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1. はじめに
2018 年 10 月 15-26 日の 2 週間にわたり、イタリアのトリエステの国際理論物理センター（International Center for Theoretical Study）にて「Joint IAEA-ICTP Workshop on Nuclear Structure
and Decay Data: Experiment, Theory and Evaluation」が開催された。これは、ENSDF（Evaluated Nuclear Structure Data File）の普及を意図した若手向けのワークショップで、参加者は
原子核、核データに関する講義を受けつつ、核データファイルの作成を実習するというプロ
グラムである。今回、いろいろな経緯でこの研究会に参加することになったので、本機会を
利用して報告する。

2. 経緯
原子力機構核データ研究グループの岩本修さんから「ENSDF の評価に関するワークショッ
プがあるので参加してはいかがですか」とメールを頂いたのは 2018 年 5 月で、岩本さんは

IAEA の大塚直彦さんからの今回のワークショップの案内（図 1）をもらっていて、それを筆
者まで情報を届けてくれたのがこのワークショップを知ることになった経緯である。
筆者は原子力機構核図表の作成に 2000 年から関わっており、2014 年度版からはこのとり
まとめ役をしている [1] 。原子力機構核図表は原子核の基底状態及びアイソマーの半減期及
び崩壊様式を掲載しているが、そのベースとなっているのが ENSDF ファイルである。この
ような関係で ENSDF に利用者の立場で接する機会が多かったが、2015 年からは、JENDL
委員会の専門委員（ENSDF 担当）にもなり、ENSDF ファイルの評価作成にも関わるように
なった。その点で非常に良い経験となると考え、今回の参加に至った（同時期にハワイでの
日米物理学会が開催されていたので、そちらの不参加を決断しなけばならなかったのは残念
であったが）。
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The workshop introduces young and established nuclear
scientists to the evaluation of nuclear structure and
decay data, by providing an overview of experimental
and theoretical nuclear techniques and basic training
in the evaluation procedures and formats involved in the
production of the Evaluated Nuclear Structure Data File
(ENSDF).

Description:

Topics:

Reliable evaluated nuclear structure and decay
data are of vital importance for basic nuclear
physics and astrophysics, as well as for nuclear
applications such as power generation, material
analysis, dosimetry and medical diagnostics.
These important data requirements are catered
by the international network of Nuclear Structure
and Decay Data (NSDD) Evaluators, created
in 1974 and coordinated by the IAEA. The main
output of this network is the recommended
ENSDF database and evaluations published in
Nuclear Data Sheets.

•
•
•
•

This workshop belongs to a series of ICTP
workshops that started in 2003 and has been
crucial for attracting young nuclear scientists to
nuclear structure and decay data evaluation
and for providing them with the basic tools to
pursue this activity.
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ENSDF evaluation methodologies,
procedures and formats;
• analysis and utility codes;
• ENSDF editors and Web tools;
• databases and online retrieval software.
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S. LENZI (Univ. Padova-INFN, Italy)
A. MACCHIAVELI (LBNL, USA)
T. KIBEDI (ANU, Australia)
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F. KONDEV (ANL, USA)
S. BASUNIA (LBNL, USA)
M. MARTIN (ORNL, USA)
B. SINGH (McMaster Univ., Canada)
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V. ZERKIN (Nuclear Data Section/NAPC, IAEA)

Grants:
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A limited number of grants are available
to support the attendance of selected
participants, with priority given to participants
from developing countries. There is no
registration fee.

Female scientists are encouraged to apply.

Applicants should hold at least a Master’s
Degree (M.Sc.) in Nuclear Physics, and possess
a few years of professional experience related
to nuclear structure and decay data.

Deadline:
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図 1 ワークショップのポスター

3. 開催地
開催地であるトリエステはイタリア北東部にある港湾都市で、アドリア海に面している。
またスロベニアとの国境に接している。トリエステ駅からバスで 30 分ほど（10km ほど）イタ
リア半島側に進むと国際理論物理センター（International Center for Theoretical Study、ICTP、
図 2）があるミラマレ（Miramare）に到着する。ICTP は 1960 年にトリエステ大学で開かれ
た素粒子物理学のセミナーで設立が提案され、1964 年にノーベル物理学賞受賞者（受賞は

1979 年）のアブドゥッサラーム（Abdus Salam）によって設立された。イタリア政府と 2 つ
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の国際機関、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）と国際原子力機関 (IAEA) によって運
営されているとのことである。

図 2 ICTP 入り口。Abdus Salam の名前が冠されている。
ICTP は運営元の一つである IAEA と協力し、IAEA-ICTP Workshop として 2003 年からお
よそ２年に１回のペースで今回のような ENSDF のトレーニングプログラムを実施している。
今回で９回目となるとのことである。

4. ENSDF
ENSDF とは世界中で論文の形で公開された原子核構造・崩壊の実験データを 評価して
推奨値（adopted value）を与えたデータベースである。歴史的には 1940 年代に Katharine Way
（始めシカゴ、のちオークリッジ）により、核データを評価した形で公開しようというアイデ
アが元になっている。彼女は 1948 年にワシントン DC に移り、核データ評価のプロジェク
トを National Bureau of Standatds（現在の国立標準技術研究所、NIST）で開始し、1950 年に
核データの最初のレポートである Nuclear Data

Report を公開した。その後核データプロ

ジェクトは 1964 年にワシントンからオークリッジ国立研究所（ORNL）に移り、1966 年から
（現在の書式になったのは 1978 年から）、Nuclear Data Sheets（NDS）誌の査読付き掲載を通
して公開されている（以上の経緯は NDS の元編集長である Murray Martin の講義での説明を
元にした）。現在は米国ブルックヘブン国立研究所（BNL）と国際原子力機関（IAEA）との
国際協力の元、データ整備が進められている。評価作業は各国が質量数 A-chain ごとに分担
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して行っており、作業の中心となる米国のほか、カナダ、ルーマニア、ハンガリー、ブルガ
リア、インド、中国、日本、オーストラリア、ロシアなどが協力している。日本では JENDL
委員会（旧シグマ委員会）のサブグループである ENSDF グループとして行っており、現在
６名のメンバーで活動を行い、質量数 A=120-129（10 チェイン）を担当している。日本の活
動については飯村氏がいくつかレポートを書いている [2, 3]。

ENSDF は評価作業が含まれるので時間がかなりかかり、概ね A-chain ごとに 10 年に１回
程度の改定のペースであるが、進捗によっては 20 年近く改定がなされていないデータもあ
り、IAEA-BNL による定常的な更新作業のマネジメントが重要となる。

ENSDF ファイルの例として A=157 の一部を載せる（図 3）。

図 3 ENSDF ファイルの一部。A=157 の 157 Ta の例。一行目の’ADOPTED LEVELS’ は
この領域の記載が評価者による評価値（adopted value）であることを示す。例えば下から
４行目（L 0.0 を含む行）から基底状態のスピン・パリティと半減期の評価値がそれぞれ
1/2+ 、10.1 ms（不確かさ 0.4 ms）であることを表している。
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5. ワークショップの内容
5.1 概要
今回の参加者は１７名で、大学院生および若手研究者を中心とした構成で、国別ではアフ
リカ２名、アジア９名（内インド６名）、欧州５名、米国１名であった。多くが２０代の大学
院生である。
ワークショップは２週にわたり、午前は招待講演者による講義、午後は核データの実践作
業である。
午前中の講義は主に「原子核物理」、「原子核データの概要」、「ENSDF におけるデータ評
価」に関する内容に分けられる。原子核物理では（１）Nuclear Theory（Pieter Van Isacker,

GANIL）
（２）Experimental Nuclear Physics（Patrick Regan, Univ. Surrey）、
（３）Shell Model
（Silvia Lenzi, Univ. Padova-IFFN Padova）の内容で、各講師がよく準備していて、とてもわ
かりやすい内容の講義であった。
「原子核データの概要」では（１）ENSDF の歴史（Murray Martin, ORNL）、
（２）原子核
反応（Vivian Dimitriou, IAEA）、
（３）原子核データの利用（Elizabeth McCutchan, BNL）と、

ENSDF 活動の概要及びその周辺を俯瞰する内容を紹介した。
「ENSDF におけるデータ評価」では（１）ENSDF における原子核崩壊データ（Filip Kondev,

ANL）、
（２）ENSDF における反応データ（M. Martin）、
（３）解析コードの使い方（F. Kondev）、
といった実践的なデータ評価の実際を実例を示しながら紹介した。特に現在の ENSDF の活
動の重鎮であり中心人物である Balraj Singh（McMaster Univ., 図 4 ）は気が付いた点があれ
ば彼が評価のポイントを何度もレクチャーしてくれた。

図 4 Balraj Singh

5.2 実習
１日のうち午前が前述の講義を行い、午後は実習というのが大きな流れである。実習は第
１週は２人一組で、第２週は３人一組でグループを作り、共同作業を行った。
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5.2.1 XUNDL 作成
第１週は XUNDL の作成を行った、XUNDL とは未評価実験核データリスト (eXperimental

Unevaluated Nuclear Data List) の略称である。ENSDF はその核種に関する過去の論文を全て
調べ、そこから１つの推奨値（adopted value）を与えるわけだが、その前段階として、各論文
のデータから実験データを取り出す作業が必要となる。XUNDL は公開された１つの論文の
実験データをそのまま ENSDF 形式に落とし込んでデータベース化する（つまり１つの論文
に１つの XUNDL セットが対応する）。XUNDL を用いることで一般のユーザーは実験データ
を共通書式で取り出すことが可能であり、また、このことで ENSDF 作業者にとってはその
作業を簡略化することが可能となる。ただし XUNDL が 未評価 データであるといっても、
例えば論文著者が掲載した値が直接測定した値かどうか、などの判定は必要で（そのような
判断が含まれた場合は編集者コメントとして XUNDL ファイルに記載）、原子核構造・崩壊の
知識はそれなりに必要である。このように XUNDL の作成は ENSDF の作業を行う際の良い
トレーニングともなる。筆者は参加者の一人の Bryan Tee（ANU, 写真 5）とペアを組み、ル
テニウム 94（94 Ru）を割り当てられ、XUNDL ファイルを作成するトレーニングを行った。
渡された論文 [4] は２種類のバンド構造を示すガンマ崩壊核種に関する実験で、物理量のい
くつかの整合性をチェックしながら ENSDF 書式の XUNDL ファイルを作成した。作成した

Text ファイルを JAVA-NDS と呼ばれる準位図生成コードで図が目的どおりに生成されたとき
はなかなか感慨深かった。

図 5 Bryan Tee

5.3 ENSDF 作成
２週目は ENSDF ファイルの作成を行った。ENSDF は前述した通り質量数 A-chain の単位で
データを束ねていくが、このワークショップでは参加者に A-chain のうち一つの核種をグループ
単位で割り当て、各グループが評価したものをまとめて A-chain として ENSDF の査読付き論文
である Nuclear Data Sheets に掲載している。過去のワークショップでは A=211,227,217[5, 6, 7]
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などが成果としてまとめられている。以前は著者に参加者が含まれるか明確でなかった時も
あったが、現在は作業を行った参加者全員が著者となる。
今回のワークショップでは質量数 A=218 を対象に取り組むことになった。含まれる核種は
全６核種で、参加者を６グループに分けて割り当てることになった。筆者のグループは Bryan
に加えて Roger Caballero-Folch を含めた３名でポロニウム 218（218 Po）を担当した。218 Po
は 218 Bi のベータ崩壊核種であり、筆者が現在開発しているベータ崩壊の研究と関連がある
部分もあり、興味深く評価作業を行った。また内部転換と呼ばれる事象の（ガンマ崩壊から
の）取り除き作業や、ガンマ崩壊のエネルギーバランス補正などを経験した。また、今回の
解析で半減期の精度（有効数字）が ENSDF の書式を超えてしまい、B. Singh に相談するな
ど、ENSDF についての適用範囲なども実感することができた。色々あったが、これまで経
験しなかった核データ作業を実体験することができた。
これらの作業の成果は公式の成果として採用され、XUNDL については BNL-IAEA の公式
データベースに収録され、ENSDF については NDS の Nuclear Data Sheets for A=218 のタ
イトルで査読付き論文に掲載されるということである。

5.4 研究紹介
ワークショップの第１週の金曜午後に各参加者の研究内容を発表する機会があり、筆者は
「Global calculation of beta-decay and accompanying process in the improved gross theory」とい
う題目で研究紹介を行った。ここでは筆者の原子核質量模型である KTUY（小浦-橘-宇野-山
田）模型の説明とベータ崩壊大局的理論の紹介を行った。これに対して今回のワークショップ
の参加者の一人である Roger Caballero-Folch からいくつかの質問を受けた。彼は現在カナダ
の TRIUMF（カナダ粒子加速センター）のポスドクをしており、中性子過剰核のベータ崩壊、
特にベータ崩壊遅発中性子放出（BDN）の測定をしており、筆者のことを参加前から知ってい
たようである（彼はドイツ GSI 在籍時に BDN 測定をしており、その時の成果である Physical

Review Letters の第１著者の論文では、私の半減期理論値を引用していた）。また、理研で現
在進行している BDN 測定プロジェクト「BRIKEN」でも検出器作成をしている。彼との議
論でスペインのバレンシアグループの全吸収γ線分光（TAGS、ベータ崩壊大局的理論で関
連がある。彼はスペイン出身で、バレンシアグループとも仕事をしていた）の動向や、BDN
測定の世界の動向などについても議論することができた。

5.5 修了証
最終日は午前に各グループの ENSDF の（グループによっては XUNDL も）成果報告を行っ
た。あるグループは XUNDL で論文の内容に不明な点があり、著者にメール問い合わせをし
たがまだ返事がきていない、などと報告するなどデータ抽出作業の実際についてもいくつか
様子を知ることができた。
最後に参加者全員に対して修了証授与式が行われた（図 6）。振り返ると２週間毎日 XUNDL
および ENSDF に取り組み、また有益な講義を聞くこともでき、非常に充実したワークショッ
プであった。参加者によってはデータ解析や描画のツールがうまく自身のノート PC にイン
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ストールできない、ENSDF でどうしてもコンパイルエラーが出てしまう（筆者も XUNDL
の作業時に意図通りに描画できず半日原因がわからず苦労した）など、様々な理由で苦労し
ていたが、この修了式では皆晴れ晴れとした良い笑顔をしていた。筆者も同感である。

図 6 [左写真]：証書授与。真ん中は McCutchan、右は Dimitriou。[中写真]：修了式時の
参加者の様子。[右写真]：筆者がもらった修了証

6. ワークショップの意義
今回のワークショップへの参加について筆者は ENSDF の編集作業を実際に実習したいとい
う目的で来たが、他の参加者はむしろ原子核データのトレーニング、または夏の学校の一つ
として参加するといったような機会として捉えている人が多かったようである（トリエステ
に来る前は各国の核データセンター所属の ENSDF 編集者が参加するようなイメージを持っ
ていた）。若手が原子核のデータの扱いを経験するという点では非常に有意義なワークショッ
プになっていたように思う。もし日本の若手の方で興味を持たれたら、良い経験となると思
うので参加することを強く勧める。
ワークショップの主催側としては、このワークショップを通して参加者の何人か将来 ENSDF
の編集に関わってもらいたいという期待がある。主催側もその辺りは気にしているようなの
で（最近 Vivian と会った時にもそのような話をしていた）、今後ワークショップの構成が多
少変わるかもしれない。

7. 余暇
今回は２週に渡ったので、中日の週末を中心に少し観光をすることができた。いくつか紹
介する。

7.1 グロッタ・ジガンテ
トリエステにあるトリエステ台地はカルスト（日本では秋吉台が有名）が存在し、多種多
様な大きさの洞窟が分布している。その一つ「グロッタ・ジガンテ（Grotta Gigante、図 7）」
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は観光目的で入れる世界最大の洞窟ということである。第１週末に参加者のうち何人かと入っ
て見た。トリエステからバスで山側に登ったところにあり、スロベニアとの国境に近い。

図 7 グロッタ・ジガンテ。サン・ピエトロ広場一つが優に収まるとのこと。

7.2 ミラマーレ城
1856 年から 1860 年にかけて、当時はオーストリア領であったこの地に、オーストリア皇
帝フランツ・ヨーゼフ 1 世の弟であるマクシミリアン大公（のちにメキシコ皇帝）によって
築かれたとのこと。トリエステから西に海沿いに向かうと単調な海岸線が続くが、この辺り
で海側にせり出した海岸となり、城（または城塞）に適した地形となっている。ICTP の施設
はこの城を取り囲むように設置されている（ICTP から歩いて行ける）（図 8）。

図 8 ミラマーレ城

7.3 アドリア海
トリエステに最初に到着して見にしたのがアドリア海に浮かぶヨット群である（図 9）。そ
の数の多さと夕方の海面の光が印象的であった。
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図 9 トリエステ（ミラマーレ側）から見たアドリア海。ヨットがたくさん浮かんでいる。

8. 会議情報
今回のワークショップの情報、資料などは下記の

URL: http://indico.ictp.it/event/8338/other-view?view=ictptimetable
から得ることができる（集合写真（図 10）なども置いてある）。また、過去のワークショッ
プ、および ENSDF の活動に関する情報は

URL: https://www-nds.iaea.org/nsdd/
からもたどることができるのでこちらも参照されたい。
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図 10 ワークショップの集合写真
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