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欧州原子核研究機構（CERN）ならびに隣接自治体 
（スイス連邦ジュネーブ州、メイリン市）視察報告 

2013年4月22日～23日 
（福岡市議会議員　栃木義博） 

2013年6月14日　栃木義博  作成	

ーILC国際リニアライダーの誘致に向けてー 
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　 近、宇宙誕生の謎を解き明かす世界に唯一つの実験装置である国
際リニアコライダー（ILC）建設に関する報道が盛んになされるように
なりましたが、とちぎ義博はこの実験施設の背振・福岡地区への誘致
を提唱しています。 
　 現時点で世界 高水準のLHC加速器を有し、重さをつくりだすヒッ
グス粒子らしき物質を発見した、ジュネーブの欧州原子核研究機構
（CERN）を今年4月視察してきましたので、その内容を報告します。 
　報告の内容は、まずILC誘致の意義を理解するために、CERNの目的
と成果を確認し、CERNの概要を把握しました。つぎに、CERNと近
隣自治体、住民との良好な関係性を構築するための取り組みを紹介、
ILC誘致にあたっての克服すべき課題を整理しました。 
　 満天の星空に思いをはせながら、遠い宇宙の誕生の謎解きを楽しん
でいただければ幸いです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年6月14日 

福岡市議会議員　　栃　木　義　博 
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■CERNの使命	
【写真①　CERN Meyrinｻｲﾄ　説明　=背景にｼﾞｭﾗ山脈】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	
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【写真②　CERN・ｼﾞｭﾈｰﾌﾞの地図位置関係】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	

■CERNの使命（続き）	
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　【写真③　LHC加速器　説明=円形の赤線の地下100㍍に周長27㎞のLHC加速器ﾄﾝﾈﾙが
ある。4つの実験装置の場所が黄色丸で示してある。】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	

■CERNの使命（続き）	
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【写真④　ロジャー・ボス博士、右から三人目。左から四人目が東城・九州大理学　
研究院準教授、同五人目が織田・九州大理学研究院助教】	

■CERNの使命（続き）	
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１、研究、開発、教育	

 素粒子物理学に結び付ける研究をおこなう。 

 ビックバンの秘密を解明する。（ビッグバンから1/100億
秒後の宇宙を再現） 

 技術的な投資による加速器、検出器の開発をおこなう 

 グリッドコンピューティングなどIT情報技術を開発す
る。（ネットワーク上にある複数のコンピュータを結び
つけることにより、高性能のコンピューターを実現する
システム。20年前にウェッブを汎用させた） 

 粒子線治療機器の開発など医療分野への波及効果が大き
い。　	
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【図①　宇宙年表　ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ九州構想より掲載】	

資料：サイエンスフロンティア九州構想	

１、研究、開発、教育（続き）	
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【参考　ILCで開発される応用技術　ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ九州構想より掲載】 
１、研究、開発、教育（続き）	

○ILCの研究と開発技術	 

　・高性能の加速器ILCには、数多くの高度な先端技術が必要とさ
れ、高エネルギーに加速するために使われる「超伝導高周波加速空洞
の技術」、加速された粒子の衝突反応を記録する「測定器技術」、ビ
ームをナノサイズまで絞り込み、「ナノの精度で制御する技術」な
ど、プロジェクト全てが、挑戦的技術の集合体と言われる。	 

　・コンピュータ技術では、ILCに必要なデータ転送速度は、全世界
の通信量に匹敵する程膨大なもので、 先端のコンピュータ技術や通
信技術、グリッド・コンピューティング技術が重要な役割を果たし、
技術開発が継続して進められる。	 
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１、研究、開発、教育（続き）	
【参考　ILCで開発される応用技術　ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ九州構想より掲載】 

○ILCで開発される技術の応用例	 

　・医療分野では、ガンの早期診断ツールである「陽電子放出断
層撮影（PET)」は、反粒子の研究から生まれ、臓器内におけるが
ん病巣の視覚化を実現した。粒子線をがん等の部位にあてる放射
線治療法の一つ「粒子線療法」は、治療の困難だった部位の治療
で高い効果があがっている。ILCの「超伝導高周波加速技術」の応
用により、検診・診断、治療装置の小型化や消費電力の削減が可
能と言われている。	 
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１、研究、開発、教育（続き）	
【参考　ILCで開発される応用技術　ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ九州構想より掲載】	

資料：サイエンスフロンティア九州構想	
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 若い研究者の人材開発に貢献している。（CERN施設
で働く研究者のうち20代が 大分布。世界各地から
昨年250名の青少年を集めたサマースクールを実施
している）	 

 平和のための科学を追求する。（米国を意識した。
欧州各国バラバラの研究を統合する） 

１、研究、開発、教育（続き）	
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【図②　アトラス実験メンバーの年齢分布】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	

１、研究、開発、教育（続き）	



15 

２、頭脳流出の阻止、結集	

  CERNの設置をめぐりコペンハーゲンと誘致を競った。	 
  90年代から東欧国の加盟が相次ぎ、文字通り欧州機関として成長
した。	 

  3年前からCERNの新組織構想を検討してきた。　	 
　その組織構成は、	 

　①メンバー国	 

　　（正式加盟国、現在20ヶ国）　	 

　②ソーシャルメンバーシップ国	 

　　（正式加盟国となる前段階）　	 

　③その他オブザーバー国	 

　　（インド、日本、ロシア、トルコ、米国、ユネスコ欧州機関、EC）＊
CERNはECの一機関。	 
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 オブザーバー国を段階的に、ソーシャルメンバー国に引き上
げていく方針である。 

　 ＊イスラエル、セルビアはソーシャルメンバーで本加盟準備段
階。ブラジル、キプロス、パキスタン、ロシア、トルコなどがソ
ーシャルメンバー加盟申請中 

２、頭脳流出の阻止、結集（続き）	
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■CERNの歴史と成果、今後の予定	

  1954年　欧州12か国の国際研究機関としてスタート	 

  1971年　陽子・陽子コライダー（ISR）稼働	 

  1976年　大型陽子加速器（SPR）稼働	 

  1983年　陽子・反陽子コライダーでWとZ粒子を発見	 

  1989年　電子・陽電子コライダー（LEP）稼働	 

  2009年　陽子・陽子コライダー（LHC）稼働	 
　　　　　（ 初の陽子衝突実験。衝突エネルギーはジャンボ	 
　　　　　　ジェット機相当程度）	 

  2012年　物質に重さを与えるヒッグスボゾンとみられる	 
　　　　　	 粒子をLHC実験で観測	 
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【写真⑤ 日本の技術で開発された	
　　　　　　　アトラス測定器（下）と説明図】	

■CERNの歴史と成果、 
　　　　　　　　今後の予定（続き）	
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【写真⑥　加速器の構造を説明するKEKの近藤博士】	
■CERNの歴史と成果、今後の予定（続き）	
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【写真⑦　衝突実験のモニターセンター外観】	

■CERNの歴史と成果、今後の予定（続き）	
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【写真⑧　ヒッグスらしき粒子の発見につながる陽子衝突の瞬間を映しだしたモニター室】	

■CERNの歴史と成果、今後の予定（続き）	
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 2013-2014年　より高電圧を達成するためLHC加速器を修理	 

 2015-2017年　14Te(1012)Vでの陽子・陽子衝突実験を予定	 

 2022-2023年　HL-LHC（HighLuminosity-LHC）のための	 
	 　　　　　　	 アップグレードをおこなう。	 

　　　　　　	 （LHCの性能を 大限に引き出すプロジェクト）	 

 2030年以降　	 HE-LHC（HighEnergy-HLC）計画：新しい	 
　　　　　　　超電導マグネットを開発しビームエネルギー	 

　　　　　　　を2～3倍にする。	 

■CERNの歴史と成果、今後の予定（続き）	
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■CERNの組織	
【表①　国籍別職員数 2010年末現在】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	
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 職員2,427人。フェロー、協力研究者、学生など短期雇用者
1,033人を加えて総数で3,460人（2010年末現在） 

 ユーザー（施設利用の研究者）10,482人 
（構成比は加盟国62% オブザーバー国29% で国別では、米1,786
人、伊1,406人、独1,220人、仏905人、露822人、英732人…日
本190人の構成比1.8%  2011年6月27日現在）＊全世界の高エネ
ルギー実験研究者の約半数にあたる。 

 ユーザー研究者のうち、素粒子物理学の分野に留まる人は10パ
ーセントにすぎない。（大部分は、金融・その他の分野に転出
している）	

■CERNの組織（続き）	
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■CERNの財政、運営体制	 【表②　加盟国からの分担金一覧 2011年度】	

〈出典〉CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦）	
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 建設費総額　約50億スイスフラン	 

 年間予算　約10億9千万スイスフラン（1,097億円　2011年度）	 

 財源分担率（GNP構成比による）	 
　＊加盟国による出資（91.5%）。ホスト国追加出資、EUなど外部
資金および資産運用収入（8.5%）	 
　 ＊独19.44%（213億円）仏15.42%（169億円）英15%（164億円）
伊11.14%（122億円）スペイン8.82%（96億円）スイス3.79%（41
億円）	 

 各国2名選出の理事（会）で、年間予算、活動計画、人事計画を
決定する。	 

 投票権は、一国一票。ただし財政予算に関しては、一国一票で
はなく、主要国に投票権数が重点配分される。	 

■CERNの財政、運営体制（続き）	
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■CERNの産業連携	
【写真⑨　ダンテ・グリゴーリアさん】 
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 施設、電力、データ、通信、メンテナンス、保険などの供給
に関する契約（10億2800万スイスフラン）	 

　 ＊供給契約のうち電力関係は約4割にあたる3億5200万スイ
スフラン（2012年）。なお、CERN施設の年間電力使用量は
120メガワットで、10～20万都市を支える規模である。	 

 清掃などCERN内の全てのサービスに関する契約（8000万スイ
スフラン）	 

 CERNの法的枠組みは、政府間機関の欧州原子力研究機関であ
るため、非課税機関で国際法の民法が適用される。法的紛争
は国際行政裁判所で裁定される。したがって、CERN内部で規
則がつくられている。	 

 物品調達の原則は、透明性と公平性。入札要件は、分担金と
バックのバランスを図り、メンバー国優先が原則である。
（代替できない他国の新技術導入の場合などの例外はある）	 

■CERNの産業連携（続き）	
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■CERNの安全対策	
【写真⑩　ラルフ・トランさん】 
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 労働安全、放射線量、水質、土壌、空気など健康、安全、環境
の管理保全のために、CERN、スイス、フランスで三者委員会
を組織している。 

 中央政府、州政府、ローカルに関わるテーマについては、三者
委員会で話し合う。（＊例えば、放射線物質の輸送。水･河川は
ローカルで協議） 

 昨年発生した2リットルの油漏れ事故に対して、地域自治体の
責任者を呼び、事故現場を見てもらい、事故発生の原因と解決
方法を明示するなど、透明性を確保して説明することが重要で
あった。	

■CERNの安全対策(続き）	
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■CERNの安全対策（続き）	

 2,000サンプル（ステーション）の自然環境モニタリング
の実施。広報室主催のオープンデーの実施（住民交流の
促進）など。	 

 放射線被ばくに対する健康管理の徹底（参考　自然界放
射線線量（日本）の一年間当たり平均値1,400ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ
は1988年国連報告）	 
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■CERNのホスト国･地域住民とのコミュニケーション	

【写真⑪　エド・フライドマンさん】 



33 

【写真⑫　コリン・プラフボリオさん】 
■CERNのホスト国･地域住民とのコミュニケーション（続き）	
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 ジュネーブ州人口45万人、ジェックスエリア（仏）人口7万
人の住民に、CERNの国際機関として外交特権を有するこ
とを認識してもらうことが難しかった。（常々理解しても
らう努力が大切である！） 

 そのために、CERNの隣接自治体、地域住民への利益還流
が重要である。 

 国際都市ジュネーブが隣接する重要性。 
　①多言語など複合教育の実施可能性  
　②近接する空港とトラムなど公共交通機関の充実 
　③各種公共施設などインフラの充実 
　④50団体にのぼる趣味の会などローカルとのコミュニケー 
　　ション機会の充実など。	

■CERNのホスト国･地域住民とのコミュニケーション（続き）	
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 地域住民とCERNとの学問的な接点が少ないとの指摘があっ
たが、LHC稼動で注目を集め、交流機会が増えた。 

 CERNが住民の誇りであることを知り、学校、子どもたちと
の交流など戦略を立てることにした。 

 メディア、政治家などを集め、新事務局長によるローカルニ
ーズ調査を進めた。 

 住民との円卓会議を開催して、CERNの技術移転、科学、活
動、地域とのコミュニケーションなどについての課題と要望
が分かってきた。	

■CERNのホスト国･地域住民とのコミュニケーション（続き）	
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 住民向けに新しいウェブサイトを作るとともに、ヨーロピ
アンリサーチナイト、オープンデー（今年は9月27～29日実
施予定）を実施した。 

 LHC円周10ヶ所のパブリックアクセスポイント（入場無
料）を設置したビックバンパスポートの発行を実施した。 

 LHC周辺54キロメートルのルートを設定した自転車レース
を計画している。（2013年6月2日実施予定） 

  も成果をあげているのが、地域の教師を集めて開く物理
研修事業である。（地域からの参加は2～3日間。インター
ナショナル参加は3週間）	

■CERNのホスト国･地域住民とのコミュニケーション（続き）	
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〈ヒアリング〉 
 ロジャー・ボス博士（Mr. Ruediger Voss 国際関係室アドバイザー。　　　

CERN未加盟国の日本、インド、パキスタン等アジア主要国担当） 
 ダンテ・グリゴーリアさん（Mr. D.Gregorio 産業界連携担当） 
 ラルフ・トランさん（Mr. R.Trant 健康・安全・環境担当） 
 エド・フライドマンさん（Mr. Eder Friedemann ホスト国との渉外担当） 
 コリン・プラフボリオさん（Mis. Corinne Pralavorio 地域住民との渉外担
当） 

 近藤敬比彦・理学博士（高エネルギー加速器研究機構(KEK)・素粒子原子核
研究所・名誉教授） 

 東城順治・九州大学理学研究院準教授（理学博士・先端素粒子物理研究セン
ター） 

 織田　 勧・九州大学理学研究院助教（理学博士・先端素粒子物理研究センタ
ー） 

〈出典〉 
 CERN（セルン）の概要（2013.3.1 近藤敬比彦　KEK） 
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（オリビエ・クトーさん、Mr. Olivier Coutau 安全省国際機関担当） 

　　　　　　　　　　　【写真⑬　オリビエ・クトーさん（右端）】 
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１、CERNは何故ジュネーブに設立されたのか	
【写真⑭　国際機関が数多く集まるジュネーブ市市街】 
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 国際赤十字本部（1803年設立）がなかったならCERNは来
なかった。 

 大戦不参加、中立政策が評価され、第一次大戦後国際都市
に成長した。 

 ジュネーブ社会の安全性が保たれている。 

 第一次大戦後国際連盟本部が設立され、第二次大戦後設立
の国際連合の一部機能（欧州地域）を欧州連合が担ってい
る。ジュネーブは欧州連合の政治・行政・NGO分野の各機
関を抱えている。 

 CERNは国際機関として位置付けられたため、受け入れが
可能であった。	

１、CERNは何故ジュネーブに設立されたのか（続き）	



42 

２．州政府によるCERNへの支援等の関与	

 スイス連邦政府はCERNに支援すれども関与せずの姿
勢。州政府はメンバー国でないので関与できない。 

 ただし、1964年から土地貸与の基金制度を創設し、
CERNに無償貸与の支援を行っている。なお、中央政府
は50年間の無利子融資を行っている。 

 このほか州政府はCERNに対してハード整備についても
支援している。例えば、公共交通機関（トラム）の整
備。（メイラン市までの整備計画をCERNまで延伸させ
た）	
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【写真⑮　CERNのメイリンサイト入口前まで乗り入れているトラム】	

２．州政府によるCERNへの支援等の関与（続き）	
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 ソフト支援としては、お祭りなどでCERN関係者とジュネーブ市
民との交流を促進している。その他のウェルカムセンターを設立
して、住宅、学校、保険、保育所、車登録などの日常手続きをサ
ービス支援している。 

 コンベンションセンター（2000席）を国際機関は無料で使用で
きる。 

 ジュネーブ大学はCERNと交流しており、メリットは大きい。 

 CERN従事者は教育、医療など州内の全てのサービスを受けるこ
とは可能である。利用料金の差別もない。（ただし、基礎自治体
が行う保育所については、利用料が3%高いのみ） 

 教育施設について国内他都市と比較すると、国際機関が負担する
私立学校の方が、公立学校よりレベルが高い。	

２．州政府によるCERNへの支援等の関与（続き）	
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３．CERNの税収、雇用など経済効果と安全対策に 
ついての認識	

 CERNは国際機関で非課税のため税収は入らない。しかし、
雇用が創出され経済効果は大きいと思われる。雇用効果は1万
4千人程度。 

 国際機関の全てについてその経済効果は判明していないが、
ジュネーブ州だけで25億スイスフランの経済効果はあると思
われる。（州政府予算80億スイスフラン） 

 州人口の40%が外国人で、国際機関30団体、外交官等で3万人
が就業している。 
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 国際機関関係者の参政権は、州議会は無、基礎自治体議会
は有である。また、EU国民であれば州政府機関での就労は
可で、非EU国民は許可制である。 

 CERNの放射線管理、安全対策に対する州政府・州民の認
識は、良好である。CERNの情報開示が奏功しており、国際
機関のうちCERNだけが住民コミュニケーションを大切にし
ている。 
（2年前に、CERNによるブラックホール発生への危惧が噂と
して流布されたが、笑い話に終わった）	

３．CERNの税収、雇用など経済効果と安全対策についての認識（続き）	
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（ピエール・アラン・チュディ市長 Mr. Pierre-Alain Tschudi、アレキサンドル・マラコルダさ
ん Mr. Alexandre Malacorda都市計画・公共事業・エネルギープロジェクトチーフ） 

　　【写真⑯　ピエール・アラン・チュディ市長（右）とアレキサンドル・マラコルダさん】 
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■メイリン市の概要	
【写真⑰　メイリン市役所とその周辺】 
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 州内45基礎自治体のひとつで、人口2万2千人。雇用人口2万4
千人。 

 1954年のCERN設立時は人口3千人の農業地帯。 

 CERN受け入れについては農業への影響を心配したが、中央政
府の決定に逆らえず、喜んで受け入れた訳ではない。 

 1960年代に国連機関が次々に進出したため、新たに発生する
人口1万人に対応できる住宅建設を進めたが、その他の生活イ
ンフラの整備が追い付かなかった。 

 その後、インフラを整備していったが、使うのはCERN関係者
で市民の反感は強かった。 

 市民がCERNに雇用されるとは限らず、雇用増とはならなかっ
た。	

■メイリン市の概要（続き）	
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  近、CERNがオープンになってきた。CERN入り口付近
にグローブという交流施設が造られ、住民とのコミュニケ
ーションが深まった。観客増で市民感情は変わっていっ
た。 

 CERN関係者には敷地内に保育所はあるが、地域の保育所
の利用で、住民との交流が生まれてきた。	

■メイリン市の概要（続き）	
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【写真⑱ グローブというCERNの交流施設】	

■メイリン市の概要（続き）	
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■CERNに対する基礎自治体の認識	

 CERNからメイリン市への経済的な支援や効果は一切な
い。 

 メイリン市の土地利用計画、まちづくりにCERNとの協調
体制がとれない。 

（例） 
①CERNのみならずトラム整備も関与できない。 
②CERNはグローブ付近の緑地を駐車場にしたいらしいが、
エコグリーンという市の理念と合致しない。 
③グローブ周辺に州政府が土地を取得しており市の意思が通
じない。 
④市立病院とCERNとの共同事業の促進を望むが、基礎自治
体としてはその法的権限がない。など… 
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 原子力、放射線を扱う施設についてはデリケートな問題であ
る。州内の原子力発電所設置は違法ではないし、そもそも
CERNは原発ではなく、研究機関と認識している。ただ、
CERN内の清掃労働者の被曝の可能性については注視してい
る。 

 CERN設置のプラス面は、メイリン市が多国籍化したこと、
多様な文化を根付かせたことに尽きる。	

■CERNに対する基礎自治体の認識（続き）	
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【図③　国際ﾘﾆｱｺﾗｲﾀﾞｰのｲﾒｰｼﾞ図　　Copyrihgt@2005ShigemiNumazawa】 

Copyright@ 2005 
Shigemi Numazawa 
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■施設情報の開示徹底と自治体の政策参加促進による
住民合意の形成が肝である。	

 放射線量の管理など安全確保について住民への
全情報の徹底開示 

 事故等の場合を想定して、施設と関係自治体、
住民による協議体を設置し、合同して原因探求
と解決策・対応策を提示する。	
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■誘致国ならびに誘致する自治体（生活圏域）の総合的な都
市力・ポテンシャルの高さが不可欠である。	

 一国で施設運営をリードできる国際政治力と経済力 

 自治体住民の有する国際性、都市交通インフラの充
実 

 研究者、家族など施設関係者の教育・医療・コミュ
ニケーション等生活環境の高い評価	
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■誘致自治体（住民）への利益還元の仕組み作りが必
要である。	

 物品サービス納入による経済的利益の地元還元 

 大学との研究連携、中高等学校との接点づくり（教
師・学生）による実験施設に対する支持基盤の形成 

 地域住民参加のイベントを通した施設に対する理解
の深化	

　　（了）	


