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町末男さんのご逝去を悼む
アジア原子力協力フォーラム (FNCA)日本コーディ

ネーターで日本原子力研究開発機構フェローの町末男
さんが，8 月 15 日肝内胆管がんのため逝去されまし
た．享年 81歳でした．

写真 . 町末男さん．

町さんは，昭和 34年京都大学大学院修士課程（指導
教授は後にノーベル化学賞を受賞する福井 謙一先生）
修了後，丸善石油（株）に入社されました．その後，
昭和 38年に東京に設置された日本原子力研究所高崎
研究所準備室の時代から放射線利用に関わり，新たな
世界を切り拓いてこられました．町さんの高崎研究所
での最初の仕事は，気体のエチレンからポリエチレン
を作る放射線重合の研究でした．昭和 43 年にはこの
研究成果で，日本化学会から優秀な若手研究者に送ら
れる「進歩賞」を受賞しています．
その後，米国メリーランド大学のシルバーマン教授

の元に留学し，スチレンの放射線重合の研究で成果を
挙げられました．帰国後は，高崎研究所で放射線の排
煙処理の研究，フッ素系エラストマーの開発，放射線
グラフト重合による電池用隔膜の開発などに着手し，
次々と華々しい成果を挙げられました．
私が町さんに最初にお会いしたのは，昭和 54 年秋

の放射線化学討論会の時でした．「今度原研の入所試
験を受けるつもりだ」と話したところ，気にかけてく
ださり，願書がでているかどうかの問い合わせが町さ
んからあったとの話を後に人事部から聞きました．私
が高崎研究所に入所した 55 年から，町さんは IAEA
の原子力科学応用局工業利用・化学課長としてウィー
ンに赴任しました．「IAEA/RCA プロジェクトは私が
課長の時に現在の形にしたのだ」と常々おっしゃって
いました．昭和 58年に帰国後は，日本原子力研究所

企画室次長，高崎研究所研究部長，同開発部長，高崎
研究所長を歴任され，高崎研究所の放射線高度利用計
画の推進と TIARAの建設に尽力されました．この間，
私の行っていた電子線照射による排煙処理技術の研究
では，この研究の先鞭をつけたのがご自身であったこ
ともあり，終始積極的にサポートして下さいました．
平成 3年からは，IAEA事務次長 (DDG)として再度
ウィーンに赴任し，平成 13年までの 9年間原子力科学
応用局を担当されました．この間，IAEAの技術協力
として電子線による排煙処理プロジェクトを推進し，
ポーランドでの実用化にこぎつけました．また，眠り
病の病原体を媒介するツエツエバエ根絶のための放射
線不妊化プロジェクトをたちあげ，タンザニアで成功
するなど，放射線利用技術の拡大普及に大きく貢献し
ました．
平成 12 年に帰国されてからは原子力産業会議の
常務理事を務められるとともに，新たに改組された
FNCA の初代コーディネーターとして，日本の国際
協力を牽引してきました．また，平成 16年から平成
19年までの 3年間は原子力委員会委員を務められ，日
本の原子力利用を推進してこられました．この間，平
成 12年には「電子線利用による電池用隔膜製造技術
の開発」で紫綬褒章を，平成 20年には「平和利用を目
的とした原子力分野の国際協力への尽力」の功により
瑞宝中綬章をそれぞれ受賞しています．
町さんは自他共に認める仕事人間でした．高崎研究
所時代も，町さんの部屋を訪れると，町さんはいつも
誰かと電話で仕事の話をしており，部屋に入るタイミ
ングを見つけるのが困難でした．これは IAEAでも同
じだったらしく，町さんの秘書が「ブリックス事務局
長からのメモを渡さなければならないのだけれど，そ
の暇がない」とぼやいていたほどでした．
今年の 6 月にウィーンから戻られてがんが見つか
り，全身に転移していることが告げられてもなお，9月
の IAEA 総会には出席したいとの意欲をお持ちでし
た．7月中旬には，放射線利用振興協会の雑誌「放射
線と産業」に平成 20年から執筆されている「科学者
の回顧」の第 22回（最終回）の原稿を受領しました．
おそらく病院のベッドの中で，痛みに耐えながら執筆
されたことと思います．世を去られるその直前まで前
に向いて歩み続けた方でした．
ご冥福を祈ります．

(一般財団法人放射線利用振興協会 南波秀樹)
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町 FNCAコーディネーターを偲んで
FNCA（アジア原子力協力フォーラム）の農業・環

境利用 3 分野のプロジェクトリーダーが会する会合
が新橋で 2015 年 6 月 26 日に開催され，この時が町
コーディネーターの活躍される姿を目にした最後の機
会になってしまいました．その後まもなく，肝臓がん
が見つかったという知らせを聞いてから，2ヶ月も経
たないうちに訃報を受け，あまりに急な展開に大きな
ショックを受けました．
私は 2009年から FNCAの電子加速器利用プロジェ

クトリーダーの役を担っています．町コーディネー
ターからは，このプロジェクトの活動を通じて，これ
まで以上に助言をいただくようになりました．いつも
「あっ，そぉー．」という相槌のあと，ポジティブであ
り，かつ長期的な展開を見据えた発想の視点で新たな
解決策を提示していただきました．現在，電子加速器
利用プロジェクトでは，天然高分子の放射線分解によ
る植物成長促進剤の実用化などを進めています．参加
各国の情報交換により技術移転を促進するため，毎年，
ワークショップがアジア各地で開催されてきました
が，町コーディネーターは多忙なスケジュールをやり
くりして開催国での大臣級の要人との面会を欠かさず
されていました．インドネシアで開催された 2014年
度ワークショップ（写真 1）では，米や野菜への植物成
長促進剤のフィールドテストの結果を視察しました．
このテクニカルツアーでは，炎天下の中，バランスを
取りながら細いあぜ道を歩き，植物成長促進剤の効果
で生長の差が現れている稲の様子を一緒に観察しまし
た．また，町コーディネーターは（写真 2）放射線利
用の成果で大きく生長したナスを手に取り，その効果
を目の当たりにしてご満悦の様子でした．
私どもの高崎量子応用研究所では 2008年，2011年

に IAEA主催の RCA（アジア・太平洋地域協力協定）
に基づく高分子の放射線加工分野の地域戦略会議を開
催しています．町さんの豊富な人脈での講師選定の協
力をはじめ，参加各国での技術開発や技術移転に向け
た課題等の討議にモデレータとして参加いただきまし
た．IAEAで研究協力担当事務次長などの経験からの
采配はすばらしく，質疑応答や議論の進め方から多く
のことを学ばせていただきました．2015年 9 月に開
催した「放射線グラフトにおける政策立案者と利用者
による地域戦略会議」にも参加いただく予定になって
いましたが，残念ながら叶わぬこととなってしまいま
した．
また，9月 15，16日にウィーンの IAEA本部で開催

された IAEA 科学フォーラムのテーマは「ATOMS in

INDUSTRY, Radiation Technology for Development」で
した．町さんから，自分は天野事務局長が挨拶する
オープニングで講演を行うので，私には高分子の放射
線加工のセッションで講演を行ってほしいとの依頼が
4 月にありました．このフォーラムには世界 56 ヶ国
から 200名の事前参加登録があり，数多くの参加者か
ら，町さんへのお悔やみの言葉を受けました．2日の
間，私はあらためて町さんの功績を振り返り，在りし
日を偲びながらすごしました．

7月下旬に上記 2件の会議に参加できない旨のメー
ルが届きました．入院中，激しい痛みに耐えながら
送っていただいたメールに敬服するばかりでした．町
さん，これまでご指導いただきありがとうございまし
た．心からご冥福をお祈り申し上げます．合掌．

写真 1. インドネシア開催された
FNCA 電子加速器利用プロジェクト
ワークショップ（2015年 2月）．

写真 2. キトサンの放射線分解で作
製した植物成長促進剤の効果を視察す
る FNCA町コーディネーター．

(日本原子力研究開発機構 玉田正男)
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町さんの背中を追いかけて
町さん（親子ほど歳が違う大先輩ですが，こう呼ぶ

ことをお許しください）とのお付き合いは，平成元年
に当時に原研高崎研究所長であった町さんから，旧科
学技術庁研究開発局総合研究課材料開発推進室への派
遣の命を受けた時からで，25 年余になります．原研
企画室次長であった 1983年から，有機材料/化学の知
識のある者を高崎研から 1年間の入替えで派遣してい
たもので，1982 年ベルサイユサミットでの合意に基
づく先進材料のプレ標準化に関する国際協力プロジェ
クト (VAMAS)の国内の研究推進事務と，航空・電子
等技術審議会諮問第 13号「環境条件に知的に応答し,
機能を発現する能力を有する新物質・材料（いわゆる
インテリジェント材料）の創製に関する総合的な研究
開発の推進について」に対する答申書作成が任務でし
た．特に，後者は，先端材料に関する国内の著名な有
識者や先端研究の中堅者の意見調整を何度も繰り返し
てその年の 11月に大臣に提出する答申書の最終稿を
作成する作業で，もう一人の担当者が途中で投げ出し
て孤軍奮闘となったこともあり，30 歳余の若輩には
非常に厳しく辛いものでした．この時に得た各種先端
材料に係る知識や研究者等との縁が，その後の自分の
研究活動の幅を広げることにもつながり，後で思えば
ですが，非常に良い試練を与えられたと感謝していま
す．また，外国出張からの帰国の度に科学技術庁に足
を運ぶ町さんのそんな状況へのご配慮で，原子力留学
生制度試験への 3 度目の挑戦の機会を与えられ，平
成 3年 IAEA原子力科学・応用局担当事務次長にご就
任（平成 12年まで）直後の夏の訪米時には，町さん
が 1968年から 2年間客員研究員を務めたメリーラン
ド大学のシルバーマン教授の研究室に，当日朝エアコ
ンが故障した車でダレス空港からお連れすることがで
きました．町さんは，「おかげでいい汗をかかせても
らった．」とその後何回も話されて，その度に私は冷汗
をかきました．
その翌年に，特に発展途上国における放射線利用の

進展には，滅菌等の照射効果を引き起こすキログレイ
レベルの吸収線量に共通の基準を与えること（標準化）
が重要不可欠であることから，照射後の線量応答が長
期に安定なアラニン線量計の素子郵送に基づく国際線
量保証サービス (IDAS) というプロジェクトが IAEA
で計画されました．当時，アラニン線量計素子の大量
製造技術を持っているのは日本だけであり，町さんか
ら平成 4年 6月，IAEAサイバルスドルフ研究所に 2週
間招へいされ，ガンマセルと電子スピン共鳴 (ESR)装

置を用いた線量計測サービス体制の構築に係る技術を
移転しました．本サービスは，IAEA傘下 50施設に対
して 1992年から 2005年まで提供され，滅菌等放射線
プロセスにおける線量標準化の進展に貢献しました．
滞在の最終日には，自宅で慰労してくださり，また，
体制整備の結果も町さんの予想を上回ったらしく，光
栄にも何度もお褒めの言葉を頂戴しました．
その後も，電子加速器応用に係る FNCAプロジェク
トや排煙処理技術開発などに関して，お付き合いは続
き，町さんから「話を聞きたいから一緒にめし（多く
は蕎麦などの細長いもの）を食おう」などと，よく声
をかけていただきました．そんなご厚情に便乗してお
願いをした，第 8回および第 9回高崎量子応用研究シ
ンポジウム（平成 25年および 26年）各々における特
別セッション「高崎量子応用研究所 50年の歩み」の
基調講演者，および「高崎研が取り組む国際協力」の
座長と基調講演者なども快く務めてくださいました．
町さんには，四分の半世紀にわたり，感謝してもし
尽くせないほどのご厚情とご指導を賜りました．常
に前向きに取り組む姿勢は言うまでもなく，頂戴した
多くのことを自分の核として，それらをさらに若い人
たちに伝えて行くことで，町さんの大きな背中を追い
かけながら，少しでもご恩を返したいと思います．こ
れからも，ぼやきの多い私への心もとなさに苦笑いを
されながら，温かく見守っていてください．「小嶋く
ん，そんなことを言っていないで．僕はこう思うんだ
よね，ーーー．」

写真 . ウィーンの町さんのご自宅に
て (1992.06.30)（前列左が町さん，中
央が筆者）.

(ビームオペレーション株式会社 小嶋拓治)
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