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• 2012.07 Higgs discovery at the LHC
• 2012.10 JAHEP proposal to host the ILC in Japan
• 2013.06 ILC TDR published

• 2013.09 SCJ committee’s report on the ILC project 
• 2014.05-2017.07 MEXT’s ILC Advisory Panel

• 2017.07 JAHEP proposal of ILC as a Higgs Factory
• 2018.01-07 MEXT’s ILC Advisory Panel
• 2018.12 SCJ committee’s report on the ILC project
• 2019.03 MEXT’s statement of continuing interest in 

the ILC at ICFA meeting
• 2020.08 ICFA established ILC-IDT for ILC prelab
• 2021.06

• JAHEP report to answer the issues raised by the 
MEXT’ ILC advisory panel (and SCJ committee)

• 2021.06 Proposal of ILC Prelab by ILC-IDT
⇨ 2021.07 2nd MEXT’s ILC Advisory Panel

History
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Two submitted documents (2021 June)
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https://arxiv.org/abs/2106.00602

ILC-Prelab proposal, by ILC IDT

Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-lab)

International Linear Collider
International Development Team

1 June 2021

Abstract

During the preparatory phase of the International Linear Collider (ILC) project, all
technical development and engineering design needed for the start of ILC construc-
tion must be completed, in parallel with intergovernmental discussion of governance
and sharing of responsibilities and cost. The ILC Preparatory Laboratory (Pre-lab)
is conceived to execute the technical and engineering work and to assist the inter-
governmental discussion by providing relevant information upon request. It will be
based on a worldwide partnership among laboratories with a headquarters hosted
in Japan. This proposal, prepared by the ILC International Development Team
and endorsed by the International Committee for Future Accelerators, describes an
organisational framework and work plan for the Pre-lab. Elaboration, modification
and adjustment should be introduced for its implementation, in order to incorporate
requirements arising from the physics community, laboratories, and governmental
authorities interested in the ILC.
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On the key issues of the ILC project
http://www.jahep.org/files/ILC20210602.pdf
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ILC 計画に関する主な課題について 
 

高エネルギー物理学研究者会議、高エネルギー加速器研究機構 
2021.6.2 

 
序文 
 

2019 年以降、高エネルギー物理学研究者会議（JAHEP）並びに高エネルギー加速器研究機構（KEK）
は、国際リニアコライダー（ILC）計画に関する残された課題の解決のための分析・対応を国内およ
び国際協力によって行ってきた。本文書は、ILC 計画に関する主な課題について、課題解決に向けた
取り組みの現状、今後の方策と見通しを、ILC 計画提案者の立場でまとめたものである。 

 
ILC 計画に関する 2019 年以降の主な進展を時系列に列挙すると以下の通りである。 

2019.10 ILC プロジェクト実施に関する提言[1]公表：建設・運転経費の国際分担についての考
え方、ILC 実施組織のあり方、技術的課題に取り組むための国際協力について提言。 

2019.11 以降 米国政府が ILC への支持を国際会議等で公表。 
2020.1  日本学術会議マスタープラン [2]。 
2020.2 国際将来加速器委員会（International Committee for Future Accelerators: ICFA） ILC

に関する声明[3]：日本での ILC 建設にあらためて期待を示し、ILC 建設のための本格
準備を行う ILC 準備研究所設立に向け、KEK をホストとして ICFA の下に ILC 国際推
進チーム（International Development Team: IDT）を設置することを提言。 

2020.6 欧州素粒子物理戦略 2020[4](3 章)：「次期最優先コライダーは電子陽電子ヒッグスフ
ァクトリー」と提言。日本で ILC がタイムリーに実現する場合には、欧州の素粒子物
理コミュニティは協働して ILC 計画に取り組む意向を提示。 

2020.8 ILC 国際推進チーム（IDT）始動[5]。 
2020.8 東北 ILC 事業推進センター発足[6]。 
2020.10   高エネルギー物理学研究者会議 ILC 推進パネル設置[7]。 

 
ILC 計画に関する残された課題については、その多くが解決のため相応の人的物的資源を必要とする
ことから、ICFA は、2020 年 2 月、日本をホストとし各国の参加研究機関が正式に覚書を交わした上
で資源を持ち寄り ILC 準備研究所を設置して、その枠組みの中で最終的に課題をクリアすることを推
奨した。そして 1 年半程度をかけ ILC 準備研究所設立の準備を行う国際推進チーム（IDT）を 2020
年 8 月に設置した。 
 
以下、文部科学省 ILC に関する有識者会議「ILC 計画見直しを受けたこれまでの議論のまとめ」[8]、
日本学術会議「国際リニアコライダー計画の見直し案に関する所見」[9]で指摘された課題について、
囲み枠の中で、取り組みの現状、今後の方策と見通しに関する要点を ILC 提案者側の視点で回答す
る。 
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（中略）

Edited by K. Fujii, S. Michizono, T. Mori, T. Sanuki, N. 
Terunuma, S. Yamashita
Approved by HEPC (JAHEP)  

https://arxiv.org/abs/2106.00602
http://www.jahep.org/files/ILC20210602.pdf


ILC計画に関する
主な課題について

2021.7.19a

⾼エネルギー物理学研究者会議、⾼エネルギー加速器研究機構

We prepared summary slides to explain the document “On the key issues of the 
ILC project” assuming that a new advisory panel would be launched by MEXT.  The 
chief editor was K. Fujii. http://www.jahep.org/files/ILC20210719.pdf

http://www.jahep.org/files/ILC20210719.pdf


1．国際的な研究協⼒及び費⽤分担の⾒通し
（ア）⾮ホスト国の⼗分な貢献を含む現実的かつ持続可能な国際費⽤分担【有】

これまでの進展：
• 国際的な費⽤分担やILC国際研究所の組織・運営体制の基本指針となるものを、⽂科省の要
請に応じKEKが主宰し欧⽶アジアの国際ワーキンググループでまとめた (2019年10⽉)。

• これが今後の政府間での国際費⽤分担協議における基盤となることを期待している。
• 国際分担の⾒通しに関わる特記事項

• ⽶国：政府(エネルギー省・国務省等)の関⼼と⽀持 ← ⽇本の政産官学からの理解促進の
ための働きかけ
• ⽇本でのILC計画実施への⽀持 (2019年以降,国際会議等で公表)
• ⽇本政府へ閣僚級レター（DOE⻑官書簡抜粋を公開）

• 欧州：研究者およびCERN理事会レベルでの協働の意思表明 ← ⽇本の⾼エネルギーコ
ミュニティからのインプット
• 欧州素粒⼦物理戦略の更新(2020)
• ヒッグスファクトリー(最優先)の意義とILCのタイムリーな実現への協働の意志

準備研究所における取組：
• 政府間の国際費⽤分担協議に必要な情報提供等の研究

者側からのサポートはILC準備研究所本部の主要任務。
• ILC準備研究所は、各国研究者と連携して、各国政府や

予算配分機関に必要な情報を提供し、国際分担協議の
ための環境が整うよう全⼒で補佐する。

当時の状況：研究者コミュニティによる国際分担に関する検討が、プロジェクト実施計画
(PIP)2015年７⽉改定版（ ILC技術設計報告書(TDR)の附属⽂書）等にまとめられていたが、計画⾒直し
(250GeV-ILC計画)に合わせて再検討する必要があった。 ILC計画への⽶国研究者コミュニティ
からの⽀持(Snowmass 2013, P5 2014)、欧州研究者コミュニティからの⽀持(欧州素粒⼦物理戦略2013) が
表明されていたが、2019年9⽉には素粒⼦物理戦略の更新(2020)のプロセスが始まっていた。

加速器

加速器本体 国際分担

電気
機械
設備

基幹設備 (電⼒・⽔など) ホスト国

他設備 国際分担

⼟⽊建築 ホスト国

⼈件費
加速器(検査) 国際分担

据付労務費 ホスト国

測定器建設費 ユーザー負担

国際分担のシナリオ案(国際ワーキンググループ)



• Tomohiro Ichichi, economics
• Tatsuo Ohno, civil engineering
• Sadanori Okamura, astronomy
• Michihisa Kyoutou, optical engineering, industry
• Noritaka Kumagai, light source 
• Haruyo Koiso, electron accelerator (new) 
• Takahiro Shin’yo, diplomat
• Wako Tojima, journalist (new)
• Katsuo Tokushuku, particle physics
• Takashi Nakano, nuclear physics
• Shoken Miyama, astronomy, chair
• Shunsuke Mori, carbon-free society 
• Hideaki Yokomizo, nuclear power 
• Hiromi Yokoyama, science and technology policy 

Panel members
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July 29, 13:00-14:50, mostly orientation 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/064/kai
sai/210729.htm

Only four more meetings, completing by the end of the (fiscal) 
year to review 
(1) international collaboration and cost sharing 
(2) scientific significance and understanding by the science 

community and public
(3) clarification of technical feasibility 
(4) appropriateness of the cost estimate 
(5) prospect to secure human resources and required training 
(6) other issues about the ILC 

First meeting in July

7

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/064/kaisai/210729.htm


MEXT advisory panel will review mostly progress in last three years, concluding by the end of 
this (fiscal) year
• technical issues
• international partners
• public understanding

Two online meetings are scheduled in mid-October (2 hours for each). You will be able to 
listen to the meetings (application required).

Agenda of 2nd meeting
• Toshinori Mori (former JAHEP chair): overview and context of ILC (10’)
• Hitoshi Murayama (WG3 chair): physics of ILC (10’ + 10’ (combined))
• Shin Michizono (WG2 chair): technical feasibility and cost (accelerator) (20’+25’)
• Tatsuya Nakada (IDT chair): pre-lab proposal (10’+15’) 
• discussions 15’

Agenda of 3rd meeting
• Nobuhiro Terunuma (WG2 member): technical feasibility and cost (civil engineering, safety, 

and environment) (10’ + 20’)
• Shoji Asai (ILC-Japan spokesperson): scientific significance and understanding by the 

science community and public (10’+20’) 
• Masanori Yamauchi (KEK DG): human resources and required training (10’ + 20’)
• Yasuhiro Okada (WG1 member): other issues about the ILC (5’+10’)
• discussions 15’

Meetings in October
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A task force was made to help speakers by preparing materials for 
presentations at the advisory panel. A review team was also made.

Task force: K. Fujii, K. Kawagoe (chair), M. Kuriki, S. Michizono, T. Mori, 
S. Narita, W. Ootani, T. Sanuki, A. Yamashita, T. Yoshioka, Y. Okada 
+ many supporters

Review team: S. Asai, K. Hanagaki, N. Saito, S. Sasaki, Y. Ushiroda

Remarks
• The presentation slides must be submitted to MEXT by the end of 

September (modification after submission is allowed).
• Focus on the progress in 3 years since 2018
• The allocated time is short, and the number of slides is very limited.

• Longer slides are also being prepared as references.
• The panel members includes many non-experts of particle physics / 

accelerator physics.
• The candidate site is not explicitly mentioned.

Preparation of presentation materials  
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A few preliminary materials/slides



Seeding the Future: Energy Frontier Planning
` Future collider strategy in the 2014 P5 plan
` Support development and realization of the ILC
` R&D towards a very high-energy proton-proton collider

` Advancing colliders of the proposed size, scale, and complexity 
requires intergovernmental discussions and global coordination
` Concerted effort during last ~3 years by U.S. Government to support 

a Japanese initiative to move forward to its proposed ILC “Pre-Lab” phase
` DOE, U.S. State Department, The White House Office of Science & Technology Policy, 

National Security Council, and U.S. Defense Department

` DOE coordinating with the ILC International Development Team, 
formed by ICFA in 2020, to prepare ILC for its “Pre-Lab” phase
` DOE looks forward to future intergovernmental discussions with 

Japan and other global partners on ILC

February 12, 2020: Letter from the former U.S. Secretary of 

Energy Brouillette to Japan Cabinet S&T Policy Minister 

Takemoto conveying DOE‘s support to advance ILC to “Pre-Lab”

December 30, 2020: DOE-CERN FCC Agreement

` 2019: DOE partnered with CERN and European national laboratories on 
“FCC Innovation Study” proposal submitted to European Commission’s 
Horizon 2020 Design Study initiative
` April 2020: European Commission selected CERN’s proposal for funding

` 2020:  DOE and CERN signed a FCC agreement to continue R&D for a 
100 km collider in the Swiss-French area
` Also advances the next stage of feasibility studies emphasized in the 2020 Update of the 

European Strategy for Particle Physics

August 2021 HEP Program Overview 18

High Energy Physics
Program Overview

HEP PI Meeting
August 2021

Jim Siegrist
Associate Director for High Energy Physics

Office of Science, U.S. Department of Energy

High Energy Physics Program Overview
HEP PI Meeting, August 2021

Jim Siegrist
Associate Director for High Energy Physics

Office of Science, U.S. Department of Energy
https://web.cvent.com/event/1ffa6b78-278d-48f1-8e8c-8432db2f4299/summary
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https://custom.cvent.com/DCBD4ADAAD004096B1E4AD96F3C8049E/files/event/1ffa6b78278d48f18e8c8432db2f4299/9b1ee1c83ad64924b20c0a1f9943ffed.pdf


• 2014年のP5計画における将来コライダーの戦略
• ILCの開発と実現を⽀持
• ⾼エネルギー陽⼦陽⼦コライダーに向けた研究開発

• 提案されたサイズ、規模、および複雑さのコライダーを前進させるには、政府間協議とグローバ
ルな調整が必要

• 提案されたILC「プレラボ」フェーズに進むための⽇本のイニシアチブをサポートするための⽶国政府によ
る過去約3年間の協調努⼒

• DOE、⽶国国務省、ホワイトハウス科学技術政策局、国家安全保障会議、および⽶国国防総省

• DOEは、2020年にICFAによって結成されたILC国際推進チームと調整して、ILCの「プレラボ」
フェーズの準備を⾏う。

• DOEは、ILCに関する⽇本およびその他のグローバルパートナーとの今後の政府間協議を楽しみにしている。

Seeding the Future: Energy Frontier Planning
` Future collider strategy in the 2014 P5 plan
` Support development and realization of the ILC
` R&D towards a very high-energy proton-proton collider

` Advancing colliders of the proposed size, scale, and complexity 
requires intergovernmental discussions and global coordination
` Concerted effort during last ~3 years by U.S. Government to support 

a Japanese initiative to move forward to its proposed ILC “Pre-Lab” phase
` DOE, U.S. State Department, The White House Office of Science & Technology Policy, 

National Security Council, and U.S. Defense Department

` DOE coordinating with the ILC International Development Team, 
formed by ICFA in 2020, to prepare ILC for its “Pre-Lab” phase
` DOE looks forward to future intergovernmental discussions with 

Japan and other global partners on ILC

February 12, 2020: Letter from the former U.S. Secretary of 

Energy Brouillette to Japan Cabinet S&T Policy Minister 

Takemoto conveying DOE‘s support to advance ILC to “Pre-Lab”

December 30, 2020: DOE-CERN FCC Agreement

` 2019: DOE partnered with CERN and European national laboratories on 
“FCC Innovation Study” proposal submitted to European Commission’s 
Horizon 2020 Design Study initiative
` April 2020: European Commission selected CERN’s proposal for funding

` 2020:  DOE and CERN signed a FCC agreement to continue R&D for a 
100 km collider in the Swiss-French area
` Also advances the next stage of feasibility studies emphasized in the 2020 Update of the 

European Strategy for Particle Physics

August 2021 HEP Program Overview 18

⽶国新政権においても現時点で(2021年8⽉）ILC計画の開発と実現を⽀持する⽅針は変わっていない。
ILC準備研究所の期間に準備を進めるための国際的な議論を望んでいる。

Seeding the Future: Energy Frontier Planning
` Future collider strategy in the 2014 P5 plan
` Support development and realization of the ILC
` R&D towards a very high-energy proton-proton collider

` Advancing colliders of the proposed size, scale, and complexity 
requires intergovernmental discussions and global coordination
` Concerted effort during last ~3 years by U.S. Government to support 

a Japanese initiative to move forward to its proposed ILC “Pre-Lab” phase
` DOE, U.S. State Department, The White House Office of Science & Technology Policy, 

National Security Council, and U.S. Defense Department

` DOE coordinating with the ILC International Development Team, 
formed by ICFA in 2020, to prepare ILC for its “Pre-Lab” phase
` DOE looks forward to future intergovernmental discussions with 

Japan and other global partners on ILC

February 12, 2020: Letter from the former U.S. Secretary of 

Energy Brouillette to Japan Cabinet S&T Policy Minister 

Takemoto conveying DOE‘s support to advance ILC to “Pre-Lab”

December 30, 2020: DOE-CERN FCC Agreement

` 2019: DOE partnered with CERN and European national laboratories on 
“FCC Innovation Study” proposal submitted to European Commission’s 
Horizon 2020 Design Study initiative
` April 2020: European Commission selected CERN’s proposal for funding

` 2020:  DOE and CERN signed a FCC agreement to continue R&D for a 
100 km collider in the Swiss-French area
` Also advances the next stage of feasibility studies emphasized in the 2020 Update of the 

European Strategy for Particle Physics

August 2021 HEP Program Overview 18

2020年2⽉にDOE⻑官（閣僚）が内閣府科学技術
担当⼤⾂に送ったILCを準備研究所に進めること
を⽀持する⼿紙

前ページのスライドでILCに関する記述
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ILC技術準備状況
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準備状況

SRF 空洞, CM

ILC

建

設

SRF線形加速器

電子源

陽電子源
アンジュレータ⽅式

陽電子源
電⼦駆動⽅式

ダンピングリング

最終ビーム伝送

ビームダンプ

：～2017年
：2018年～2021年
：2022年～ Pre-Lab

～2017
技術設計・開発 à モデルワーク** à プロトタイプ実証

2018～2021
空洞の高性能化・コスト削減

～2017
技術設計à 要素技術開発à 要素技術実証達成

～2017
技術設計à要素技術開発

～2017
技術設計à 要素技術検証

2018～2021
設備設計の具体化

～2017
技術設計à要素技術開発

2018～2021
要素技術実証

Pre-Lab
国際分担・量産実証・移送実証

Pre-Lab
技術確認

Pre-Lab
回転標的・磁気収束技術確立

Pre-Lab
回転標的・捕獲空洞技術確立

Pre-Lab
高速キッカー技術確認

Pre-Lab
安定運転技術確立

Pre-Lab
遠隔保守技術確立

2018～2021
要素技術実証

～2017                             
技術設計à 要素技術開発à KEK ATFで技術実証

～2017
技術設計à 要素技術開発à KEK ATFで技術実証

European XFEL ユーザー運転

2007年に概念設計書（RDR)、2013年に技術設計書(TDR)を出版された。
これまで建設開始に向け技術開発が順調に進展し、今後の課題についても解決の道筋がついたと考えている。

*EDR:建設開始に必要と
なる詳細技術設計書

(RDR) (TDR) (EDR)*
2021

**モデルワーク（モデル）：小規模モデル、部分/要素モデル。
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超伝導高周波(SRF)技術の進展

14

TDRに基づいた
超伝導空洞の
歩留まり評価

技術設計

空洞・高性能化
コスト削減

空洞製造・性能実証
(歩留まり含む）

クライオモジュールの
組立・評価・移送・性

能保持実証

空洞

クライオ

モジュール

～2017 2018～2021 2022～

モジュール組み立て技術

European XFEL量産実績：
・ILC 仕様歩留まり（90％）に対して

≥ 83 %まで到達

日米協力：新表面処理等で高性能化

日仏協力：クリーン作業の自動化

国際協力・国際調
達により実現
国際的な整合性・
品質管理実証

KEK-STF2での加速器性能検証

KEKのN-Infusion空洞性能（STF-2実装）

European XFEL運用（欧州）

約800空洞/
約100モジュール

LCLS-II 建設（米国）

約280空洞/
約35モジュール

「高圧ガス保安安全」適合の最終設計中

日独協力：空洞製造の効率化

次のステップ：

国際分担・量産実証
→約４１億円／３領域

285人・年／3領域

P.51参照

P.21-23,31,34参照


