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• CERNは 1954年、ヨーロッパの12カ国によって「
Science for Peace(平和のための科学)」を掲げ、設立さ
れた。

• CERNという名前は、前身組織名（仏）（設立検討組織）
である

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

の略称

• 現在の加盟国は23カ国
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（メンバー国）
ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、
ノルウェー、ポーランド、スイス、スウェーデン、オーストリア、ギリシャ、
デンマーク、フィンランド、ポルトガル、チェコ、ハンガリー、スロバキア、
ブルガリア、イスラエル、ルーマニア、セルビア
（加盟手続き中）
キプロス、スロベニア
（アソシエイト国）
トルコ、パキスタン、ウクライナ、インド、リトアニア、クロアチア
（オブザーバー国）
日本、ロシア、アメリカ、EU、JINR（ドゥブナ合同原子核研究所）、
UNESCO

※年間予算約1,200MCHF（各国の出資額は国民純所得NNIに比例する）
※職員数 約2,600人＋約1,400人（other paid personnel）
※ユーザー数 13,000人
※2019年現在



CERNのミッションCERNのミッション

 人類知の境界を押し広げる

ビッグバンの謎・・・宇宙が存在する最初の瞬間はどのような状態だったのか

 加速器と検出器の新しいテクノロジーを

開発する

情報技術-ウェブやグリッド

医療・医薬品 – 診断や治療

 “明日の”科学者や技術者を養成する

 異なる国や文化を持った人々を結びつける
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Big Bang

Today
13.8 Billion Years

1028 cm



CERNの研究の歴史・沿革
• 1951年 原子核研究所設立のためのヨーロッパ議会の設立に関する最初の議決が行われる

仏名：Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

• 1954年 欧州12カ国の国際的研究機関として設立
• 1959年 28Gevの陽子シンクロトロン（PS）完成

• 1983年 陽子・反陽子コライダーでWとZ粒子を発見

（翌年カルロ・ルビアがこの発見によりノーベル物理学賞を受賞）

• 1989年 50+50GeV電子・陽電子コライダー（LEP：ラージエレクトロンポジトロン）の完成

• 1994年 陽子・陽子コライダー（LHC：ラージハドロンコライダー）の建設を決定

• 2000年 LEP2加速器の運転を終了

• 2008年 LHC建設が完了し初のビーム周回に成功

• 2010年 陽子・陽子衝突実験を7TeVで開始。

• 2012年 ヒッグスボソンとみられる粒子をLHC実験で観測

（翌年、フランソワ・アングレール、ピーター・ヒッグスがノーベル物理学賞を受賞）

• 2015年 13TeVでの陽子・陽子衝突実験を開始

• 2019年 ２年間加速器を停止しアップグレードを実施

• 2021年 実験再開

• 2026年 HL-LHCプロジェクトによる物理実験の開始 5
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25GeV

7+7=14TeV

7TeV

LHC(ラージハドロンコライダー)

直径：27Km(山手線とほぼ同
じ）
深さ：50-175m
トンネル直径：4.5m
トンネル総距離：70Km以上
80以上の空洞（電気設備など
のインフラ用）がある。

450GeV



CERNを利用するユーザーの国別分布（2017年1月12日現在）

77カ国から 12,816名

加盟国： 60 %

オブザーバー国：26 %

（うち日本 2.3 %）

国別順では
アメリカ 2018 名
イタリア 1564 名
ドイツ 1343 名
ロシア 1046 名
フランス 950 名
イギリス 942 名

・・・・・・
・・・・・・

日本 294 名
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CERN加盟国とユーザーの国分布に大きな不一致がある。「CERNの地理的・科学的拡大のためのワーキン
ググループ」の答申に基づき2010年6月の理事会で以下の決定がなされた。
(1) アソシエートメンバー国について、その権利・義務を変更して欧州に限らず希望する国の参加を可能
にする。また、正式加盟国になる前段階としての役割も持たせる。(2) 現オブザーバー国の身分を徐々に
廃止する(UNESCOとEUは例外)。(3) 個別の国との研究協力関係は維持する。イスラエルが2014年、ルー
マニアが2016年、セルビアが2019年に加盟国となった。パキスタン・トルコ・インド・ウクライナ・リ
トアニアは准加盟国。キプロス・スロベニアは加盟前段階の准加盟国。
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CERNを使う研究者の年齢分布
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３０００人以上の博士課程の大学院生がLHCの実験に参加している。
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＜用語の解説・復習＞
加速器 ：荷電粒子（電気を持った粒子）を加速する装置。

コライダー：衝突型加速器。Collide→衝突。（粒子を加速し粒子同士、あるいは標的に衝

突させ分解する。それによって宇宙の始まり初期のカオスな状態を再現する）

検出器 ：陽子などを衝突させ、その衝突によって生成された粒子を精密測定する機器

分子 ：物質の性質をなくさない最も小さい粒子。原子２つ以上から構成される。

Ex. 水（H2O）、酸素（O2）、二酸化炭素（CO2）

原子 ：それ以上は分解できない、ごく小さなもの。原子核と電子で構成される。

陽子 ：原子核を構成する物質のうち正の電荷を持つ粒子。プロトン。ハドロンの一種。

電子 ：原子核の周りを回る粒子。負の電荷を持つ。エレクトロン。

陽電子 ：電子の反粒子。正の電荷をもつ。ポジトロン。

荷電粒子：電荷（正または負）を持った粒子

電場・磁場：電荷に力を及ぼす空間

eV ：エネルギーの単位。エレクトロンボルト。
電子1個が1Vの電圧で加速されるときに得るエネルギー

GeV ：eVの10億倍。10の9乗（109）とも言う。ジェブ。

TeV ：eVの1兆倍。10の12乗（1012）とも言う。テブ。
9
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Super-Microscope

LHC

加速器で状態を再現する

宇宙を省みる

（自然界の観測）

Hubble ALMA

VLT
AMS

原子（アトム）
陽子（プロトン）

ビッグバン

地球の半径

銀河の半径

地球から太陽まで

宇宙



Discovery 2012, Nobel Prize in Physics 2013

The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and
Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to
our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which
recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental
particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider”.

Can we use some slides 
from your presentation with 
some reference? 
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2012年7月4日
ヒッグス粒子発見の発表

新聞がトップ記事として伝えた



HL-LHC計画
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High Luminosity Large Hadron Collider
(高輝度大型ハドロン衝突型加速器）

目的
・LHCの輝度を10倍、衝突率を5倍にし、データをより蓄積しより詳細なデー
タ検証をすることで新たな物理現象の発見を目指す。

HL-LHC加速器

・2011年HL-LHC概念設計、機器開発プロジェクト検討開始。EU-
PF7”HiLumi Design Study”

・14兆電子ﾎﾞﾙﾄ（14TeV）の陽子同士を衝突させる。

・11ﾃｽﾗの超伝導双極磁石1,232台などからなる。

・プロジェクトに充てられた材料経費は 約1000億円。LHC長期シャットダウン
期間中、シャフトやトンネルの増設、機器のアップグレードが行われる。

・2018年6月: 新たなシャフトや電気機器等用のトンネルの建設が開始される。

国際協力

・CERN加盟国の他、13カ国（特に日・米・加・露・中）、29機関が協力している。

・日本では主に加速器建設の超伝導磁石（クラブ空洞）やNb3Sn四極磁石の
協力、ATLAS検出器の開発協力を行いアップグレードに貢献。

実験装置

・国際共同実験： アトラス（ATLAS）とCMS（ヒッグス・超対称性粒子などの探
索）、アリス(ALICE,重イオン衝突物理）、LHCb（B物理）の他に小実験として
がある。

・日本からは、高エネ研(KEK)・東京大・神戸大など15機関から約100名の研
究者がアトラス実験に、アリス実験には広島大・東京大・筑波大が参加して
いる。



加速器のアップグレード
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検出器のアップグレード-ATLAS実験-
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2018-2016年の9年間で
予算総額269MCHF
（≒300億円）



Future Circular Collider (FCC) Study
International FCC 
collaboration (CERN as 
host lab) to study: 
• pp-collider (FCC-hh)                      
 main emphasis, defining 
infrastructure requirements 

•

• ~100 km tunnel 
infrastructure  in Geneva 
area, site specific

• e+e- collider (FCC-ee),                
as potential first step

• HE-LHC with FCC-hh
technology

• p-e (FCC-he) option, IP 
integration, e- from ERL

~16 T  100 TeV pp in 
100 km

HE-LHC


