世界最大の化学コミュニティの祭典
PACIFICHEM2015 開催
5 年に一度の世界化学界の一大イベン
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織委員長から賞状が授与された。15 日
18 時からの開会式には榊原定征会長も
出席し，サイエンスライターの Sam Kean
氏のプレナリー講演を聴講した。レセプ
ションには約 3000 名が参加し盛大に開
幕を祝した（写真 1，2）
。
写真 2

基調講演を行う Sam Kean 氏

会期 2 日以降最終日までは順調に各講
演会場でセッションが開催された。

写真 3 化学オーケストラの様子（指揮者は根
岸英一先生）

要するケースがあった。これに対し Ha-

12 月 17 日には本会発行の英文誌 CL
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っていただくという予期せぬ素晴らしい

初日 12 月 15 日正午からの学生ポスタ
ー賞最終選考のため登録を 11 時から開
始した。これまでの 2 回の予備選考で

最終日の 12 月 20 日，閉会式が 14 時
から開催された。
なお，閉会式は今回初の試みであり，
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最終日にどの程度の参加が見込めるのか

Finalist のチェックイン手続きも 10 分以

など不安要素もあったが，結果としては
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盛り上げた。

のジャッジが審査することになっていた
が，ジャッジが指定時刻に遅れたり担当

化学オーケストラの協演

アレンジがあった（写真 3）
。今後継続し
て行うイベントにしたいとの称賛の声が
多数あがった。

おわりに
次回 2020 年は本会がホストを務める。
今回は次回ホスト開催のための恰好の勉
強の場となった。
また，本会では重点項目 化学会のグ

の審査終了前に退出してしまい，2 時間

今回は日本発の有志化学者オーケスト

ローバリゼーション の一環として年会

を経過しても 2 人目の審査を待たされ続

ラ Orchestra Chimca（代表：岩岡道夫・

の英語化を推進している。英語での講演

ける学生が大勢会場に残っていた。次回

東海大教授）のメンバーが事前に Paci-

は，世界の研究者に向けて自らの研究成

の改善項目である。なお，審査員からは

fichem 参加者に協演の呼びかけを行い，

果を共有する第一歩になるかと思う。是

日本人学生の英語レベルが格段に向上

現地で初顔合わせ，直前にリハーサルを

非年会での英語講演に積極的に取り組ん

し，講演内容の質も質疑応答の対応もポ

行うなど準備を進め，16 日夜のポスター

でいただき，グローバルな成果発表の場

スター講演とは思えないほどであったと

講演中に演奏を披露したり，学生ポスタ

として本会年会を有効に活用していただ

の感想が多々聴かれた。厳選な審査の結

ー賞の授賞昼食会でもなじみ深い室内管

きたい。

果，受賞者 60 名が選定され，うち 1／3 は

弦楽の曲目で出席者の耳を楽しませた。

日本人学生が受賞した。受賞者は 18 日

閉会式が最後の演奏の機会となったが，

の授賞昼食会に招待され，Peter Stang 組

指揮者の宮野谷義傑氏が帰国後であった
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