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研究成果の概要（和文）：フェムト秒パルスラジオリシスの測定波長を近赤外から紫外領域まで拡張し、代表的な非極
性液体であるドデカン中でジェミネートイオン再結合の詳細な測定を行った。その結果、イオン化で最初に生成する励
起ラジカルカチオンの間接的証拠を得た。芳香族捕捉剤により励起ラジカルカチオンの高い反応性を解明し、これまで
困難だったラジカルカチオンのモル吸光係数を13950M-1cm-1、G値を2.5，初期イオン化G値を4.5と解明した。紫外領域
で7 psのアルキルラジカル生成過程を観測した。ドデカンの放射線分解に、励起ラジカルカチオンが直接関与している
可能性が高いことを見出し、放射線化学分野の重要な知見を得た。

研究成果の概要（英文）：Measurable wavelength of a femtosecond pulse radiolysis system was extended to ult
raviolet from near-infrared region. Geminate ion recombination was researched in n-dodecane which is repre
sentative nonpolar liquids. As results, an indirect evidence of an excited radical cation which generated 
primary by ionization was found. By using an aromatic scavenger, it was revealed that the excited radical 
cation has high reactivity. Molar absorption coefficient and G-value of the radical cation was estimated a
s 13950M-1cm-1 and 2.5 respectively. And then, G-value of initial ionization yield in n-dodecane was discl
osed as 4.5. Formation process of alkyl radicals was observed at 240 nm, and got formation time at 7 ps. I
t was found the possibility that the excited radical cation is involved in radiolysis of dodecane. It is v
ery important knowledge for the quantum beam science and radiation chemistry.

研究分野：
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１．研究開始当初の背景 
 液体、溶液、固体、ポリマー等の種々の材
料や生体系における電子やホールなどの電
荷移動現象は酸化還元を支配し、凝縮系の放
射線化学反応や生体における放射線影響の
最も重要な基礎過程であり、そのダイナミク
スと機構の解明は、基礎科学と応用技術発展
の観点から極めて重要である。 
 これらの研究の進歩は、加速器など実験技
術の進歩によるところが大きい。フェムト秒
パルスラジオリシスは、東大、早大、阪大、
アメリカ ANL、BNL、フランス CNRS 等の研究
グループで研究されてきたが、近年阪大産研
において、フォトカソード RF 電子銃加速器
を用いてパルス幅 100 fs の電子線を発生す
ることにより、フェムト秒パルスラジオリシ
スの開発に成功した。 
 阪大産研フェムト秒パルスラジオリシス
は、現在世界で唯一フェムト秒領域の放射線
化学反応を測定できる実験装置であり、我が
国が世界の放射線化学のタイムフロンティ
アをリードしている。フェムト秒レーザーに
より、光化学は電荷移動や分子構造変化を解
明する道が開かれたのと同様に、フェムト秒
パルスラジオリシスは、フェムト秒領域の放
射線化学への道を開くと考えられる。高速現
象の解明は微細な原子・分子レベルでの反応
機構解明につながる。 
 次世代微細加工法であるEUVリソグラフィ
ーの加工精度を向上させるレジスト材料設
計という観点から、イオン化により生成した
電子、ラジカルカチオンのナノ空間内での分
布及び反応挙動の解明が要請されている。 
 ポリエチレン様高分子の最も単純なモデ
ル化合物として、ドデカンのパルスラジオリ
シス研究がこれまでに数多く研究されてき
た。ピコ秒パルスラジオリシスで 790 nm で
ラジカルカチオンを測定した結果と拡散理
論に基づいたシミュレーション曲線は、長時
間領域ではよく一致するが、20 ps 以前の時
間挙動が全く異なっていた。その理由として、
測定装置の時間分解能不足と考えられてき
た。 
 近年、フェムト秒パルスラジオリシスの実
現により、十分高い時間分解能で測定する事
が可能となった。ドデカンラジカルカチオン
の時間挙動をフェムト秒パルスラジオリシ
スで測定した結果、前駆体として高反応性の
励起ラジカルカチオンを考慮することによ
り、時間挙動、捕捉剤効果、濃度依存性を説
明できることを報告した。この新しい活性種
について、その超高速電子（ホール）移動を
観測しメカニズムを解明し、アルキルラジカ
ル生成過程と放射線科学初期過程の関係を
解明する。 
 
２．研究の目的 
（1）阪大産研で開発されたフェムト秒パル
スラジオリシスを活用し、飽和炭化水素（直
鎖ドデカン）中で既知の溶質への電荷移動過

程とその温度依存性を測定することにより、
凝縮系における量子ビーム誘起超高速電荷
移動ダイナミクスと機構.を解明することを
目的とした。ラジカルカチオンの前駆体であ
る励起ラジカルカチオンの反応性を解明す
る。 
 
（2）アルキルラジカルの生成過程を観測す
ることにより、放射線分解初期過程を解明す
ることを目的とした。飽和炭化水素中に電子
線により生成された短寿命活性種の寿命、吸
光係数、生成収量を求めた。 
 
３．研究の方法 
（1）フェムト秒パルスラジオリシスの測定
波長を近赤外領域に拡張し、ドデカン中のラ
ジカルカチオンと電子の光吸収時間変化を 5 
ps の時間分解能で測定し、電子とラジカルカ
チオンのジェミネートイオン再結合挙動を
詳細に比較した。 
 
（2）ラジカルカチオンのモル吸光係数が既
知の芳香族捕捉剤（ビフェニル）を用いるこ
とにより、ドデカンラジカルカチオンのモル
吸光係数を求めた。モル吸光係数を求めたこ
とにより、ドデカンラジカルカチオンの G値
とイオン化 G値を求めた。 
 
（3）図 1 に示したように、フェムト秒パル
スラジオリシスシステムにレーザービーム
アライナを導入して分析光源を安定化した
ことにより、紫外領域でのフェムト秒パルス
ラジオリシス測定を実現した。240 nm では石
英セルの過渡吸収が問題となったため、空セ
ルの過渡吸収を測定し差分することにより
アルキルラジカルの時間挙動を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．研究成果 
（1）フェムト秒パルスラジオリシスの測定
波長を近赤外から紫外領域まで拡張し、代表
的な非極性液体であるドデカン中でジェミ
ネートイオン再結合の詳細な測定を行った。 
ラジカルカチオンは 800 nm、電子は 1200 nm
で測定した。その結果を図 2に示した。 
数 100 ps の比較的長い時間領域で、電子と 

 
図 1 NIR-VIS-UV フェムト秒パルスラジ
オリシスシステム 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ラジカルカチオンの時間挙動はよく一致し
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
している。そして、これらの時間挙動は、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、実験
結果をよく説明することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一方、図 3に示したように 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。十分な時間分解能を持っ
ているにも関わらず、従来の報告と同様であ
った。このような本来対で生成されたはずの
ラジカルカチオンと電子の挙動が 20 ps まで
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、イオン化で最初に
生成すると考えられる励起ラジカルカチオ
ンの間接的証拠を得た。 
 
（2）既知の捕捉剤として、芳香族捕捉剤で

あるビフェニルを用いた。ビフェニル-ドデ
カン溶液をフェムト秒パルスラジオリシス
により 800 nm で測定した。ビフェニル濃度
依存性の結果を図 4に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ビフェニル希薄溶液では減衰速度の低下が
見られ、その後濃厚溶液では減衰速度の増大
と初期収量の減少が見られた。励起ラジカル
カチオンを考慮し、拡散理論に基づいたモン
テカルロシミュレーションを行って、更に
800 nmでの各種活性種の光吸収の重なりを考
慮した結果複雑な時間挙動の濃度依存性を
説明することができた。 
 図 5に示したように励起ラジカルカチオン
とビフェニルの反応速度定数として、k = 3.5 
× 1011 M-1・s-1を得た。この反応速度は電子
捕捉と同じ速度で、ドデカンラジカルカチオ
ンが拡散して反応する従来のモデルではな
く、ホールが電子と同等に超高速移動してい
ることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更に、これまで非常に困難であったラジカル
カチオンのモル吸光係数を 13950 M-1 cm-1、G
値を 2.5、初期イオン化 G 値を 4.5 と明らか
にした。 
 他方で、電子移動についても検討を行った。
ビフェニル-ドデカン溶液中で電子を1200 nm
で観測し、電子がビフェニルに移動した場合
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、ビフェニル濃度依存性

 
図 2 数 100 ps 領域での電子とラジカル
カチオンのジェミネートイオン再結合 

図 4 ビフェニル-ドデカン溶液の 800 nm
での過渡吸収挙動 

図 5 ビフェニル-ドデカン溶液中の放射
線化学初期過程 

 
 
図3 50 ps以内の電子とラジカルカチオン
の時間挙動 



を研究した。図6に電子の時間挙動を示した。
電子はビフェニルと反応し減衰は高速化し
た。さらに、ビフェニル濃度の増加により初
期収量が減少し、前駆体の存在が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電子が移動すると形成されるビフェニルラ
ジカルアニオンが観測される 415 nm の過渡
吸収時間挙動を図 7に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ドデカンの励起状態、ラジカルカチオンの吸
収帯の重なりを考慮することにより、ビフェ
ニル濃度依存性をよく説明することができ
た。10 ps 程度でビフェニルラジカルアニオ
ンの生成が観測されたことから 1012M-1s-1 に
達する超高速の電子移動が観測された。 
 
（3）ドデカンの放射線分解初期過程を解明
するために、アルキルラジカルの生成過程を
観測した。240 nm で、比較的小さなモル吸光
係数のアルキルラジカルを、高い時間分解能
で測定するには、短光路長セルを用いること
と、S/N を改善することと、多数回の測定の
平均化を行った。また、この波長では、石英
セルの過渡吸収が無視できないので、空セル
も同様に測定し、差分した。その結果、いく

つかの問題点を克服し、240 nm でのフェムト
秒パルスラジオリシスの測定を実現した。光
路長 1 mm の研磨セル（板厚 0.3 mm✕2）を用
い、アルキルラジカルの生成挙動を観測した
結果を図 8に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その結果約 7 ps のアルキルラジカル生成過
程を観測した。この寿命は、励起ラジカルカ
チオンの寿命に符合する。ドデカンの放射線
分解に、励起ラジカルカチオンが直接的に関
与している可能性が高いことを見出し、放射
線化学分野の重要な新しい知見を得た。 
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