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基研将来 計画 シンポ ジ ウム (1
987.1)
ぬOそ の意味 で,基研 にお ける任期制犠牲者第‑号 は木庭二郎 氏 であった と思 う｡多分木庭氏 は任期 が切
れ た時 に, それ をどれ だけ厳密 に解釈 す るか前例 が ないだけに迷われ た こ とと思 う｡ しか し凡帳面 な木庭
氏 は任期 が切れ ると日本 を去 られ, コペ ンハー ゲンで客死 され るまで再 び 日本 で職 に就 かれ るこ とはなか
った｡ このこ とは 日本 に とっては大 きな損失 で あった｡ また人事 において良い候補者 があって も,任期制
のために他 の大学 に とられ て しま うこともある｡
1)
他 の大学 の よ うに部局 自治 を認 め られていない｡ このことは人事
結局,共同利用研 としての基研 は,(
2)
共同利用研 として他 の大学 に対 して各種 のサー ビスを しなければな らぬ｡(
3)
人事 にお
に も適用 され る｡(

いて任期制 が適用 され るとい うよ うに非常 に厳 しい条件 下 にあ る｡
私 は基研 の将来 の活性化 のためには 自治 あるいは 自決権 の獲得, お よび長期計画 の責任者 として任期制
の緩和,例 えば教授 か ら任期 を外 す ことが必要 であると思 う｡ また今 までのよ うに, ルーテ ィンの問題 の
議論 は研究部員会や運営委員会 で行 うこ とがで きるが,新 しい種類 の問題 や緊急性 のある問題 を議論 す る
ためには, もっ と機動性 のある小人数 の委員会 で対応 す る必要 がある｡特 に, §1の問題 が生 じた時 には,
年二 回 の研究 部員会 では到底対応 し切れ ないであろ う｡
なおシンポジ ウムの席 では基研 の人事 を促進 す る方策 を考 えていただ くよ うにお願 い したが,他 の大学
並 み になるこ とを目標 としてい る｡ この問題 は一 つの例 であるが,要 は共同利用研 に もある程度 の部局 自
治 を持 て るよ うに したい とい うのが本心 である｡

全国規模 での問題
京大 ･理

玉

垣

良

現在 ,共同利用研 の将来,全 国的規模 でみた場合 の研究 システムの将 来像 といった問題 について,学術
会議 の物理学研究連絡 委員会 (物研連 )の レベルで検討 が行 われてい る｡ こ ゝでは, 原 子 核 専 門 委 員会
(核専委 )の状況 1),2)を主 に してお話 しす る｡ 今迄 の ところでは,基研 は直接議論 の対象 になっていな
いが,基研 の周辺状況 として注意深 く考慮 に入 れ る必要が あるこ とが多い ので,参考 に して項 きたい｡

1. は じめに
新学術会議法 の もとで スター トした第 13期 の物研連 の最初 (19
85年 9月 6日 )に,久保委員長 は今期
の重要 な課題 の中に,物理分野 の共同利用研, と りわけ核研 と宇宙線研, の将 来 とい う問題 があると指摘
した｡その後, この間題 は 日本 学術会議 (JSC)が勧告 した共同利用研全体 について, そのアフター ･ケ
アの意味 も含 めて,現状 と将 来計画 を知 るべ きだ とい うこ とになって, JSC 第四常置委員会 (田丸委員
長 )が各研連委員長 に意見 を聞 くことになった｡物理分野 につい ては,久保物研連委員長 の個 人的見解 と
して まとめた文書

3)が提 出

され て い る ( 1
986年 3月 31目付 )｡ 勿論 こ ､には基研 の ことも述 べ られ

てい る. この文書 の性格 が今一 つはっき りしない の七,今 はこれ に言及 しない ことにす るb
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物研連 には, 4つの専 門委員会 (分野別 に原子核専門委,物性物理専門委,一般物理専門委 とIUPAP
専 門委 )がある｡ 1985年 1
0月 3日最初 の核専委 において,西川委員長は,今期核専委 の取 り組 むべ き課
題 として,
(
1)大型研究計画
(
2) 共同利 開研 のあ り方,活性化,再編成

(
3
)国際交流,国際協力
(
4) 研究者養成,大学院問題

2)
の共同利用研 の問題 を主に検討 したい との方針 を示 した｡ このために,核専委内に4分野
を挙げ,当面 (

よ り各 2名 と幹事及び委員長 よ りなる将来計画 ワーキング ･グループ (以下単 に WG と略記 )を設けるこ
とになった｡理論 か らは,小沼 (理論幹事 ),益川,玉垣 の 3名 が参加 してい る｡

2. 核専委 とそ の将来計画 W(
〕での討論 か ら ‑

大型ハ ドロン計画 と核研理論部の将来 ‑

]での主要問題 の一つは,原子核分野 (狭義 )の将来計画 ‑ 阪大核物理研究セ ンターのサイ ク
この W(
ロ トロン ･カスケー ド計画 と東北大電子 ライナックの選択及び大ハ ドロン計画 の進 め方 ‑ であった｡中
で も,大‑ ドロン計画 4)は,その具体化 に当って核研 を新研究所 に転換す る案 (山崎私案 と言われたもの)
が出 された時期 にあったので,核研 の将来計画 と切 り離せない ものであった｡他 の一つは,宇宙線研 の将
来 の問題 であった｡基研 については, この段階で具体的に議論 の対象になったことはない｡む しろ,具体
的に基研 の将来計画 を持 ち出 していないか ら,一応 T
h
無風状態〝にあると言 うべ きか. しか し,底流 にお
いて無関係 でないのは勿論 であ り,周囲の ≠
風〝 の吹 き工合 では,いつ基研 の問題が浮上す るかわか らな
い｡従 って, これか ら述べ ることは,基研 にとっての周辺状況 と思 って聞いてほ しい｡
〕の最初 に,西川委員長 か ら理論 の研究‑の間 ｢
核研 の理論部 は宇宙線研 と‑諸 になって別組織
この W(
をつ くる可能性 はあるか｣ が投 げかけられた｡ これに対 しては,素早 く核研理論専門委員会 が対処 し,吹
の基本的態度 を決 めた 5) :核研 は実験 と理論 が共存 し協力 してきた研究所 であ り,実効 をあげたその制度
的特色 を一層発展 させる方向で,総体 として新研究所 に移行 す る,加速器 だけが先行す る従来 の進 み方で
な く, ソフ ト的機能 を同時発足 させ るべきである等 ｡即 ち,西川委員長 の設問に対 して浸 ｢
可能性な し｣
の返事 をした｡
W Oで次に問題 となったのは,西川委員長が ｢
今後 の将来計画においては次の二つの性格 の研究機構 が

必要である｣ との立場 か ら示 した案 についてであった 6)

0

(名称 はいずれ も仮称 である｡)

≠加速器総合研究機構〝

≠
物理学総合研究機構〝

○

大型高エネルギー加速器 を用 いる研究

o

大型加速器 によらない研究

o

物理 に限 らない広 い分野

o

範臣
削ま物理全体

o

自由,流動性

KEK (改組 を含む )

大学 との人事交流

新研究所 (核研 を転換 )

流動部門の比重大

新放射光研究所 (将来的 には )

大型計算機,地下実験施設等
理論
ー

1
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これ をめ ぐる W G,核専委 の議論 の過程 では,理論 の委員 としては次の主張 をして きた｡ このよ うな加速
器 とい う手段 による分離は学問的基盤 があるのか とい う批判,及 び理論 と しては,異 なった分野 の理論 の
交流 がある研究所 と同 じ分野 の理論 と実験 が共存す る研究所 とこの両面 が必須 であるとい う意見 を述 べて
きた｡
大‑ ドロン計画 を原子核分野 の重 し計画 として位置付 け,加速器 を筑波地 区で実現す る方向で推進 す る
構想 が原子核研究 ブル･
‑プの中で詰 め られて きた状況 において, 大型ハ ドロン計画 7)を実現 す る新研究
]及び核専委 の大勢 となった｡
所 においては,実験 と理論 が共 にあるのは当然 とい う認識 は, W(
核研全体 としての方針 は, ,87年 2月 27日の核専委 に山口所長 (当時 )よ り提出 された案 8) の 方 向
｢
核研 は大/
､ドロン加速器 を中心施設 として,国内及び国際的共同研究 ･共同 プロジェク トの基地 として
機能 す る新研究所‑移行 す る｡｣ で まとまっていった｡ これは共同利用運 営委員会 での検討 を経 て核研 の
方針 となった ものである｡従 って,核研 の理論部 の将来 は この時点 で確定 したのである｡今年 6月 19 日
の物研連 に核専委 か ら提出 された報告 では, ｢新研究所 においては,核物理分野の実験的 ･理論的研究お
よび関連分野 の学際的研究 を行 う｣ と新研究所 の性格 を示 してい る9)
O

3. いわゆる IAP をめ ぐって
nc
ed Phys
i
c
s の学際的,
｢大型加速器等 によらない物理学分野 の共同利用研究機関 を設立 し,Adva
nst
i
t
ut
e ofAdva
nc
ed Phys
i
c
s (略称 IAI
'
) と呼ば
国際的セ ンター とす る｣ とい う考 え‑ 後 に I
れ る様 になった構想 ‑ については,核専委 とW (
〕で随分 と多 くの議論 を行 ってきた｡議論 をしてい くと,

IAPのイメージが把 めない とい う意見が多 く出 て くる それでイメー ジをはっき りさせ よ うとす ると,
J

以下 の様 に各研究 グルー プの受 け取 り方 の差 が出て きて しま う｡大 まかに言 えば,
理論 :これは広 い範囲 (物理全体 )で長期 的課題 として取 り組 むべ きである｡従来 も大学 に基礎 をおいた
研究 をいかに進 めるかについて多 くのアイデ ァが出 されている｡ これ らを今一度ふ り返 ってみ るべ

1
0
)
.

きだろ う

宇宙線 :宇宙線研 の将来 を IAPにつなげてい きたい との強い期待 がある｡
核実験 :大型ハ ドロン計画 とは別 のタイム ･スケールにおいて考 えるべ きだ｡
高 エネルギー :大型加速器利用 の国際協力 の ≠受皿〝等 として考 えたい｡

IAP構想 には, 当然理論 の役割 が大 きい と期待 され,実際に他分野 の人か らはそ う言 われ るので,秦
朴 に考 えてい けば基研 も当然関係 す る問題 である｡ しか し, IAP のイメージを具体的 に しよ うとす ると,
プロジェク ト的発想 が強 く出て きて しまい,理論 にはな じまない ものになってい く｡だか ら,委員会 に出
てい る理論 の委員は,基研 のことと IAP と出来 るだけ de
coupl
eす る方 が よい と考 え られて きた｡実際
‑ わた り議論 した後 で物理学高等研究所 と名 づ けて出 てい る文章 では, ｢高エ ネルギー加速器 を用 いない
｣ とい う性格付 ける表現 になってい る｡
研究 で物理学 の先端 的なプロジェク ト研究 を推進 す る‑･
こ ､に出て きてい る問題 は,大型 のハー ドの部分は出来 て も理論 をは じめ とす る ソフ トの部分 は とり残
され る, これ を何 とか しなければ とい う問題 で,西川氏 の発想 の原点 もこ ゝにあった｡ しか し, これ は

1960年代 の将来計画 の組織論 に出 た考 えに似 てお り,その時に出来なかった ことが何故今 な ら出来/
ると

‑

1
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考 えるのか,そ の根拠 はあるのか, とい う疑 問, また大学 でやれないことを可能 にす るとい うが,逆 に大
学 でやれたことをやれな くす る制度 にな らないか との危懐等,基本的 な レベルか らの批判がかな り出 てき
た｡結局, こ うなって くると,核物理分野 の共同利用研 が協力 し合 って考 えてい こ うと言 った程度 の とこ
ろになって しま う｡
物研連 (1986年 6月及び 11月 )では,大型/
､ドロン計画は核専委か らの提案 が受止 め られ,物研連内
コが設置 され るまでになった｡他方
に大型‑ ドロン W(

IAPは検討状況 の報告 と議論 の段階 に止 まってい

る｡物研連 に於 ては,物性専 門委 か らは物性分野 の大型計画 と共 に中 ･小規模 の基礎的研究 の重要性 が強
調 されて,地域セ ンター的構想 が出 されてお り,物理一般 専門委か らは ｢
一般物理学研究所 (仮称 )｣ に
ついて検討が進 め られてい ると報告 されてい る｡大型施設 を用 いない研究 の主要 な足場 は大学 にあるが,
現在 の大学の状況 においては困難 な或 は充分 でない状況 をどのよ うに して解決 してい くか とい う点 では,
三専 門委員会 とも共通 の問題 をか ゝえてい る｡
秋 の学会 の際 に行 われた核専委主催 の将来計画 シンポジ ウムで,西川 委員長 は ≠
歩 きなが ら考 える〝 と
い うキャッチ ･フ レーズで核物理分野 の三研究所 (KEK ,核研,宇宙線研 )だけで もまず始 め よ うと個
人 としての考 えを述 べたが

1
1
;核専委 レベルでまだ議論 してお らず,すべて今後 の問題 になるr
JI
APの

問題 は,核専委 の レベルでは宇宙線研 の問題 と c
oupl
e して考 えよ うとす ると,理念 は霞み考 える範囲 も
狭 くなって,全分野 の共感 を得難い状況になってい く｡ こ うい う経緯 をみ ると,基研 の将来計画は

IAP

とc
oupl
e させず,まずは理論 としての将来計画 を構想す るのが よい｡主張す るか らには観点 を明確 にす
ることが大切 で,それは研究部員会議 の重要 な役割 である｡

4. おわ りに

観点 として大 まかに分類 すれば一応二つのタイプになろ う｡
(
I
) 規模 は小 さいが (とは言 って も適 当なスケールは必要 だが )役割 は大 きくとい う今迄 の基研 のあ り方
を基本的には変 えない考 え方 である｡基研 が関係 す る分野 は広 いか らこの程度 の規模 では 自己不充足 で
あるが,各大学 の研究者 との c
oupl
i
ng を強 くして基研 の役割 を大 き くしよ うとす る｡ 将来計画 は 1
つづっで も着実 に実現 をさせてい くとい うや り方 になろ う｡その方向で行 くに して も,核専委や物研連
レベルで もっ と積極的主張 があって よいのではないか とい うのが私 の印象 である｡

(
Ⅰ
) 規模 も大 き く, ≠事業〝 も大 き くとい う発想 である｡研究部門 も流動部門 も含 めて相 当数 あ り,国際
交流 セ ンター,大型計算機施設 を有す るな ど "
事業〝 も大いにや るとい う方向｡ これは, かって核研連
(高木委員長 の頃 )か らこの様 な構想 を受 け止 め うるか との問いかけが基研 になされたことがある｡そ
の時基研 の将来計画委員会 で検討 したが, これ は基研 の性格 を変 えることになるとい うので, この方向
へのアプローチは しなかった ことがある｡
以上, この後 か らのお話 しが本論 になるが,最近 の基研 の周辺状況 を紹介 した｡
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討

論

並木 (早稲田大理工 ):2つ質問がある｡
物研連 で大型/
､ドロン計画のワー キンググループの発足 は決 まったのかO
玉垣 :決 まった｡
並木 :ワーキング ･グループが出 きた とい うことは,物研連 としては大型ハ ドロン計画 を基本的 には認 め
た とい うことか｡
玉垣 :物研連 としては,出てきた意見 を うけとめて検討す る用意があるとい うことである｡既 に,第 1回

2月末 にもたれてい る｡
が1
並木 :物研連 としては大型ハ ドロン計画は まだ議論の段階 であるとい うことか｡
玉垣 :現在 の案 を認 めるとい う形 ではない｡
2月の物研連 で中間報告｡

6月の物研連 で現在 の案 の可否が問われ,
秋 の学術会議総会 に出 され る｡ とい う日程 となるだろ う｡
並木 :ワーキング ･グループの役割 は どのよ うなものか｡
玉垣 :山崎氏 (核研所長 )か ら聞いた ところでは,核研側 か ら出た案 を うけとめて,それに対 して意見 を
述べ るとい うレベルである｡
並木 :意見 を述 べるとい うのは誰 に対 してか｡
益川 (基研 ):ワーキング ･グループに関 しては,後 でコメン トしたい｡
並木 :では,物研連 としては (大型ハ ドロン計画 に関 して )どこまで議論 が進 んでい るか｡ ワーキング ･

グループは何 をやって, どこに報告す ること一
になってい るのかを知 りたい｡
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益川 :後 で コメ ン トす る｡
並木 :2つめの質問 として,土
AP(I
ns
t
i
t
ut
eo
fAd
va
nc
ed Phys
i
c
s)に関 しては,歴史的 なことと,
各 グループの受 けとめ方については, (玉垣 氏が )述 べた通 りであるが,昨年 10月 甲南 大学 での
学会 シンポジ ウムで西川氏 よ り,具体的提 案 として各研究所 か らポス トと金 を出 しあってなるべ く
早 く動 き出 したい との提案があ り,同時 にその中にい くつか具体的 テーマがあ り,それが,将来 の

IAPの内容規定 も しくは方向づけがな されてい るよ うに受 けとれ るが, どうか｡
玉垣 :あの段階 の議論 では,そのよ うにな らない よ うに しよ うとい うことであった｡核専委 としては,そ
のよ うな もの としては位置づ けていない｡ た̲
だ,そ のよ うなプロセ スを知 らない人は,言 われたよ
うな印象 を持 ったか も知れ ない｡
並木 :昨 日の益川氏 の詔では,即 に KEK では運営委員会 でポ ス トと 700
0万円の金 を用意す るこ とにな
ったとい うこ とである｡宇宙線研 としては死 ぬか生 きるかとい う形 であ り,具体的提案 として出て
くる可能性 がある｡そ のあた りの動 きは どうか0 4月か ら動 き始 めて しま うとい うことはないか｡
玉垣 :その点 では核研 が k
e
y po
i
ntを握 ってい る′
｡
核研 はポ ス トを出せ るよ うな余裕 はない｡例 えば基研 でポス トを 1つ出せ とい うの と同 じである｡
並木 :その辺 の状況 を,例 えば核研 がだめな ら,残 り2つの研究所 だけで走 り出 して しま うことはあ りう
るのではないか｡
玉垣 :それはない と思 う｡
益川 :物研連 レベルで核研 か ら出てい る大型ハ ドロン計画に対 す るワーキング ･グループが作 られた｡核
専委で作 られたワーキ ング ･グループに対す る課題 としては,核研 を新研究所 ‑転換 す る問題 と

IAPの問題 があったが,それ には一応仕切 りが入 って,大型‑ ドロン計画に対す るワーキング ･
グルー プ とい うことで,核専委 としての一応 の意見 がで きた とい うことをうけて,物研連 として ど
ううけ とめるか を議論 す る作業部会 ができた とい うことである｡委員 としては 核専委か ら三名,
,

尾崎 氏,小林 (農 )氏, 山口 (寡 )氏,物性物理専委 か ら三名, かわ じ氏,伊達氏,中島氏,物理
一般専委 か ら三名, あ りかわ氏,市川氏, た くま氏,関係委員 として,久保氏,小沼氏,西川 氏,
山崎氏 か ら構成 されてい る｡
即 に昨年末 に第 1回 ワーキング ･グループが開かれ, 山崎所長か ら核研作業部会作成 のパ ンフ レッ
トをもとに報告があ り, その後物研連 のワーキング ･グルー プとして提案 に関す る学問的評価 をす
ること, スケジュールについて検討す ること,予算 人員 が どれ程適切 か を議論す ること,大型‑ ド
ロン計画 に関連 して どの くらいの研究者人 口がい るか を明確 にす ることが確認 され た｡
今後 の進 み方 は,一番早 いタイムスケジュール としては

2月に物研連 で中間報告,

6月に物研連 で正式決定,
7月に第 4部会 で議論,

10月 に学術会議総会 で議論, となる｡
ワーキング ･グルー プの仕事 は,出 された案 を評価 して,物研連 に報告 す るものである｡
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IAPに関 しては,核研 ワー キング ･グループで山崎所長が言 った こととして, IAPは核専委 ワ
ーキング ･グルー プな どではかな り抽象的 に pure な形 で議論 してい るが,実際問題 としては宇宙
線研転換 の問題 で あ り,核研 の新研究所転換に際 して も,東大 を経 由す る以上, き り離 して考 えら
れない もので ある｡ また,東大内施 設 とのか らみ もある｡例 えば,東大固有 の核物理施設がない等,
教育上 の問題 があ る｡ この点 は東大側 か ら問われれば核研 としては答 えねばな らない ことである｡
大型ハ ドロン加速器 は国立共同利用研究所 となるが, I
APに関 しては必ず しもそ うでな くて もよ
い｡ これ まで pure な もの として I
APを議論 して きたが,核研 としては上 のような ことを含 めて
考 えねばな らない｡
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