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これまで欧米亜でそれぞれに開催されてきた加速器
会 議 を 一 本 化 し た 世 界 加 速 器 会 議（International
Particle Accelerator Conference,IPAC）の第一回目を
日本で開催することが決まったのは 2007 年のことであ
る．それぞれ千人以上の参加者を集めてきた PAC,
EPAC とは異なり，APAC はこれらの 3 分の 1 程度の
規模であったため，世界加速器会議と銘打ったといえ，
日本で開催して何人が参加してくれるか予想がつかず，
甚だ心もとないことであった．我々はこの第一回世界
加速器会議の成功と呼べる最低ラインを，参加人数
700 名とした．開催地を京都としたのも，その地理的
知名度に頼る所が大きい．事務局員は京都大学化学研
究所を始め，京都大学エネルギー理工学研究所，大阪
大学核物理センター，大阪大学産業科学研究所，理化
学研究所，高輝度光科学研究センター，高エネルギー
加速器研究機構，放射線医学総合研究所，日本加速器

,
図 1 IPAC 10 のポスター

＊

学会から集まった．
場所と目標は決まったものの，事務局メンバーには
誰一人として，これほど大規模な国際会議を運営した
経験が無く，全てが手探りであった．ただ運営方式は
EPAC に習ったので，国際組織委員会やプログラム委
員会の開催時期や方法に至るまで EPAC 運営のエキス
パートである CERN の Christine Petit-Jean-Genaz の協
力を得たことは非常に大きいが，その反面，あくまで
も EPAC 方式を貫こうとする彼女と日本の土壌との違
いに何度か確執が生じたことも事実である．それらを
,
乗り切ることができたのは，IPAC 10 をなんとしても
成功させようという共通の強い意志が，彼女と日本側
事務局との間にあったためであろう．また国際組織委
員会，国際プログラム委員会の確固たるバックアップ
があったことは言うまでもない．
,
結果は既に周知のように IPAC 10 は予想を遥かに超
える成功をおさめることができた．以下はほんの一例
である（表 1）
．
参加者数：1,244 名
同伴者数：98 名
口頭発表数：95
ポスター発表数：1,476（Student poster session を含
む）
学生及若手研究者旅費滞在費サポート人数：94 名
企業展示ブース数：87 ブース（その他，企業セミナー
１件）
まず事務局として行ったのが，学術会議への主催要
請である．この申請には非常に多くの事務手続きが必
要であったが，学術会議が主催を承諾してくれたこと
,
で IPAC 10 の社会的学術的な評価が高まり，また高額
な京都国際会館の使用料のかなりの部分を援助してい
ただいた事は大きい．また学術会議主催の会議として
一般市民に向けた市民講座を開催することが義務づけ
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表1
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8
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1

トルコ

2
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31

アメリカ：246 人
アジア：531 人
ヨーロッパ：467 人

られたが，これも一般にはあまり知られていない加速
,
器科学の重要性を伝える好機となった．IPAC 10 の開
催に際しては IUPAP（International Union of Pure and
Applied Physics）からも援助いただいた．コミッショ
ン 11（素粒子物理学）から申請し，
コミッション 12（原
子核物理学）からもサポートいただいた．厚く感謝申
し上げると共に，IPAC としては毎回 IUPAP への申請
を行うことが必要であることを申し添えたい．
事務局として大きな決断が必要だったのが，参加登
録にどういうシステムを使うかであった．アブストラ
ク ト と 論 文 受 付 は SPMS（Scientific Programme
Management System）を用いることに決まっていたが，
参加登録については参加費の決済業務を伴うことから
当初，旅行社のものを使うことにしていた．しかしそ
の後，SPMS の参加者データの正確さや発表・論文情
報と参加登録者のデータの整合性を考慮し，結局
,
IPAC 10 では SPMS と旅行社の決算システムを連携さ
せて使う方法をとった．SPMS は非常に優れたもので
あり，論文受付やプロシーディングス作成という点に
於 い て は JACoW（ Joint Accelerator Conferences
Website）チームの比類ない協力とともに，その有用性
，参加登録という点に
が既に実証されているが（図 2）
のみから見れば，今後改造すべき点がいくつかあると
思われる．
,
今回の IPAC 10 のプロシーディングスも JACoW チー
ムの献身的な働きにより，会議最終日には暫定版がホー
ムページに載ったほどに，迅速に発行されたことは読
者もご存知の通りである．
会議運営での最重要点は，全ての発表がいかにスムー
ズに行われるか否かにあると言えよう．そういう意味
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図 2 JACoW オフィス

では京都国際会館は，ハード面でもソフト面でも信頼
の置ける施設であった．例えば，会場の音響やプロジェ
クターの操作などは，ほとんど会場側のスタッフに一
任できた．この点では使用料が高額であるのは致し方
,
あるまい．IPAC 10 では学術会議，学術振興会に会場
借料に貢献していただいたことと，参加費収入欠損が
なかったために，幸運にも費用の問題は発生しなかっ
た．
会場面において，特に口頭発表という点では申し分
,
がなかったが，ポスター発表は IPAC 10 では膨大な数
に上った為，ポスターパネルの配置に担当者は苦慮を
．1,500 を超えるポスター発表者全
強いられた（表 2）
てに平等に快適なポスター空間を提供することは不可
,
能に近い．特に IPAC 10 では企業展示とポスター発表，
コーヒーサービスを一体化し，参加者の偏りを防ぎ，
人の流れを作ろうとしたため，ポスター担当者の苦悩
は相当なものであったと思われる．しかも日を追う毎

,
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表2

ポスターセッション集計

Submitted at the deadline

2,055

Withdrawals before
Program Code
Program Codes (C)
Withdrawals before
conference
Withdrawals without notice
Presented Posters (P)
Posters on Proceedings
Presentation Ratio(≡P/C)

241

incl. tests &
duplications
removed tests &
duplications

1,814
177
100
1,538
1,476
84.7%

図 3 ウェルカムレセプション

にポスターの数は増えて行き，何度もポスターパネル
の配置換えをしなければならなかった．また企業展示
でも，最初に予定していた 72 ブースは直ぐに売り切れ
になり，第２会場を設置したことから，第１会場と第
2 会場との間に不公平感が生まれてしまったため，企
業展示 2 日目には第 2 会場で朝食代わりになるパンを
提供するように急遽変更するといった苦労があった．
第２会場に参加者を呼び込む為に，わざわざ登録デス
クとはかなり離れた第２会場にツアーデスクや会議
グッズ販売ブースを設置したり等，かなりの配慮はし
たつもりだったが，それでも第２会場への参加者の入
場は第１会場に比べて少なかったように思われる．
登録デスクは 5 月 23 日の午後３時頃が一番込みあっ
たが，それでも 10 名以上が列に並ぶことはなかった．
約 1,300 人の会議に事務局が用意した日本国査証取
得の為の招聘状及び身元保証書要求数は 234 件．約半
数を中国国籍の人が占め，残りは東ヨーロッパ，インド，
中東等である．自国内にいる人よりは国外在住の人の
方がビザが取得し易い傾向があり，また国によって，
或は申請者の所属がどの研究所かによって差がある．
特に事務局が憂慮したのは核保有国であるインドとイ
ランであったが，結果的には特にトラブル無く取得す
ることができた．
予測不能なことではあったが，ビザ取得に必要な書
類を送付する時期に，アイスランドの火山灰の影響で
飛行機が飛ばないため，ヨーロッパとの郵便通信が一
時期不能となり非常に気を揉んだが，これも何とかク
リアすることができたのは運が良かったと言うほか無
い．こうした天災等も考慮に入れ，十分な時間的余裕
をもって準備を整えたいものである．その他，ビザに
ついて事務局側として注意すべきは，ビザ取得目的の
為に参加者を名乗り，日本入国を目的に必要書類を送
れと言ってくる輩も少なからずいるということである．
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図 4 バンケットでの鏡割

明らかに加速器のない地域からの依頼はこちらも直ぐ
に気がつくが，微妙な人もあり，そういった場合には，
加速器関係者の裏付けをとる等の必要も生じてくるで
あろう．
,
会議グッズとしては京都の有名鞄店特製の IPAC 10
のロゴの入ったカバンに会議ブックレット，レポート
用紙，ペン，アブストラクトを入れた USB メモリーに
加え，京都市内の地図，
「世界加速器会議」と毛筆で書
家にお願いして書いてもらった扇子を入れたものを
1,500 個用意した．たかがカバンの準備といえども数
が多いため，相当な労力を要した．こうした目に見え
ない労力が必要となる場面が色々な場所で発生し，そ
の負担が想像以上に大きかった．
会議初日の 5 月 23 日にレセプション，25 日に開催
したバンケットもまた担当者が苦労した箇所である（図
3, 4）
．レセプションでは国際会館の広大な庭園で北山
をバックにして野外パーティにする目論見は，雨のた
めあえなく頓挫し，屋内の 2 部屋の大宴会場とラウン
ジを使うバックアッププランによる開催となったが，
料理には長蛇の列ができ，大変な混雑であった．バン
ケットに関しては，そもそも 700 名以上の着席のパー
ティを開催できるホテルが京都にはない．会場を 2 つ
にすることは事務局としては極力避けたかったので，
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は少し離れた場所で待機し，乗客をまとめてバスまで
誘導する等の工夫が必要であった．ツアーは参加者に
は概ね好評であったようである．
,
以上が LOC として IPAC 10 で行ってきた概要であ
るが，国内外から将来の大型国際会議を開催する時の
,
参考としたいので IPAC 10 の運営の詳細を教えてほし
いとの声が上がっている．こうした要望に応えて，各
,
部門の責任者がまとめた詳細な報告を IPAC 10 の公式
ウェブサイトに公表している．興味がおありの方は是
非そちらも読んでいただきたい．
図 5 施設見学

今後のアジアの課題
そうなると唯一の解は京都岡崎にあるみやこメッセの
大ホールでケータリングで料理を提供することであっ
た．そのため準備はホテルに丸投げ，ということはで
きず，担当者は舞台の設置からテーブルや椅子の供給
にまで走り回らなければならなかった．ほんの一例で
はあるが，バンケットで使用した椅子が簡易式の折り
たたみ椅子だったことに気がついた方がどの位いらっ
しゃるだろうか．普段，ホテルで使用されている椅子
の借料とは一脚当たり 2,000 円近い差があり，実行委
員の間で喧々諤々の議論を行った末，料理にその差額
を当てた方がよいということになった．
コーヒーブレーク用のお菓子の提供もバンケット同
様，1,000 人分は事務局メンバーの想像を絶しており，
飲物の提供は国際会館に委託できたものの，午前と午
後のブレークには 1,000 人分のお菓子，洋菓子和菓子
を取り揃えて提供した．菓子類も国際会館に任せるこ
とは可能だったが，それが出来るだけの予算枠を確保
できなかった為である．
5 月 28 日の閉会式の翌日，5 月 29 日にラボツアー
が開催された．目的地は下記のように 3 コースから選
択できるようになっていた（図 5）
．
A コース：SPring-8，XFEL，New SUBARU，姫路城
B コース： 京都大学化学研究所，京都大学エネルギー
理工学研究所，大阪大学核物理センター，平等院，月
桂冠大倉記念館
C コース：京都大学原子炉実験所，大阪大学核物理セ
ンター，大阪大学産業技術研究所，大阪城
5 月 31 日にはこれらのツアーとは別に KEK ツアー
も開催され，つくばと東海を訪問した．A，B，C コー
ス合わせて 280 名余りの応募があったが，実際に参加
したのは 209 名であった．このラボツアーの開催日が
5 月の土曜日であり，B コースの集合場所であった京
都駅前は観光バスで混雑していたので，ツアーのバス
42 J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 7, No. 3, 2010

212

,
若手研究者サポートは IPAC 10 全体で 94 名を招聘
することができたが，この数は米国の学生は米国物理
学会（APS）が，ヨーロッパは欧州物理学会加速器分
科会（EPS-AP）がそれぞれ地域としてまとまった補助
を行い，また国際純粋・応用物理学会（IUPAP）から
も途上国研究者の為の補助金で招聘した人数を含んで
いる．しかしアジアではそういった組織がまだない．
,
今回の IPAC 10 でどうにかアジアの若手研究者を招聘
できたのは，開催地が日本国内であった為である．実
行委員の個別の努力により，京都大学化学研究所と大
阪大学核物理センターにはまとまった額の学生サポー
トをいただいた．が，それらは日本国外で IPAC が開
催された場合には使うことができない．また一般的な
財団法人から受けることの出来る補助金のほとんども
国外開催の場合の日本人以外のアジア人には使うこと
が出来ない．アジアの国々では現在のところ，日本も
含めて研究所や大学はそこに所属していない学生は援
助できない仕組みになっている．IPAC にアジアが主
催者として参加する限り，アジア地域としての学生援
助のシステムの整備が緊急課題である．この問題は来
,
年，スペインで開催される IPAC 11 から生じてくるの
である．
この報告を書くに当たり，次の方々からご協力いた
だいたことを特記しておく．
稲垣 隆宏，上垣外 修一，紀井 俊輝，菊谷 英司，
加藤 龍好，小菅 隆，白川 明広，想田 光，頓
宮 拓，長塩 佳子，中村 恵美子，濁川 和幸，野
田 章，林 佐和子，林 陽子，福田 光宏，古川
和朗，増田 開，水野 明彦，楊 金峰．
（敬称略）
またここにお名前を挙げなかった数多くの関係者の
,
方々にも IPAC 10 事務局として深くお礼を申し上げた
い．

