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二重軸足 外苑考にSるイオンiJEQあり九血尊氏最

多木工 伸 象 患 賂

1.アルカリ･ハ ライドにAnる払仏学反応

71レカ LJ･ハライドヤ飯 ハ ライドでは.亀 子毛 2励起 て る二乙lニ3,1払 子欠碑が生成てる二Zが

f く知られて､､る.t)この日 fJ舶 Il､･亀 川 と各 号去 り魚､､舶 朋 の金魚生 t･･るも の1･.欠綿生

成 が どQ,Sテ1J農仲 のもと1･ぶころĴ王OAう州 -_1 ることLl.見 直羊,*外 なL'で飼趣 と1JIJ77よ る

督 1･正孔再森泉に よる欠伸鞠動 4)塊強 ま解明てる指針となるもd" 頚えラklる.

常 子励起 t" もつエヌルr-叶 各号焚偽生成 ｡エえ ルf-l･一女棟 1九る親猿J---フい1. ア ルクLJ･

ハライドで[1 /チ3-年 年以東.A ･Iとよ うやろ七ゲ ルが後窯 ifllい る. どoliラfjtlJ●ルポ後果1れ

7､巧hが どo)ような虜由1頚え1い,たか と.､7-歴 史的な鉱産の餅由 招ここT11兆線1るが､他.C,

初歩でo)何級 fJ過像 Q'磯鹿 ま明 らかとてi㊨射 二なろ う.勿期 にLI Seit王の敷瓜での久綿 の舟蕗息

I--よるK胎生九･VDrJe′の二重イオ ン化 1なけラ丘のハロゲン･イ オ ン生A LニS川 路生応い ､小

魚泉 1加たが いイ加 もアルカ リ･ハ ライドr-よける欠陥 生血o)ま鹿 191.'匂い ニ之が 瑚タか ヱT+ フ･E

･､る｡ /ヲt∫頼 Poole/ が 後igbg郎 才tI召自e･捕獲 マれた励起 手か う､Fで Jじ (亀 子,藤娘 LT-一
色糾 え) と目す Jじ (各 号間/､ロで-/凍 り が 生 し.るもへ上●線条 tた.線か励起 子とf - Jl ヤ ーL=角 r3

EB/(a)1二ネiI ラl二互､､に展 性体 1tl.二の反応r3.4艶的句九他年反応1-.iるといえる.

Poole/伯･ F-H fP,u･対 -tL瓜 L勧起 子の風格水魚でQ)再鳥ふl二Sる敢為乙が互いにAg補 的TJ私

象1･･よ さと希えr-_(A/(i)).Lか川 n･ウ 抑 了)が Fヤ.C･生成に糾 る時碑おくhが.払友 子の

名他水魚11･の月々 r-く 与へ･1ノト1いい ､ラニ乙乏叫つ-1T･_.ニhhYもとI･_'4,7 /?73gL-_kQbje卜')

と伸簾一曲堂3)[1触i I二息か励起 子 へ古 L)高知起水魚 とF-/J や .ビ何 とが. 励 l(i) の‡ラに断患/I:

千･/シャルlニt,1絡ば九 1いる もqlと像負 目-_.kobte卜11.こ の ような釣魚木感受性 (二0,命 島

11度釆S)l=Jる) = たらi勧輿水急 ま称 二滴良 Lな 仇 ,た.こht二村 11々象一番生r3.親和励鬼

子C)Xlてxllハ01㌧ 称号)3勧鬼 てると.X{ 分 子イオ ン と守A と併存i る 7JLカリ.イ-1 ン と り

朗 の魚礁d:弓>:,イ ルヵYJt､1 くなtl.線か勧起 子p､ラF-rI寸JLl･舛 L二兎凍1ibへと弟えた.こ41に

荊11/?7子年に旦久S)Jl､金か勧女 子4電 子1励起 1与 と.徴収ヤーン･キラー勿A r_∫ ,7 断熱

41首足Jt2カY生卜.回目 り r_み ち11る断患寸tiン:/ヤ ル曲胤が解血1 3も01と像象 IT:-_.ニ01才ラJニ

F-/1すk=の生血楓構}解明Jlif-_ll.歳か勧鬼 子Q)高 い励鬼瀬 飯 4'鹿,兄 が 大を 1-凍 る.

ユ.二 重励起妙九克 之恥 ､もて ルカ､1･ハ ライ ドQ)光JL背反Fc:

itH 電子(}左端鮭へ励起水魚 Q'御 免 l-_Ll.か 現収.噴水 3=古心電九 ･r九/C,号音JeJ仇敵赴 スィJ7

トル､1 h･_尤二色性勺 ど Q.宮康が T.(判 例iわ1才た.鮎 勧鬼 子e'碁広瀬鮭Il.ESRヤ

E〟DORへ東風 二S ,1号の電 子各 色の讃血 ポ8拍 巾=;14,ている廿し そ 47勧勉強魅 1突､娘的L=明

らかに1 るにrJ.偵知励起 子にフい1. 上 私ら脅叔 ∫桁 なラ こ と が必牽Tよ うラ. 二glJ ラFJ日的つ

とみ｡一つの千か 1.JHレス電与線 で鹿かrA和 子2生成し､巧qtカ年 のPBlr-レーザ●一九之賂如 し､替

れ 九九号音血など2割史1る. 二の6-7,1乗､験 Il初3.1W川iQMSt)n(･桁な,た.神 川 .7工へ.

ト｡ン如 速足 1-●発生Jた電 干魚 パ ル,u 畝料 に展射 t仁徳.三重項励鬼 子吠外 Q)ネ雇足 11 平′じわく了へ
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1弟ilLき '7巾､う. ルE:一 ･し-サー1-私IT-_九J†ルス1線如 t.級かお起 子Q'お起状魅l二ふけ

るFヤ ･L" 生み 331叫三重功一一重項急硬 の生じるニヱ1元､Lt-_.二の与ラLJ禰 臥1.乎ボラl二踏ゑ

そ れたが.彼 ら 句碑免 でtl L- げ 一九q)東泉叫単一 でALるT=Cr'.喝 与れる如 乱が篠見てホ1､､る.

痩為ウ11.奄 耳線JM スとダイ･レーザ- 1同い1私生 り･_レーザーも 上之傭 挿 し､級か励女 子工愈

々巾血k水 魚t･_勧超 t. 三重線一一魯魚喪攻 ぶSli･Fヤte:生成､併科ス1･7 ト ル2創 見 lた. このよ

う11今泉 1二重触丸 谷九茸 iヰJこ.

二重励起分れ∃いつ.三重功一一食魚食塊 3iLg･Ll+たれや 反応へ励起 ス イ 7トlレ1女み る考頚 cn勿 エ フ

TA るbty.基底･u亀か ら. 一九千吸収 書T･_は二九号吸 収lこiる直藩励鬼 1･･東み ろhl鬼ス1･りトルと弁

償 句 に演 fJ,ている.二重肋起2掲､､る碑ヒtl.最初 r_生 11-_紡起状飴 Ll. 軸 くり傷ふ Jclhrn-

Tell巳r盃_H-_鴇 色乙葡蟻にSろ象o'Eオ､珂知 性仰7 ,て､､名,級 ,7.基底水 魚の配収 丁●ra倫 且 1

1 ､･b水魚の梅 丘がヱIilいるこ とや丁句い.マ lLカ リ･ ハ ライ ド4'鶴丸 由起 子の泉危水魚 ど11. P水

盤の梅 且が史金tこと111､､る.二重卸私で伴内ス1･りト ル 1束〆ると.飽 且へとTTT･_各孝心 へ別個 に

助免れ来るヒム.基底水魚か らO,直振向勉 で Ii衝与れ甘いか乱爪鎖 ラれる.

隼あう招.求の与ラlJ舌先で銀か励奥 千の軸足状態r_3Lける丸山官費仏屯 と･の泉施 知慮忽1錦 うわ､

に11号も.

(L)銀か勘女子)伽あてる二日 二Sリ､巧の-毎 tl且むく他 の水鳥へ真也 )1る.偽あ ま伺､､1且 も

1l､直弘fLと千句 31Stiy鼻息に偽もIr-_丸で 且も雀3剰え1ると.14'双息に3irTろ胞 fu良が求め

うれろ.級か勧落 手の上丘のP水鳥 Q,息で丁稚亀 への直鞠 l二 J名収収希r3.広､､咋 1 台, Z､､る｡上

血の古ラJ･一 脇丸皮の款息JR蕗牡 1創見 1- 画3 上ヰQr一寺､T J予に.叔あ励起 子の亀 子O,/5(CtJS)

和 良や､う.2P｡AT1軸 (ら.U.bAuJb3u)Ju 直観 日 石吸 収率 土え.Ar=.∫)

(ま)NaCC,I(Ce.R♭Brよ さペ kBrに7､､1.5ZPの息ボ負ぶJ･1日 らl二島い くn=3ux上)q)水

経へ伽勉 1ることに 3るFヤ JLi･Q,土叔収庫 31才･tl･三重功一-重砲を確 言菜か､由27年舟 に気て鹿呆

1碑七.kα.J-_お いて11 を722P岸 谷 qt,とt,他いエネlLr一まもフ blu軌旦 ＼勧冬iると

Fヤk=5=与･t̂･目す JCn･生叔1ることが 鴫うかと,i,良.q)仏 cA l--31 ､､1 11. ら,u和瓦と』,u和良と

れてほと んどを.i,ていう.')二｡像息､倫九 It L-tr-A /目しス1放射 L,7-卓承私+L雀 の史ju

AJl史上 巧の直す1･偽lL.方向 ユ70●E)兎 1tT-_.ニA r一僻ラ足れ阜 C～史 JLから b3uわY一色吸乳*L,かう.

紘 一て､乳池 と鋼廠 耶 F寸に生息 ri bluか 直,H 生 し･1い 5こと1令 IT:.9)

(3)包 50)仙cet-_よい1.A--3 へ励私1 る碑 r_招F-目 すNI竹 橋とJJと生枚もィ､一重頑-三重

項安硬 へ計が生 いる. 二九Z向礁 q 鹿果rL kBr,鮎 Bh よき1JLi十不払軌 二線絶 て九T･_級か知和†

l二つい1C額 与れる.'o)二｡金 具 l舌底絡新 曲魚I-_3;､､1監軟性 p＼･きるニ上之各1tqT.巧の頚d'につ

い て11E)1叔封や1-きる.

度訳も1rlレ1●'r3. bau外乱と0.1丸 か 細 身件 W _J ･7本昏乳 性が 生L･.F-1｣す .じが 生しろ 乙て

る もの1'.上也の総見 B身 侮1る･ 二かr一声= 1 blu恥 且へrmk Lr:郎 Ll.Au3e･r直軌 二才,

1X{ のお産 btLL二･)､′J)座像7r:-Tフーー/十 ル帆布〆 ラわ F-lJ や JCが 生J如 るものと斉i与れる.
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3､ 二重如私 倉見考 の巧の血 01GLl･搾

7ル- )･ハライドイ桁fi,T=寸話Llje.の初乳 浄化物な どと応 用叫見る. 今猿次のふう'l東泉nt'

秀 i 与れ る.

(l) 内申骨傭澄渡3iJM尤Je,骨反応 の碑伺よ くLld.諌 良

亀3級 ノ{ルス1p億か勧勉71僻 ,1LL了 . 二 かjt･コ妙 レ一打一丁励起 卜 三重竣励私子息雌林嵐

qGj稚3LJ･WFす ,仁王成 すF_Jl一重成果九の瞬 向3;(九1幼 魚iる. 1イ･い け -1同いて､ 鬼 孝

瓜へ別個 [-一触超1ることに3リ､魚津b断 直物確率 2永見虫丸る. この与 うな丸娘は.衷掃射 息角

ヒ フ い1直藩的TJか丸まBi与もo'1･9 る.才r･一世1鹿島oJ う に 鹿 食 らJ､1い魚島7･.嶺 の々振亀

葬射 象釈恥 励起 Lた碑o)晩rw私 ヒっいて0,か兄も裾 うわSヲ.

(A)SrF3Lヤ7ルや り殊/L幼fJと̀1'.3個o'億か水魚が 各点1る=とが線度 1如 1､､名.二の向弟う

周の勉碑 が魯才物匙 にt,1生t･ることが 払 うill いろ 叶 二 0'よ ラ,J吸 乳11.亀 等･各 号舶 五僻 伺

a)新し､､綿願 LLl腰味条､､.

(3)嶺か励起 子ヒ11･奄 守勧勉状態 上丘… Yお灸LT=ポ 飴 と巾は る.五､･へ問うAuSか 底か 後索

1乳酸的L二丸〆 る二と招廟 如 TA る･

i) R･T･Williams･Semiconductorsand Insulater…)ま,Mヲ5志.(lK三三Biと言ndLe害とuf:ohN占tes forNATOAdvance in phydics (in print).
Advanced Study Instituteon Radiatioム DamageProcessesinZ4aterials,Corsica,August (1973).
3) N.ItohandM.Saidoh.J.dePhysique 34.C･9101 (1973)｡
4) M.Hirai,Y.Kondoh,T.Yoshinariand扇T ueta,J.Phys.Soc.Japan 30,440 (1971).
5) Y.Toyozawa,Vacuum UltravioletRadiationPysics,eds.E.E.Koch,罰T Haenseland C.Kunz
(PergamonVieweg,Braunschweig,1974)andY.Toyo2:aWa,J.Phys.Soc.Japan44.482 (1978).
6) K.Soda,K.Tanimura and N.Itoh,J.Phys.Soc.Japan,50,2385 (1981).
7) K.Sodaand N.Itoh,J.Phys.Soc.Japan 48,1618 (198OTT
8) K.Sodaand N.ェtoh,J.Phys.Soc.Japan , (1981). 9) X.Soda,unpublishea.

10) K.Tanimura,unpublished.
ll) N.Ztoh,A.M.Stoneham andA.H.Harker,J.Phys.Soc.Japan 49.1364 (1980).

●

長日.Xa/ ')位置`断熱

1t'子 ニi サ ル､ G d基底状患.

Lrl政友励起 子0,歳冶 状息 .

Pけ断熱 木々 定 Ih>もラF-H

Q 'じ生鼓 へ湧 くポ鮭1ra.ち.
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図9. kcR(a)おS･tI NkCe(ら)と よ ､､1.三重吸

息侭水盤l二束 5歳かrw亀 子2励在日:-_舟 三重項水魚

欽外 のポ鮭 へ織 る廃i^ううF-/1TYLLL･生Gi(C)と三重政 一

-重砲史燕(･)縫 いる部分cu上励起敦長とのL勿体.

kcQTIl一重攻たk Ll生L･ない
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