日岩手県国際リニアコライ

た多大なるご支援に対しまして、あらためて感
謝申し上げます。昨年は、梶田隆章東京大学教

回）

会

長

谷

村

邦

久

協会、エネルギー省、ハドソン研究所、米国

米国連邦政府関係者、アメリカ科学技術振興

《米国側》

２．構成メンバー

（盛岡商工会議所会頭、岩手県商工会議所連合会会長）

大きな成果！《日米先端科
学技術フォーラム》
１．日米先端科学技術フォーラムの概要

ことがあらためて実証されました。

日本の基礎物理学が世界のトップを歩んでいる

学長の基礎物理学ブレークスルー賞受賞により

「議連」というものがないことから、日米議連

を目的としている。米国には、いわゆる日本の

Ｃ実現にむけた活動状況への理解を深めること

研究者に対しＩＬＣの意義と日本におけるＩＬ

学、リニアコライダー国際推進組織（ＬＣＣ）

立大学、アルゴンヌ国立研究所、コーネル大

フェルミ国立加速器研究所、ニューヨーク州

ヴン国立研究所、カリフォルニア工科大学、

器研究所、カリフォルニア大学、ブルックへ

超伝導素粒子加速器協会、ＳＬＡＣ国立加速

当推進協議会としては、これをＩＬＣの実現

と同等の位置づけを目指し初めて開催したもの

本フォーラムは、米国国会議員、政府関係者、

にむけた新たなステージとしてとらえ、これま

で、今後、継続開催することで、米国との国際

国際研究所建設推進議員連盟幹事長、鈴木俊

塩谷立リニアコライダー（先端線型加速器）

《日本国側》

で以上に積極的な活動を展開してまいります。

協調の進展を図っていくものである。

授のノーベル物理学賞、鈴木厚人岩手県立大学

岩手県ＩＬＣ推進協議会

国 際リニアコライダー（ＩＬＣ）の実現にむけて

10

今後とも引き続きご支援とご協力をお願い申し
あげます。

一同副会長、大塚拓同事務局次長、生川浩史

14
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ＩＬＣへの期待と課題（第

年４月

シリーズ

平成
27

ダー推進協議会の設立以来、皆様からいただい

24

文部科学省審議官、鈴木厚人岩手県立大学学
長、相原博昭東京大学副学長、山本均東北大

（会場）
下院議員会館レイバーン（ワシントン）

《主なメッセージ》

、次々
・ 塩谷幹事長 宇宙、原子力（核融合）

世代スーパーコンピューター、ＩＬＣをはじ

めとする先端加速器の４分野における日米の

（座長）
シュナイダーハドソン研究所上級研究員

協力を強めることで日米同盟の深化につなげ

学教授、山下了東京大学特任教授、他学術関
係者８名
（元国務次官）

（発表者 )
相原博昭東大副学長、塩谷立議連幹事長、鈴

・鈴木副会長 東日本大震災時における米軍の

西山淳一先端加速器科学技術推進協議会（Ａ

宏明東北ＩＬＣ推進協議会会長、大江修東北

木俊一同副会長、大塚拓同事務局次長、岸輝

「ともだち作戦」に感謝するとともにＩＬＣ

00

00

健夫議連会長、中曽根弘文日米議連会長、小

ジャパン・コーカス（親日議員連盟）
、河村

で、科学技術においても極めて重要なパート

なども計画されている中で、日米同盟は重要

・大塚事務局次長 他国の大規模な加速器計画

造につなげる構想を披露。

める。

るというフォーラム開催の目的への理解を求

経済連合会専務理事、佐々木淳岩手県政策地

雄外務省参与（外務大臣科学技術顧問）
、
リン・

によって新たな産業を興し、東北の未来の創

ＡＡ）上級顧問、松岡雅則同事務局長、高橋

域部科学ＩＬＣ推進室長、谷村邦久岩手県Ｉ

エヴァンスＬＣＣ代表

16

（メッセージ披露）

ＬＣ推進協議会会長、玉山哲同副会長、猿川

19
塩谷幹事長

坂憲次議員

大塚事務局次長

毅同事務局長（ 名）

11

３．スケジュールと主な内容
：

鈴木副会長

24

２月 日（木） ： ～

ナーとなる必要性に言及。

・岸外務大臣科学技術顧問 ＩＬＣはビックサ

イエンスプロジェクトであり、
ＩＴＥＲ（イー

ター）計画同様に各国が協力し、資源を効果

的に分担して科学技術を発展させることの重

要性をアピール。

・リン・エヴァンスＬＣＣ代表 世界の研究者

は、すぐにでも素晴らしい装置を効率よく建

設する準備がある旨の発言。

《初日のフォーラムのまとめ》

シュナイダーハドソン研究所上級研究員は、

2016 年５月号
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ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

（会場）
ハドソン研究所（ワシントン）
（座長）

力いただいた米軍による支援活動への感謝を

述べるとともに、東北ＩＬＣ推進協議会を設

立して産・学・官が組織的にＩＬＣ誘致活動

を積極的に展開していることを訴えた。

16
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シュナイダーハドソン研究所上級研究員

４．岩手からのプレゼンテーション

被災地岩手県民を代表して東日本大震災津波

第
( １部発表者 )
村山斉東大教授、スティーブ・リッツサンタ

ＡＡＡ加速器担当、岡田高エネルギー加速器

における米国および米国国民の皆様からのご支

《谷村邦久岩手県ＩＬＣ推進協議会会長》

研究機構（ＫＥＫ）理事・教授、松岡ＡＡＡ

援への心からの感謝と、岩手県では国民体育大

クルーズ素粒子研究所長、マイク・ハリソン

事務局長、
角南政策研究大学院大学教授、
ポー

会を開催し、道半ばではあるが、復興にむけて

リン・エヴァンスＬＣＣ代表、高橋東北ＩＬ

頑張っている姿を全国に発信していることを伝

ル・グラニスニューヨーク州立大学特任教授
《主なメッセージ》
ＩＬＣの現状と日米協力について議論がなさ
れ、日米の研究者からＩＬＣの各国の現状や
取組状況、課題について発表。

リティの連携強化によって実現し、日米関係の

Ｃ推進協議会会長、谷村岩手県ＩＬＣ推進協

（第２部発表者）

緊密化は持続的安定の強化に不可欠である。こ

議会会長、鈴木岩手県立大学学長

「日米同盟の強化は、科学、エネルギー、セキュ

のフォーラムは両国の共通した目標に焦点を当

《主なメッセージ》

震災発災時、特に仙台空港の早期の復旧に尽

・高橋東北ＩＬＣ推進協議会会長は、東日本大

加速器（ＬＨＣ）における教訓について発表。

てている」と述べ、最後に塩谷立幹事長から

00

プレゼンする谷村会長

会場は米国議事堂（改装中）に隣接

・リン・エヴァンスＬＣＣ代表は、スイスの欧

00

フォーラムの定期的な開催と次回は日本で開催

17

州原子核共同研究所（ＣＥＲＮ）の大型円型

00

する方向で検討したい旨述べて初日を終えた。

２月 日（金）
15

第１部 ： ～ 第２部 ： ～ ：

12

13

①こどもたちに夢を

そのうえでＩＬＣの意義を、

の 整 備 に 着 々 と 取 り 組 ん で い る 状 況 を 説 明。

進 捗 管 理 を 行 っ て い る こ と な ど 受 け 入 れ 態勢

まとめた提言書の英語版を提出し、 現 在 そ の

ジョンを提示、２年前に盛岡商工会議所がとり

発展につながり、東北を復興させるというビ

また、ＩＬＣの実現は東北の国際化と産業の

ンテーションを行った。

る笑顔で世界の研究者をお迎えしたいとプレゼ

な文化、美味しい食材、ホスピタリティあふれ

つながることを訴え、岩手の美しい自然、豊か

界から寄せられた震災の支援に対する恩返しに

久的な平和を望み、科学面で貢献することが世

るとともに、世界文化遺産平泉の理念である恒

ベーションを図り、国際交流拠点都市を形づく

さらにはＩＬＣの実現を通して産業のイノ

として、まい進していることを説明した。

②若者たちに希望を

《鈴木厚人岩手県立大学学長》

えた。

③地域とすべての人々に未来への期待を

東北・岩手県ではＩＬＣの建設スケジュール
に合わせて、ＬＣＣ幹部の視察受け入れや講演
会などの啓発活動、加速器産業への参入にむけ

されている。水も空気もきれいで山も素晴らし

本の伝統的な文化財も多く、世界遺産にも指定

して１カ月で、もうずっと住みたくなった。日

して実現にむけて取り組むべき。岩手県に赴任

をスタートさせ日米欧と進み、世界が国際協力

進体制の構築が重要な課題であり、まずは日米

はますます重要になる、と締めくくった。

備を進めてまいりたい。このフォーラムの役割

体コスト、技術を含めた共同開発を議論して準

日米共同によるマネージメント手法が大事。全

にも国際協力のもとで行われるべきもの。特に

巨額の予算が必要であり、成果を共有するため

鈴木俊一議連副会長が総括を行い、ＩＬＣは

５．総 括

い。海も日本独特の凹凸の激しい形状で、最も

【日米先端技術フォーラムの成果】

て積極的に取り組んでいる。今や世界の協力推

日本的なところにＩＬＣをつくるのはアンバラ

もったこと

① 初めて日米協力の枠組みを構築し会合を

左から相原東大副学長、鈴木議員、塩谷議員、谷村会長

ンスな美しさがある。ぜひ頑張って東北にＩＬ
Ｃをつくりたいと訴えた。
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プレゼン会場の様子

Ｃ実現にむけた地元の熱意を発信する機会とと
らえ、２月８日（月）に盛岡グランドホテルで
受賞祝賀事業を行った。

べていくもの」とＩＬＣの意義も説かれた。

パーカミオカンデ」までの従事体験や「太陽

「カミオカンデ」実験から大規模化した「スー

う そしてＩＬＣ」と題して講演。小柴先生の

・鈴木学長は、
「神岡の地でニュートリノを追

さつし、達増知事からも「鈴木学長の受賞は東

学長は牽引役としてなくてはならない」とあい

創造するＩＬＣ実現に大きな助けとなり、鈴木

に夢と希望を与え、新しい東北・岩手の未来を

受賞は県民にとっても大変な励み。子どもたち

ＩＬＣ実現にむけて「鈴木厚人学
長・２０１６年基礎物理学ブレー
クスルー賞受賞」祝賀事業を開催

18
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東京大学素粒子物理センター長の駒宮幸男教
授、ＩＬＣ戦略会議座長の山下了特任教授に記
念講演を打診したところ、即決のご快諾をいた
だき鈴木学長のご人徳の賜物と感じ入った次
第。
・駒宮先生からは「素粒子・宇宙・鈴木厚人先
生」と題し、ノーベル賞受賞者の小柴先生や鈴
木学長の素粒子研究に向けた情熱やお人柄も交
えたユーモラスな講話をいただいた。
・山下先生からは「ＩＬＣ計画の現状と将来に

日米協力が喫緊の課題であることや、地域の未

向けて」と題し、国際協力体制を構築するため
② 地元の熱意を米国に直接伝えたこと

来像とＩＬＣの関係の具体化や数値化が早急に

ニュートリノ問題」を解決する成果をあげた特

北全体の研究ポテンシャルの高さと素粒子に関

祝賀会では、私が発起人を代表して「今回の

殊な油を使った「カムランド」の講話をいただ

する新たな理論展開を導き、ＩＬＣ実現に大き

必要であるとの講話をいただいた。

いた。
「ニュートリノは見つけようとしても見

な力になる。岩手県として関係団体と連携しな

いくこと

今回の鈴木学長の受賞は日本の素粒子物理学

つからないが、ＩＬＣは精密実験できれいに調

④ 次回は日本での開催を予定し、定例化して

記念講演会の様子

の実力をあらためて証明したものであり、ＩＬ

りに興味を示したこと

③ 米国側はＩＬＣへの理解と産業振興の関わ

総括を述べる鈴木議連副会長

がら取り組んでいきたい」とのご祝辞をいただ
いた。
講演会には約４２０名、祝賀会には約３００
名とＩＬＣ実現にむけた熱気あふれる講演会・
祝賀会が開催できた。

ＩＬＣ実現によるイノベー
ション・経済波及効果の算定へ
ＩＬＣの実現による多面的な経済波及効果の
算定に関する検討を行い、必要な意見および助
言を行うことを目的として「イノベーション・

任教授、副部会長に成田晋也岩手大学教授が選

出され、作業部会の部会長に山下了東京大学特

長に玉山哲岩手県ＩＬＣ推進協議会副会長が選

委員長に鈴木厚人岩手県立大学学長、副委員

とその対策も必要であり、国民の理解が深まる

会貢献効果が非常に大きい。一方でマイナス面

木委員長からは、ＩＬＣは建設だけではなく社

としてまとめたいとスケジュールが示され、鈴

案を作成し、各方面と調整し、９月には報告書

山下部会長からは、３カ月を目途に方向の原

任された。作業部会ではＩＬＣの建設や消費活

説得力のあるものをとりまとめたいとの抱負を

会合が２月８日（月）に開催された。

動のほか産業集積や農林水産物の利用拡大、観

述べた。

Ａ、ＫＥＫ、東北ＩＬＣ推進協議会、岩手県な

現在、山下部会長、成田副部会長のもとＡＡ

光や国際会議等の需要を幅広く分析し、イノ

イノベーション・経済波及効果調査委員会の様子

ベーション（技術革新）
、地方創生を想定した
調査事業を行うこととしている。

らびに当協議会がメンバーとなった作業部会が

３月末までに５回開催され、意欲的な作業が進
められている。

盛岡リニアコライダー国際会議を開催

ＩＬＣ計画を推進する国際研究者の組織、リ

ニアコライダー・コラボレーション（ＬＣＣ）に

よる「リニアコライダー国際会議」が本年 月

年はカナダで開かれたが、約 か国から２００

アジアの持ち回りで開催されているもので、昨

を主会場に開催される。同会議は、毎年欧米や

５日（月）から９日（金）まで盛岡市のアイーナ

12

祝賀会の様子

経済波及効果調査委員会」を組織。その第１回

を用いた実験結果や素粒子物理学の新たな理論

主なテーマは、スイス・ＣＥＲＮのＬＨＣ

～２５０人の研究者の参加が予想されている。

20
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いただき、岩手を満喫できるように臨みたいと

考えており、私もワシントンでお会いしたリン・

エヴァンス氏はじめ関係者との再会を心待ちに

である。

研究の進展にどう貢献するか議論される見通し

に対し、精密な実験データが得られるＩＬＣが

境、岩手の食材や文化、自然、そして岩手県民

察などを通して、交通の利便性や豊かな生活環

手県、盛岡市と連携し、ＩＬＣ建設予定地の視

学会が盛岡で開催されるのは初めてであり、岩

また、県内商工会議所会頭による岩手県連中

ンス氏はじめ世界の研究者から大変喜ばれた。

を提供し、世界の大使館関係者やリン・エヴァ

岩手県と連携して岩手県産酒、肉牛、お菓子等

で開催されたスペシャルフードフェスタには、

20
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している。

実現にむけた要望活動も
ステージをあげて！

２０１５年も活発な要望活動を展開した。

要望予定日前日に衆議院議長に就任された大

日の面談予定を変更されることなく、

島理森先生（東日本大震災復興加速化本部長）
は４月

当協議会では、これまでも学会を積極的に支

の素朴で温かみのある県民性などに直接触れて

カッションに参加した。ホテルニューオータニ

山斉先生がモデレーターを務めるパネルディス

催され、増田寛也前岩手県知事の基調講演や村

京シンポジウムが東京大学伊藤謝恩ホールで開

当日は、ＬＣＣとＡＡＡが主催するＩＬＣ東

る」との言葉まで頂戴した。

東北の国会議員として引き続き支援を約束す

望となった。大島先生からは「議長となっても

議長公邸にお招きいただいての復興・ＩＬＣ要
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援してきているが、ＩＬＣに関連した大規模な

LCC（Linear Collider Collaboration）の NEWS LINE での開催案内

② ＣＥＲＮのＬＨＣで２０１７年まで行われ

査など諸課題の解決にむけた取り組み、そして

啓発活動からイノベーション・経済波及効果調

つまり、これまでの講演会を中心とした普及

興予算の地元負担の問題から６月に前倒しして

る実験の結果を分析・評価した上で、性能

国民の理解向上のためのイベント企画など、Ｉ

的成果への見通しを得ること

実施し、地元選出国会議員、長嶋復興副大臣や

等を見極めること、また技術課題の解決や

央要望は、例年９月に実施しているものを、復

河村ＩＬＣ議連会長などに要望を行った。河村

ＬＣ実現の意義を東北・日本そして世界に発信

することを重点的に行わなければならないとい

コスト面のリスク低減を明確にすること
③ 国民や他の学術界の理解と合意形成を図る

会長には、日米先端科学技術フォーラム参加後
の去る３月にもお会いし、
「地元の大変な尽力

この提言により検討・解決すべき課題が明確

ＩＬＣ推進協議会との連携を密にし、ＩＬＣ実

さらにはＬＣＣ、ＫＥＫ、ＡＡＡそして東北

うこと。

などしっかりとした活動をお約束する」とのお

になり、ＩＬＣ実現にむけた活動はあらたなス

現に向けた日本のリーダーシップに世界から期

こと

話もいただき、フォーラム時の報道資料を閲覧

テージに入ったと考えています。

に敬意を表したい。議連も国際協力体制の構築

され、鈴木学長受賞祝賀会事業にも高い評価を

待が集まっている今こそ、東北のみならず日本

再生の役割を担うＩＬＣ実現を１日も早く国家

いただいた。
前後して３月４日には、衆議院議員第２会館

展開することをお誓いします。

場であり、皆様と力を合わせて積極的な活動を

２０１６年はまさにＩＬＣ実現に向けた正念

発信できるよう努めると約束してきました。

ピタリティあふれた東北の人々の笑顔を世界に

美しい自然、豊かな文化、美味しい食材、ホス

究者とその家族の方々が岩手の人々と交流し、

私は日米先端科学技術フォーラムで世界の研

をしていかなければならないということです。

ンで世界の合意を取り付けるようあらゆる努力

ＩＬＣ日本誘致の方針を決定し、オールジャパ

プロジェクトとして位置付け、国として正式に
河村議連会長へ訪米成果について報告

会議室で開催されたリニアコライダー国際研究
所建設推進議員連盟総会に初めて出席し、塩谷
先生、小坂先生にご挨拶した。
さらには在札幌米国領事館ジャスティン・
トール領事や世界の素粒子物理学研究所広報担
当者来県の際への対応など、活動も東北から
オールジャパン、世界を見据えた活動へとレベ
ルアップしている。

年６月の文部科学省の有識者会議に

ＩＬＣ計画実現は皆様とともに
平成

① 国際的な経費分担と巨額投資に見合う科学

おいて３つの提言が出されました。
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ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

