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昨年度2013年度は極めて大きな進展 
 

本年2014年度４月より新しい段階へ 
 
いよいよ「政府による計画推進の是非の検討」の段階へ 
 

日本政府、海外とともに 
政官産学で多くの課題を解決  à 実現へ 

H26年～H27年 
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基本設計	

基本仕様決定	

国際研究所設立	

 建設（約９年）	

財政当局の情報交換	

第一次コスト試算	

設計の完成	
製造技術確立	

研究者・土木学会らによる	
サイト関連調査	

コスト・設計最適化	

現在

 運転・実験（〜２0年）	

CERN・LHC	
ヒッグス粒子発見	

国際共同R&D	

政府検討／政府間議論	

国際設計

ＯＥＣＤ閣僚級会議声明	

国際研究所	

2008	

２０１３	

現地国際設計	
地点調査	

環境アセス	

政産学連携の開始	

 1980年代	
計画開始	

   世界統合	
　    2004年	

2007	

地質調査	

政府承認	

国際リニアコライダー  ( I LC ) 計画の流れ	

政府間承認	

２０１４	

地域による調査	

XFELの経験	

国内立地評価	学術会議答申	

現地国際設計	
国際協調・制度設計	
工学設計・建設準備	

調査検討予算措置／文科省にて正式検討開始	

技術設計書	
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Timeline 

  LHC 成果 

2005 2006 2007 2008 2012 2009 2010 2011 2013 

測定器 基本案 

研究者JHEP  
ロードマップ  

技術設計 
TDR 
DBD 

1st Ecm range 

NOW�

開発 �

基本設計 基準設計 加速器	
設計 
調整�

国政・議連	 議連（自民） 超党派ILC建設推進議員連盟 

リニアコライダー研究会 AAA:先端加速器科学技術推進協議会 産学連携	

R&D 

研究者 
コミュニティー	 日本学術会議大型計

画マスタープラン 
SuperKEKB 
予算措置開始  

JHEP  
将来計画答申 

Global efforts 	

国内 	

サイト・ 
地域連携 

九州・東北に地域
のコアとなる研究
会設立 

２候補地を公表 

国からILCのための 
地質調査予算の措置 

震災 
2011.3.11 

土木学会 第二期活動 

R&D 

有識者との連携 有識者・経済界	

2005~2013年(昨年まで)の経緯	
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産学連携：先端加速器科学技術推進協議会	 
	 (Advanced	 Accelerator	 Association)　（平成20年6月設立）	 

	 

中核のモデル：ILCの実現 5 

一般会員（企業）　93社（三菱重工業、東芝、日立製作所、三菱電機、京セラ、他）
特別会員（公・研究機関）  　３８機関（高エネルギー加速器研究機構，東京大学、京都大学、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理化学研究所、原子力研究開発機構、放医研、他）　平成25年5月現在

http://www.aaa-sentan.org 

会長：西岡喬（三菱重工相談役） 
最高顧問：与謝野馨（議連初代会長・元大臣） 
名誉会長：小柴昌俊（2002年ノーベル賞）	

４つの部会で活動	
•  実現プロセスの連携 
•  技術の産業化検討 
•  立地課題の検討 
•  技術移転の推進 
•  知財の方策検討 
•  アウトリーチ 
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2013年2月1日	 ＩＬＣ議連、河村建夫新会長就任 (現在メンバー１５０名余)	

	 

	 

	 

	

新たな役員体制	 
	 幹　事　　森　英介	 

幹　事　　増子輝彦	 
幹　事　　階　　猛	 
幹　事　　岩城光英	 
幹　事　　井上義久	 

幹　事　　原田義昭	 
幹　事　　平野達男	 
幹　事　　鈴木　寛	 
事務総長　田村憲久	 
事務局長　津村啓介	 

会　長　　河村建夫	 
会長代理　大畠章宏	 
副会長　	 	 鈴木俊一	 
副会長　　小坂憲次	 
副会長　　斉藤鉄夫	 

副会長　　髙木義明　　	 
副会長　　水野賢一	 
幹事長　　塩谷　立	 

顧　問　与謝野馨	 
顧　問　麻生太郎	 
顧　問　野田佳彦	 
顧　問　保利耕輔	 
顧　問　谷垣禎一	 

顧　問　野田聖子	 
顧　問　大島理森	 
顧　問　平沼赳夫	 
顧　問　下村博文	 
顧　問　棚橋泰文	 

ＩＬＣ実現に向けての動き	
議員連盟(自民党2006年(与謝野会長)〜 à 超党派2008〜）	
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◆代表質問での総理答弁（2013年3月4日）	

　「我が国は世界最先端の加速器技術で世界のイノベーションを牽引していきます。その一環である国際リニア
コライダーについては大きな夢のある構想である一方、巨額の経費を必要とすることなどにも留意が必要と考
えております。政府としては、まず研究者レベルの国際的な設計活動の進捗状況等を見定めながら検討して
いきます」	

◆安倍総理 施政方針演説（2013年2月28日）	
　「世界発の海洋メタンハイドレート産出試験、世界に冠たるロケット打ち上げ成功率、世界最先端の加速器

技術への挑戦など、日本は、先端分野において、世界のイノベーションをけん引しています」	

政産学連携での当初からの最大の課題のひとつ 
「加速器」の国政での認識を！	

海洋・宇宙・加速器　の時代へ！	

à　2013年からの新展開	
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夏の学校２０１３ 
最近１年の動き	

2012年	 2月	 8日	 経済同友会・諮問委員会にてＩＬＣ計画の講演・議論à提言で言及	

　　　	 	 3月	 末	 	 国内研究者	 「CERNで新粒子発見なら早期にILCを」	 

　　　	 	 5月	 末　国内研究者	 ILC戦略会議設立	 

　　　	 7月	 4日	 ＣＥＲＮで「ヒッグス粒子」発見	 

	 	 	 	 	 	 	 7月12日	 日本創成会議提言「グローバル都市創成」(増田寛也座長)発表	

	 	 	 	 	 	 10月24日	 ＩＬＣフォーラム開催（共催：AAA / 日本創成会議）　※ＣＥＲＮ所長が安倍自民党総裁を表敬訪問	

　　	 	 11月下旬	 自民党総合政策集「Ｊ－ファイル2012」公表、２箇所でＩＬＣに言及（経済・科学技術）	
　　　12月15日	 ＩＬＣ設計技術報告書完成　発表会 (共催：AAA)	

2013年	 1月18日	 下村文科大臣 記者会見発言  ※今年前半に関係諸国に働きかけたいとの意向を表明	

　　　	 1月29日	 欧州高エネルギー物理学将来構想素案（欧州素粒子物理戦略）発表	
　　　　　　　	 　※ＩＬＣ建設地として日本を支持、日本からのﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙを期待	

	 	 	 	 	 	 	 2月	 1日	 新政権後初のＩＬＣ超党派議連総会、河村建夫新会長就任 (à 150名以上)	

　　　	 2月13日	 日本・ＥＵ議員会議、ＩＬＣに言及	

　　　	 2月19日	 自民党政調会 科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略調査会(塩谷立会長)、ＩＬＣを議題に開催	

　　　	 2月22日	 国際推進組織(LCB・LCD)新体制発足、政府間交渉にむけ準備	

　　　	 2月26日	 経済同友会（長谷川代表幹事）諮問委員会	 à	 意見書（4月2日）	 
　　　	 2月26日	 ＩＬＣ議連総会、小柴昌俊東大特別栄誉教授/三菱重工大宮社長の講演	

　　　	 2月28日	 安倍総理施政方針演説　成長戦略にて「最先端の加速器技術への挑戦」	

　　　	 3月	 4日	 国会代表質問　ILC計画に関して	

       　　3月25-27日　リニアコライダー国際設計長エバンス氏（元CERN/LHC総責任者）来日	

　　　　　à安倍総理表敬（小柴昌俊博士、河村先生、塩谷先生、KEK鈴木機構長、東大・村山斉/山下了、他）	

　　　　　　文科大臣、科学技術大臣、議連、商工会議所・岡村会頭、AAA・西岡喬会長、他へ御訪問・御面談	

 　　　　  4月30日 ワシントンD.C. にて日米閣僚会合（下村文科相・山本科技相）、	

　　　　　　　　日米シンポジウム（河村議連会長／塩谷議連幹事長／増田元総務相／米国DOE/OSTP、他）	

　　　　　 5月23日 経団連　会長・副会長懇談会	 8	  

夏の学校２０１３ 
スライドより	
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５月末〜現在

１。５月３０日　欧州文書àEU委員会（閣僚へ）提出
２。文科省から学術会議へ諮問（５月末）
　　　　　à学術会議  ILCのための諮問委員会開始（6/14〜）
３。国際研究体制・新組織（リン・エバンス所長）へ移行(6/12)
４。議連から提言の決議（6/12）à政策レポートの作成開始  (7月末完成予定)
５。米国研究者：スノーマス会議将来計画（世界協力含む）を議論中  （８月半ばまで）
６。中国研究者：香山会議（６・１２−１４）
　　　à中国政府へ（ILCへの参加および中国独自（ライバル）計画立案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３つの条件（７月〜８月）	
	
１。学術界　学術会議（学術的意義）	
	
２。立地　　立地選定àオールジャパン体制の確立 à現地設計/地域グランドデザイン開始	
	
３。世界　　国際動向（米国の動向・アジアの動向）	

夏の学校２０１３ 
スライドより	

9	 



ILCをめぐる国内外の状況	
日本政府の取り組み状況	 

○文部科学省内に福井照・文部科学副大臣をヘッドとするタスクフォースを編成。	 

○学術会議へ文科省より諮問　現在議論中	 

世界の国際設計完成	 

○技術設計書の完成(2012年12月15日完成à2013年6月12日公開	 

国内候補地の一本化に向けた取り組み	 

○ILC立地評価会議（九州大学・東北大学から共同議長（川越・山本均））	 

○7月末に候補地を一本化する	 à	 国際設計に資する	 

欧米の動向	 

○欧州は、欧州高エネルギー物理学将来構想（3月22）「日本に立地するILCに大
いに賛同、欧州からの参加を熱望、日本からの提案を」à5月30日欧州閣僚に提出	 
○米国は、同様の高エネルギー物理学将来構想を8月に取りまとめる予定。	 
○中国の動向	 à	 香山会議	 

10	  
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５月末〜現在
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夏の学校２０１３ 
スライドより	
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2013年６月〜2014 ７月２０日まで	
	 
2013年	 

	 6月14日	 日本学術会議、検討を開始（文科省諮問　9月末回答）	

	 8月23日	 国内候補地、北上サイトが最適（研究者による検討結果）à国際設計 
	 8月30日	 文科省、平成26年度概算要求にＩＬＣ調査検討費計上（0.5億円） 
  9月30日　学術会議から文科省へ答申　　 
１１月１日　文科省ILCタスクフォース（座長：桜田副大臣）　à 有識者会議設置決定 

2014年 
　1月初旬　下村文科大臣訪米。 エネルギー省モーニッツ長官とILCを議論 
　１月20日　日本経団連提言書に「ILCの誘致の検討」を盛り込み。 
　1~2月　　　ILC準備室（統括：鈴木機構長）を高エネルギー加速器研究機構に設置 
  5月8日　　文科省ILCタスクフォースにて有識者会議の会合開始（２つの部会設置） 
  5月~7月　 欧州委員会との議論準備、議員外交（仏日）、議連訪米予定（７月） 
　　　　　　　　政府間の非公式意見交換の準備など 
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Sefuri�

Kitakami�
2003	

2010	

1.  第一次：サイト候補可能性を持つ国内の全地域検討 (2000-2002) 
2.  日本土木学会との連携協力 (2006-) 

サイト関連

3.  地域での正式なコアグループの設立（脊振・北上） (2007-2009) 
4.  ２候補地の公表　(日本物理学会領域シンポジウムにて)　（2010年9月） 
5.  地元大学・自治体等による新調査体制での地質調査開始（２０１０年）	
6.  国の予算（第三次補正予算：平成23年12月成立）で２地点の調査開始(２０１２年) 

25	
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立地評価　研究者コミュニティーが責任主体　 
ILC戦略会議の元に2013年1月１１日に設置承認 

 
　「ILC立地評価会議」	

共同議長：川越清以（九州大学）・  山本均（東北大学）  
　  

地元説明会((11月、33月))  

技術評価//社会環境基盤項目à両地域へ((22月・44月))  
技術調査検討データ受理開始（33月初旬）  

社会環境基盤検討データ受理開始（55月初旬）  

＜のべ330000時間以上の議論＞  

立地評価会議のもとに２つの専門委員会  

11..   技術専門委員会  
22..  社会環境基盤専門委員会  

14	  
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北上サイト	

国際設計チーム 
北上サイトでの国際設計を開始 



h#p://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/	  
kohyo-‐22-‐k178-‐1.pdf	

日本学術会議	
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n  日本学術会議としては以上の観点から、ILC 計画の実施の可否判断に向けた
諸課題の検討を行うために必要な調査等の経費を政府においても措置し、
2～3年をかけて、当該分野以外の有識者及び関係政府機関も含めて集中的
な調査・検討を進めること、を提言する。 

n  ILC の我が国への誘致の判断には、本回答が提示する諸課題や懸念事項につ
いて十分な 調査・検討が行われ、建設、運転、高度化、最終処理にわたる
経費の全容とその国際分担、 人材や管理運営体制の問題など課題事項に対
して明確な見通しが得られることが必須である。 

n  調査・検討と並行して海外主要国・地域の研究機関や資源配分機関との協議
を行い、 国際分担等に関する見極めを行うべきである。 

n  ILC 計画を我が国で実施し高い成果を挙げるための諸条件を余すところなく
検討した上で、学術コミュニティ全体の合意形成、さらには国民の理解を求
めることが必要である。 
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LINEAR COLLIDER COLLABORATION @ P5 December 15, 2013 

Europe and Asia 

!  The 2013 European Strategy for Particle Physics states: 

–  “The initiative of the Japanese particle physics community to 
host the ILC in Japan is most welcome, and European groups 
are eager to participate.  Europe looks forward to a proposal 
from Japan to discuss a possible participation” 

!  A 2013 report from the Asian High Energy Physics 
Community states: 

–  “AsiaHEP/ACFA welcomes the proposal by the Japanese HEP 
community for the ILC to be hosted in Japan.  [It] looks forward 
to a proposal from the Japanese Government to initiate the ILC 
project” 
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•  Par$cle	  physics	  is	  a	  discovery-‐driven	  science.	  Investments	  have	  rewarded	  us	  with	  
fundamental	  discoveries	  and	  current	  opportuni$es	  will	  push	  into	  new	  territory.	  

•  Par$cle	  physics	  is	  global.	  Successfully	  addressing	  urgent	  scien$fic	  ques$ons	  
requires	  the	  U.S.	  to	  both	  host	  world-‐class	  facili$es	  and	  act	  as	  reliable	  
interna$onal	  partner	  with	  the	  worldwide	  community.	  

•  Choices	  are	  required.	  The	  U.S.	  must	  invest	  purposefully	  among	  many	  excellent	  
ideas	  in	  order	  to	  have	  the	  biggest	  impact	  and	  make	  the	  most	  efficient	  use	  of	  
resources	  over	  the	  coming	  decade.	  

•  Five	  intertwined	  scien$fic	  drivers	  were	  dis$lled	  from	  the	  results	  of	  a	  yearlong	  
community-‐wide	  study:	  
–  Use	  the	  Higgs	  boson	  as	  a	  new	  tool	  for	  discovery	  [à	  LHC	  +	  upgrades;	  ILC]	  
–  Pursue	  the	  physics	  associated	  with	  neutrino	  mass	  [à	  FNAL	  nu	  program]	  
–  Iden7fy	  the	  new	  physics	  of	  Dark	  MaFer	  [à	  direct	  detecIon	  +	  LHC,	  ILC]	  	  
–  Understand	  cosmic	  accelera7on:	  Dark	  Energy	  and	  Infla7on	  [à	  LSST,	  DESI,	  CMB	  

next-‐gen	  expt’s]	  
–  Explore	  the	  unknown:	  new	  par7cles,	  interac7ons,	  and	  physical	  principles.	  [à	  Mu2e	  

+	  LHC,	  ILC	  and	  most	  other	  recommended	  IF	  projects]	  

P5:	  Execu@ve	  Summary	  
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•  [R11]	  Mo$vated	  by	  the	  strong	  scien$fic	  importance	  of	  the	  ILC	  and	  the	  
recent	  ini$a$ve	  in	  Japan	  to	  host	  it,	  the	  U.S.	  should	  engage	  in	  modest	  and	  
appropriate	  levels	  of	  ILC	  accelerator	  and	  detector	  design	  in	  areas	  where	  
the	  U.S.	  can	  contribute	  cri$cal	  exper$se.	  Consider	  higher	  levels	  of	  
collabora$on	  if	  ILC	  proceeds.	  
–  The	  meaning	  of	  “modest”	  will	  depend	  on	  the	  HEP	  budget	  

•  Ini@al	  support	  will	  be	  by	  redirec@on	  of	  effort	  	  
–  The	  meaning	  of	  “appropriate”	  will	  depend	  on	  the	  areas	  where	  Japan	  would	  like	  

us	  to	  help	  
•  We	  believe	  the	  current	  priority	  is	  for	  site-‐specific	  accelerator	  R&D	  and	  design	  
efforts	  

–  We	  await	  further	  discussions	  with	  the	  Japanese	  government	  

Project	  Recommenda@ons	  Con@nued	  
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3月27日　ＬＣＣ責任者 エバンス氏、安倍総理表敬訪問	
　⇒あわせて下村文科大臣、山本科技担当大臣、日本商工会議所等を訪問	

	 

	 

	 	

安倍総理大臣と会談（小柴昌俊先生、河村建夫議員・塩谷立議員らが同席）	

下村文部科学大臣	 山本科学技術政策担当大臣	

ＩＬＣ実現に向けての動き　　　　　　　2013年3月	

岡村日本商工会議所会頭	 22	  
22	 



4月30日　日米先端科学技術シンポジウム（ワシントン）	 
　⇒ＩＬＣを事例に日米の科学技術協力の将来について議論	

	 	

ＩＬＣ実現に向けての動き　　　　　　　2013年4月	

河村　建夫 
ＩＬＣ議連会長	

ダニエル・Ｂ・ポネマン 
エネルギー省長官代行	

塩谷　立　ＩＬＣ議連幹事長（中央右） 
ｼﾞﾑ・ｼｰｸﾞﾘｽﾄ　ｴﾈﾙｷﾞｰ省ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（中央左）	

下村　博文 
文部科学大臣	

23	  

増田　寛也 
日本創成会議座長	
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国際会議＠東京（２０１３・１１） 
日本の主導への期待が集中 
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米国国務省長官科学補佐官	  
Dr.	  E.	  William	  Colglazier	

小坂憲次議員	  
議連副会長	

２０１４年１月　下村文科大臣　＠ワシントンDC	  	  	  
米国エネルギー省モニーツ長官と議論	

２０１４年1月＠ワシントンDC	  
小坂議員と国務省科学補佐官	

下村大臣facebookより	

ILCは重要な計画と認識	

国際枠組みを目指して	

２０１４年１月	

25	



５月～７月の外交関連 
1.  政府間　準備 
　文科省・EC(欧州委員会)＋CERN・米国エネルギー省 

2.  フランス親日友好議員訪日（６月） 

3.  ILC議員連盟訪米（７月末に予定） 

26 



政策的意義の観点から	

2013年8月6日 決議文と政策レポートを安倍総理に手交	

「総理プロジェクトとして、通常の省庁予算とは別枠での日本成長枠として国家戦略
特区を見据えて推進すべきである」　（決議文抜粋）	

（議連メンバー　150名余　2014年3月現在）	

会長：河村建夫議員	  
幹事長：塩谷立議員	

国民の代表：国会議員連盟（超党派）　	

経済界 
経済同友会　　　　２０１３年４月、８月 
日本商工会議所　２０１３年８月 
日本経団連　　　　２０１４年１月２０日　提言にて	
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基本設計	

基本仕様決定	

国際研究所設立	

 建設（約９年）	

財政当局の情報交換	

第一次コスト試算	

設計の完成	
製造技術確立	

研究者・土木学会らによる	
サイト関連調査	

コスト・設計最適化	

現在

 運転・実験（〜２0年）	

CERN・LHC	
ヒッグス粒子発見	

国際共同R&D	

政府検討／政府間議論	

国際設計

ＯＥＣＤ閣僚級会議声明	

国際研究所	

2008	

２０１３	

現地国際設計	
地点調査	

環境アセス	

政産学連携の開始	

 1980年代	
計画開始	

   世界統合	
　    2004年	

2007	

地質調査	

政府承認	

国際リニアコライダー  ( I LC ) 計画の流れ	

政府間承認	

２０１４	

地域による調査	

XFELの経験	

国内立地評価	学術会議答申	

現地国際設計	
国際協調・制度設計	
工学設計・建設準備	

調査検討予算措置／文科省にて正式検討開始	

技術設計書	

28	



必要なステップ 
1.  研究者: 技術統一(2003) à 構想・提案段階 (2004-2013) 

2.  政府としてのオフィシャルな検討開始 (現在) 

3.  政府間での非公式／公式の段階的議論 

4.  政府としての推進の判断à分担交渉 

5.  国際分担の妥結à計画の国際承認 
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Vice Minister Sakurada
Head of ILC Task Force in MEXT

桜田文科副大臣 

2014年１月17日＠CERN/LHC 

文科省 
平成26年度政府予算に調査検討予算(0.5億)を要求 à 政府予算に措置 
ILCタスクフォース設置（2013年11月再編） 
      座長：桜田文科副大臣　　　副座長：冨岡政務官 
      事務方 : 土屋文部科学審議官、関係部局の局長、課長、室長等 
 
               実務：素粒子原子核研究推進室・大土井室長 

à 中立な方々からなる 
　「有識者会議」の設置（５月） 

ILCタスクフォース 
        有識者会議のもとの２部会開始（６月） 
•  素粒子原子核部会（物理検討） 
•  TDR検証部会（技術設計書の検証ーコスト・技術・人員等） 
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政府検討(平成26-27年)でのポイント 

n  国際分担（予算・人）の目処 

n 学術的意義、技術・コストの確実性 
 
 
n  経済波及効果・技術波及効果・地域活性効果（数字と根拠） 
 
n  民間活力による社会インフラの整備の確実性 
 
n  社会の理解 
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http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20140206173000/ 

2014年2月 KEK 
   ILC推進準備室の設置 
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必要なステップ 
1.  産学: 技術統一(2003) à 国際構想・国際提案段階 (2004-2013) 

2.  政府としてのオフィシャルな検討開始 (現在) 

3.  政府間での非公式／公式の段階的議論（枠組み作りから） 

4.  政府としての推進の判断à分担交渉 

5.  国際分担の妥結à計画の国際承認 
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政府とともに今後2~3年の集中検討（2014年～2016年） 
 いくつもある課題と分岐点 

n  世界の研究者のサポート・熱意が今後更に十分に得られるか？　 
n  分岐点1: 米国P5委員会の答申（５月） 
n  分岐点2: ILC計画自体の進展状況 
n  分岐点3: 新たな可能性拓く物理モデル（理論） 
n  分岐点4: 2015年からのLHC＠13-14TeVの新粒子探索 

n  計画のコスト見積もりは妥当か？ 
n  分岐点1: 文科省にての検討 
n  分岐点2: 国際設計の工学設計での精査 

 
n  国際分担：世界で予算・人を分担できる状況になり得るか？ 

n  分岐点1: 政府間の枠組みつくりの進展 
n  分岐点2: 国際情勢 

n  国内予算：通常の学術予算とは別枠で措置できるか？（国政） 
　　　　例）2020年東京オリンピック以降の 
　　　　　　　ひとつの日本の国際化モデル・成長戦略となり得るか？ 

２０１４年３月物理学会シン
ポジウムのスライドより	
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残る課題 

はじめてのことからの２つの 
産みの苦しみ 

n  第三の課題：外交 
n  国際拠点の国内立地 
n  新しいプロセス 
n  主導的に枠組み作りから 

 

現時点での第二の課題 
 

国内候補地に関する対立から 

オールジャパンへの移行 

35 



産学の課題 

n  ILC周辺技術の波及効果検討の深化/経済波及効果 

n  海外との政官産学の各セクターでの連携 

n  社会への発信／本格的なメディア対応の開始 

n  省電力、耐震構造の検証 

n  加速器の周辺技術・利用技術の振興策の提言と実践 
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現時点での最大・喫緊の課題 
（集中すべき最大の問題点）	

２０１４年に私達全員がまさに集中すべき課題	

物理研究の素晴らしさの説明・議論 
 

単なる物理的意義では不十分。 
物理的「大義、すごさ」が必要 

 
•  素粒子物理分野で更に熱意を集められる「すごさ」 

•  周辺分野でも理解できる「すごさ」 
•  社会に理解される「すごさ」 

物理的価値の説明が準備不足？？不十分！！ 
シミュレーションよりもまず物理の価値の徹底的議論を	
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十分な物理の意義・大義・すごさがあれば 
確実に進む事ができる 

n  ある方がよい、ではなく、絶対的にすごい装置となることを関
係する世界の皆にまずわかったもらうべし。 

n  国内の他の研究者、他分野にはこれが伝わってない（なぜ？）
本当に最大限の努力をしているか？ 

n  物理のすごさを海外政府と共有できれば進めることができる。
これができなければ、そこで道は終わる。 

n  今現在私達は最大の分岐点のひとつにいる。 
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昨年度2013年度は極めて大きな進展 
 

本年2014年度４月より新しい段階へ 
 
いよいよ「政府による計画推進の是非の検討」の段階へ 
 

日本政府、海外とともに 
政官産学で多くの課題を解決  à 実現へ 

H26年～H27年 
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