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放射線化学若手の会夏の学校
今年度の放射線化学若手の会は，9月 14日から 16日

の日程で群馬県伊香保温泉榮泉閣において，東京大学勝

村研の主催で開催されました．今年度で 34 回目を迎え

た「夏の学校」は 1978年から行われており，放射線化

学に関係する幅広い研究分野の大学生・大学院生・大学

職員などの若人の交流の場であり，情報交換・勉強会・

ポスター発表などを通して，放射線化学研究の発展を目

指しています．参加者の内訳は 6大学 1研究所 7研究室

20名で，福井工大，早稲田，阪大，原子力機構の方々に

ご参加いただきました．

写真 1 集合写真

初日は懇親会を兼ねた研究室紹介を研究室ごとに行

なっていただきました．大まかな研究内容や所々のご当

地についてなど，各研究室の特色を表す内容でした．

2日目には講演を 2件行い，1件目には広島国際大学の

林慎一郎先生にお願いし，「Polymer Gel Dosimetry」と題

して，講演を行なっていただきました．放射線治療の概

要や，ゲル線量計の実際の調整方法など，放射線化学の

医療分野での応用を知ることができました．2件目には，

東北大学の越水正典先生に「ナノメートルサイズの構造

を有するシンチレータ材料の開発」と題してご講演をし

ていただきました．ナノサイズの有機無機ハイブリッッ

ド材料の特性を生かした発光特性についてお話をいただ

き，材料化学と放射線化学の融合を知ることができまし

た．午後は，場所を渋川市総合公園に移し，サッカーを

行いました．チームは，くじ引きによって分かれました．

研究室がシャッフルされたことで，より交流が深められ

たのではないかと思います．夜はポスターセッションを

行い，10件のポスター発表が行いました．ビール片手に

白熱した議論が行われました．このポスター発表では，

参加者全員が一人一票にて投票を行い，ポスター賞を決

定しました．投票の結果，早稲田大学の小林亜暢さんの

「電子線ナノインプリント法による架橋 PTFE 微細加工

体作製」と大阪大学の樋川智洋さんの「フェムト秒パル

スラジオリシスによるアルコール中の溶媒和電子および

溶媒和前電子の生成過程の研究」が同率首位となり，お

二人にポスター賞が授与されました．

写真 2 ポスターセッション

3 日目は，原子力機構・高崎量子応用研究所の見学ツ

アーを行い，イオンビームやガンマ線、電子線といった

量子ビーム照射施設を見ていただき，放射線への理解を

深めました．来年度は福井工業大学砂川研究室に幹事を

依頼しています．北陸の海の幸とおいしい地酒が振舞わ

れることと思います．最後に、素晴らしいご講演をして

いただいた林・越水両先生に，この場をお借りして御礼

申し上げます．また，援助をしていただきました日本放

射線化学会ならびに事務局の平出哲也様に，今年度の若

手の会幹事を代表して厚く御礼申し上げます．

(東京大学大学院工学系研究科 新井見幸)
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第 54回放射線化学討論会参加報告（第 1日）
平成 23年 9月 28日から 30日までの 3日間，大阪大

学産業科学研究所内の講堂で第 54 回放射線化学討論会

が開催された．討論会初日は，13 時から開始で夜に理

事会が予定されている中，口頭発表 16件が執り行われ，

活発な議論を通じた交流が行われた．

最初のセッションでは，阪大産研の法澤氏らによる

フェムト秒パルスラジオリシスによる水和電子生成過程

と反応機構について，原子力機構の林氏らによるピコ秒

パルスラジオリシスによる OHラジカルの直接観測につ

いて，また東大院工の勝村氏らによる沸騰水の放射線分

解による水素発生と濃縮に関する研究の報告があった．

特に沸騰水の放射線分解は 2011年 3月 11日に発生した

東日本大震災による原子力発電所の事故に関するもので

あり，活発な議論が行われた．次に，理研の前山氏らに

よるフリッケゲル線量計による炭素線の線量分布評価に

ついて，東大院工の室屋氏らによる高温水中における水

和電子の高速時間挙動について，東大院工の Lertnaisat

氏らによる水素添加による α 線の放射線水分解阻害の

シミュレーションについて，阪大産研の樋川氏らによる

フェムト秒パルスラジオリシスによるアルコール中の

溶媒和電子および溶媒和前電子の生成過程についての

報告があった．放射線化学において照射直後の活性種の

初期過程の評価が非常に重要であるため，活発な議論が

なされ大変参考になった．次に，筆者もイオンビームパ

ルスラジオリシス法による塩化物および臭化物イオンを

プローブとした水分解挙動の解明について発表させてい

ただき，発表内容についての議論から研究のアドバイス

に至るまで様々なご意見を頂戴した，続いて，原子力機

構の熊谷氏らによる水とモルデナイトとの混合物の放射

線分解での水素発生と収量評価について，原子力機構の

永石氏らによるゼオライトによる放射線汚染水処理にお

ける放射線効果の検討についての報告があった．どちら

も上述の事故の対応に関する研究であり，沸騰水の放射

線分解を含め，原子力分野における重要な課題であるた

め，白熱した議論が展開された．次に，阪大産研の小林

氏らによるアデニンダイマーカチオンラジカルの電荷移

動のダイナミクスについて，名大院工の熊谷氏らによる

培地移動放射線バイスタンダー効果におけるミトコンド

リア ROS と長寿命ラジカルレベルの時系列比較につい

て，阪大産研の Park氏らによる DNA内の連続したチミ

ン配列を介した過剰電子移動に関する報告が行われた．

DNA への放射線照射効果を解明する上で重要な研究で

あり，生物分野に一知半解な筆者にとってはどれも興味

深かった．最後のセッションでは，金沢大の高橋氏らに

よるイオン液体中の過剰電子の溶媒和ダイナミクスにつ

いて，阪大産研の近藤氏らによるフェムト秒パルスラジ

オリシスによるドデカン中の電子の時間挙動について，

阪大産研の楊氏らによる 100フェムト秒高時間分解能パ

ルスラジオリシスの可能性についての報告が行われた．

過剰電子の溶媒内での挙動やその初期課程に関する報告

であり，放射線化学において重要なトッピクスであるた

め精力的に議論が行われた．

討論会初日のセッションは、水溶液系のイオンビーム

パルスラジオリシスを行っている筆者には興味深い発

表ばかりであり，大変良い刺激になった．筆者にとって

2回目の討論会であったが，初参加の前回とは違い放射

線化学の知識もわずかながらつき，発表を通した議論

を深く行うことができた．と同時に放射線を用いた様々

な研究成果を知るだけでなく，放射線化学の諸先輩方と

ディスカッションをさせていただくことができ大変感謝

する．今後の学生生活，研究生活に大いに役立てたい．

最後に，私自身の知見が浅いこともあり，深い内容の

紹介に至らないことをご容赦頂きたい．

写真 1 発表の様子

(東大院工原子力国際専攻 岩松和宏)
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第 54回放射線化学討論会参加報告（第 2日）
討論会 2 日目の午前中は口頭発表 7 件，昼食をはさ

み，午後からはポスター発表 39件，受賞講演，そして，

東電福島原発事故についてのシンポジウムが行われた．

午前の口頭発表では，まず一つ目のセッションで阪大

産研の藤乗氏らによる，分離型ラジカルカチオンの吸収

と発光として分離型ラジカルカチオンの構造と反応性に

ついての報告があり，次に，都産技研の中川氏らによる

放射線重合における線量率効果および LET 効果の検討

として高分子のポリマーの生成効率についての発表が行

われた．その後，群馬大の山路氏らによってパルスラジ

オリシス法を用いた分解反応機構の研究では C-S 結合

解離による mesolysisの解離パターンを支配する要因に

ついて議論しており，それから阪大産研の藤塚氏らによ

る多層シクロファン内正電荷非局在過程の検討について

の報告がなされた．二つ目のセッションでは，北大院の

Syafie らによる，パルスラジオリシス–レーザーフラッ

シュフォトリシス法によるピリジン類 OH付加体の光化

学についての報告があり，次に，北大院の小泉氏らによ

る放射線照射による導電性高分子の重合と題して，導電

性高分子の重合と G(-M) 値の関係について報告がなさ

れた．最後に，広島大院の駒口氏らによる放電法による

かご型シルセスキオサンへの水素原子包接とその脱離挙

動について発表が行われた．

午後からはまず，ポスター発表が行われた．放射線化

学に関する基礎から応用まで，様々な内容の発表が行わ

れた．ポスター発表会場では多くの参加者が集って，意

見を交換し合い有意義な時間となった．筆者も「ナノ秒

ダブルパルスレーザー照射による液中でのサブマイクロ

半導体微粒子の生成」という題目でポスター発表を行っ

たが，放射線化学の先生方から研究に対する様々な指摘

やアドバイスをもらい，いつもと違う観点から自身の研

究について考えることができた．

ポスター発表の後は，産総研の田中真人氏による「ア

ジュレータ放射光による真空紫外～軟 X 線領域におけ

る自然二色性研究」についての受賞講演が行われた．従

来では不可能であった真空紫外から軟 X 線領域におけ

る生体分子内の自然円二色性（CD）計測に世界で初めて

成功した新技術の確立から，これを確立するまでの苦労

などについても話してくださった．

最後に「東電福島原発事故特別セッション」と題して

シンポジウムが行われた．平成 23年 3 月に起こった東

日本大震災による福島原発の事故は，日本にとって重大

な課題である．この事故に対して，放射線化学の立場か

ら何ができるか，何をすべきかについて活発な討論が行

われた．

講演終了後は，阪大の生協食堂にて懇親会が開催され

た．放射線化学の先生方と会話を交わすことは良い刺激

となった．また筆者は，過去に同じ分野で研究する他大

学の学生と話す機会がなかったので，今回多くの学生と

研究生活のことからプライベートなことまで様々な意見

を交換し，充実した時間を過ごすことができた．非常に

盛り上がった懇親会の後は，いくつかのグループに分か

れて，夜の大阪の街に繰り出していった．

初めての放射線化学討論会への参加は，放射線化学に

関わる様々な研究について知り，勉強ができただけでな

く，多くの先生方，学生の方々とお話しさせていただく

ことができ，とても有意義なものとなった．このような

機会を与えてくださった，多くの先生方，学生方に大変

感謝いたします．

(金沢大学大学院自然科学研究科 西田真麻)

第 54回放射線化学討論会参加報告（第 3日）
平成 23 年 9 月 28 日–30 日に大阪大学産業科学研究

所で開催された第 54回放射線化学討論会の，第 3 日目

（30日，最終日）について報告する．

第 3日目は，午前 9時から正午まで開催され，計 7件

の口頭発表および 1件の特別講演があった．前日に討論

会の懇親会が阪大生協で行われ，懇親会後も活発な討論

が深夜まで続いたが，午前の講演開始から多数の参加者

があり，討論会終了まで活発な議論がなされた．最初の

セッションは，高速微粒子による電離過程，ポリマーに

おける X 線照射後の反応解析，陽電子を用いた細孔評

価，階層構造評価に関する発表があった．
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特別講演では，「パルスラジオリシスによる短寿命化

学種の研究」というタイトルで，住吉孝先生（北大院工）

が講演された．北海道大学で 1960年代にスタートした

マイクロ秒パルスラジオリシス，1970年代のナノ秒・ピ

コ秒パルスラジオリシス開発について，興味深く聞かせ

て頂いた．筆者は，パルスラジオリシスの研究を行って

いるが，開発時の先駆的な測定装置の写真や問題点など

についても講演くださり，非常に感銘を受けた．また，

電子線とレーザーによる複合照射法を用いた反応解析に

ついても講演頂いた．

最後のセッションでは，リソグラフィーを中心に，イ

オン注入されたレジストの変質，イオンビームリソグラ

フィーによる微細加工時の反応過程，新たな EUVレジ

ストの酸形成反応の研究に関する報告があった．講演後

は，若手ポスター賞授賞式，閉会の挨拶が行われ，3日間

の討論会は終了した．3日目だけの講演をみても，イオ

ンビーム，陽電子，パルスラジオリシス，リソグラフィー

と多岐にわたる発表があり，放射線化学のスペクトルの

広さを改めて認識した．

最後に，今回の討論会は，東日本大震災の影響のため，

急遽，筆者の所属する阪大産研での開催となったが，例

年通りの 100名弱の参加者があり，無事に開催できたこ

とに，参加者および関係者に深く感謝したい．

写真 1 第 3日目の特別講演の様子

(大阪大学産業科学研究所 菅晃一)

日本原子力学会「2011年秋の大会」参加記
2011年 9月 19日から 22日にかけて 4日間の日程で

日本原子力学会「2011年秋の大会」が北九州市にて開催

された．東日本大震災，それに伴う福島第一原子力発電

所事故後に初めて開催される日本原子力学会の大会であ

り，特に，学会初日に一般公開された特別シンポジウム

は注目を集めた．特別シンポジウムの内容については既

に多くの報道がなされ，また原子力学会のウェブサイト

にも報告が掲載されているので，ここでは割愛させて頂

く．大会 2日目から例年通りの口頭発表がなされ，大会

全体では 835件の発表が行われた．そのうち，放射線化

学会に最も関係の深いと思われる原子炉化学，放射線化

学，腐食化学，除染分野での発表件数は 21件であった．

原子力学会では，分野別に会場が別れており，ここでは

筆者が拝聴した講演について報告する．

2日目は原子炉化学，放射線化学，腐食化学，除染分

野の会場にて，研究発表を拝聴するとともに，筆者も口

頭発表を行った．主に，原子力材料の腐食に関する発表

と，水の放射線分解に関する発表がなされた．材料腐食

に関する研究では，電気化学測定，材料表面分析が主た

る研究手法であり，ステンレス鋼を対象とした腐食挙動

や防食技術に関する研究が多かった．他にもニッケル基

合金，炭素鋼を対象とした研究発表もなされた．水の放

射線分解に関しては，高温水中の高速反応をパルスラジ

オリシス法により観測した実験結果が示され，数値計算

による評価手法についての研究が報告された．また，福

島第一原子力発電所事故に関連して，沸騰水の放射線分

解と水素発生についての研究発表がなされた．これは，

福島第一原子力発電所 4号機での水素爆発の要因の一つ

として，燃料プールでの水の放射線分解と水素発生に注

目したものであった．筆者らも同セッションで，汚染水

処理に使われたゼオライト系吸着剤を対象として，放射

線分解による水素発生についての発表を行った．

3日目も原子炉化学，放射線化学，腐食化学，除染分野

の発表を拝聴した．分野別の発表件数が多くないためと

思うが，3件が放射線化学，1件が炉水化学，1件が材料，

3件が吸着処理に関する発表という構成であった．放射

線化学に関連した発表では，ラジカル反応に起因する燃

料電池用電解質膜の劣化の研究，放射線による白金と銅

との二元系ナノ粒子生成に関する研究，および同手法に

よる銀ナノ粒子を用いた繊維製品の抗菌加工への応用に
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ついての発表があった．炉水化学に関しては，BWR プ

ラントの起動および停止時の水質変動についての研究発

表がなされた．材料に関する 1件は，原子力発電所配管

の化学除染後に配管表面にフェライト被膜を形成し，放

射性物質の付着を抑制する技術についてであった．吸着

処理に関する発表では，ゼオライトのセシウム吸着に関

する粒子サイズの依存性についての研究，および BWR

一次冷却水浄化系への適用を念頭に置いた耐熱性無機イ

オン交換体の吸着試験についての報告があった．

4日目には放射性廃棄物処理分野の研究発表を拝聴し

た．主に沈殿生成と吸着を利用した放射性廃液の処理

に関する研究開発が報告された．放射性廃液を中和処理

し，ウラン・プルトニウムを沈殿物として回収，溶液側

を除染するための技術開発，セメント固化の阻害が懸念

されるリン酸イオンを不溶化し低レベル放射性廃液か

ら除去するための技術開発，ウラニル化学種を対象とす

る吸着剤を用いたウラン廃棄物処理プロセスについての

研究があった．また，同様に吸着処理によるものである

が，活性炭やタンニンによる放射性廃液処理プロセスの

実際の MOX燃料施設における運転実績についての報告

があった．福島第一原子力発電所事故との関連では，セ

シウム吸着処理用ゼオライトの熱伝導率についての研究

発表があった．筆者の興味は，沈殿生成や吸着処理を行

う際に，処理過程や廃棄体の放射線効果はどのように考

慮されているかという点であったが，残念ながら放射線

効果に関する議論はなかった．

最後に，本大会に参加した筆者の感想を述べたいと思

う．福島第一原子力発電所事故からまだ半年ということ

もあって，事故に関連する発表件数はさほどではなかっ

た．そのためか，事故関連の発表には多くの聴講者が集

まっているようであった．東大勝村教授の研究グループ

と筆者らが発表を行ったセッションも多くの聴講者を

賜った．事故に関連する発表であったため，特に水素を

キーワードとした発表であったためと思う．衝撃的な水

素爆発の映像が水素安全の重要性を強く印象付けたと

想像する．そこで顧みると，放射線効果による水素発生

についても，当初から新聞等の記事でも触れられること

はあったが，必要以上に大きく取り上げられることはな

く，妥当な扱いであったと思う．事故後は分野を問わず

両極端な議論ばかりが目に止まる中，放射線化学は健全

であったと感じる．事故直後において健全な議論がなさ

れるというのは、積極的とは言い難いが、不可欠な貢献

であったと思う。今後，中長期的な事故処理や，事故か

らの教訓の抽出およびシビアアクシデント対策研究にお

いて，広範な事象に関連して放射線効果は再び議題にな

ると予想される．その際には，放射線化学はより積極的

な貢献を求められるのではないだろうか．

(日本原子力研究開発機構 熊谷友多)

第 6回高崎量子応用シンポジウム参加報告
2011年 10月 13日（木）から 14日（金）までの二日

間，高崎シティギャラリーにおいて（独）日本原子力研

究開発機構（原子力機構）主催「第 6回高崎量子応用シ

ンポジウム」が開催された．このシンポジウムは，原子

力機構高崎量子応用研究所の放射線施設において実施さ

れた研究成果を発表する場として，2006 年から毎年行

われている．今年も原子力機構や放射線医学総合研究所

などの研究機関をはじめ，東京大学・千葉工業大学・東

北大学などの大学機関や，（株）クリーンテック，日立電

線（株）などの民間企業が参加し，口頭発表 20件，ポス

ター発表 153件と数多くの発表が行われた．

シンポジウムは原子力機構，岡田理事の開会のご挨拶

により幕を開けた．講演プログラムは，2011年 3 月に

起きた福島第一原子力発電所事故に関連した東日本大震

災支援のセッション，原子力機構高崎研における先端イ

メージング（特別セッション），宇宙・原子力・エネル

ギー，環境・高機能材料，医療応用・バイオ技術，計測・

基盤技術の計 6つのセッションの他，東北大学の石井先

生による特別講演で構成された．特に，東日本大震災支

援のセッションでは，原子力機構福島支援本部（現 福

島技術本部）の飯島隆氏より原子力機構の福島支援の取

り組みについてのご講演を頂き（写真 1），千葉工業大

学の小柳先生からは，災害支援ロボット「クインス」の

耐放射線性についての発表を頂いた．その他にも除染用

に放射線グラフト重合法で作製した吸着材の性能評価や

放射性降下物の土壌から植物への移行解析など白熱した

議論が展開された．また，特別セッションではマイクロ

PIXE による微量元素分析や肝臓疾患者の貧血解析，ま
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たポジトロンイメージングを用いた植物の元素動態研究

成果など，原子力機構高崎研におけるイメージング技術

の現状についての報告を頂いた．さらには，発表後に引

き続き行われたパネル討論において，今後の技術展開や

さらなる高度化に資するテクノロジーについて多くの聴

講者を交え活発な質疑応答が行われた．またポスター発

表では，放射線グラフト重合法による高分子材料の改質

や高機能化，燃料電池用電解質膜への応用についての研

究成果，イオンビーム照射によるカーネーションの育種

や細胞照射効果，リソグラフィー技術などが紹介され，

数多くの参加者による討論が行われていた．

本シンポジウムでは，原子力・量子ビームの基礎技術

から応用技術まで様々な研究成果の報告があり，今後も

平和利用に向けたさらなる技術発展が期待される．本シ

ンポジウムの開催にご尽力下さいました関係各位に感謝

申し上げます．

写真 1 東日本大震災支援のセッション
における飯島隆氏（原子力機構）のご講

演の様子

(早稲田大学先進理工学研究科 大久保聡)
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