や TMPDと電子との反応に応用されている65) 炭化水

素中の電子の反応速度は溶質と溶媒の両方に依存すると

とが実験的に明らかになったが，乙れについて理論的解

釈も試みられている.炭化水素中の電子と電子受容体の

被占および空軌道エネノレギー準位の分布関数を用い，電

子の反応は垂直電子付着過程であるという仮定の下に速

度定数を表わす式が導かれ，電子と種々の電子受容体と

の反応に適用された66) また.ネオペンタンのように大

きい電子易動度をもっ非極J性液体中の溶質による電子捕

獲反応について理論的研究が行われている.乙の理論に

おいても，液相における電子捕獲過程は気相の場合と同

様であるとし，電子の捕獲状態と Voとの相対的エネノレ

ギーを考慮して実験結果を説明している81)

γ線照射による定常状態放射線分解の動力学的研究か

ら，電子と溶質との反応に対する速度定数の相対値や全

イオン化収率についての知見が得られる.液体メタンお

よびネオペンタン中の N20による電子捕獲反応におい

ては，電子と N20の衝突反応効率は低くそれぞれ~

10-5および.........10-2であり，電子易動度の低い溶媒では衝

突反応効率は lIC近いととが不均一動力学モデノレを用い

て見出されている88) ネオペンタン中の N20との競争

反応から，種々の電子捕獲剤と電子との反応の相対的速

度定数が決定された6g) 乙れらの相対的速度定数はシク

ロヘキサンにおける値とよりも気相における速度定数の

相対値と対応するととから，ネオペンタン中の準自由電

子に対して通常の拡散動力学理論を使用するととは適当

でない乙とが示唆された.炭化水素中の電子捕獲過程に

対する Schulerモデルが二種類の溶質が共存する場合

に拡張され，シクロヘキサン中の種々の溶質について反

応性パラメータの値が CHaClを基準として決定された

10) アノレカンおよびアノレカンーオレフィン混合溶液中の

臭化ベンゼンによる電子捕獲反応が Schulerモデルを

用いて解析され，これらの溶媒における臭化ベンゼンの

反応』性ノマラメータと全イオン化収率 (Gt=4-5)がもと

められた11，12).炭化水素中の正負電荷の易動度が溶質に

よる電荷捕獲のために減少する場合に対する現象論的モ

デノレが提出され，定常状態および、パノレス放射線分解にお

ける イオン過程の解析に応用された13) 乙の結果，シク

ロヘキサン中の初期イオン再結合の半減期として .........1

psec，電子とビフェニノレとの反応の速度定数として~

1018cmamole-lsec-lの値が得られた.γ線照射したシク

ロヘキサン中の CHaBrまたは CHaClによる電子捕獲収

率が他の電荷捕獲剤が共存する場合としない場合につい

て研究された74) 観測された電子捕獲収率の溶質濃度依

存性が Schulerモデルによって解析され，電子と種 の々

溶質との反応の相対的速度定数がもとめられた.なお，

反応性ノマラメータと全イオン化収率を独立に正確に決定

するととは乙の方法では困難である乙とが指摘された.

放射線照射した液体中に生成する電子の飛程あるいは

空間分布は放射線化学に特有な問題として，現在までに

多くの研究がなされてきた.液体炭化水素中の熱平衡化

電子の空間分布は，自由イオン収率，自由イオン収率の
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外部電場依存性，電子捕獲収率の溶質濃度依存性などの

理論計算と実験結果との比較から推定される.Freeman 

らは自由イオン収率に対する外部電場の効果を測定し，

アノレカン，オレフィン，ジエン，アノレキン，芳香族，環

状飽和および不飽和化合物における電子の空間分布を系

統的に研究している肌叫叫75) 一般に，分子の形が球状

lと近い化合物においては電子の空間分布のひろがりは大

きく，電子の飛程と易動度との間には相関がある.とれら

の研究においては，電子の空間分布関数としてガウス関

数に幕開数をつないだガウス一帯関数が用いられている.

また， アノレカン中の電子に対し指数分布関数が提案さ

れ，自由イオン収率に対する外部電場の効果や電子捕獲

収率の溶質濃度依存性がとの分布関数によって説明され

た叫77>最近，光吸収測定lとより観測された液体プロパ

ン中の溶媒和電子の減衰特性が指数空間分布関数を用い

て定量的に説明された78) 液体炭化水素における自由イ

オン収率に対する外部電場効果の計算が数種の分布関数

を用いて行われたが，すべての場合に最良であるような

特定の分布関数は見出されなかった79) 最近，自由イオ

ン収率に対する外部電場の効果が非常に高い電場まで測

定され，乙の実験結果がガウス関数や指数関数も含めて

四種類の電子分布関数を用いた理論計算と比較された

80) 電子飛程パラメータと全イオン化収率の値を適当に

選ぶととにより，どの分布関数でも実験結果と一致する

理論的結果を与えるので，分布関数の良否は計算におい

て仮定された全イオン化収率の値の適否によって判定さ

れるべきととが指摘された.なお，実験的lと溶質によっ

て捕獲される電子の空間分布に関しては，指数分布関数

は Schulerモデノレから導かれる分布関数に非常に近い

ととが示されている72) 自由イオン収率に対する外部電

場効果の理論的研究としては，さきに述べたもののほか

に低い溶質濃度における電子捕獲81)，ネオペンタンの中

のエピサーマJレ電子の捕獲82) 多重イオン対スパーにお

ける自由イオン収率8&lIC関するものがある.親イオンの

クーロン場からの準自由電子の逃散確率に対する波動力

学的評価ならびに自由イオン収率と電子易動度との聞の

相関についての理論的研究もある84)

ガラス状団体中の電子

捕捉電子の光学吸収スペクトノレは捕捉電子の基底およ

び励起状態に関する情報を与えるが，代表的なマトリッ

クス中の捕捉電子の吸収スペクト jレは1972年までに発表

されている85) その後， 40K におけるエタノーノレおよび

重水素化エタノーノレガラス中の捕捉電子の吸収スペクト

ノレが比較され，両者は同一であるととが認められた附.

770kでγ線照射し， 60K で測定されたエタノーノレガラ

ス中の捕捉電子の吸収スペクトノレは可視部に吸収極大を

もつが， 60K においてとれに As436nmの光を照射す

ると，近赤外部K吸収があらわれる87) との近赤外部の

吸収は緩和していないトラップに捕捉された電子による

ものである. 最近， 760K のエタノーノレと種々の重水素

イ七エタノーノレガラスにおいて，捕捉電子の吸収スペクト

ノレの時間変化が.I~)レス放射線分解法によって研究され

た88) 捕捉電子の初期(豆200nsec)スペクトノレはん日

"-'1300nmをもち，とのスペクト Jレの安定なスペクトノレ

(Amax"-'540nm)への変化は一連の一次過程ないしトン

ネノレ過程であらわされる.部分的に緩和した吸収スペク

トJレには構造が認められ，乙れは第一溶媒和層を構成す

る分子の異なった配列に帰因するものと恩われる.γ

線照射または TMPDの光イオン化によって生成した

3MPガラス中の捕捉電子に 720K で 700-1000nmの

光を照射すると，捕捉電子の吸収スペクト Jレは長波長へ

シフトする乙とが報告されている89) 光照射後， 720K 

ではスペクトノレは数分間にわたって短波長ヘシフトする

が， 230K では安定である. 40K および770K におい

て脂肪族アミンガラス中の捕捉電子の吸収スペクトノレが

測定され，吸収極大の波長とマトリックス分子の構造お

よび極性との関係が論じられた州.従来，捕捉電子の研

究の多くは単一成分溶媒に関するもので，二成分混合溶

媒中の捕捉電子の研究は比較的少ない.最近， 770K に

おいて，種々の二成分混合有機ガラス中の捕捉電子の吸

収スペクトノレが成分組成の関数として測定された91)ア

ノレコーノレー炭化水素混合系を除いて， すべての混合系中

の捕捉電子の吸収スペクトノレは成分溶媒中の捕捉電子の

吸収スペクトノレの中間にあらわれる. アノレコーノレー炭化

水素混合系では可視部と近赤外部に吸収帯が観測され，

それぞれアノレコーJレ中および炭化水素中の捕捉電子の吸

収スペクト Jレに対応している.捕捉電子の励起状態につ

いて新しい知見を与えるものとして磁気円二色性の研究

がある92) 770Kのアノレカリ水溶液ガラスにおける捕捉

電子の励起状態の軌道g因子はlIC近く，とのマトリッ

クスにおいては電子捕捉ポテンシャノレの対称性が高いと

とがわかる.また，アノレコーJレガラス中の電子捕捉ポテ

ンシャノレの対称』性はアルカリ水溶液ガラスlと比べて低い

が，なおかなり高いととを示す結果が得られている.

770K における 3ーメチノレヘキサン (3MH)中の捕捉

電子の光プリーチングに対する SFd添加の効果が研究

された附. 捕捉電子の減衰の量子収率は SF6の存在に

よって増加し，光によって放出された電子のマトリック

スによる再捕捉の確率は，光の波長が 1500nm以上に

なると急速に増大する.また， 3MHおよびメチノレシク

ロヘキサン (MCH)における捕捉電子の光プリーチング
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の速度がそれぞれ3ーメチノレヘキシノレおよびメチルシクロ

ヘキシノレ ・ラジカノレの濃度の関数として測定された94)

1300nm における光プリーチングの量子収率はラジカノレ

濃度の増加とともに増大するので，とれらのラジカノレが

光によって放出された電子を捕獲するものと解釈され

た.γ線照射した 3MPおよび3-エチJレペンタンガラス

において，IRと uvの突互照射により電子がマ トリッ

クスのトラップとラジカノレの聞を可逆的に移行するとと

が ESRによって観測された95) 同様に，γ線照射した

ビフェニノレを合む炭化水素ガラス中で電子がマトリック

スのトラップとピフェニjレとの聞を可逆的に移行し得る

ととが光照射一光電導測定によって示された98)，γ線照

射した 3MHガラス中の捕捉電子を光励起すると 1240

nm付近にしきい値を，1000nm付近にピークをもつよ

うな光電導および光ブリーチング効率が観測された91)

乙の選移は光の強度に比例し， 4-770Kで温度に無関係

であり一光子過程と解釈された.1650ー 1700nmでの光

励起は光の強度の二乗に比例し二光子過程を示す.なお，

3MPあるいは 3MHガラス中に生成した捕捉電子の光

プリーチング速度および光電流は 1820-2130nmの範

囲で光の強度に比例して増加するという報告もある98)

770Kでγ線照射した 5M K2COa水溶液ガラス中の捕捉

電子のエネルギー準位構造が光電流と光ブリーチングの

測定によって研究された99) 乙のマ トリックス中には二

つの型の捕捉電子が存在し，浅いトラップに捕捉された

電子は束縛励起状態をもたないが，深い トラップに捕捉

された電子は束縛励起状態をもっととが見出された.

770K のアノレコーノレおよび重水素化アノレコーノレ中に生成

する捕捉電子の光プリーチングにおいて，アルコーノレに

おける光プリーチングの量子収率は重水素化アノレコーJレ

中の量子収率の 3-4倍大きいととが観測された100)

乙れは光励起された電子がアノレコーノレ分子に解離型付着

をするという機構と一致する.数種のマトリックス中の

捕捉電子について，基底状態から連続状態への選移確率

が半連続体モデルにもとづいて計算され，捕捉電子の光

プリーチング効率の波長依存性に関する実験データと比

較された101) 40K におけるエタノーノレガラス中の捕捉

電子の光プリーチングの研究において，捕捉電子の吸収

スペクトノレは三つの吸収帯に分けられるととが示され

た.また，不完全に溶媒和した捕捉電子においては束縛

状態から連続状態へ，完全に溶媒和した捕捉電子では束

縛状態から束縛状態への光学選移が示唆された102) 捕捉

電子の吸収スペクトノレの本性ならびに光ブリーチングの

動的過程の解明を目ざしてレーザー ・パルスを用いた研

究が始められている11) 水溶液ガラスおよび有機ガラス

中の捕捉電子について，パノレス光励起によって直接生じ

るプリーチンクゃ効果のほかにパノレス後 1秒にまで及ぶ遅

延したプリーチング効果が観測された.770K 水溶液ガ

ラス中の捕捉電子を 694nmにおいて光励起すると近赤

外部に吸収をもっ中間体が生成するとと，メチルテトラ

ヒドロフラン (MTHF)ガラス中の捕捉電子の吸収スペ

クトノレは高エネノレギー側で線幅の不均一なひろがりの効

果を合むととなどが見出されている.γ線照射により有

機ガラス中に生成した捕捉電子の光プリーチングの中和

熱が示差熱分析によって測定された108) 720K の 3MP

中の中和熱は低線量では '"'-'150kcalmole-I，高線量では

'"'-'80kcal mole-I であり ，線量の増加とともに電子とラ

ジカルとの反応の寄与が増大するととを示している.

捕捉電子のまわりのマトリックス分子の配列状態に関

する詳細な知見は磁気的研究によって与えられるが，と

の分野における Kevanグノレーフ。の寄与はとくに大き

い.40K と 770K において γ線照射したエタノーノレお

よび重水素化エタノーノレガラス中の捕捉電子の ESRス

ペクトノレが 40K において測定された104) C2H50D以

外のマトリックスでは， ESR線の幅は 40Kにおいては

770K におけるよりも狭い. との実験データを用いた

ESRスペクトノレの二次能率の解析から，捕捉電子は 40K

においては不完全に溶媒和しており ，770K では完全に

溶媒和している乙とが結論された105) γ 線照射した炭

化水素ガラス中の捕捉電子の ESRスペクトノレおよび収

率が 40K と710Kにおいて測定された106) ESR線の幅

は 710K では 40K におけるよりも狭いが，捕捉電子の

収率は両温度において等しい.マイクロ波パワー飽和の

測定も行われ，スパーの大きさや電子トラップの構造に

対する温度の効果が論じられた.最近，有機ガラス中の

捕捉電子に対して観測さ抗たマイクロ波パワー飽和曲線

は，従来の簡単な常磁性緩和理論によっては定量的に説

明できないととが指摘され，磁場変調の効果を理論に取

り入れる必要性が示唆された107) 電子ー電子二重共鳴

(ELDOR)の捕捉電子の研究への応用も試みられてい

る. 770K でγ線照射した 10MNaOH水溶液ガラス中

の捕捉電子の ELDORスペクトノレはスピン ・パケット

モデルによって定性的には説明される108) また，ELD-

ORスペクトノレに見られる構造から捕捉電子とマトリッ

クス ・プロトンとの相互作用が論じられた.γ線照射に

よって MTHFガラス中に生じた捕捉電子とラジカノレ

との聞の交差緩和が ELDORによって観測され，捕捉

電子とラジカノレが空間的lζ相闘をもっという考えが支持

された109) 770K において，アルカリ水溶液ガラス中の

捕捉電子の ESR線および‘マトリックス ・プロトンを含

む電子一核二重共鳴 (ENDOR)線の幅と形がマトリック

スの重水素化率の関数として研究された110) 乙の研究
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において，捕捉電子に最も近いプロト ンの数と等方性超

微細結合定数の値の組み合せに制限があるとと，また，

異方性超微細結合定数の値はかなり大きいととが示され

た.最近，ESRの主共鳴線と禁制線を分離して測定

し，共鳴線の二次能率を解析するととにより等方性およ

び異方性結合定数を別々に決定する方法が提案され，10 

M NaOH水溶液ガラス中の捕捉電子に適用された111)

捕捉電子のまわりの最近接プロトンの数として 6個，捕

捉電子とフ。ロト ン聞の距離として 2.0-2.1A，等方性結

合定数として"-'1- 2ガウスの値が決定された.また，

770K におけるメタノ ーノレおよび、重水素化メタノーJレ中

の捕捉電子についてマトリックス ENDORの測定が行

われ，捕捉電子は主として第一溶媒和層を構成する分子

の O-H結合に局在する乙とが結論された112) エチレ

ングリコーノレー水混合ガラスおよび MTHFガラス中の

捕捉電子についてマトリックス ENDOR測定による溶

媒和過程の研究が行われた113) 770K における ENDOR

線幅は 40K におけるよりも狭いので， 770K では溶媒

和lとより捕捉電子とプロトンとの距離が 40K の場合に

比べて僅かに増加するものと考えられる.無定形固体に

おける捕捉電子のまわりのマトリックスの構造を解明す

るのに有力な手段として電子スピン ・エコー変調法があ

る.770Kでγ線照射した三種類の重水素化 MTHF中

の捕捉電子に対しとの方法が適用された114) 乙の研究

において， MTHF中の捕捉電子はメチノレ基と反対側に

あり， MTHF分子の環状炭素面の中心から"-'3.7A，最

近接プロトンから "-'3.1A離れている乙と，また，第一

溶媒和層は 3ないし 4個の MTHF分子からなるととが

結論された.電子スピン ・エコー変調法は，10MNaOH 

水溶液ガラス中の捕捉電子の研究にも応用された115)

乙のマトリックスにおいては，捕捉電子のまわりの最近

接プロトンの数は 6個で，捕捉電子と乙れらのプロトン

との距離は 2.1A，次に近いプロトンとの距離は 3.6A

である乙とが 2パルスおよび 3ノマノレス ・スピン ・エコー

変調の併用により決定された.

ガラス状固体中の電子の輸送機構を探る手段として電

子易動度の研究があるが，とれにはドリフト易動度とホ

ーノレ (Hall)易動度の二つの型の測定がある.前者は巨

視的易動度でマトリックスによる電子捕捉効果の影響を

受けるが，後者は微視的易動度でマトリックスの捕捉効

果には無関係である.電子易動度は電子が伝導帯を運

動するときに受ける散乱過程によってきまる. γ線照

射した 10MNaOH水溶ガラス中に生成する捕捉電子

の光励起によって非局在化された電子について， ドリフ

ト易動度とホーjレ易動度が測定された116) ドリフト易

動度は 770K で 1.8cm2V-lsec-l，ホーノレ易動度は 800K

で 4.7::!:1. 9cm2V-lsec-lである. とのマトリックス中

の電子の散乱機構は加えられた電圧と温度に依存する.

電場に無関係な易動度領域では，散乱機構は主に音響学

的および光学的フォノンによる散乱である.電場に依存

する易動度領域では，散乱機構は低温においてはイオン

種 (0-)による散乱で，高温では音響学的および光学的

フォ ノンによる散乱である.両機構を区分する温度は電

場の増大とともに減少し，4kVcm-1で "-'500Kである.

易動度が電場に依存する乙とはホッ ト・ エレクトロンの

存在を示す.観測された易動度の温度および電場依存性

やその大きさは伝導帯モデノレによってよく説明される.

また，5M K2COa水溶液ガラス中の電子について易動

度の電場および温度依存性が研究された99) 易動度は高

い電場においては電場の強さに逆比例し，80-1030K 

の範囲で負の温度係数をもっ.770K付近の電子散乱機

構は主に格子フォノンによ る散乱である.とのマトリッ

クスにおいては易動度はイオン種 (COa-)の濃度に無関

係である.有機ガラスについては， MTHF中の電子の

易動度が 4-770K の温度範囲で測定された117) 易動度

は4-360K では温度に無関係であり， 360K 以上では

0.0035eVの活性化エネノレギーをもって温度とともに指

数関数的に増加し， 770K では 0.055cm2V-lsec-lの値

をとる.電子輸送機構は， 350K 以下では音響学的フォ

ノンによって影響されないインコヒーレントなホッピン

グであり， 350K 以上では光学的フォノンによ る励起を

合む小ポーラロンのホッピングであると解釈されてい

る.なお，易動度は 16-40kVcm-1 の範囲では電場の

強さに依存しない.有機ガラス中の電子心輸送機構に関

してさらに詳細な知見を得るためには，ホーノレ易動度の

測定が必要であるが，有機ガラスのもつ高いインピーダ

ンスによる実験上の困難のために乙の種の実験の成功例

はまだない.

金属表面から放出された低エネノレギー (<2eV)の光

電子による炭化水素フィノレムの透過が 770K において

フィノレムの厚さの関数として研究された118) 光電流は

フィノレムの厚さの増加とともに指数関数的に減少し，薄

いフィノレムに対しては 7-82A，厚いフィノレムに対して

は30-138A の電子飛程が得られた.分子の形が球状に

近い炭化水素において飛程が大きく，低エネノレギー電子

のエネJレギー損失過程は液体中と固体中とで似ている ζ

とが指摘された.また， 770K において TMPDフィル

ムから 3MPガラス中に光電子を注入するときに観測さ

れる電流特性の研究から，3MPガラス中の電子の熱平

衡化距離として約 80A の値が見積られている119) 低エ

ネノレギー電子による有機物薄膜の透過について現象論的

モデノレが提出され， 薄膜中への光電子注入の実験との関
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連が論じられた120)

低温ガラス状固体中に安定に捕捉された電子は拡散に

よって移動するととはできないので，乙のような捕捉電

子と溶質との反応の研究は，液相反応においては実証困

難な量子力学的 トンネノレ効果の化学反応への寄与を明ら

かにするという意味で興味深い.770K でγ線照射した

有機ガラス中に生成する捕捉電子の収率に対する電子捕

獲剤の効果に関する実験は次のような結果を与えた.(1)

捕捉電子の収率は捕獲剤濃度について指数関数的に減少

する， (2)捕獲剤が存在しない場合に捕提電子の減衰が起

らないマトリックスにおいて，照射後，捕捉電子の捕獲

剤への移行が観測される， (3)低い電子親和力をもっ捕獲

剤の共存によって高い電子観和力をもっ捕獲剤のアニオ

ンが増加する，(4)捕獲剤の電子捕獲断面積がそれと競争

する他の捕獲剤の種類に依存する.乙れらの事実にもと

ずいて，捕捉電子から捕獲剤への電子移行は長距離トン

ネノレ機構によるものであると Millerは主張した120

γ線照射したアノレカリ水溶液ガラスにおけ る捕捉電子と

電子捕獲剤との反応もトンネノレ機構で説明された122) 最

近，アノレカリ水溶液ガラス中の捕捉電子と無機塩捕獲剤

との反応が，パノレス放射線分解によって10-7-108秒の広

い時間範囲にわたって観測され，その結果が一次元ポテ

ンシ守 jレ障壁の電子による量子力学的透過のモデノレで解

釈された128) 電子捕獲効率の高い溶質の場合はとのモデ

ノレによって実験結果がよく説明されるが，捕獲効率の低

い溶質に対しては理論と実験との満足すべき一致は得ら

れていない.ガラス状固体中のトンネノレ機構による電子

捕獲反応について，捕捉電子のまわりの捕獲剤の動径密

度関数と時間依存速度定数を用いた理論的モデノレが提出

された12{) 770K でγ線照射したメタノーノレ，MTHF 

および 10MアJレカリ 水溶液ガラスにおけ る溶質によ る

電子捕獲効率の実験結果の解析に乙のモデルが適用さ

れ，乙れらのマトリックスにおける電子トラップの深さ

が見積られた125) また， MTHFおよび 10Mアノレカリ

水溶液ガラスにおいては捕獲効率が測定波長に無関係で

あるととから，捕捉電子の吸収スペクトノレの幅はいろい

ろな深さのトラッ プの存在に帰因するものではない乙と

が示唆された.捕捉電子の収率が捕獲剤濃度について指

数関数的に減少するという実験的に観測される関係式の

理論的導出124，126)，凝縮相における電子移行過程に対す

るトンネノレ効果の役割についての一般的考察も行われて

いる127) また，三次元のポテンシャ Jレに束縛された電

子のトンネノレ移行についてフランク ・コンドン因子を考

慮した理論が展開されたが128)， その結果は一次元ポテ

ンシャ ル障壁の透過の場合と類似している.x線照射し

たエチレングリコーノレー水混合ガラスにおけ る捕獲剤に

よる電子捕獲反応の研究として，捕捉電子の初期収率の

減少および照射後の捕捉電子の減衰が温度の関数として

測定された129) との結果によれば，捕捉電子収率の減少

を深い安定なトラッフ。からの電子の トンネJレ移行のみに

帰する乙とはできない. エチレングリコーノレー水混合ガ

ラス中の Cd2+ による電子捕獲反応が 1730K でパルス

放射線分解法により研究された180) Cd2+ は捕捉電子お

よびその先駆体と反応して Cd+ を生成する.捕捉電子

と反応する Cd2+はスパー外に Cd+ を生じ，との Cd+

は二次反応で減衰する.先駆体と反応する Cd2+はスパ

ー内に Cd+ を生成し，との Cd+ は Schulerモデルと

一致する過程によって減衰する.770K でγ線照射した

アノレコーノレガラス中のベンゼン誘導体による電子捕獲効

率の研究が行われ，捕獲効率は捕獲剤の断熱電子親和力

と直線関係にあり，捕捉電子の溶媒和時間とともに増加

する乙とが見出された181) 電子捕獲機構として不完全

に溶媒和した電子のトンネノレ移行が仮定され，その速度

のモデノレ計算が行われた .770K でγ線照射した種々の

有機ガラス中のビフェニノレによる電子捕獲の実験結果は

修正された Schuler式によってほほ定量的に説明でき

ると と，また，溶質による電子捕獲効率はマトリックス

の極性に依存するととが示された182) 電子捕獲実験の多

くは 770Kで行われているが， 40K における有機ガラ

ス中の電子捕獲反応の研究もあり，同一捕獲剤について

比較すると 40K における捕獲効率は 770K における効

率の数倍大きい133)

γまたはX線を照射したビフェニノレを含む MCHガ

ラスの等温発光の減衰速度は 40K と 770K において等

しく，発光強度は時聞に逆比例して減少するととが見出

された134) 観測された発光はトンネノレ機構による捕捉

電子とカチオンの再結合から生じるとして説明された.

γ線照射したアルカリ水溶液ガラスにおける等温発光も

同様に解釈されている 135) 実験的に観測された再結合発

光の減衰は，捕捉電子一カチオン聞の距離の分布に対し

て指数関数を仮定し， トンネノレ機構のモデノレを用いて理

論的に説明できるととが示された136) γ線照射した

MTHF ガラスにおいて，92.2-95. OOK における捕捉

電子の減衰は捕捉電子の拡散によるとしてその空間分布

をもとめる試みがなされた.スモノレコウスキー方程式を

解いて得られた結果によれば，捕捉電子ーカチオン聞の

距離の分布はガウス分布に近く，その平均距離は約 50A

である 137)

以上の展望の中に現われた個々の研究内容は多岐にわ

たっているが，また，相互に関連するものも少くない.

なお，液状希ガス中の電子は物理的には興味ある対象で

- 18-



あるが，化学的には比較的興味がうすいので割愛すると

とにした.本稿から放射線化学における最近の動向につ

いて何かを読み取っていただければ幸いである.
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「放射線化学若手の会」創立報告

昨秋の放射線化学討論会のおりに，放射線化学関係の

若手(院生が大部分)で懇親会を持った.東工大勢を中

心lと，北大，東大，都立大，名大，京大から20名が集ま

ったが，そのときに話がでて，表記のような会をつく る

ことになった.乙れまでほとんどなかった院生層の横の

つながりをつく りだそうという目的である.まだ生まれ

て間もなく，性格もはっきり定まっていない段階だが，

現状を報告しておきたい.若手の会の活動として今のと

乙ろ次の 2つが決まっている.

o季刊の会誌を発行 o毎学会時に勉強会もしくは懇

親会を持つ.

会誌は当番校を決めて，各季毎iζ交替し，当番校の若

手が全員何か書くのと，他からの寄稿で構成する.東工

大(旗野研〉の担当で第 1号が昨年の12月にでている.

総数20ページを10人弱で書いているが，他の研究室の仕

事や問題意識を知るととができ，甚だ有益である.第2

号以降の当番校は51年春から，東工大(佐藤研)，京大，

東大の順に予定されている.
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また，全国の若手の名簿作りをやっており会誌は若手

のいる研究室すべてに送る乙とになっている.もし漏れ

ている研究室があれば事務局まで御連絡をお願いした

い. (宛先下記)さて，若手の会を交流の場とする若手

の活動が何を産みだすかは，まだ未知数だが若手の一人

として期待は大きい.

最後に蛇足を一つ加えると，ととでは，主として院生

を指して「若手」と呼んでいる.乙れについて，助手層

から抗議がでるかもしれないが，やはり「若手」は院生

であり，助手は「中堅」であろうと考える.

(文責 ・桑島(京大M2))

事務局宛先 (51年秋まで)

干113文京区本郷7-3-1 東大 ・工・ 原子力工学科

田畑研 T E L 03-812-2111 内線3298
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. ニュース 後

放射線化学討論 会リポート

(第 1日目)

あたりの木々もすっかり黄色く色づき，時折，ひらひ

らと舞い下りる木の葉の音が聞乙えそうな，そんな静穏

な秋の日，東京都立大学理学部にて開催された第四回放

射線化学討論会は，日本放射線化学会が発足して10周年

の記念となる討論会との乙と，近藤会長より開会の挨拶

があった.それに引続いて行われた数々の研究発表(第

1日目は25件)のうちには，とれからの新しい時代の放

射線化学の進路を示すものや，単に放射線化学にとどま

らずもっと広い学問分野に大きく貢献する研究の萌芽と

なるようなものがあったのかも知れぬがその選定は討論

参加者の天賦の洞察力に委ねるとして，乙乙では，もっ

ぱら筆者が特に興味を感じたものについての感想を記す

ととにした.佐藤 ・岡崎(東工大理)は， 内側と外側

の二重になった反応容器の内側(γ線を照射しても253.7 

nmの光について透明な suprasil石英製〉 に水銀 1滴

とヘリウム 1気圧を入れ，外側のパイレックス製部分iζ

は水銀 1滴と N20(50Torr) +エチレン (2.5 Torr)を

入れた反応容器を考案し， γ線照射を行い，内側部分に

ヘリウムを入れたときとそれを入れないときの外側セノレ

に発生する窒素の収率の差より γ線の水銀共鳴線(253.7

nm)への変換効率が 80%にもなる乙とを報告した.乙

れは通常のシンチレーターの変換効率が 2"-'3%である

そうだからそれと較べて著しくよい効率であり， γ線な

どのイオン化放射線を用いて単一エネ Jレギーの強い光源

を得るととなどの応用面も考えさせられた.嶋森 ・旗野

(東工大理〉は，試料の窒素ガス(0 "-'数 100Torr) 

と添加された酸素 (0"-'数 Torr)を封入したマイクロ

波空洞共張器(キャビティー〉にX線パルスを照射し，

生成する電子の濃度が，そのキャビティーの真空下共鳴

周波数からのシフト量に比例して生ずるマイクロ波の反

射波の時間変化より ，02-N2系での熱平衡化電子捕捉過

程を動力学的に詳しく調べ，もっとも妥当と考えられる

02への電子捕捉機構を提出した. とれは，取扱った複

雑な現象を，簡単そうではあるがよく考えぬかれた方法

によって，巧みに解き明かしたもののように思えた.高

橋 ・金野 ・奥(理研)は，放射性元素の内部変換電子を

用いて求めた希ガス液体のW値が気体の場合に較べて低

下するととを報告した.例えば， x. についてのW値は，

気体では WIIi=21.9 eVであり液体では Wl=15.6eVと

なったが，Wlは FreemanらによるフリーイオンのG

値から求められる値 (7.3eV).とは大きな差がある.

乙のような差が何に起因するのか，実験法の詳細な検討

も含めて非常に関心のもたれると乙ろである.

(東工大理 ・新坂恭士〉

(第 2日目)

第 2日目は24件の発表があったが，そのうち16件が低

温ガラスに関するものであった.一番印象に残ったのは

岩崎ら(名工試〉による1.5Kおよび4.2Kで炭化水素を

照射した際に生成するラジカノレの ESRによる研究であ

る.ポリ エチ レンとデカンを対象として，乙のような低

温でも，予想に反して水素原子は見出されなかった乙

と，主生成物はアノレキノレラジカノレで，それは対になって

生成するというととが示された.実験の仕事は乙のよう

に力強くあってほしいと思う.捕捉電子についての二つ

の研究(山崎ら，笛木ら)以外は，ガラスに関する研究は

溶質を用いたものであった.溶質の変化を手がかりにし

てマトリクスの放射線化学を論じるという立場と，溶質

の変化そのものを対象とする立場があるが，乙の日の発

表では後者の方に新しさを感じさせる仕事があったよう

に思う.吉田ら(北大工)は放射線化学的に作ったベン

ジノレラジカノレの光吸収および発光スペクトノレを詳しく調

べ，その異常性がハロゲンイオンとの対生成によるもの

であると結論した.志田(京大)，および吉良ら(理研)

によるダイマーイオンの仕事は，他の分野から見れば興

味ある，放射線化学の応用の例である.放射線化学的見

地に立った実験では，大野ら(北大工)による，昇温マ

トリクス中における H・とD・の減衰を調べた仕事が着

想の点で興味をひいたが，解釈は難かしそうであった.
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後 ニュース .

一般的lζ言って，ガラス関係の研究には乙れまでの蓄積

が沢山あるので，自分の研究では，従来発表されている

ものに対して何が新しい大切な結論なのか明瞭に示して

もらいたいと思う.筆者には意義のわかりかねたものが

いくつかあった.ガラスはとの位lとして他に目を向ける

と，新しい技術に取りくんでいるもののーっとして，木

村ら(理研)の重イオン照射によるハロゲ、ン化アノレカリ

の吸収および発光の測定があげられる.もう一つは勝村

ら(東大工)による電子線照射中の ESRの測定であ

る.今回の新しい点は， tーペンチノレラジカノレの同定であ

ったが，動力学の方面でよ り発展される乙とを希望す

る. その他気のついた発表をあげてみる.荒井ら(理

研)は，低温ノマjレス法によって，塩化ブチjレ中ではその

カチオンとブテンカチオンが平行して生成すると とを見

出し，従来ホーlレと言われていたものが溶媒カチオンの

振動励起状態であろうと示唆した.電子の問題が大流行

の中で，ハミノレ以来久々 C?)に投じられたホーノレにつ

いての一石である.吉田ら(阪大産研〉によるビナフチ

ノレのラセミ化反応はシス ・トランス異性化とある意味で

類似であるが目新しいものであった.なお，乙の日には

グレッツェノレの特別講演があった.レーザーと電子線照

射を組み合わせて， ミセJレを電子が通りぬける動力学を

論じたものであった.まだいろいろ問題が残っている段

階であったが，それにもかかわらず力強さがあった.以

上，きわめて主観的に印象をのべてみた.

(理研 ・吉良 爽)

(第 3日目〉

塩谷(北大工)ら，村林(北大工〉ら，岩橋(東工大

理)ら，波多野 (京大理)らは通常の手段では測定が困

難な反応中間体に関する研究をスピントラッピング剤を

用いて行なうとともに併せてその手法自体に関する検討

を行ない定量的な点では問題があるととを指摘してい

る.通常の手段で観測できないラジカノレを直接観測でき

るという点とパルスラジオリシス法に比較して手軽であ

るという点で魅力な手法であるので定量的な信頼性のあ

る手法の確立が期待される.堀込(東工大理)ら広上

(東工大理)ら，秋本(阪大産研)らは液体窒素，液体

N20，液体 C02中での反応の解析と新しい反応の可能

性の追求を行なっている.松井(理所)らは液体アノレデ

ヒドの重イオン放射線分解，増田(都立大〉らは生物学

的に重要な役割を果している OHラジカノレの水素引き

ぬき反応の部分反応性の評価を行なっている.

田川(東大工)らは Febetronを用いたパノレスラジオ

リシスに特有の問題点，特lと周期現象との関連も合めて

Radiation Induced Vibration という現象について検

討を行なっている.菅原 (東大工)らと江草(東大工)

らは理研との共同研究もしくはその発展としての重合反

応へのパルスラジオリシス法の応用をビニノレカノレパゾー

ノレ及び‘スチレンについて行なっている.特に菅原らは/"?

jレスラジオリシス法と生成物分析との組合せの重要性を

強調している.前日の志田の報告も含め重合初期過程に

存在する反応中間体を単に観測するというととはかなり

成功しており，今後は反応中間体と生成物とを正確に同

定し，重合lと本当に関与している反応中間体の挙動を明

確にしてゆくととが重要だと恩われる.藤田(阪府放

中研)らは従来からの水銀塩水溶液，森(阪府放中研)

らはベンゾイノレギ酸水溶液のパノレスラジオリシス法によ

る研究をそれぞれ行なっている.竹崎(原研大阪〉らは

電子線照射によるメタクリノレ酸メチノレの重合の研究を行

ない高線量率照射ではアニオン重合が起っている可能性

を検討している.山本(阪大産研)らは αーメチJレスチ

レンの放射線重合における連鎖移動の問題を検討してい

る.深野(東洋曹達)らはアエロジノレに吸着されたスチ

レンの放射線重合をスチレンーシノレカゲノレ系の反応との

関連で調べている.京大工の前川ら及び馬らはアクリ ロ

ニトリノレ一塩化、亜鉛錯体の低温放射線重合を行ない金属

錯体の安定化と重合速度や重合度との関係を調べてい

る.棚橋(京大工〉らはアクリノレ酸の会合状態と重合速

度や重合度との関係を調べている.後藤田(原研大阪〉

らは高線量率電子線によるエポキシアクリレー トの硬

化の研究を行なっている.第 3日目は応用的な発表が多

く，重合等の反応機構をパノレスラジオリシス法やスピン

トラッピング法と生成物分析法とを組み合わせるとと

により解明してゆくという種類の仕事が着実に進歩して

いる.しかし，新しい有用な反応を見出してゆくという

ような応用面で非常に魅力的な仕事はなかなかうまくゆ

かないようである.

(東大工 ・田川 精一〉
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後 ニュ

Edwin J. Hart International 

Conference に参加 して

7月7日から 9日までの 3日間 Argonne National 

Lab.で E.]. Hart氏の業績を記念して開催された.

第 1日の午前は Hart氏の挨拶に続いて， “Spurs and 

electrons"に関して C.A. Naleway氏による電子のエ

ネノレギー消失過程の モデルについての発表から始まっ

て 8件が報告された.続いて A.Singh氏の e-aqの

生成について， 実験値と diffusionmodelとの聞のず

れから，spur内で放射線イオン解離 (nH20一、/¥〆→H+aq

+OH-aq)の機構を提出された. また水の spurの重な

りについての発表， あるいは spur内で e-aqの捕捉剤

(benzoic acid)濃度依存性についての結果と Argonne

groupの結果との比較について報告があった.]. Rabani 

氏によって E.G.-H20 glassの spur内反応で， Cd2+ 

と e-mおよび e-tの反応で生成する Cd+の decayI乙

差がある乙とから， k(e-田→e-t)/(Cd2++e-m) = (0. 24 

::!::0.02)Mを見い出し報告された.との sessionの最後

は京大の東村先生が，等モJレの 2種類の捕捉剤を含む 4

および770K glass中でそれぞれの anion収量の差から

tunnellingであるととを報告された.

午後は 2session 1<::分かれ一方は “Electrons (dry 

and wet)"で 9件の報告があった. ]. W. Hunt氏が

H20+が媒体中を拡散できる十分な寿命を持つなど，

H20+の重要性を報告された.G. V. Buxton氏は 77'"'-'

2500K での e-dry，と e-tの反応性から， 捕捉剤との

encounter pair lifetimeは (e-tH+)と (e-tCu2+) 

を除いて 7nsec以下 e-tから SIとtunnelling する

という結果を発表された.また Argonnegroup によっ

て e-dry および e-.の反応性，encounter pair mecha-

nismの検討，高 LETradiolysisなどの報告がなされ

た. もう 一方の“Organicsystems"では，先ず理研

の荒井先生が低温でケトン類などから 生成した anion

の吸収ピー クとその経時変化などについて報告された.

次いで E.Heckel氏による p-nitroperoxybenzoicacid 

の分解G値，その活性化エネノレギーの結果から，酸性で

3'"'-' 4 stepの連鎖反応が起乙るととを発表された. そ

の他 OH附加した methy1 benzeneからの cationradi-

calの生成，electron rich radical (CHaBr-， CIF6等)

の esrによる測定，R4N+の pulseradiolysis， COa-

の生物学的に重要な化合物との反応，等について報告さ

れた.7: 15 PMからは Dinnertimeで，Hart氏の友

人たちの回想も合めて，大変楽しいひとときを過した.

ース ~

第 2日は “Biologicalsystems"に関して，蛋白ある

いは Micel1eなどの radiolysis14件の報告があった.

1 : 00 PM'"'-'7 : 00 PMは Bustourあるいは所内見学

に当てられた.

第3日は 2会場で 4つの sessionについて活発に討

議された. “Sol vated electron"では極性溶媒中で

の e の localization，e-t solvation process， 77 oK 

n-Propanol中での Relaxation，e-tの励起状態などに

ついて報告された.

“Inorganic systems"では A.K. Pikaev氏の塩化

アノレカリ水溶液中の Ch-の収率から，HaO+…OH com-

plexの存在を仮定して報告された. またハロゲン水

溶液からのイオンラジカノレ生成機構や反応性， cyanide 

および cyaniteionのHおよび OHadductsの推察，

アノレカリ土類 2価イオンと 02-の反応，Npと Amの

radiolysis， Mo (CN)S4ーの radiolysisなど 9件が報告

された. “ESR， Redox potential， etc."の session

では電子に関する ESRや EPRSなどによる取扱い，

radicalの Redoxpotentialなど 8件が報告された.

“Inorganic and experimental studies"ではPt(en)22¥

[Pt Br4J2-の radiolysisによる反応および中間体構造と

その吸収スペク トノレ，NHa中 (230C)の Ag+と e-amの

反応と中間体スペクトノレ，伝導度測定の応用，single 

subnanosecond pulseの streakcamera-TV camera-

computer system によるパノレス幅の直接測定など 8件

が報告された.

(神工試 ・小野 勇〉

Colloque Weyl IV， 

Hart Conf erence に出席して

乙のたび 6月29日よ り7月3日まで MichiganState 

Universityで聞かれた International Conference on 

Electrons in Fluids (Col1oque Weyl IV)と 7月8

日 9日の両日に ArgonneNational Laboratoryで開

かれた Edwin ]. Hart International Conference on 

Radiation Chemistry 1<::出席する機会を得た.

Col1oque Weyl IVは，古くから知られているメタ)1/，

アンモニア溶液中での溶媒和電子に関する問題を，中心

議題とした会議である.いうまでもなく溶媒和電子に関

しては，放射線化学での成果をぬきにしては議論出来な

い.本会議でも，東村，Willardらが捕捉電子，Hunt， 

Darfman， Seddon， Schindewolf， Pikaev らがノマノレス

放射線分解法による溶媒和電子，笛木，Kevan， Freeman 
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らが炭化水素，エーテノレ中での電子について研究を発表

したが，逆に放射線化学にとって目新しい研究は少なか

った様に思う. ただ Silverの希ガス中の電子の移動

度， Rentzpisのレーザー光分解，Delahayらの液相溶

液の光イオン化のスペク トノレの測定などは注目された.

Argonneでの会議は， Edwin Hartの引退を祝う意

味で開かれたもので， Hartの長い研究を通じ， 直接あ

るいは間接に関係した人々が多数参加した.したがって

水および水溶液の放射線化学が大半をしめたのも当然の

ととと恩われる.プログラムを二日間で消化するため

に，一部では二会場に分れて研究が発表され，各討論時

間も短かったが，そのなかでナノからピコ秒領域のパル

スを利用した研究，生物化学的な研究などが自につい

た.

乙れら二つの会議と， その後出席した GordonRe-

search Conference (Radiation Chemistry)を通じて，

正直なと乙ろ，放射線化学に何か新しい問題が提出され

たとは思えなかった.しかし以前からの問題が，一段と

深く追求されていた乙とと，他の学問分野との関係が深

められていたととは， 強く感じられた.放射線化学も，

成長期を終って，拡大期に入った様で，各会議とも，共

通の問題とともに，相当細分化した問題も討論された.

物理化学一般，有機化学，生物化学などの分野がかかえ

ている重要な問題を，放射線化学者がその知識を利用し

て解決しう る可能性は多いし，今後とも是非そうあって

欲しいと思う.

10月の初旬に帰国し，続いて都立大学で聞かれた第四

回放射線化学討論会にも出席した.印象に残る講演がい

くつかあった.明確な問題意識と，誠実な実験とに支え

られた研究は，当然の乙とながら，ど乙で聞いてもすば

らしいものである.米国での会議に出席し，日本の放射

線化学の水準が，かな り高い乙とを実感した.

(理研 ・荒井重義〉

九里善一郎先生のご逝去を悼む

昭和50年12月28日夕刻，九里

善一郎先生は 4箇月余にわたる

闘病の甲斐なく ，名古屋市東市

民病院にて不帰の人となられま

した.先生は昭和36年に工学部

合成化学科教授として名古屋大

学に着任されました.以来，名

古屋大学において放射線化学研究の育成に全力を傾けら

れました.先生は温厚篤実なお人柄で，研究室員および

学生の自主性を尊重されましたので，研究室内はいつも

自由な空気で包まれていました.また，先生はお気持が

若く ，しばしば学生達と世間話などに興じておられまし

た.研究室のハイキングのときには皆の先頭に立って歩

かれる程お元気でした.しかし，最近 1年位はど健康が

あまりすぐれないように見受けられましたが，乙んなに

も早く先生のお生命を奪うととになる病気に侵されてい

るとは，私共身近にいた者の誰もが考えてもいませんで

した.

私共は先生の残されました貴重な遺産を大切に守り，

発展させていきたいと心から願っております.つつしん

で，先生のど冥福をお祈り申し上げます.

(名古屋大学工学部合成化学科 ・笛木賢二)

九里善一郎氏の御逝去を悼んで

昨年も押しつまった12月29日の朝刊に目を通して“九

里さん"の逝去を知炉博然とした.最近 2年ほどお会い

していなかったので，近日中に久しぶりに名古屋にお伺

いする予定でいたととろであった.最後にお会いしたの

は私の定年退官記念会にわざわざ上京して下さったとき

で，最近御病気とは全く知らなかった.終戦後間もない

とろ東工大の物理化学研究室に入られて以来30年の長い

つき合いで，しばしば苦楽を共にした.私にとっては右

腕を失くしたというか，弟を亡くしたような悲しみであ

る.光化学や放射線化学の新しい分野で常に先頭に立っ

て開拓され，多くの後進を育成され，私も教えられると

とが多かった.性温厚でかざらず，先輩，後輩の多くか

ら“九里さん"の愛称で敬愛されていた.まだ58才，本

当に残念です.謹んで御冥福をお祈りします.

(東京工業大学名誉教授，横浜国立大学教授 ・

志田正二)

九里善一郎先生の御逝去を悼む

はからずも先生の御逝去の報に接し日本放射線化学会

を代表し乙とに謹んで哀悼の意を表します.昨秋の討論

会の折いつもの御英姿が見られず御療養中と伺ってはお

りましたのに突然の悲報に申し上げる言葉もない次第で

あります.

先生は本会副会長および監事として本会の運営にあた

られ多大の貢献をなされたととは申すまでもなくその労

をととにたたえる次第であります.また放射線化学者と
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して特に高分子関係の分野において常に一歩進んだ研究

を活発に推進せられすぐれた多くの業績をあげられたの

みならず熱心に後輩の指導にもあたられ，先生の御遺志

は乙れらの方々に十分受けつがれるととを確信いたしま

す.

本会のために乙れからの御尽力をいただける乙とを期

待しておりました時に先生を失いました乙とは本会にと

って残念の一語につきる次第であります.

先生の生前の本会への御尽力に会員を代表し深甚の謝

意を表するとともに御冥福を祈り上げます.

(日本放射線化学会会長，東京都立大学教授 ・

近藤正春)

会員の皆様へ

故九里善一郎先生の告別式に際しましては，日本放射

線化学会から学会代表の先生のど参列を賜わりまして誠

に有難うございました.また，年末のご多忙な時期にも

かかわらず式にど列席下さいました諸先生，ならびに弔

電をお寄せ下さいました多数の会員の方々に本誌上をお

借りして厚くお礼申し上げます.

(名古屋大学工学部合成化学科第 6講座

卒業生 ・研究室員一同)

横畑明教授の死を悼む

横畑明先生は昭和50年11月8日未明，脳腫療のため僅

か44歳の若さで逝去されました.先生は一昨年 5月突然

病魔に襲われ，入院加療の結果 8月には健康を快復され

たように見うけられましたが，昨年3月再び入院 8月

以来病状が急変し，最近の医学の進歩による手厚い治療

もとの重い病には勝てず永遠の途につかれました.

先生は昭和29年3月広島大学教育学部を卒業，同年5

月広島県立農業短期大学助手を経て，昭和37年7月広島

大学工学部共通講座助手，同47年4月助教授に任ぜら

れ，同47年5月広島大学工学部附属内海水環境研究施設

の設置に伴い配置換，同50年11月7日教授に昇任されま

した.

乙の間，放射線化学の立場から見た放電化学の研究，

京都大学原子炉実験所での水和電子についての LET効

果の研究等に優れた業績をあげられ，昭和43年11月に理

学博士を授与されました.最近は環境問題にも精力的に

取り組まれておりました.学会においては京都大学原子

炉実験所重イオン科学研究専門委員および日本放射線化

学会理事等として活躍してとられ，今後が大いに期待さ

れていた先生を失い裁に残念でなりません.共に研究を

進めてきた直属の上司として深く御冥福をお祈り致しま

す広島大学工学部津田 党)

第19回放射線化学討論会

講演申込について

10月中旬に京都で開催が予定されております第四回放

射線化学討論会の講演申込について次のとおりお知らせ

いたします.

(1) 講演申込締切

6月30日(水)

(2) 講演要旨締切

8月20日(金)

なお，詳細については「化学と工業J5月号に掲載さ

れる予定ですので御注意下さい.

111 111 

.6. 
A 

戸
-
M

畠=ロ 事本

。第23回理事会

昭和50年10月6日午後6時より東京都立大学理学部A

-203教室にて，役員26名出席のもとに開催された.

まず来年度放射線化学討論会開催地に関する件，来年

度事業計画iζ関する件について討議され，続いて創立10

周年記念事業，第6回 ICRR大会開催準備，次号学会

誌編集についての報告がそれぞれなされた.なお本理事

会で次のような新入，退会会員が承認された.

入会者

〔正会員 4名〕

李鍾光，天笠準平，六波羅美恵，白井義春

退会者

〔賛助会員 1件〕

三菱化成工業株式会社 (3口〉

〔正会員 7名〕

トーマス・ ジノレフ'ロー，窪寺忠良，原明，保坂義信，

小林清孝，宮川力，須貝新太郎

金星呈墾

正会員九里善一郎氏，横畑明氏，M. J. Moore氏の逝

去の報lζ接しました.本会は乙乙iζ謹んで京悼の意を表

します.
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