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ICRR2015参加報告（1）
2015 年 5 月 25 日から 29 日まで，The 15th Inter-

national Congress of Radiation Research (ICRR2015) が
京都府京都市にある国立京都国際会館にて開催され
ました．ICRR は，放射線研究を対象に 4 年に一度
開かれる国際会議で，1979 年に 6 回目の ICRR が開
かれて以来，日本での開催は実に 36年ぶりとなりま
す．ひとえに放射線研究といっても，その分野は多岐
に渡っており，学会が本格的に始まった 26 日では，
Biological Effects，Fukushima NPP Accident，Radiation
Protection Sciences，Radiation Chemistry，Radiology，Nu-
clear Medicine，Life Sciences，Non-ionizing Radiation，
Environment Stressors，Radiation Oncology，Biology for
Radiation Therapyなどの非常に多くのテーマが取り扱
われました．私は，直接放射線化学に関する研究を
行っているわけではなく，その反応の初期過程を解
明するパルスラジオリシスに用いられる加速器のパ
ラメータ計測を主たる研究テーマとして扱っている
ので，特に阪大産研の吉田先生によるアト秒フェム
ト秒パルスラジオリシスに関する講演に大変興味を
抱きました．また，26 日に行われた Luncheon Semi-
narでは，昼食を交えながらセッションが行われ，今
後開催される国際会議のアナウンスが行われました．
Miller Conference on Radiation Chemistryについてはス
ウェーデン王立工科大のMats Jonsson先生より，The
6th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry (AP-

SRC2016)についてはバーバー原子力研究センターの
Dipak K. Palit 先生より，The 12th Meeting of the Ion-
izing Radiation and Polymers Symposiumについてはメ
リーランド大のMohamad I. Al-Sheikhly先生より，そ
れぞれアナウンスがありました．また，Gordon Con-
ferenceについては，その代わりとなる会議が開かれる
旨が，ブルックヘブン国立研究所の James F. Wishart先
生からアナウンスされました．これらの会議を通じ，
今後も放射線化学に関する研究の交流が推奨されるも
のと思います．また，26 日の終わりには軽食を交え
てのポスターセッションが行われ，私も “Longitudinal
diagnostics of rf electron gun using a 2-cell rf deflector”
と題して発表させていただきました．多くの方々か
ら様々な質問をいただき，自身の研究に関して新た
な知見を得ることが出来ました．また，このポスター
セッションでは Japanese Society of Radiation Chemistry
Young Scientist Award を受賞させていただきました．
様々な分野で優れた成果を上げている方々にまじって
発表の機会を与えていただくだけではなく，このよう
な素晴らしい賞まで受賞させていただき，大変光栄に
存じます．鷲尾教授ならびに ICRR2015の運営に携わ
られた皆様に，この場をお借りして厚く御礼申し上げ
ます．

(早稲田大学 西山将大)

ICRR2015参加報告（2）
平成 27年 5月 25日（月）から 29日（金）の 5日間に

渡り，国立京都国際会館にて 15th International Congress
of Radiation Research（ICRR2015）が開催された．本
ニュース記事では，筆者が参加した放射線化学に関す
るセッションの 2日目（5月 27日）についてご報告し
たいと思う．前日のセッションでは，“Pulse Radiolysis
in 21st Century”というテーマのもと，極めて速い時間
領域で進行する放射線化学初期過程について，これま
でにパルスラジオリシスで明らかとなってきたこと
と，今後のパルスラジオリシスの課題や将来展望につ
いて活発な議論がなされた．その熱気を引き継いだま
ま，2日目の講演では，視点を物質と放射線の相互作

用により引き起こされる化学過程とその応用に移し，
議論が進んだように思う．

2日目のセッションは，Eye Openerと Congress Lec-
tureを含む，17件の講演が企画されていた（残念ながら
Congress Lectureはキャンセルであった）．Eye Opener
は，Maryland大学のAl-Sheikhly先生のご講演で，放射
線化学の今後のトレンドとして，原子力発電以外の応
用例である，半導体微細加工やナノドジメトリーへの
応用についてご講演頂いた．特に，中性子・重粒子・低
LET放射線などの線源ごとの展望についてまとめられ
ていたように思う．その日の午前中には，“Innovative
Processes and Materials Produced by Radiation” という
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テーマのもと，5件の講演があった．筆者は専門では
ないものの，Gigaphoton Inc.の溝口先生からご講演の
あった平均出力 120 Wの EUV光源に関しては，産学
両面から EUVを用いた半導体微細加工への切り替え
が進んでいることを感じるとともに，将来の半導体産
業における放射線化学の重要性について再認識した．
お昼休憩を挟み午後からは，“New Prospect of Radi-

ation Science on Nanotechnology, Electron Collision with
Matter, and Positronium”という主題で 5件のご講演が
あった．日本原子力研究開発機構の平出先生の室温
でのイオン液体中でのポジトロニウムの寿命に関す
るご講演を皮切りに議論がなされた．特に，電子の熱
化過程の時間スケールに関する，Notre Dame 大学の
Mozumder先生のご講演では非常に活発な質疑応答が
なされたように思う．多くの研究者の興味の対象であ
る水和過程に関連するご講演であったことはもちろ
んのこと，前日に水のフェムト秒パルスラジオリシス
の実験結果についてのご講演があったため，理論計算
と実験結果との比較・解釈について会場は大いに盛り
上がった．2 日目の最後のセッションは，“Radiation
Processing and Nanolithography”に関してであり，半導
体微細加工と発光性のゲルについて各 7分間の講演が
5件なされた．Eye Openerにもあったが，次世代半導

体微細加工で光源が EUVに切り替わることを考慮し
た発表が多かったように思う．
オーラル発表のセッションが終了した後，別会場
でポスター発表が行われた．17:00から 18:00までの
1時間という短い時間ではあったものの，医療応用か
ら放射線化学，ビーム物理に至るまで様々な分野のポ
スターが並び，分野の隔たりなく議論をすることがで
きる有意義な時間であった．
また，上述した日程が終了した後，放射線に関す
る研究に長年携わってきた研究者と，学生を含む若
手研究者との交流会 (ICRR2015 Get together for Young
Investigator)が催された．詳細は別の著者よりご報告
があると思うが，年齢を問わず幅広い分野の多くの研
究者とお話する機会を持つことができる場であったよ
うに思う．この場を借りて，ご企画いただいた先生方
に感謝申し上げたい．
さて，以上が放射線化学に関する 2日目のセッショ
ンに関する報告であるが，全日程を通じて放射線化学
の初心者である筆者としては極めて学ぶことの多い学
会であった．最後に，ICRR2015の関係各位に感謝申
し上げ，本文の結びとしたい．

(大阪大学産業科学研究所 野澤一太)

ICRR2015参加報告（3）
平成 27 年 5 月 25 日から 29 日の 5 日間，国立京

都国際会館にて 15 th International Congress of Radia-
tion Research (ICRR2015) が開催された．その第 4 日
目（28日）について報告する．
放射線化学関連の発表は C–1 会場で行われ，Eye

Openerでは Oakland大学の Sevilla先生により，DNA
損傷の直接効果，間接効果におけるフリーラジカル
イオンのふるまいについての講演があった．午前中
は Symposiumと Oral Sessionで各 5件ずつ口頭発表が
あった．内容は、生体物質と放射線の相互作用や，放
射線治療への応用を目的とした線量計についてのもの
が中心で，電子線による滅菌処理などに関する講演も
あった．放射線を医療に応用する上で非常に重要な分
野であり，聴講者の様子からもその注目の度合いが伺
えた．

午後は原子力発電に関連した内容が中心で，
Congress Lecture では東京大学の勝村先生により福
島第一原子力発電所事故に関する放射線化学について
の講演があった．筆者は大学院で原子力工学を専攻し

写真 1. Gala Dinnerの様子．
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ていることもあり，科学的な観点から福島第一原子力
発電所事故を考察した本講演に非常に興味をもった．
福島第一原子力発電所事故は海外の参加者にとっても
関心が高く，皆真剣に傾聴していたように思う．その
後の Symposiumでも 5 件の口頭発表があり，核燃料
再処理における放射線化学や放射性セシウムの除去 ·
生体内での動態についての講演があった．特に，核燃
料再処理に用いられている Purex法などは，筆者の研
究とも関連があり，非常に勉強になった．今回発表の
あったいずれのテーマも，今後の原子力発電を考える
上で大切なテーマであると感じた．発表は終始穏やか

な雰囲気で行われ，活発な議論がなされていた．
また，この日は京都東映太秦映画村で Gala Dinner
が催された（写真 1）．海外からも非常に多くの研究者
が参加し，ビュッフェ形式で料理やお酒を楽しみなが
ら，映画村の様々なアトラクションを堪能した．観客
参加型のチャンバラショーなどもあり，特に海外の参
加者からは大変盛況であった．日本の伝統的な文化に
触れるとともに，参加者同士の交流も一層深まったで
あろう．

(大阪大学産業科学研究所 西井聡志)

ICRR2015参加報告（4）
–Get together for Young Investigators–

平成 27 年 5 月 27 日夕刻，京都国際会議場にて
ICRR2015 Get together for Young Investigatorsは，総参
加者数 200 名，総参加国数 32 ヵ国の若手研究者と
14名の専門家が一堂に会し，華々しく催されました．
ICRR2015 は，この度で 15 回目を数える 4 年に 1 度
の放射線化学界のオリンピックのような一大イベント
です．そのような国際学会の会期中，Get together for
Young Investigatorsは，世界中の若手研究者に国際交
流をもつ機会を設けるために開催されました．

写真 1. 会場の様子．

日本式の「乾杯」を皮切りとして，多くの参加者は美
味しい料理に舌鼓を打ちつつ和気あいあいと歓談して
いました．筆者もはじめは各国の研究者と英語での歓
談に尻込みしていましたが，みなさんゆっくりとわか
りやすく話してくださりました．そして徐々に慣れる

ことが出来るようになり，たくさんの方々と楽しく交
流することが出来ました．専門家の先生方とも研究分
野に関するお話だけでなく，母国の様々なお話をユー
モアたっぷりに筆者たちに聞かせてくださり，勉強に
なると共にとても面白かったです．

写真 2. 空手の胴着を着て楽しむ様子．

歓談の間には，気合い溢れる空手の演舞とゆったり
とした動きの能の演目があり，参加者たちを楽しませ
てくれました．どちらも海外参加者にとって，とても
物珍しく，面白い演目であったようです．能の演目の
際，近くにいた海外の研究者に「ゆっくりした動きは
抽象的な表現なんですよ」と説明したところ，「神秘的
だね」と褒めてくださいました．空手では，実際に胴
着を着て，動作を真似している海外の研究者も見受け
られました．日本人である筆者にとってもこれらの日
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本の伝統的な文化に触れる機会は少ないので大変楽し
い演目でした．

写真 3. 能の演目を楽しむ様子．

この度 Get together for Young Investigatorsに参加し
たことで，海外の研究者との交流によって自分の英
語によるコミュニケーションに自信がつくと共に，今
後の国際学会への参加や海外で研究したいというモ
チベーションの上昇に繋がりました．また，海外の研
究者だけでなく，国内の研究者で同じ研究施設を使用
している方とも出会い，その研究施設に関する話題で
盛り上がるという場面もありました．このように Get
together for Young Investigatorsはたくさんの素敵な出
会いを与えてくれ，筆者にとってはとても貴重な経験
となりました．またこのような交流の場が開催される
ことを願ってやみません．

(早大理工研 山原有未，田倉貴史)

ICRR2015報告
はじめに
多くの会員の方々はすでにご存じのように，Interna-

tional Congress of Radiation Research (ICRR) は 4 年に
一度，オリンピック開催の前年に開催される放射線研
究の世界大会であり，日本放射線化学会のメンバーも
古くから本会に出席をしている．今年は 1979年の第
7回 ICRRの東京大会に次ぐ 2度目の日本開催となり，
組織委員会等運営組織の精力的な努力のもとに京都に
おいて 5月 25日（月）–5月 29日（金）までの 5日間
に亘って開催された．
今回の開催に当たっては，前回のワルシャワ

（2011 年，第 14 回 ICRR）におけるマリーキュリー
の記念会に際して，今回の組織委員会を中心に日本
から多くの参加者を募り，日本開催の熱意を示しただ
けでなく，現地で関係者が意思統一を図るなどの努力
が行われた．更に，2013年に北京で開催されたAsian
Congress of Radiation Research (ACRR) において再度，
組織委員会を中心とした，日本の組織の意志統一が図
られた．
この ICRRに関連する下部組織として，Asian Asso-

ciation of Radiation Research (AARR) と，Japanese As-
sociation of Radiation Research (JARR) がある．AARR
はアジアの委員会であり，JARR は日本放射線化学会
が正式メンバーとして入っている重要組織で，今回の
ICRRも主にこの組織の運営のもとに行われた．

写真 . 開会式での鏡開きの様子．

学会概要
今回の学会では，日本放射線化学会が今までにな
かった新しい試みを行った．それは，大会の 2 日目
（5月 26日）から最終日（5月 29日）にかけて，1つ
の会場を単独で運営するというもので，放射線化学
会の力量が試されるものであった．このため，通常は
秋に行われている，放射線化学討論会をこの学会に
合流させ，参加者の増加と発表の質の向上を目指し
た．具体的には，各日，朝の Eye Opener 講演に始ま
り，Symposium（招待講演），Congress Lecture，さらに
Symposium（招待講演），Oral セッションという構成
で，基本的に Eye Opener 1件，午前の招待講演 5件，
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Congress Lecture 1件，午後の招待講演 5件，Oral 5件
という構成でおこなわれ，最終日は午前で終了とい
うものである．また，ポスターは 5月 26日に 15件，
27日は 25件の発表があった．更に，若手に向けたア
ワードの選考も行われ，5月 27日の昼に表彰式も行わ
れた．また，その後日本放射線化学会の国際交流委員
会も開催された．
さて，この学会では公式のイベントがいくつか行わ

れた．この中で，開会式の最終盤に行われた，鏡開き
の儀式に際して，大会の主催者のひとりとして，放射

線化学会会長が檀上で樽を開けることになった（写真
参照）．
まとめ
今回の ICRR では過去最高の参加者があったこと
が，閉会式で公表された．具体的には 53の国と地域か
ら 2000人を超える参加者があったとのこと．次回は
イギリス・マンチェスターにて開催される予定である．

(早稲田大学理工学術院 鷲尾方一)
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