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〔巻頭言〕

国際交流による

研究の活性化とは?

私共の学会には国際交流委員会があり，学会として

国際交流についていろいろな課題を審議しています.

このような委員会は，学会等のみでなく大学およびそ

の他の研究機関等にも置かれていることが多いと思い

ます.さて，私共の委員会の英文名は Committeefor 

Intemational Exchange in Radiation Chemistryとでもな

りましょうか，いずれにしても，この in以下は自明の

こととして省略して話すことが多いようです.ここで

は，学会または研究分野のようなグループ全体として

= の国際交流でなく，個人個人の国際交流について私見

を述べさせていただきたいと思います.

私はいわゆる長期の海外滞在の経験がありません.

ここで長期とは，例えば博士研究員等として 2，3年位

の海外滞在を言います.私にとってもっとも長期は，夏

休みを利用した 2，3ヶ月位の滞在を 2度程経験したこ

とです.そのうちの一つは， 1976年に当時の放射線化

学分野における大きな研究拠点である Radiation

Research Laborョtoriesof Camegie-Mellon Universityと

Radiation Laborヨ旬ry，University of Notre Dameが合体し

てBobSchuler， Dick Fessenden両教授をはじめとする

研究者，職員等と実験装置がNotreDameへ移動して

Schuler新所長のもとで新しい体制がスタートした際

に，両 Laboratoriesに所属していた研究員間の相互交流

を活性化する目的で(R.H. Schuler， Memorandum ω 
Radiation Laboratory Staff， July 1， 1976)， G. Nicolis， M. 

Gratzel， Y. Hatanoの3人が呼ばれましたが，その際に

Notre Dame に2ヶ月滞在しました.もう一つは， 1980年

晶夏に当時の西独のカイザースラウテルン大学(フラン

クフルトの近くにある同名の市に 30余年前に設立さ

れた理工学系の新しい大学)の物理学科にDeutsche

Forschungsgemeinshaft Sonderforschungsbereich "Energie-

住ansferbei atomaren und molekularen Stossprozessen"の

客員教授として 3ヶ月間滞在しました.このプロジェ

クトにそのまま対応するようなものはその当時もまた

現在も日本圏内にはないと思われますが，現在のいわ

ゆる COEと科研費の特別推進研究，重点領域研究，さ

らに日本学術振興会の外国人招璃研究員の各制度を合

わせたようなものに近いかもしれません.

さて，話の前置きが長くなりましたが， 2，3ヶ月とい

う滞在期間は，私共のような分野の実験研究者にとっ

Intemational Exchange in "What"? 
Yoshihiko HA T ANO 

策野嘉彦

てはそこで自分にとって新しい実験を行うにはきわめ

て短すぎます.一方研究交流つまり SeminarTalkを

行ったり，学生に対してLectureを行ったり，研究上共

通に関心のある事柄について，いろいろな研究者と交

流する場合でも， 2，3ヶ月はかなり短くあっという聞

に過ぎ去ってしまうように感じます.上の 2つのいず

れの場合でも，私は現地到着後， 1週間位経って，滞在

中の予定をほぼ決めた後に日本国内の数名の方々に

便りを書きました.やがてそのうちの一人で海外滞在

経験も豊富なこの分野のいわば大先輩の方から，次の

ような興味深い返信をいただきました.その方が言わ

れるには，あなたは滞在中にいわゆる scientificに忙し

く過ごす予定のようですが，それよりも socialに豊か

に過ごす方が，結局のところ，永い目で見て今後の自分

のscientificな発展のためにも実りが多いかもしれませ

んよ，いわばIntemationalExchange in "Culture"を意識

して過ごしなさいとの助言でした.一度しみついてし

まっている研究者としての私の習性は簡単に変えるこ

とは困難でしたが、私にとってこの手紙はかなり大き

なインパクトであり、所期のもくろみより少しは

Intemational Exchange in Cultu陀もできたと思っていま

す。ここでいう IntemationalExchange in Cultureは、滞在

中に博物館、美術館、名所旧跡を訪ねた りすることでな

く、短期間ですが滞在するその町や大学のキャンパス

でいろいろな人々と接すること、また滞在先の研究室

や講義などを通して若手の研究者、大学院・学部の学生

ともいろいろ雑談することなどを指すものと解釈しま

した。今になってそれ以降の自分を振り返ってみると、

American way of thinkingと日本およびアジアのそれと

の違い、さらに Europeanway of thinkingとの違い、ある

いはさらにその finestructureとしての German，French 

or British way of thinkingの相互比較を研究上において

も一般生活上においても感じたことを記憶しています。

そのためのセンサーは、どうやら上の 2つの滞在時に

埋め込まれたように思います。この手紙を読んで以降、

若手の研究者が研究のため海外渡航をする際に、また

研究室に滞在する外国からの若手研究者に、私はこの

話をしばしば引用して IntemationalExchange in Culture 

をすすめることにしています。

干 152東京都目黒区大岡山 2・12・1 東京工業大学理学部化学科
電話 :03・5734・2235 FAX: 03-3729・∞99 E-mail: yhatano@chem.titech.ac.j 
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〔展望〕

凝縮相中における光イオン化の微視的機構

神戸大学発達科学部 中川和道

Knowledge on photoionization mechanism in nonpolar liquids are accumulated in these 30 ye訂 s.New development has been 

achieved for the procedure創mingto estimate the value of由epolarization energy and its fluctuation. We introduce a study of 

photoionization potentials of fullerens as a unique ex釘npleof the application. 

Key Words: photoionization'nonpolar liquids'polarization energy 

1.はじめに

空間に孤立した原子に光をあて，その光のエネル

ギーを次第に高くしていくと，原子から電子が飛び出

してくる.このために必要な光のエネルギーの最低値

Igをその原子の第一イオン化ポテンシャルあるいは

第一イオン化エネルギーとよぶ.孤立原子の IgはCs

では3.geVと低く，Heでは24.6eVと高い値をとること，

Igを原子番号の変数としてプロットしたグラフは周

期律にしたがって高低をくり返すことなどは大学初年

級の物理や化学でおなじみの知識であろう.

理化学辞典などものの本を聞いてみると，イオン化

ポテンシャルの求め方や定義にはいろいろな種類が

あって決して単純ではないことが分かる.原子・分子の

孤立系(気相)では，光吸収スペクトル中のリドベルグ

遷移系列が収れんする極限 Igr(rはRydberg遷移をあ

らわす)や，光電流励起スペクトルのしきい値Igc(cは

Currentをあらわす)などを測れば気相でのイオン化ポ

テンシャルが決定できる.原子ではIgrとIgcとは一致

する.ある物理量は測定の手段によって本来は違わな

いはずであるから，この事情は原子における光イオン

化ポテンシャルの定義の健全性を示すものである.と

ころが分子ではIgrとIgcとは一致しない.これにはそ

れなりの正当な理由があって，Igrは分子の基底状態か

ら励起状態へのフランク・コンドン遷移(垂直遷移)に

Microscopic Mechanism of photoionization in nonpolar liquids 

Kobe University 

Kazumichi Nakagawa 

対応するのに対し，Igcは分子(実際は電子をひとつ

失った 1価の正イオン)内での原子緩和を伴ういわゆ

る断熱イオン化ポテンシャルを与えるからである 1)

光電子スペクトルでは，Igrはスペクトルのピークに，

Igcはスペクトルの立ち上がりに対応する.筆者らが

よく用いているアントラセンについて光電子スペクト

ルの報告例 2)を調べてみると，Igr= 7.47eV，Igc = 
7.4OeV となることが分かる.

では，こういう孤立系の，すなわち気相のイオン化ポ

テンシャルを，液相中で測定すると一体どうなるので

あろうか?放射線化学は凝縮相を相手にした研究の長

い歴史を有するがゆえに，気相でのイオン化現象と凝

縮相中でのイオン化現象との関連は，実用・基礎の両面

にわたって実に古くから研究されてきた" Interface 

Physics Linking knowledge on Electron・Molecule

Interactions in Gases ωKnowledge on Such Processes in 

Condensed Matter "というそのものずばりの総説を

1984年に書いた Christophorou3lによれば，液体の電導

現象の研究は何と Thomson4lやCurie5
)の時代にまで遡ー

るという.

近年，液相中の分子のイオン化ポテンシャル Ip(し

ばしばイオン化のしきい値と呼ばれている)は TMPD

(tetramethylphenylenediamine)やアントラセンなどを溶

質として，主に無極性液相中で測られてきた 6，7，8l.1960 

(略歴)1978年名古屋大学工学研究科博士課程原子核工学専攻修了，工学博士.1980年東京大学教養学部助手， 1989年

神戸大学教育学部助教授を経て 1995年間発達科学部教授.研究はシンクロトロン放射を用いて超臨界流体・液体の

光イオン化，シンチレーターの放射線損傷を調べている.

(連絡先)〒 657神戸市灘区鶴甲 3-11神戸大学発達科学部Tel:078-803-0925 (直通 e-mail:nakagawa@kobe-u.ac.jp 
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年代以来の研究成果のうち重要なことは，ポルン・ハー

パーのサイクルから導かれる 3)

Ip = Ig + P + V 0 (1) 

という関係式がかなりの一般性をもって成り立つこと

である 6.7.8) ここで，Igは溶質の気相でのイオン化ポテ

ンシャル.Voは固体物理学の言葉で言えば，伝導帯の

底のエネルギーを真空準位から測った値に相当し，光

電効果の実験等によって求められる 7).Pは溶質の正イ

オン(捕獲正孔)がヲ|き起こす溶媒の分極エネルギーで，

第一近似として Bomの式

P=-21(1-i)(2) 
2R 

を用いて計算される M 紛(f: ;溶媒の誘電率，R;溶質イ

オンの半径). 

また，電気化学の分野では酸化還元電位の直接測定

が試みられ，最近では大阪大学の渡辺巌氏勺こよって

r Optical Oxdiation Potential (光学的酸化電位)Jという概

念が提案されたりしてきているなど，液相中での光イ

オン化というこの分野の研究はある程度その足場を固

めることに成功しつつある，と筆者は考えている.

本稿では，無極性液相中での光イオン化の微視的過

程が上述のようにある程度明確に分かつてきたことを

まず紹介し，つぎにこの実績をもとにフラ}レンの気

相イオン化ポテンシャルを液相中でのイオン化ポテン

シャルから推定したという我々の仕事ωを紹介する.

すなわち.r放射線化学の分野で培われた無極性液相中

の光イオン化の知見は，他分野の開拓にとってどれだ

けT∞lとして寄与できるのか?Jという問題に答えよ

うと思う.また，この分野に関連する超臨界液体中の光

イオン化過程の研究において最近興味ある進展が見ら

れるが，本誌からいただいた本稿の主題は凝縮系にお

ける光イオン化のトピックスであるので，超臨界流体

については今回は文献11-1$)をあげるにとどめ，その紹介

は別の機会に譲りたい.

a無極性液相中での光イオン化はどこまで分かった

か?

アントラセンをいろいろな無極性炭化水素液相中か

ら，超臨界Xe中にわたる様々な無極性媒質中にドープ

して測定された Ip(Exp)に対し，前述の Igとして Igc

(= 7.40eV) 2)をとり.Allen1勺こよってまとめられた Vo

(=ー O.24eV)を用い，さらにアントラセンイオンの半

径として Holroyd6
)による値 R= 0.325nmを用いて式

(1)と式(2)によって計算 LたIp(Cal)を比較した結果

を表 lに示す.式(1)(2)による計算値は，その近似の荒

第 64号 (1997) 

II 自臨 Vo (Exp) a) p (c.I) b) J P (c.I) c) I P (Exp) 

2，2，4・Trimethylpentane -0.24 -1-07 

2，2，4，4-Tetramethylpentane -0.36 -1.10 

tr etramethylsilane -0_55 -1.02 

Ne叩 enta間 -0.40 -0_99 

2，2 -Dimethylbutane -0.20 -1.03 

Supercritical Xer腎m -0.60 -0.70 

(N・8X 1021 cm・3) 

ー)~に Ref- 16による.Xeの信I~ K_ Nakagawa et_ a'-， 

Chem_Phys.Lett_ 147，557 (1988)による.

b)式(2)による.

c)主主(1)による.

6_09 6.14 

5_94 6.07 

5.83 5_87 

6_01 6.19 

6.17 6.14 

6.10 6.15 

表 1 無極性媒質中のアントラセンのイオン化ポテン

シャル(単位は eV)

さのわりには Ipの実測値を比較的よく再現すると言

えよう.

きて，上述の式(1)(2)の意味するところを図 1にも

とづいて吟味し，表 1にまとめられた結果の内実を考

察してみよう.図 1は分子が真空中に孤立していると

き(図 1(A))と，分子が液体中に溶解しているとき(図

1 (B))とに，それぞれ hVl'hV2の光を吸収した基底状態

の電子が伝導状態に励起きれ，印加電場のもとで電極

へと移動していく様子が模式的にあらわしたものであ

る.図 1では Voが負の場合，すなわち電子の伝導状態

が真空準位(図の Vac)よりも低エネルギーに存在する

場合が示されている.また，捕獲正孔あるいは溶質の正

Vac.--- +-

b h 

h同

(A) In Vacuum 
(8) In Liquid 

図1 真空中に孤立した分子の光のイオン化(A)と，液

体中にドープした分子の光イオン化(B).

3 



~H3 

前〆CH3
_/・

ーし¥1・
¥、CH3

CH3 

H3C、
H3C、む

5¥ 
C 

H3~γ 
H3C 

TMAEの分子構造

イオンは球形ではなく，一見して Bornのモデルではダ

メだと分かる典型的な例である.そこでこの非球形分

子のイオンと，周囲のイオン化していない TMAEの分

極相互作用を正面から計算せねばならない.彼らは 6-

31G榊を用いたabinitio計算を行い，得られた結果から

電荷分布を求め，相互作用をルジャンドル展開して分

極エネルギー Pを以下の式で計算した.

1 ~ (o+ 1) (I-e)~ YY42占.:!....PoCn.Tj) 
2向 0+(0+1)e合4

ここにPn(百.芳)は n次のルジャンドル関数で， 0= 0 

の場合に相当する Bornの近似をn次まで補正する要と

しての役割を果たしている.この計算の結果，彼らは

Bornの式で計算した値P= -O.87eVに対し，この方法

では P今一1.5eVを得たという.

分極エネルギーPに関してもうひとつ特筆すべきは，

Wiscoosio-Madisooの Al・Om訂iとReinioger11
)が測定に

初めて成功した液体アルゴン中の ClLIのイオン化に

20 

lSe 
~. 

IOE 
CL 

5 目白

o 

Reioiogerグループが解析した FieldSpectra (文献

14) .分極エネルギーの分布を反映している.

図 3

イオン(図の BのO印)のエネルギーは間体物理学の

ホールの概念どおり図の下側が正の方向であるから，

図のAとBとを比べると Bの方が安定化されているこ

とを意味する.これは溶質イオンの周囲の溶媒分子が

誘電分極を起こして系金体のエネルギーを下げている

ことをあらわす.このように正孔は自縄自縛型に正イ

オンの形で局在するがゆえに，正イオンは液体中の分

子の局所分布のゆらぎを色濃く反映する.すなわち正

イオンの分極エネルギーpは正イオン個々によって異

なり，ある分布をしているはずである 14) これに対し電

子は，そのド・プロイ波長が大きいためある程度の広が

りを有し，液体中の個々の分子の局所分布は見ていな

いものと考えられる.電子はこうして真空準位に比し

てVoだけ安定化されるが，電子に対しては伝導帯が存

在して電子は準自由電子となるがゆえに比較的大きな

電子移動度で電極へと移動する.それとは対照的に正

孔は自縄自縛型に正イオンの形で局在し，その移動度

はきわめて小さい.無極性液体中での電子と正孔の挙

動のこのような違いを念頭に入れて図 1の意味すると

ころを読みとっていただきたい.

図 1や表 1の考察を行う上で最大の問題点は，式(1)

のうち，Ip，Ig，Voは実験により求められるものの P

だけは実験では決めることができないため，Pをどの

ようなモデルで見積もるかにある.第 1近似として一

般に行われてきたのは，ローレンツの局所電場を考え

たいわゆる Born川のモデルである.このモデルでは，溶

媒を連続で一様な誘電体媒質(誘電率 ε)とみなし，そ

の中に半径Rで電荷qの剛体球に見立てたイオンをお

き，その球が真空中にあるときに比べて誘電体媒質中

にあるときに媒質の分極によってどれだけエネルギー

が安定化するかを計算したものである.このモデルは

もともと水中の Na+や Cl-イオンの分極0エネルギー

を求めることにより NaClがなぜ水中でイオン化する

かを説明するために考案されたものであるだけに，球

形のイオンを対象としたものである.そのために，球形

からあまりにもはずれた形状の分子のイオン化にはイ

オンの形状の面から困難性を有している.

この困難に正面から挑戦した貴重な例として

Holroyd， Ehrenson and Presesl8
)の研究について述べて

おく.彼らは Tetrakis・(dimethylamioo)・ethyleoe(TMAE) 

の純粋液体の光電流励起スペクトルを測定し，その立

ち上がりのエネルギーを解析した.図 2にこの分子の

構造を示す.この分子ではエチレン骨格に結合した 4

個の N原子に非局在した電子が光イオン化するので，

生じたホールとまた分子全体に分布する.したがって

図 2
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Photon Energy (eV) 
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伴う分極エネルギー Pの分布である.彼らは高電場F

でのイオン化スペクトルと低電場 Flでのイオン化ス

ペクトルとの差を FieldSpectrum FSと定義して FS(F，

Fl'hv)を測定した.そして ClLIの周囲の Ar原子の配置

をAr-ClLI間のLennard-Jonesポテンシャルを用い，さ

らにAr-Ar間のuポテンシャルも考慮に入れてそれら

ををもとに Percus-Yevick方程式を数値的に解き，動径

分布数を計算して，分極エネルギー Pの 1次，2次の

モーメントを求めた後，分極エネルギー PがW となる

確率p(w)を計算して FS(F， Fl， hv)の再現を試みた.そ

の結果，図 3に示すように，p(W)の広がりを反映する

FSは液体アルゴンでは O.05eV程度の半値幅となった

が，同じく測定・解析を行った臨界密度付近の超臨界ア

ルゴン流体中では O.15eV近い半値幅を得た.彼らの結

果は，分極エネルギーの分布をとおして溶質分子近傍

の密度ゆらぎや配位数のゆらぎを観測しているもので

あり，r溶質はどのように溶けているか?Jという理論

的な計算結果との比較検討がつよく望まれるものであ

る.

3.フラーレンのイオン化ポテンシャルの測定川

表 1に示されるように，無極性液体中になるべく球

形に近い分子をドープした場合には式(1)(2)を用いた

簡便な方法でもある程度信頼性のある結果が得られそ

うである.このことをもう一歩敷桁して考えると，Vo

が測定されている無極性液体中に Igがまだ分かつて

いない分子を溶かしてやを測定してやれば，その分子

が球形に近い場合には式(2)から計算した Pを用いて

式(1)からなを見積もることができそうである.すな

わち，r放射線化学の分野で培われた無極性液相中の光

イオン化の知見を，他分野の開拓の TooIとして使うと，

どの程度の寄与できるのか ?Jという発想を我々は

もったのである.

Igがまだ分かつていない分子として我々が選んだ

のは高次フラーレンであった.すなわち，C剖や C70は約

8∞℃で多量の試料を強引に蒸発させてその気相イオ

ン化ポテンシャルが測定されたが，C76， C78， C1I2， C制など

といった高次フラーレンは 800'Cよりもさらに高温を

要し，しかも試料の量も限られている.高次フラーレン

の気相イオン化ポテンシャルの測定は高い興味をもた

れながら，その実験は極めて困難なものであった.そこ

で我々は，無極性炭化水素であるイソオクタン中でこ

れらのやをまず測定し，その結果からなを見積もる

ことを考えた.イソオクタンはこれらのフラーレンを

実に良く溶かすこと， 17伽m付近まで透明であること，

第 64号 (1997)

Voが-O.24eVであることがよく分かつていること，

フラーレンは球に近く，その直径はよくわかっている

こと，などがこの研究の出発点であった.

実験に用いた試料は C叫 C70，C7~ ， C78A， C78B， C1I2， C制

で，これらは北陸先端化学技術院大学の三谷洋輿教授

のグループから提供を受けた.これらの試料を，MgF2

窓をもっ容積約 2cm3の光電流測定セルに入れ，真空に

ヲ|いた後，イソオクタンをセルに導入した.実験は分子

科学研究所 UVSORBL-IBで行い，真空槽に入れたセ

ルの窓から真空紫外光を入射し，生じる光電流スペク

トル i(hv)を測定した.得られた光電流スペクトル i

(hv)の立ち上がり付近を半経験的なしきい値規則

i (hv) = C(hv-Ip) '(2 

によって解析し(ここでCは定数)， Ipを決定した.その

結果を図 4の口印で示す.図から，フラーレンの Ipは

炭素数Nの増加とともに低下し， N= 78付近で最低に

達した後，また上昇する傾向がみられた.

次に我々はやを Igに焼き直すべく，式(1)(2)を適

用した.こうして求めた Igを図 4にO印で示す.図の

ム印は Cioslowskiらωが計算によって求めた Igで，C制

でIgが上昇する様子が知実に示されている.我々のこ

の研究をある国際学会で発表したところ.r耳慣れない

手法であるが，フラーレン科学に確かに新しい知見を

もたらすものである」との評価をいただいた.この評価
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図4 フラーレンのイオン化ポテンシャル.イソオクタ

ン中での値(口)，気相での値に換算した結果(0)，

および1.Ciosloski (文献 19)による計算結果(ム). 
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は，我々に対する評価というよりもむしろ，液体の電子

物性論の到達点あるいは液体中での光イオン化の理解

がある程度確立し，上手や系を設定すれば，他の分野の

Toolとしてお役に立ち得る段階に達したことに対す

る評価であると受け取っている.

なお，本筋からはややそれるが，図 4を見ていると，

IgはC制で上昇したあとは一体どうなるのだろう，と

の疑問が生まれよう.フラーレンの炭素数を増やして

行った極限はおそらく Graphiteであろうから，図4の行

きつく先は Graphiteの Ig= 4.8eV付近であろう.すな

わち，フラーレンの訟は炭素数の増加とともに大局的

に低下していくが，その途中で魔法数(MagicNumber) 

のようなものがあり，そのあたりではところどころ増

加して，いわば波打ちながら GraphiteのIg= 4.8eV付

近へ向かうものと考えられる.

4.おわりに

以上述べてきたように，無極性液体に関しては，なる

べく素直な(例えば溶質・溶媒とも球形に近い分子を選

ぶ，あるいは希ガスを溶媒に用いるなどの)組み合わせ

を選んでやれば，ある程度信頼のおける実験ができそ

うである.しかしながら本稿では触れなかった，水をは

じめ多くの極性溶媒もまた化学の重要な舞台であり，

放射線化学にとってもこの事情は変わらない.紙数の

関係で紹介できなかったが，文献9の渡辺巌氏らはこ

の問題に正面から取り組んでおられ，この方面への研

究の拡張が興味深い.また，凝縮相の問題を捉えるうえ

で，最初に述べた超臨界流体での研究がきわめて有用

である.凝縮相のイオン化過程や反応過程に関して，い

ろいろな角度からの研究の進展が今後ますます期待で

きそうである.

筆者に液体の電子物性を教えて下さった西川勝教授

(現神奈川工大)に感謝します.有益な討論をして下

さった Wisc'Onsin大学放射光センター Reininger博士，

フラーレン試料を快く提供して下さった北陸先端化学

技術大学院大学三谷洋興教授と，そのグループの方々

に感謝いたします.この実験は分子科学研究所共同研

究 N'O.6・B507(1994)によってなされました.
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〔展望〕

液体ヘリウムを利用した化学

日本原子力研究所先端基礎研究センター 荒 殿保 幸

Helium is well known as a typical qu加 tumliquid and a quantum solid. Because of very peculiar properties originating from 

quanωm character， liquid and solid helium have been attracting many scientists. However， the studies are most1y focused on 

出ephysical aspects. Recent development using laser sputtering technique to introduce metal ions or neutral atoms into the 

liquid helium accelerated the spectroscopic investigation of bubble， snowball and cluster formed in出esuperfluid helium 

from chemical point of view. Compared with the rapid progress of spectroscoPY of impurities in the liquid helium， no 

attempt has been carried out to observe chemical reaction in the liquid helium medium. The a仙u由o町rhas been trying tωo ob舘円e

It由he“ch恥加M伽1惚削削削削吋e町叩m捌ωI町mi附ni即nica恥iにcω仙a討l陀m附ωa配似ctionof h旬1ザy凶d世r叩

liqu山idheliumおS 1陀右vi民ewedfrom chemical poωint 0ぱfview and the recent experimenta凶1results of tunneling abstraction reaction 

of tritium atom with H2 and 02 in super-and normalfluid helium are introduced. 
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1.はじめに

ヘリウムは閉殻構造をもっ不活性ガスの中でも最も

質量が小さく，ファン・デル・ワールス力に基づく原子

間引力が小さいために，ゼロ点運動の効果が顕著に表

れ，いわゆる量子液体，量子固体としての性質を強く示

す.その代表的な性質がヘリウム-4(旬e)が 2.17Kの

いわゆる A点においてボース・アインシュタイン凝縮

を起こして超流動性を示す事である.

このような特異な性質に注目して，物理の分野では

古くから液体ヘリウムそのものの物性やその中の異種

イオン，元素等の挙動が，非常に多く研究されてきてい

るω.一方化学の分野では，ヘリウムより重い希ガスに

関しては，マトリックスアイソレーションによる不純

物原子，分子，イオンの分光学的研究ωや，最近著者等

の研究グループで行っているアルゴンマトリックス中

における水素のトンネル反応7)のような研究が行われ

ているものの，液体ヘリウム或いは固体ヘリウムをマ
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トリックスとした特に化学反応に関しては全く研究例

が無い.その原因として液体ヘリウムの沸点が4.2K 

と非常に低く，更に超流動状態となると 2.17Kと言う

極低温であることから，化学反応は進行しないと考え

られることや，ヘリウムの分極率が小さいためその中

の不純物との近距離相互作用は本質的に反発的であり

液体ヘリウムは物質を溶解しないと理論的に予測され

てきた事などが考えられる.さらに，反応種の液体ヘリ

ウム中への導入が難しいことや，反応過程や反応生成

物を追跡検出する手段，たとえば固体水素中での H，O

原子の挙動を調べる ESR法や光のような分光学的手

法が，極低温ということともあいまって摘要しにくい

こともその原因であろう.

著者等の研究グループでは水素原子(H，O，T)と水

素分子(H2，HO，02)との低温化学反応の研究を進めて

おり，液体ヘリウム温度以下の2.6Kでも量子力学的ト

ンネル効果により水素の引き抜き反応が進行すること
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を報告してきた 8) 従って，超・常流動液体ヘリウム媒

体中でも反応系を工夫することによって水素原子・分

子聞の反応が観察され，かつ液体ヘリウムの場合には

他の元素には見られない超流動溶液と言う極めて特異

な反応媒体を選べることから，媒体の量子的特異性が

化学反応に対して興味ある効果をもたらすことが期待

される.固体水素の場合には，反応種である水素原子の

生成に，y線や x線或いは紫外線を利用する.著者等

は 3Heが熱中性子を吸収すると水素の放射性同位体

であるトリチウム (T)を発生させること及び反応生成

物を放射能測定により高感度で検出できることに着目

し，日本原子力研究所の研究炉を利用して，トリチウム

の液体ヘリウム(3He-4He混合溶液)中での化学反応の

観察を試みた.以下にその紹介と液体ヘリウムをめぐ

る最近の化学分野での研究動向などをレピュ ーする.

Z液体ヘリウムの性質制5)

天然に存在するヘリウムは旬eと3Heで後者の同位

体存在比は o.αXH38%である.‘Heは陽子2個，中性子

2個，電子2個から構成されているため合成スピンは O

である.一方3Heは陽子2個，中性子 1個，電子2個から

構成されているために合成スピンは 1(2であり，かっ

原子核中に不対スピンがあるため磁気的活性を示す.

したがって‘Heはポース粒子として，3Heはフェルミ粒

子として振る舞う.このような統計力学上の違いは，両

者の質量数の違いが 1つだけであるにもかかわらず低

温での性質に大きな違いをもたらす.相図を図 1に示

す.相図では mKまでしか表示されていないが双方に

共通して言えることは，基底状態である絶対0度にお

40 

30 

20 

10 
白
竪 o

S40 

20 

10 

0 
10-3 

'H・-A
常流動綱

1O-z 10・8

温度(K)

国1 ・Heとゼロ磁場下での3Heの低温相図ω

8 

16 

12 
戸田、

出

凶
10 

ニーt

温=
、-
事長 6

まま

2ト

。。

• 入点(2.18 K) 

超流動 常流動

-ー

....句"“"-v  .・.. ・4 • 

• • • • ‘ーー.
2 3 4 

温度(K) 

5 

図 2 飽和‘He液体の常流動(He-1 )から超流動(He・

ll)への転移に伴う異常比熱

いでさえも溶液状態をとり固化しないことである.こ

れはヘリウムの質量が小さく原子関力が弱いため量子

力学的なぜロ点振動が大きくなることに起因する.

従って，固化するためには‘Heでは 25気圧以上 3Heで

は34気圧以上を必要とする.ちなみに固体ヘリウムの

格子間距離に対する振動の振幅は約 30%にも達し，水

素の場合の 18%に比べるとはるかに大きい 16} また発

現温度が3桁異なるものの，双方ともに超流動相の出

現がある.‘Heの超流動はその液化に初めて成功した

(1908年)H. Kamerlingh-Onnesがその数年後に初めて

見出し，その後ス ーパーリーク現象の発見(1938年)に

より確立されたものである.‘Heの常流動相(He-I)か

ら超流動相(He-ll)の転移温度 2.17K近傍での温度と

比熱との関係をあらわす曲線(図 2)がギリシャ文字の

Aに類似していることから，相図上での He-I，He-llの

境界線をラムダ線と呼ぶ.He-IIの大きな特長は，粘性

が非常に小さい事であり(図 3)スーパーリークはまさ

にこのために出現する.また熱伝導度が非常に大きい

ために He-IIでは熱の拡散が非常に早く熱対流がおこ

らない.このようなHe-llの粘性や熱伝導性等の物性は，

He-IIが常流動成分と超流動成分の 2つの流体成分か

ら成ると考える 2流体理論によってうまく説明され，

振動円盤法により常流動成分と超流動成分の割合を温

放射線化学
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図3 飽和4He液体の常流動(He-1 )から超流動(He-

ll)への転移に伴う粘度の急激な変化

度の関数として求めた実験から(図的実証された.図 4

より， 1K以下では超流動成分が支配的であることが分

かる.一方3Heはフェルミ粒子であるため，‘Heのよう

なポース・アインシュタイン凝縮は起こらず超流動は

出現しないと考えられるが，同じフェルミ粒子である

電子の超伝導が電子が2個ずつの対(クーパ一対)を作

るために出現することが理論的に証明されてから

(BCS理論)ノHeでも電子と同様な3He原子対を作るこ

が理論的に予想され， 1972年に3He流動相が実験的

こ発見された.なお3Heは磁気活性のために，約0.6T以

上の磁場では B相は消失して A相のみとなる.以上の

様に， 4HeとlHeはその量子性のために，超流動相に代

表されるように他の元素には見られない特異な様相を

呈する.それではそれらの混合溶液はどのような相図

を与えるであろうか.図 5に飽和蒸気圧下での相図を

温度と‘HeとlHeの混合分率の関数として示す.図から，

0.86K以上では任意の割合に混合し，ラムダ線を境と

して超流動相および常流動相をとる事がわかる.OKで

の3Heの極限溶解度は6.6%であり，O.86K以下で6.6%

以上の3He濃度では，温度を下げて行くと相分離を生

じる様になる.

このような非常に特異な物性を持つ量子液体ヘリウ

ム中で化学反応を起こさせたらどうなるであろうか.
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図5 4He-3He混合溶液の飽和蒸気圧下での相図

著者等は水素同位体のトンネル反応の研究や研究炉を

利用したトリチウムの放射化学的研究の経験をもとに，

液体ヘリウム中でのトリチウム (T)とH2，D2との反応，

9 



写真1 JRR-2にセットアップした実験装置.中央がク

ライオスタットでその上部に試料容器が見え

る.左側は排気セット

T+H2(02)→ HT (OT)+H (0) ，の観察を1.3Kで試みた.

3.超・常流動ヘリウム中におけるトリチウムのトンネ

ル効果による水素引き抜き反応げ)

水素原子の同位体には H，O原子の他にトリチウム

原子がある.トリチウムは半減期 12.3年で弱いベータ

線(最大エネルギ-18.6keV)を放出して3Heに壊変す

る人工放射性核種である.天然の環境にも若干存在す

るが，それは過去の核実験および宇宙線の効果等に起

因するものである.トリチウムは，原子炉からの熱中性

子(n)に対してU や3Heの放射化断面積が非常に大き

いことを利用して， 6Li + n→ 3H(T) + Heあるいは3He

+n→ 3H(T) + Hの核反応で生成させる.4Heの同位体

である 3Heを利用するのである.天然ヘリウム中の3He

漉度は非常に低いため，通常は原子炉で作ったト リチ

ウムの壊変生成物から分離精製された3Heを利用する.

2章で述べたように 3Heと4Heは質量数が lつしか違

わないにもかかわらず，大きな相図の違いを示す.たと

えば超流動が発現する温度を比較してみると，前者は

2.6mK，後者は 2.18Kと極端に異なる.したがって3He

は反応種であるトリチウムをヘリウム中に生成するた

10 

めには必要であるが，2.6mKを実現し，中性子照射実

験を原子炉で行い反応を観察することは難しい.しか

しながら幸いなことに， 3Heに明eを混合するとこの問

題は一挙に解決される.図 4からわかるように，官e減

圧型クライオスタ ットで比較的容易に得られる温度で

ある1.5K付近において，3Heと4Heの割合を変化させる

か，あるいは同じ組成で温度を変化させることによっ

て，超流動あるいは常流動状態を実現させることがで

きる.

もう 一つのトリチウムを利用する事の利点は，その放

射能量を測定することにより微量の生成物でも高感度

で検出できることである.日本原子力研究所の JRR・2

実験孔(DMNS，平成8年 12月間炉)及びJRR-3M実験

孔(TAS- 1)を利用した著者等の実験条件では，扱っ

ているトリチウム量は， 1013 
- 1014原子である.

3.1原子炉照射

用いたクライオスタットは，‘He減圧型の光化学反

応実験用クライオスタットを，照射孔の環境，中性子に

よる放射化，液体ヘリウムの補充，中性子ビームのサイ

ズ等を考慮して原子炉照射用に改造したものである.

クライオスタットのす法は，高さ約 1m，幅24cmで約6

リットルの液体ヘリウムが入る.照射部はアルミニウ

ム製窓でありそれに直交して分光用石英窓が設けられ

ている.排気容量約 1∞ol/minのロータリーポンプで

真空引きする事により，最低到達温度1.3:t 0.02 Kを

50 - 60時間に亘り維持できる.液体ヘリウム温度(4.2

K)から1.3Kの中間温度は圧力制御により得る.試料

写真2 原子炉照射中の試料.浮かんで見えるのが3He_

4He混合溶液.

放射線化学



容器は，約3.8リットルのパイレックスガラスフラスコ

に長さ約 1mの石英管(内径6mm)を接続したものであ

る.1.3Kで溶液化した際に，3He:官e=O.670: 0.330 (常

流動)及び、3He: 4He = 0.282 : 0.718(超流動)になるよ

うに試料容器に3Heと4Heを封入した.また必要な場合

には反応ガスも封入して試料容器をクライオスタ ット

にセットした.(写真 1)照射中の試料の状態を中性子

カメラで撮影した写真を写真 2に示す.丸い部分は照

射窓で，その中心部に浮かんだように黒く見えている

のが試料である.中性子束は，金箔放射化法によって求

めた.照射孔により異なるが，約 1011m-2 
8-

1である.照射

時間は 10- 50時間である.照射後の試料容器は，短寿

命放射化物の減衰を待つため 1日以上放置した後分析

を開始した.

3. 2生成物の分析

生成物は HT，DT，T2等の水素同位体分子である.

従ってそれぞれの生成量を求めるには同位体分離を行

う必要がある.本実験ではラジオガスクロマトグラフ

で生成物の分離及び、放射能量の測定を行った.分離カ

ラムとして，内径 3mm，長さ 6mのステンレスパイプ

に酸化鉄(Fe203，水素同位体分子のスピンアイソマー

であるオルソ，パラ体が，カラムによって分離されるの

を防ぐために利用する)を 3.5%担持した γーアルミ

ナ(40-50メッシュ)を調製し， 77Kで使用した.キャ

リアガスはヘリウムを流速 60cc/minで使用した.分離

された同位体分子の放射能量は，ガスフロー型プロ

ポーショナルカウンターで計測した.計測ガスにはメ

タンを 30cc/minで使用した.ラジオガスクロマトグラ

ムの一例を図 6に示す.

3.3結果および考察

詳細な実験結果や考察については参考文献げ)を参照
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図6 ラジオガスクロマトグラフの例
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Table1 1.3K液体ヘリウムeHeλHe混合溶液)中における

トリチウムの水素引き抜き反応の同位体効果
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(b) s and n D" 1 vol % 62.8念2.9 37.2%2.9 

0.282: 0.718 H/Dl=ll9. 1 vol % 94.6:1:1.1 5.4:1:1.1 158 

0.670: 0.330 H，ID，=ll9. 1 vol % 94.2念。 5.8会0.8 146 
(a) deuterated quartz tube 

(b) 'He :‘He =0.282・0.718釦 d0.670 : 0.330 
(c) S: superf)uid鉛 lution.n: normalfluid回 lution

していただきたい.ここでは要旨を述べる.

Table 1に試料条件及び実験結果を示す.実験値は 2回

の平均値である.H2添加では生成物はすべて HTであ

る.ところが D2添加では，驚くべき事に DTは37.2i: 

2.9%のみであり，その1.7倍のHTが観察された.HTは，

a中に微量含まれる不純物 H2あるいは HDとの反応

により生じる.この結果は，非常に大きい同位体効果を

与える反応があることを示唆している.そこで， H2:

D2=1:9の比で添加して，正確な同位体効果の値(I [HT] 

/[H2]! / I [DT]/[D2]! )，を求めると 158(超流動溶液)及

び 146(常流動溶液)が得られた.即ち， 3He(n，p)T反応

によって生成したトリチウム原子(初期運動エネルギ

- 192keV)が，大量の3He-4He混合溶液中で熱化された

後， HT，DTを与えるまでの以下のような(1)から (4)

の過程において，

300 

(1) 3He + n→ T* + p，反跳トリチウム (T*)生成

(2) T* + 3.4He→ 3.4H♂+  T， T*の熱化

(3) T + H2→ HT+ H， Hの引き抜き反応

(4) T + D2→ DT+ H， Dの引き抜き反応

(3)の反応が(4)の反応より約 150倍早く進行すること

を示している.なお， HT，DTを与える反応としては，

次のような (5)から(8)の過程も考え られるが， (5)， 

(6)の分解過程及び(7)，(8)の再結合反応のいずれにお

いても同位体効果は小さいことから (3)，(4)の引抜反

応が大きな同位体効果を与える主過程となる.

(5) 3.4He* + H2→ H+H励起3.4He*からのエネルギー

移動分解

(6)3.4Hポ +D2→ D+D，励起3.4Hげからのエネルギー

移動分解

(7) T + H → HT， 分解 Hとの再結合反応

(8) T + D → DT， 分解 Dとの再結合反応

Table2にこれまで報告されている気相(常温)及び固

相(77K)における H2，D2からの Tによる引き抜き反応

の同位体効果を示す l附気相の場合，実験条件により
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Table2 トリチウムの水素引き抜き反応，T+H2(D2)→ HT

(DT)+H(D)，における同位体効果の温度依存性

phase Temp. lsotope Effect I.K..E.. Remarks Ref. 

gas room 2.7 192 keV'l ぉave喝ed (18) 

gas room 1.55ま0.06 192 keV') unscavenged (18) 

gas room 0.98士0.03 2.8 eV-l (19) 

ωlid 77K 7 2.7 Mev<l (却)

Iiquid 1.3 K 1叫 158 192 keV'lpresent results 

.) I広 E.:lnit凶 wKaBsEeptm-2dEunωerd gyb. y 
Tritium atom the fblbwhg pBror，cecs}s・sU.(n， 
a)切e(n， p)T. b) TBrーヤ加toly泊)→T+ α)T 

若干異なるが，同位体効果の値は 3以下である.77Kの

場合?と言うやや大きな値が得られているものの，本

実験での値はこれらに比べると非常に大きい.宮崎等

の固体水素の反応系ではもっと大きな同位体効果が得

られており，また理論計算結果との一致も比較的良い

事から，水素引き抜き反応がトンネル効果による機構

で進む事が証明されている 1) したがって，本系の場合

も1.3Kと言う反応温度を考慮すると，固体水素系と同

様にトンネル反応により水素の引き抜き反応が進行し

ている可能性が高い.そこで T+H2→ HT+ H及びT

+ O2→ DT+Hの反応について気相反応モデルに基づ

いため initio理論計算を行うと， 1ぴと言う非常に大き

い同位体効果が予測され， H2，0 2からの Tによる引き

抜き反応が，量子力学的トンネル過程により進行して

いることが定性的には証明された.国体水素系ほど理

論計算との一致が良くない理由として，溶液系である

ためT+H，T+O等の再結合反応の寄与が考えられるこ

とや，反応が開始される前に形成されるトリチウムと

H2およびO2とのファン・デル・ワールス会合体2ゆ )，(T 

.. H2) comp. (T … ~)comp. ，の形成から解離或いは水

素引き抜き反応にいたるすべてのプロセスの同位体効

果が，最終的な同位体効果の値に影響してくる事など

が考えられる.また超流動溶液での同位体効果 158は

常流動相の 146に対して 10%程大きいが，この結果と

超・常流動相の物性との関係等に関しては今後検討の

予定である.

4.趨流動ヘリウム中の電子，イオン，原子，分子

液体ヘリウム中での異種物質(不純物)の挙動につい

て最も良く調べられている元素は旬e中での3Heであ

り， 4He_3He混合系はボソンーフェルミオン混合系とし

て物性物理的な興味のみならず，希釈冷凍機への応用

と言う点から，超低温科学の発展に大きな役割を果た

12 

してきている.一方，超流動液体‘He中での不純物挙動

の研究では，古くから電子の打ち込みや21<>pOからの α

線によって作られる正負イオン種の移動度や分光研究

等により，電子のパプル形成 1.24.2~ ) ヘリウムプラスイ

オンの snowball形成1.26・27)等に関して多くの報告がなさ

れてきている.電子パプルは，電子とヘリウム原子との

パウリ排他律原理による反発力と長距離相互作用に基

づく引力がバランスする距離において，電子がヘリウ

ムに固まれた真空空間(bubble，cavity)に安定に存在す

る状態のものであり，そのエネルギー構造はよく調べ

られている.赤外分光によると， Is (基底状態)での半径

は，圧力ゼロで 17.2A，25気圧で 11.1Aであり，トラッ

プの深さは約 leVと言われているおまた snowballは，

ヘリウムプラスイオンが周囲のヘリウム原子を静電的

に引き付けるために形成されるものであり，約 40個の

ヘリウム原子が半径6-7Aのクラスタを形成している

と言われている.

電子やヘリウムイオン以外のイオン及び中性原子の形

成するパプルや snowballが，研究の対象として実際に

実験が行われるようになったのは，十数年前に Bauer

らによって加速器を用いて液体ヘリウム中にイオン

を注入する技術が開発されてからである 21.29) その後，

注入されたイオンをフィルドエミッションチップから

Bulk Metal 

Dye I..aser 

Secondary Spuuering 〆¥¥

Laser _・ PrimarySpuuering 
l;lUS‘ers I..aser 

図7 レーザースパッタリング法による液体ヘリウム

中への中性原子の導入ωHe-II中の bulkmatalか

らprimarysputtering 1錨 er光の照射で生成した金

属クラスターは secondarysputtering laser光で原

子に分解されパプルを形成する.そのエネル

ギー構造を dyelaserで調べる

放射線化学
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図8 水素同位体及びヘリウム原子の化学ポテンシャ

ル(μ).横軸は密度を示す.また下図の.は

0，3He:Heに対する実験値を示す.(上図Ref.36，下

図 Ref.37)

の電子で中和して中性原子を作る技術が開発され

た仰II さらに最近になって，レーザースパッタリング

による金属原子の導入法が開発され(図 7)3ぺ液体ヘリ

ウム中でのイオンや中性原子の研究は急速に進んだ.
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原子のみならず，Ca2，CU2， A~等二量体，三量体の研究
も進められている 33，34) これらの研究はそのほとんど

がアルカリ，アルカリ土類金属等を対象としたレーザ

一分光研究であり，スペクトルの解析から，金属イオン

や原子のパプル，snowballの性状やそれらのエネルギ

ー構造を論ずるものであり 3，4) そこでの原子の結合，

組み替え等いわゆる化学反応を観察した例はない.

化学反応を，量子液体と言う特殊な反応媒体中で観

察するためには反応物質の溶解挙動は非常に重要な問

題である.実験的に H2，02の液体ヘリウムへの溶解挙

動などを調べた例として，Silvera等の研究がある 35) 彼

らは，H2，O2がヘリウム膜を通過して液体ヘリウムバ

ルク中に浸透して行く様子を定性的に調べ，量が多い

場合にはクラスタを形成し，その浮力の違いから H2は

浮くがD2は沈む現象を観察している.Lennard-Jones 

相互作用ポテンシャルを用いて，水素原子および水素

分子の液体ヘリウム中での化学ポテンシヤル(μ)(液

体中の‘Hel原子を 1つの水素原子あるいは水素分子と

置換するのに必要なエネルギ一)，体積係数(液体中の

4Hel原子を 1つの水素原子あるいは水素分子と置換し

た時の体積変化)および、実効質量を理論的に求め，液体

ヘリウム中での水素原子・分子の動きを予測しようと

する試みも為されてきている.図 8・10にその結果を示

す36，37) μが正の値は，液体ヘリウム中での‘Heと不純

物との相互作用が反発的であり溶解しにくいことを示

す.計算パラメタ ーの取り方によってμの値に若干の

違いが見られるものの，水素原子は液体表面を通って

溶解しにくいのに対して，水素分子は溶解しやすいこ

とがわかる.またその程度は，重い原子あるいは分子ほ

と・液体ヘリウム中へ侵入しやすいことを示している.

最近，水素が二量体，三量体あるいはそれ以上のクラス

ター状態を作ることによって，或いはヘリウムクラス

ターに固まれた状態では安定に存在すると言う理論計

算等が報告されている 3叫.実験で定量的に確認する

ことは，渡度の問題等があり難しいと思われるが，間接

的ではあるものの著者等のトリチウムの実験において，

T+T→ T2の再結合の観察される系では，H2添加によっ

てT2の収率が半分以下になることから，バルクへの水

素の溶解が示唆されている.最近高見等は，ナフタレン

等の芳香族化合物が超流動液体ヘリウム中に溶解して

いる事実を分光学的に確認している 3) 不純物の溶解

は起こらないと考えられてきた液体ヘリウムであるが，

その中での反応を考える時にはバブル，snowball，クラ

スタ形成による溶解の挙動等も考慮に入れる必要があ

り，今後の課題であろう.
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図9 水素同位体分子の化学ポテンシャルー下図は上

図の'p=O.02185A3での値をプロットしたもの.m2 

は水素同位体分子の質量，mμj:4Heの質量を示す.

上図:0はVMC法，実線は HNC法による計算結

果を示す.下図:0はVMC法，eはHNC法によ

る計算結果を示す .(VMC，HNC法については

Ref.36を参照)

以上液体ヘリウムを媒体とする化学および化学反応

について述べた.これらの均一ヘリウム媒体中での不

純物原子の挙動に対して，液体ヘリウム中に生成させ

た固体不純物の分光をおこなった不均一系での研究例

14 

~H 

1.9 

p 

図 104He中での水素同位体の実効質量一縦軸は実効

質量(ml*)を同位体の質量(m1)で割った値を，

.は D及び3Heに対する実験値を示す.

もある 41-43) また固体ヘリウムを用いた金属原子のマト

リックスアイソレーション研究も最近行われつつある

液体ヘリウムでみられた電子パプルのエネルギー構造

は，固体ヘリウム中でも定性的には変わらないと言わ

れているが，原子，分子，イオンの固体ヘリウム中での

エネルギー構造等，液体ヘリウムとの比較のみならず，

固体ヘリウムでも異なる結晶構造問での違い，あるい

は他の希ガスマトリックスとの比較等，これから研究

が進められるものと恩われる札制.

最後に超流動ヘリウムの特性を巧みに利用して，超

低温での水素同位体の気相再結合反応を観察した研究

を簡単に紹介する.水素原子と液体ヘリウムとの関わ

りは全く物理的な観点から興味が引かれてきた.1959

年に Hechtはヘリウムと水素同位体との関わりに関し

て非常に興味ある示唆を行った削.即ち，H原子がポソ

ン粒子であることから，‘Heと同様に超流動性を示す

放射線化学



Table3気相再結合反応の速度定数

Rate Constant a) 
2.5(l)xl0-31 

2.4ρ)x10-31 

1.8xlO-33 

2.8xlO-33 

ことを示唆したのである.1970年代に入り，Silvera等

をはじめとするいくつかの研究グループが，実験的に

高密度の H原子を安定に閉じ込める研究を開始した.

超流動液体ヘリウムが，その容器内面に約 2伽mの超

流動相膜を形成すること及び水素原子の化学ポテン

シャルが正であること(図 8)を利用し， 1980年超流動

液体ヘリウム膜に囲まれた 3次元空間に，27白nKで7T

の磁場をかけてスピン分極させることによって，1.8

X 1014 atoms/ccのH原子を安定に閉じ込めることに成

功した・7-49) この H原子の超流動現象観察のために

Silvera等の開発した超流動ヘリウム膜に固まれた空間

にH原子を発生させる方法は，化学分野においては，低

温における水素同位体原子の再結合反応の研究の道を

開いた.Table3にゼロ磁場或いは電子スピンを偏極さ

せるには不十分な磁場下での水素同位体原子聞の再結

合反応の速度定数を示す制2) ここで非常に興味ある事

は，一般的には水素原子同士の再結合反応には同位体

効果は見られないと考えられているのに対し，

D+D+He→ D2+Heの速度定数がH+H+He→ H2+Heの速

度定数より約一桁大きいことである.この理由はまだ

良く分かつていない.

4.結び

ヘリウムを巡る化学，特に液体ヘリウム中でのイオ

ン，原子，分子等の挙動に関する研究の概要を，著者等

の研究グループで行っている，トリチウムの水素引き

抜き反応の研究を挟んで紹介した.ヘリウムと並んで

もう一つの代表的量子媒体である水素については，ト

ンネル効果による水素引き抜き反応等を中心に 10数

年にわたって研究が展開されてきている.これに対し，

液体ヘリウムでは，超流動現象と絡めて電子，イオン，

原子，分子のパプル， snowba11，クラスターのエネルギ

ー構造や物性等を，分光学的に追求する研究が主で

あった.量子液体ヘリウム中におけるイオン，原子，分

子の特異な存在状態とバルクの物性としての極めて低

い粘性，大きな熱伝導度等が化学反応にどのような影

響を及ぼすのか，液体ヘリウムは新しい化学反応の媒

体として非常に興味深い対象である.
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〔解説〕

放射線グラフト重合法でつくる海水ウラン採取用繊維吸着材

千葉大学工学部機能材料工学科 斎藤 恭一

百 econcen回 tionof uranium in seawater is about 3mg/m3. A predominant dissolved form of uranium in seawater is a stable 

ur加 yltric釘bonatecomplex， U02 (C03)よExtensiveresearch on the陀 coveryof uranium from seawater has been conducted 

ωreplace uranium locally deposited as teπestrial ore with uranium uniformly dissolved in seawater.百leadso叩tionmethod 

using solid adsorbents is promising for uranium recovery from seawater with 陀 gardto economic and environmental impact ; 

由epolymer polymer剖ωrbenthaving曲eamidoxime (AO) group which chelates wi出 theuranyl trica巾onatecomplex in 

seawater hぉ beenselected among various candidates.τne AO fibrous adsorbents prepared by radiation-induced graft 

t polymerization and s山 叩entamidoximation have a“叫hゆ k伽儲制帥iぬb川i

Key Words : fibrous adsorbent， uranium recoveI)'， seawater， radiation-induced graft polymerization. 

1はじめに

世界中どこでも海水 1トン中には約3mgのウランが

溶けている.全海洋では約 45億トンというウラン量に

なる.原子力発電の燃料であるウランが不足するとい

う近い将来やってくる事態に備えて，海水中のウラン

を採取して利用しようという技術が「海水ウラン採取J
である.海水ウラン採取には高分子吸着材が有望であ

り，しかも放射線グラフト重合法で繊維吸着材を作成

する研究開発が推進されている.ここでは，海水ウラン

採取の必要性，海水ウラン採取研究の経緯，ウラン採取

用繊維吸着材のウラン吸着特性および実証試験につ

いて解説する.

2海水ウラン接取の必要性

通産省が 1994年6月に発表した，日本の長期エネル

ギー需給見通しによれば，原子力発電設備容量は，2010

年には 7{削万kW(t995年は原子力発電所51基で合計

出力約4似旧万kW)もしくはそれ以上になる.総発電量

に占める原子力発電のシェアは 42%(1995年は 33%)

に伸びると予測されている.

高速得殖炉

接届首会炉

1960 1980 2000 2020 2050 年

図1 高速増殖炉，核融合炉の実用化へのスケジュール

将来の原子力発電炉として，高速増殖炉と核融合炉

とがある.これらの開発スケジュールを図 lに示す.原

子力委員会が，原子力長期計画のなかで，r適当な間隔

で実証炉 l号炉，これに続く 2号炉の建設を進め，2030

年頃までに実用化が可能になるよう高速増殖炉の技術

体系の確立をめざす」としている.しかしながら， 1995

年 12月に起きた高速増殖原型炉「もんじゅJでの非原

子力部分の 2次冷却系からのナトリウム漏洩事故の後，

計画の見直しを迫られている.一方，核融合の研究開発

は， 1992年に原子力委員会が策定した基本計画に沿っ

Fibrous Adsorbents for Uranium Recovery from Seawater Prepared by Radiation-Induced Graft Polymerization 

Kyoichi Saito 

Department of Specialty Materials Faculty of Engineering Chiba University 
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味)拙著の販売促進活動.
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図2 世界のウラン需給の予測

て進められていて，それによれば実用化は早くても

2050年以降である.なお，新型転換炉については，発電

原価が軽水炉のそれの約 3倍に増加するので，原型炉

「ふげんJに続いて実証炉を建設する計画を中止するこ

とが妥当であるという結論を 1995年8月に原子力委員

会が下した.

2030年までの世界のウランの需給予測(動燃が 1996

年に報告)によれば，2020年以前にウランの需給バラ

ンスが崩れる(図 2).核融合炉はもちろんのこと高速

増殖炉の実用化もそれまでには間に合わない.した

がって，軽水炉の燃料であるウランを海水から採取し

て，軽水炉を着実に動かしていくしか道がない.今から，

10グラム， 10キログラム， 10トンそして 10，()()()トンと

10年ごとにスケールアップしながら海水ウランの実

用化を計画していく覚悟が必要である.なお， 1992年

の日本でのウラン使用量の実績は 7，5∞トンである.

3海水ウラン採取研究の経績

海水中には， 1m3あたり約 3mgのウランが，三炭酸ウ

ラニルイオン (U<h(C<h) 34-)という錯イオンの形態で溶

存している.この漉度に海水の全量をかけると，約 45

億トンのウランが海水に溶けていることがわかる.黒

潮で日本近海に運ばれてくる年間のウラン量は 520万

トンである.このうち 0.3%を採取できれば，2010年に

予測される日本でのウラン必要量15，印加トンをまかな

えるという計算になる.

海水中でウランを選択的に捕まえる官能基として，

1978年に江JII(熊本大学工学部)の研究グループはア

ミドキシム基を見出した.アミドキシム基はシアノ基

をヒドロキシルアミン (NH20H)と反応させて得られ

るキレート形成基である.他にも，ウランを包接する環

状化合物が小夫家(京都大学工学部)の研究グループに

よって提案されたけれども，アミドキシム吸着材の方
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図3 浮体係留式ウラン採取システム

が，作成コストの点で優れていた.さらに，加藤(工業技

術院四国工業技術研究所)の研究グループが性能のよ

い繊維状アミドキシム吸着材を開発したことによって

アミドキシム吸着材が主流になった.

吸着材の形状(ビーズまたは繊維)，吸着装置(充填層

または流動層)，および海水の導入方式(ポンプ利用ま

たは海流利用)の組合せで海水中からウランを採取す

るシステムを考案することができる.1981 --1988年に

香川県仁尾町で，金属鉱業事業団によって試験検討さ

れた海水ウラン採取プラントは，水酸化チタンを含ん

だ樹脂ビーズを，ポンプで汲み上げた海水を使って流

動させる採取システムであった.その後，文部省科学研

究費補助金重点領域研究テーマとして「海水ウラン採

取jが採択され(1990--1992年)，その成果として，信川

(広島大学工学部)の研究グループが提案した浮体係留

吸着装置を用いる海流利用方式が実用性の高いシステ

ムとして，実海域での試験に発展した.直径4m，高き

15cmの円盤状の枠(吸着ユニットと名付ける)の中に

繊維状アミドキシム吸着材を充填する(図 3).この吸

着ユニットを 1m間隔で 1∞個ほど浮体から吊り下げ

る.海流や波によって吸着ユニットが傾き，吸着材の隙

聞を海水が円盤の高さ方向に通りぬける.そのときウ

ランが吸着される.ここで，吸着材の充填密度を最適化

して，吸着ユニット体積あたりのウラン吸着量を最大

にする工夫を要する.

放射線化学



4放射線グラフト重合法により作成した鎗維吸着材

のウラン吸着性能

4.1放射線グラフト重合法による鑓維吸着材の作成

ビーズ，フィルム，繊維，中空糸膜，不織布など，現存

する高分子材料の形状を生かして，しかも用途に合わ

せて，新しい機能を容易に付与できる点で放射線グラ

フト重合法はたいへん便利な高分子の改質手法である.

海水ウラン採取用の高分子吸着材の作成にこの手法を

採用した.

はじめから，海流利用方式で研究を行うと，実験に費

用がかかる，スタッフもいる，そして吸着速度を決める

因子が複雑に絡み合うという理由から，ポンプ利用方

式での研究が先行した.わたしたちの研究グループは，

大量の海水との接触に適した低流動抵抗かつ高接触面

積を与える新しい材料を充てんした吸着装置として，

アミドキシム中空繊維並行充てん層を考案した.基材

として，三菱レイヨン株式会社が製造しているポリエ

チレン製の中空繊維(内径0.027cm，外径0.038cm，厚さ

55μm)を使った.この中空繊維は家庭用浄水器に漉

過膜として使用されている.空孔率 60%で，0.5μm程

度の縦長の孔が聞いている.中空繊維を膜としてでは

なく，充てん材として利用するので，膜厚が薄いほど，

外部比表面積が大きくなり，ウランの吸着採取にとっ

て有利であると考えて基材として採用した.この基材

を，放射線グラフト重合法を適用して，ウランを選択的

に捕まえるアミドキシム吸着材に変える.

中空繊維の形をしたアミドキシム吸着材(アミドキ

シム中空繊維とよぷ)の合成経路は，つぎの 4段階から

なる(図 4).(1)基材への電子線照射， (2)アクリロニト

リル(CH2= CHCN)のグラフト重合， (3)導入されたシ

アノ基(-CN)のアミドキシム基一 CN(= NOH) NH2 

電子線

申 AN-fCH2CH2九ームー+ 工 呼CH2CH対
4CH2CH九

CN 

NH20H 

KOH 

・fCH2CH九
4CH2CHち

C=NOH 

NH2 

HCI 
一一+アミドキシム畷着材

図4 アミドキシム吸着材の作成経路
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への変換，そして (4)アルカリ処理である.まず，電子線

のエネルギーを利用して，ポリエチレンにラジカルを

つくった.つぎに，そのラジカルを開始点としてアクリ

ロニトリルを接ぎ木(グラフト)重合させた.さらに，ヒ

ドロキシルアミン (NH20H)との反応によって，シアノ

基をアミドキシム基へ変換した.このアミドキシム化

反応は，環状イミドジオキシム基の生成など多くの副

反応が起き，複雑である.そのため，塩酸吸着量を測定

してアミドキシム基量とみなした.シアノ基の 50%程

度がアミドキシム基に変わった.最後に，アルカリ処理

は，0.5M程度の水酸化カリウム水溶液に 80'Cで浸す

ので，アミドキシム基も残存シアノ基もいろいろな官

能基へ変化する反応が起きる.アルカリ処理は，海水が

吸着材にすばやく侵入するのを助ける役割を果たす.

アミドキシム中空繊維内のアミドキシム基の密度分

布を調べるために，中空繊維に銅イオン (Cu2つを飽和

まで吸着させ，繊維の厚さ方向の銅吸着量の分布を X

線マイクロアナライザーを使って測定した.膜厚方向

に銅が均一に吸着していることから，それを捕捉する

アミドキシム基も中空繊維内で均一であることがわ

かった.

4.2アミドキシム吸着材のウラン吸着特性

まず，硝酸ウラニル水溶液の pH を 1~9 の範囲で変

えて，ウランの飽和吸着量を，ポリエチレンフィルムを

基材としたアミドキシム膜を使って調べた(図 5).そ

の結果，pH4~6 の範囲で，アミドキシム基に対してウ

ラニルイオン (uo/+)は 1:1のモル比で吸着した.pH8 
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図 5 アミドキシム吸着材のウラン吸着容量と pHと

の関係

19 



100 

nu 

に
-
u

x、弐
W
Q
縦
絵
除
問
内
(
+
N
N
O
コ
)
ム
ヘ
川
小
れ
』

U02C030 

U022+ 

O 
6 7 910 

pH 

図6 ウラニル溶存形態と pHとの関係

付近で飽和吸着量は急激に減少した.これは，ウラニル

の溶存形態がウラニルイオンから炭酸イオンとの錯イ

オン (UO~αiO， U02(Cα)乙UU2(C03)/)へ変化する

(図 6)ためである.アミドキシム基は，炭酸イオンとの

競争に打ち勝ってウラニルイオンを捕捉する必要があ

る.一方，pHO付近で飽和吸着量がゼロに近づいた.こ

れは，塩酸がアミドキシム基に吸着し，ウランの吸着を

阻害するためである.逆に，塩酸を使えば，アミドキシ

ム吸着材からウランを容易に溶出できるので，これは

都合のよい特性といえる.

さらに，アルカリ処理に伴うアミドキシム中空繊維

の構造変化とウラン吸着性能との関係を調べた.80'C

に加温した 1M水酸化ナトリウム水溶液を使ったアル

カリ処理の時間を0-8時間の範囲で変えた.中空繊維

は多孔性の構造をしていて，孔部と樹脂部とに分類で

きる.アルカリ処理したアミドキシム中空繊維の孔構

造を走査型電子顕微鏡で観察すると，樹脂部が膨潤し

ていた.これは，樹脂部にもぐり込んでいるグラフト鎖

上のアミドキシム基，シアノ基，その他の官能基がアル

カリ処理によって部分的に加水分解されて，親水性の

官能基へ変化し，そのため樹脂部へ水が侵入しやすく

なって膨潤したからである.

アミドキシム中空繊維を 250本束にして内径 lcm，

高さ 3cmのカラムに海水の流通方向と平行になるよう

に規則正しく充てんし，海水を lcm/sの流速で上向き

に流通させた.アルカリ処理をしなくても，カルシウム，

マグネシウムは吸着したのに対して，ウランはアルカ

リ処理しないとほとんど吸着しなかった.これは，カル

20 

シウムやマグネシウムイオンに比べて，サイズの大き

な三炭酸ウラニルイオン UU2(CU3)34-が，アルカリ処理

によってできた樹脂部の空隙を拡散し，アミドキシム

基へ接近できるようになったからである.

4.3ポンプ利用方式でのウラン吸着性能

アミドキシム中空繊維を使って，ポンプ利用方式で

のウラン採取実験を行った.中空繊維を内径 lcm，高さ

15cmのカラムに海水の流通方向と平行になるように

規則正しく充てんし，そのカラムを 6本直列に連結し

て高さを90cmとした.太平洋沿岸で海水を汲み上げて，

砂漉過にかけた後，カラムに上向きに流通させた.砂温

過とは，砂をタンクにつめ，上から海水を通して海水中

の懸濁物を取り除く操作のことである.空塔速度(=流

量/カラム断面積)4cm/s，平均滞留時間 22.5秒で 30日

間にわたり海水を連続で流した.この間，海水の平均温

度は 27'Cであった.カラム出口で海水をサンプリング

してウラン濃度を測定し，カラム入口でのウラン漉度

との差からカラム全体へのウラン吸着量を算出した.

ウラン吸着量の経時変化(図 7)から，一ヶ月の接触に

よって，0.1%の品位のウラン鉱石を海水を原料にして

作れることがわかった.カラム高さ方向のカルシウム，

マグネシウムそしてウランの吸着量分布を調べてみた

ところ，ほぼ一様に吸着していた.このとき，天然海水

中の Ca/Uのモル濃度比 710，印加に対して，吸着材中の

Ca/Uのモル濃度比は 240と，約 3，似泊倍に漉縮された.
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図7 ポンプ利用方式でのウラン吸着量の経時変化
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図8 アミドキシム吸着材充填カラムからのウランの

溶出

ウランの吸着量が平衡に達していない時点でも，アミ

ドキシム基がウランを選択的に捕捉していることがわ

かる.

「海水J産ウラン鉱石からウランを溶出させた.水，

O.OIM塩酸， 1M塩酸の順でカラムに液を流した.まず，

水で海水を洗い流し，つぎに O.OIM塩酸でカルシウム

とマグネシウムを溶出させた後， 1M塩酸でウランを

すべて溶出させた.溶出曲線(横軸が溶出液量/カラム

体積，縦軸がウラン漉度)でのウラン濃度のピーク値は

230g-U/m3となった(図 8).また，溶出液中のウランの

平均濃度は 45g-U/m3であった.海水中のウラン漉度

3.3mg-U/m3に対して溶出液のそれは 14，似旧(=

45/0.∞33)倍に濃縮されたことになる.

4.4海水との接触による吸着材の汚れおよび海水温度の影

嘗

アミドキシム吸着材を浮体係留吸着装置につめて海

水と接触させると，海水中の微生物や懸濁物が吸着材

に付着して，有効なアミドキシム基量が減ったり，海水

の流れがない部分ができてウランの吸着速度が低下

するということが予想される.そこで，ポンプ利用方式

の実験で，海水を2種類(孔のサイズ=3μmと30μm)の

フィルターを使って漉過した場合と浦過をしなかった

場合とで，ウラン吸着性能を比較した.その結果，i慮過

をしないと，アミドキシム中空繊維の表面に褐色の粘

着性物質が付着した.粘着性物質を超音波振動を利用

して吸着材から剥して定量すると，その主な成分元素

第 64号 (1997)

は鉄であり，付着物質はその水酸化物であるとわかっ

た.吸着材の表面に付着物があっても，ウランはその付

着物内を拡散して吸着材に到達できるので，ウラン吸

着量の低減(20%減)は致命的なものではなかった.

つぎに，海水温度がウラン吸着速度に及ぼす影響を

調べるために，これまでのポンプ利用方式の実験デー

タから吸着速度定数を算出した.アレニウスプロット

(横軸が絶対温度の逆数，縦軸が吸着速度定数の対数)

をして得られるウラン吸着現象の活性化エネルギーは

20kcal/molとなった.このことから，lO'C海水温度が上

がると，ウラン吸着速度が約 3倍になることがわかる.

以上のことから，懸濁物が少なく，海水温度が高い海域

でウランを採取することが望ましい.

5海水ウラン採取の実証鼠験

春森県むつ関根浜沖での実証試験が須郷(日本原子

力研究所高崎研究所)の研究グループによって 1996年

から進められている.適用範囲が広く，大量作成にも有

利な放射線グラフト重合法によって繊維状アミドキシ

ム吸着材を作成している.すなわち，不織布基材に，放

射線を照射後，アクリロニトリルをグラフト重合させ，

さらにヒドロキシルアミンとの反応によってアミドキ

シム繊維吸着材を作成した.関根浜沖 6kmに係留した

図9 むつ関根浜沖での実証試験装置
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図 11 ウランおよびパナジウム吸着量の深さ方向分布

試験装置を図9に示す.海深43mの地点に，海面から

10mおきに直径3Ocm，高さ 15cmの枠を取り付け，そこ

に繊維吸着材をつめ，約ω日間にわたる吸着実験をお

こなっている.吸着材へのウラン吸着量(20m)の経時

変化を図 10に示す.30日接触後で， 1g/kg(海水産ウラ

ン鉱石とみなせば品位 0.1%)を超えている.つぎに，60
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日間接触後のウランおよびパナジウムの吸着量の深さ

方向での分布を図 11に示す.深さ方向に分布がなく都

合のよい結果である.吸着装置の周囲の流れ場に大き

な差がなかったと推察される.

実証試験をさらに推進する理由はつぎの 3点である.

(1)実海域での実験から，懸濁物や海洋生物の吸着材へ

の付着の影響を評価すること， (2)実海域での吸着装置

内の物質移動および吸着装置周りの流れ場を解析する

こと，および(3)吸着システムの大型化に伴う溶出シス

テムおよび吸着材の作成を最適化することである.

6まとめ

日本の電力エネルギーの安定供給のために，海水か

らウランを採取する技術を早急に確立することが賢明

な道である.海水ウラン採取はこれまでは高速増殖炉

の開発に並ぶ選択肢のーっとして理解されていたけれ

ども、状況が変わり，唯一の対策となりつつある.実証

試験の早急かつ強力な推進を望みたい.

海水ウランの採取コストは，繊維吸着材のウラン吸

着性能によって支配される.ウラン吸着速度および吸

着材の繰返し使用での耐久性という性能が，吸着材の

必要量そして装置のサイズを決定するからである.放

射線グラフト重合法による繊維吸着材作成の最適化を，

実証試験と連動させて進めることが不可欠である.

謝辞 図面の作成にご協力いただきました，吉田剛氏

(ビームオペレーション)菅野淳一氏(荏原総合研究

所)，中村昌則氏(千葉大学)に感謝いたします。

(参考文献)

1)斎藤恭一，須郷高信，猫とグラフト重合，丸善
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2)片良秋雄，塚田謙二郎，松崎正彦，縄田孝高，須郷

高信，日本原子力研究所高崎研究所J海水中有用

金属の捕集に関する研究J報告書，20・33(1997)
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〔学会賞〕

日本放射線化学会賞・技術賞・奨励賞

[1997年度授賞選考経過報告]

日本放射線化学会の授賞制度は， 1990年度に始まっ

たが， 1994年度に奨励賞を加えて，今では日本放射線

化学会賞(年間 2件以内)，日本放射線化学会技術賞(年

間 1件以内)，日本放射線化学会奨励賞(年間 1件以内)

' を授賞するようになっているこれらの賞は，それぞれ，

「放射線化学及び関連分野において，先駆的かつ独創的

な研究業績をあげた会員Jf放射線化学の応用または技

術開発に関して特に顕著な業績を上げた会員(または

グループ)Jf放射線化学及び関連分野において，特に顕

著な業績を挙げた年齢37歳以下の会員jに授与される.

今回は，推薦期限の 1996年末までに，学会賞，技術賞，

奨励賞のそれぞれに各 1名の候補者の推薦が寄せられ

た.この推薦をうけて，各候補者の業績がそれぞれの賞

に相応しいかどうかを審査するために，本年度の各賞

選考委員会が3月28日午後4時から約2時間にわたっ

て開催された.なお，選考委員会は，いずれの賞につい

ても，吉田宏(北海道大学，委員長)，鏡野嘉彦(東京工業

大学)，石樽顕吉(東京大学)，石垣功(日本原子力研究

所)，田川精一(大阪大学)，宮崎哲郎(名古屋大学)の6

名の委員から構成された.

選考委員会においては，各候補者について推薦理由

書，履歴書，発表論文リスト，主要論文別刷り等をもと

に候補者の業績ならびに研究グループ内における貢献

度などが慎重に検討された.その結果，すべての候補者

が授賞に値すると認められた.選考委員会の推薦に基

づき，同日に引き続いて開催された理事会において，下

記の通り授賞が決定された.

.日本放射線化学会賞・

山梨大学工学部平岡賢三氏

「気相および凝縮相におけるイオン反応の基礎研究J
く業績概要〉

活性化学種と物質との相互作用の基礎過程を解明す

るために，放射線で生成する電子，イオン，ラジカルな

どと原子・分子との聞に起こる物理・化学現象を独自の

方法で研究し，国際的にも高く評価される成果を挙げ
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旭川工業高等専門学校校長 吉田 宏

た.すなわち，低エネルギー電子の薄膜透過から物質の

電導帯構造を明らかにした.パルス電子線型高圧質量

分析計を開発し，クラスターイオンの構造・性質・挙動

を詳細に研究した.低温反応測定により水素原子の関

与するトンネル反応を調べ，宇宙における物質進化と

の関連を論じた.さらに低エネルギーイオン衝撃用質

量分析法を開発し，イオンと固相との相互作用の研究

を発展させている.

.日本放射線化学会技術賞.

日本原子力研究所高崎研究所 幕内恵三氏

「天然ゴムラテックスの放射線加硫の技術開発J
く業績概要〉

放射線加硫の基本技術を確立して世界に通用する技

術に育て上げるとともに我が国の国際貢献にも大き

く寄与した.すなわち，天然ゴムラテックスの放射線加

硫に対するアクリル酸プチルの促進効果を見いだしそ

の機構を解明した.この方法によるゴムラテックスは，

低細胞毒性，低タンパクアレルギー応答性に優れ，焼却

時における有害ガスと灰の生成も少なく，機械的性質

もよい.放射線加硫ゴムラテックスに適した老化防止

剤を見つけ，粘着防止法を開発するなどして，ゴム製品

の製造を可能にし，東南アジア開発途上国への技術移

転を行い，生産活動を軌道にのせた.

-日本放射線化学会奨励賞.

物質工学工業技術研究所加藤隆二氏

「凝縮相中での分子の光イオン化過程の研究J
く業績概要〉

放射線化学の基礎過程と関連して重要な凝縮相での

分子の光イオン化機構の解明に新しい研究手法を駆使

して大きく貢献した.すなわち，多段励起法を開発し，

芳香族有機結晶の光イオン化効率を精密にきめた.光

電導測定法によりアルカン中の分子のイオン化過程を

調べ，また，圧力依存性を初めて明らかにした.芳香族

有機結品の発光の磁場効果から超励起状態の性質を明

らかにした。
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〔学会賞〕

気相および凝集相におけるイオン反応の基礎的研究

筆者の大学院(東大，鎌田仁研， 1965・1970)でプラズ

マ化学の研究を行った.特に低温プラズマ反応の基礎

過程解明を主題とした.プラズマには，気相に荷電粒子

と中性気体が混在し，これらが器壁と空間電荷電界を

介して複雑な相互作用をしている.この研究に当時の

乏しい方法論で取り組んだことになる.それなりに博

士論文をまとめたが泥沼"という強い欲求不満が

残った.

その後の筆者の研究は，複雑なプラズマ中の現象を

基礎過程に解きほぐして，総合的に理解したいという

強い欲求に根付いているようである.5年間の苦しい

経験がなければ，これだけ強いインセンテイプは生ま

れなかったであろう.以下に，これまでの研究を振り返

り，受賞に対するご挨拶としたい.

1.電子と極薄膜との相互作用

大学院を修了し，しばらく理研の土手敏彦先生の研

究室で弱電離プラズマの研究をさせて戴いた後，ノー

トルダム大学放射線研究所の，今は亡き Hamill教授の

元で博士研究員となった.ここで，0-数 lOeVの低エ

ネルギー電子と vdW極薄膜固体との相互作用という

研究テーマを与えられた.電子と物質の相互作用を解

明するには，一定エネルギーの電子を取り扱うことが

望ましい.しかし，凝集相では，電子が非弾性散乱し，エ

ネルギーがぼやける.Hamill教授は，極薄膜固体をター

ゲットにすれば，単色化した電子と固体の基礎過程を

検討できることに気づいた.空港での時間待ちでチピ

チピやりながらでたアイデアとのこと.LEEDの最

新鋭機で，一定エネルギーの電子で薄膜を衝撃し反射

電子のエネルギ一分析をしたが，有意なエネルギー損

失スペクトルが殆ど得られなかった.これで半年が無

為に流れた.苦し紛れに，電子エネルギーを掃引して薄
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山梨大学工学部化学生物工学科 平 岡 賢三

膜を透過する電流を計ったところ，意味ありげなピー

ク群が現れて興奮した.Hamill教授は，当時隆盛だった

気体分子の電子分光学データと対比させてスペクトル

を解釈された.筆者は，山梨大学においての 5年間をこ

の研究の継続に割いた.それは， Hamill教授のスペクト

ルの解釈に賛同できない部分があったからである.科

研費や仁科奨励金をもとに装置を製作し，良好なスベ

クトルが得られたが，その解釈ができなかった.京大原

子炉からの講演依頼日が迫り，強迫観念の末，電子透過

スペクトルと固体のバンド構造の関連がみえた.これ

で多くの謎が氷解した.この方法でいくつかの vdW固

体のV。値の測定値を公表できた.v。値や電子の固体内

拡散長が物質科学において極めて重要な物理量である

ことを，現在行っている TOF-SIMSの実験を通じて痛

感している.Hamil1教授は，日に数回実験室を訪れ，

Anything new ?とお尋ねになる.断片的な実験結果を

聞いてから，大抵一つ新しいアイデアを提案して足早

に立ち去られる.誠に優れた科学者であられた.

2.イオン・分子反応の研究

ノートルダム大学を 2年で定年になり，カナダ，アル

ノTータ大学の Kebarle教授の元で，イオン・分子反応の

研究ができる機会に恵まれた.当時は，イオン・分子反

応の基礎研究が爆発的に勃興した時期に当たり，丁度

上げ潮に乗ることができた.Kebarle教授から実験テー

マをいくつか戴いたが，Hamill教授の攻勢での受け身

研究にウンザリしていたので，反抗して独自路線で実

験をさせていただいた.プラズマ化学で廻り道したお

陰でいくらでも研究のシードがあった.アットホーム

な雰囲気の Kebarle研で，プラズマ中でのイオン・分子

反応のカラクリがようやく見え，本当に幸せな気分を

味わった.とくに，プラズマにおける shea曲の形成と，

放射線化学



負イオンの拡散挙動の相関が理解でき，自信を深める

ことができた.筆者がKebarle研でとくに力を注いだの

がクラスターイオンの熱力学的安定性と構造に関する

研究であった.これは，得られる情報が，放射線化学，溶

液化学，天文化学，構造化学など広い分野に関連するか

らである.Kebarle研で，H/， CH;， C2Hんなど3・center-2・

electron bondの関与する研究等を行った.この研究を

通じて， Herzberg教授や Olah教授と議論する機会にも

恵まれた.

イオンのクラスタリング反応は，発熱で粒子数の減る

反応である.ルシャトリエの原理から，クラスターイオ

ンは圧力が高い程，また温度が低い程形成されやすい.

Kebarle研の低温イオン源は，液体窒素を気化させて冷

却させる方式のものであった.この方法では，イオン源

の温度を正確に設定することが難しい，液体窒素温度

以下に冷却できない，などの欠点がある.とくに無機ガ

スに興味があった筆者は，山梨大学で極低温装置の設

計製作を開始した.目を付けたのが，1OKまで冷却可能

な極低温冷凍機の活用であった.市販の冷凍機のコー

ルドヘッドに純銅製のイオン源を取り付け，時間分解

能をもっパルス電子線型質量分析計を製作した.東大

理学部朽津耕三教授から，重点領域で援助して戴いた

お陰で，高性能の装置ができあがった.つくづく物理化

学は装置が勝負と感じる.Kebarle教授から伝授された

高圧質量分析装置のノウハウをフルに活かして製作し

た低温測定用装置は，クラスターイオンに関する新し

いデータを次々と生み出してくれた.試料ガスが凝縮

するイオン源温度で，試料液体とクラスターイオンの

蒸気圧が等しくなる.このような極限温度に至るデー

タの生産が可能になったのは，1OKまで冷却可能なイ

オン源を製作できたからに他ならない.

3.低エネルギーイオンと vdW固体の衝突実験

博士課程に在学中，プラズマ化学が今日あるように半

導体工業において重要な地位を占めるとは予想出来な

かった.先見性，洞察力がなかったといわざるを得ない.

一日も早くプラズマ化学から足を洗いたいと切望する

体たらくであった.shea出電圧，shea出で加速されたイ

オンのエネルギ一分布，電子エネルギ一分布などをオ

リフイスプロープで測定したが，Franklinに一歩先ん

じられショックを受けた.博士論文で，特に不満が残っ

たのが器壁における固体生成物の生成に関与する

sheathの効果を十分解明できずに終わったことであっ

た.その後プラズマの研究が進み， shea出で加速された

イオンがエッチングなどの表面改質に重要な役割を演
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じることが明らかになったことは衆知のところである.

低温プラズマの応用面が大きく先行したが，国体表面

と低エネルギ}イオンの相互作用に関する研究は，適

当な方法論が十分開発されていないため，基礎過程の

解明が立ち後れているのが現状である.

筆者は，Rabalaisらが行ったオーソドックスな方法，即

ち高速イオンビームを電場で減速して固体(金属)に衝

突させるという sophisticatedな大型装置を横目で眺め

ながら，もっと手軽な方法はないかと模索していた.そ

こにリフレクトロン型飛行時間型質量分析計が登場し

た(Karataevら).市販されたリフレクトロン型 TOFの

概念図を一目見たとき，最終端電極にイオンを直接衝

突させて，二次イオンを観測する方法を思いついた.こ

の方法によれば，イオンを高速で最終端電極直前まで

輸送し，狭い空間内での減速電場でイオンの発散を抑

えて減速し基板に衝突させることができる.また，一次

イオンの減速電場が生成する二次イオンの加速電場と

なるので，二次イオンの発散を抑えて加速・検出できる.

fundが得られず時が流れ，同様の装置でWhetten( 1991 ) 

がG。イオンとシリコン基板の衝突実験結果を発表し

た.その後，あちこちで同じ様な装置が登場し，筆者の

創案は陳腐化したが，最近ようやく装置を完成し，デー

タが得られる段階にこぎ着けた.すでに似た装置が出

回ってしまったので，独自の工夫を凝らした.リフレク

トロン型 TOF法では，一般にイオンの減速電場にイオ

ンを斜入射させて反射させる.筆者の実験の第一の目

的は，イオンのエネルギーを厳密に制御して(とくに低

エネルギー領域において)表面と衝突させるところに

ある.一次イオンビームは高速で反射電極系に入射さ

せる必要がある.したがって，斜入射方式では，表面に

対して垂直方向のイオンの運動エネルギーをいくら正

確に制御しても，表面と平行なベクトル方向の運動エ

ネルギーが残り，衝突エネルギーをゼロ付近にまで下

げることが原理的に不可能である.これでは，ダルマに

目が入らない.そこで，表面に対して入射イオンを垂直

に衝突させる方式を思い付いた(一次イオンは横方向

に発散しない).この方式では一次イオンの衝突で発生

した二次イオンが表面に対して垂直方向に加速される

ので，二次イオンはそのまま直進してイオン源に向か

う.この二次イオンを途中でパルス電場で偏向して検

出器に導く方式を考えた.赴任して間もない佐藤哲也

助手に相談したところ，蟻川達男研(農工大)の博士課

程で採まれて装置作りに自信のある彼はなんとかなる

でしょうと装置を立ち上げてくれた.

もう一つの工夫は，イオン反射レンズ系の最終端電極
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を極低温冷凍機のコールドヘッドとした点である.超

高真空下で，コールドヘッド上に，分子レベルで膜厚を

制御して vdW薄膜を形成する.二次イオンの観測から，

イオンと固体の相互作用を制御された多体系として検

討できる.これまでの実験から，以下のような情報が得

られることが分かつてきた.(1)二次イオン生成におい

て，ホールや励起子が強く関与する， (2)ノックオン衝

突により直接生成するイオン量とホールなどの緩和に

より生成するイオン量の相対比に関する情報， (3)二

次イオン生成に二次電子が重要な役割を果たす， (4)二

次イオン収率及びイオン種が，固体の V。値と強く相関

する， (5)衝突で発生した中性種が spike中のイオンに

よってポストイオン化される，など.

放射線化学では，凝集系を研究対象とすることが多く，
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ONSA主催の研究会，

第 3回 UV/EB研究会

Ouv装置の最近の動向

く〉カチオン重合の動向

く〉最近のコーター技術

日時:1997年 12月4日(木) 13:30-

会場:住友クラプ

(大阪市西区江戸堀1丁目 13-10，TEL:06・443-1986)

第 7回放射線利用総合シンポジウム

く〉則医薬品，遺伝子組み換え技術

く〉放射線利用統計

o高速増殖炉問題etc

日時:1鈎8年 1月 27日(火) 10:∞-17:∞ 
会場:たかっガーデン(大阪府教育会館)

(大阪市天王寺区高津 7・11，TEL:06-768・3911)

基礎過程の解析が難しい.分子科学の研究が大きく進

展して，孤立系の物理化学の多くが解明された今日，改

めて集合系の科学の重要性が再認識されている.集合

系としての機能発現のメカニズムの解明が今後の課題

である.放射線化学は，その誕生以来複雑系の化学の解

明という難題が与えられてきた.若い放射線化学者の

方々がどのような手際で複雑系の科学を解明して下さ

るのか楽しみである.

最後に，いわゆる放射線なるものを一度も取り扱った

ことのない浅学の筆者に栄えある賞を与えて下さいま

した日本放射線化学会に厚く御礼申し上げます.また，

今日まで筆者を励まし導いて下さいました多くの方々

に謝意を表します.

シンポジウム予定

.左記の何れについても，紹介・連絡先は下記にお

願いします.

(社)大阪ニュークリアサイエンス協会

〒 541 大阪市中央区北久宝寺町2・3-6

(TEL:06・262・6540，FAX:06・262・6541) 1" 

放射線化学



〔技術賞〕

天然ゴムラテックスの放射線加硫の技術開発

1.はじめに

天然ゴムラテックスの放射線加硫(放射線加硫)とは，

放射線による天然ゴムラテックス中のゴム分子の橋か

けである.天然ゴムラテックスを単純に放射線照射す

るだけでは，2∞ kGy以上の大線量が必要で実用化は

， 困難であった日本の箕浦らによる四塩化炭素を促進

剤とする方法の出現で(1961年)，50kGy程度で放射線

加硫できるようになった.それ以来フランスや中国等

で実用化が試みられた.インドネシアではフランスか

ら帰った原子力庁アイソトープ・放射線応用センター

(PAIR)の研究者によって，家庭用ゴム手袋が試作さ

れた.マレイシアやタイ，スリランカなどのゴム生産国

も，放射線加硫に関心を持っていた.このような背景を

もとに，国際原子力機関(IAEA)は，放射線加硫をアジ

ア・太平洋地域協力計画(RCA計画)の一つのプロジェ

クトとして採用した.国連開発計画の資金で PAIRに

パイロットプラントを建設し，アジア各国からの研究

者・技術者の訓練を行い，四塩化炭素法放射線加硫の技

術移転を図る計画であった.原研も協力を要請され，放

射線乳化重合の研究開発に従事していた著者が担当す

ることになった.原研では，四塩化炭素に替わる安全な

促進剤を探索するため，放射線乳化重合の経験をもと

に，多官能性モノマー添加による放射線加硫促進につ

いて検討を始めた. 1983年にはジャカルタのパイ

ロットプラントが完成し，翌年から参加各国が四塩化

炭素法放射線加硫ラテックスを試験したところ，1.物

性が劣る(例えば，引張強きが20MPa以下)，2.必要線

量が40kGyで経済性に疑問，3.耐熱老化性に劣る，4.

性能が一定しないなどの問題が明らかになった.一方，

高崎研では国内企業の協力で，四塩化炭素に替わる促

進剤としてアクリル酸エステルを見出していた.そこ

で，新促進剤による1.性能向上，2.経済性改善，3.耐老
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化性改普及び4.性能の安定化の4つの目標を設定して，

1986年に研究開発を開始した.実際の研究は，高崎研

にアジア各国の研究者を招いて実施した.その結果，放

射線加硫の諸問題が解決され，放射線加硫の特長を明

らかになった.以下に成果の概要を示す.なお，詳細は

本誌ω 号，p. 17・26(1995)の解説を参照願いたい.

2.研究開発の成果

1.経済性改善

すぐれた放射線加硫促進剤の選定と低価格照射シス

テムの構築で，放射線加硫のコスト低減を果たした.放

射線加硫促進剤は，a.少量添加で加硫線量を大幅に低

減し，b.最終製品に残留しない，c.安価な工業製品と

いう条件を満たさねばならない.数多くのアクリル酸

エステルのなかから，効率や安全性，価格を考慮して n-

BAを選んだ.n-BAをゴム l∞重量部あたり 5重量部

添加の場合，最大引張り強きとなる線量は 15kGyであ

る.n-BAによる放射線加硫の機構については，n・BAが

ゴムに放射線グラフト重合して橋かけする機構を提案

した.低価格照射システムについては，自己遮蔽型の低

エネルギー電子加速器による放射線加硫の可能性を明

らカ、にした.

2.性能向上(放射線加硫用ラテックスの選定)

放射線加硫に適したラテックスの条件は，a.加硫物

性がすぐれている，b.小線量で加硫できる，c.n-BAを

添加しても凝固や極端な粘度上昇を起こさないの 3点

である.この条件を満たすラテックスを求めて各種ラ

テックスを試験し，放射線加硫に適したラテックス選

定のガイドラインを作成した.
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3.耐熱老化性改善(老化防止剤の選定)

放射線加硫ラテックスからのフィルムは，水洗後の加

熱空気老化試験で引張強さが著しく低下する.これは，

ゴム中の天然の老化防止剤が水洗で溶出するためで

あった.この天然老化防止剤はアルコールで不溶化さ

れるタンパク質のヘペイン(含硫黄タンパク質)である

ことを明らかにした.放射線加硫に適した老化防止剤の

選定では，老化防止剤の分散状態によらないで老化防止

剤の効果を評価する方法として老化防止剤溶液中で空

気を吹き込みながら加硫ゴムを一定時間煮沸し，残存ゲ

ル分率を測定する方法を考案した.この方法で，放射線

加硫に適したTNPPとDAHQを選定した.これらの老化

防止剤のすぐれた効化は，各国で確認された.

4.性能の安定化(浸せき過程の品質管理)

浸せき過程(浸せき後の水洗，乾燥)の諸条件と製品

性能との関係を明らかにした.水洗及び乾燥の過程は

ゴム粒子どうしの合着によるゴムフィルムの強度発現

に重要であり，これらの温度と時間を管理することに

より，性能の安定化を図った.さらに，放射線加硫製品

がベタ付くという問題は，水洗後炭酸カルシウム水溶

液に浸せきする方法やラテックスフィルム表面にハイ

ドロゲルを被覆する技術を開発して解決した.

5.放射線加硫の特長

放射線加硫ラテックスの特徴を明確にするため種々

の試験を内外で組織し，以下の特長を明らかにした.

1)ニトロソアミンを含まない

発癌性物質であるニトロソアミンがゴム製乳首に含

まれていることが発見されて以来，欧州各国はゴム製

乳首などのなかのニトロソアミン及びその前駆体(2

級アミン)の濃度を規制している.これらはジチオカル

パミン酸塩等に起因するので，オカルパミン酸塩を使

用しない放射線加硫では，ニトロソアミンもその前駆

体が生成しないことを明らかにした.

2)極めて低い細胞毒性

ジチオカルパミン酸塩等の細胞毒性のためゴム製品

で皮膚炎が起きることがある.放射線加硫製品の細胞

毒性は，従来の硫黄加硫に比べて極めて低いことが，厚

生省国立衛生試験所によって明らかにされた.

3)ゴムタンパク質アレルギーのおそれが少ない

ゴム手袋などに残存するゴムタンパク質による即発

型アレルギーが多発しており，タンパク質低減が緊急

の研究課題となっている.ゴムタンパク質は，放射線で
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変性し，水溶性が増加するため，遠心分離で容易に除去

できることを明らかにした.タンパク質アレルギーの

おそれの少ない加硫ラテックスが得られた.

4)自然環境下で劣化しやすい

天然ゴムは自然環境下で容易に分解する性質をもっ

ているが，従来の製品ではジチオカルパミン酸塩に強

い細胞毒性があり，かつ老化防止剤としても作用する

ため，分解しにくくなっている.これに対し，放射線加

硫ではジチオカルパミン酸塩を使用しないため，放射

線加硫ゴムは硫黄加硫のものよりも自然環境下で分解

しやすいことをゴムフィルムの屋外暴露試験により明

らかにした.

3.放射線加硫の現状と将来性

n-BAを用いた放射線加硫は，アジアを中心に世界12

ヶ国(中国，韓国，ベトナム，フィリピン，マレーシア，イ

ンドネシア，タイ，バングラデシュ，スリランカ，インド，

プラジル，アルゼンチン)で実用化研究が進められてい

る.パイロットプラントはインドネシアとインド，マレ

イシア，タイに設置され，それぞれの囲内で実用化が進

んでいる.同時に，これらのパイロットプラントで放射

線加硫された天然ゴムラテックスの試験・評価が，世界

各地で実施されている.わが国では，世界に先駆けて

1989年に実用化を果たしたが，コストなどの問題が

あって中止された.最近は，タイで放射線加硫し製造さ

れた手袋が日本国内の一部の原子力発電所で使用され

ている.焼却時の亜硫酸ガスが発生せず，焼却残分が少

ない特長を活かした用途である.日本が世界に誇る放

射線プロセスに，発泡ポリオレフインと電子線排煙処

理がある.天然ゴムラテックスの放射線加硫もこの仲

間に入る時期はそう遠くないと恩われる.

謝辞

本技術開発は，わが国の放射線プロセス分野でのア

ジア途上国協力の一環として実施したものであり，原

研のみならず国内外の多くの方々のご支援とご協力を

頂いた.囲内では 7企業が実用化のための共同研究を

原研と実施し，多くの技術的課題を解決した.また，ア

ジア 10ヶ国の 30名を越える研究者が高崎研に滞在し，

基盤研究で貴重な成果をあげた.これらの共同研究者

に感謝の意を表する.さらに途上国協力に対してご理

解とご協力を頂いた原研科学技術庁，外務省及び

IAEAに感謝する.さらに，吉井文男副主任研究員をは

じめ，原研高崎研究所の方々に深く感謝する.
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〔奨励賞〕

凝縮相中での分子の光イオン化過程の研究

分子が，その電子の束縛よりも大きなエネルギーを，

光によって与えられたときに，分子から電子が飛び出

す.これが光イオン化である.余分なエネルギーは飛び

出した電子の運動エネルギーとなる.このような分子

の光イオン化は，分子を液体，国体などの凝縮相に埋め

， 込んだ場合，どのように変わっていくのか，ということ

が本研究の主題である.まず，凝縮相中の分子の光イオ

ン化について，一般的なことをまとめてみる.

(1 )イオン化ポテンシャルの低下

気相中と異なり，凝縮相中では，生成したカチオンが，

媒質の溶媒和(分極)効果によって安定化するため，イ

オン化ポテンシャルは，気相分子のそれと比べて，およ

そ 1eV程度下がる.さらに放出電子も安定化を受ける.

これはカチオンの場合と異なり，電子の存在状態に

よって，その安定化エネルギーが，かなり異なる.つま

り，アニオンとして生成する場合は，安定化エネルギー

は親カチオンの場合とほぼ等しくなる.一方，ほぼ自由

電子として生成する場合，真空状態とのポテンシャル

エネルギーの差が，安定化エネルギーとなる.このエネ

ルギーは伝導帯エネルギ-V。として知られている.こ

の場合，ポテンシャルの形によっては，電子は不安定化

することもあり得る.， (~イオン化効率の低下
凝縮相中で放出された電子では，初期に持っていた

運動エネルギーは，すぐに，まわりとの衝突によって失

われ，熱エネルギーと向程度となる.そして，親イオン

のつくるクーロン場の中での拡散運動の末，ほとんど

再結合する(ジェミネート再結合).このため，凝縮相中

でのイオン化効率は非常に低い.

(3)異なるイオン化慣構

凝縮相では，隣に分子があることで，気相とは異なっ

たイオン化の機構があり得る.これは，溶媒和によって，

第 64号(1997) 

物質工学工業技術研究所加 藤 隆

イオン化状態が安定化するために，高い励起状態がイ

オン化ポテンシャルよりも高いエネルギーを持つ，超

励起状態になるためである.また，電子親和力が正の媒

質中では，電子を媒質分子が受け取ることができるこ

とも，異なるイオン化機構が生じる理由となる.

以上，大まかな性質をまとめてみた.実際には，系に

よっていろいろな特徴がある.

アルカン溶液

アルカンでは電子移動度，Voなど，イオン化を理解す

るための基本物性が調べられているため，イオン化に

ついての理解は比較的進んでいる.その中で，筆者らは，

溶質分子による光電導スベクトルの違い，と光電導ス

ペクトルの圧力効果について調べてきた.

まず，イオンの安定化によるイオン化ポテンシャル

の低下を，様々な溶質分子について調べた.ポルンの理

論のパラメータである，カチオンの大きさとして，ファ

ンデアワールス半径を用いることによって，実験をう

まく説明できることを示した 1)。しかし，フラーレン類

では，この予想とは大きく異なる結果を得たヘこれは，

大きな π電子系の分子特有のイオン化過程(ひずみを

伴い，分子の一部がイオン化に寄与するような)のため

であると考えている.

また，光電導(光イオン化収率)スペクトルと吸収ス

ペクトルを測定し，その積から，イオン化断面積を得，

溶質によってイオン化断面積スペクトルが大きく違う

ことを見出した 3)。これはとりもなおさず，溶質分子の

高い励起状態や，溶媒へのエネルギー移動過程など，凝

縮相特有の過程がイオン化機構に寄与していることを

示すものである.

加圧によって，溶媒の電子状態に若干の変化を与え

ることができる.光イオン化過程は液体の電子状態を
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強く反映するため，光イオン化スペクトルに対する圧

力効果に興味が持たれていた.そこで筆者らは，2kbar 

まで加圧できる光電導測定システムを構築し，アルカ

ン溶液のイオン化スペクトルを詳細に検討したω。加

圧に伴って，光電導しきい値は高エネルギー側にシフ

トした.v。の圧力依存性と，ポルンの式から導いたカ

チオンの安定化エネルギーを用いた，簡単なモデルで

説明を試みた.計算にバルクの誘電率を用いた場合，実

験結果を再現できなかったが，溶媒の局所的な密度ゆ

らぎを考慮して説明することができたω

芳香族炭化水素結晶

アントラセンをはじめとする，芳香族炭化水素結晶

では，光電導の研究が数多く行われてきた.これは光電

変換物質の基礎研究として重要であるためである.実

際に，類縁化合物のフタロシアニンはコピー機で使わ

れている.我々は，芳香族有機結晶の光電導を，固体中

での分子の光イオン化ととらえ，研究を行ってきた.実

験法や，詳しい結果については，以前，本誌で発表させ

ていただいた 6)ので省略する.

これらの結晶での，光イオン化についての特徴を簡

単にまとめると， (1)低いイオン化しきい値， (2)イオン

化効率が，あるエネルギーまで一定で，それ以上では急

増，となる.これらの特徴は，系の違いによるものと考

えている.つまり，芳香族結晶では電子親和力が正で大

きく，電子が分子上に局在化できるため，低い励起状態

からでも，近くの分子への電子移動によって，低収率な

がらイオン化が起こる.また，直接的な電子放出のしき

い値は，さらに高いエネルギー域にあり，それを越える

とイオン化効率は急激に増加する.

超励起状態

凝縮相中での分子の光イオン化を研究しているうち

に，超励起状態の重要さについて，考えるようになった.

しかし，超励起状態は，緩和が非常に速いので，その寿

命や，反応性については，ほとんど研究されていない.

放射線化学においてはこのような超励起状態が生成

し，反応に重要な寄与をすると考えられているが，その

詳細は明らかになっていないのである.

蛍光寿命の測定から超励起状態の寿命を直接測定す

ることは，実験的にかなり難しい.別のアプローチとし

て，蛍光の収率の測定があり，アルカン溶液において試

されている.筆者らは，芳香族炭化水素結晶において，

高い励起状態からの発光の観測を検討した.結果とし

て，多光子過程を用いた励起法でアントラセン結晶の
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第 2，第 3励起状態からの発光の観測に成功した九ま

た最近， 1光子励起下での測定にも成功した.

凝縮相特有の緩和過程についても詳しく検討されな

ければならない.孤立分子では，分子内の緩和過程のみ

が重要であるが，凝縮相ではエネルギー移動や電子移

動などの反応も重要になる.またひとつの高い励起状

態が，ふたつの低い励起状態に緩和する分裂(Fission)

過程も重要である.筆者らは，蛍光の磁場効果の測定か

ら，これらの過程について検討してきたヘ

これから

光イオン化という現象の研究を通じて，化学反応に

おける溶媒効果，分子の集合効果について，いろいろと

考えることができた.これからは，さらに複雑な系を対

象とした光イオン化の研究をしたいと思っている.ま

た，高い励起状態については，その研究が始まったばか

りであり，光イオン化を含めた，高い励起状態の反応，

緩和などの諸性質を明らかにしていきたい.
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イ唖困司君

超音波で誘起される化学反応

1.はじめに

超音波は魚群探査や非破壊分析をはじめ，医療では

エコーによる診断や胆石の粉砕治療，工業では洗浄，撹

' 排や分散など様々な技術に応用されている 1) 超音波

の化学作用としては 1927年に Loomisらによる報告に

端を発し，現在では，超音波照射によって化学反応が加

速されたりあるいは反応の経路が変化することはよく

知られるようになっている.これらの反応の多くは溶

液へ超音波照射することによって発生するキャピテー

ション現象に由来する.特に，高出力超音波が誘起する

キャピテーション現象を用いた化学反応は，特殊反応

場を利用した化学反応、として注目を浴びており へこ

れらの研究はソノケミストリーという新しい研究分野

に位置づけられるようになっている.本稿では，超音波

で誘起きれる化学反応の最近の研究例について紹介し

たい.

a高出力超音漉照射によって発生するキャビテー

ンヨン

疎密波である超音波を溶液に照射すると，徴小な気

. 泡(キヤピテイ)が生成する疎と密の連続的な圧力波

を受けているキャピティは伸縮を繰り返し，最終的に

激しく崩壊する.その概略を図 lに示す.この崩壊の際

にキャピティ内部は極めて高温・高圧の状態となる.さ

らにこれと同時に徴弱な光(ソノルミネッセンス)も発

生する.このソノルミネッセンスのスペクトル解析3)

や，溶媒の同位体効果を用いた速度論解析4)から少な

くとも数千度，数百~千気圧の状態に達していること

が示唆されている.ホットスポット説，)によれば，この
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著しい温度圧力上昇は崩壊の際に断熱圧縮過程を経由

することで説明される.生成するキャピテーションの

反応の場は図 2に示すように三つに分類できる.

(1 )キャピティ 内:数千度，数百~千気圧の気相領域であ

り，ここでは揮発性の溶質や溶媒の熱分解反応(燃焼

キャピティ内

・数千度，象百~数千気圧
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図2キャピティ崩壊後に生成する反応の場
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反応)が起こる.水を溶媒として用いたとき，水は熱

分解され，ヒドロキシルラジカルや水素原子などの

活性ラジカルが生成する.

(2)キャピティ界面:平均温度が約 19∞K と見積もられ

ており，熱分解反応が起こる 6)常温のバルク溶液が

周囲にあるため温度勾配がある.超臨界状態にある

ことも提案されている 7) またキャピテイ内から抜

け出てきた活性ラジカルとの反応も進行する.

(3)バルク溶液:常温の液相領域であり，キャピティ界

面から抜け出てきた活性ラジカルと溶質との反応が

起こる.ここでは放射線化学反応と類似の反応が進

行する.

超音波化学反応は通常の化学反応と比べて溶存する

ガスに著しく影響される.近藤ら川ま各種希ガス雰囲

気下で水の超音波分解反応を行い，その時生じるヒド

ロキシルラジカルの量を ESR法で調べている.生成量

は溶存ガスに依存し，Heく Neく ArくKrく Xeの順で

増加する.また，Didenkoら川まキャピテイ崩壊の際に

発光するソノルミネッセンス強度もラジカル生成量と

同様な溶存ガス依存性を示すことを明らかにしている.

これらの結果から，一般に熱伝導率の小さいガスを反

応雰囲気に用いれば，より高温のキャピティが生成す

ることが示唆される.また，ガスの比熱比(定圧比熱/

定積比熱)が大きいものほど崩壊キャピティの温度が

高くなることや，ガスの溶解量がキャピティの数など

に影響を与えることが分かつている.このように溶存

ガスはキャピテーション現象に大きく影響を与えるた

め，照射雰囲気の選択は超音波化学反応を行う上で重

要な因子となる.

3.環境科学への応用

超音波の誘起するキャピテーション現象は，有機環

境汚染物質の水溶液中での分解処理に利用でき，新し

い環境保全技術としての検討が試みられている.地下

水汚染物質として懸念され，発ガン性物質でもあるハ

ロカーボン類の分解処理が短時間で可能である 10) 例

えば，トリクロロエチレンの低漉度溶液(lOppm)に対

しては，約 10分の照射で 80%以上が完全分解される.

また，悪臭物質である 2・メチルイソボルネオールやジ

オスミン川や，芳香族化合物で毒性のあるペンタクロ

ロフェノールωやニトロフェノールωなどの分解処理

にも超音波は有効である.さらにオゾン層破壊物質と

して知られ，熱的化学的に非常に安定な各種フロン類

もほぼ完全に一酸化炭素，二酸化炭素，塩化物イオンお

よびフッ化物イオンに無機化できる 14)
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) ) ) 
CCIF2CCIF2 + 3H20→ 0.8C02 + 1.2C02+3HCI + 3HF 

Ar 

分解反応機構についてみてみると，気体や簿発性の

高い反応物(ハロカーボン，フロンなど)であれば，キャ

ピティ内での直接熱分解あるいは熱加水分解反応が進

行する.揮発性が低く疎水性の高い反応物(界面活性剤，

脂肪酸など)であれば，キャピティ界面にそれらの物質

が蓄積することによって熱分解されるか，あるいは水

の超音波分解から生成したヒドロキシルラジカルとの

反応が起こる.揮発性および疎水性が共に低い反応物

(酢酸，ピロガロールなど)であれば，主にバルク溶液中

で活性ラジカルとの反応が起こる.超音波キャピテー

ションの各反応場における分解能力は，キャピティ内

主キャピティ界面〉バルク溶液の順と考えられており，

反応物をキャピティ内あるいはその界面に効率良く集

めることが，分解速度の向上につながると考えられて

いる.

4.材料科学への応用

材料科学の分野では様々な新規機能性材料の調製

への応用として超音波は期待されている.近年， Suslick 

らωは通常生成困難である高純度アモルファス鉄粒子

の合成に成功したことを報告している.これは輝発性

の鉄カルポニル錯体を高温反応場である気泡内に導く

ことで効率良く熱分解させることと，さらにこの時生

成する鉄クラスターが周囲の溶媒によって 1010'C/秒

以上の速度で超急冷されることを利用している.

) ) ) 
Fe(CO) ，→熱分解→超急冷→アモルファス鉄

Ar 

このプロセスを応用することによって，ニッケル，モリ

プデンカーバイトなど様々なアモルファス金属や固溶

体の調製が可能である 16) さらに得られる金属材料は

優れた触媒活性や磁気的特性を示す.

一方，永田ら川ま水の熱分解によって生成する活性

ラジカルを銀イオンの還元反応に利用することによっ

て，非常に粒径の揃った銀ナノ微粒子が生成すること

を報告している.イソプロピルアルコールを含む水溶

液系では，次式の生成機構が提案されている.

) ) ) 
比O→・OH+・H

(CH3) 2CHOH+・OH(・H)→ (CH3)2COH + H20(H2) 

Ag+ + (CH3) 2COH→ Ag + (CH3) 2CO + Hφ 

n Ag→ (Ag)n 

放射線化学



本法により，パラジウム，白金，金，ロジウムなどのナノ

徴粒子山)をはじめ，金/パラジウム合金微粒子則やパ

ラジウムカーバイト固溶体微粒子初)の調製が可能であ

る.また，Grieserら21)はカドミウムイオンとチオールを

含む水溶液から硫化カドミウム半導体微粒子の調製に

成功している.一方，有機材料に関しては，水溶液中で

のラテックス粒子の合成却やベンゼン溶液中でのフ

ラーレンの合成制などが報告されている.

5.おわりに

ソノケミストリーに関する研究は，近年，非常に様々

な分野で行われている.本稿では一部の研究例しか述

べることができなかったが，超音波キャピテーション

' では，衝撃波，勢断力やマイクロジェット流などのメカ

ニカルな効果も発生し，これらはまたいろいろな化学

反応に影響を及ぼすことが知られている.これらの詳

細については総説14)を参照していただきたい.また，最

近では，シングルパプルソノルミネッセンスの研究に

おいて新事実が発見される紛など著しい研究の進展も

みられ，今後，より理論的にキャピテーション現象が明

らかにされるものと思われる.超音波の誘起する化学

反応が実用的に応用できるように発展していくことを

期待する. 
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イ副主玉目

ハロゲン化合物の解離性電子付着モデル

一般にハロゲン化合物の低エネルギー電子付着反応に

おいては次式で示されるような解離性電子付着が起こ

る.

e-+ RX→ RX-O

→ R + X-

ここで RXはハロゲン化合物，Xはハロゲン原子，RX-・

は不安定負イオンである.解離性電子付着における断

面積の形状と絶対値は概して図l(a)に示すようなポテ

ンシャルエネルギー曲線に基づいて説明されている II

対象分子がHBrや HClの場合は二次元のポテンシャル

曲線で良いが，CC14等の多原子分子ではそれ以上の次

元の曲面で考える必要がある.しかし，通常後者の場合

でも二原子分子として近似した取り扱いがなされてき

た2) これは解離チャンネル，すなわち CCl.を例に考え

ると，CChとCl-とになる過程が重要であるため，そ

の CChとCl-の核開距離に対してポテンシャルエネ

ルギーがどう変化するかを知ることが主眼であったか

らである.それゆえ解離性電子付着における断面積の

エネルギー依存性と絶対値は，二原子分子近似ポテン

シャルエネルギー曲線により中性分子のポテンシャル

エネルギー曲線と負イオンの反発(解離)ポテンシャル

エネルギー曲線の相対的位置関係により説明されてき

た.電子付着反応が起こるフランク ーコンドン領域近

傍での相対的位置関係は，断面積の極大のエネルギー

に相当する verticalenergy (Ev)と，中性分子と負イオン

のポテンシャルエネルギー曲線開の交点のエネルギー

に相当する活性化エネルギー (Ea)とにより決められ

ると考えられる.塩化メタン化合物の場合，断面積の極

大は CCl.(-0 eV)ぺCHC13(0.27 eV)ペCH2Cb(0.48 

eV)ペCH3Cl(0.80 eV)勺こあり，塩素原子数の減少と

福井工業大学 砂川武義・嶋森 洋

共に負イオンの曲線の相対的位置が上がる傾向を示す.

活性化エネルギーでも同様の傾向が見られる(上記の

化合物の場合についてそれぞれ〈ゲ， 139')， 3254)， 

5424)meV) .したがって塩素を含む化合物の場合，図 1

(a)の描像が非常に良くあてはまるとされてきた.これ

に対し，最近臭素を含む化合物では同じような説明が

できない実験結果が得られた，)臭化メタン化合物の

結果について見てみると，電子付着断面積は caBrが

0.38 eV6
)に極大持つことを除けば，他の全ての化合物

(CBr4， Cl也r3，CH~r2， CFBr3， CF~r3， CF3Br)の電 子

付着断面積はOeV付近に極大を示すことがわかった，)

CH3Brは活性化エネルギーが247meV4)であるため，高

エネルギ一部に負イオンの曲線が位置すると考える.

それ以外の臭化メタン化合物の場合，負イオン曲線の

位置は中性分子のポテンシャル曲線の平衡核問距離付

近即ち OeV付近で交差すると考えるしかない，)しか

し，活性化エネルギーのデータはそれぞれ CHBr3(8.7 

meV) ペ CH~r2(52meV) ぺ CFBr3(48meV)ぺCF3Br (80 

meV) 8)であり，0eV以上のエネルギーで交差すること

を示唆している.このような傾向はヨウ化メタン化合

物においても同様に見られる.即ち CF3I，caIは共に

OeV付近に極大を示す"のに対し，2710
)，48ωmeVの活

性化エネルギーを持っている.これらの化合物では，

Ev=Oと Ea>Oの両方のエネルギー関係を満たす解離

性の曲線を描くことはできず，二原子分子近似ポテン

シャル曲線が不適当であることがわかる.

実際，多原子分子系での中性分子と負イオン状態のポ

テンシャルエネルギーはこのような単純なものでは表

せず，多次元のポテンシャル曲面を用いなければなら

A model for diss∞iative electron attachment to halogen-containing compounds 

Takeyoshi Sunagawa釦 dHiroshi Shimamori 

Fukui Institute of Technology 
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ない.したがって単一の C-x-結合への遷移ではなくハ

ロゲンを含む原子群全体で決まるようなポテンシャル

エネルギー曲面への遷移という観点が必要であろう.

しかし，多次元のポテンシャル曲面を描くことは困難

なので，ここで図 1(b)に示すようなポテンシャル曲線

を用いて CHBr3の電子付着反応について考えてみる.

最初に H(CBr3)ー負イオンに相当するポテンシャルエ

ネルギー曲面へ遷移し，その後三つの C-Br結合のー

(a) 

民
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百
羽
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‘
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Inlemuclear Dls也nce

(b) 

~1 ・
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@ 
c 
凶
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t ~ 色。

Q1 Q2 

図1(8) ハロゲン化合物 RXのポテンシャルエネル

ギー曲線と負イオン RX-
O

の反発(解離)ポテンシャル

エネルギー曲線、Evはverticalene昭y、Eaは活性化エ

ネルギーを示す。

図 1(b) CHBr3のポテンシャルエネルギー曲線(実線)

とH(CBr3)ーのポテンシャルエネルギー曲線(点線)、解

離ポテンシャルエネルギー曲線(実線)を示す。ここで

QlはCHBr3とH(CBr3)一それぞれの多次元内部座標を

意味し、~は CHBrrBr -間距離に対応する 。
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つに電子が移り解離するという一種の前期解離過程の

ようになると考えてみる.Adamsら11)による測定で

CChラジカルに電子付着しやすいことが指摘されて

いることから，CBr3部が非常に電子を捕獲しやすいと

予想されるからである.この場合，活性化エネルギー

は H(CBr3)ー負イオン状態に相当するポテンシャルエ

ネルギー曲面と Bt生成に対応する曲線との重なり合

うエネルギーに相当すると考える.また，CHBr3のo
eV付近の電子付着断面積は， H(CBr3)ーのポテンシャ

ルエネルギー曲面への遷移を反映していると考えられ

る.このような取り扱いは CFBr3に関しても適用でき

ると予想される.さらにこの考えを拡張すると， 0eV

付近に電子付着断面積の極大を持ち，なおかつ活性化

エネルギーを持つような電子付着過程に対してはいず

れもこのような説明が可能であろう.

従来，多原子分子を対象にした電子付着反応の取り扱

いは二原子分子的に取り扱うことにより反応過程の理

解を容易にしてきた.しかし，この考え方は塩化メタン

等の特定の化合物においては有用であったが，臭素や

ヨウ素を含む化合物に対しては適用できないと結論さ

れよう.塩素に比べて臭素やヨウ素では電子親和力が

若干減少するのに対し，分極率および電子雲の広がり

がかなり大きくなってくる.そこで，後者の場合，単一

ハロゲン原子と炭素原子とのローカルな σ.結合への

電子付着よりも原子群で決まるより非局在化した分子

軌道への付着の確率が高くなると定性的には予想され

る.このような性質の変化について， ab initio計算等の

別のアプローチにより定量的に実証されることを期待

したい.
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コヒーレント分光の最近の話題

フェムト秒レーザーを用いた時間分解分光が，長足

の進歩を遂げてきているメ従来は「ピコ秒分光では，ピ

コ秒の化学反応が観測可能になるjという単純な図式

があったが，多くの重要な化学反応は rateにして，ピコ

秒より遅い時間領域に起こることがほとんどで，フェ

ムト秒分光では量子統計力学や散逸構造論での理解が

必要なf緩和過程Jに属する現象をもっぱら観測するこ

とになる.緩和過程の研究は，揺動散逸定理2)の提出を

はじめとして，磁気共鳴の分野J)で理論，実験ともに大

きな発展を遂げたが，その本質的な内容は， popularに

普及することの難しい内容である.

しかし，この緩和過程は，実は物質の高速のダイナミ

クスを支配している重要な因子である.例えば光合成

中心では数 psで 17Aの距離の電荷分離が起こる 4)が，

この長距離電子移動がなぜこれほど速く不可逆的に進

行するかは，その数psより速い時間領域に属する下位

の緩和過程を精査することにより理解できるはずであ

る.光合成中心の電荷分離は pigment間の電子のやり

とりとして観測可能であり，顕在化するわけであるが，

その pigmentの静的な構造をいくら調べても間接的な

傾向を読むことしかできず，それを囲むタンパク骨格

がフェムト秒時間領域でどう緩和するかが，高速反応

の直接の要因であると考えるべきである.こういった

超分子的な相互作用が重要な役割を果たすシステムに

限れば，化学反応をあるエネルギー固有値を持つ状態

間相互の移動としてモデル化し，速度定数を決めて満

足するのは，もう時代遅れなのかもしれない.

初等的な量子化学の表現を用いて恐縮だが，ある化

学種のある stateはエネルギー固有値E とそれに対応
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する波動関数の空間部分伊に結びつけられる.伊は，変

数分離した時間を含まない Schrodinger方程式

fi伊=E伊 (1 )

の解で，例えば分子軌道法は，この空間部分の取り扱い

に終始するわけである.この stateがエネルギー Eにと

どまるとすると，時間部分を含んだ Schrodinger方程式

の解ψは，量子力学的波動(分子内振動と区別するため

に本稿では波動と呼ぶ)部分を乗じた形

ψ=exp(-iIIt/h)伊 (2)

になる.この波動する系(分子)が多数個集まると，波動

の位相の揃ったコヒーレント状態と位相がランダムな

インコヒーレント状態を密度行列法を用いて考えなく

てはならない 3) 外部と接触した系では，たとえ平均的

に一つの Eに留まったとしても，溶媒やタンパクの骨

格などの外部系によって引き起こされる， Eの揺らぎ

により常に集団の位相が乱れて均一化する方向に不可

逆的に進む(揺動散逸定理).これを位相緩和，または横

緩和という.これは，磁気共鳴の分野で Bloch方程式6)

を通じて普及した Stochasticモデル1)による解釈である

が，パルス NMRやパルス EPRが存在しない時代には，

スペクトルの線幅を計る地味なアプローチが，この横

緩和現象を探る手だてであった.

leVの励起エネルギーはおよそ 4fsの時間に対応す

るので，電子励起状態の波動関数そのものの横緩和は

現状では観測不可能だが，分子振動，回転状態の波動関

数については十分観測可能である.実際，フェムト秒

レーザー励起の共鳴過程やラマン過程で作られる振動

状態や配向状態は均一でなく，ある位相(振動の位相，

偏光に支配される配向Hこ偏った状態であり，それが均

Tel:048-462-1111 ex.3656 F似 :048・462-4668， E-M創l:kushida@postman.riken.go.jp
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ーになる位相緩和を追跡することができる.

光合成中心に話を戻そう.その高速の電荷分離過程

のエネルギーギャップは Marcusのプロットの頂点付

近に位置し，熱的な活性化エネルギーが存在しない状

態に(おそらく進化によって)調整されていることが多

いので，電荷分離過程は熱励起でなく，むしろ励起状態

の位相緩和や散逸が律速になる.極低温中で測定した

過渡吸収や過渡蛍光に現れた量子ビート 8)を見ると，

横緩和が反応の不可逆性を支配している様子の一端を

知ることができる 9) このような共鳴光吸収では，電子

励起とともにフランク=コンドン励起で偏った振動状

態ができるが，その位相がランダムになっていく様子

には，分子内振動と，電荷分離状態への状態遷移の両方

のビートが複雑に絡み合ってくる.実際の室温の測定

などでは，寿命が振動周期より短くなってピートの見

えないOverDamμd過程になることが多いが，いずれ

にしろ，この減衰過程は，タンパク質の骨格などの揺ら

ぎやその中へのエネルギーの散逸に起因し，速い電荷

分離機構と密接な関係にある.

フェムト秒パルスでは不確定性原理で規定されるエ

ネルギー幅が数日除m-1になるので，そのパルス内の2

つの光子で，高効率のラマン過程を simultaneousに励

起することが容易である 10) 追って導入するフェムト

秒のプロープ光の偏光変化を観測する光 Kerr効果

(OKE)測定は，4波混合のひとつで振動励起状態の縦

横の緩和過程を観測する有効な方法である.この方法

は，ヘテロダイン観測で高い S/Nの測定ができる川.

その他にn光波混合と一括して称されてきたものに

も類似の情報を得ることのできる測定方法がある.そ

の中でも ISRSω(Impulsive Stimulated Raman 

Scattering : 4光波混合である過渡回折格子分光の一種)， 

ラマンエコ }ω(6あるいは 8光波混合)など振動励起

状態に関わる 4光波以上の高次の測定も今 Hotな話題

であり，より hybridな方向に展開しているが，ここでは

文献をあげるにとどめる 1へ
凝縮相での OKEの測定データをフーリエ変換する

と，低振動数領域のラマンスペクトルと比較できる.

l00cm -1以下の掻動モードについては，振動周期が長

いので Over-Damped状態になることが多いうえ，ラマ

ンスペクトル(周波数領域測定)と OKE(時間領域測

定)ともに測定が困難な領域である.すなわちラマンで

は l∞cm-1以下の低振動領域でレーリ一散乱の影響が

大きく ，OKEではピーク値に対して 3桁以上小さい

Decayの裾を正確に測定しなければならない.しかし，

特に液体系ではLiberationや水素結合，分子間モードな

38 

どが存在する重要な領域でもある.

Kramers-Kronig理論ωが直感的に保証するところに

よれば，2つの測定はフーリエ変換で結びつくはずで

あるが，どちらも純粋な振動励起状態に由来する非線

形感受率以外の観測量を含んでいるので，数値処理で

そういった成分を取り除く必要がある.具体的に述べ

るとラマンスペクトルでの Bose-Einstein因子は，xス

ペクトルと呼ばれる純粋な複素数成分スペクトルに数

値的に変換して除去される 16) 一方 OKEの裾に重なっ

ている配向緩和の寄与(非線形感受率の実数成分)も適

当な関数を当てはめて除去する必要があるべ最近で

は小さな分子である水についての研究例ω，その後筆

者らの関わった比較的大きな分子での配向緩和の影響

の解析ぺ Under-DampedModeのビートの解析刻では，

特に低振動領域で必ずしも両測定の結果が一致すると

は限らないことが示された.また周波数，時間領域双方

で古典的な誘電緩和理論に基づいた理論式附や2状態

理論などに基づいた理論式での説明 16，川 2)が可能であ

るが，この両理論とも必ずしも実験結果を正しく再現

しないようである.

同様の 2元測定で理解できる最近の話題として，化

合物半導体の表面反射率の時間変化に現れるコヒーレ

ントフォノンのダイナミクス観測がある.この系の

LO (Longiωdinal-Optical)フォノンは主にラマンスペ

クトルで観測されてきたお)が， 1990年にこの時間領域

の信号にあたる明瞭なピートを示すコヒーレントフォ

ノンが， Kurzらによって，フェムト秒過渡反射率測定

に見いだされ"に彼らのグループを中心に精力的な研

究が進められてきたおこの時間領域測定は，ラマンの

線幅でかろうじて議論されてきたフォノンの緩和過程

の細かい情報を得ることのできる測定方法である.放

射線化学では，イオンビーム照射後の化合物半導体の

フォノン緩和は，照射によって創生された格子欠陥に

よる散乱や，自由行程の短縮などによって議論されて

きたあ従来はラマンの線幅測定が中心であったが，時

間領域の明瞭な信号が得られることにより詳しい解析

が可能で，現在筆者らのグループでも研究が進行中で

ある.また，ドープおよび励起キャリア密度の高い試料

での LOフォノン以外のピート信号(フォノン ープラ

ズモン結合モード制，キャリアおよびスピン集団運動

の揺らぎ叩)の発見も報告され，イオンビーム照射中の

初期過程解析の可能性も出てきた.

様々な新しい測定方法のオンパレードが一段落し，

コヒーレント分光は充実期を迎えたようだ.そして物

質のどのような性質を明らかにするかという問題意識

放射線化学



に基づいた測定が数多く見られるようになった.コ

ヒーレント分光としての NMRの先進性，多様性川こは

まだ速いが，振動分光も同様な発展を遂げるだろう.

回折光学系でいったん周波数領域に展開したプロ

フィールを液晶 NDフィルタで整形し，再圧縮してピ

コ秒時間領域のレーザーパルス列を作ることができる

ようになった紛.例えば，このシェーピング技術により

容易に作られるようになったピコ秒パルス列の多段階

振動励起過程への応用も今後十分期待できる.
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一つEZ盟圏直..  

エアランゲン大学/応用物理学講座を中心に

日本原子力研究所高崎研究所材料開発部 伊藤 久 義

エアランゲン大学正式には Friedrich-Alexander-

Universitat Erlangen-Numbergといいます.エアランゲ

ンはドイツ南部バイエルン州の中央部に位置する人口

約 10万人の小さな市です.大学名にも見られますよう

に，ニュールンベルク(人口約 50万)は隣市で，大学の

一部(経済・社会科学部，教育学部)はそちらにもありま

す.創立は 1743年ですから約250年の伝統があり，現在

のところ教授約 5∞人を含めて常勤スタッフが約 1万

人，学生数は約2万5千人です.また，ここはオームの法

則で有名な Ohmが生まれ育った土地であり，rエレク

トロニクス発祥の地Jと呼ばれてもいるそうです.もち

ろんエアランゲン大学は総合大学ですから，人文系，理

工系，医学系の様々な学部があります.人文系学部と大

学病院を有する医学部は市街地に学舎を構えています

が，理工系学部は，日本と同様，中心街から周辺部に移

転しており，私の通っています応用物理学科も 7年ほ

ど前に郊外に移転したそうです.

応用物理学講座では，Schulz教授を筆頭に，Helbig教

授，Pensl教授が学生の指導をしており，各教授が7，8

人の学生の面倒を見ておられます.Schulz教授はシリ

コンを主な研究対象材料とされており，ショットキー

障壁の精密測定，電子捕獲・放出現象解析，金属.酸化

膜.半導体(MOS)界面の単一欠陥分析等の基礎研究を

実施されている一方，産学官で進められている太陽電

池プロジェクト，赤外線センサーアレーの開発にも責

任者として関係され，非常にご多忙な日程を精力的に

こなされています.Helbig教授と Pensl教授は，化合物

半導体，特にシリコンカーパイド(SiC)半導体を中心に

研究を進められています.研究内容としては，SiC単結

晶の成長過程や酸化過程の解明，SiCヘテロ接合形成

と評価，キャリア輸送現象の分析，不純物及び欠陥の電

子状態解析等が挙げられます.基礎研究の他にも，

Pensl教授はイオン注入等のプロセス技術の研究にも

力を注がれており，またHelbig教授はデバイス構造，微

細化技術に精通されているため，応用研究分野でも着

実な成果が挙げられています.
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私が研究の対象としているのは後者のSiC半導体で，

現在 Pensl教授のもとイオン注入不純物の電気的活性

化率の向上に関する仕事を進めています.SiCはワイ

ドバンドギャップ半導体で，n型と p型両方の電気伝導

型が作製できます.また，優れた耐熱性と電気特性を有

することから，パワー素子や高周波素子への応用が期

待され，且つ耐環境性(耐熱性，耐放射線性)素子材料と

しても有望視されています.最近では SiC素子実用化

に向けた研究が世界中で活発に行われているという状

況です.

実験施設としては，結晶成長装置としての Lely炉，

化学気相成長(CVD)炉，分子線エピタキシー (MBE)装

置が有り，数名の学生がSiC結晶の育成に関する実験

をしています.独自の研究を行うため，自作のコンポー

ネントも多く，改造も加えており，見てくれは良くあり

ませんが，性能としては非常に良い状態を維持してい

ます.不純物導入や素子構造の形成に用いる 4肱 Vイ

オン注入装置，アニール炉，酸化炉，真空蒸着装置，反応

性イオンエッチイング(悶E)装置等は共用です.イオ

ン注入装置を除いては，学生が自分遣で管理している

ようです.4∞kV加速器の他にも 2MVファンデグラー

フ加速器が設置されており，高エネルギーイオン注入

とラザフォード後方散乱(RBS)測定に主に使われてい

ます.これらの加速器の運転，維持はふたりのエンジニ

アが担当しており，イオン注入の実施等は，試料と実験

条件を提示し依頼すれば良いことになっています.も

ちろん半導体の評価に用いる電気，光学測定装置等も

充実しています.装置自体は新しいものではありませ

んが，これらも自分遣で工夫と改造を重ねてあり，使い

易い状態になっています.

周辺環境としては，学科ごとにメカニカルワーク

ショップとエレクトリカルワークショップがあり，数

人のエンジニア(若い人が多い)が，注文に応えて工作

に当ってくれます.また，加速器以外にも，半導体材料

の加工を担当してくれるスタッフや液体ヘリウム回収

製造施設にも専任の担当者がいて，依頼すると迅速に

放射線化学



対応してくれます.こういった充実した周辺環境は，日

本とは異なり，外国の研究機関では当り前のことのよ

うに思われます.反面，こういったスタッフが長期(3

週間程度)休暇に入ってしまうと，その閉その人の担当

装置は止まっていまいます.それでも，長期休暇は当り

前の図柄ですから，皆特に気にならないようです.この

辺は日本人の私としては慣れていないところです.先

日イオン注入を担当されている Rosch氏が長期休暇を

とられた際は，直前まで私はそれを知らずにいたため

慌ててしまい，休暇間際にだいぶ無理を聞いていただ

きました.

毎週月曜午後3時半からは定例のセミナーが聞かれ，

大学院学生，他教室の研究員，招待者等の研究発表が行

' われます私も一度発表の機会を頂き，原研で進めてき

た研究の成果を話させていただきました.このセミ

ナーには，コーヒー，紅茶と数種類のケーキがでるので，

学生の出席率は極めて高くなっています.当然ながら，

早く行かないと売れ行きのよいケーキはなくなってし

まいますので，私もなるべく 3時半ちょうどには席に

着くようにしています.定期的なセミナー以外にも，招

待客による臨時セミナーも聞かれます.本講座におけ

る半導体研究の高い評価に加え，地の理も良いため，ド

イツ圏内はもとよりフランス等の近隣国の研究者との

交流は頻繁に行われています.このセミナーでデバイ

スに近い講演が行われる場合などは，工学系の教職員，

学生やエアランゲンにある Siemens社の研究員も聞き

に来ています.

学生の進路に目を向けますと，最近は物理関係の学

生，特に博士号取得者の就職は楽観的ではないそうで

す.外国に職を得る場合も多く，実際私の滞在している

. この半年の聞にふたりの学位取得者が米国とスイスの

第 64号(1997) 

企業に就職しています.こういった現状を反映してか，

最近は自然科学系学部に入学する学生数が減少してい

るそうです.Helbig教授は，今年の入学者は応用物理

学科では 6年前の半分以下で，この傾向は電子工学科，

物理化学科をはじめ多くの理系学科でみられることを

説明され，明日の科学技術を担うべき若い世代の理科

離れを心底心配なさっておられました.

それでも当の学生達は元気です.学生達が夜遅くま

で実験するということはそれほど多くありません.彼

等は実験を時間的にも精神的にも集中して進めている

ようです.また，学生が学位を取得した時，就職が決定

した時，誕生日を迎えた時とかには談話室で小パー

ティが聞かれます.この際は嬉しい本人が食べ物，飲み

物をふるまうことになっています.パーティはだいた

いお昼頃に開かれ，ビール，ワインはもちろんハム，

ソーセージ類もたんまりとテープルの上に並べられ，

ワイワイ，ガヤガヤと楽しい時間を過ごしています.こ

の談話室には，天井から半分に切られたネクタイが飾

られています.博士号取得者が審査の時に着用してい

たネクタイを首の下で切って吊り下げていくのが伝統

らしいです.数えてみると現在 43本.講座移転後に巣

立った博士数に対応しています.小パーテイがない時

は，大方の学生はメンザ(学生食堂)で昼食をとってい

ます.5マルク程度で食事ができ，彼等はよく食べます.

スポーツとしては，やはりサッカーとテニスが盛んで，

夕方ジョギングしている学生も少なくありません.中

には野球をしているという変わり者もいます.こう

いった元気な学生達を見ていると，こちらも活力が湧

いてきますし，まだまだこの国の高い水準にある科学

技術も継承され，発展していくように思えます.
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.ニ ュ ース .

日本化学会第 72春季年会報告

日本化学会春季年会が平成 9 年 3 月 27 日~ 30日，

立教大学において開催された.現在放射線化学から限

りなく離れた分野で仕事をしている事情で，放射線化

学関係のセッションに真面目に参加するのは久しぶり.

もし見当外れな事を書いていたら御許し下さい.

今回の年会プログラムには「放射線化学jと名付けら

れたセッション名がない.基礎的分野に限っても放射

線化学分野の発表が一番多く集まっているのが「パル

スラジオリシスjであり，その他の発表は例えば「マト

リックスJr気相反応j或いは「電子移動jなどのセッ

ションに分散されて発表されているように感じた.そ

れぞれの興味の対象が放射線化学という言葉では括れ

なくなってきているのだろうか?28日に聞かれた理

事会でも名称変更についての話題が出ていた.一昔前

と比べて状況は徐々に変化しているようだ.

その「パルスラジオリシスjセッション(全 7件，30

日)では久々に放射線化学の最近の話題を聞くことが

できた.最初の講演は励起 Ne，Ar原子一分子衝突によ

るイオン化効率の研究(4C225，吉田ら(福井大工)) . 

パルスラジオリシス・マイクロ波空洞法を用いて，ペニ

ングイオン化過程で生成する電子を直接観測して励起

Ne原子の脱励起過程を調べる実験.純 Ne系，Ne-Ar系，

Neに簡単な 2原子分子(NO，02， N2， CO)を加えた系

についてそれぞれ2次電子濃度を測定し，そこからイ

オン化効率を求め，およそ0.9前後の値になることを示

した.また励起Arの脱励起によるイオン化効率の値は

これに比べて 0.2~ 0.3程度しかないことが分かつた.

光学的許容 Ne原子(lP.)の衝突脱励起過程の研究

(4C226，福地ら(東工大理他)) .これまで測定例のな

い光学的許容状態にある Ne{lP.)のAr， Kr， Xeによる

脱励起断面積を実験的に決定し， Watanabe-katsuura理

論やその他のモデル計算結果と比較した.実験で得ら

れた脱励起断面積の主たる過程はペニングイオン化で

あること，また実験的に求められた Ne{lP.)の脱励起断

面積が例えば別の光学的許容状態である Ne{lP.)に比

べて約 5倍大きいことを述べ，その理由として光学的

振動子強度の違いをあげていた.モデル計算に具体的

にどう反映されているのかを分かり易く説明して欲し

かった.

高濃度 Xe媒体中の電子一正イオン再結合の研究

42 

(4C227，小森ら(東工大理他)).高密度 Xe中での電子

一イオン再結合の速度定数kcを電場の強さの関数とし

て測定し，拡散律速を仮定した Debyeの式(ko)と比較

した実験.低電場領域では koと良く一致するが，電場

を強くすると kc<<koとなる.実験データがより洗練さ

れたものになっていく様子が良く分かつた.

ジフェニルアルカンによる放射線保護効果ーパルス

ラジオリシス法による検討-(4C2 28，大川ら(阪大

工)) .ナノ秒パルスラジオリシスを用いて液体n-アル

カンにジフェニルアルカンを加えた系での放射線保護

効果を調べた実験.過渡吸収スペクトルの変化を追跡

した結果，hole-scavengerとelectron-scavengerの両方の

役割を果たせるものが保護剤として有用であるとの結

論を得た.素人目にはもう少し詳しい反応速度論的な

考察があっても良いような気がした.hole移動や電子

移動の過程が直接見えればと思ったが，残念ながらこ

のシステムの時間分解能ではそれらの過程は速すぎて

見えない.ジアニシルアルカンのラジカルカチオンの

炭素-水素結合開裂反応(4C229，丸山ら(阪大産研)) . 

芳香族化合物イオン(An-CH2・An及びAn・(CH2)γAn，

An=4・CH30・CH.)の放射線化学反応で生成したジアニ

シルアルカンラジカルカチオンの炭素ー水素結合開裂

反応について調べた研究.過渡吸収の測定から二つの

系における反応機構の違いか議論された.

本セッションの最後の 2件は新しく完成したフェム

ト秒レーザ一同期法によるピコ秒パルスラジオリシス

のシステムの説明(4C231，吉田ら(阪大産研))とその

システムを使用した実験例としてのアルカンの放射線

化学初期過程研究についての報告(4C230，三木ら(阪

大産研他)) .ピコ秒電子パルスとフェムト秒レーザー

の同期が可能となったこと，フェーズシフターを使用

して電子線パルスとレーザーパルスの時間間隔を制御

できるようになったこと，SHG(第2高調波)やOPO(パ

ラメトリック発振)を利用すれば約 25伽m~2μm ま

でのレーザ一光を使用できることなどがシステム説明

の中で紹介された.近い将来広い波長領域での過渡吸

収測定もこのシステムで行えるとの事なので，これか

らの実験成果が非常に期待される.

(都立大理鈴木信三)

放射線化学
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日本化学会第 72春季年会報告

二日目の 3月28日の口頭発表は，放射線化学に関連

する研究として，気相反応に関する一般講演 25件と依

頼講演1件，それにマトリックス関係の一般講演7件が

あった.午前の最初に酸素原子と HNO，NH3，飽和炭化

水素との気相反応の速度定数や生成物の内部エネル

ギー分布の測定に関する研究が，鷲田(環境研)，小尾

(東工大)，山崎(新潟大)グループにより報告された.次

にハロメタン，CO， N20， S02， Si2&の紫外レーザや放射

' 光を用いた光分解過程での生成物の分岐比や内部並

進エネルギ一分布の決定，それに超励起状態の緩和過

程に関する研究が横山(原研東海)，鏡野(東工大)，梅本

(北陸先端大)，越(東大)，山内(東大)グループにより報

告された.これらの光分解に関する一般講演の聞に見

附孝一郎氏(分子研)が「超励起分子の解離反応ダイナ

ミックスjという演題で依頼講演を行った.内容は放射

光を用いた OCS+の2次元光電子スベクトルに関する

最新の研究報告で，光電子スペクトルの励起波長依存

性を測定することにより，OCSのお σリュドベリ状態

のイオン化と正負イオン対や蛍光，非蛍光種への中性

解離過程の量子収率が決定されることが報告され，活

発な議論があった.

午後の最初に宮崎(名大)グループの低温マトリック

ス中でのトンネル反応と中田(農工大)グループの希ガ

スマトリックス中でのファンデルワールス会合体の光

化学ダイナミックスに関する報告があり，特に中田グ

ループからは連続4件とこのセッションでは最大の

発表が行われた.その後，気相反応の研究発表に戻り ，

石川ら(京工繊大)がMo(CO)6のレーザ誘起プラズマ

で観測される遅い Mo*の発光がMo+/e-/Ar三体再結

合過程で生成することを報告し，辻ら(九大)が He2+

/CF6-中和反応で生成する He2*の電子状態分布の測

定結果を報告した.再結合反応は放射線初期過程とし

て重要であるが，その素過程には不明な点が多く ，この

ような研究から放電プラズマやレーザ誘起プラズマ中

での再結合過程に関する基礎データを蓄積することが
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素過程の解明にはまず必要であろう .次に徳江(新潟

大)，大野(東北大)グループが準安定 He(23S)原子衝突

による MCl.(M=Si， Ti， Ge) ， BrCNペニングイオン化の

発光法による研究を報告し，最後に小谷野(姫工大)グ

ル}プが2価イオンやクラスターイオンの衝突誘起解

離に関する報告を行った.

上記のように 28日の口頭発表の内容は，ほとんど実

験研究で，理論研究は山内(東大)グループの S02の高

振動状態に関する代数アプローチと振動力場法に用い

た解析，近藤(物質研)グループのホスフインの燃焼素

反応の Abinitio解析，それに中川ら (都立アイソトープ

研)のハロゲン化ベンゼン負イオンの生成反応の分子

軌道法による解析の 3件のみであった.筆者は最近，負

イオンの構造と反応に興味があり，最後の講演に特に

興味があった.表が細かくて計算結果が見にくかった

が，正イオンと比較して研究が遅れている負イオンの

構造と反応に関する研究が，このような理論計算でど

こまで解明できるか今後の研究に期待が持たれた.

筆者は，二日目の講演の全部を聞いたわけではない

が，参加者数は昼食休憩前後の講演がピークで，狭い会

場に入れない状態であったが，午後になると次第に減

少し，講演の最後ではピーク時の半分程度になった.そ

れでも講演後の議論は，最近，特に議論が低調な分子構

造討論会での素反応過程の口頭発表と比較して活発に

思えた.今回，筆者らは放射線化学での講演を希望した

が，講演分類の見直しのためか気相反応のセッション

での発表となった.いずれにしても年会の物理化学の

分類で放射線という名前が消えることは放射線化学の

分野にとって好ましいことではなかろう.今後，放射線

化学の分野の活性化のためには，若者を引き付けるよ

うな魅力あるテーマの発掘が望まれる.講演を聞きな

がら，この分野でのプレイクスルーと新しい若手グ

ループの出現を期待した.

(九大機能研・総理工 辻 正治)
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第 2固 IRaPに参加して

第 2回 IRaP(Intemationa1 Symposium on Ionizing 

Radiation and Polymers)は，2年前の初回と同様，フラン

ス原子力庁， 1A E A等が共催して，フランス領ガド

ループにおいて開催された.ここは，北アメリカ大陸と

南アメリカ大陸の間のカリプ海に浮かぶ列島の一つで，

プエルトリコのやや南の北緯 16
0

の熱帯に位置して

いる.会議は 11月に開催されたのだが，まるで日本の

真夏のような気候だった.

このシンポジウムの目的は，高分子への放射線の照

射効果に関する研究，具体的には， γ線，電子線，イオン

ピームの他に，レーザーピームも含めた放射線のもた

らす高分子中での基礎的反応過程，高分子の改質効果，

照射利用技術などを，化学反応の面のみならず物理的

現象にも重点をおいて討論することであった.そう

いった主催者側の意図もあってか，参加者の約半数は

放射線高分子化学の研究者であったが，多数の放射線

物理の研究者や加速器の専門家も見受けられた.また，

放射線とは無縁の高分子の研究者も招待講演者に名を

連ねていた.その点では，学際的な研究交流の場を提供

することも，このシンポジウムの一つの狙いであった

ようだ.

キーノートレクチャーとしては，結晶性高分子

(Lotz-フランス CNRS)，高分子の照射効果(Clough-

アメリカ S釦 dia)，放射線プロセッシング(町-1 A E 

A)，リソグラフィー (Ngo・フランス CE A)の4件が

あった.ロッツ氏の話は，ポリエチレンを例にあげ，結

晶学の基礎に関する解説であった.クラフ氏は，高分子

に対する照射における酸素の影響，線量率効果，促進劣

化などについて，町氏は， 1AEAの活動状況や，最近

の我が国における研究成果のいくつかについて講演し

た.ゴー氏は，半導体のリソグラフィーにおいて，光， X
線，電子線，イオンビーム等による解像度，処理速度の

定量的な比較結果を中心に解説した.

一般講演では，高分子に対するイオンスパッタリン

グやレーザーアプレーションなどの照射効果，イオン

ピームやγ線照射によるグラフト反応を利用した高分

子への機能性の付与，TOF/SIMSなどによる高分子の

機器分析等，多岐にわたる話題が提供された.私には，

イオンピーム照射による高分子でのナノサイズのスト

ラクチャーの生成や，トラック内の化学変化を利用し
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た導波管への応用に関するものなとeが興味深かった.

私は，第 1日目に「イオンピームを利用した環境応答

性多孔膜の作製Jと題して口頭発表した.これは，ドイ

ツ重イオン研究所との共同研究の成果で，イオンビー

ムから高分子へのエネルギー移動とその後のエッチン

グによる孔の形成との聞に相関関係を得たこと，得ら

れた孔の化学修飾により温度応答性のある多孔膜を作

製したこと，および物質の選択分離へ応用したことを

紹介した.もう 一つの発表「人工血液の開発を目的とし

た不飽和リン脂質の放射線重合Jについては，ポスター

で報告した.

第2日目と 4日目には，合計4つの円卓会議が催され

た.題目は次のとおりである.

.Irradiation and new materia1s， 

. Dose rate and non linear e仔ects，

・Newcharacterization techniques， 

. What is aging ? Are there still problems to be solved ? 

私は「照射と新材料Jのセッションで他の 2人とともに

モデレータ一役を勤めた.新材料の開発において放射

線法が有利かという点が最大の論点であったが，現に，

キュアリングプロセスのように放射線法が幅広く応用

されている分野もあるので，今後も見通しは明るい，と

いうのが多くの出席者の意見であった.

今回の参加者数は73名で，前回より 40名ほど少なく，

日本からの参加者は私のみだった.冒頭に記したよう

に，2回続けて同じ場所で開催されたので，前回参加さ

れた方の中には遠慮された方も多かったものと思われ

る.また，フランス領の西インド諸島のー小島で開催す

るということには，バカンス的要素もないではなかっ

た.それを毛嫌いされた向もいらっしゃったであろう.

しかし，ホテルの窓から見る大西洋の眺めは，まことに

雄大であり，夜空に見える星は，日本にいてはまず見ら

れない美しきであった.また，昼食後には，プライベー

トピーチで海水浴を楽しみ，会議の疲れを癒すことが

できた.私自身は，このようなめりはりの利いた会議の

やり方もよいのではないかと考える.次回は大陸に場

所を移すことになった.事務局の発表では，ドイツのラ

イプチッヒ大が開催を引き受けたとのことである.多

数参加されることを期待したい.

(原研高崎 大道英樹)

放射線化学
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ミラー会議報告

ロンドン大英博物館近くのユーストン駅から 3時間

ほど列車にゆられ，オクスンホルムでローカル線に乗

り換え約30分の終点がボウネスです.ボウネスは湖水

地方に位置し，大小様々な湖が点在しています.ミラー

会議は，ここポウネスで(正確には Bowness-on-

Windermere) 3月22~ 27日の間行われました.今回で

20回目となるこの会議のオーガナイザーは Peter

O'NeillとAnneJonsonで，会場の HydroHotelが貸し切

. り状態となる総勢 1∞名ほどの参加者がありました

日本からは，藤田先生(東アジア大)，平出博士(原研，現

在は ChalmersUniv， Sweden)，片山先生(元北大)，勝村

先生(東大)，西川先生(元東大)の参加がありました.手

元の資料によると， 1958年2月に N.MillerとR.

Robertsが英国版ゴードン会議を行おうと互いに同意

したのがミラー会議の始まりで，不幸にも N.Millerは

1958年5月に亡くなりましたが，その後 F.S. Dainton 

とE.Collinsonが加わって第 l回目の会議が 1959年4

月にウエールズ地方で行われたとあります.ポウネス

でミラー会議が行われるようになったのは 1981年か

らで，その後はヨーロッパの何処かで行った後，再びボ

ウネスで行うといった繰り返しになっているようです.

会議の進行はゴードン会議とほぼ同じで，午前中に

口頭発表，午後は自由，夕食後また口頭発表というプロ

グラムでしたが，少し異なるのは，ポスター発表は昼食

前の 1時間だけで，少し時聞が足りないと感じました.

議論したい人は，昼食後の自由時間にどうぞという主

旨だと思いますが，個人的には，ビール片手にポスター

の説明を聞く(茶々を入れる?)ゴードン会議のスタイ

ルが性に合っているなと感じました.

初日は Buxton(Leeds) ，勝村先生による環境化学に

関連するラジカル反応のセッションから始まりまし

た.2日目午前は，放射線化学の初期化過程に関する

セッション (Koppenol(ETH Zentrum) ， Bartels (Argonne) ， 

Siebbeles (Interfaculty Reactor Institute) )で，水和電子の

初期収量に関し，実験と計算がうまくカップリングし

た研究と感じました.古くからある問題ですが，未だに

議論が活発で，この種の問題の奥の深さと難しさを認

識しました.数人のヤングサイエンテイスト(学生)に

よる口頭発表セッションが2日目夜にあり，日本と同

じ様な状況を感じました.つまり，女性発表者はとても
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一個人的な感想-

元気があり，質問にもはっきりと返答するのに対し，一

方の男性陣はどうもはっきりしない発表・返答という

状況で，終いには指導教授が代わりに答えるという場

面もありました.会議で親しくなったハンガリーの

Laszlo Turiと「放射線化学の未来はきびしいJと冗談半

分に嘆いていました.(ちなみに TuriはRosskyとの共

同研究でアルコール中の溶媒和電子のダイナミクスに

関するシミュレーションを発表していました.)最終日

夜に 2，3人の学生と話をする機会がありましたが，放

射線化学という分野が今後どのように発展していくの

か，他分野の人に自分の研究の意義をうまく説明でき

ない，過去の放射線化学に関する研究をフォローする

必要があるの?，など悩んでいるようでした.rドライ

な電子とウェットな電子があるのを知っているか

い?Jと尋ねると，知らないとのことで，側にいた

Warmanが大笑いしながら居合わせた学生にピールを

おごっていました.

浅学な私には日本語で聞いても理解できない講演が

沢山ありましたが，4日目の DNAの放射線損傷(Nikjoo

(MRC Radiation & Genome Stability Unit，彼の話では，

現在は広島大学に滞在中)， Spotheim-Maurizot(CNRS)， 

Sevila(Oakland))，5日目の 放射線重 合(Meh郎 氏

(10M)， Warman (Delft) )に関するセッションは，興味

深く聞けました.特に，Warmanの蛍光プロープを巧み

に使った重合過程の解明と微視的環境変化を評価する

研究は，個人的に今後の進展が楽しみです.また，M.

Rodgers (Bowling Green State Univ)により，フェムト秒

パルスレーザーを用いた最近の研究紹介がありました.

ピールを飲んでいるときに「何故光化学中心の研究分

野へ移行したのか」と彼に尋ねたのですが，彼の回答が

なんだったのか，ビールを飲み過ぎて忘れてしまいま

した.

ある日の昼食の時，Gordon F陀 emanの隣に座る羽田

( ? )となり，初めて話をする機会がありましたJ札幌

市のシンボルは星だろう?あれは何という星だ.札幌

にはアイヌは住んでいるのか.Jr以前 Tachiya(もちろ

ん立矢先生のこと)に会ったとき，君はアイヌかと聞い

てしまった.彼は日本人離れした眉毛だろう.J r高エネ

ルギー化学会ねえ.悪くはないが，強く賛成はできない

ね.君は放射線物理の学会に出たことがあるかい?私
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は放射線物理の学会で議論していることの中には， ることでした.最近そのような手法を用いた計算の必

とっくに放射線化学の研究者がやってしまっているこ 要性を感じていたときでしたのでなおさら強烈な印象

とが多くあると思うよ.J r何歳かだって?昨年大学を でした.また，私が超臨界流体中での反応を研究してい

定年退官したけど，少し特別予算をもらったので，まだ ることもあり，西川先生が超臨界流体中での電子・NO

大学にいるよ.Jいつも，最前列に座り質問を連発する 反応の活性化体積の圧力依存性につて，私たちが得る

Gordonというイメージしかありませんでしたが，とて

も話しやすい気さくな感じで，私の下手な英語に辛抱

強く付き合ってくれました.

ポスター発表の会場はホテルの地下にある部屋でし

たが，ポスター用ボードはなく，その部屋の壁に直にポ

スターを貼り付ける形式となっており，しかも貼る場

所は早い者勝ちで，今後改善すべき点と感じました.ポ

スターをはがした後は所々壁のペンキが剥がれており，

どのように修繕するのかとホテル関係者に聞いたとこ

ろ，あまりさえない返答でした.このポスター発表で驚

いたのは，これまで話でしか聞いたことのない Kroh先

生が自らポスターの前で説明し，しかも分子動力学と

量子化学とを結合したシミュレーションを発表してい

ことのできなかったとても締麗なデータを発表してい

たのも印象的かつショックでした.

英国スタイルの食事は，初めは楽しめましたが，最後

はやや食傷気味になりました.でも，ヘールポップ聾星

を眺めながら飲んだスコッチピタービールは，日本で

は味わえない格別のものでした.諸外国の参加者の中

には家族で参加されている方が目立つ中，日本からも

片山夫妻，平出夫妻の参加があり，楽しんでいらっしゃ

いました.5月に日本で開催されたある国際会議に出

席しましたが，いろいろな意味で大きなギャップを感

じました.次回は JohnWarmanがオーガナイザー

で， 1999年オランダで行われます.

(北海道大学大学院工学研究科高橋憲司)

9th IITihanyll Symposium on Radiation Chemistry 

Date and place: August 29・September3， 1998. Tata， 

Hungary 

Organized by the Hungarian Chemical Society in 

c∞peration with theInternational Atomic Energy Agency 

and出eInstitute of Isotopes of theHungarian Chemical 

Society. 

Date and place: August 29-September 3， 1998. Tata， 

Hungary 

Organized by the Hungarian Chemical Society in 

c∞peration with theInternational Atomic Energy Agency 

and the Institute of Isotopes of theHungarian Chemical 

Society. 

Topics: 

general problems of radiation chemistry electron photon 
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and ion beam e仔ects，studies with laser chemistry of exotic 

atoms(positronium， negative ions， positron annihilation) 

radiolysis of inorganic and organic systems polymers 

(crosslinking， radiation stability， EB and UV coating， 

kinetics) biomedical materials (biocompatible surfaces， 

hydrogels， drug delivery devices) identification of 

irradiated food radiation processing dosimetry 

Further informations: 

Dr Erzsebet T AKACS 

Institute of 1ωtopes of the Hungarian Academy of Sciences 

Hl・1525Budapest， P. O. Box 77. Hungary 

Phone/F以:(361)395 9268 

Email tihany@alphaO.iki.kfki.hu 

放射線化学



応用放射線シンポジウム開催の案内

• スユ• 
(世話人)

干 590・04 大阪府泉南郡熊取町野田 1010・1

京都大学原子炉実験所松山泰史

Tel(0724)52・0901 Fax(0724)51・2051

〒567 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

大阪大学産業科学研究所 田川精一

Tel (06)879・8501 Fax(06)876・3287

阪大産 研田川精一

Tel (06) 879・8501 Fax(06)876・3287

今回の応用放射線化学シンポジウム，は新しい試み

として， 11月 17日(月)に京都大学原子炉実験所，11月

18日(火)， 19日(水)に大阪大学産業科学研究所と 2会

場を用いて開催することとなりました

初日のテーマは，中性子，コヒーレント放射光等の原

子炉の高度利用化や，加速器からの先端的な 2次ピー

ム発生，2日目以降はピコ秒電子線パルスとフェムト

秒レーザーとの同期に代表される電子線と光との複合

利用や，それぞれの特徴を活かした先端的な科学技術

と環境調和に役立つ応用技術について報告していただ

きます.また，イオンピーム，陽電子など特徴のある線

源利用についても報告して頂きます.

プログラム，参加費等の詳細については，シンポジウ

ム世話人にお問い合わせください.

第 7回放射線プロセスシンポジウム

催:放射線利用振興協会

催:放射線化学会他

日:平成9年 12月2日(火)、3日(水)

場:国立教育会館 6階601大会議室(東京都千代田区霞ヶ関 3-2 -3) 

主

共

期

会

石樽顕吉

斎藤恭一

久保田昇

吉井文男

高山践男
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青木慎治

橋本昭司

西尾軍司

豊田有恒

鷲野弘明

(東大工)

(千葉大工)

(旭化成)

(原研高崎)

(東洋インキ)

(荏原製作所)

(原研高崎)

(原研東海)

(S F作家)

(日本メ ジフイジ ック ス)

第 1日(12月2日9:30-17:35) 

開会挨拶

高分子加工(9:40--11 :00) 

生活に役立つ機能性高分子材料

中空糸への工業規模のグラフト法

生分解性ポリマーの放射線による改質

超小型 EB照射施設とキュアリング

環境保全技術(11:00 --12:00) 

電子ピーム石炭燃焼排煙処理技術開発の動向

揮発性有機物の放射線処理

ガンマ線照射によるエアロゾル除去の高効率化

特別講演(13:10--15:55) 

生活と放射線(仮題)

医学・バイオ技術への応用(13:55--15:15) 

短寿命放射性同位元素の核医学への応用

第 64号 (1997)
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GVHD対策としての血液の放射線照射

蚕の形態形成研究へのイオンピームの応用

放射線利用による花井の品種改良

放射線利用技術の展望(パネル討論)(15:35--17:35) 

使用済みプロセス照射用コバルト 60線源の管理

高分子加工

食品照射

放射線滅菌

環境保全

第 2日(12月3日9:30- 16:50) 

線量計測技術(9:30--10:30) 

グラスファイパーを用いた線量計測

イメージングプレートの応用

粒子線がん治療における線量評価

照射装置(10:30--11 :30) 

極超小型サイクロトロンの開発

10MeV(25mA級高エネルギ一大出力電子リニアック

新しい加速器ロードトロン

トピカルセッッション(11:30 --12:00) 

医療用加速器の世界動向

特別講演(13:10--13:55) 

微生物の耐放射線性機構

イオンビーム利用 (1)(13:55 --15:05) 

世界におけるイオンマイクロピームの応用研究の動向

原研におけるイオンマイクロビームの形成技術の開発

マイクロ PIXEの開発と応用

イオンビーム利用 (2)(15:25 --16:45) 

閉会挨拶

イオンピ}ムによる細胞親和性材料の開発

無機材料のイオンピーム表面処理におけるその場解析

大強度パルスピーム蒸着法-薄膜及び超微粒子形成の研究ー

イオン注入による SiC半導体の創製

(千葉大医学部) 浅井隆善

(信州大繊維) 木口憲爾

(農水省生物資源研) 永冨成紀

(日本アイソトープ協会) 梅沢弘一

(住友電工) 上野桂二

(大阪府大先端研) 古田雅一

(ラジエ工業) 武久正昭

(原研高崎) 徳永興公

(東大工) 高橋浩之

(富士フィルム) 宮原淳二

(放医研) 金井達明

(イオン加速器) 若狭秀一郎

(三菱重工) 神納祐一郎

(ffiA社 Amold.S. Here 

(京大化研) 井上信

(原研高崎) 渡辺宏

(阪大極限科研) 高井幹夫

(原研高崎) 田中隆一

(東北大工) 石井慶造

(理研) 岩木正哉

(原研高崎) 楢本洋

(長岡技科大) 八井浄

(原研高崎) 梨山勇

(原研高崎) 萩原幸

参加費(講演を含む):2償却円(学生)，4，0∞円(大学・国公立研究機関)，6，α)()円(その他)

懇親会:12月2日(火)18:00 - 19:30，国立教育会館内，会費 6，0∞円(当日払い)

申込方法:①氏名，②勤務先，③連絡先(郵便番号・電話番号も)，④懇親会出席の有無を明記の上，下記あて葉書または

FAXにてお申し込み下さい.参加費は銀行振り込み(富士銀行高崎支庖普通預金，口座番号 1351688放射

線プロセスシンポジウム事務局代表川上和市郎)でお支払い下さい.

連結先:〒 370・12群馬県高崎市綿貫町 1233
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(財)放射線利用振興協会高崎事業所

Tel0273-46-1639 FAX 0273・46-1195
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日本放射線化学会賞技術賞奨励賞候補者の推薦について(依頼)

日本放射線化学会賞選考委員長 簾野嘉彦

平成9年度日本放射線化学会賞，技術賞，奨励賞候補 内)

者を本会規定により下記要領で募集します.該当する 候補者の履歴書

会員の方がおられましたら，必要書類を添えて，ご推薦

いただきますようご案内致します.ご推薦に基づき，選

考委員会で候補者の選考を行い，理事会で受賞者を決

定します.

なお，表彰は平成 10年度の放射線化学討論会で行い

ます.

ーじ
雪
ロ

1.日本放射線化学会賞

(1)受賞資格

放射線化学及び関連分野において，先駆的かっ

独創的な研究業績を挙げた会員(個人)

(2)必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(10∞字以

内)

候補者の履歴書

候補者の論文発表のリスト

主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印刷

物を 5編以内

2.日本放射線化学会技術賞

(1)受賞資格

放射線化学の応用または技術開発に関して特に

顕著な業績のあった会員(個人またはグループ，

同一業績で4名以内)

(2)必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(10∞字以
• 
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候補者の論文発表，特許のリスト

主要な研究論文，総説またはこれに準ずる印刷

物を 5編以内

3.日本放射線化学会奨励賞

(1)受賞資格

放射線化学及び関連分野において，特に顕著な

業績を挙げた会員(個人)で年齢37歳以下(平

成 10年3月31日)であること.

(2)必要書類

候補者の業績要旨を含む推薦理白書(lαm字以

内)

候補者の履歴書

候補者の論文発表のリスト

主要な研究論文，総説，またはこれに準ずる印刷

物を 5編以内

提出期限

平成 9年 12月末日

推薦書類の提出先

日本放射線化学会賞選考委員長

〒567大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1 

大阪大学産業科学研究所田川研究室内

日本放射線化学会事務局

Tel (06)879・8502 Fax (06) 876-3287 
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会員のページ

「高エネルギー化学会?Jに思う
「高エネルギー化学会 ?Jに思う

近年放射線化学討論会で発表される研究の中には，

軟 X線や SR光などを用いた励起状態に関わるものが

数件見られる.これらは従来の「放射線化学Jのカテゴ

リーを超えていることは事実である.また，量子現象を

中心とした低温化学も物理分野と連携して新機軸を出

している.一方他の学会ではどうであろうか.例えば，

放射化学討論会の場合を見てみると，則をプロープと

して用いた物性・構造の研究がかなり増えており，果た

してこれらも「化学jなのかといった具合である.光化

学においても非線形光学の領域などは同様の事情では

ないであろうか.

ここで.r励起状態Jとか「電荷(電子)移動jとか「解離

(分解)Jといった KeyWordsを挙げてみると，これら

は放射光，光化学，プラズマ化学さらには放射化学分野

における一部の研究テーマのそれらと重なってくる.

こういった研究分野を包含し，さらに物理と連携した

新低温化学を確立していくことができれば，欧米で衰

退した「放射線化学jを日本を中心に継承・発展させて

いくことができると私は，思っている.そのためには，現

在の放射線化学会における理事の選出方法などを含む

学会の体制や，討論会のあり方また会誌の編集方針な

どを再検討すべきであろう.さらにもう一歩踏み込ん

で，放射線化学会内部の自己改革を意識的に進めるた

めに，また他の既存の学会の研究者らにとって，こちら

の学会の敷居が跨ぎやすいようにするために必要とあ

らば，r放射線化学会jの名称、を変更してもよいであろ

っ.
ロシアのジャーナルに HighEnergy Chemistryとい

うのがある.JETPと同様に英訳されていて，隔月発刊

されている.内容は，主として RadiationChemistry， 

Photochemistryおよび Plasmochemis汀y中心にこれらの

周辺分野も含めた理論・実験研究論文が掲載されてい

る.Circulationがそれほど良くない雑誌なので，J. 

Citation Reportのimpact係数も高くないが，私には好

きな雑誌である.そんなこともあって，私は「高エネル

ギー化学会Jの名称、も悪くはないと思っている一人で

ある.

(京大原子炉長谷博友)
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続・高エネルギー化学に関して

約2~3年前から，放射線化学に関する仕事をするよ

うになり，昨年本会に入会させていただいた新参者で

す.入会の際にご紹介いただいた先生の依頼で，投稿に

応じた次第です.現時点でも，本会の歴史や話題に関す

る経緯を理解していないため，見当違いなことを申し

上げるかもしれませんがお許しください.

会の名称について

昨年秋の筑波で開催された討論会に初めて参加させ

ていだだき，懇親会の席で会の名称、を変えようとする

話題を聞き，そのフレキシプルな発想に驚いた次第で

す.高エネルギー化学会という案が出ているようです

が，確かに現時点ではしっくりしない感はありますが，

案外，5~ 10年先には会の名称として適した名称、にな

る可能性があると思います.もちろん，高エネルギー化

学会より適した名称、があればその名称、でも結構だと思

います.いづれにしても，会の名称をかえることによ り，

会の在 り方も 自ずと変化し，より活性化の方向に向

かっていくのではないかと期待しております.

名称、だけ変えても中身が変わらなければ意味がない

という意見もあるかと思いますが，名称、を変えること

により，中身も早く確実に変化していくのではないか

と思います.幸い(? )なことに，現在法人資格を取得し

ていないのであれば，会の名称、の変更も比較的容易で

はないかと思います.

会誌の出版について

私が本会に入会した動機のひとつは，放射線化学に

関する最新情報の収集にあったのですが，入会後に会

誌の出版が年 2回であることを知り少々がっかりし，

年会費の安さを納得した次第です.会誌については，段

階的に年間の出版回数を増加させ，最終的には毎月の

出版を希望いたします.これを実現するためには，年会

費の値上げもやむおえないのではないでしょうか.会

誌が毎月出版され内容が充実していれば，これだけで

民間からの会員増加がみこまれると思います.

(三菱重工業栗田耕一)

放射線化学



会員のページ

研究の意味と成果をわかりやすく!

"放射線化学のカバーする分野は基礎から応用まで

驚くほど広く，これらの間での情報交換や研究協力が

不十分であり，放射線化学という分野で現在どんな研

究が行われているか見えない"という前号の北大・小

泉先生のご意見に全く同感である.民間企業に居て応

用研究に携わっている私にとって，放射線化学の基礎

研究の分野で今何が問題で，何が行われているのかよ

くわからない.民間企業の研究者としては，その基礎研

究がどう応用に結びつくかが最も興味のあるところで

あるが，この辺の研究意義をもう少しわかりやすく解

説してもらえると非常にありがたい.放射線化学の内

容が非常に多岐にわたっているため，学会内の人間で

さえ異分野の内容が理解しにくのであるから，新人や

学会外の研究者が"放射線化学という分野でどんな研

究が行われているのか見えない"のは当然であろう.

学会誌"放射線化学"には毎号解説記事が載ってい

るが，学会内の異なる分野の研究者の相互理解を深め

るためには，この記事は有効な手段の一つであると思

う.また，研究者自身も他分野の研究を理解する努力と，

他分野の研究者に自分の研究の意味と成果をわからせ

る努力が必要であろう.さらに，インターネット上に放

射線化学会のホームページをもつことも学会内外の研

究者に放射線化学の研究内容を理解してもらうのに有

効であろう.放射線化学が多岐にわたっているゆえに，

他分野の研究者にもわかりやすく研究成果を解説する

努力が必要であると思う.

. また，民間の研究者が応用分野について研究発表を

行う"応用放射線化学シンポジウム"のように特定の

分野にテーマをしぼった研究会を開催することも必要

であろう.応用研究，基礎研究，電子線関係，ポジトロン

関係という具合にテーマをある程度しぼった研究会を

開催することにより，レベルの高い議論が可能になる

と思われる.

(住友電気工業宿島悟志)

最近・・・

最近，研究分野が変わったために討論会への足も遠

のいており放射線化学会の実状も知らず勝手な意見を

言ってしまうかもしれませんが，どうぞお許し下さい.

会の名称、について問題提起がされているようですが，

私個人の意見としては，r放射線化学」という名称を続

第 64号(1997)

けて欲しいと思っています.ポジトロン，SOR，レー

ザー化学，プラズマ化学などを包含したいとのことで

すが，確かに放射線化学では放射線照射生成のイオン

ラジカル，溶媒和電子，励起状態，中性ラジカル等の反

応を取り扱ってきました.しかし放射線以外の方法で

これらの活性種の反応を取り扱う場合でも，これまで

放射線化学討論会はそれを討論する 1つの場だったと

思います.つまり受け入れる側の条件は十分に満たさ

れているということです.

では，外から見て新たに参加するほど魅力のある学

会であるか，ということになりますと，当学会内に討論

したい，話を聞いてもらいたい研究者がどの位いるか

という問題になります.この場合にも，分野がかけ離れ

ていない限りは条件は満たされている様に思われます.

つまり「放射線化学会jか「高エネルギー化学会Jか，と

いうラベルの問題では無く，どういう土壌で育った研

究者たちが集まりどんな内容の議論をしている学会か，

というアピールが足りないということだと思います.

ではどうやって?ということになりますが，やはり，

これまでにご意見があったように，当学会主催あるい

は共催の研究会等に精力的に取り組む事，また学会内

の情報伝達の中枢となる組織を設置し，例えばイン

ターネットのホームページを開設して，学会内の情報

伝達および学会外の人々への PRを行う事も 1つであ

ると考えます.学会内外での upto dateな話題の提供も

この組織を中心にできるでしょう.国内のどこかの大

学あるいは研究所内にこの組織を設置して，会誌編集，

情報伝達のためのスペシャリストを雇うことにより，

情報伝達の迅速性と編集委員の負担の軽減が同時に達

せられると考えられます.そのための学会費の値上げ

ならある程度は会員の方々に理解してもらえるのでは

ないでしょうか，どの位かかるのかはわかりませんが.

また余裕ができればデータベースの compilωionや将

来的には放射線化学会からハードカバーの単行本を発

行することも可能かと夢見てしまう私であります.た

だ，学会賞については，受賞者選定にかかる労力に対し

て，活性化の効果がどの位あるか現時点では“?"が残

るように思います.振り替えるとやはり勝手なこと ば

かりを書いてしまいましたが， 1つの意見として受け

止めて頂ければ幸いです.

(原研高崎青木 康)
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日本放射線化学会

日本放射線化学会第 66回理事会は，平成9年 3月28

日(金)18:∞から日本原子力研究所本部第 3会議室に

おいて開催された.出席者は次のとおりである.

ぷ~ 長 吉田 宏

副会長 石樽顕吉，石垣 功

監 事 鎌野嘉彦，上野桂二

顧 問 高椋節夫

常任理事 川上和市郎

理 事 飯沼恒一，河内宣之，塩谷 優

嶋森 洋，下川利成，新坂恭士

鈴木信三，田川精一，立矢正典

浜 義昌，宮崎哲郎，鷲尾方一

次期役員 山岡仁史，市川恒樹，藤原邦夫

松浦かおる，吉田陽一

配付資料

66理ー1 平成 8年度事業報告

66理・2 平成 8年度収支決算報告

66理・3 平成9年度実行予算(案)

66理-3附平成9年度事業計画

66理・4 入退会希望者一覧

66理-5 低温化学国際会議

(参考:ICLTC (1994) ， ICLTC(1996)) 

66理-6 企画委員会活動報告及び活動計画(案)

66理・7 第 8回日中放射線化学シンポジウム

66理参・1 平成9年度役員

66理参・2 平成9年度各委員会委員

66理参3 第 66回理事会出席者名簿

主な議事内容は次のとおりである.

1.審議事項

1)平成8年度事業報告

事務局から資料66理-1に基づき報告があり，承認さ

れた.

2)平成 8年度収支決算報告

事務局から資料66理-2に基づき報告があり，承認さ
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れた.なお，この決算報告は3月17日締めでなされおり，

31日までの分については，第67回理事会に報告するこ

と，また，放射線化学応用シンポジウム開催費について

は， (財)日本学術協力財団からの補助査定及び入金が

平成 9年 5月になるので，この決算についても，次回理

事会で承認を得ることで了承された.

3)平成 9年度予算実行計画について

平成 9年度事業計画及び予算案については，第 65回

理事会及び第 32回総会で承認されているが，事務局か

ら資料66理-3及び66理-3附に基づき，放射線化学応用

シンポジウムの援助費を(財)日本学術協力財団補助を

期待して， 15万円増額することを含めた平成 9年度実

行予算(案)が提案，説明され，審議の結果承認された.

なお，若手の会・夏の学校援助費については増額の希

望が出されており，この点に配慮して，予備金を

2∞、(削円に増額する前理事会及び総会の承認が確認

された.

4)入退会の承認について

事務局から 66理・4に基づき，第65回理事会以降の会

員の入退会の報告があり，承認された.

5)平成 8年度学会賞選考委員会報告

吉田会長を委員長とする平成 8年度日本放射線化学

会学会賞選考委員会(委員:石樽顕吉，石垣功，焼野嘉彦，

宮崎哲郎，田川精一の新旧正副会長)が，平成9年 3月

28日に開催され，その結果が吉田委員長から報告され

た.審議の結果，平成 8年度学会賞，技術賞及び奨励賞

を以下の会員に授与することが委員長報告の通り承認

された.

学会賞:平岡 賢二氏(山梨大学工学部)

業績:活性化学種と物質の相互作用に関す

る基礎的研究

(内容を具体的に表現したテーマ名

とする)

技術賞:幕内 恵三氏(日本原子力研究所高崎研究所)

業績:天然ゴムラッテクスの放射線加硫の

技術開発

奨励賞:加藤 隆二氏(工業技術院物質工学工業技術研究所)
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業績:凝縮相中での分子の光イオン化過程

の研究

吉田会長から，本会学会賞は自薦はなく，推薦のみに

よっているので，該当者がもれてしまう場合も危慎さ

れる.理事の方はできるだけ広く見渡して，推薦に努め

ていただきたいとの要請があった.

6)第4回低温化学国際会議の主催について

宮崎理事から，表記国際会議について，2侃旧年の日

本開催要請があり，本学会主催として開催したい旨の

提案がなされた.またこれまでの本国際会議開催経緯

及び学術会議事務局への打診結果などが報告された.

本提案については，日本開催の場合の規模，内容，所要

. 予算などつめるべき事項があること，放射線化学会と

しての取り組みの姿勢やメリット及び学会内の優先順

位の検討が必要であることこの国際会議は必ずしも

放射線とは関係なく他の学会との関連に配慮する必要

があること，学術会議内の優先順位や諸手続きに関す

る情報を得る必要があることなどの問題点の整理の指

摘があり，継続審議とすることになった.次回理事会で

の決定では，遅いことも危倶され，国際交流委員会で検

討を始め，最終的には次の理事会で決めることになっ

た.

2.報告事項

1)各委員会活動報告

将来構想委員会，企画委員会，国際交流委員会及び編

集委員会の平成 8年度の活動報告が行われた.

(1)将来構想委員会

. 宮崎委員から，放射線化学会の名称変更，奨励賞の 1

件/年の制限の撤廃などの検討結果が報告された.後

者については，次期理事会で審議し，結論をだすことに

なった.

(2)企画委員会

石垣委員長から，応用放射線化学シンポジウム，放射

線化学セミナーは，9年度に 8，9年度分をまとめて実施

すること，内容については，新委員会で検討することな

どが報告された.

(3)国際交流委員会

吉田委員長から， 1C R R日本開催に対して，放射線

影響学会及び放医研との打ち合わせ状況，4月4日まで

正式の態度表明することになることなどが報告された.

本学会は相応の協力をすべきとの前回理事会の結論が

再確認された.

第 64号(1997) 

(4)編集委員会

吉田(阪大)委員から，放射線化学 62及び63号，

NEWSLETTERを6月及び12月号を予定通り発行した

こと，63号から"解説"に技術紹介を含めるようにした

こと，また，前理事会で話題になった会誌を A4版にす

る場合の課題などについて報告された.

また，会誌の発行回数を増やすこと，学会のホーム

ページの作成などの要望があるが，具体的検討は次年

度へ持ち越すこと，ホームページについては，専門家グ

ループによる検討が必要であることなどが報告された.

2)平成 9年度役員について

事務局から，第65回理事会及び第32回総会で承認さ

れている平成 9年度役員名簿(資料理参ー1)が提示され，

確認された.

3)平成 9年度各委員会委員について

事務局から，資料理参・2に基づき，各委員会委員長

(平成9年度正副会長)から推薦された委員が紹介され，

一部修正の上，了承された.

4)第40回放射線化学討論会の準備状況について

宮崎会員から，第 40回放射線化学討論会は，日本原

子力研究所先端基礎研究センターの荒殿会員が準備に

当っており，平成 9 年 10 月 14 日午後~ 16日に日本原

子力研究所東海研究所で開催する予定であることが報

告された.なお，第 3回低温化学セミナーが，討論会に

先立つて， 10 月 13 日~ 14日午前中に同所で開催され

ることが併せて報告された.

なお，討論会の開催準備及び広報はできるだけ早く

開始する必要があるとの前理事会の合意を踏まえて，

第41囲については，吉田会長が神戸大学中川氏に打診

すること，結果は次の理事会で報告することが了承さ

れた.

5)その他

(1)日中放射線化学シンポジウム

山岡会員(特別出席)から，平成 8 年 10 月~ 11月，中

国の桂林(成都)で開催された日中放射線化学シンポジ

ウムの概要が報告された.出席者は日本 31名，中国 64

名であった.次回は 1999年日本で開催すること，会議

実行委員長は山開会員が就任することになったことが

併せて報告された.

山岡会員から，次回は 1999年 10月あるいは 11月に

関西で開催したいこと及び実行委員会のメンバーが
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提案され，了承された.

日中放射線化学シンポジウムの今後について，中国

は続けたい意向であることまた，日本側は 1999年以

降は汎アジア的なシンポジウムとしたいとの考え(第

65回理事会)を述べたことこれに対して中国側の反

対はなかったことなどの報告あった.

(2)著作権の許諾について

事務局から，放射線化学会はその著作権規定の中で，

著作権の許諾の決定について，著者から委任を受ける

ことを原則しているが，会誌掲載内容に対して著作権

許諾の申請があった場合，対処方法が決められていな

い.事務局が判断できるようにしてはとの提案があっ

た.日本工学会の動きもあり重要な事項であるので，

状況を整理して審議する必要があり，次回理事会で結

論をだすことが了承された.

(3)吉田会長の本会顧問就任について

高椋顧問から，吉田会長の顧問就任要請の提案があ

り，鏡野次期会長の司会で審議され，4月1日付で顧問

就任が承認された.

最後に，吉田会長から，これまでの放射線化学会運営

について，役員，会員の協力に対する感謝の表明と引き

続き鏡野新会長はじめ新役員への協力要請の挨拶があ

り，閉会した.

く〉平成8年度事業報告 (資料 66理一 1)

平成8年

4月 将来構想委員会(3月 29日)

編集委員会(10日)

6月 NEWS LETIER No. 22発行

7月 第33回理工学における同位元素研究発表会共催

(1 - 3日，東京)

企画委員会(2日)，国際交流委員会(4日)

日本学術会議シンポジウム「人類と放射線J共催

(25日)

8月 若手の会夏の学校

(19 -21日，東京大学検見川セミナーハウス)

第 2回低温化学セミナー「トンネル反応と生物

効果J(21 -23日，東海)

9月 第 12回ESR応用計測研究会共催(14- 15日，

奈良)

54 

応用放射線化学シンポジウム (18日，東京)

「放射線プロセスと材料の機能化j

会誌N0.62発行

10月 編集委員会(4日)，将来構想委員会(14日)

企画委員会(15日)

第 65回理事会(15日，つくば市)

第39回放射線化学討論会(15-17日，つくば市)

第 32回総会(16日，つくば市)

第 7回日中放射線化学シンポジウム

(28 - 11月 1日，中国成都市)

11月 ハイテク推進セミナー「放射線ピーム応用の現

状と将来j協賛(19-20日，吹田)

12月 NEWS LETIER No.23発行

平成9年

1月 第 6回放射線利用総合シンポジウム協賛(29日，

大阪)

3月 第 6回インテリジェント材料シンポジウム協賛

(21日，東京)

企画委員会(持ち回り)

編集委員会(27日)

平成 8年度学会賞選定委員会(28日)

第 66回理事会(28日)

会誌N0.63発行

。平成8年度収支決算報告(資料 66理一 2)

平成9年3月 17日現在

収入の部

項 目 予算事 決算 備考

賛助会費 2，倒)()，α旧円 1，960，ぽ泊円

個 人 会 費 1，肌)()，α刻。 1，179，5∞ 

雑 収 入 4∞，印刻。 377，1∞ 

銀行利息 1，似泊 1，324 

前年度繰越金 3，180，719 3，180，719 

化学討論会預り金 。 。
三E』Z 計 6，581，719円 6，698，643円
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支出の部

• 

• 

項 目 予 算 * 決算 備考

事 務 費 3∞，刷)()円 85，667円

通信連絡費 3∞，α)() 264，295 

印 属1 費 2，α)()，制加 2，050，αm 

~ 議 費 2∞，飢旧 157，580 

会誌発行費 1∞，α)() 77，∞o 
制捜化学討論会援助 350，伎町 45，789 

応用シンポジウム援助 150，000 300，αm 
放射組化学セミナ』鋤 150，αm 。
若手・夏の学校援助 150，αm 150，町的

寸.wー」 ~ 賞 35，α)() 7，∞4 

同位元素発表会分担金 9，αm 9，似)()

企画委員会経費 50，αm 。
将来構想委員会経費 50，飢泊 。
編集委員会経費 1∞，αm 100，∞o 
国際交流委員会経費 50，αm 33，980 

予 備 費 l∞，αm 。
放射量化学会討論会費 774，438 。
次年度繰越金 1，713，281 3，418，328 

三ロ』 計 6，581，719円 6，698，643円

*第64回理事会承認、 現預金残高 3，418，328円

本*次年度繰越金内訳 ①現金 12，778円

②銀行預金 1，593，585円

③郵便預金 1，811，965円

***学会基金積立総額 4，230，357円

第 64号 ω997)

。平成9年度実行予算(案)(資料 66理一 3)

項 目 予算* 決算 備考

賛助会費 2，00，∞o円 事 務 費 3∞，αm円
個人会費 1，∞0，αm 通信連絡費 3∞，印加

日本学書協力開制 150，∞o ~n 席。 費 2，似)()，似)()

雑 収 入 400，∞o ~ 議 費 2∞，似)()

銀行利息 1，∞o 会誌発行費 l∞，0∞ 

繰 越 金 3，418，328 放射線化学討論会援助 150，0∞ 

応用シンポジウム援助 3∞，0∞ 

制捜化学セミナ』援助 150，0∞ 

若手-夏の学校援助 150，αm 
寸且... ・ AZ3Z 、 賞 35，αm 
同位元素発表会分担金 9，0∞ 

企画委員会経費 50，印加

将来構想委員会経費 50，仮泊

編集委員会経費 l∞，0∞ 

国際交流委員会経費 50，飢旧

予 備 費 2∞，似泊

放射線化学会討議会費 774，438 

繰 越 金 2，050，890 

三ロ』 計 6，969，328円 之ロ』 計 6，969，328円

。平成 9年度事業計画(案) (資料 66理一 3附)

平成9年

5月 応用放射線化学シンポジウム

6月 NEWS LEITER No.24発行

7月 第34回理工学における同位元素研究発表会共催

8月 若手の会夏の学校

9月会誌 No.64発行

10月 第 3回低温化学セミナー (13~ 14日)

第 40回放射線化学討論会(14~ 16日)

第 67回理事会(14日)

第 33回総会(15日)

12月 第7回放射線プロセスシンポジウム共催(2，3日)

NEWS LEITER No. 25発行

平成 10年

1月 放射線化学セミナー

第 7回放射線利用総合シンポジウム協賛

3月 第 68回理事会

会誌 No.65発行
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く〉入退会希望者一覧(資料 66理-4) 

平成 8年度

入選会 会員種別 氏 名 所 属

入会 正会員 熊田高之 日本原子力研究所東海研

黒崎 譲 日本原子力事究所東繍先場基礎m-
駒口健治 。
栗田耕一 三菱重工業(株)広島肩究所

平田浩一 械工学工業技制究所

土岐 輝 帝人(株)大阪研究 f~H図書室)

学生会員 高田知哉 ~t純大学大学院

伊藤賢志 東京大学先着科学技衛研究 f~t-

退会 正会員 藤原健一 出光石油化学(株)

平成 9年度

入選会 会員種別 氏名 所 属

入会 正会員 森 有一 早稲田大学E学部齢概f~t-

学生会員 岡 書崇 早稲田大学理工学部

鬼頭昌利 早稲田大学大学院理工学研究科

井上憲介 。
下僚 聡 。
湖海 亮 早稲田大学大学院

退会 正会員 石川光男 三a市
石田昭人 大阪大学産業科学高究所

上杉 設 沖電気工業(株)

落合 満 名古屋市

神山秀雄 横浜市

近藤賀計 (株)日立製作所

永井昭夫 神戸市

橋本慎平 東京都

讃木虞理子 大医薬科大学図書館

相馬 努 早稲田大学理工学露合研究セント

森 昌之 。
篠原健一 早稲田大学名誉会員

西村浩一 日本原子力蹴所高附究所

山上充之 大臣府立大牧場科学研究所

吉原賢二 東北大学理学部化学科

く〉平成9年度役員(資料 66理参ー 1)

ぷ~ 長篇野嘉彦(東工大理)*

副会長石垣 功 (原研高崎)

宮崎哲郎 (名大工)* 
田川精一 (阪大産研)*
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常任理事山岡仁史(京大工)*

理 事市川恒樹(北大工)*

紹介者 竹中康之 (北教大)*

宮崎哲郎
飯沼恒一 (東北大工)

勝村庸介(東大工)。
柴田裕実 (東大原総セ)。

下川利成

小林慶規

高田忠彦

小泉 均

小林慶規

河内ー宣之 (東工大理)

浜 義昌 (早大理工総研)

仲111 動 (明大理工)

西川 勝 (神奈川工科大)

平岡賢三 (山梨大工)

鈴木信三 (都立大理)

小林慶規 (物質研)*

永石隆二 (原研東海)*

岡田激平 (原研高崎)

紹介者 玉田正男 (原研高崎)*

浜義昌|
河西俊一 (原研関西)

木村一宇(理研)

下 川 利 成 (都立産研)。
岡本次郎 (放照協)。
新坂恭士 (金沢工大工)。
嶋森 洋 (福井工大工)。
長谷川園彦 (静岡大理)

松浦かおる (名工研)*

百瀬孝昌 (京大理)*

長谷博友 (京大原子炉)

中山敏弘 (京工繊大工芸)

吉田陽一 (阪大産研)*

森 利明 (大阪府大付属研)

嘉悦 勲 (近強大理工)

中川和道 (神大発達)

塩谷 優 (広大工)

入江正浩 (九大機能物質)

上 野 桂 二 (住友電工)*

死亡 鷲尾方一 (住友重機)

65理承認 藤原邦夫 (荏原総研)*
。

水沢健一 (日新ハイポル)
。

監 事石樽顕吉(東大工)*

荒 井 重 義 (京工繊大工芸)*

事務局 大阪大学産業科学研究所

<*は新任) 顧 間後藤田正夫 佐藤 伸

田畑米穂 笛 木 賢 二

高椋節夫 吉田 宏*

名誉会員贋田鋼蔵 志田正二

団野陪文 岡村誠三
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津田 覚 近藤正春 。金画委員会活動報告及び活動計画(案)

桜井 洗 今村 昌 企画委員会

1.平成 8年度活動報告

。平成9年度各委員会委員(資料66理参ー 2) ①企画委員会

(*は新任) . 8年 7月2日(国立教育会館)

国際交流委員会 議題:応用放射線化学シンポジウム (7年度分)及び

委 員 長 旗 野 嘉 彦 ( 東 工 大理)* 放射線化学セミナーのテーマと開催スケジュールに

委 員 伊 藤 泰 男 (東大原総セ)* ついて

上 野 桂 二 (住友電工) . 8年 10月 15日(工業技術院物質工学工業技術研究

小笠原正昭 (北大高等教育総セ)* 所)

塩谷 優 (広大工)* 議題:平成 9年度活動計画について

嶋森 洋 (福井工大工)* . 9年 3月 24日(FAXによる持ち回り)

幕 内 恵 三 (原研高崎)* 議題:8年度活動報告及び9年度活動計画について

. 将来梅想委員会 ②応用放射線化学シンポジウム

委 員 長 田 川 精 一 ( 阪 大 産研)* 『放射線プロセスと材料の機能化』

委 員勝村庸介(東大工)* . 8年 9月 18日開催(東京大学山上会館)

瀬 口 忠 男 (原研高崎) (平成 7年度活動分として開催)

立矢正典 (物資研)*

早味 宏 (住友電工)* 2.平成 9年度活動計画

伴 弘司 (NTT) * ①企画委員会

松 山 奉 史 (京大原子炉)* 2回程度(7月， 10月あるいは 10月， 3月)開催予定.場

鷲 尾 方 一 (住友重機)* 合によっては，年度の早い時期に新メンパーによる

会合開催予定の可能性がある.

企画委員会

委 員 長 石 垣 功 (原研高崎) ②応用放射線シンポジウム

委 員今井正彦(都立産研) -先端量子ピームの応用関連テーマで関西地区にて開

岡 田 激 平 (原研高崎) 催予定(8，9年度分)

亀 田 幸 成 (東工大理)* -開催時期，内容等について新メンバーで再度検討す

小林慶規(物質研)* る予定.

柴 田 裕 実 (東大原総セ)*

柳生 秀樹 (目立電線パワーシステム研)* ③放射線化学セミナー

. w放射線化学に関連した理論と計算機科学(仮題)Jを

編集委員会 東京あるいは東京近郊にて開催予定(8，9年度分). 

委員長宮崎哲郎(名大工)* -開催時期，内容については新メンバーで再度検討す

主 任 吉 田 陽 一 ( 阪 大 産 研 )* る予定.

委 員 伊 藤 健 吾 ( 東 大 総 合 )* 
工藤久明 (原研高崎)* く〉第8園田中放射線化学シンポジウム

下 川 利 成 (都立産研) 理事会報告

宿 島 悟 志 (住友電工)* 開催予定日:1999年 10月または 11月

玉田 正 男 (原研高崎) 開催場所:関西地区(京都または大阪)

事務局 実行委員会委員名簿(案)

担当理事 吉田 陽一 (阪大産研)* 実行委員長 山岡 仁史(京都大学・大学院・工学研究科)

実行委員 市川 恒樹(北海道大学・大学院・工学研究科)

第 64号 (1997) 57 



漬 義昌(早稲田大学・理工総合研究センター) 田川 精ーで(大阪大学・産業科学研究所)

勝村 庸介(東京大学・大学院・工学研究科) 嘉悦 勲(近畿大学・理工学部)

鏡野 嘉彦(東京工業大学・理学部) 塩谷 優(広島大学・工学部)

宮崎 哲郎(名古屋大学・大学院・工学研究科) 幕内 恵三(日本原子力研究所・高崎研究所)

西本 清一(京都大学・大学院・工学研究科) 上野 桂二(住友電気工業(株)・中部支社)

長谷博友(京都大学・原子炉実験所) 鷲尾 方ー(住友重機械工業(株)・量子技術研究所)

松山 奉史(京都大学・原子炉実験所) (以上，順不同)
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日本放射線化学会賛助会員

旭化成株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社英光社

関西電力株式会社

.関西ペイント株式会社

九州電力株式会社

コバルト照射センター

株式会社コーガアイソトープ

四国電力株式会社

株式会社シード

住友重機械工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友スリーエム株式会社

住友化学工業株式会社

住友電装株式会社

大日本インキ化学工業株式会社

中部電力株式会社

第 64号(1997) 

中国電力株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

動力炉・核燃料開発事業団

日新ハイボルテージ株式会社

日新製鋼株式会社

日本電子株式会社

日本原子力研究所

目立化成工業株式会社

ビームオペレーション株式会社

古河電工株式会社

北海道電力株式会社

北陸電力株式会社

財団法人放射線利用振興協会

株式会社ユアサコーポレーション

株式会社吉野工業所

ラジエ工業株式会社

(ア イウエオ順)
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