
日本学術会議

会長 山極壽一 先生

国際リニアコライダー計画の見直し案に関する検討委員会委員長 家 康弘 先生

先日は、私どもの意見書（8 月１０日付）をご受理頂きありがとうございます。 
今回、岩手県で活動している住民団体、ILC 誘致を考える会より、委員会宛に意見書を預

かりましたので送付させていただきます。参考意見としてよろしくお取りはからい下さい。 
私自身はこの新しい意見書の作成には全く関わっておりませんが、この送付の機会に委

員会むけに社会学者としての私見を少しだけ述べさせていただきます。

①検討中の委員会の答申が出る前にその案に対してメディア（産経新聞など）等を通じて抗

議する動きが出てきたことに疑念を感じました。そこには「学術会議がなんといおうと、政

策を決定するのは政治である」という、学術会議の意義を研究者自身が否定する態度さえ見

て取れます。

②またこの間、メディアの方が複数私のところにたずねてきましたが、その中で、某紙の記

者が記事をめぐって有力政治家から強い抗議を受け、人事にも影響があったという話を聞

きました。以前の意見書をともにしたためました千坂げんぽう氏も、岩手家の地方紙で続け

ていた連載の継続を断られたとのことです。メディアがこの問題の取り扱いについて政治

的にかなり苦慮（萎縮）している様子がうかがわれます。国民に知らされている情報は偏っ

ている可能性が高いと思われます。

③送付する意見書は、以上のような事情を、立地地域の側から疑問視する内容のものと読み

取れます。また ILC の誘致が決定した際には、立地地域でかなりの反対運動が起きるとい

う新たなリスクを示すものでもあります。推進側と地元住民との間にお互いの不信が相当

大きく膨らみました。推進側は、そうなってしまった責任が、自分たちの進め方に起因する

ことを理解しなくてはなりませんが、逆に反対や異論を唱えるものこそ分かっていないの

だという態度に変化しつつあるように思われます。

④最も危惧するのは、産経新聞に出ている、「ＩＬＣが持つ可能性は、産業の活性化はもち

ろんの事、世界中から研究者や家族が集まる多文化共生社会・「世界に開かれた東北」の出

現など、さまざまな動きが、日本の新しい地方創生のきっかけにもなり得るものと考えま

す。」（web 版 2018.11.14 付： https://www.sankei.com/life/news/181114/lif1811140029-
n1.html）といったような推進側の主張です。もしこの主張がそのまま通るなら、それはゆ

ゆしき事態と考えます。推進側はどういう事実や理論を元に、多文化共生社会や地域振興に

ついて語っているのでしょうか。学術にはそうしたことを専門にしている方々がたくさん

います。そうした効果を主張するのであれば、その筋の専門家の見解をふまえて主張しなけ

ればなりません。推進側にはそうした方面の専門家はいません。学術会議でもこの面で検討

するのであれば、さらに広範囲の分野にわたり、入念で慎重な議論をつくす必要があります。

私自身がそうした分野で科学研究に日々精進している身でもあります。私どものような立

場の研究者の仕事を否定することのないよう、ぜひ慎重な検討をお願い致します。

以上は私見です。ご参考にしていただければ幸いです。

では、預かりました ILC 誘致を考える会の意見書の受理、なにとぞよろしくお願いいた

します。

平成３０年１１月２９日

首都大学東京教授・日本学術会議連携会員 山下祐介

電話 

Ｅメール 
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2018年11月26日

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検討委員会
委員長 家 泰弘 様

三陸の海を放射能から守る岩手の会 一 同（岩手県）
放射能から子どもを守る岩手県南• 宮城県北の会 世話人（ー関市）

ILC誘致を考える会 共同代表（一関市）鍬ヶ崎の防潮堤を考える会（宮古市）
岩手県有機農業研究会（岩手県）岩手放射能問題市民交流会（岩手県）

平和と現境について学習するスイカの会（滝沢市）クランポンの会（盛岡市）
子どもに豊かな未来とふるさとを残す会（宮古市）

国際リニアコライダー計画の見直し案に関する所見案に賛同いたします

貴委員会が1 1月14日公開された「標記国際リニアコライダー計画の見直し案に関する所見」

に関し／広くこの国の将来，人々の幸せに立脚された納得のいく所見案を作成していただいたこ

とに感謝と敬意を表する次第であります。

推進する側は県民や地域住民の疑問に真剣に向き合わず，計画がもたらす経済効果や学園都市

効果など誇大な宣伝を行ってきました。しかし，貴委員会の所見案により私達岩手県民が抱いて

きた不安，この巨大加速器計画の問題点やリスクが明らかにされました。莫大な経費の見積もり

の具体性，研究者・技術者の確保，各種環境アセスメントと国際的環境問題の観点，正確な情報

を地元に伝えることと住民対話，ILC技術の広汎性，国家予算の配分，この高度情報化時代にデ

ータを必要とする学者が果たして現地に在住するか，必要経費の国際分担，建設費に計上されて

いない経費などさまざまなご指摘がありました。いずれも目が醒めるものがありました。

加速器内ビ ー ムダンプで発生するトリチウム100兆ベクレル（福島原発事故貯蔵汚染水の約

1 /10)もの汚染水の生成やその処理最終処分については明確な説明が未だなされていないこと，

なぜこのような大事なことが推進側からではなく，学術会議資料から初めてわかったのか，不都

合な事実を隠蔽し進められてきたことになり，一気に不信の念にかられました。

振り返る時 この計画を見たのは2011年8月に3·1 1の大津波復興基本計画の参考資料に盛

り込まれたのが最初でした。以降その経過やリスグ情報は示されないまま災害復興の混乱期に

あった県民や地元民の合意を得ずに強引に進められてきました。 この巨大計画が当初から密

室で，非民主的に進められてきたことが大きな誤りであったように思います。

真っ当なことを言いにくくなってきているこの国において， 真の学者集団として日本学術会議

の存在があり， この国の人々のために学者集団としての良心を発揮しこのような所見案を作成

されたことは大きな救いでありました。所見提出直前と遅くなってしまいましたが，敬意と感謝

を申し上げ岩手県民として御礼といたします。

悶��t;i.... 岩\:1::t言言
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Dear	members	of	the	Science	Council	of	Japan	

I	 write	 this	 letter	 as	 a	 reaction	 to	 your	 preliminary	 report	 on	 ILC	 concerning	 the	
connection	between	the	ILC	project	and	the	other	scientific	and	industrial	activities	and	
I	would	 like	 to	contribute	modestly	 to	help	the	honorable	SCJ	 to	have	a	better	 idea	on	
how	the	present	and	future	activities	of	this	project	is	getting	benefit	of	the	collaboration	
with	other	branches	of	physics	and	also	from	the	work	conducted	with	the	industries.	I	
would	like	also	to	emphasize	the	benefits	that	the	ILC	project	will	bring	to	them.			

Rather	 to	 use	 generic	 arguments	 I	 prefer	 here	 to	 use	 two	 of	my	 ILC	 related	 research	
activities	in	order	to	demonstrate	the	strong	collaboration	we	have	with	other	branches	
of	science	in	general	and	those	of	physics	in	particular.	

The	first	activity	concerns	the	development	of	a	particle	detector	called	Resistive	Plate	
Chambers	 that	 we	 propose	 for	 both	 the	 digital	 hadronic	 calorimetry	 and	 the	 muon	
chambers	 of	 ILC.	 	 To	 achieve	 a	 new	 generation	 of	 this	 detector	 with	 excellent	 time	
resolution	and	high	rate	capabilities	we	started	a	collaboration	with	physicists	of	matter	
science	 to	 produce	 resistive	 materials	 in	 the	 range	 between	 10e8	 and	 10e10	 Ω.cm.	
Indeed	materials	with	 such	 a	 resistivity	 are	 absent	 in	nature.	 	 This	 led	us	 to	work	on	
materials	 such	PEEK	and	PVdF	and	 to	dope	 them	with	Carbon	nanotubes	 and	Carbon	
Black.	Those	thermoplastic	materials	that	are	chemically	inert	and	radiation	hard	have	a	
high	 resistivity.	 	 	 	 Adding	 Carbon	 nanotubes	 and	 nanoparticles	 allow	 reaching	 lower	
electrical	resistivity	but	to	reach	the	range	of	the	needed	resistivity	is	very	complicated.	
The	common	work	with	 the	science	matter	colleagues	allowed	us	 to	reach	 the	needed	
range.	 Collaboration	 with	 the	 Japanese	 company	 Kureha	 was	 essential	 to	 succeed	 to	
achieve	this.	 	 	The	output	of	this	work	could	be	of	 interest	for	many	industrial	sectors.	
Airplane	 companies	 for	 instance	are	 trying	 to	 replace	 some	of	 the	metallic	part	of	 the	
planes	by	light,	robust	and	charge	dissipative	materials.		

The	 same	 detector	 has	 excellent	 timing	 capabilities.	 	 We	 are	 developing	 a	 new	
generation	of	readout	electronics	allowing	the	exploitation	of	this	feature	to	improve	on	
our	 particle	 identification.	 	 A	 few	 picoseconds	 resolution	 is	 obtained.	 This	 new	
electronics	developed	with	microelectronics	engineers	will	certainly	be	useful	for	many	
physics	branches.		We	are	already	in	the	process	of	communicating	our	technologies	to	
colleagues	working	on	Positron	Emission	Tomography	(PET)	for	which	an	excellent	time	
resolution	 in	 the	 detection	 of	 the	 two	 photons	 resulting	 from	 the	 positron	 electron	
annihilation	is	of	the	utmost	interest.	

The	second	activity	I	would	like	to	mention	is	a	new	device	similar	to	the	Micro-Channel	
Plate	 (MPC)	 known	 for	 its	 excellent	 timing.	 	 The	one	we	develop	will	 be	 called	Nano-
Channel	Plate	 (NCP).	 Indeed,	 highly	 ordered	nanohole	 alumina	plates	 are	 obtained	by	
exposing	an	aluminum	plate	 to	electrolysis.	 	The	plates	obtained	 in	 this	way	are	being	

+33472431053

委員会後追加配付④



used	in	our	device	to	detect	particles	in	general	and	photons	in	particular	after	a	special	
treatment.		This	work	on	the	nanohole	alumina	plates	conducted	with	matter	physicists	
and	 chemists	 could	 result	 in	 the	 first	 detector	 capable	 of	 reaching	 at	 the	 same	 time	 a	
picosecond	 time	 resolution	 and	 a	 submicron	 spatial	 precision	 thanks	 to	 a	 genuine	
readout	system	we	developed.		Here	also	we	are	developing	the	readout	electronics	with	
colleagues	from	the	electronics	field	and	wafer	companies.	

The	success	of	this	detector	that	we	intend	to	propose	for	ILC	project	could	be	used	in	
many	fields	such	as	medical	and	biological	studies,	in	astrophysics	observation	but	also	
for	 home	 security	 purposes.	 Although	 this	 activity	 is	 being	 conducted	 in	 my	 French	
laboratory,	 the	 Japanese	 company	 of	 Hamamatsu	 was	 contacted	 to	 envisage	 the	
construction	and	the	possible	exploitation	of	this	detector.		

Dear	colleagues,	 through	these	two	examples	of	my	own	R&D	I	wanted	to	show	at	my	
modest	 level	how	the	activities	around	ILC	are	strongly	correlated	with	those	of	other	
fields	and	how	the	benefits	of	such	activities	are	to	be	shared	with	other	communities.		I	
also	 wanted	 to	 show	 how	 foreign	 groups	 involved	 in	 ILC	 are	 already	 working	 with	
Japanese	companies	to	prepare	the	future	together.				

My	 research	 activities	 as	 well	 as	 those	 of	 many	 of	 of	 my	 colleagues	 in	 Japan	 and	 all	
around	the	world	could	have	been	greatly	delayed	without	the	ILC	challenges	imposed	
by	 the	 precisions	 this	 project	 requires.	 	 The	 achievements	 we	 have	 made	 or	 we	 are	
about	to	finalize	within	the	ILC	project	will	not	end	by	the	approval	of	the	construction	
of	 this	 project.	 	 My	 own	 experience	 with	 CERN	 allows	me	 to	 affirm	 that	 much	more	
inventions	and	creations	will	be	made	during	the	ILC	construction	and	even	more	during	
its	operation.		ILC	project	will	certainly	not	be	limited	to	high-energy	physics	community.	
As	for	CERN,	ILC	will	become	a	temple	of	a	global	scientific	research	and	the	benefits	of	
this	 will	 impact	 our	 societies	 and	 in	 first	 place	 the	 Japanese	 one.	 	 ILC	 will	 certainly	
enhance	 the	 scientific	 spirit	 of	 our	 societies	 and	 encourage	 young	 people	 to	 join	 this	
wonderful	human	adventure.	

Finally	I	would	like	to	give	you	my	personal	thought	about	the	question	concerning	the	
doubt	 some	 of	 the	 Council	 members	 have	 formulated	 on	 the	 attractiveness	 of	 such	
project	for	foreign	scientists	and	their	possible	installation	in	Japan	to	work	on	the	ILC.			
I	would	 like	 to	mention	here	 that	many	of	my	colleagues	and	myself,	have	discovered	
during	the	preparation	of	the	ILC	project	Japan	and	its	rich	culture.	We	also	discovered	
the	 kindness	 and	 the	 hospitality	 of	 its	 people.	Many	 of	 us	will	 be	 extremely	 happy	 to	
spend	part	of	our	life	with	our	families	in	this	wonderful	country.	

	

																																																																																																																		

																																																																																																															 	

																																																																																																									Professor	I.Laktineh	

Lyon	University,	IPNL-CNRS,	France	
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