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1. 基礎研究

飽和炭化水素の放射線化学初期過程と分解過程
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1 はじめに

飽和炭化水素液体は非極性であり，比誘電率が小さ
くオンサガー距離は 30 nm程度とクーロン相互作用が
比較的長距離まで及ぶ，代表的な溶媒である1)．飽和
炭化水素の一つであるドデカンは，核燃料再処理の抽
出剤溶媒に用いられているので，放射線分解を理解す
ることが重要である．飽和炭化水素は，放射線分解に
よりアルキルラジカルを生成する事が知られており，
ポリエチレンのモデル化合物と考えれば，高分子レジ
ストのパターン形成やグラフトのための架橋点生成の
観点からも，放射線化学初期過程とアルキルラジカル
生成過程を理解することは重要である．
ドデカンの放射線化学初期過程は，パルスラジオリ

シス法により，これまでよく研究されてきた2–5)．ドデ
カン中ではラジカルカチオン，励起状態，アルキルラ
ジカル，電子の吸収帯がそれぞれ，850 nm，650 nm，
240 nm，近赤外領域に比較的分離して観測される2)．
従来から，ドデカンがイオン化されると，電子とラジ
カルカチオンが生成し，電子は周囲の分子との相互作
用によりエネルギーを失って熱化して，熱化電子とラ
ジカルカチオンがクーロン場中を拡散するジェミネー
トイオン再結合により励起状態を生成すると考えられ
てきた3)．しかしながら，ピコ秒パルスラジオリシス
でラジカルカチオンを測定した結果は，上記のスキー
ムと拡散理論に基づいたシミュレーションと長時間領
域でよく一致するが，20 ps以前の時間領域で一致しな
いという問題があった4)．その原因として，パルスラ
ジオリシスの時間分解能不足が疑われた．飽和炭化水
素の放射線分解は，これまで光励起により研究され，
高励起状態からの水素原子脱離，最低励起状態からの
水素分子放出と不飽和結合の生成，そして炭素鎖切断
が生じると考えられてきた6)．しかしながら，田川ら
による電子線照射によるピコ秒パルスラジオリシス実
験によるシクロヘキサンの結果は，アルキルラジカル
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は装置の時間分解能以内に生成し，ジェミネートイオ
ン再結合に対応した数百ピコ秒にわたる時間領域でア
ルキルラジカルの生成挙動は観測されなかった2)．ド
デカンの放射線化学初期過程と分解過程の関係は未解
明だった．アルキルラジカルの過渡吸収は，240 nmの
紫外領域に観測され，モル吸光係数は 500 M−1cm−1 程
度と比較的小さいので7)，その生成過程の観測には，時
間分解能と過渡吸収測定の精度が不足していた．
パルスラジオリシスの進歩は，加速器等の技術の進
歩によるところが大きく，フォトカソード RF電子銃
と磁気パルス圧縮器を用いたことにより，パルス幅
100 fs，0.2 nC/pulseの電子ビームが得られ8)，観測波
長 800 nmで最高 240 fsのフェムト秒パルスラジオリ
シスが可能となった9)．これにより，数百フェムト秒
の早い時間領域において，放射線化学反応の直接観
測が可能となった．パルスラジオリシスの時間分解能
は，フェムト秒パルス幅の電子線だけでは決まらず，
観測波長，試料，光路長に依存し，本稿のデータの多
くはピコ秒であるが，本稿ではフェムト秒パルスラジ
オリシスとした．フェムト秒パルスラジオリシスを用
いて，ドデカン中の放射線化学初期過程および分解過
程を観測し，ドデカン中の活性種の寿命，拡散定数，
溶質との反応速度定数などの基礎物性を求め，放射線
化学初期過程と分解過程の解明を目指している．

2 フェムト秒パルスラジオリシスによる放射線化学
初期過程

2.1 励起ラジカルカチオン

フェムト秒パルスラジオリシスの実験は，最初
800 nmで行われ，ドデカンラジカルカチオンのジェミ
ネートイオン再結合および，四塩化炭素やトリエチル
アミン等の電子捕捉剤やカチオン捕捉剤を添加した場
合の過渡吸収を観測した．捕捉剤を用いた場合のラジ
カルカチオンの過渡吸収を Fig. 1に示した10)．電子捕
捉剤である四塩化炭素 (CCl4)溶液の場合，ラジカルカ
チオンの減衰は遅くなり，ピーク吸光度は増大した．
一方カチオン捕捉剤であるトリエチルアミン (TEA)溶
液の場合，ラジカルカチオンの減衰は速くなり，ピー
ク吸光度は顕著に減少した．この捕捉剤を加えた時の
ラジカルカチオンの過渡吸収変化は，観測しているラ
ジカルカチオンに前駆体が存在することを示唆してい
る．ラジカルカチオンの前駆体が，カチオン種かつ光
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Figure 1. Transient absorption mea-
sured at 800 nm and simulation of rad-
ical cation w/wo scavengers.

吸収を 800 nmに持たないと考えて，電子状態の異な
るラジカルカチオンの前駆体として，励起ラジカルカ
チオンを提案した10, 11)．すなわち，電子線をドデカン
に照射した時，ドデカンはイオン化されて励起ラジカ
ルカチオンと電子を生成し (式 (1))，励起ラジカルカチ
オンは 3 psの寿命でラジカルカチオンへと脱励起する
(式 (2))とともにジェミネートイオン再結合し (式 (3))，
脱励起したラジカルカチオンと電子もジェミネートイ
オン再結合して励起状態となる (式 (4))反応スキーム
を考慮すれば，実験結果をよく説明できる．

RH −→ RH•+∗ + e− (1)

RH•+∗ −→ RH•+ (2)

RH•+∗ + e− −→ RH∗∗ (3)

RH•+ + e− −→ RH∗∗ (4)

電子捕捉剤を添加した場合，電子を捕捉することによ
り，励起ラジカルカチオンとの再結合が阻害され，更
にラジカルカチオンの減衰の鈍化により，ラジカルカ
チオン吸光度が増大すると説明できる．一方カチオン
捕捉剤を添加した場合，励起ラジカルカチオンが直接
捕捉され，またラジカルカチオンの減衰も高速化する
ことにより吸光度が減少すると説明できる．励起ラジ
カルカチオンを考慮したラジカルカチオンのシミュ
レーションは，ドデカン中のラジカルカチオンの過渡
吸収と全時間領域でよく一致した．電子とラジカルカ
チオンのジェミネートイオン再結合を比較するため
に，ラジカルカチオンを 800 nm，電子を 1200 nm で
測定した結果を Fig. 2に示した．500 psにわたる比較
的長時間領域で，電子とラジカルカチオンの過渡吸収
はよく一致した．この事は，電子とラジカルカチオン
がジェミネートイオン再結合していることを示してい

RH. :800 nm

e- :1200 nm
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Figure 2. Geminate ion recombina-
tion of radical cation and electron mea-
sured at 800 nm and 1200 nm with
simulation.

る．そして，これらの過渡吸収は，クーロン場中の拡
散理論に基づいたモンテカルロシミュレーションによ
り解析され，よく説明することができた．一方，20 ps
より早い時間領域では，電子とラジカルカチオンの時
間挙動は大きく異なり，ラジカルカチオンは，収量が
小さかった．十分な時間分解能 (7 ps) にも関わらず，
10 psから 50 psにかけて従来の報告と同様であった．
このように元来対で生成されるはずのラジカルカチオ
ンと電子の挙動が初期過程で異なるのは，ラジカルカ
チオンがその前駆体から生成されるというモデルで良
く説明できた．これらのことから，イオン化により励
起ラジカルカチオンが最初に生成すると考えられる．

2.2 ビフェニルへの超高速電子付着

ビフェニル-ドデカン溶液において，電子を 1200 nm
で観測し，電子がビフェニルに付着した場合に形成さ
れるビフェニルラジカルアニオンを 415 nmで観測し，
過渡吸収のビフェニル濃度依存性を研究した．電子
は，ビフェニルと反応して減衰が速くなり，濃度の増
加により初期収量が減少した．ビフェニルラジカルア
ニオンが観測される 415 nmの過渡吸収を Fig. 3に示
した．10 ps以内のビフェニルラジカルアニオンの生
成から，2 × 1012 M−1s−1 に達する超高速電子付着を観
測した．10 ps で観測される電子の収量減少およびビ
フェニルラジカルアニオンの収量増加は，従来のドデ
カン中の電子捕捉反応では説明できず、前駆体が存在
していることを示唆している．ビフェニルはフリーイ
オン収量を変化させず，熱化分布に影響を与えないと
考えられるので，前駆体は，擬自由電子のような非平
衡状態の高速拡散活性種と考えられる．ドデカン中で
イオン化により生じる初期活性種は，従来のラジカル
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Figure 3. Transient absorption of
biphenyl-dodecane solution at 415 nm
and simulations as a function of con-
centration.
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Figure 4. Formation behaviors of
alkyl radical (•) and radical cation (�).

カチオンやドライ電子ではなく，励起ラジカルカチオ
ンや擬自由電子のような，高反応性の短寿命活性種が
必要となっている．

2.3 ドデカンの放射線分解初期過程

ドデカンの放射線分解過程を解明するために，光路
長 1 mmの石英セルを用い，アルキルラジカルの生成
挙動を観測した結果を Fig. 4に示した．指数関数的生
成挙動を仮定すると，3 psのアルキルラジカル生成時
定数を求めることができた．光路長 10 mm のセルを
測定した結果，その後 400 ps まで増加しないことが
分かった．ドデカン中のジェミネートイオン再結合が
Fig. 2に示したように数 100 psの時間領域で進行して

いる事を考慮すると，電子線照射による直鎖ドデカン
の放射線分解においてもジェミネートイオン再結合を
経た励起状態からの分解経路は主要ではないことが分
かった．一方，800 nmで観測したラジカルカチオンの
過渡吸収を Fig. 4に重ねて示した．アルキルラジカル
の生成挙動は，ラジカルカチオンの生成挙動と一致し
た．従って，ラジカルカチオンとアルキルラジカルは
同一の前駆体を持ち，ドデカンの放射線分解は励起ラ
ジカルカチオンから直接分解すると考えられる．

3 今後の展望

ドデカンの放射線化学初期過程および分解過程は，
フェムト秒パルスラジオリシスにより解決した事もあ
るが，新たな問題点も生まれ，未解決の問題が山積し
ている．まずは，多くの間接的証拠からラジカルカチ
オンの前駆体として導入した励起ラジカルカチオンが
未だ直接観測されていないことである．また励起ラジ
カルカチオンは，放射線分解の起点と示唆されたので，
その正体を解明し，放射線分解機構を理解する必要が
ある．たとえ直接観測されなくても，ラジカルカチオ
ンの再励起によって励起ラジカルカチオンを生成して
分解への寄与を調べる．電子については，ビフェニル
への超高速電子付着を誘起する擬自由電子状態につい
て，移動度や寿命，平衡化について，明らかにする必要
がある．そこから更にイオン化に迫って，電子の熱化
過程，熱化距離，熱化前電子との反応の可能性につい
ても探る．加えて放射線の線質効果や，分岐アルカン
など分子構造の効果も理解する必要がある．放射線照
射によるイオン対の生成や運動，反応を理解すること
により，それらの制御が可能となれば，次世代の EUV
レジスト，高分子材料の改質，機能性ポリマーの創製
において，分子設計の指針や反応プロセス構築などの
産業応用に役立つだろう．
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