
ILC夏の合宿 2020 令和2年9月25日

岩手大学 成田晋也

ILC推進における地方の取組



今日の内容

•これまでの東北のILC推進活動

•東北ILC事業推進センターの概要

•地域の取組
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これまでの東北のILC推進活動
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⚫ 1999～2001：
地質・電力等の専門家による文献および地表踏査

⚫ 2000～2002：
第一次サイト候補可能性を持つ国内の全地域検討

⚫ 2006～：
日本土木学会、岩盤力学学会と連携

⚫ 2008～：
先端加速器科学技術推進協議会の活動

⚫ 2010：
２候補地（背振・北上）の公表（日本物理学会
シンポジウム）、地元大学・自治体等による新体制
で地質調査開始

⚫ 2012：国の予算で2地点の調査開始
⚫ 2013：ILC立地評価会議開催

（技術委員16名、社会環境基盤委員12名）

2003

ILC立地評価会議は、技術的観点および社会環境の観点か
らの評価を行い、全会一致で下記の結論に至った。

記

ILCの候補地として、北上サイトを最適と評価する。

なお、北上サイトにおける中央キャンパスは、仙台・東京へ
のアクセス利便性を有し、研究・社会環境に優れる新幹線

沿線の立地を強く推奨する。

⚫ 2013：国際研究者評価委員会で承認

岩手県立大学 鈴木厚人学長 TIPDC設立総会スライド
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ILC建設候補地



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

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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国際リニアコライダー計画推進のため、基礎科学の振
興や国際リニアコライダーへの理解を深めるとともに、
受け入れ環境の整備に向けた調査等を行う。

232会員 （令和2年9月1日現在）

（産：204、官：18、学10）

7



2017～2018年の政府検討の前に、東北地域での建設でその時点までに
必要な準備を整える

室員：岩手県、宮城県、岩手県ILC推進協議会、東北経済連合会
岩手大学、岩手県立大学、東北大学

東北ILC準備室

AAAと連携
関連機関

と連携

ＡＡＡ，ＫＥＫ，ＬＣＣと連携

（AAA：先端加速器科学技術
推進協議会）

１３の部会
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部会の取り組み

部門 部会

広報

① ILCに関する地域の準備状況の国内外への情報発信
② ILCの意義、社会・地域・国内・国際貢献のまとめと広報活動
③ 多文化共生社会の実現に向けての準備

地域

④ 地域広域基本計画の検討・とりまとめ
⑤ 地域主導課題の検討
⑥ 特区構想への取り組み
⑦ 地域資源の活用によるILC国際研究機関諸施設の概念設計の提案

技術

⑧ 加速器、測定器、データ処理等に関する製作・整備・保管の課題
整理と対応策の検討

⑨ ILC地下施設地帯の地質・水文調査
⑩ ILCの受入に必要な設備の検討
⑪ ILC国際研究機関の組織・運営・管理機構の提案
⑫ 省エネ技術開発を推進するGreen-ILCへの協力・参画

産業
⑬ ILCへ向けた準備及び実施時のための多企業参画型地域プラット

フォームの提案

地域の自治体、団体と連携した活動
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２０１６ ２０１7２０１5
政府決定

部門・専門部会の取組
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• ILC立地に係る自然環境調査
• ILC地下施設立地検討に向けた北上山地地質調査
• ・・・
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岩手県ILC推進協議会HPに掲載



473ページ
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東北ILC事業推進センターの概要
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東京大学 山下了氏 日本物理学会2020秋季大会KEK 岡田氏 メディアサロン（2020.6.26）

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。

（2020.6 KEKメディアサロン）
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国際推進チームに対応した
建設候補地として必要な取組

（仮称）ILC東北推進室組織と連携の考え方

全国的推進団体
（専門家グループ）国内研究者コミュニティ

国際推進チーム
ILC東北推進室

建設候補地周辺自治体

関係大学

地域推進団体

アドバイザー
（専門家）協力 連携

地域と国際推進チームとの連携

多岐にわたる検討項目

ＩＬＣ建設準備段階に向けて取組が加速。
地域としても国際推進チームとの連携を深め、受入準備を本格化する必要

道路・上下水道等インフラ整備検討
地域づくりのゾーニングとプラン検討（居住、研究施設、産業振興）
地域住民への説明
環境アセスメントの準備
教育・医療等外国人研究者・家族等の受入環境整備
研究施設等への地域資源活用
加速器関連産業振興 等々

建設候補地周辺の自治体等が主体的に検討すべき項目

岩手県 大平尚氏 いわて加速器関連産業研究会 技術セミナー（2020.7.16）
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東北ILC事業推進センターの設立

東北ILC準備室（2016～2019）

• 2017～2018年の政府検討の前に、東北地域での
建設でその時点までに必要な準備を整える。

• 東北地域にＩＬＣ建設の土壌を造る。

東北ILC事業推進センター（2020.8 ～）

• ILC国際推進チーム、KEK、AAAとの連携に
よりILC建設の具体化
（詳細設計書を作成）

• 地域に関連する事項の詳細な計画書作成

• 地域で決断すべき事項を関連組織と連携で
解決
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代表補佐
（自治体）

事務局

フェロー

連携機関
AAA

(（一社）先端加速器
科学技術推進協議

会）

顧問

東北ILC事業推進センター 組織及び推進体制

代 表

東
北
七
県
Ｉ
Ｌ
Ｃ

推
進
会
議

協力機関
KEK（高エネル
ギー加速器研

究機構）

部会 部会 部会 部会

監事
（自治体）

アドバイザ
リーボード 特任アドバイザー

AAA事務局長ほか

リエゾン
KEK理事
KEK教授

連携機関
東北ILC推進協議会

岩手県南・宮城県北
ILC推進団体連絡会

議

構成団体(設立時）

岩手大学、岩手県立大学、東北大学
宮城県、仙台市、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市
岩手県、盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、
奥州市、金ケ崎町、平泉町、住田町
岩手県国際リニアコライダー推進協議会

幹事会
(構成団体から選出）
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主な事業内容

• 建設候補地周辺の地形・地質調査

• 衝突点・アクセス点調査と地上施設・設備設計

• 水・電気の供給経路調査

• 加速器準備施設（組立・性能検査・保管）設計、拠点整備

• 港湾活用による物流調査

• ILC立地に係る自然環境調査

• 地域住民への理解促進活動

• キャンパス、周辺地域設計

• 広域まちづくり、多文化共生、受け入れ環境整備検討

• 特区構想、地球村ビジョン具体化

• グリーンILC

• 加速器関連産業振興
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地域の取組
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• 花崗岩体がほぼ南北方向に
約50kmにわたり分布

• 付近に活断層の報告なし
• 一様な地質条件
• 頑丈な岩盤

地質調査 （資料提供：東北大 佐貫氏）

これまでの検討

• 長大トンネル・巨大空洞の建設

• 地表との接続（斜坑・立坑）

• 地元インフラ（道路・電気・水）との接続

• 北上サイト固有の大きなコストアップのないこと
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これまでの調査結果

岩盤割れ目

岩盤硬さ

・トンネル深度には、硬質で割れ目の少ない花崗岩が分布すると期待できる
・地表付近は風化している
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• 精度の高い地形図（現行地図は精度不足・明らかな誤り）

• 図面を揃える（不足図面多数 現有図面は仕様がまちまち）

• 坑口設定の判断基準が偏っている

設計図書の整理 （資料提供：東北大 佐貫氏）

航空レーザー測量の結果を用いて 1/2,500 地形図（道路・河川・建物・土地利用）を
作成する

仕様を作成する。緊急性の高い図面から仕上げている

上記の地形図と図面を活用して、施設配置案の再検討
坑口付近については地表地質踏査を実施する

今年度の活動
22



グリーン ILC
① エネルギー効率の改善

→ 加速器設計において、消費電力あたりの性能を最大にする。
加速器機器の電力効率を上げる。

② 多様なエネルギー源の活用 → 再生可能エネルギーの利用

③ エネルギーの再利用 → ILCからの排熱回収

東北の特色

➢ 水力、新エネ（地熱、太陽光、風力、バイオマス）の構成比が高い

➢ 豊富な森林資源

⇒ ILC関連施設の木造化 （熱源としての未利用バイオマスの利用）

エネルギー循環社会の構築

（ILCを契機としたまちづくり構想）

産官学連携による取組
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エネルギー再生利用（排熱利用）
東北（岩手）の特徴

➢ 工場や温泉、地熱発電など熱源ポテンシャルがある（＋ILCからの排熱）

➢ 中山間地が多く、排熱施設と熱利用施設を集積できない

⇒ 車両等を利用したオフライン輸送による熱利用

蓄熱材ハスクレイ

非晶質アルミニウムケイ酸塩と低結晶性粘土との複合体

• 低温熱（>40℃）の回収が可能 （蓄熱量588 kJ/L）

• 繰り返し蓄熱・放熱ができる。

小規模分散している熱供給・需要のネットワーク化

産官学連携による地域熱エネルギー循環モデル構築
（岩手大学、産総研、東日本機電開発、高砂熱学工業、WING、岩手県）

→ 特性評価が完了し、実証試験準備中

上：産総研 鈴木正哉氏
下：東日本機電開発（株）佐々木明日香氏

24



地域資源の活用（ILC関連施設の木造化）

ILC Wood First

ILC関連施設（実験室、ゲストハウスなど）は
木造を第一に検討する。

木造加速器施設の事例

https://www.psi.ch/en/psd/facilities
事例モデル）

ILC実験準備棟（6000ｍ2）

→ 木・鉄骨・RCのハイブリッド構造

• 地域産木材を原料として、地域内で製作加工が完了する集成材を使用
• 地域企業による建築

集成材と鉄の比較：

費用 ×0.83
経済波及効果 ×1.67
雇用者誘発効果 ×1.74

加速器学会 第15回年会 論文集
https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2018/proceedings/PDF/THP1/THP134.pdf
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加速器関連基盤技術を
持つ企業（700事業所以上）

• 自動車産業
• 半導体関連産業
• 宇宙・航空機産業
• ヘルスケア
• 精密機械、加工

などなど

東北ILC推進協議会HP

加速器関連 知識移転（KT）、技術移転（TT）

地元企業の加速器関連産業への参入支援

いわて産業振興センター、東北経済連合会ビジネスセンター

- 各県コーディネータによる情報交換

- 地域企業を対象とした技術のセミナー開催

- 実習指導、研究機関視察

特色のある技術
を持つ企業

大学・研究機関の
持つ専門的知見

自治体による
体制整備・支援

地域の産官学ネットワーク

それぞれの専門を生かした枠組みにとらわれない連携

✓ 加速器関連技術の高度化
（加速器関連産業への参入）

✓ 新産業創出
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連携クラスター構築事例

いわて産業振興センター 今健一 氏
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岩手コラボとの共同開発 VEP設備の開発、改良

（1）装置のコストダウンのための開発

・フッ素樹脂に代わる安価な樹脂材料の検討

（2）装置の高性能化のための開発

・安価かつ高効率な空洞冷却システムの開発
・各種計測器の完備
・Ninjaカソードの改良

（3）量産用装置実現へ向けた開発

・バルブ、ポンプ、電気等の自動制御機構作製
・IoTによるパラメーター管理、フィードバック機構

の検討

岩手コラボのVEP装置開発取り組み

ILC用加速空洞量産の高効率、低コスト化に
貢献するVEP装置開発を目指す。

マルイ鍍金工業㈱
基本設計、VEP実施

計測器、電装関係
の整備

樹脂パーツの
製造、加工

各種活動サポート

各種分析、評価

学術指導

岩手コラボ参画組織と役割分担

http://www.e-marui.jp/

http://kidenkaihatsu.co.jp/

http://wing-pp.co.jp/

http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/

http://www.joho-iwate.or.jp/

http://www.kek.jp/ja/

28

岩手コラボ（マルイ鍍金工業㈱）



岩手コラボとの共同開発 VEP設備の開発、改良

流量計設置

空洞冷却機構開発

樹脂耐久性評価（引っ張り試験）

岩手コラボによる開発、活動事例の紹介

樹脂パーツ作製

VEP設備開発

・電動バルブの設置と制御
・タッチパネルによる

コントロールの一元化と
プログラムの作製

・カソード用特殊形状パーツ
の加工、作成

・量産用設備の検討、設計

制御盤での一元コントロール化電動バルブシステム作製
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欧州での取組
2020 Update of the European Strategy for Particle Physics

Knowledge Transfer @ CERN

環境への影響に対す
る配慮
エネルギーの省力化、
再利用

知識移転、技術移転
の推進
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岩手県 大平尚氏 いわて加速器関連産業研究会 技術セミナー（2020.9.23）

広域まちづくり
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ILC東北マスタープランより

東北の発展フェーズ



Earth Village/地球村創生ビジョン

地球村ビジョン策定委員会委員（敬称略、５０音順）
委員長 伊藤 滋（一般財団法人国土計画協会 会長）

内館 牧子（脚本家、作家）
大滝 精一（学校法人至善館 理事）
寺島 実郎（一般財団法人日本総合研究所 会長）
藤井 健（株式会社東急総合研究所 顧問）

座長 増田 寛也（株式会社野村総合研究所 顧問）※当時

ビジョン策定：一般財団法人国土計画協会 R1年12月

http://www.kok.or.jp/project/global_village_vision.html
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「地球村創生」と「 ILCを契機とした地球村創生」を世界に提言

☆経済のグローバル化による巨大資本市場の登場
➡世界の社会経済システムの変化

☆５G、IoT、AIなどテクノロジーの発展と影
☆待ったなしの地球温暖化問題

広く世界に受け入れられる日本の自然観、社会観、歴史・文化観と豊かな環境

●縄文以来の里山文化 ●平泉の浄土思想

（人と人との共生、人と自然との共生、平和への希求）

●江戸の循環型社会形成の歴史

●多様な森の恵み・海の恵み ●多様な食文化

●異文化・異文明を取り入れた歴史

地球村創生ビジョン策定の趣旨

分断する国際社会

人類は次の大きな一歩を求めている。
分断を乗り越え、将来世代に夢と希望を与えるものを。
人類が英知を結集し、危機を乗り越えなければならない。

提言 Earth Village/地球村の創生

日本の使命、責務を果たし、人類が共に手を携えて地球的課題に

挑戦する地球村の創生を目指すことを世界に向かって提言する。
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岩手県 大平尚氏 いわて加速器関連産業研究会 技術セミナー（2020.7.16）



地球村創生ビジョン （国土計画協会）

基本的な考え方：

① 誰もが主体的に共同して暮らせ
るまちづくり

② 国際的次世代人材の育成
③ SDGｓの先導と里山イニシアティ

ブの発信
④ イノベーションの創出

理念：

① 世界の人々と融合して挑戦
② 次世代へ夢と希望を与え、人類

の進歩への貢献
③ 世界の多様な人材を集積。人間

主体のイノベーションを創発

ILCを契機とした
地球村創生

東北のポテンシャルと課題

◎森と海など自然と共生した縄文以来の里山文化
◎優れた農林水産資源と食材の宝庫
◎製造拠点の形成と最新テクノロジーのポテン
シャル

◎東日本大震災の復興支援による関係人口の増加
●人口減少が進む日本の課題先進地
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広報活動

• 講演会

• 出前講義、科学コンテスト

• イベントへの出展

• 地域住民への説明会

“安全・安心”に対する理解促進

2019年度は6回実施
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Q&A集 ･･･ 東北ILC推進協議会HP



まとめ
➢ 地域の実務的準備を推進するための「東北ILC事業推進セン

ター」が設立され、活動を開始した。（2020年8月）

→ 想定されたタイムラインでの「ILC準備研究所」設立に

向けた活動

➢ 地域に関する事項についての計画策定、地域が責任を持って
解決するべき課題検討など、国内外の組織（IDT、KEK、AAA）
と連携しながら、様々な取り組みを進めている。

• 地下・地上施設設計、物流・保管・検査拠点、電力・水等の供給体系

• 広域まちづくり
キャンパスおよび周辺地域の設計、多文化共生、特区

• 加速器産業振興
知識移転、技術移転

• 地域住民の理解促進

地域資源の利活用、産業振興 ← 地球村創生ビジョン
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