シリーズ

円計上した。
「ＩＬＣ」を明示した国の予算は

昌 隆

調査予算の計上と併せ、文部科学省はＩＬＣ

18
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ＩＬＣへの期待と課題（第４回）

宮

県のＩＬＣ建設実現に向けた取り組み
岩手県政策地域部科学ＩＬＣ推進室 ＩＬＣ推進課長

これは現段階においては、
「政府としてはＩＬ

Ｃプロジェクトの実施を決定しておらず、候補

月には世界のＩＬＣに関係する研

究者の組織であるリニアコライダーコラボレー

地も決定していない」ということに起因するも

その後

Ｃへの期待と課題」の今年最後となる第４回は、

ション（ＬＣＣ）のメンバーが来県し、北上サ

今年２月からシリーズで連載している「ＩＬ

県の取り組みを中心に紹介したい。

のである。

からは、日本での実施への期待が寄せられてい

一方、ＩＬＣの建設候補地がある米国やＥＵ
一方で、同年９月に日本学術会議は、事業の

る。海外の研究者からも、北上サイトにおける

明した。

実施決定は時期尚早であり、国は２、３年かけ

受け入れ環境の整備や具体的な設計について、

早急な検討を求められていることから、円滑な

て検討するようにという見解を示した。
このような動きを踏まえ、文部科学省は、平

事業実施のためにも、国による現地調査の開始

国内の素粒子物理学の研究者で組織されたＩ

初めてのことである。さらに今年８月には、平

この調査費については、残念ながら北上サイ

の実施の可否について検討する「ＩＬＣに関す

国のＩＬＣ有識者会議

トに特化した調査には使えない見込みである。

要求したところである。

27

が待たれる。

成 年度予算に、ＩＬＣの調査検討費を５千万

ＬＣ立地評価会議（共同議長：川越清以九州大

動きも含めて改めて紹介したい。

述いただいたところであるが、その後の新しい

で、東北ＩＬＣ推進協議会の高玉事務局長に記

ＩＬＣに関する動向については、前回８月号

ＩＬＣを取り巻く情勢

イトを唯一の候補地として検討していく旨を表

10

成 年度予算に向けて同様の経費を１億円概算

26

学教授、山本均東北大学教授）において、九州
の背振（せふり）サイトと比較して、北上サイ
トが候補地として最適と決定されたのは、昨年
の８月 日。
23

る有識者会議」
（委員

名、座長平野眞一前名

古屋大学総長）を設置した。本年５月に開催さ
れた第１回会議では、平成 年度までの２ヵ年

の立場でできることを実施し、来るべき時に
しっかりと対応できるよう準備しておきたい。

国等に対する要望活動
このような状況を踏まえ、県では大きく分け

て検討する「素粒子原子核物理作業部会」
（委

ＩＬＣは「国際研究プロジェクト」であること

一つ目は、国や関係者等への要望活動である。

て４つの施策を実施している。

員 名、座長：梶田隆章東京大学宇宙線研究所

部会の一つは主にＩＬＣの学術的意義につい

ことが決定された。

要な検討を行なうことと二つの部会を設置する

をかけて、一定の議論の結果が得られるよう必

27

術設計報告書検証作業部会」
（委員 名、座長：

長）で、
公開で開催されている。もう一つの「技

決定できず、複数の関係国と国際折衝を進め、

から、実施については日本政府の判断だけでは

15

国では、有識者会議の設置などにより実現に

費用の負担を含めた様々な条件について交渉を

するもので、こちらは第１回目は公開で行なわ

向けての道筋を示したが、引き続き国や関係者

ＬＣの実現に向けては、
私たちが研究の内容（表

横溝英明（一財）総合科学研究機構東海事業セ

れたものの、費用の検討などは企業の詳細な設

への働きかけが重要である。県では、毎年、政

１）や地域への影響などに関心を持つことが大

行い、合意を得ていくという非常に骨が折れる

計情報の公開などが必要となることから、第２

府に対して重要施策の要望を行う中でＩＬＣの

切であり、県では、関係機関と連携して講演会

この会議は来年度まで実施されることから、

しており、引き続き連携した活動を実施してい

イダー推進協議会など多くの団体が要望を実施

ていただくために、英文、仏文によるパンフレッ

歴史などをテーマにした動画「ＣＯＯＬ ＫＩ

また、海外の研究者の方に岩手の良さを感じ
年度以降と想定され、

トの作成のほか、岩手県の自然や文化、観光や
ＩＬＣの実現に向けては踊り場に差しかかった

国の誘致の判断は平成

くこととしている。

二つ目は、理解増進の取り組みであるが、Ｉ

回以降は非公開により実施されている。

建設実現を強く求めており、また、北海道東北

の開催や講師の派遣、ホームページによる情報

り、 月の第２回有識者会議において、今後の

部会はこれまで５ 回程度の検討を重ねてお

地方知事会や北海道・東北６県議会議長会議、

ンター長）は、主に建設に当たっての費用、人

全長31～50㎞の直線の地下トンネルに建設
される加速器を中心とした大規模研究施設。世
界中の研究者が協力して、「世界に一つだけ」
建設しようという計画。
ＩＬＣでは、トンネルの一方からは電子（e -）
を、もう一方からは陽電子（e+）を入れ直線
の加速器でほぼ光の速度まで加速。真ん中で衝
突させ「宇宙誕生＝ビッグバン」直後の状態を
再現。その時あらわれる様々な素粒子を測定す
ることで、質量の起源や時空構造、宇宙誕生の
謎の解明を目指す。

理解増進の取り組み

ＩＬＣ/国際リニアコライダーとは

発信などを実施している（表２）
。

プロセスを経て実現することになる。

（表１）ＩＬＣの研究概要
東北ＩＬＣ推進協議会や岩手県国際リニアコラ

材集積の見通し及び建設に必要な技術等を検討

10

検討方針などが示される予定である。

11

状態とも言えるが、この間、私たちはそれぞれ
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13
28

ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

一

関

市

海外紹介動画（日本語、英語）、ＩＬＣジオラマ作成、駅
や道路等への看板設置、ピン・バッジ等の資材、ＨＰ、
Facebook、サイエンスカフェ

奥

州

市

国際化推進員の設置、ＩＬＣ出前授業、駅や道路等への看
板設置、クリアファイル等の資材、ＨＰ

盛

岡

市

盛岡駅前大型ビジョンでの動画（県作成）上映、ＨＰ

岩手県 I L C
推進協議会

カンファレンスバッグ及びポロシャツ作成、ILC 県民集会、
ＨＰ、ILC 特別授業（マインツ大齋藤教授）の開催支援、
KEK 等視察会開催

東北ILC
推進協議会

ILC 紹介動画（日本語、英語）、ＨＰ、パンフレット、東
北各県のスーパーサイエンスハイスクール対象の講演、一
般向け講演会、講師派遣、KEK 等視察会開催

ＴＡＫＡＭＩ」を作成し（英語、仏語、中国語、

海外向け北上サイト紹介動画（４か国語）、ILC 紹介リー
フレット（日本語、英語版）、ＨＰ、Facebook、講師派遣

日本語）
、研究者の方にＤＶＤを配布するとと

県

もに、ホームページで公開している。

手

さらに、今年は８月下旬から９月上旬にかけ

岩

て３つの国際会議が一関市と奥州市を会場に開

容

催されたが（表３）
、自国に戻ってからも普段

内

使いにしていただけるようなカンファレンス

な

バックを作成し、資料を入れて配布するなど関

主

係者のアイディアから生まれたＰＲグッズが情

実施主体

報発信に一役買っている。

（表２）岩手県、市および I L C 関連団体の主な広報活動の取組

外国人研究者等の受入の準備

三つ目は、ＩＬＣ受入の準備の中で、特に外

国人の研究者及びその家族の受け入れ環境の整

岩手県公式ホームページ「ILC推進」。文中の「Cool
Kitakami」のほか、
小学生向け普及啓発動画も視聴可能。

カンファレンスバッグ

が、岩手の方と結婚したり、知り合いの方がいた

会議名

概

POSIPOL 2014
8/27～8/29

要

ILC で使用される電子・陽電子源
に関する国際研究会
（一関市 34名）

MDI-CFS Meeting 衝突点付近の設計部門と施設関係の
9/4～9/6
設計部門の合同会議
（一関市 32名）

備である。現在県内

2014 年 11 月号

には５千人を超す外

国人の方が生活して

岩手経済研究

いるが、今回のプロ

ジェクトでは、研究

者の家族を含めて将

来３千人を超す外国

人の方が県内で生活

ILC で使用される ILD 測定器に関
する国際研究会（奥州市 85名）

することが想定され

ている。

これまでも国際化

に向けた取り組みは

ILD Meeting
9/6～9/9

様々実施されてきた

りして、
徐々に外国籍の方が増加していくケース

ではなく、岩手に縁もゆかりもない研究関係者

が急激に増加するというこれまでにない状況が

現れるので、新たな視点での対応も必要になる。

県では、部局を横断したワーキンググループ

を設置し、
「まちづくり・インフラ」
、
「医療」
、
「教

育」
、
「産業振興」の視点から、外国人受入の対

応も含めて、ＩＬＣ実現に向けての課題を洗い

出し、対応について検討を進めている。

今年は、９月に奥州市で開催されたＩＬＣの

加速器関係の国際会議の中に、まちづくりセッ

（表３）国際会議等の概要

20

から直接話を聞く機会を設定した。住宅の賃貸

ションの時間を作っていただき、海外の研究者
り完全にすることにより生み出されるものも多

もあるが、基本的な技術を高めより精密に、よ

２期の本格復興期間（平成 年度〜 年度）に

波から３年７ヶ月が経過し、復興計画は現在第

についてなど、気がついていなかった課題も示

東京から岩手までのＪ Ｒ利用の不安や住宅購入

取得など、想定していた内容が挙げられたほか、

問やアンケート調査を行っている。アンケート

加速器産業への参入を支援するために、企業訪

速器製造に必要な技術の調査を依頼し、併せて

県では、今年度いわて産業振興センターに加

形成プロジェクト」の中に「ＩＬＣを核とした国

るが、そのひとつである「国際研究交流拠点の

ジェクト」として５つのテーマが設定されてい

しい三陸地域の創造を目指す「三陸創造プロ

復興計画には、将来にわたって持続可能な新

入っている。

され、有益な機会となった。

結果によると、関心をもつ企業が多くある反面、

際学術研究都市の形成」が位置付けられている。

くある。

また、奥州市、一関市とは定期的に連絡会議

ＩＬＣについてよく分からない、もっと詳細を

や教育の話、配偶者の働く場所や国際免許証の

を開催し、情報を共有するとともに、県国際リ

ＩＬＣの建設開始は現在の復興計画の終了後

企業向けのセミナーを開催するとともに、企業

となる見込みだが、国際学術研究都市が形成さ

会館中ホールに６００人が参加し、世界的な研

今年の県民集会は、６月 日に盛岡市の県民

ある。

（会長 谷村邦久県商工会議所連合会会長）で

のが岩手県国際リニアコライダ ー推進協議会

ＩＬＣの実現に向けて活動の中心を担っている

県の取組みを紹介してきたが、県内における

県民挙げての実現への想い

しっかり取り組みを進めたい。

新 し い 可 能 性 を 生 み 出 す 創 造 的 復 興 と し て、

いうブランドが、新たに産み出される。未来に

れることにより、東北に「先端科学の拠点」と

県内には、自動車や半導体産業に関係する企

新分野として力を入れており、東北での放射光

岩手県立大学と協働研究を実施しており、外国

検討していく要素は多岐に渡っており、すで

施設の建設に向けた動きも視野に入れながら、

業をはじめ、加速器関連産業への参入可能な技

に対応を開始したものもあるが、引き続き市町

加速器関連産業の集積に向けて、取り組みを進

人の支援体制や人材の育成方法について検討を

村 や 関 係 機 関 等 と 連 携 を 図 り な が ら 検 討 を深

めて行く。

ここで、県の復興計画の中でのＩＬＣ計画の

め、一つひとつ対応していくこととしている。

四つ目は、加速器関連産業の振興である。加

位置付けについて確認したい。東日本大震災津

震災復興とＩＬＣ

速器の製造のためには特殊な技術が必要なもの

加速器関連産業の集積

術を持つ企業が多くある。東北経済連合会でも

活動の支援を行なっている。

訪問において、情報共有や意見交換を行い企業

10

行っている。

研究者の受入れに向けた取り組み」をテーマに

さらに、今年度は「ＩＬＣ建設に伴う外国人

ど関係機関とも情報交換を実施している。

知りたいとする企業もあることから、 月には

28

ニアコライダー推進協議会や県国際交流協会な

26

26
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ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

究者の方３名が一堂に会して、講演が行われた。
その後、満員の会場の熱気の中で朗読された決

オールジャパンで建設実現を

ＩＬＣについては、岩手や宮城などの建設候

や大学の先生、岩手日報社の記者の皆さんによ

にある高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）

れている。県や市だけでなく、茨城県つくば市

ＩＬＣに関する講演会や出前授業などが実施さ

今、県内においては、年間で１００回を越す

もしれない。

がすぐに思い浮かばないことも関係しているか

ＬＣ」や「加速器」といった場合、研究の対象

また、
「宇宙」や「海洋」の研究と違って、
「Ｉ

る機会が少ないことに起因すると考えられる。

ため、全国的な報道などに大きく取り上げられ

これは国として実施の可否を決定していない

状である。

方々にとっては、あまり知られていないのが現

議文の中に「子どもたちに夢を 若者たちに希

展の機会として捉え、会員の英知を結集して、
手作りで策定した重みのある提言である。
民間が主体となった取組みでは、県内に住む

る講演も行なわれている。しかし、他県におい

このような中で今年度、東北ＩＬＣ推進協議

民館単位でのイベントや老人クラブによる寸劇

研究者の方から
「そこに住む一人ひとりが
『自

会では、広報戦略部会を設置し、ＩＬＣを全国

外国人により構成され奥州市に拠点を置くＩＬ

りまとめや海外研究者の視察時の対応などを実

分ごと』として捉え、楽しみながらＩＬＣを迎

に広めるための検討を開始した。

ては岩手県ほどの活動は望めないであろう。

施している。また、
科学の理解増進を進めるイー

える準備をしていくことが大切」という講演が

などが実施され好評を得ている。

ハトーブ宇宙実践センターによる児童生徒向け

あった。県民の皆さんの熱い想いと取り組みが、

Ｃサポート委員会は、ＩＬＣについて提言の取

の活動も活発である。一関市においては、花壇

ＩＬＣ実現に向けた大きな力である。

況を集約するとともに、リニアコライダーコラ

これまで、県、市、関係組織等の取り組みの状
や看板の作成や商店街でのフラッグの掲示、公

22
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補地に住む方々や関係する研究者や企業以外の

【県民集会における３名の講演】
写真左上 村山斉氏（ＬＣＣ副ディレク
ター、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機
構機構長）
写真右上 駒宮幸男氏（リニアコライダー
国際推進委員会委員長、東京大学素粒子物
理国際研究センター・センター長
写真右下 山下了氏（ＩＬＣ戦略会議議長、
東京大学素粒子物理国際研究センター・准
教授）

望を そして、地域とすべての人々に未来への
期待を」というフレーズがある。
県民の気持ちを一つにしたこの想いが、東北
に、そして日本全体に浸透して、ＩＬＣ実現へ
の大きな後押しになることが期待される。

月に、
「ＩＬ

経済界においても、ＩＬＣ実現に向けての取
り組みが進められている。
盛岡商工会議所では、昨年の

おいて延べ 回の検討を重ね、今年の９月に提

Ｃ実現検討会議」を設置し、８の常設委員会に

12

ＩＬＣの建設候補地となった機会を地域の発

言が発表された。

33

県外にいる親戚や友人に年賀状やメールを出

欲しい。

という意味ではそれ以上に大いに盛り上がって

ピックの盛り上がりと同様に、
「日本で初めて」

クト」である。国民の皆さんには、東京オリン

ＩＬＣは「日本で初めての国際研究プロジェ

月までに戦略を取りまとめることとしている。

を招聘し助言を受けながら検討を深め、来年３

ボレーション（ＬＣＣ）のアジア地区広報担当者

イーハトーブ宇宙実践センターによる中学生対象の出前授業

す時に、ＩＬＣのことを一言書いてみるのも、

実現に向けた一歩になると思う。
多くの国民の関心が高まり、ＩＬＣのもたら
す効果をよく認識することが、日本での実現に
向けて最も大切なことの一つであろう。

り、ＩＬＣの実現に向けても、その理念は通じ
ている。

研究施設等の建設においては自然との共生が

重要な要件であり、そこに世界から多様な国籍、

文化、宗教等の研究者が一堂に会して研究を実

施するためには平和が維持されることが必然で

今から３年前、平泉の文化遺産群は世界遺産

世界ジオパークを目指しているが、北上山地に

また、三陸海岸は日本ジオパークに認定され、

ある。

に認定され、日本の宝は世界の宝になった。
「人

強固な花崗岩が ㎞にわたって存在しているこ

お わ り に

と自然との共生」や「平和を希求する心」は、
復興を進める私たちの心と共通するところがあ

一関市内商店街のフラッグ

想いを一つにして、それぞれが自分ごととして、

体、産業界、経済界、関連する企業、関係組織が

たらすものである。実現に向けては、県民、自治

多文化共生や国際化の推進など多くの影響をも

ＩＬＣは、産業基盤の強化や地域の活性化、

と話している。

も、平和の観点からもぜひとも実現させたい」

クトであり、日本のプレゼンスを高めるために

知事が講演の中で、「日本初の国際研究プロジェ

日本創成会議の議長である増田寛也前岩手県

を支えている。

地域にある素晴らしい資源が、ＩＬＣの実現

であり、この地質は地球からの贈り物である。

とが、ＩＬＣの建設候補地になった大きな要因

50

楽しみながら、推進していくことが重要である。

2014 年 11 月号

岩手経済研究
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ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

