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ICPA-16 参加報告
平成 24 年 8 月 19 日〜24 日にイギリス・ブリストル
で開催された 16th International Conference on Positron

1 日目は原子物理（ポジトロニウム形成や反水素生
成など）と金属や半導体への応用研究に関する報告が

Annihilation (ICPA-16) に参加した様子を報告する．参
加者は約 200 人で，37 件の招待講演を含む 96 件の口
頭講演と 72 件のポスター発表があった．講演数の国
別内訳を表 1 に示す．日本からは主催国イギリスを
凌いで最も多くの貢献があり，陽電子科学研究のアク
ティビティの高さをよく示している．

あった．2 日目と 3 日目は材料研究がメインで，セッ

表1

各国の講演者

参加国

今回講演数

主催年

日本

32
24
20
15
9
8
7
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1979, 2003
2012
2000
1994, 2015(予定)
—
1965, 1982, 1997
2009
—

イギリス
ドイツ
中国
フランス
アメリカ
インド
その他

ション 1 ではポリマー，液体およびソフトマテリアル
の評価，セッション 2 では金属や半導体の表面の評価
に関する成果が, それぞれ, 報告された．4 日目と最終
日の 5 日目には，筆者が特に興味をもつ，陽電子に関
する実験技術開発と各国の陽電子設備の現状と将来計
画に関する報告があった．特に，産総研の低速陽電子
ビーム施設にもっとも近いドイツの HZDR 研究所と
Halle 大学の H. Krause-Rehberg 先生の講演は面白かっ
た．なお，パラレル・セッションでは，同時に聞きた
い講演もいくつかあって選ばなくてはならず，本当に
残念であった．

発表内容は陽電子の基礎から応用へと幅広い分野に
わたっていた．本会議最初のセッションでは，イギリ
ス・Swansea 大学の N. Madsen 先生による「反水素物
理」，産総研の小林先生による「ポリマー中の陽電子
及びポジトロニウムの化学」とイギリス・Warwick 大
学の J. A. Duﬀy 先生による「スピン分解運動量密度：
磁気コンプトン散乱から何が得られるか？」の 3 つの
基調講演が行われた．その後の一般講演によるパラレ
ル・セッションでは興味深い報告の連続であった．

写真 2 バースのローマ浴場跡．背景
にはバース・アビーが見える．

写真 1

参加者の全員

学会 3 日目午後にはエクスカーションが行われ，ブ
リストルから 20 km くらい離れたバース (Bath) とい
う町を訪問した．バースはローマ時代からの温泉地と
して知られ，とても歴史のある町である．なお，バー
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ス大学には陽電子研究で著名な Paul Colman 先生のグ

バンケットのワインと二次会のアイリッシュパブでの

ループもある．エクスカーションではダウンタウンの
バスツアー後，バース大僧院（バース・アビー）とロー

ギネスビールを存分に楽しむことができた．なお，筆
者の地元，北アイルランドには残念ながら今回帰るこ

マ浴場跡（ローマン・バス）を観光した．特に，ロー
マン・バスはよく復元されていて，当時のローマ時代

とができなかったものの，たまたま弟がブリストル周
辺に住んでいたため自由時間で久しぶりに会えてよ

の素晴らしさが印象に残った．観光を終えた足で仲間
と地元の小さなパブに行き，地ビールと地料理を楽し

かった．
次回は，中国の武漢大学にて 2015 年秋頃に開催予

んだ．

定というアナウンスがあった．非常にためになる学会

学会 4 日目の夜には，ブリストル・マリオット・ロ
イヤル・ホテルでバンケットが行われた．筆者の発表

だったので，是非次回も参加したいと思う．

は 4 日目午後のセッションで無事に終えていたので，

（産業技術総合研究所

オローク ブライアン）

ICESS2012 に参加して
2012 年 9 月 16 日から 9 月 21 日までの 6 日間にわた
り，第 12 回電子分光および電子構造に関する国際会議
（12th International Conference on Electron Spectroscopy
and Structure - ICESS2012）がフランスの Saint-Malo で
開催された．Saint-Malo は，ブルターニュ北のエメラ
ルド海岸沿いにある「海の男」の町で，地名は 6 世紀
にウェールズから来訪した聖マロに由来すると言われ
ている．旧市街が広がる出島を囲むようにして，全長
約 2 km に及ぶ城壁が張り巡らされている．夏は国内
外からの観光客で大賑わいの町である．筆者は，毎朝
30 分程度ジョギングした後，学会会場に足を運んでい
た．城壁の上を走ることを試みたが，街灯は無く足元
に段差が多かったため諦めて海岸沿いを走った．

関する内容を含んで対象を広げ，ICESS と呼ぶように
なった．3 年に一度開催され，前回は 2009 年に奈良市
で開かれた．今回の会議には 300 人近い参加者があっ
たが，そのうち 3 分の 1 を日本人占め，開催国のフラ
ンスからの参加者（51 人）の 2 倍であった．開催時
期が大学の夏休みの時期であったことや場所が観光地
であることが理由とも考えられるが，それよりも日本
が放射光施設を中心として，世界の光電子分光研究を
リードしていることの現れであろう．
セッションは，イメージング，超高速分子動力学，原
子・分子科学，新奇の電子状態，光化学反応性，表面・
物質科学に分かれ，最後のセッションでは新規の実験
手法についての発表があった．Plenary Lecture では，
原子・分子に関する理論的・実験的な研究のレビュー
や，固体光電子分光に関する講義が行われた．本会議
は，およそ 7 割の発表が固体電子分光に関するテー
マで，
「トポロジカル絶縁体」
「ラシュバ効果」といっ
たキーワードが飛び交っていた．一方，原子・分子，
光化学反応や超高速分子動力学に関するセッションで
は，理論・実験の両側面からの研究の紹介があった．
FEL や高調波レーザーを用いた原子・分子の光電子分

写真 1 海鮮料理づくしの毎日

光に関する講演では，非線形光学遷移の紹介や超高速
レーザーを用いた数十アト秒の非線形現象についての
紹介があった．日本でも昨年より XFEL (SACLA) が

この会議は文字通り電子分光と電子構造に関する会
議で，前身の International Conference on Electron Spectroscopy（ICES）が 1971 年に開催されて以来，40 年
以上の歴史をもつ会議である．2000 年に電子構造に
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稼働しており，原子・分子分野からの興味深い研究成
果が期待される．本会議のメインテーマである光電子
分光の技術的な発展に関しては，高圧あるいは低真空
といった極限下における光電子分光の紹介や，溶液か
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らの発光スペクトルから電子状態を解析する発表がい

に米国ニューヨークアイランドで開催される予定で

くつかあった．本誌 94 号にも紹介されたが，生体分
子を含む溶液の光電子分光も行われるようになり，今

ある．

後ソフトマテリアルの分光測定の発展が期待される．
フランスは昼食やコーヒーブレイクに多くの時間を
費やすが，1 時間 15 分のランチタイムが設けられた．
ワインを飲みながらの昼食から，そのままポスター会
場で，ディスカッションが行われる毎日であった．エ
クスカージョンはいくつかのコースに分かれたが，筆
者はカキ養殖場見学の後，モン・サン・ミシェルを訪れ
るコースに参加した．カキ養殖場で振る舞われたワイ
ンで皆の腰が重くなり，その後のモン・サン・ミシェ
ルでは駆け足の観光となった．会議終了後は主幹であ
るフランス放射光施設 SOLEIL の見学ツアーが設けら
れた．Saint-Malo から SOLEIL までは高速バスで 5 時
間もかかる行程であったが，ランチボックスをもって，
遠足気分のツアーであった．次回の本会議は 2015 年

写真 2 SOLEIL 実験棟の様子

（日本原子力研究開発機構

藤井 健太郎）

10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers
Symposium (IRaP’2012) 参加報告
2012 年 10 月 14 日から 19 日の 6 日間，Poland の
Cracow にて開催された放射線化学の国際会議 10th
meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium (IRaP’2012) の参加報告を記す．

はなく乗継を含め 15 時間以上の長旅となったが，日
本における京都と題されるようなポーランドの古都で
あり，世界遺産に登録されている旧市街が有す歴史的
な建造物に心癒される風景が広がっていた．
14 日は参加登録の後，ウェルカムパーティーが盛
大に行われ，チェアマンからのあいさつ等が行われ
た．また，夜からオープニングセッションとして講演
がなされ，学会が開始された．15 日以降も順次発表
が行われた．早稲田大学の伊藤氏の講演では，架橋度
合いによるゴムのモジュラスや破断伸びを測定し，放
射線によるゴム劣化の検討に関する発表が行われ，ま
た，基礎物性に関する研究発表などが活発に行われた．

写真 1 市街地にそびえるヴァヴェル城

IRaP は 2 年に一度行われている国際会議で，今回は
世界各地から参加者 427 名，招待講演と口頭発表合わ
せて 154 件，ポスター発表は 91 件と多数の講演が行
われた．開催地であるクラクフは，日本からの直行便
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16 日も朝から招待講演と口頭発表があり，夜はポス
ターセッションが開催された．発表された 91 件の内，
20 件が Student Award の受賞発表として行われ，若手
研究者の活発な活動がみられた．17 日には，工業応用
等の発表，及び夜には若手研究者のセッションが開催
された．工業応用分野では，千葉大学の藤原氏の講演
があり，ナイロンファイバーを基材とした海洋に残留
する放射性セシウムの吸着材への発表がなされた．特
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徴的であった点は，その研究成果だけでなく，2011 年

坑を訪れ，岩塩採掘の展示物や岩塩で形成された礼拝

3 月 11 日に発生した東日本大震災への注目も相まって
活発な意見交換がなされていたことである．実際に被
災地で検証された効果や有用性に加え，コスト面など
の実用性にも及ぶ討論から，当学会が社会の抱える問
題や発展に向け，大いに寄与していることを日本人と
して強く感じることのできた瞬間でもあった．若手研
究者のセッションでは，自身を含め世界各地の Student
Award を受賞した 8 名の学生が研究発表を行った．同
年代の研究者による発表を見聞きし，その発展性と
立ち振る舞いや語学力を含め，多大な刺激とモチベー
ションを得ることが出来た．

堂や大聖堂に圧倒されながらツアーを堪能した．その
後，地下何百メートルかのヴィエリチカ岩塩坑の広間
にて晩餐会が行われた．

写真 3

ヴィエリチカ岩塩坑での晩餐会

ポーランドの伝統舞踊や音楽，美味料理やワインを
堪能し大いに盛り上がる中，日本ではあまり見かける
ことは多くないであろうダンスパーティーが自然に始
まり，気づけば参加者の多くが前方に集まり，手を取
り笑い合う又とない会が開催された．最後に，次回学
会は 2 年後の 2014 年に韓国にて開催されることが発
表され，IRaP’2012 は幕を閉じた．
写真 2 Student Award 発表風景

（早稲田大学 理工学研究所

平岩 郷志）

18 日の午後は，カンファレンスツアーと晩餐会が開
催された．世界遺産にも認定されるヴィエリチカ岩塩

APSRC-2012 参加報告
2012 年 10 月 30 日から 11 月 3 日までの 5 日間，中
国・黄山市にて The 4th Asia-Pacific Symposium on Radiation Chemistry（以下 APSRC）が開催された．参加
国は主催国である中国を始め，フランス，ドイツ，イ
ンド，日本，韓国，マレーシア，パキスタン，ポーラン
ド，ロシア，スウェーデン，トルコ，アメリカ，ベト
ナムなど，名の通りアジア太平洋地域を中心に，世界
各国から 200 人近くの研究者が出席していた．日本か
らは東京大学，大阪大学，早稲田大学，金沢大学，高
知医科大学，原子力機構から 21 名が出席した． 会期
中には 4 件の総合講演，12 件の招待基調講演，60 件の
口頭発表，69 件のポスター発表が行われ，盛大に放射
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線化学の議論が交わされた．会場となった黄山国際ホ
テルは，黄山市に流れる一屯川沿いに位置し，目の前
には見事にイルミネーションが施された橋や建物が広
がる，観光都市らしさを感じる所であった．また周辺
には足裏マッサージ屋さんが多く見受けられ，まさに
黄山を中心として観光に特化した町であることがうか
がえた．特に，ホテルから徒歩 15 分ほどの距離にあ
る屯渓老街は，古風な土産屋や飲食店が立ち並ぶ，非
常に情緒ある町並みであった．筆者も到着日に屯渓老
街で食事をしたが，非常に安価で美味であり，非常に
居心地の良い町であった．なお，本学会には会期中，
朝，昼，夕全ての食事が含まれており，ビュッフェ形
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応性に富む活性種の挙動などの初期過程における反応
について議論が交わされた．特に溶媒和過程について
は，樋川も含め 4 件もの発表が為され，様々な意見を
頂戴することが出来，今後の研究に向けて大変有意義
な時間を過ごした．
また，2 日目の夜には，黄山市の夜景ツアーと，黄山
市の四季風景、徽州の歴史文化を再現している「徽班
写真 1 参加者全員の集合写真

進京」という演劇の鑑賞ツアーが催された．特に，劇

式で参加者との懇親を図ることができた．
2 日目，Guozhong Wu 氏（中国，Shanghai Institute of

団の鑑賞は香茗大劇院という名前の非常に立派な施設
で催され，素晴らしい技や団体芸を披露しており，参

Applied Physics）の挨拶により会議が始まり，その後，
総会講演として Wu 氏，勝村庸介氏（日本，東京大学），
Tulsi Mukherjee 氏（インド，Bhabha Atomic Research
Centre），Jacqueline Belloni 氏（フランス，Universite
Pari-Sud）による講演が開かれ，日本・中国・インドを
中心に放射線化学研究の現状および今後の展望につい
て報告された．

加者全員からとても好評であった．黄山市を訪ねる機
会があれば，是非鑑賞を推奨する．
ポスターはホテル内のエントランス等に貼りださ
れ，発表時間だけでなく，休憩時間等も利用して積極
的な討論が見られた．発表全般に関しては，中国の研
究者の発表が多くを占めた他，日本，トルコ，フラン
ス等の研究者の発表があった．ポスターセッションで
の議論は基本的に英語で行われたが，一部の中国の参
加者は英語が喋れない方もおり，ボディーランゲージ
で議論する姿も時折見られた．発表内容に関しては，
放射線照射に対する基礎的な反応や飛程の評価から，
材料に対する放射線応用まで，幅広い放射線関連の研
究が見られ，特に高分子材料に対する放射線効果や，
材料創造，ナノインプリントの発表が多かった．多く
のポスターにおいて，活発な議論が見られたが，その
中でも特に大阪大学の菅氏らのポスター発表は，非常
に活発な議論があった．なお余談ではあるが，今回の
発表では X フレーム（ポスターを張り出す用の機材）

写真 2

発表風景

口頭発表は，計 72 件が「固相，液相，気相における
放射線効果」，
「放射線誘起反応の過渡挙動観測」，
「産
業廃棄物処理への放射線応用」，
「ナノマテリアル，生
体などにおける放射線応用」，「放射線処理技術」の 5
つのトピックに分けられ，2 会場に分かれて 2 日目午
後および 3 日目に行われた．招待基調講演では，Jay

A. LaVerne 氏（アメリカ，University of Notre Dame），
Mehran Mostafavi 氏（フランス，Universite Pari-Sud），
鷲尾方一氏（日本，早稲田大学）など各国の第一線で活
躍する研究者による講演が行われた．筆者の一人（樋
川）が口頭発表を行った「放射線誘起反応の過渡挙動
観測」についてのセッションでは，最新のパルスラジ
オリシスシステムの進展についての報告が為され，反
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を持参しなければならなかったが，日本からの出席者
はほとんど持参しておらず，一時的にトラブルになっ
てしまったので，次回の APSRC に参加する際には気
をつけていただきたい．

3 日目の夜にはバンケットが開かれ，中国料理や紹
興酒などの中国のお酒が振る舞われた．またバンケッ
ト中にはポスター賞の受賞者が発表され，日本からは
菅氏，岩松氏，土田氏が受賞した．バンケットの後，
筆者らは地元のスーパーに繰り出して漢字を頼りにお
酒を購入し，各国の若手を誘ってさらに親睦を深めた．
各国の同じ若手研究者から研究やプライベートの話を
聞ける機会は学生である筆者らにとって貴重であり，
今後のモチベーションにつながる非常に楽しい時間を
過ごすことが出来た．
4 日目から 5 日目にかけて黄山（Huangshan Mountains）を登山する企画が催された．中国の方々をはじ
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たが，徐々に疲れが見え始めた頃の断崖絶壁の道のり
には恐怖をも覚えた．苦労してたどり着いた山頂での
壮大な岩山の景色や水墨画の題材としてよく用いられ
る岩松などの絶景は格別であった．特に月夜に照らさ
れる岩山は幻想的でなんとも言えない景色であった．
また山頂でみる朝日は絶景であったらしいが，筆者は
一身上の都合により見ることができなくとても残念で
あった．学会という厳かな会では，他国の学生達と触
れ合う機会をなかなか得ることはできなかったが，登
山というアクティビティを通じて他国の学生と触れ合
うことができ良い経験であった．道中で撮った中国人
学生との集合写真は筆者にとってとても良い思い出と
なった．
最後になったが，筆者らは APSRC への参加に際し
て，費用の一部を本学会より支援して頂いた．国内外
の研究者の方と交流すると共に，世界の最先端で活躍
する研究者の方々の発表を聴講し，議論を通じて世界
中の研究者の研究に対する熱い思いを肌で感じる機会
を得たことは，筆者らのこれからの研究の大きなモチ
ベーションにつながった．この場を借りて感謝申し上
げると共に，放射線化学界の発展に貢献できるよう今
写真 3

黄山の風景

め，世界各国の人々 100 名程の大所帯で，中国を代表
する黄山の山頂にそびえるホテルを目指し 5 時間程

後さらに研究活動に取り組んでいく所存である．
（東大院工 岩松 和宏, 阪大産研
早大院先進理工 土田 亮太, 金沢大院工

樋川 智洋,
黒澤 知里）

の道のりを登山した．出だしは皆意気揚々と登ってい
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