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国際リニアコライダー(ILC)計画のための国際会合「ILD Workshop 2012」の開催と
報道関係者向け説明会について
概

要
素粒子実験の次世代計画である国際リニアコライダー(ILC)の測定器グループ ILD の国際会合
「ILD Workshop 2012」を 5 月 23 日（水）から 25 日（金）に九州大学箱崎キャンパスで開催しま
す。この機会をとらえ、ILC 計画への理解を深めてもらうため、報道関係者向け説明会を行います。
また、ILC の建設候補地のひとつである背振山地見学に同行取材していただくことも可能です。

■開催概要
（報道関係者向け説明会）
・日 時：平成 24 年 5 月 22 日（火）12:00～12:50
・場 所：九州大学箱崎キャンパス理学部二号館 2 階 2256 号室
・説明者：川越清以 九州大学大学院理学研究院 教授
井上研三 九州大学大学院理学研究院 特任教授
江崎哲郎 九州大学大学院理学研究院 特任教授
杉山 晃 佐賀大学理工学部 教授
高橋理佳 ILC 国際共同設計チーム アジア担当 ILC コミュニケータ
・内 容：ILC 計画及び ILC 建設候補地である背振山地の地質調査の説明
（背振山地の見学ツアー）
・日 時：平成 24 年 5 月 22 日（火）13:00 出発（貸し切りバスで移動）
・行 程：九州大学箱崎キャンパス（13:00 出発） ⇒ 九州電力天山発電所 ⇒ 観音の滝
⇒ 九州大学伊都キャンパス ⇒ 九州大学箱崎キャンパス（19:30 到着予定）
・引率者：江崎哲郎 九州大学大学院理学研究院 特任教授
杉山 晃 佐賀大学理工学部 教授
吉岡瑞樹 九州大学大学院理学研究院 助教
・参加者：ILD Workshop 2012 に参加する研究者など 60 名程度
・内 容：ILC 建設候補地である背振山地の視察
（ILD Workshop 2012）
・日 程：平成 24 年 5 月 23 日（水）～5 月 25 日（金）
・場 所：九州大学箱崎キャンパス旧工学部本館３階第一会議室
・出席者：70 名以上の研究者（うち半数以上が海外からの参加者）
※プログラム等の詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
website: http://epp.phys.kyushu-u.ac.jp/ildws2012/
■背 景
現在、スイス・ジュネーブにある欧州原子核研究機構(CERN)で、世界最大のハドロンコライダー加
速器(LHC)が運転中で、今年中に質量の起源を担うヒッグス粒子を発見できると期待されています。ILC
は、次世代加速器計画で、LHC で発見される新粒子の性質を、LHC を遥かにしのぐ精度で測定し、新
しい物理法則を解明していきます。ILC 計画は非常に大きなプロジェクトで、物理の検討、加速器と測
定器の開発・設計は国際共同で進められています。福岡県・佐賀県にまたがる背振山地が ILC 建設の有
力候補地となっており、加速器建設のための地質調査と国際研究都市構想が進められています。
（※詳細については、平成 24 年 3 月 14 日開催の記者懇談会資料（別紙）を参照ください。）

■内 容
国際共同で進められている ILC 加速器の技術設計と ILC 測定器の詳細基本設計は、今年中に完成す
る予定です。今回、九州大学で開催する国際会合「ILD Workshop 2012」は、ILD という名前の測定器
コンセプトの詳細基本設計を押し進めていくため、70 名を超える参加者（うち半数以上は海外からの参
加者）を得て、開催されます。この機会に、ILC 計画への理解を深めていただくため、報道関係者向け
の説明会を開催させていただき、ILC 計画についての説明と、福岡県・佐賀県で進めている推進活動に
ついてご説明したいと考えています。また、ILC 建設候補地のひとつである背振山地の見学ツアーに同
行取材していただくことも可能です。
■効 果
ILC 計画は日本の素粒子物理研究コミュニティが最優先と認め、世界の研究者とともに計画・推進し
ている巨大国際プロジェクトです。日本に ILC 研究所を誘致できれば、真の国際研究機関がはじめて日
本に誕生することになります。数兆円とされる経済効果や、新たな国際研究都市の創出等、波及効果は
極めて大きいと考えられます。
■今後の展開
今年中に ILC の加速器・測定器の設計が完了し、さらに LHC でヒッグス粒子の存否が決着すること
で、ILC 計画は新しい段階に進みます。国際的な研究体制が一新されるとともに、日本では ILC 研究所
の国内誘致に向けて、政官産学が一体となった推進活動が活発化し、実現に近づいていくことが期待さ
れます。

【お問い合わせ】
大学院理学研究院教授 川越 清以
電話：０９２－６４２－２５３６
FAX：０９２－６４２－２５５３
Mail：kawagoe@phys.kyushu-u.ac.jp

別紙

PRESS RELEASE（2012/03/14）

九州大学広報室
s〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1
TEL:092-642-2106 FAX:092-642-2113
MAIL:koho@jimu.kyushu-u.ac.jp
URL:http://www.kyushu-u.ac.jp/

理学研究院に「素粒子・原子核研究特区」を創設
－「永続性のある強靭な改革のスキーム」によりビッグサイエンスの推進を図る－
概

要
九州大学は、平成 23 年に導入した大学改革活性化制度（「永続性のある強靭な改革のスキーム」）
により、理学研究院に「素粒子・原子核研究特区」を創設し、ビッグサイエンスの推進を図りま
す。また、脊振山系が有力な建設候補地の一つとされている国際リニアコライダー（ILC）推進上
の地元研究教育機関としての中心的役割も果たしていきます。
九州大学では、
「永続性のある強靭な改革のスキーム」として、平成 23 年度に大学改革活性化制度を
導入しました。この制度を活用し、平成 24 年度から理学研究院物理学部門に「素粒子・原子核研究特
区」を創設します。
理学研究院では、すでに世界的研究教育拠点となっている分野や、これからなりうる分野に人的資源
を優遇配置する「理学研究院特区」を構想し、今後 10 年間で 8 特区を目途に整備する予定です。平成
24 年度は国際リニアコライダー（ILC）計画との関連で喫緊の整備が必要な「素粒子・原子核研究特区」
を創設します。
理学研究院物理学部門では、平成 23 年度に物理学のビッグサイエンス推進上の拠点となる素粒子実
験研究室を創設し、世界最先端の素粒子研究と次世代加速器物理の推進に着手しました。そして今回は、
その素粒子実験研究室を大幅に強化し、実験核物理グループと理論研究グループとの連携体制を強化す
ることで、「素粒子・原子核研究特区」を形成します。この「特区」では、物質の構成要素である基本
粒子（素粒子や原子核）の性質と基本粒子の間に働く力について、理論的・実験的な研究を行うととと
もに、その対極にあり素粒子・原子核と深い関係にある宇宙についても理論的な研究を行い、素粒子・
原子核物理の国際的な教育研究拠点を目指します。
最先端加速器による素粒子物理の研究は、人類の知の最前線を開拓するだけでなく、技術革新の牽引
役としての波及効果も大きいと言われています。このたびの特区の形成により、以下のとおり当該分野
における教育研究の飛躍的発展が期待されます。
(1) ジュネーブにある世界最大の素粒子研究所である欧州原子核研究機構（CERN）に准教授、助教が
常駐し、加速器大型ハドロンコライダー（LHC）加速器を用いた国際共同実験アトラスにおいて測定
器運転・データ収集に貢献し、ヒッグス粒子の発見など、ノーベル賞級の研究成果を出すことに対す
る貢献を行います。
(2) 素粒子・原子核に関する国際研究会、国際スクールを開催します。平成 24 年度には ILC 測定器の
国際研究会「ILD Workshop」、原子核の「第 20 回少数多体系国際会議」
、そして素粒子の国際スクー
ル「1st Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics）」を福岡で開催します。
(3) 地元における研究会や講演会などの開催により、素粒子・原子核物理のための産学官連携の強化と
住民の意識醸成に寄与します。
(4) 国際リニアコライダー（ILC）推進上の地元研究教育機関として中心的な役割を果たします。脊振
山系は、ILC の有力な建設候補地の一つとされ、地元自治体・経済界により加速器建設のための推進
活動が進められており、平成 19 年度に産官学が連携して先端基礎科学次世代加速器研究会が設立さ
れ、平成 22 年度には九州大学・佐賀大学国際リニアコライダー推進会議が組織されるなど、次世代
加速器計画に向けた協力体制が整備されています。
【お問い合わせ】
理学研究院物理学部門 教授 川越清以（かわごえ きよとも）
電話：０９２－６４２－２５３６
Mail： kawagoe@phys.kyushu-u.ac.jp
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ᖹᡂ 䠏ᖺ ᭶䜎䛷
CERN

ᅜෆ

– ≀⌮Ꮫ㒊㛛䛻䜘䜛◊✲ᐊ䛾᪂タ
– 䝸䞊䝎䞊䛾ᩍᤵ䜢ᣍ⪸ே䛷᥇⏝
– ຓᩍ䜢බເ䛷᥇⏝

• ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠐᭶௨㝆
– 㝔㛗㔞䛻䜘䜛๓ಽ䛧䛾ே
– ᩍᤵ䠍䠇ຓᩍ䠍䜢බເ䛷᥇⏝

– つᶍᅜ㝿ඹྠᐇ㦂䛷䛿
–
–
–
–

䜾䝹䞊䝥䛾䛂つᶍ䛃䛜㘽
䝬䞁䝟䝽䞊䛾㞟୰ᢞ㈨
ඃ⚽䛺ⱝᡭ䛾Ⓩ⏝
ᾏእ䛸ᅜෆ䛻ᣐⅬ䛜ᚲせ
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䜶䝛䝹䜼䞊䝣䝻䞁䝔䜱䜰䠖⣲⢏Ꮚ≀⌮䛾⋤㐨
LHC

䝆䝳䝛䞊䝤
CERN◊✲ᡤ

• LHC䛷⣲⢏Ꮚ≀⌮䛾㠉䛜ጞ䜎䜛
– 䝠䝑䜾䝇⢏Ꮚ䠖㉁㔞㉳※
– ㉸ᑐ⛠ᛶ䠖ᬯ㯮≀㉁
– వḟඖ䛺䛹䛾᪂≀⌮

ILC
⬨ᒣ⣔䛜᭷ຊೃ⿵ᆅ
㒔ᕷᵓ䛂䝃䜲䜶䞁䝇䝣䝻䞁䝔䜱䜰ᕞ䛃
䝠䝑䜾䝇⢏ᏊⓎぢ䛾
ྍ⬟ᛶ㧗䜎䜛!!
ᖺ12/13䛾グ⪅ぢ
2012/03/14

• ILC䛷䛿LHC䜢䛿䜛䛛䛻䛧䛾䛠ឤᗘ䛷᪂
䜙䛧䛔≀⌮䛾ᮏ㉁䜢ゎ᫂
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⏘Ꮫᐁᆅᇦ㐃ᦠ䛻䜘䜛ḟୡ௦ຍ㏿ჾ◊✲⎔ቃ䛾ㄪᰝ
ୡ⏺䛾ᣐⅬ䜢
䡭䡸䢚䡭䛻䛴䛟䜛

⚟ᒸ┴
⚟ᒸ┴H23ᬻᐃண⟬
ILC◊✲ᣐⅬ᥎㐍㈝ 20,354༓
20 354༓

⫼ᒣᆅ
⫼
ᅜ㝿䝸䝙䜰䝁䝷䜲䝎䞊

ᕞᏛ
బ㈡┴
ᕞᏛ䡡బ㈡Ꮫ
ᕞᏛ
బ㈡Ꮫ ILC᥎㐍㆟

బ㈡Ꮫ

ᕞ⤒῭
㐃ྜ

బ㈡┴H23ண⟬
ᅜ㝿䢔䢂䡭䡶䢓䡮䡼䢚䡬᥎㐍ᴗ㈝
19 976 ༓
19,976༓
2012/03/14

ෆ䛷䛿ILCㄪᰝ᳨ウጤဨ
䠄⌮Ꮫ◊✲㝔䡡ᕤᏛ◊✲㝔䛾㐃ᦠ䠅

ඛ➃ᇶ♏⛉Ꮫḟୡ௦ຍ㏿ჾ◊✲
• ᅜ㝿䝸䝙䜰䝁䝷䜲䝎䞊ᘓタೃ⿵ᆅ䛾⛉Ꮫⓗㄪᰝ
• ᅜ㝿◊✲ᡤタ❧䛾䛯䜑䛾⎔ቃᩚഛ
⤒῭䞉♫䞉ᩍ⫱䞉ᩥⓗぢᆅ䛛䜙
9

◊✲άື䛾⌧≧
•

CERN䛾LHCຍ㏿ჾ䜢⏝䛔䛯䜰䝖䝷䝇ᐇ㦂
•
•
•
•

•

䝯䞁䝞䞊䠏ྡ䛿௨๓䛛䜙䜰䝖䝷䝇ᐇ㦂䛻ཧຍ䠄ᶵ㛵䝯䞁䝞䞊䛸䛧䛶䠅
䜾䝹䞊䝥䛿ᖺ䠎᭶䛛䜙ṇᘧཧຍ䚹
ᩍᤵ䠍ྡ䚸ຓᩍ䠍ྡ䛜CERN䛻ᖖ㥔䚹
䝠䝑䜾䝇⢏ᏊⓎぢ䛾ྍ⬟ᛶ䛜㧗䜎䜛䠄ᖺ䠍䠎᭶䠍䠏᪥䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䠅䚹

ILCᐇ㦂䛾䛯䜑䛾
ᐇ㦂 䛯䜑
ᐃჾ㛤Ⓨ
• ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䚸᪂つ≉ู᥎㐍◊✲䛜᥇ᢥ䚹䠄ศᢸ䠅䛜୰᰾䛾୍䛴䚹
• ILCᐇ㦂䛾䛯䜑䛾 ᐃჾILD䛾タィ
• ᅜ㝿ඹྠ◊✲CALICE䛷䚸㟁☢䜹䝻䝸䝯䞊䝍䛾㛤Ⓨ◊✲䚹

•

ILC䛾᥎㐍άື
•
•
•
•

⏘Ꮫᐁ䛻䜘䜛ඛ➃ᇶ♏⛉Ꮫḟୡ௦ຍ㏿ჾ◊✲䛾タ❧(ᖹᡂ19ᖺᗘ䠅䚹
ᕞᏛ䞉బ㈡Ꮫᅜ㝿䝸䝙䜰䝁䝷䜲䝎䞊᥎㐍㆟䜢⤌⧊䠄ᖹᡂ22ᖺᗘ䠅䚹
⚟ᒸ┴䞉బ㈡┴䛻䜘䜛ᆅ㉁ㄪᰝ䞉◊✲Ꮫᅬ㒔ᕷᵓ䛻ཧ⏬䠄ᖹᡂ23ᖺᗘ䠅䚹
ᖹᡂ23ᖺᗘ➨䠏ḟ⿵ṇண⟬䛻䜘䜛⬨ᒣ⣔䛾ᆅ㉁ㄪᰝ䛻ཧ⏬䚹

2012/03/14

10/13

ᅜ㝿㆟ ᅜ㝿䝇䜽 䝹➼䛾㛤ദ
ᅜ㝿㆟䞉ᅜ㝿䝇䜽䞊䝹➼䛾㛤ദ
• ILDWorkshop(2012ᖺ5᭶)䠖
ILC ᐃჾ䛾ᅜ㝿◊✲
• ➨䠎䠌ᅇᑡᩘከయ⣔ᅜ㝿
㆟䠄2012ᖺ8᭶䠅 䠖IUPAPබㄆ
IUPAPබㄆ
䛾㔜せᅜ㝿㆟
• 1st AsiaEuropePacificSchool
ofHighEnergyPhysics(2012
ᖺ10᭶)䠖 ⱝᡭ◊✲⪅ྥ䛡䛾
⣲⢏Ꮚ≀ ᅜ㝿 䜽
⣲⢏Ꮚ≀⌮ᅜ㝿䝇䜽䞊䝹
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2012/03/14

ᮏᨵ㠉䛷ᮇᚅ䛥䜜䜛ᡂᯝ
• LHC䛷☜ᐇど䛥䜜䜛䝜䞊䝧䝹㈹⣭Ⓨぢ䛻ᑐ䛩䜛
ᕞᏛ䛾ᮏ㉁ⓗ㈉⊩䠄䝬䞁䝟䝽 䛾㞟୰ᢞ㈨䛜
ᕞᏛ䛾ᮏ㉁ⓗ㈉⊩䠄䝬䞁䝟䝽䞊䛾㞟୰ᢞ㈨䛜
ᚲせ䚸䛣䛾䠍ᖺ䛜ṇᛕሙ䠅
• ᅜ㝿ඹྠᐇ㦂䛾䛺䛛䛷䛾ᅜ㝿ⓗ䝸䞊䝎䞊䛾⫱ᡂ
䛸◊✲⪅䝛䝑䝖䝽 䜽䛾ᵓ⠏䠄ᩍᤵ ຓᩍ䛜
䛸◊✲⪅䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䠄ᩍᤵ䚸ຓᩍ䛜
CERN䛻ᖖ㥔䠅
• ḟୡ௦䛾ᅜ㝿⣲⢏Ꮚ◊✲ᡤ䜢ㄏ⮴䛩䜛䛯䜑䛾⎔
ቃᩚഛ䠄⬨ᒣ⣔䛜ILC䛾᭷ຊೃ⿵䠅 ILC䛾䛯䜑
ቃᩚഛ䠄⬨ᒣ⣔䛜ILC䛾᭷ຊೃ⿵䠅䚹ILC䛾䛯䜑
䛾≀⌮䛸
≀
ᐃჾ䛾◊✲䚹ᆅ㉁ㄪᰝ䛸㒔ᕷᵓ䚹
ᐃჾ
◊✲䚹ᆅ㉁ㄪᰝ 㒔ᕷᵓ䚹
2012/03/14
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Ᏹᐂ䛾ᡂ䞉㐍
Ᏹ
ᐂ䛾ᡂ䞉㐍
䛾ㅦ䛾✲᫂

≀㉁䛸ຊ䛾✲ᴟീ
䛾᥈✲

ᨥ∐⇱⇈⇙∏⇊⇦∞䠄ILC䠅

ཧ⪃㈨ᩱ䠍
䝙䝳䞊䝖䝸䝜䛾
䝖䝸䝜䛾
CP㠀ᑐ⛠䛾᳨ド
CP
㠀ᑐ⛠䛾᳨ド

ᑠᯘ䞉┈ᕝ⌮ㄽ䜢㉸䛘䜛
ᑠᯘ
┈ᕝ⌮ㄽ䜢㉸䛘䜛
䜽䜷䞊䜽⌮ㄽ䛾᥈ồ

◊✲ᡂᯝ䞉ᢏ⾡㛤Ⓨ䞉ேᮦ⫱ᡂ

SuperKEKB

JPARC/T2K↝ࢍف
JPARC

KEKB
KEK

䜽䜷䞊䜽䛾
CP㠀ᑐ⛠䛾᳨ド
CP
㠀ᑐ⛠䛾᳨ド
LHC

䝙䝳䞊䝖䝸䝜
䛾ㅦ䛾᥈ồ

QW

QP
Qe

䛂≀㉁䛾※䛃
䠒䛴䛾䜽䜷䞊䜽䛾᥈ồ

䛂ຊ䛾※䛃
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䝠䝑䜾䝇⢏Ꮚ䛂㉁㔞䛾※䛃
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ཧ⪃㈨ᩱ䠎
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