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ＩＬＣへの期待と課題（第

回）

ＩＬＣ実現に向けて ｉｎ ２０１６
岩手県立大学長

鈴木 厚人

２０１４年６月に文科省に設置されたＩＬＣ

する地下施設デザインとマスタープラン作成の

会の他に、より専門的見地からの作業を必要と

名の室員から構成されている。さらにこの４部

技術・地域産業を担当する４名の各部会長と８

密接に連携して、経済波及効果や機能分担、施

策定する。さらに、マスタープラン専門部会と

区構想の実現」の検討結果を含めた計画本案を

後述の「地域主導課題の検討」と「国家戦略特

計画骨子案の作成に取りかかっている。今後は、

（東北ＩＬＣ準備室長）

に関する有識者会議は、ＩＬＣの国内実現に関

２専門分野に、産学官連携による拡大作業部会

は じ め に

する政府判断を２０１７〜２０１８年頃までに

設配置、ファイナンス等の検討を進め、地域広

成する。

創設、科学技術特財等）を検討し、提案書を作

ロジェクトへの要請（交付金創設、補助事業の

域主導で取り組むべき課題と経費試算、国家プ

地域負担経費の試算を行っている。今後は、地

送電、通信回線等の周辺環境整備の洗い出しと、

修を含む）
、河川改修、橋梁改修、上下水道、

の位置を想定して、道路（アクセス、幹線、改

電子・陽電子ビームの衝突点や主キャンパス

２．地域主導課題の検討

域基本計画をまとめる。

が設置されている。
政府判断の時期を念頭に置いているため、各

まとめるよう提言した。この中で、欧米などの
具体的な参画、経費分担について明確な見通し

頃までに第２段のとりまとめを行い、それぞれ

作業は２０１７年３月を目標に第１段の、７月

このような状況を鑑み、政府判断の前に、東

の基本計画を作成し、関係各部署への提言や活

を得ることが必要不可欠と指摘されている。
北地域の建設準備活動のさらなる強化を目的と

用を２０１７年度中に実施する。

地域部会の活動
１．地域広域基本計画の取りまとめ
これまで既に、
東北大学、
東北経済連合会（東
経連）や２県３市の各団体が主体となって、

以上のまちづくりプランの報告書が作成されて
いるが、これらの報告書の分析・整理が終了し、
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して、東北ＩＬＣ準備室が２０１６年６月に東
北ＩＬＣ推進協議会の下に設置された。実際に
は２０１５年 月頃から準備室の活動は開始さ
れていて、本稿では、この約１年間の東北ＩＬ
Ｃ準備室の取組と国際情勢の現状を報告する。

東北ＩＬＣ準備室
準備室は室長、フェロー２名、広報・地域・

10

12

ている。しかし、ＩＬＣからの排熱は１００℃

機関・企業との連携により、民間活力導入の視

マスタープラン専門部会は、地域部会・公的

５．マスタープラン専門部会との連携

ＩＬＣ推進に必要な頭脳が国内外から集まる
以下と〝低品位”であるため、熱エネルギー回

点から、持続可能な東北の発展モデルの提案を

は排熱をできるだけ回収するような設計を進め

仕組みづくり、加速器関連産業等の集積に向け

収とその輸送がこのシナリオを成立させるため

目指す。盛岡から仙台までの広域メインキャン

３．国家戦略特区構想の実現

た投資と研究・技術開発の推進、ＩＬＣ立地早

の課題となる。従来は温水そのものをパイプに

現在、既存計画・プランの分析が終了して、

期実現のための規制・基準の緩和などが迅速に

最近、産業技術総合研究所（つくば市）で開

民間活力導入の方策検討が進行中である。今後

パス研究都市を設定して、ＩＬＣを契機に投資

発された粘土系ナノ粒子吸着材は、１００℃以

案と住宅ゾーニングや施設のＰＦＩ導入のあり

より輸送していたが、輸送可能距離には限界が

い 出 し、 先 進 事 例 等 の 情 報 収 集 を 既 に 行 い、

下の排熱を吸収 放
･ 出する性能を持ち、かつパ
イプではなくトラックで輸送できることから、

方についての検討を含めたマスタープランを作

行えるよう、国際リニアコライダー研究戦略特

２０１６年度内に申請に向けた特区設計書の素

ＩＬＣからの排熱を近隣の農林業施設で有効利

成する。

を呼び込む開発ゾーン構想を描く。

案をまとめ、最終設計書に取りかかる。

用する切り札となる可能性を秘めている。今後

ある。

４．地域資源活用によるＩＬＣ研究機
関諸施設の概念設計

はメーカー、自治体、地元生産農家、流通など

区の実現を目指す。このために必要な事項の洗

ＩＬＣ施設は全て電力で動き、ピーク電力は

川上から川下に至る関係者と相談しながら、事

技術部会の活動

は、地域部会がまとめる地域広域基本計画の素

１６４ＭＷ（メガワット）
、年間使用電力は約

排熱利用先としては、高級建築木材や木質ペ

業モデルの策定を行う。

給容量の１・２％程度に相当する。このような

レットの乾燥、工場型ハウス栽培、内陸養魚な

億ｋＷｈ（キロワット・時）で、地域電力供

大電力設備設計にあたり、地域資源活用と１次、

ど多くの可能性を持っている。またこのモデル

１． 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

２次、３次産業全てを含む地域産業との密接な

本部会とＩＬＣ‐ＵＤ（ Utility Design
：施
設設備設計）
、企業との合同設計チームにより、

ＩＬＣと１次産業とのリンクの可能性は排熱

は、ＩＬＣ完成を待たなくても、従来は放置さ

きな割合になっているという特徴がある。先ず

利用だけではなく、例えばＩＬＣのキャンパス

さらに、本部会とＩＬＣ‐ＵＤにより、加速

連携を検討する。

はグリーンＩＬＣ（後述）を実現するために、

は木材利用を主体に考えている。最近の集成材

器コンポーネントの製作、試験、保管の設備に

電気（給電と配電）
、冷却水（給水、配水、排水）
、

このような持続可能な電力をベース電源とす

技術、その結合金具、耐火構造の開発で大型の

対する検討が行われている。但し、測定器製作・

れていた焼却場、ボイラーなどあらゆる低温排

る。また空調設備に必要な冷水、温水発生設備

木造建築が可能になった。欧米では教育研究機

試験・保管に関しては今後、検討する。

域と比較して、水力＋地熱発電量が ％もの大
28

東北地域の電力供給設備の容量は日本の他地

も可能な限り再生可能エネルギーを利用する。

関の多くが木造であり、東北地域は日本有数の

空調、トンネル設備、ヘリウム冷凍機等のトン

ＩＬＣで使用した電力は最終的には全て熱エ

森林資源に富む地域であることから、ＩＬＣを

熱の回収・利用を可能にする。

ネルギーとなり、冷却水で冷却される。従来は

契機として先導的な役割を果たすことを目指す。

備・保管の課題整理と対応策をまとめる。

２０１６年度内に、加速器に関する製作・整

続設計が進行中である。

ネル設計に必要な、地上設備と地下設備との接

ＩＬＣへの期待と課題

冷却塔から空中へ放散させていたが、ＩＬＣで
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これまでの地質調査等の調査結果の取りまと

２． ＩＬＣの地下施設地帯の地質・水文調査
設（水利権・浄水・配管施設）の利用が可能で

置する。冷却水は現地調査の結果、胆沢ダム施

と日量１万トンの工業用水を用いる冷却塔を設

今後は日本政府のみならず英文版を各国に配

布して、政府間協議の場で活用してもらう。

西欧では、大型プロジェクトの管理・運営機

め・分析と同時に、弾性波探査を実施し、デー

これまでの調査・検討から、電力エネルギー・

構内に、電力の節約や排熱利用を促進する省エ

５．グリーンＩＬＣ

水や表流水への影響を評価するための水文調査

フローに必要な設備や地元接続準備のデザイン

ネ部門を設置することがほぼ義務付けられてい

あることが判明した。

に着手した。ここでは、以前に掘削して保存さ
が完成した。

）との系統連

と、ＩＬＣ安全稼働のために液化天然ガスによ

出向か、またその併用か）
、法的基盤（国際協

用か）
、雇用形態（現地直接雇用か各国からの

の使用等々が可能になる利点を持っている。す

廃熱のトラック輸送による乾燥・給湯・空調へ

と吸着熱を利用した冷温熱供給、大容量の蓄熱、

ＡＡＡとの連携により、加速器トンネル掘削

の地域にかかわる年次ごとの課題の抽出、様々

な権利・法規類の調査（年次進行）を進め、コ

20
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タ解析を行っている。さらに、工事による地下

れているボーリング孔を用いて温度検層を実施

際検討チーム作られた。現在は、先端加速器科

る。ＩＬＣにおいても省エネを重要視しなけれ

４．ＩＬＣ国際研究機関の組織・運営・
管理機構の提案

学技術推進協議会（ＡＡＡ）が中心になって取

り組んで来ていて、
報告書は日本語版（ https://

ばならず、ＩＣＦＡでの日本の提案によって国

ＩＬＣの組織、運営体制、管理構造はいかに

し、 Utility Design
の基礎データを取得した。
これからは、弾性波探査の未実施区間での探
坑口調査を始める。また、水文調査は、融雪期の

あるべきかを、これまでの国際大型プロジェク

査、地質調査の総合解析を実施するとともに、
調査を実施して、年間サイクルの把握に努める。

トの例を比較・検討して、２０１２年９月に国
グループが中心になってまとめた英文の提案書

）が出ている。
GreenILC-Report-E-2014.pdf
本技術部会では、
「地域資源活用によるＩＬ

aaa-sentan.org/pdf/Green ILC-Report-J-2014.
、英語版（ https://aa a-sentan.org/pdf/
pdf)

ＩＬＣの電気設備と地元電力網との接続、Ｉ

を今回、和文に翻訳した。この提案書は、日本

Ｃ研究機関諸施設の概念設計」で説明したよう

際将来加速器委員会（ＩＣＦＡ）の下で、日本

ＬＣ冷却水設備の地元対応などの最適設計、安

政府が諸外国との政府間協議の場での議論に資

３．ＩＬＣ受入に必要な設備の検討

全面等で必要になる付帯設備の検討を行った。

に、吸着材蓄熱システムを用いた未利用排熱の
特に、ＩＬＣの管理・運営については、物資

℃〜２００ ℃）
、吸着材による乾燥

るコジェネ（熱電併用供給：

定か合意書か、またその時間的発展か）を、プ

の利用（

再利用を検討している。この方法は、低温排熱

するようにまとめられている。

設として、地元電力（１５４ （キロボルト）
）

調達方法（共有現金か現物支給か、またその併

その結果、電力エネルギーの受け入れ地上施
）

系を実現する。コジェネは理化学研究所で稼働

なわち、未利用の廃熱を蓄熱し、必要とする場

を提案した。

れぞれの項目に対して複数の推奨ＩＬＣモデル

11

６．地下専門部会との連携

ロジェクトを進める前に政府間協議で合意を得

60

している装置の３倍程度の規模にする。地下施

さらに、
提案書には欧州共同素粒子研究所（Ｃ
ＥＲＮ）と国際核融合エネルギー機構（ＩＴＥ

を回収する設備（後述グリーンＩＬＣで説明）

電力エネルギーの出口には、冷却水から排熱

スホールに、ＩＬＣローカル変電所（６・６

kV

Ｒ）の管理・運営に関する 項目を比較し、そ

kV

所へ供給することで省エネルギーを実現する。

66
kV

る必要がある。

kV

設には、Ｊ ＰＡＲＣ中央変電所と同一設計の
ＩＬＣサブ変電所（
→６・６ ）をアクセ

を受電するＩＬＣ中央変電所（１５４ →

kV

66
kV

→４００Ｖ以下）を主トンネル内に設置する。

66
kV

ストダウンの手法を含む、具体的な地下施設の
設計・検討を取りまとめる。

今後は、技術セミナーを継続するとともに、
機が熟した時点で小規模な多企業参画によるＩ
ＬＣ技術開発拠点構築を目指す。

会、Ｑ＆Ａ集の配布をＫＥＫやＡＡＡと連携し
て実施した。

国外への発信に対しては、２０１６年 月

日〜 月５日に仏ストラスブールで開催された

29

携を促進するために、東経連、いわて加速器関

まず、東北企業とＡＡＡ、ＫＥＫとの技術連

べく、その作業に取りかかった。

ＩＬＣ技術開発・イノベーション拠点を構築す

関、企業による準備段階における東北地区での

業参画ラボである。これと同様の大学、研究機

内に多くの企業の技術開発分室を設置した多企

たのが、高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）

企業のＣＥＯの方々の意見を参考にして考案し

発＋技術イノベーションを推進するかを、大手

者が圧倒的に少ない日本で、いかにして技術開

欧米に比べて、大学や公的研究機関内に技術

１． 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

合い別の算定を試みるなど、ＩＬＣ経済波及効

定を評価・分析し、さらに、波及効果の進展度

波及算定専門家が加わり、これまでの数々の算

銀行グループ価値創造研究所の経済学者、経済

学、一橋大学、東京大学、東北大学、政策投資

寛也氏（東京大学大学院客員教授）や学習院大

作業部会には、特別アドバイザーとして、増田

以後、ハイピッチで調査が行われてきた。この

ＡＡＡ、自治体が参加した作業部会が発足し、

進協議会（準備室）
、東経連、盛岡商工会議所、

調査委員会を設置した。ここに、東北ＩＬＣ推

果の算定を行うイノベーション・経済波及効果

会は、ＩＬＣの実現に伴う多面的な経済波及効

く理解してもらうために、岩手ＩＬＣ推進協議

２．ＩＬＣの意義、社会・地域・国内・
国際貢献のまとめと広報活動

最大である。

多いが、会員は世界中に及びこの種の団体では世界

日本では「米国電気電子学会」と訳される場合が

※ＩＥＥＥ

研究者が立ち寄り、大盛況であった。

意を伝えた。３日間の展示で１０００名以上の

ンシャルの高さや東北のＩＬＣ誘致にかける熱

Ｃへの取り組みの紹介により、東北企業のポテ

展し、東北７県の企業 社のパネル展示とＩＬ

た。さらに、会場内にＩＥＥＥ東北ブースを出

本の立場、国内・地元の準備進捗状況を紹介し

ＩＬＣに関する特別セッションが設けられ、日

電気・通信・電子・情報・その関連分野の国際

連産業研究会、ＡＡＡ、ＫＥＫが協力して、Ｉ

果算定の最終版の作成を目的に作業を進めてい

冊子を活用した広報活動に重点を置き、これ

※
会議（ＩＥ
ＥＥ２０１６）のオープニングで、

ＬＣ技術セミナーを第１回：超伝導加速技術（岩

る。中間報告が昨年の秋にまとめられ、今年３

国や地域、経済界、国民からＩＬＣをより広

手県立大学）
、第２回：電子回路技術（北上市）
、

広報部会の活動

までに作られた数々のＩＬＣ広報冊子をまとめ

て、コンパクトにしたＩＬＣパンフレットを作

成し、配布の準備を整えた。本格的な広報冊子

１．ＩＬＣに関する地域の準備状況の
国内外への情報発信

さらにはＩＬＣに関する国内外情勢と準備室

は、項目別の分冊体で作成し、今後各方面への

術センターで２回実施されたほか、東経連ビジ

ＩＬＣ計画に対する理解を得るために、各種

年７月までに完成を目指す。

説明資料として利用可能な体裁でまとめる。今

ネスセンターによる〝ＩＬＣ・東北放射光セミ

ＩＬＣチャレンジ部の指導により岩手県工業技

11

の活動状況を正確に把握してもらうため、報道

超伝導空洞を実際に製作する試みが、ＫＥＫの

立大学）をこの３月に予定している。さらに、

し、第４回：コンピューティング技術（岩手県

月に最終報告書を完成させる予定である。

２．イノベーション・経済波及効果調査

10

第３回：大電力高周波技術（一関市）まで実施

地域産業部会の活動

11

イベント、公共施設の空間利用、講演会、視察

ナー”が宮城県と青森県で開催された。
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立案が主な目的であるが、その前に、いかにし

おける外国人来訪者に対する衣食住環境整備の

外国人居住支援体制の検討・整備と建設期に

３．多文化共生社会の実現に向けての準備

実施している。

機関に対して３〜４カ月毎に記者レクチャーを

セージが出された。

政府によるＩＬＣ計画の先導を期待するメッ

そして半年後にはアジアの研究者からも、日本

セージが出された。同時に米国研究者からも、

同時に、日本政府からの早期の提案を望むメッ

告され、日本におけるＩＬＣ建設を支持すると

究者による素粒子物理学の欧州５ヵ年戦略が報

がまとめられた。その３か月後には、欧州の研

の熱意を伝えた。

Ｃ推進協議会会長が講演を行い、日本及び地元

東北ＩＬＣ推進協議会会長、谷村邦久岩手ＩＬ

２０１６年２月の訪米では鈴木議員、高橋宏明

の 会 合 で は 鈴 木 俊 一 衆 議 院 議 員（ 岩 手 ） が、

た取り組みが始まった。なお、２０１５年４月

進めているグループとの懇談の場を持ち、課題

物理学の共同研究を一緒に進めてきたことか

科学技術協力事業の支援の下で、高エネルギー

い、同年 月には東京で、鈴木議員を中心とす

て、産学連携によるＩＬＣ共同推進の議論を行

２０１６年５月に東京スペイン大使館におい

みが開始された。

欧の研究者間のみならず、政官産学間の取り組

日米政府間協議の開催に伴い、これまでの日

２．日欧間

て地域住民が外国人という障壁（バリア）を取
り除くことができるか、すなわち各種の国際交

このような状況の中で日本の研究者は、これ

１．日米間

加によるバリアフリー環境の実現が必要である

まで 年以上にわたり日米政府間の協定による

流協会や支援者の取り組みだけでなく、住民参
ことを痛感し、小規模ながら外国人との交流を
把握を開始した。

30

各市町村の外国人対応窓口との連携によって業

フィスがＩＬＣ施設内に開設される。そして、

食住を含む全ての相談に対処するユーザーズオ

ＩＬＣが完成した際には、ＩＬＣ関係者の衣

国の政府、日米研究者、ＡＡＡの連携によって

研究所建設推進議連の主導のもと、文科省、米

ことを提案した。そして、超党派のＩＬＣ国際

はアジアの国々と段階的に政府間協議を進める

ら、最初に日米間で、その後に欧州と、さらに

ホイヤー欧州委員会科学技術アドバイザー（前

トラウトマン欧州議員（元フランス文化大臣）
、

議員間のＩＬＣ連携の推進が約束された。

員（元科学技術大臣）との面談が行われ、両国

る議連議員とドイツ連邦のリーゼンフーバー議

月に前述のＩＥＥＥ２０１６会場で、

務が行われると予想される。しかし、実際に外

次のような進展を見た。

を構築することを、今年の課題とする。

フィス・市町村窓口・第三者組織の連携モデル

が効率的である。ＩＬＣ関係者・ユーザーズオ

は、第三者の専門組織の助けを借りることの方

談、翌２０１５年４月の第３回議連訪米による

訪米による大統領科学補佐官や国会議員との懇

長官とのＩＬＣ懇談、同年７月の第２回の議連

２０１４年１月には、文科大臣とエネルギー省

の Ｉ Ｌ Ｃ 実 現 シ ン ポ ジ ウ ム が 開 催 さ れ た。

まず、２０１３年４月にワシントンで第１回

院議員（宮城）が基調講演を行い、ＩＬＣ誘致

は、階猛衆議院議員（岩手）と伊藤信太郎衆議

ＩＬＣ提案や連携窓口が確立した。この会議で

協議が行われ、欧州委員会の大型施設計画への

要国政府関係者と日本側政産学関係者との間で

ＣＥＲＮ所長）
、欧州委員会大型施設部会の主

ＩＬＣに関する国際動向

２０１６年２月の第４回議連訪米に伴う日米政

２０１６年４月、バナラシー・ヒンズー大学

３．日印間

に関する思いを熱く語った。

同じ

国人と問題解決の行動を共にすることに対して

10

10
日 米 科 学 技 術 戦 略 円 卓 会 議 の 実 施 と 続 き、

ＩＣＦＡの監督のもとに設置されたＩＬＣ国

府間協議の具体的議論を経て、同年５月に日米
政府間協議が開始され、共同コスト削減に向け

際技術開発チームにより、２０１２年 月にＩ
ＬＣ建設に関する最終技術設計書と経費見積書

12
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（ＢＨＵ）でのＩＬＣに関する講演の後、イン

内ツアーを実施し、約１００名が参加した。

Ｃ連携を推進する話が提案された。その後、両

ネルディスカッションを実施した。約４００

基調講演と建設候補地の首長等によるパ

⑤ＩＬＣシンポジウム

機関の間で協議が継続し、２０１７年２月に連

名が参加し、建設の機運を盛り上げた。

ド側からインド大学連合とＫＥＫとの間でＩＬ

携推進に関する覚書が締結されることになった。

ることになる。ある意味では、臨戦態勢に入っ
たと言えよう。

３．河村超党派ＩＬＣ推進議連会長の
挨拶とスタンディング・オベーション

さ、歓迎のすばらしさが強く印象に残ったとい

して多くの研究者から、地域の自然環境の抜群

地元にもＩＬＣへの理解が一段と深まった。そ

へ地元の熱意と魅力を十分に発信できた。また、

これらの取り組みによって、国内外の研究者

ることを力説した。そして、
〝和をもって貴し

スト”を危惧して、今こそ世界融和が大切であ

トランプ次期米国大統領の〝アメリカ ファー

にした世界の融和”を強調し、英国のＥＵ離脱、

を紹介した後に、政治の立場から〝科学をもと

までの議連を中心とするＩＬＣ日本建設の活動

初日の基調講演で河村建夫議連会長は、これ

岡で開催された国際リニアコライダー・ワーク

うメッセージが届いた。また、一部からではあ

となせ”の言葉を紹介し、日本からＩＬＣを新

ＬＣＷＳ２０１６：盛岡

ショップ（ＬＣＷＳ２０１６）において全力投

るが、日本の中学・高校生の優秀さに驚いたと

２０１６年の活動の集大成として、 月に盛

１．準備室の主体事業

球した準備室の主体事業は次のとおりである。

たな象徴とする〝サイエンス ファースト”の

メッセージを発信した。このスピーチに対して、

直接、耳にした。

の一つである企業セッションおよび交流会

開始に向けて経費削減の検討が主課題となり、

今回のワークショップのハイライトは、建設

強くアピールすることとなった。

計画の国際情勢の現状であることを、国内外に

ング・オベーションが起こった。これがＩＬＣ

サイエンスの国際会議では珍しく、スタンディ

業セッションでは、多くの研究者の参加の下

それが開始されたことである。これまでＩＬＣ

の開催

で、東北地区の企業の力量をアピールした。

計画を、２５０Ｇｅ Ｖ（ギガ電子ボルト）エネ

展示会では国内・県内企業 社が出展、企

セッション後の交流会では約８８０名の参加

ネルギー増強１年と運転５年、第３期５００Ｇ

ＩＬＣによる
〝サイエンス ファースト”
の意

まとめにかえて

岩手県内自治体、大学、農協等からの参加

味はさらに〝世界の融和＋日本の未来の開拓”

③中高生と海外研究者との交流会
地元中高校生 人が、新進研究者３名、古
参研究者２名と交流を深めた。
④日本文化体験ツアー

ワークショップでは、第１期までの 年間に限

画として、総経費の算定がされていた。今回の

された、基礎科学による世界への挑戦をとおし

と広く解釈できる。佐々木毅元東大総長が主張

30

Ｃの拡張は逐次成果を評価しながら検討を進め

なった。第２期、第３期、さらにその後のＩＬ

政府間の協議に値する資料作成を行うことに

定して、さらなる経費削減と算定を再試行し、

られる国へ」と日本の未来創出の意義も大きい。

生」
、そしてこれらが結集して「求める国から求め

アジアの中心に」
、
「ものづくり大国、日本の再

ての「日本発、世界の文化の創造」
、
「第３の極・

15

１１００名が来場した。

ｅ Ｖエネルギー増強１年と運転８年の計 年計

Ｇｅ Ｖ運転に５年、第２期３７０Ｇｅ Ｖへのエ

10

を得て開催した。期間中の４日間に、のべ約

②いわてまるごとフェア

ルギーでの諸施設の建設に 年、第１期２５０

２．ＬＣＷＳ２０１６のハイライト

①企業展示会とワー クシ ョップのプログ ラム

12

者があり、情報交換・議論を深めた。

54

建設候補地視察会や同伴者向けの岩手県
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