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先端放射線化学シンポジウム報告
平成 26年の 3月 10日（月）および 11日（火）に，

東京大学本郷キャンパスにおいて先端放射線化学シン
ポジウムを開催いたしました．今回は，柴田裕実先生
（阪大産研）と越水（東北大）で企画を行いました．二
人ともちょうど，応用物理学会放射線分科会でも研究
会担当の幹事を拝命していましたため，良い機会であ
ると考え，放射線分科会の放射線物理学研究会と共催
いたしました．場所は，東京大学本郷キャンパス工学
部 8 号館地下 1階 85講義室でした．また，今回の研
究会では，研究現場どうしでの生の情報交換を企図し，
実験の最前線に立つ研究者の方々に講師をお願いしま
した．
同じ放射線を生業とする研究会ではあるものの，放

射線化学会では水やポリマーなどが対象となること
が多く，一方放射線分科会では無機固体（主に結晶）
が扱われることが多いため，物質を限定するのではな
く，考察対象とする現象に焦点を当てた研究会としま
した．初日には，多様な系での LET 効果の研究発表
をしていただきました．蛍光体における発光や蓄光過
程，水の分解過程，あるいは高分子の改質など，多岐

にわたる現象での LET 効果が論じられました．対象
が大幅に異なるものの，収率などの LET 依存性には
類似点も多く，共通したモデルでの実験結果の説明の
可能性が窺えました．二日目には放射線による励起状
態や活性種のダイナミクスに関するご講演をしていた
だきました．対象とする系により，全く異なるダイナ
ミクスが観測される一方，計測系における共通点も多
く，双方の分野の協力により解決される問題が多いの
ではないかと思えました．初日の夜には懇親会も行わ
れ，分野の垣根を越えた活発な討論が繰り広げられて
いました．国内における放射線関連計測や，生物系以
外での放射線科学の研究は，この両学会で，ほぼ全て
カバーできています．しかしながら，双方の研究者の
交流の機会は非常に限定的です．双方が協力すれば，
世界随一の研究基盤が構築されると考えられます．今
回のシンポジウムがその契機となることを願っており
ます．
最後になりましたが，年度末のお忙しい中，ご講演
いただきました先生方に深く感謝申し上げます．

(東北大学 越水正典)

第 15回放射線プロセスシンポジウム参加報告
平成 26年 6月 17日，18日の 2日間，東京大学弥生

講堂において第 15回放射線プロセスシンポジウムが
開催された．本シンポジウムは放射線利用の普及啓発
を目的として，1985年から隔年で開催されている．
鷲尾方一実行委員長（早稲田大学）の開会挨拶で幕

を開け，1日目は【線源・照射施設・照射技術】のセッ
ションから講演がスタートした．丸紅ユティリティ・
サービスの津久井謙氏とNordionの E. Beers氏からは
60Coの安定供給と照射技術に関する講演，日本原子力
研究開発機構（以下，原子力機構）の小嶋拓治氏から
は放射線プロセスを保障する線量標準に関する講演が
あった．いずれも普段なかなか聞くことができないお
話で，勉強になった．続く【放射線滅菌・殺菌】のセッ
ションでは日立造船の坂井一郎氏，日本電子照射サー
ビスの山口透氏がそれぞれ飲料ボトルと医薬品の滅菌
に関して，セティの辻浦雄一郎氏が X線滅菌に関して

ご講演され，スループットや電気代など，現場の生の
お話を聞くことができた．
また，1日目の特別講演として，光触媒の発見者で
あり，東京理科大学学長の藤嶋昭氏のご講演が行われ
た．ユーモアや実演を交えたお話から，好きになるこ
と，楽しむことが教育や研究において何より大事なの
だという熱いメッセージを頂いた．
午後は【グラフト重合技術の産業応用への新展開】
と題したトピカルセッションが設けられ，千葉大学の
斎藤恭一氏，倉敷繊維加工の見上隆志氏，倉敷紡績の
勝圓進氏，イー・シー・イーの青木昭二氏の講演があっ
た．原発汚染水からの Csや Srの除去など，グラフト
重合が喫緊の問題を解決しうる技術であることがよく
分かった．

2日目は【イオンビーム・中性子利用】の話題から
スタートした．理化学研究所（以下，理研）の池田時

第 98号 (2014) 47



ニ ュ ー ス

浩氏からはガラスキャピラリーで簡単にマイクロビー
ムを生成する新技術，レーザー技術総合研究所の藤田
雅之氏からはフェムト秒レーザーによるアブレーショ
ン現象の活用，原子力機構の篠原武尚氏からは中性子
で磁場を可視化する技術について報告があり，最先端
技術に触れることができた．
続いて，2日目の特別講演として東北大学の千葉晶

彦氏が電子ビーム 3Dプリンタ技術についてご講演さ
れた．2013年の内閣府・科学技術イノベーション総合
戦略において重点課題として採り上げられた国家プロ
ジェクトでもあり，今後の展望を垣間見ることができ
る貴重なお話であった．
午後には【RI 利用・医学】のセッションで原子力

機構の永井泰樹氏による中性子を使った RI 製造，岡
山大学の榎本秀一氏による分子イメージング研究，理
研の前山拓哉氏による重粒子線治療用ゲル線量計の開
発について講演があった．続く【食品照射・生活】の
セッションでは，農業・食品産業技術総合研究機構の
等々力節子氏が食品照射に関する国内外の動向を紹介
された．原子力機構の小林泰彦氏は原発事故後の食品
の放射線汚染と健康影響に関する科学的事実とリスク
コミュニケーションの在り方について，日本原燃の宮
川俊晴氏は放射線教育の重要性と実際の取り組みにつ
いてご講演され，大変興味深く伺った．最後は【農業
利用】の話題で，理研の阿部知子氏からはイオンビー
ム育種の様々な実例，農業環境技術研究所の石川覚氏

からは低カドミウムコシヒカリの開発，原子力機構の
河地有木氏からは植物内の元素移動を可視化する RI
イメージング技術が報告された．どのご講演からも世
界を変えたいという強い意志を感じた．
以上の 23件のご講演に加え，1日目のお昼には 24件
のポスター発表が行われた．筆者も会場の熱気に汗を
かきながら多くの方に研究を紹介し，貴重なコメント
を数多く頂くことができた．どの発表も興味を引かれ
る報告ばかりだった中，最優秀賞を頂けたことは嬉し
い驚きであった．
シンポジウムは，原子力機構の田中淳氏からの閉会
の挨拶で幕を閉じた．放射線は時に暮らしや産業を
下支えする縁の下の力持ちとして，時に未知の世界
を先駆ける強力なツールとして，今後も科学技術を盛
り上げていくに違いない，そう確信できる実に有意義
な 2日間であった．本シンポジウムが，放射線利用に
携わる多くの方々が一堂に会し，積極的な情報交換に
よってお互いを高めあうことができる場として，今後
ますます発展していくことを願っている．
追記）教育現場で配布される副読本から「放射線利
用」の内容が無くなり，「原発事故」「放射線防護」の
みになったことを宮川俊晴氏のご講演で知った．未来
を担う子供たちが，放射線を安全かつ有効に利用する
最先端の技術と大いなる可能性に触れることなく育っ
ていくとしたら，非常に残念なことである．

(日本原子力研究開発機構 大山智子)

第 51回アイソトープ・放射線研究発表会参加報告（1）

第 51回アイソトープ・放射線研究発表会は，2014年
7月 7日から 9日までの 3日間，東京大学弥生講堂及
び東京大学農学部 1号館・2号館にて開催されました．
研究発表会では，大分して 15セッションから成る

149 件の口頭発表や 36 件のポスター発表が行われま
した．15のセッションの中でも，次の 3セッションで
の発表件数が最も多く，「東電福島第一原発事故関連＿
環境・生態」では 22件，「陽電子消滅」では 23件，「放
射線の検出器・検出法」では今年度最多の 24件の研究
発表がありました．またポスター発表においては，福
島第一原発事故に関する発表が多く見受けられ，これ

らに関して知見を広げることができました．加えて，
一条ホールでは 3 つの特別講演や 4 つのパネル討論
なども行われており，聴講者も 100人を超え，非常に
興味深い内容でした．特別講演の一つである「産業分
野における中性子利用の新しい展開」においては，こ
れまでとは異なる中性子利用に関するお話がありまし
た．例えば，情報通信機器へ中性子を照射し，ソフト
エラーを意図的に起こし修復システムが機能するかを
確認するという，ソフトエラー加速試験を始めとし，
金属の塗膜下腐食進行の観測，コンクリートの爆裂観
測，焼入れ鉄のマルテンサイトの結晶構造の観察など
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が挙げられ，中性子利用の新たな利用・展開がなされ
ている，というものでした．また，パネル討論の一つ
である「小型加速器施設の放射性廃棄物の取扱いにつ
いて」では，放射化物に関する法令から，医療用リニ
アックや PET 診断薬製造用サイクロトロン施設にお
ける放射化物，放射化測定，放射化物の廃棄・集荷に
関する講演の後，これらに関する討論が行われ，放射
化物についての様々な困難に関する議論が行われま
した．
さて，私は放射線効果のセッションにて発表させて

頂きました，このセッションでは 10件の発表が行わ
れ，中でも水の放射線分解に関する報告が多くありま
した．東大の勝村先生からは，超超純水を用い再現性
をよくすることにより，沸騰水の放射線分解にて生成
される水素と酸素に関して，G(H2)は線量率に依存し，
酸素発生は水の純度に大きく依存する，という発表
がありました．また阪大産研の古澤研からは，高温高
圧水中における水和電子の時間依存性・温度依存性や
2重電子反応の高温化の反応性に関して，不純物を加
味することで，再現性の良い計算結果が得られたとい
う報告がありました．その他にも，私の所属する早大
鷲尾研究室からは，Yb ファイバーレーザーをフォト
ニッククリスタルファイバーに入射し生成する，より

ピーク強度が大きくスペクトル幅の広いスーパーコン
ティニウム光をプローブ光として用いたパルスラジオ
リシスシステムの開発に関する発表や，電子ビームグ
ラフト重合法を用いフッ素系高分子へアクリル酸やス
ルホン酸基を付与し得られる IPMCアクチュエーター
に関する報告が行われました．私自身は，「Bio-MEMS
応用へ向けたポリ乳酸の放射線滅菌耐性」と題し研究
発表を行いました．本研究では，医療分野への応用が
期待されているポリ乳酸や放射線架橋させた架橋ポリ
乳酸の電子線滅菌耐性を評価すべく，滅菌後の耐熱性
や水への溶出物の調査に関する発表を致しました．ポ
リ乳酸は放射線を照射すると分解反応が支配的に進み
ますが，滅菌線量の範囲では，耐熱性に大きな劣化が
見られず溶出物も非常に微量であり，ポリ乳酸に電子
線滅菌を施すことが可能であることが分かりました．
今後は，ポリ乳酸を用いたバイオデバイスの作製を行
いたいと考えています．
当研究発表会を通し，自身の研究に関する新たな課
題を見付けられただけでなく，広く放射線利用や原子
力に関する知見を得ることができ，非常に貴重な経験
となりました．このような発表会を開催して頂きまし
た，関係者の皆様に深く感謝致します．

(早大理工研 高橋篤史)

第 51回アイソトープ・放射線研究発表会参加報告（2）

平成 26年 7月 7日–9日に東京大学弥生講堂におい
て第 51 回アイソトープ・放射線研究発表会が開催さ
れた．筆者は 2日目の「陽電子消滅」セッションに参
加したので報告する．
今回の研究発表会全体では 149 件の一般口頭発表

と 36件のポスター発表が行われ，そのうち陽電子消
滅セッションでは 22件の口頭発表が行われた．さら
に日本陽電子科学会依頼特別講演としてミュンヘン工
科大学の Christoph Hugenschmidt博士による “Positron
Beam Experiments and ACAR Highlights with Polarized
Positrons”と題した講演も行われた．
午前中のセッションでは主に陽電子消滅法を利用し

た材料評価に関する研究発表が行われた．まず山脇氏
（産総研）より，すでに供給しているオルトポジトロニ

ウム寿命測定用認証標準物質に加え，短寿命な金属・
半導体系材料向けに単結晶シリコン製の陽電子寿命測
定用認証標準物質を開発していることが紹介された．
井上氏（東北大）からは，陽電子の試料への入射時刻
の検出にアバランシェ・フォトダイオードを用いた，
陽電子寿命–運動量相関測定装置の開発に関する研究
が報告された．満汐氏（東理大）からは，研究室規模
で運用可能な蓄積型陽電子パルス化装置を用いたポジ
トロニウムビーム発生装置の開発とポジトロニウム負
イオンの共鳴光脱離実験について紹介された．川口氏
（千葉大）からは電解水素チャージしながら延伸・破断
させた純鉄試験片では破断部近傍で空孔クラスターサ
イズが増大していることが報告された．荒木氏（阪大）
からは，Al-Mg合金に Znを添加すると析出挙動が変
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化することが紹介され，Al-Mg合金および Al-Mg-Zn
合金の平均陽電子寿命の室温時効時間依存性が報告さ
れた．佐藤氏（学芸大）からは，土壌に含まれる無機
層状化合物サポナイト分子構造中の空隙に一旦 Csが
吸着すると高濃度酸で洗浄しても Csが除去されない
ことが報告された．また，筆者も昨年度に所属してい
た産総研で行ったGd添加 GaN薄膜中の空孔型欠陥に
関する研究について紹介し，Gd を添加しても格子膨
張が観測されない試料にはGa空孔が導入されている
ことを報告した．
午後の最初のセッションではスピン偏極陽電子と陽

電子回折法に関する講演が行われた．はじめに Li 氏
（原子力機構），Zhang氏（原子力機構）からスピン偏
極陽電子消滅法による磁化薄膜の評価，電流誘起スピ
ンの検出に関する研究がそれぞれ報告された．また，
前川氏（原子力機構）より，スピン偏極ポジトロニウ
ム飛行時間測定法の開発について，新たな測定手法の
開拓が紹介された．深谷氏（原子力機構），望月氏（高
エネ研）からはそれぞれ，Ag(111)表面上のシリセン，
Ge(001)表面上の金ナノワイヤーの全反射高速陽電子
回折法による構造解析に関する研究が報告された．
ポジトロニウムに関する講演では，まず平出氏（原

子力機構）より，イオン液体中ではポジトロニウムバ
ブルの形成が著しく遅く，バブルが安定化するまで消
滅確率の振動が観測されることが報告された．山下氏
（東理大），飯田氏（東理大）からはそれぞれ，アルカ
リ金属蒸着タングステン表面からのポジトロニウム放
出および放出ポジトロニウムの飛行時間測定に関する
研究が報告された．藤浪氏（千葉大）からは，シリカ
ガラスの光学特性はオルトポジトロニウムが検出する

空隙径が重要であることが報告された．萩原氏（産総
研）の発表では，耐候性試験機を用いて劣化させた太
陽電池用 PET フィルムは平均自由体積サイズが減少
していることが報告された．
最後のセッションでは主に大型陽電子ビーム施設の
現状報告が行われた．ブライアン氏（産総研）からは，
粉末試料や液体試料にも対応可能な垂直型陽電子ビー
ムラインの概要が説明された．木野村氏（産総研）は，
パルスイオンビームとパルス陽電子ビームを併せた
測定を行い，イオン照射中は陽電子再放出が抑制され
ることを報告した．また，京都大学原子炉実験所に現
在建設中の陽電子ビームラインの現状について佐藤氏
（京大）より説明があり，陽電子ビームが試料測定チェ
ンバーまで輸送されたことが報告された．最後に和田
氏（高エネ研）より，低速陽電子回折実験を可能にす
るためのビームパルスストレッチ装置の開発状況につ
いての報告があった．
以上，研究発表の内容を紹介した．このように陽電
子寿命標準物質の開発から始まり，測定装置・システ
ム開発，陽電子消滅法・陽電子回折法を利用した材料
評価，スピン偏極陽電子消滅法，陽電子ビーム・ポジ
トロニウムビームの発生・制御技術など，多岐に渡る
研究が報告された．建設中の大型陽電子ビーム施設や
新しい原理に基づく物性評価手法の開発などの報告が
あり，陽電子科学分野の今後の継続的な発展に期待が
持てる研究会であった．
最後にこのような素晴らしい研究会を開催していた
だいた日本アイソトープ協会および運営委員の皆様に
お礼を申し上げます．

(高エネルギー加速器研究機構 籔内敦)

APSRC2014参加報告（1）

5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry
（APSRC2014）は，9月 8 日から 4日間にわたり，東
京大学弥生キャンパスで開催された．世話人は勝村庸
介先生で，スタッフはひと目で識別できるユニフォー
ムを着用し，参加者を笑顔で迎え入れてくださった．
また，要旨集は表紙一面に水引と青海波が印刷された
ユニークなデザインの冊子であった．今回の参加者は

141名，そのうち海外からは中国，インド，ロシア，欧
州などから 62名であった．
初日の午前は，一条ホールで勝村氏による開会の挨
拶に続き，Rao氏（インド），Wu氏（中国），鷲尾氏（早
大）による各国の放射線化学に関するトピックスなど
が紹介され，最後にMittal氏による全体講演があった．
Mittal氏は，インドにおける固形廃棄物の再生のため
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の放射線利用を詳しく紹介した．これらの講演を通し
て，日本では精確なエネルギー制御や測定のための新
技術や装置開発，放射線利用のための基礎科学分野の
研究が行われ，中国やインドでは，新材料の開発や資
源再生，医療・食品等の新しい応用分野の開拓などの
放射線利用を目的とした研究が精力的に行われている
ことがよくわかった．また，アジア太平洋地域内で，
共同研究や装置開発のための連携がますます深まって
いることを実感した．

写真 1. 一条ホール会場．

昼食後のポスターセッションでは，奇数番号が発
表を担当することになっていたが，偶数番号のポス
ターの前でも熱心に議論が交わされていた．筆者は，
Feldman氏のグループによる発表やイオン液体に関す
る発表を興味深く拝聴させていただいた．
午後からは一条ホールとセイホクギャラリーの 2会

場で並行して一般講演の口頭発表が行われた．筆者
は一条ホールでの Bio-related Moleculesに関するセッ
ションを拝聴した．午前にも登場した Rao氏が，放射
線照射により生じた DNAダメージが金や銀のナノ粒
子により修復される可能性があることについて報告し
た．真嶋氏は，パルスラジオリシスと時間分解ラマン
分光法を組み合わせ，π共役系巨大分子の一電子酸化
に伴う構造変化について報告した．Houée Levin氏は，
アミノ酸の一電子酸化で生じるラジカルとその消滅機
構，藤井氏は，放射線による DNA 構造の破壊が共存

する水分子によって抑制される可能性について報告し
た．続く Nanoparticles and Emulsionsのセッションで
は，Rath氏が，UO2(NO3)2 を含む 2-PrOH水混合溶媒
への電子線パルス照射で生成する UO2 ナノ粒子につ
いて報告した．照射後の誘導時間（0時間–2時間）を
経てナノ粒子が生成することは興味深い．Zezin氏は，
金属イオンを含む高分子電解質フィルムに溶液中で
X 線を照射することで金属–高分子ハイブリッド材料
を作成できることを示し，Zhai氏は，Pt担持炭素ナノ
コンポジットを γ線照射法により作成し，還元反応の
触媒，電気二重層コンデンサ，燃料電池用プロトン交
換膜等への応用例を示した．Poster氏は，電子線照射
法によるポリビニルピロリドンのナノゲルの合成と応
用について報告した．Adhikari氏は，油中水滴型マイ
クロエマルション（逆ミセル）中に生成する水和電子
の安定性を界面活性剤の種類等を変えて調べ，親油性
分子に対しても水系で抗酸化作用の評価が可能である
ことを示した．
一方，セイホクギャラリーでは Physics and Early Pro-

cessesとRadiolysis and Degradation of Organic Materials
に関する口頭発表が行われた．
会期 4日間を振り返ると，放射線化学の最先端の研
究内容に触れながら，スタッフの温かい運営によって
人と人の交流が自然と深まっていくような思い出深い
シンポジウムであった．

写真 2. セイホクギャラリー会場．

(広島大院工 駒口健治)
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APSRC2014参加報告（2）

APSRC 2日目も，初日に引き続き東京大学銀杏ホー
ルとセイホクギャラリーで行われた．この日は 3つの
講演セクションが設けられ，若手研究者による発表，
一般発表，放射線化学賞受賞者による講演がそれぞれ
2 つの会場にわかれ 16 講演行われた．この日はポス
ターセッションも行われ，主に偶数番号（26件）の発
表に対し約 1時間の熱い討論が交わされた．午前中は
若手研究者による発表 8件と一般発表 6件が 2つの会
場に別れて行われ，筆者は銀杏ホールでの講演（若手
4件，一般 3件）について報告させて頂く．
まず若手研究者の発表では，東大の岩松氏らによ

り，臭素を含む水溶液における放射線化学反応につい
て報告があり，既知の反応速度定数の見直しや，新た
な反応経路の提案がなされた．今後更なる実験的な検
証が必要となるが，この反応機構が精確に解明されれ
ば OH• の有用なプローブとしてさらに力を発揮する
であろう．2件目は阪大産研の樋川氏らにより，n-ア
ルコールにおける電子の溶媒和過程についての報告で
あった．同氏らはフェムト秒分解能パルスラジオリシ
スを用いて実験を行っており，溶媒が持つ極性の溶媒
和過程に対する影響などについて質問と議論がなされ
た．次に 3件目として，JAEAの端氏らにより，高濃度
NaCl 水溶液における放射線分解反応について報告が
あった．当報告では Cl− と •OH の反応などについて
新たな反応速度定数の提案が議論された．本内容は福
島第一原発への海水注入により起きうる問題の提起・
解決には欠かせない研究であるため，今後の進展も含
め大変興味深いものであった．そして最後の発表者と
して CNRSのMa氏らによる溶媒和電子と二過塩素酸
マグネシウム (II)のペア形成について報告があった．
休憩を挟み，次の一般発表では，CNRSの Belloni氏

らの発表があり，Li イオン電池の溶媒として用いら
れる炭酸ジエチルについて，宇宙環境での使用を見据
えた放射線に対するその反応性が報告された．放射線
環境下で用いる機器には使用する材料が重要となるた
め，将来的な放射線技術の発展には材料物質の耐放射
線性能の研究は欠かせず，それが新たな技術を生み出
す事にも繋がっていくであろう．2件目の発表では北
大の岡本氏らによって次世代の半導体リソグラフィに
欠かせない EUV 光源を用いた化学増幅型レジストに
ついて研究報告があった．最後の発表では、阪大産研

の近藤氏らによって n-ドデカン溶液における電子の挙
動やその捕捉剤であるビフェニル・四塩化炭素と電子
の反応速度について報告があり，反応経路や測定方法
などについて議論が交わされた．
昼食後，ポスターセッションが行われ，様々な放射
線を用いた研究が報告されていた．また照射対象とし
ても水やイオン液体，溶融塩，高分子など様々な分野
の報告が見られた．報告内容の多彩さからも，放射線
化学が様々な分野に応用され，将来重要な技術となる
予感を感じさせられるものであった．
夕方からは放射線化学賞受賞者 2名による講演が行
われた．まず阪大産研の真嶋氏が講演を行い，放射線
化学の手法を用いた電荷の非局在化過程や，光触媒機
構の研究，さらには DNA の酸化ダメージや蛋白質の
ホールディング機構など，生物学的な分野に至るまで，
視野の広い研究内容が報告された．ここでも放射線化
学の柔軟性や他分野との横断性，相補性の大切さを感
じる筆者にとっても意義深い講演であった．続いて中
国科技大の林氏らにより，次世代原子炉である超臨界
圧軽水冷却炉において重要となる高温での放射線水化
学についての講演が行われた．筆者自身の研究内容に
近いこともあり，興味深く拝聴させて頂いた．過去の
知見や超臨界水の特異的性質，新たな課題について丁
寧に説明され，その真摯な研究姿勢には感銘を受けた
ものであり，お二人の先生の講演もあっという間の充
実した時間であった．

写真 1. APSRC guys.

2日目はこの受賞者講演をもって講演は終了し，引
き続いて東大の山上会館にて懇親会が執り行われた．
本学会のチェアマンである東大の勝村先生が来年に
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退官されることもあり，懇親会では国内・国外を問わ
ず，旧友であり好敵手でもある先生方から祝辞が述べ
られ，思い出が語られる場面もあった．筆者にとって
も，他大学で研究する学生と交流できる機会となり，
外の世界を知る経験になった．
今回の APSRC2014への参加は，筆者にとって学ぶ

ことが多く，また放射線化学の可能性を知ることが出

来た有意義な学会であった．
最後に，このような機会を与えてくださった先生方，
講演，議論を通じて多くのものを頂いた先生方に対し
深く感謝申し上げるとともに，APSRC2014，2日目の
参加報告といたします．

(大阪大学大学院工学研究科 鳩本大祐)

APSRC2014参加報告（3）

平成 26 年 9 月 8 日から 11 日にかけて東京で The
5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry (AP-
SRC2014)が開催された．その際の会議や講演の様子
について報告する．APSRC は日本，中国，インドな
どのアジアの国で開催されている。5回目となる今回
は東京大学の弥生キャンパスにて開催され，ポスター
セッションや口頭発表を介して盛大に放射線化学の議
論が交わされた．本レポートでは，会議の 2日目であ
る 9月 9日について報告する．

写真 1. 参加者全員の集合写真

会議の 2 日目の午前は，2 つの Young scientist ses-
sion（「初期過程におけるパルスラジオリシス」および
「Multicomponent Systems」）と 2つのセッション（「有
機システムの基礎」および「無機物質」）の計 4 セッ
ションが 2 会場に分かれて行われた．筆者も Young
scientist sessionの「Multicomponet Systems」にて，導
電性高分子へ電子線照射を行った際の効果とそのメカ
ニズムについて発表させてもらった．この発表・議論
を通して，現状及び今後の課題について再確認するこ

とができ，研究に対するモチベーションがより向上し
たのを記憶している．
昼食休憩後の午後 1番には，ポスターセッションの
後半が行われた．発表場所が会場のすぐ隣ということ
もあり，多くの参加者により熱い議論が行われた．そ
の熱さは，次のセッション開始時に会場スタッフがア
ナウンスするまで会場内に参加者がほとんどいないほ
どであった．発表内容としては，放射線化学の基礎か
ら放射線応用までと多岐にわたり，その中でもラジオ
リシス関係の発表が多かったように感じられた．
ポスター発表後には，放射線化学賞の授与と記念公
演が行われた．本年度の受賞者は大阪大学の真嶋哲朗
先生と USTCの Lin Mingzhang先生であった．真嶋先
生は DNAなどの生物学的物質への放射線化学につい
て，Lin先生は SCWRに用いられるような高温・高圧
な水に対するラジオリシスに関して公演していただ
き，これらについて熱い議論が行われた．

写真 2. Banquetの様子.
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2 日目の夜には，東京大学内の山上会館で Banquet
が盛大に行われた．Banquetでは蕎麦や寿司などの日
本食がふるまわれ，参加者は交流を深めつつ食事やお
酒を楽しんだ．また，今回の学会の主宰者である東京
大学勝村庸介先生が本年度をもって退官されるため，
「勝村先生退官パーティー」の様相も呈しており，縁の
ある先生方のスピーチが行われ，また，思い出話に花

が咲いていた．筆者は本学会が初の英語での口頭発表
であり大変貴重な経験をすることができ，また，熱い
議論を肌で感じることで大きなモチベーションの上昇
につながった．次回の APSRC2016はインドで開催さ
れることが発表されており，筆者も新たな結果を手に
ぜひとも参加したいと思う．

(早大理工研 日名田暢,塚本淳志)

APSRC2014参加報告（4）

APSRC 3 日目のエクスカーションには約 100 人も
の参加者が集い，それぞれに東京の名所散策を楽しん
だ．日本橋アートアクアリアム，江戸東京博物館，浅
草寺，東京スカイツリーと，江戸文化に始まり先端技
術が活躍する現代の東京までを一気に体感することが
できた．

APSRC 4日目の最終日には，ポリマー合成・変性，
水溶液システム，放射線グラフト，ラジカル化学，ポ
リマーの機能化，イオン液体の 5つのセッション，ま
た若手研究者において，ポリマー合成・変性，溶媒の
放射線分解，放射線グラフトの 3セッションが行われ
た．2会場で 29もの講演が行われており，すべてを聴
講することは困難であったため，自身が聴講した講演
について記す．
午前の前半セッションは，Mostafavi 氏の水溶液中

での短寿命・高酸化種 H2O•+ に関する研究の発表から
始まり，水溶液の放射線分解においては •OH，H2O2

に加え，H2O•+ の酸化メカニズムも考慮されるべきで
あると結論付けた．続いて室屋氏が高温・超臨界状態
のピコ秒パルスラジオリシスについて発表し，同氏の
開発した新システムにより高温高圧の条件下でのピコ
秒パルスラジオリシス実験が可能になったことを示し
た．また実験により得られた超臨界水中での水和電子
の減衰挙動結果について議論が交わされた．Baric 氏
は有機セレン化合物のパルスラジオリシスについて
発表し，二量体ラジカルカチオンの物理的な特性を
利用し抗酸化能を比較する方法，またパルスラジオ
リシス法による実験結果を示した．後半は若手研究者
のセッションで，はじめに筆者が放射線水分解におけ
る気体生成物の測定，Lertnaisat 氏が高温水における

H+H2O→ OH+H2 反応の速度定数について，Saenko
氏が低温イオン液体への放射線照射によって生じる過
剰電子の挙動について，西井氏がフェムト秒パルスラ
ジオリシス法を用いた n-ドデカンの放射線分解プロセ
スに関して発表を行った．
午後のセッションでは，Ghandi氏が超臨界流体中に
おけるフリーラジカルの構造及び挙動解析法について
発表した．超臨界状態の CO2 に対しミューオンスピ
ン分光法を採用することにより，フリーラジカルの構
造及び電子密度が観測可能になったと結論付けた．後
半のセッションでは，平出氏が室温でのイオン流体中
でのオルソポジトロニウムのピックオフ消滅反応につ
いて，消滅率の振動を観測した結果を示し，イオン液
体中でのポジトロニウムバブル形成過程及びその特異
性について活発な議論が行われた．Parit氏は，室温イ
オン液体中での電子のエネルギー移行反応が反応の拡
散率に支配されることを実験的に示し，続く高橋氏は
イオン液体中における溶媒和電子をパルスラジオリシ
ス法により測定し，興味深いスペクトルシフトが見ら
れたと結論付けた．セッションの最後にはWishart氏
が原子炉材料としてのイオン液体の有用性について述
べ，ピコ秒パルスラジオリシス，レーザー解析，質量分
析など様々な手法を用いた結果について示した．基礎
的な研究から応用の段階まで広く考慮した研究である
と感じ，今後の自身の発表でも参考にしたいと思った．
全てのセッションの終了後には，Laverne 氏，Al-

Sheikhly氏によって summary talkが述べられた．冒頭
では APSRC開催国であり参加者の大半を占める日中
印の 3カ国の功績について触れ，中国は特に放射線照
射によるポリマーの機能化に関する研究，インドは計
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測および放射線化学の基礎課程の解明，日本は全般を
通して発展的な深い研究がなされていると総評が送ら
れた．また若手研究者の研究も先進的でどれも興味深
いものであったと言及し，放射線化学の次世代を担う
研究者としてぜひ今後も努力し続けてほしいとエール
が送られた．また最後には，特に優れた発表をした若
手研究者 8名に対して賞状と記念品が贈られ，勝村先
生の言葉とともに APSRC2014が締めくくられた．私
自身にとっては初参加となった国際学会であったが，
非常に多くのことを学べたと感じている．ここで学ん
だことを糧に今後も研究に精進していきたい．また事
務局の一員としてこの会議の成功に貢献できたことは
とてもうれしく，大きな達成感を得ることができた．
円滑な運営に協力して下さった方々に深く感謝いたし
ます．

写真 1. Sudden rain in Asakusa.

(東京大学大学院工学系研究科 藤枝美菜)
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