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東北での活動経緯 2

東北の主な動き

2009
東北加速器基礎科学研究会設立 •地質調査開始（～2017）

2012
東北ILC推進協議会設立
岩手県ILC推進協議会設立

2013
•社会インフラ現状とりまとめ（立地評価会議提出用）
•岩手県によるILC立地に係る自然環境調査（～2014年度）

2014
•加速器トンネル、検出器ホール、アクセストンネル、抗口の位置等を含む具体的検討

（～2017年度）

2016 東北ILC準備室設立 •水文調査実施

2018 •東北マスタープランの作成

2019
•東北施設計画評価（7月～2020年2月）
•「地球村創生ビジョン」策定
•KEKでの戦略的環境アセスメントの観点に基づいた検討への協力

2020 東北ILC事業推進センター設立 •成果とりまとめ → IDTへの提供

2021
国際チーム／KEKと連携した活動（土木、施設、物流、環境アセス等）
地域の受入準備

1980年代より日本でのリニアコライダー開発研究が始まり、90年代には東北への誘致検討が開始されている。



建設候補地
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• 強固な岩盤
• なだらかな丘陵
• 国内外からのアクセスに優れる
• 既存の社会インフラが利用可能

平成25年8月17日

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。

ILCの候補地として、北上サイトを最適と評価する。

※国際研究者評価委員会でも承認

地質図



東北の推進体制
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岩手県ILC推進協議会 東北ILC事業推進センター（2020.8～)

東北ILC準備室（2016）

岩手県議会・宮城県議会国際リニアコライダー建設実現議員連盟

奥州市議会ILC誘致推進議員連盟

大船渡市議会国際リニアコライダー誘致推進議員連盟

気仙地区議会国際リニアコライダー誘致推進議員連盟

岩手県国際リニアコライダー推進協議会（岩手県内の経済・産業団体等）

いわて加速器関係産業研究会（岩手県内のものづくり企業等）

気仙広域ILC推進会（大船渡市、陸前高田市及び住田町の経済・産業団体等）

岩手大学ILC推進会議

県南広域振興圏国際リニアコライダー関係市町等情報交換会
（岩手県南広域振興局及び県南8市町）

奥州市ILC推進連絡協議会

ILC推進行政連絡会議（岩手県及び関係市）

陸前高田市ILC誘致促進協議会

大船渡市ILC推進協議会

いわてILC加速器科学推進会議（岩手県内の法人・個人）

ILC実現を熱望する住民の会（一関市及び平泉町住民）

東北大学ILC推進会議

気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会

登米市国際リニアコライダー誘致推進協議会

栗原市ILC誘致推進協議会

岩手県、宮城県のILC推進団体



東北ILC推進協議会
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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。

231会員 （令和3年8月10日現在）

（産：203、官：18、学10）

2012年7月「東北加速器基礎科学研究会」から改組



東北ILC準備室（2016年～2020年）
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設置目的：
2017～2018年の政府検討の前（当時の状況）に、東北地域での建設に必要な準備を整える。

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

広報

• ILCに関する地域の準備状況の国内外への情報発信
• ILCの意義、社会・地域・国内・国際貢献のまとめと

広報活動
• 多文化共生社会の実現に向けての準備

地域

• 地域広域基本計画の検討・とりまとめ
• 地域主導課題の検討
• 特区構想への取り組み
• 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

• 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

• ILC地下施設地帯の地質・水文調査
• ILCの受入に必要な設備の検討
• ILC国際研究機関の組織・運営・管理機構の提案
• グリーンILCへの協力・参画

産業
• 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



東北ILC準備室の成果
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ガイドラインシリーズの発行・公開

公開先 https://tipdc.org/



東北ILC事業推進センター 8

目的：

IDTをはじめとした研究者コ
ミュニティに協力し、地域が主
体となってILCの受入環境整備
等の具体的な検討を行う。

東北ILC事業推進センター

東北ILC準備室
移行

2020.8設立

第1回勉強会資料

2021.6プレラボ提案書公開

2020.8設立



東北ILC事業推進センター体制
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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

岩手県立大学
鈴木厚人学長



1. ILC建設に向けた事前の調査分析活動
（自治体、大学、研究者）

• 地形・地質調査

• 環境影響検討

2. ILC施設設備の現地における検討、IDTへの情報提供
（東北ILC事業推進センター）

• 施設計画の策定

• 地域拠点整備検討

3. 地域への説明
（東北ILC事業推進センター、KEK、関係自治体）

4. 加速器関連産業の振興
（東経連ビジネスセンター、東北ILC事業推進センター、自治体）

5. ILCを契機とした東北の発展
（東北ILC推進協議会、産官学連携、東北ILC事業推進センター、自治体）

東北におけるILC受入に向けた具体的な活動
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• 国際研究者チーム
（IDT）

• KEK

連携

情報共有
具体的検討



１．ILC建設に向けた事前の調査分析活動 ～地質調査（１）～
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１．ILC建設に向けた事前の調査分析活動 ～地質調査（２）～
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2009年～2017年：地質調査
2014年～2017年：加速器トンネル、検出器ホール、アクセストンネル、抗口の位置等を含む具体的検討
2016年～2016年：水文調査
2016年～2017年：北上サイトに特化した電気･機械設備設計、およびコスト評価
2019年～2020年：東北ILC施設計画作成および土木学会評価

• 一様な地質条件、頑丈な岩盤
• 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

岩盤割れ目

岩盤硬さ



１．ILC建設に向けた事前の調査分析活動 ～環境影響検討～
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2014年度～2015年度： ILC立地に係る自然環境調査（岩手県）
① 既存資料収集整理、解析・考察
② 植生図作成
③ 自然環境情報マップ作成
④ 猛禽類調査
⑤ 学識者ヒアリング

・ルート選定の参考情報として研究者に提供
・「環境影響評価方法書（原案）」を作成

今後の主な課題

１）一般事項（学識者ヒアリング等での指摘）

環境影響評価の必要性の検討、土捨て場に係る環境配慮の進め方等

２）猛禽類調査の継続（2繁殖期）

３）植生図の精度向上のための追加調査

４）調査継続による自然環境情報マップの作成

事業計画が固まった段階で行う事業実施主体による
環境アセスメント（実施段階アセスメント）より早
期において、事業実施段階に至るまでの意思形成過
程（戦略的な段階）の段階で行うとされている戦略
的環境アセスメント（SEA）の手法を導入した環境ア
セスメントを実施することが円滑かつ適切な計画推
進のためには必要である。

https://www2.kek.jp/ilc/ja/contents/docs/Strategic_Environment
al_Assessment_of_the_ILC_Project_Summary_of_the_Discussion
_japanese.pdf

実施にあたっては地域との連携が必要



２．ILC施設設備の現地における検討 ～ 施設計画の策定（１）～
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施設配置計画

北上サイトの地下施設計画：概念設計、施工計画、工事費概算等の検討

長大トンネル、地下空洞の建設

建設候補地周辺のインフラの状況、インフラ接続計画



２．ILC施設設備の現地における検討 ～ 施設計画の策定（２）～
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土木学会 岩盤力学委員会 ILC
施設計画評価小委員会により
「施設計画は技術的成立性を担
保しており、その内容が妥当で
ある」と結論された。

主加速器トンネル（幅9.5m、高さ5.5m）

排水系統

全体工程概略

https://tipdc.org/document/ilc



２．ILC施設設備の現地における検討 ～地域拠点整備検討～
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国内外からの部品・装置に関連して試験機能や保管機能が必要となるため、それら機能については、
利用できる道路や港湾、活用できる施設等を考慮し検討を行っている。

○車で１時間以内
○車で２時間以内

KEK加速器部品保管倉庫（20 x 60 m2）

地上部アクセスステーション（イメージ）



３．地域への説明
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・地域住民に対する安全管理、リスクマネジメント等についての理解促進

KEKと地域官学共同による説明会実施（2018年度末から計10回開催）
セミナー資料：https://tipdc.org/assets/uploads/2021/09/d397c54729207723468b98cf110ae4cd.pdf

ILCの安全管理に関する資料、Q&A集の発行
https://tipdc.org/assets/uploads/2020/12/guideline06.pdf
https://tipdc.org/inquiries#qa

○ 住民からあげられている主な懸念事項
－ ILCの運転によって生じる放射性物質処理
－ 災害（地震、停電）対策
－ 電力の確保
－ 工事に伴う環境への影響
－ 将来的な放射性廃棄物処分場への転用、等

・ILCの科学的意義、最新の状況、人材育成
講演会、技術セミナー、科学コンテスト、

技術研修会等の開催



４．加速器関連産業の振興
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加速器関連基盤技術を持つ企業
（約700事業所）

• 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

東北経済連合会ビジネスセンター

地域企業の支援活動

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

いわて加速器関連産業研究会

- 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



５．ILCを契機とした東北の発展 ～東北マスタープラン～
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2013年：ILC立地評価会議の検討過程において、周辺の社会インフラ（医療、住居、交通、商業施設、宿泊施設、教育機関、

文化施設・レジャー施設等）の現状や外国人受け入れ準備状況について情報整理を行った。

2018年：東北ILC準備室において「東北ILCマスタープラン」作成

【コアゾーン】
ILC を契機とした東北の発
展においては、各都市のポ
テンシャルを生かしILC の
多様な効果を最大限発揮で
きるようコアゾーンを形成
し、相互に連携する。

東北の発展フェーズイメージ
人・モノの集積、イノベーション創出

ILC東北マスタープラン https://www.tohoku-ilc.jp/pamphlet



５．ILCを契機とした東北の発展 ～地球村創生ビジョン～
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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

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

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

ILCを契機とした地域づくりの基本コンセプト＝地球村

（2019年12月）



５．ILCを契機とした東北の発展 ～グリーンILC～
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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

④ CO2の吸収・固定 → 地域林産業との連携

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 ⇒ CO2収支の黒字化・輸出地域へ

⇒ ILC関連施設の木造化（バイオマスの利用→熱源）
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

https://tipdc.org/assets/uploads/2020/12/guideline04.pdf



５．ILCを契機とした東北の発展 ～グリーンILC～ （排熱利用）
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ILCからの排熱＋岩手・東北の特徴

• 工場や温泉、地熱発電など熱源ポテンシャルがある

• 中山間地が多く、排熱施設と熱利用施設を集積できない

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、実証試験実施

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（多孔質粘土系焼結体）

• 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。

https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2020/proceedings/PDF/
THOT/THOT01_oral.pdf



５．ILCを契機とした東北の発展 ～グリーンILC～ （森林資源活用）
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木造加速器施設の例

https://www.psi.ch/en/psd/facilities

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。

モデルスタディ (産学連携：株式会社シェルター、岩手大学）

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

• 東北地域の豊富な森林資源の活用
• 計画的な原木伐採、製材による未利用バイオマス資源利用促進

https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2018/proceedings/PDF/THP1/THP134.pdf



５．ILCを契機とした東北の発展 ～多文化共生～
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地元自治体では、外国人へのサポート体制の充実・強化に向けた検討を進めている。

生活支援
•相談窓口の設置

国際交流センター等での多言語対応、
行政書士 会と連携した在留資格、諸手続の対応

•多言語サポーターの育成支援
医療受診、外国人児童生徒通訳等の研修

日本語学習支援
•日本語サポーターの育成と紹介
•日本語教室の実施
•外国人児童の日本語学習支援

情報提供
•多言語による情報公開

ホームページ、FMラジオ、情報誌の発行
生活ガイドブック、マップ

•生活適応支援プログラムの提供
•外国人の観光支援

商業施設
•「指さし対話集」の作成・配布（岩手県）
•地域の国際交流協会等との連携による生活全
般のサポート体制の充実。

医療
•外国語対応医療機関、多言語問診票の公開
•サポート体制強化に向けた検討

英語対応のための医療クラーク育成

医療機関窓口職員の研修充実、薬局の国際化等

ワンストップサービス
外国人研究者とその家族のための「生活支援」「生活環境整備」
「生活リスク対応」の窓口となり関係機関とつなぐワンストップ
サービスの充実について検討を進めている。



まとめ

• 東北では産･官･学･自治体など様々な組織においてILC推進活動が活発
に行われている。

• 国際推進チームやKEK等の研究者コミュニティと連携し、地域が主体
となって進めるべき課題に取り組んでいる。

ILC建設に係る調査分析、施設設備計画策定、拠点整備計画

住民の理解促進

• ILCを契機とした、東北の特徴を生かした新たな地域の発展について
検討を行っている。

加速器関連産業振興

東北マスタープラン、地球村創生ビジョン、グリーンILC
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