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コライダーでの知のフロンティア

1. 新しい加速器技術 (⾼い加速勾配!)
2. 加速器の増設 ("の延⻑)
により、将来にわたり性能拡張が可能

リニアでしかできない挑戦

ヒッグス・ファクトリー
トップクォーク・ファクトリー
ダークマター・ファクトリー

半世紀以上の電⼦・陽電⼦型での世界拠点

ILCの第1期は「ヒッグスファクトリー」
ヒッグス粒⼦の⽣成・崩壊から新物理に挑戦する

暗⿊物質

超対称性

質量の起源

真空の謎

⼒の統⼀

余剰次元

消えた
反物質
の謎

「リニア」 限界の無い加速器

• リニアコライダーの加速エネルギー#
• # = %×'
• % = 加速器の⻑さ
• ' = 加速勾配

2

宇宙・⾃然の仕組みへ挑戦

「真空（宇宙の⼊れ物）・時空の仕組み」

電⼦陽電⼦コライダー
Bファクトリー à SuperKEKB/Belle II
LEP/SLC à ヒッグスファクトリー

ILC, FCC-ee, CEPC, CLIC
陽⼦陽⼦コライダー

HL-LHC  à FCC  HE-LHC @CERN



現代（⽇本）の巨⼤科学の宿命

n 科学技術予算・財政の逼迫（à社会理解・財政規律・経済合理性等）
n ⼤型国際計画（海外政府との議論・交渉）
n 通常学術予算以外からの予算措置・財源
n ごまかしは効かない

n 必須事項：

1. ⽬標設定と世界の研究者組織の総意形成
2. 社会・地域の理解・情報周知
3. 政策・国政の観点での理解（国会・政府）
4. 政策横断：財政規律と科学技術予算拡充の両⽴

ILC 国際研究所
⽇本・アジア初の国際⼤型科学技術拠点
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Ø 新たなプロセス：モデルケースとしての試⾏錯誤



ILCでの現時点で最も⼤きな観点：財源
条件

他分野の学術研究に決して⽀障なく。

現⾏計画・既定計画の遂⾏に⽀障なく。

国の財政規律に抵触することなく。

巨額のコストを国際分担できること。

基礎科学研究予算の増額になることが必須

学術を超えた部分での⽇本の政策との⼀致が重要
予算の政策的横断：科学技術計画での⽇本の他の政策の履⾏
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1年間最新の動向 重要ポイント
• 欧州素粒⼦物理戦略アップデートで、最優先の次期コライダーは電⼦・陽電⼦ヒッ
グスファクトリーと決定。ヒッグスファクトリーであるILCがタイムリーに実現す
る場合は、欧州の⽅針に適合しており、協働して取り組みたいという欧州コミュニ
ティの意向が表明された。

• 世界の研究者コミュニティーの統括組織ICFAでは、「ILC準備研究所」設⽴のため
の移⾏期間(1〜1.5年間)に⼊った。8⽉に国際推進チーム IDTが設置され国際協⼒に
よる⽇本でのILC計画実現のための世界推進体制が強化された。

• 東北においても世界の動きに連動し、現地における実務的準備を推進するための
「東北ILC事業推進センター」が設置され、実働が開始された。

• 最重要：⽶国政府（エネルギー省・国務省等の省庁横断）が海外政府の
中で初めてILCへの⽀持を打ち出した。現在のコロナ下においても、⽶
国内外で政府としてのILCへの強い⽀持を公表し、エネルギー省・国務
省が連携した実効的アクションを⾏っている。
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⽇本国内の推進体制 2020年/8⽉中旬より

産業界

研究者

地域

政治

東北ILC
推進協議会

東北ILC事業
推進センター
(2020.8~)

先端加速器科学技術
推進協議会
（産学連携）

連携推進
（推進連絡会）

⼤学共同利⽤機関法⼈
⾼エネルギー加速器研究機構(KEK)

国際研究者組織
ICFA/国際推進チーム(2020.8~)

(超党派)リニアコライダー
国際研究所建設推進

議員連盟
⾃⺠党ILC誘致実現
連絡協議会百⼈委員会

ILCサポーターズ

世界

⾼エネルギー物理学研究者会議
（研究者コミュニティー）
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国内⼤学研究グループ

世界の研究者コミュニティー



世界の研究者の動き
Ø欧州素粒⼦物理学戦略アップデートの公表 (2020年6⽉19⽇）
ヒッグスファクトリ−が最重要であり、ILCがタイムリーに実現す

る場合は、欧州の⽅針と適合しており、協働して取り組みたいという
欧州コミュニティの意向が表明された。
Ø国際研究者コミュニティによる国際推進チームの⽴ち上げ(8⽉2⽇）
2020年2⽉の国際将来加速器委員会（ICFA）の提⾔に基づき、この

夏からILC計画の⽇本に拠点を置く国際推進チームが⽴ち上がり、国
際協⼒による計画推進体制が強化された。

⽇・⽶・欧を中⼼とする国際プロジェクトとしてILCを実現するため
のステップとタイムスケールが明確になった。

KEK公表資料(2020年6⽉KEKメディアサロン)より
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2020欧州素粒⼦戦略アップデート

3. 優先度の⾼い将来の取り組み
a) 電⼦陽電⼦ヒッグス・ファクトリーが、最も優先度の⾼い次のコライダーである。⻑期
的には、達成可能な最⾼エネルギーで陽⼦-陽⼦衝突型加速器を運転するという野⼼を欧
州の素粒⼦物理学コミュニティは、持っている。これらの説得⼒のある⽬標を達成するに
は、新機軸と最先端テクノロジーが必要になる。
• 素粒⼦物理学コミュニティは、⾼度な加速器技術に焦点を当てた研究開発の取り組み、
特に⾼温超電導体を含む⾼磁場超電導磁⽯のための取り組みを強化する必要がある。
• 欧州は、その国際パートナーと共に、少なくとも100 TeVの重⼼エネルギーを持つCERN
の将来ハドロンコライダーの技術的および財政的実現可能性を調査するべきである。その
コライダーは第⼀段階として電⼦陽電⼦ヒッグス ・電弱ファクトリーとなる可能性を持つ
。そのコライダー、および関連するインフラストラクチャの実現可能性調査は、グローバ
ルな取り組みとして確⽴され、次の戦略更新のタイムスケールで完了されるべきである。
⽇本における電⼦陽電⼦国際リニアコライダー（ILC）のタイムリーな実現は、この戦略
に適合するものであり、その場合、欧州の素粒⼦物理学コミュニティは協働することを望
む。

20項⽬の提⾔：3aが最重要項⽬ 、6aにグローバル戦略
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ILCをホストしたいという⽇本の素粒⼦物

理コミュニティの取り組みを歓迎し、欧州

グループは参加を熱望している。欧州は参

加の可能性を議論するため、⽇本からの提

案を待つ。

The initiative from 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. 

⽇本における電⼦陽電⼦国際リニアコライ

ダー（ILC）のタイムリーな実現は、この

戦略に適合するものであり、その場合、欧

州の素粒⼦物理学コミュニティは協働する

ことを望む。

The timely realisation of the electron-
positron International Linear Collider (ILC) 
in Japan would be compatible with this 
strategy and, in that case, the European 
particle physics community would wish to 
collaborate. 

2013年版欧州戦略 2020年版欧州戦略

2013年欧州戦略との⽐較

• 最重要項⽬はLHC ⾼度化 (HL-LHC)
• ILCは3番⽬に挙げられている

• 最重要項⽬の中に位置づけ
ヒッグスファクトリーのなかで

「参加」から「協働」へ
「提案を待つ」から「戦略に適合」へ
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ILCプロジェクトの４段階

第１段階 国際推進チーム （1−1.5年）

第２段階 ILC準備研究所 （4年程度）

第３段階 ILC研究所による建設 （10年程度）

第４段階 ILC研究所による運⽤ （20年以上）

世界の研究所間でILC準備研究所設⽴、KEKがホスト

ICFAの下で国際推進チーム発⾜

政府間合意によりILC研究所設⽴

2020年8⽉

国際的な議論により、ILC実現への道筋が明確になった。

政府間合意

KEKより公表（2020年6⽉）
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建設(10年) 運⽤・実験(20年)準備(4年)

2020 2022      2025                  2035 2055

準備研究所
研究所間覚書で設置
先端技術の国際拠点
最新鋭製造技術開発
最終⼯学・現地設計
環境アセスプロセス ILC研究所（国際法⼈）＝事業主体

政府間協定・条約等での設置・運⽤準備研究所設置＠KEK
(茨城県つくば市)

ILC研究所設置

政府間合意

現在 2020年8⽉

政府間折衝政府間対話・議論

移⾏
(1〜1.5年)

8⽉〜

国際推進
チーム

クリティカル・ディシジョン
主要パートナー国政府間にて
国際分担合意して初めて実施できる

政府間合意ができない場合、
計画は建設実施前に停⽌される。
準備研究所の最新技術は参加機関で
共有、有効活⽤される。

国際分業で製造
輸送(物納形式）

＋将来拡張計画
＋多⽬的化

国内企業の装置製造
⼟⽊・造成・建築(9年）

試
運
転

設
置

サイト最終設計
環境アセス

アジア初の⼤型国際科学技術拠点

参加国の業務執⾏：各国の中核機関

ILC加速器施設の運営

• 国際設計
• 政府検討
• 現地設計
• 地域準備

2004

2016年〜⽇⽶
2019年〜⽇独
2020年〜⽇独仏英 ユーザー（世界中の⼤学・研究機関）

測定器
世界中での部品製造

設
置

試
運
転

ILCでの研究活動

世界中から数千名が参加
世界中の参加機関単位で予算措置

リアルとサイバーの世界拠点

⽇⽶欧で実機製造
⽇⽶欧製接続試験
放射光施設での
実⽤（àコスト精度）
欧州：ILCの1/10規模
⽶国：欧州同様,拡張中

準備研究所を
設置するための
国際作業チーム

2019年秋~
⽶国政府が
ILCへの
⽀持を明確化

⽇⽶・⽇欧
議員対話

ILCを実施する場合の
国内サイト「公的」確定

戦略的環境アセス

政産官学国際対話

国際リニアコライダー計画 タイムライン
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内閣府 総合科学技術会議
科学技術外交戦略タスクフォース 資料（平成21年）
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2020

ILC 国際推進チーム
(IDT)

2021 2022 2023 2024 2025

ILC 準備研究所
(ILC pre-Lab) ILC 建設

政府間 discussion group
⽇⽶(2016-)・⽇独仏英(2020-)

技術設計書
TDR(2013)

2026 2027 2028
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政府レベル

2018.12 2019.3 2020.9 2025-
各国との政府間議論
情報交換

研究者
学術界
レベル

⽇⽶ DiscussionGroup強化
コスト削減R&D、組織検討

欧州主要国（独仏等）との
DiscussionGroup設置・議論

ICFA（⼤型研究所⻑・
亜・⽶・欧 領域代表）
国際会議＠東京

⽇
本
政
府
の
初
め
て

の
関
⼼
表
明

政府間の本格交渉
条件・プロセス明⽰

国際準備研究所
(ILC pre-lab)

（4年間）

政
府
間
で
の
建
設
最
終
合
意

国
際
リ
ニ
ア
コ
ラ
イ
ダ
ó
建
設
開
始

＊ICFA: 世界の主要加速器研究所⻑や研究者代表による国際研究者組織
＊ILC pre-lab: KEK, CERN, FNAL,DESY 等の世界の主要加速器研究機関の合意に基づくILC準備のための国際研究組織

ILC実現に向けた 最新タイムラインとプロセス

3/7

建設の最終承認に⼗分な設計・残された技術的課題の解決

⽇本学術会議
マスタープラン

国際分担研究者素案

クリティカル
ディシジョン
プロセス

⽂科省
有識者
会議

学術会議ILC
検討委員会

関係省庁
意⾒集約

公
募

世
界
の
協
⼒
研
究
機
関
間
の
覚
書(M

OU)

欧州 素粒⼦物理⻑期戦略の議論

欧州素粒⼦
物理戦略公表
EU政府提出

国際推進
チーム設⽴

KEK 国際WG
国際分担基本指針案

⽶
国
政
府
の

⽀
持
表
明

現在
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WG2:
加速器

WG3:
物理・測定器

WG1:
ILC準備研究所の
準備グループ 15

国際推進チーム IDT  2020年8⽉設置
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事業内容
• ILC建設候補地周辺の研究施設建設及び環境整備等に関し、地域主導で取り組むべき課題の検討
• ILC建設に伴う自然環境や社会、経済への影響に係る検討
• 研究施設の立地に伴う地域資源の活用及び地域振興に向けた検討
• 加速器関連産業の振興方策の検討
• 研究者及び家族等の受入れや定住に対応した体制及びまちづくりの検討
• ILC建設に係る地域住民の理解促進活動
• その他、本会の目的を達成するために必要な事業

東北ILC事業推進センター 代表 鈴木厚人先生(岩手県立大学長)より

東北ILC事業推進センター開設 2020年8⽉
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⑤ ILC立地に係る自然環境調査の仕上げ

⑥ ILC国際居住区の設計とワンストップトータルサービスの構築（多文化
共生社会の実現）

④ 地質・水文調査
による地形図
の仕上げと施
設建設利用

岩盤割れ目

岩盤硬さ

ILC 20km

¾ 現有施設・設備、⾐⾷住
環境等を最大限活用

¾ 地域の資源を活用

町庁舎

東北ILC事業推進センター 代表 鈴⽊厚⼈先⽣(岩⼿県⽴⼤学⻑)より

東北ILC事業推進センター 事業例
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事業者間の整理(1)
分野 要件 要件実現のための⼿段等（選択肢） 研究所 ⾃治体 ⺠間

居住・住宅

居住範囲（通勤圏）想定 通勤圏を公共交通機関または⾃家⽤⾞で30〜40分程度と想定 インフラ

サービス提供
宿泊施設予約⾯での利便性の提供 ○ ○ ○
宿泊施設滞在中の⽣活⽀援サービスの充実（クリーニング、⾷事等） ○
外国⼈の住宅探し・契約等への⽀援 ○ ○ ○
外国⼈が住宅を借りる場合の差別的慣習の撤廃 ○ ○ ○

短期滞在者向けの良質な宿泊施設
［概ね90⽇未満］

キャンパス近接地での宿泊施設（ゲストハウス、宿舎、ホテル等）の提供 （●） ■
必要最⼩限のアメニティ（ベッド、シャワー、トイレ、空調、遮⾳等）の提供 ■
低廉な施設の提供 ■

短期滞在者向けの良質な居住施設
［概ね90⽇未満］

家族居住向けの⼾建住宅、集合住宅の供給（賃貸） （●） ■
欧⽶⼈のサイズに合った仕様の住宅提供（広い・⼤きい居室、⾵呂、ベッド、トイレ等） ■
基本的な家具、家電（TV、冷蔵庫等）の備付け住宅の供給 ■

育児・教育

国際保育⽀援サービスの提供
育児施設（保育所）の新設 ■ （■）
既存の保育所での外国⼈の⼦ども受⼊体制の充実 ■
バイリンガル保育⼠（⽇英）の育成 ■

国際教育サービスの提供
国際学校（インターナショナルスクール）の新設 ■ （■）
既存の国際学校での受⼊拡充 ■ （■）
国際学校での教育費⽤の負担軽減 ■
公⽴学校（学校教育法の⼀条校）での外国⼈⼦弟受⼊体制の整備 ■

医療・保険
外国⼈が安⼼できる医療の提供

薬局（ドラッグストア）の国際化対応 ■
医療機関（診療所、総合病院）の国際化対応 ■ （■）
救急通報システム、救急搬送システム等の整備・充実 ■
救急医療機関の充実 ■ （■）
医療通訳の育成と要請に応じた派遣 ■ （■）
外国対応可能医療機関情報（リスト）の作成と配布 ■

外国⼈が安⼼できる
医療保険の提供

⻑期滞在外国⼈向け医療保険制度の充実と加⼊⽀援 ■
短期滞在外国⼈に対する医療保険加⼊への⽀援 ■

⽣活⽀援 外国⼈の⽇常⽣活の⽀援体制
・サービスの提供

外国⼈⽣活⽀援対応の専⾨組織（国際⽀援オフィス）の設置 ● ● ○
外国⼈のニーズに対応したきめ細かな⽣活⽀援サービスの提供 ■ （■）
外国⼈向けの⼿続きワンストップサービス窓⼝の設置 ■ （■）
ワンストップサービス窓⼝へのバイリンガル職員の配置 ■
外国語情報パンフレットの作成 ■
外国⼈向けの危機管理情報提供システムの充実 ■

出典：東北ILCマスタープラン(2018)
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事業者間の整理(2)
分野 要件 要件実現のための⼿段等（選択肢） 研究所 ⾃治体 ⺠間

⾦融・決済 外国⼈に利便性の⾼い銀⾏・
クレジットサービスの提供

ATMによる国際キャッシングサービスの改善 ■
外国⼈の銀⾏⼝座開設時の容易性・利便性の向上 ■
外国⼈によるクレジットカード取得の時間短縮、⼿続き簡素化の推進 ■

⽣活交通 利便性の⾼い⽣活交通⼿段の提供

ILC国際研究所（インハウス）の通勤バス路線、オンデマンドバスの提供 ■
地元バス事業者と連携した公共バス路線の整備 ■
研究者のニーズに配慮した利便性の⾼いバスサービスの提供 ■
必要に応じた新たな公共交通機関の整備 ■
外国⼈研究者等の⾃動⾞免許取得への⽀援 ■
外国⼈研究者等の⾃動⾞購⼊・事故対応等に対する⽀援の充実 ■
研究所キャンパス内における⼗分な駐⾞場スペースの確保 ■
外国⼈研究者・家族向けのカーシェアリング、カーレンタルシステムの導⼊ ■ （■） （■）

買物・飲⾷ 利便性の⾼い物販・
飲⾷サービスの提供

⽣活圏内スーパー等の国際対応 ■
ILC国際研究所キャンパス内への売店設置 ■
飲⾷店の国際対応 ■
⾷事に制限のある場合への対応 ■

⽂化・娯楽
⽇本⽂化・外国⽂化への
アクセシビリティの提供

外国⼈への⽇本語・⽇本⽂化学習機会の提供 （■） ■
ILC国際研究所の内部Webによる⽣活関連情報の提供 ■ ○
外国語メディア媒体（新聞、雑誌等）の⽇常的な提供 ■ ○
芸術⽂化施設、宗教関連施設の充実 ■ ■
⾃宅でのインターネット接続環境構築の容易化 ■

外国⼈のQOLを⾼める娯楽
・スポーツ機能の提供

⽣活圏でのスポーツ施設の充実 ■ ■
⽣活圏でのファミリー向けレクリエーション施設の充実 ■ ■

査証・
在留資格

査証・在留資格取得の⽀援 外国⼈研究者の在留カード取得・住⺠登録等に際しての⽀援 ○ ■
外国⼈研究者・家族の査証・在留資格取得の⼿続簡素化、時間短縮化 ○ ■

外国⼈の社会参加・就労機会の提供 外国⼈研究者・配偶者への地域ボランティア活動参加機会の充実 ■

就労・参加 配偶者⽀援
外国⼈研究者・配偶者が参加できるコミュニティ活動・イベントの充実 ■ ■
外国⼈研究者の配偶者の就労先や職種の確保 ■ ■
外国⼈研究者の配偶者への就労先紹介・仲介サービスの充実 （■） ■

出典：東北ILCマスタープラン(2018)
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科学

⽂化

技術

産業

地域社会とオールジャパンでの官⺠での
挑戦・意欲

世界と繋がる地⽅創⽣
国際リニアコライダー計画と地⽅創⽣

世界から知と技術が⽇本の地⽅に集結する機会

新たな仕組みの創設
従来の⽇本の課題への挑戦

n 国際リーダーシップ
n 省庁横断・企業横断

社会参加型の官⺠連携の国際プロジェクト



ILC中央キャンパス(イメージ)

仙台盛岡

空港

新幹線

送電線・⽔

主要幹線交通

中央衝突点地上アクセス 地上アクセス

©Rey.Hori/KEK

9.5m

5.5m

中央衝突点付近の施設構成

(参考) 図解：ILCイメージ

空港

道路

測定器

加速器加速器

加速器部分(拡⼤)

加速器トンネル内部及び⼨法
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Global Design Effort - CFS

Lake Leman

LHC

ATLAS

CMS

CERN

モデルとすべき⼤成功事例

©CERN



国際⼤型科学技術計画

国際熱核融合実験炉 ITER

国際宇宙ステーション ISS

有⼈⽉⾶⾏計画 アルテミス

※⽇本が主催国となる新しいモデル アフターコロナ

国際リニアコライダー ILC

※これまでは⽇本は参加国として貢献

ü 新しい環境を⽇本に作り、海外から⼈を集める。
ü 次の世代の技術と⼈材が⽣まれる。

⼤型ハドロン衝突型加速器 LHC

23



⽂科省有識者会議(2018) (億円)
加速器 5152 〜 5830

加速器本体建設費 3,202 〜 3,700 
電気機械設備 840 
⼟⽊建築 1,110 〜 1,290 

加速器⼟⽊ 941 〜 1,060 
建築⼯事 169 
敷地開発 地上サイト全域 0 〜 61 

⼈件費(加速器⼈件費・労務費) 1,198
加速器⼈件費(検査) 885  
据付労務費 313  

測定器建設費 1,005
測定器本体 766 
測定器⼈件費 239 

総計 7355 〜 8033

加速器
約5,800億円
(内、⼟⽊約1,200億円
電気機械設備約800億円)

⼈件費(研究者)
約1,200億円

測定器
約1,000億円

ILC建設経費の内訳概略

建設経費 世界総計

ILC研究所
国際分担
(パートナー国間)

実験
コラボレーション

24



基本⽅針

建設予算の国際分担の考え⽅
Ø国際分担で建設：技術的に最も最適なところが担当
Ø装置の主要ハイテク部分はパートナー国で国際分担

加速器
加速器本体 国際分担 ⽇⽶欧
電気機械設備

基幹設備（電⼒・⽔等） ホスト国 ⽇本
他設備 国際分担 ⽇⽶欧

⼟⽊建築 ホスト国 ⽇本
⼈件費

加速器⼈件費(検査) 国際分担 ⽇⽶欧
据付労務費 ホスト国 ⽇本

測定器建設費 ユーザー負担 参加機関で分担

国際分担のモデル例
基本モデル 国際分担 ＝ ⽇・⽶・欧
拡張モデル 国際分担 ＝ ⽇・⽶・欧・アジア等でさらに分割

[基本モデル]

KEK国際ワーキンググループ答申 (2019.10)にもとづく国際役割分担
• 加速器本体、電気機械の基幹部分を除く設備、据付以外の⼈件費：国際分担
• ⼟⽊建築：ホスト国（⽇本）
• 測定器建設：ユーザー負担

25
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392
⽇本分担額

世界総額

研究機関等の年間運営予算額の⽐較

上段：H31実績
下段：平年ベース

• ⽇本の研究機関・施設等については平成31年度実
績及び概ねの平年ベースの年間運営費。

• ILCについては、⽂部科学省有識者会議試算額（総
額366〜392億円/年）及び⽇本負担額（約半分）と
して200億円/年を⾒込んだ。

• ISS・ITERについては、⽇本の年間負担（拠出）額。

単位：億円(年間)

26⽇本分担分の年間運営予算規模については、ILCは国際宇宙ステーション(ISS)の半分程度

⽇本負担額
⽇本負担額



基礎的部分の国内収⽀
⽀出＝⽇本分担

インバウンド国税
地⽅税

通常効果

地域経済

地⽅創⽣

国際地域

街づくり

技術イノベーション
地域効果

⺠間資⾦

技術シード・基盤技術

ILCならではの効果
（⻑期滞在型国際拠点）

ILCの得意な効果
（科学技術国際拠点）

社会利⽤実装

国税
地⽅税

⼈材・教育

新たな社会モデル

他プロジェクトと連携

課題
解決

＋海外政府⽀出
＋海外ユーザー⽀出

国税
地⽅税

国費/公費の
政策的経費の
⽀出抑制効果

社会経済成⻑ 社会経済成⻑

例）東北量⼦加速器ベルト地帯(仮称)

ILC

投資
投資

ILCならではの特徴
（（国際分担）真の国際拠点）

ILCをめぐるイノベーション・エコシステムの流れ 運⽤期

官⺠ファンド
の設計次第

官⺠ファンド
の設計次第

27

国費⽀出半減
頭脳流⼊効果
インバウンド



ILCでの現時点で最も⼤きな観点：財源
条件

他分野の学術研究に決して⽀障なく。

現⾏計画・既定計画の遂⾏に⽀障なく。

国の財政規律に抵触することなく。

巨額のコストを国際分担できること。

基礎科学研究予算の増額になることが必須

学術を超えた部分での⽇本の政策との⼀致が重要
予算の政策的横断：科学技術計画での⽇本の他の政策の履⾏

28



⽇本国内の推進体制 2020年/8⽉中旬より

産業界

研究者

地域

政治

東北ILC
推進協議会

東北ILC事業
推進センター
(2020.8~)

先端加速器科学技術
推進協議会
（産学連携）

連携推進
（推進連絡会）

⼤学共同利⽤機関法⼈
⾼エネルギー加速器研究機構(KEK)

国際研究者組織
ICFA/国際推進チーム(2020.8~)

(超党派)リニアコライダー
国際研究所建設推進

議員連盟
⾃⺠党ILC誘致実現
連絡協議会百⼈委員会

ILCサポーターズ

世界

⾼エネルギー物理学研究者会議
（研究者コミュニティー）

29

国内⼤学研究グループ

世界の研究者コミュニティー



＜国としての価値＞
• 科学技術創造⽴国「アジア初の⼤型国際科学技術拠点」
• 経済安全保障 世界の⼈材・技術の流出防⽌
• ⾼度⼈材の海外からの流⼊モデル

• 国際⼈材育成・理科教育
• 科学・学術的意義 ノーベル賞
• イノベーション政策 超伝導・量⼦・情報・医療技術波及
• アフターコロナにおけるリアルとサイバーの世界拠点

• 科学技術拠点での恒常的インバウンド・モデル
• 国際科学技術拠点⽴地でのイノベーションエコシステムの新モデル
• 国際拠点での地⽅創⽣モデル

＜地域としての魅⼒＞
• 震災復興の象徴、新しい東北の基盤のひとつ
• 世界中から集まる⼦供達の教育に適した地域を⽬指して
• 世界とつながる地域発展
• 地球村ビジョン：⾥⼭と科学・⽂化の融合地域

ILCと政策的観点との接点 (概略)
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2013年3⽉27⽇ 安倍総理表敬訪問
エバンス リニアコライダーコラボレーション代表
⼩柴昌俊博⼠(2002年ノーベル賞)

2018年7⽉ ⾸相官邸にて

2018年8⽉ ⾃⺠党ILC誘致実現連絡協議会第⼀回総会

2019年9⽉⿇⽣副総理に
「会⻑島耕作(ILC編)」を贈呈 31



⽇欧連携
仏議員、⾼等教育イノベーション省局⻑、他

独連邦議員議員、シュッテ次官、他

国会議員、⽂部科学省、⽇本⼤使館、産業界、他

トゥレー議員、ベシュト議員 シュッテ次官

カウフマン議員

パリ ベルリン

1⽉9-10⽇ フランス国⺠議会議事堂、⾼等教育研究イノベーション省(MESRI)
1⽉11⽇ ドイツ連邦議会議員室、連邦教育研究省(BMBF)

2018年1⽉ パリ・ベルリン 政産官学⽇本代表団 ※肩書は当時

2019年7⽉第⼆回 パリ・ベルリン 政産官学⽇本代表団

⽇独、⽇仏
政府間 ILC Discussion group 創設を合意

2020年2⽉ ⽇・独・仏・英
4カ国 ILC discussion group開催

32欧州側：現時点は財政的余裕無し



2014年1⽉下村⽂科⼤⾂
⽶国エネルギー省モニーツ⻑官と会談

2014年7⽉23⽇
ホルドレン⼤統領
科学技術補佐官と会談
⽶国⼤統領府アイゼン
ハワー執務オフィスにて

⽇⽶連携始まり 2013年〜

⼤使公邸にて エネルギー省、⽶国研究者との会合

2013/4/30 ⽇⽶先端科学技術シンポジウム
ILCを主題とした国際協⼒での科学技術協⼒

下村博⽂⽂部科学⼤⾂ ポネマンDOE⻑官代⾏

Facebookより

DOEおよび⽶国研究者と
ハドソン研究所にて
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2019年10⽉4⽇
フォールDOE科学局⻑ 来⽇
議員会館にて会合

⽇⽶連携 2018年以降 ILCへの明確な⽀持表明へ

2018年10⽉10⽇
ダバーDOE次官(科学担当) 来⽇
議員会館にて会談

⽂科省、内閣府、外務省 参加
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素粒⼦物理学プロジェクト
優先順位委員会
(2014年 ⽶国エネルギー省)

⽶国エネルギー省科学局 Chris Fall局⻑
2020年7⽉10⽇ ⾼エネルギー物理諮問委員会(HEPAP)にて

「エネルギー省科学局は、⽇本がILC
にコミットしてくれることを期待して
いる。ILCは局内の多くの部局にまた
がるプロジェクトである。」

⽶国国務省 在⽇本⼤使館
経済・科学部 科学・イノベーション・開発課
Melinda Pavek課⻑
2019年11⽉5⽇ リニアコライダー国際会議(仙台)にて

「我々、⽶国国務省は最初のデューデリジェンス（投
資価値の調査）を完了し、⽇本での国際リニアコライ
ダーILCの前進において我々がパートナー機関を⽀援
する準備ができている。」

２⽉上旬、⽶国務省のスティーブン・ビーガン副⻑官から茂⽊外相あてに⼀通の書簡が
届いた。「素粒⼦物理学研究における⽇⽶の先進性を引き続き確保するために、断固たる
⾏動を取る必要がある。国際リニアコライダー（ILC）の計画を進展させることへの我々
の強い⽀持を伝えたい」

読売新聞 2020年5⽉13⽇付より引⽤（⼀部抜粋）
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⽇本の研究者の意向（⾼エネルギー委員会(森委員⻑)の欧州戦略へのインプット等）

⽶国政府（エネルギー省・国務省）の意向（エネルギー省科学局⻑スピーチ等）

欧州素粒⼦物理戦略2020

⽇本の⾼エネルギー物理研究者は
• 電⼦陽電⼦コライダーではILCのホストをしたい
• 陽⼦陽⼦コライダーではFCCの技術開発に参加したい

⽶国政府は
• 電⼦陽電⼦コライダーではILCを強く⽀持し分担貢献する
• 陽⼦陽⼦コライダーではFCCの技術開発に協⼒する

欧州研究者コミュニティー・CERNは
• 電⼦陽電⼦コライダーではFCC_eeかILC。ILCはタイムリーな実現が条件
• 陽⼦陽⼦コライダーではFCCの技術開発・実施可能性検討を開始

36

CERN 
• LHC (円形陽⼦陽⼦コライダー)   2038年までHL-LHC運転 新物理⽬指す
Ø FCC (円形陽⼦陽⼦コライダー) 技術開発・設計（2050年代まで）à 2060年代運⽤
Ø FCC_ee (円形電⼦陽電⼦ヒッグスファクトリー) à 2050年代運⽤ à FCCへ
中国（円形電⼦陽電⼦ヒッグスファクトリー）計画CEPC 2021承認⽬標 à 5年遅延



関係府省庁 議員連盟総会参加・政府⾒解(2019)意⾒集約

• ⽂科省

• 内閣官房（まち・ひと・仕事）（国⼟強靭化）

• 内閣府（科学技術イノベーション）（知財戦略）

• 国交省

• 外務省

• 経産省

• 復興庁

• 財務省
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⽇本学術会議 マスタープラン2020 (2020年1⽉)後の記者会⾒
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t286-1.html

⽵本科学技術担当⼤⾂ 2020年1⽉31⽇会⾒より（抜粋）
https://www.cao.go.jp/minister/1909_n_takemoto/kaiken/20200131kaiken.html

• 問題は⾮常にお⾦がかかるということ。そういうことを前
提に、強く実現を求めていっていいのではないか。結果と
して地域活性化に役⽴つ。激甚の災害を受けて希望をなく
している⼈に対して希望を与える。加えて⽇本の技術陣が
世界の科学研究の分野で⼤きい地位を占める材料を送るこ
とができる。

• 私はしっかり前向きに検討すべきものと思っている。

• 私の⽴場は全体の総合調整であり、各省予算に対して、そ
こはもっと増やすべきだとかいうようなことを⾔う⽴場に
もある。今、⽂科省でこれから検討されるので、そのとき
に我々としては科学技術を振興するという意味においても
、また地域振興云々の⽬的も併せ持って、これはもっと積
極的にやるべきだという意⾒は申し上げていこうと思って
いる。

38

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t286-1.html
https://www.cao.go.jp/minister/1909_n_takemoto/kaiken/20200131kaiken.html


萩⽣⽥⽂科⼤⾂の答弁（抜粋）
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0034201202002
25001.htm

• アメリカ政府としては、⽇本がホストとしてこのＩＬＣに取り組む
その⽅向性については評価をいただいている。私は、科学技術⽴国
を所管する⽂科⼤⾂として、こういった分野に積極的に、果敢に挑

戦していく⽇本の姿勢は⼤事だと思っている。

• 巨額の経費を要する国際プロジェクトであり、技術的成⽴性や国際
的な分担を含め、さまざまな課題が解決されるとともに、国内外の
幅広い協⼒が得られることが必要だと認識している。

• これは国内でやるかやらないか、どっちがいいかといえば、私はチ
ャレンジした⽅がいいと思っている。ただ、財政的な裏づけなしに
、ただやるやるというわけにいかない。国際プロジェクトであるか
ら、ヨーロッパやアメリカの、価値観をともにする国々が皆さん、
⽇本がホストになって⽇本でつくるのが⼀番安全だし、⾼い技術を
持ったいい研究所ができるよねということを皆さんが評価してくれ
ることが極めて⼤事。

階猛議員の質問
(ILCに関して)

2020年2⽉25⽇
衆議院予算委員会第四分科会より
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衆議院 付帯決議（2020年5⽉22⽇可決）

２５項⽬中の５項⽬⽬

参議院 付帯決議（ 2020年6⽉5⽇可決）

２６項⽬中の２６項⽬⽬

復興庁設置法等の⼀部を改正する法律案

国際リニアコライダー計画は東北が
世界的候補地になっていることから
、その推進は福島イノベーション・
コースト構想と並んで東北をフィー
ルドとした科学イノベーションの創
出による「新しい東北」に資するも
のであり、国内誘致に向け関係機関
と検討を進めること。

「新しい東北」に資する国際リニア
コライダー等の国際研究開発プロジ
ェクトが我が国で実施される場合に
は、被災地に誘致されるよう関係機
関と連携、協⼒すること。
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FY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

本準備期間(4年)
2022-2025

建設期間(9~10年)
2026-2035 運⽤期間(20年)

2035-2055

ILC研究所設置

CY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

予備準備期間
2005-2020

移⾏期間
2020-2022

試運転

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

本準備期間
開始

本準備期間(4年): 2022-2025

⽂科省・⽶国DOE(2016〜)→独仏英にも拡⼤(2020)
政府間 折衝での詰めの協議 財政的国際拘束・法的拘束等政府間ディスカッショングループ(⽇⽶欧等)

政府間合意の期間

IL
C建

設
へ

国内実施する場合の
「国として」の(仮)建設候補地

決定プロセス

→現地仕様の最終設計・
法的環境アセス等

時期は⽬安

議会間の対話促進（⽶国連邦議会等）

移⾏期間

→技術・制度・設計・環境アセス準備等

実施国際機構組織化

国際推進チーム(IDT)
開始

想定スケジュール 準備期間



まとめ
• 欧州素粒⼦物理戦略アップデートで、最優先の次期コライダーは電⼦・陽電⼦ヒッグスファクトリーと決
定。ヒッグスファクトリーであるILCがタイムリーに実現する場合は、欧州の⽅針に適合しており、協働
して取り組みたいという欧州コミュニティの意向が表明された。(2020年6⽉）

• 世界の研究者コミュニティーの統括組織ICFAでは、「ILC準備研究所」設⽴のための移⾏期間(1〜1.5年間)
に⼊った。8⽉に国際推進チーム IDTが設置され国際協⼒による⽇本でのILC計画実現のための世界推進体
制が強化された。(2020年8⽉)

• 東北においても世界の動きに連動し、現地における実務的準備を推進するための「東北ILC事業推進セン
ター」が設置され、実働が開始された。(2020年8⽉)

• 最重要：⽶国政府（エネルギー省・国務省等の省庁横断）が海外政府の
中で初めてILCへの⽀持を打ち出した。現在のコロナ下においても、⽶
国内外で政府としてのILCへの強い⽀持を公表し、エネルギー省・国務
省が連携した実効的アクションを⾏っている。(2019年秋頃より)

• 国の政策・省庁を横断した理解が進んできている。

タイムリーな実現へのマイルストーン：
新たな国際・国内推進体制で1年半の準備で
世界の研究所が参加する国際準備機構「ILC準備研究所（4年間）」に移⾏すること
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参考資料



ILCを推進する主要な組織

⾼エネルギー物理学研究者会議・⾼エネルギー委員会 (委員⻑：森(東⼤))
KEK ILC推進準備室(2014-) (室⻑：⼭内(KEK機構⻑))
ILCアドバイザリーグループ (⼭内(KEK), 岡⽥(KEK), 駒宮(早⼤), 川越(九⼤), ⼭本均(バレンシア⼤), 村⼭(UCバークレー), ⼭下(東⼤))

測定器研究：ILD測定器・物理 (副代表：川越(九⼤))
素粒⼦物理学研究グループ (⼤学・KEK・世界と⼀緒に)

国会議員

産学連携

地 域

(超党派)リニアコライダー国際研究所建設推進議員連盟
⾃⺠党ILC誘致実現連絡協議会

先端加速器科学技術推進協議会（会⻑：⻄岡喬 元三菱重⼯会⻑）

東北ILC推進協議会（共同代表：⼤野英男 東北⼤学総⻑、⾼橋宏明 東北経済連合会名誉会⻑）
東北ILC事業推進センター（代表：鈴⽊厚⼈ 岩⼿県⽴⼤学学⻑）(2020年8⽉より）
他、関係⾃治体・商⼯会議所

国際研究者
組織

国際将来加速器委員会(ICFA) (議⻑：テイラー(豪) 国内委員：⼭内(KEK機構⻑), 森(東⼤))
国際推進チーム(IDT) (議⻑：中⽥(スイスEPFL)

国内研究者
組織
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加速器

⼈件費

建設経費
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測定器建設費

ILC

世界総計
約8,000億円

国際分担による⽇本分
~4,000億円

約5,800億円
(内、⼟⽊約1,200億円
電気機械設備約800億円)

(研究者)
約1,200億円

測定器
約1,000億円

ILC研究所
国際分担
(パートナー国間)

ユーザー負担
(数百の参加機関で
細かく分担)



保守維持

光熱⽔

研究所運営費
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⼈件費

ILC研究所

世界総計
約400億円/年

国際分担による⽇本分
約200億円/年

約190億円/年

約130億円/年

約80億円/年
研究所スタッフ
研究所マネジメント
⼟⽊施設管理者

ILC研究所
国際分担
(パートナー国
及びユーザー)

※建設10年の後の11年⽬以降にかかる年間運営費



ILC最近およそ2年間 (2018年〜2020年8⽉）の経緯 概要
国際関係 政府/議会 ⽇本 政府/議会 世界/⽇本 学術組織・産学・地域

2018年

2019年

2020年

学術会議 委員会答申 (2018年12⽉）

⽶国政府（エネルギー省/国務省 等）
ILC＠⽇本⽀持表明開始 (2019年秋より）

⽇⽶政府間
(⽂科省・エネルギー省(DOE))
ILC Discussion Group

(2016年より) ⾃⺠党ILC誘致実現連絡協議会 (2018年9⽉より)

超党派ILC議員連盟 (2008年より)

⽇仏・⽇独 政産官学対話
(初回2019年1⽉＠パリ・ベルリン)

⽇仏・⽇独 政産官学対話
(2019年7⽉＠パリ・ベルリン)

⽂科省有識者会議答申 (2018年7⽉）

産学連携 先端加速器協議会 (2008年より)

東北ILC推進協議会 (2016年より)

⽇・独・仏・英 4カ国政府間
ILC Discussion Group  (2020年2⽉)

学術会議マスタープラン答申 (2020年1⽉）

国内での学術的意義の評価

学術会議マスタープラン プロセス

⽇独政府間 (⽂科省・教育研究省(BMBF))
ILC Discussion Group  (2019年7⽉より)

⽂科省より初めての⽇本政府⾒解
ICFA会合＠東京にて公表 (2019年3⽉）

欧州素粒⼦物理戦略更新プロセス
(2019年12⽉より）

次期コライダーの最優先
ヒッグスファクトリー

国際推進チームIDT 発⾜ (2020年8⽉)

新型コロナの
世界的拡⼤

• ⽂科省より政府⾒解 フォローアップ
• 議連会⻑より⽇本の状況スピーチ
• ⽶国エネルギー省科学局⻑ スピーチ

ICFA会合@⽶国にて (2020年2⽉）

ICFA： 国際推進チームの発⾜を提⾔

欧州素粒⼦物理戦略2020
承認@CERN理事会 (2020年6⽉)

東北ILC事業推進センター 発⾜ (2020年8⽉)
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萩⽣⽥光⼀⽂部科学⼤⾂ 記者会⾒発⾔（抜粋）（令和２年９⽉11⽇）

Ｑ ⼤型加速器（ＩＬＣ）に関して、８⽇、⾼エネルギー研究機構が国の⼤
型研究のロードマップにＩＬＣへの申請を取り下げたという発表があった。
これは今まで⽂科省がずっと議論してきた内容だと思うが、この受け⽌め
と今後の取り組みについて教えてほしい。

Ａ ⾼エネルギー加速器研究機構が学術研究の⼤型プロジェクトの推進に関
する基本構想（ロードマップ）への申請を取り下げたというのは事実でご
ざいますが、申請の取り下げ理由は、本年２⽉にＩＬＣに関する国際会議
での声明において、ＩＬＣに関する国際協⼒体制などの推進の枠組みを再
構築することとなり、その内容を踏まえ、申請内容を⾒直す必要が⽣じた
ためだと伺っております。⽂科省としては、⽶欧の政府機関との意⾒交換
を⾏いつつ、国際研究者コミュニティーによる議論を注視してまいりたい
と思っているところです。
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ILCプロジェクトに関するICFAステートメント（⽇本語訳）

ICFAは、2020年2⽉20⽇に⽶国スタンフォードのSLAC国⽴加速器研究所で開催さ
れたICFAの会議で、⽂部科学省研究振興局審議官の増⼦宏⽒、及びILC議員連盟の
議⻑を務める河村建夫⽒からの報告に⼒づけられた。
これらの報告に基づいて：
• ICFAは、ヒッグスファクトリーに関する国際的なコンセンサスを再確認し、⽇本
にILCがタイムリーに建設されることを望む。

• ICFAは、ILCの国際協⼒活動を促進するための、⽇本、⽶国、欧州諸国間の政府
間での意⾒交換が⾏われていることを評価しており、これを歓迎している。

• ICFAは、ILC研究所の設⽴および⽇本でのILCの建設に先⽴って準備段階が必要
であることに注意する。

• ICFAは、準備段階への移⾏を促進するための国際推進チームの設⽴を推奨する。
○国際推進チームはKEKがホストすべきであり、そのリーダーはICFAの⽀援の
もと選出される。

○チームは、技術、組織、およびガバナンスに関する課題を含む、ILC建設準備
段階の計画を策定する。また、準備段階で必要となる活動とリソースを明ら
かにすることも任務である。計画策定プロセスには、関⼼を持つ研究所及び
コミュニティが関与すべきだろう。

○ICFAは、これらの推進活動がおおよそ1年で完了すると⾒込んでいる。その時
点で、⽇本が準備段階へ進むとの意思表⽰を⾏い、国際パートナーも同意す
れば、準備段階を開始することが可能になるだろう。

• ⽇本に建設するILCの実現に向けて進展があったことを受けて、ICFAは、ILCに
関⼼を持つ、⾼エネルギー物理学コミュニティの研究者、研究所、および国家に
対し、ILC設⽴の成功を⽬指すこれらの準備活動を⽀援、かつ参加することを奨
励する。

⽶国フェルミ研究所(FNAL)ロキア所⻑
による現場の様⼦の紹介 (Twitterより)

https://www.kek.jp/ja/newsroom/2020/02/25/1400/
2020年2⽉20⽇、ICFA/LCB国際会議 ⽶国SLAC研究所で開催
世界の加速器研究所所⻑と地域代表が集まる国際会議
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国際推進チーム 設置・活動開始

2020年2⽉に国際研究者コミュニティ(国際将来加速器委員会、ICFA)は
ILCプロジェクトの進め⽅についての声明を発表

Ø ILC研究所の設⽴および⽇本でのILCの建設に先⽴って準備段階が必
要である

Ø 準備段階への移⾏を促進するため、国際推進チームを設⽴すべき

2020年8⽉のICFAのリモート会合で承認、新たな国際的な計画推進体
制でILCを実現させる。

2020年2⽉ICFA@SLAC
特別参加：⽶国 エネルギー省Chris Fall科学局⻑

⽇本 ILC議連河村会⻑、⽂科省研究振興局増⼦審議官
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6. 組織に関する課題
a）野⼼的な次世代コライダー計画には、グローバルな協⼒体制と、すべての関係
者による建設と運⽤への⻑期的な約束が必要である。CERNは、CERNがホストす
るこのようなプロジェクトの実現可能性調査の⼀環として、⾒込みのある主要パ
ートナーとの話し合いを開始する必要がある。ヨーロッパ域外のグローバルな施
設にCERNが参加する場合、CERNはヨーロッパの地域ハブとして機能し、戦略的
な調整と技術的⽀援を提供する必要がある。個々の加盟国は、CERNを介して⾏わ
れる付加的な貢献を通じて、またはホスト組織との⼆国間・多国間の協定を通じ
て直接的に、新しいグローバルな施設にリソースを提供できる。

• 以前はCERN の戦略は主に欧州域内向けのもの

• 今回はグローバルな戦略を明確にした
• CERNは欧州のハブとして欧州域外の世界的プロジェクト（ILC）に貢献する

• 経費分担は、CERNを通じての場合と各々の政府間で交渉する場合の両⽅あり

CERNのグローバル戦略
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建設費・運営費の積算と評価プロセス

サイト依存部分（東北）技術部分＝国際設計（世界共通・場所は未定の⽴場）
⼟⽊部分＝典型的な花崗岩地質・仮想地形

2010年代〜 地質調査本格化
2013年〜 国際協⼒現地設計
2017年〜2019年 東北施設設計

(技術部分＝TDR準拠)
(⼟⽊部分＝現地仕様）

2019年〜2020年 ⼟⽊学会評価

社会インフラ部分⾒積もり（地域）

2012年 ⽴地評価での項⽬・概算
2020年 最新情報により改定作業

（⾃治体担当部局等）
第三者評価は今後の課題

• 2012年 ⼤規模国際協⼒による技術設計書
[TDR]完成 (他分野含む国際レビュー）

詳細コスト⾒積もり
• 2015〜2016年 ⽂科省有識者会議

• 2017年 技術設計書[TDR]の改定（20km
「ヒッグスファクトリー」）à コスト改定

• 2017年〜 ⽇⽶協⼒コストダウンR&D開始
• 2018年7⽉ ⽂科省有識者会議答申（公開）
• 2018年12⽉ 学術会議委員会答申 à 追加検討課題事項

• 追加経費：技術補強/安全補強のための追加経費の検討(KEK, 
国際共同)（継続中）

• コストダウン開発：⽇⽶政府間discussion group の元での⽇⽶
協⼒R&D（継続中）
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