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(6) Electron Microscopy (Atsushi Miyazawa) 
(7) Neutron diffraction and hydration structure 
(Nobuo Niimura) 
(8) New methodology and instrumentation (Atsushi 
Nakagawa)
(9) Synchrotron radiation and Free Electron Lasers 
(Shinichi Adachi, John Helliwell)
　1月末を目指して、ISDSB2013のホームページの開設の
準備を進めています。プレナリー講演は4件を予定しています
が、電子線分野では京都大学の藤吉好則教授が講演されま
す。X線、中性子、ドラッグデザインの分野は検討中です。プレ
ナリー講演の情報を含め適宜ニュースを更新していきますの
で、そちらもチェックしてください。

　169委員会　第38回研究会プログラム

１．日　　時：平成　24年　2月　29日（水）
  
２．場　　所：ゆうぽうと　6階　花梨の間
　　　東京都品川区８－４－１３　電話：03-3490-5111
　　　東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約1分
　　　都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約5分
　　　JR「大崎駅」西口徒歩約7分
   http://www.u-port.jp/
３．研　究　会　

１）13:00－14:00      
　　　　　　司会　足立　伸一
『SACLAの概要と利用実験』
　　　　　理化学研究所　放射光科学総合研究センター
　 　　　　　　　　　　　　　　　 矢橋　牧名
　２）14:00－14:50      
　　　　　　司会　足立　伸一
『XFELコヒーレントイメージング装置の開発』
　　　　　高輝度光科学研究センター 　登野　健介

３）休憩   14:50 －15:10 

４）15:10－16:00      
　　　　　　司会　足立　伸一
『コヒーレントイメージング』
　　　　　北海道大学　電子科学研究所　西野　吉則

５）16:00-16:50      
　　　　　　司会　足立　伸一
『SACLAでのデータ取得と解析スキーム』
　　　　　理化学研究所　放射光科学総合研究センター  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初井　宇記
４．懇親会　 17:15-19:15
　　ゆうぽうと
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費１,０００円を徴収さ
せて頂きます。

＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　第169委員会委員長　坂部知平

 運営委員会はメールで行っているため、開催期間は最初の
提案から決定までの期間である。

・第139回運営委員会：塩野義製薬退会
開催期間：平成23年5月16日～5月18日
討議内容：平成22年5月16日付けで塩野義製薬山口徹委員
より退会願いが提出された。
決定事項：退会が了承された。

・第140回運営委員会：22年度決算及び23年度決算
開催期間：平成23年5月27日～7月2日
討議内容：平成23年度決算書及びその説明書を提示して審
議した。また、委員長の予算作成方針を示し、その結果作成
された予算案を提示した。
決定事項：審議の結果原案通り了承された。尚、この22年度
決算及び23年度予算案はメールに依る総会にて7月2日に
全会一致で承認された。

ISDSB2013の進捗状況（その２）
　　　　ISDSB2013実行委員長　　　　　　山根　隆

　2012年を迎え、ISDSB2013の開催まで1年半を切りま
した。皆様の今後の一層のご支援をお願いいたします。
ISDSB2013の進捗状況として前回のニュースレターでも紹
介しましたが、第11回実行委員会（2011年12月13日―12
月22日の間開催）で、大幅な進展がありましたので報告いた
します。
１．国際諮問委員会委員を依頼していたProf. Paul 
Thomas Matsudaira (National University of 
Singapore, Singapore, 電子線分野）の了承の返事が本
人から直接ありました。
２．Nobel lecture; Prof. Thomas Steitzとは交渉中、と報
告しましたが、1月4日、国際諮問員会委員のProf. Jack 
JohnsonとProf. Thomas Steitz自身から受諾の連絡があ
りました。
　実行委員会の審議の結果は以下の通りです。これらは正
式には169委員会の運営委員会での承認を経て正式決定に
なりますが、皆様の関心も高いと思いますので、速報的に紹
介いたします。
１．ISDSB2013の登録費や寄付1口の額を審議しました。
２．開催する９セッションの内容を検討しました。カッコ内に
オーガナイザーを示しています。セッションのタイトルは、まだ
変更の可能性があります。
(1) Membrane proteins and macromolecular 
complexes (Nobuo Kamiya)
(2) Protein structure and dynamics (Mamoru Sato)
(3) Drug design 1 (Midori Kamimura, Yoshiyuki 
Kawakami, Shigetoshi Sugio, Yoshiki Higuchi)
(4) Drug design 2 (Midori Kamimura, Yoshiyuki 
Kawakami, Shigetoshi Sugio, Yoshiki Higuchi)
(5) Tomography and imaging (Atsushi Miyazawa)

 

　　



関する先導的研究開発委員会（以下、先導的委員会と称する）
では、当該委員会ならびに参画委員会委員からの呼びかけによ
り各委員による先端技術を活用することにより「福島復興の一
助となりえないのか」を模索する動きが始まった。さらに委員か
ら企業が所有している技術をボランタリーで提供してくれる企
業の紹介もあって、これら技術的・組織的背景の下、
Reclamation Project of Radioactive Contaminated 

ェジロプloSnoCaR-orpeR（術技用利生再土染汚能射放（lioS
クト））に関するプロジェクトの骨子が固まった。本プロジェクト
の主な狙いは除染後の貯蔵・最終処分時の管理・作業の軽減を
図るためのもので、その位置づけを図３に示す。
　本プロジェクトは、当該先導委員会において議論している「量
子ビーム融合化科学」をできるだけ活用することで本委員会が
先導しつつ民間企業による復興支援策を検討することとなっ
た。　
　本プロジェクトは、下記の４項目から構成される。
（１）洗浄減容化処理技術
（２）洗浄再生土利用技術
（３）FP消滅処理技術
（４）防災新生都市構想
　洗浄減容化処理技術では、土木洗浄メーカーによる重金属
除染技術でスパイラル・ソイルウォシャー技術プラント（図４）を
ベースにし、さらに汚染土（粒度により粘土、シルト、細砂、粗砂
に分類）においてCs濃縮の顕著な順に粘土、シルト、細砂の表
面破砕洗浄を行い、低汚染濃度の洗浄土と濃縮残土との分離
を行うものである。この企画に従い、産業界委員が自社の洗浄
装置を使用し、上記の分離が可能である事を確認した。作業中

＜量子ビーム融合化小委員会報告特別企画＞

・ 特別企画にした理由　　　　　　　坂部知平

　回折構造生物と直接関係する内容では無いが、平成23年3
月11日に発生した大震災、巨大津波及び原発事故が起き、多大
の被害（図１）を被っている。169委員会としてこの国難に対処す
る何らかの方策を検討するべきである。この観点から、量子ビー
ム融合化小委員会は「量子ビーム融合化利用研究」に関する先
導的研究開発委員会と協力し合い「放射能汚染土再生利用」に
ついての検討を行っている。本号を特別企画として、前記の件及
び共催シンポジウムについての記事を第169委員会委員で且つ
「量子ビーム融合化利用研究」に関する先導的研究開発委員会
幹事長の石山新太郎氏（日本原子力研究開発機構研究主幹）に
依頼した。　　

　

  
・放射能汚染土壌再生利用並びに共催シンポジウム　　

 石山新太郎

1.　Reclamation Project of Radioactive Contaminated 
＞ていつに）トクェジロプ用利生再土染汚能射放（lioS

　福島第一原発事故により福島県内において原子炉内で生成
した放射性生成物FP（Fission product）が広域にわたり放出
拡散した結果、原発を中心とした30km圏内及び西北部におい
ておびただしい放射能汚染地域（図１）が生まれた。国では今後、
これら汚染地域の除染作業を促進するとともに汚染物、とりわけ
汚染土（浚渫土、汚泥、除去土）の処理について図２、図３に示す
様に中間貯蔵そして長期間保管後に最終処分（福島県外）を行
うことが正式な方針として決められた。現在、主にこれら対象土
の除染作業が進められるなか、おおよそ3000万m3の汚染除去
土が発生する見通し（環境省試算）で、これを中間貯蔵するため
の大型施設の検討が急ピッチで進められている。しかしながら、
この大量の汚染土の取扱いについては、放射線被ばく・再汚染を
防止する観点から長期にわたる安全保管ならびにその数量的限
界が、特に最終処分の段階が懸念される。これら除染作業で生
じる膨大な汚染土処理作業では、減容化技術が中間貯蔵段階
から必須事項と想定される。
　一方、大震災と原発事故により生活環境やインフラが破壊さ
れ、その環境・衛生面において通常の生活すら極めて困難な福島
県の現状を改善する一助として「量子ビーム融合化利用研究」に
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の協力要請を行う。更に、福島県におけるフィールド試験の
成果を反映して、復興のための具体化ならびに組織の拡大充
実を図る予定である。

２．共催シンポジウム報告
　日本レーザー医学会総会において2011年11月25日、パ
シフィコ横浜アネックスホールにて日本レーザー医学会との
共催で、「レーザー医学研究における量子ビーム融合化先進
医療科学研究」に関するシンポジウムを開催した。日本レー
ザー医学会会長の馬場志郎先生をはじめ約40名の医学会
会員に当該科学研究に関する最先端の研究成果を発表し、
今後日本レーザー医学会においてさらなら議論を深めてゆく
予定である。

３．後記
　3月11日、東工大蔵前会館において第７回「量子ビーム融
合化利用研究」に関する先導的研究開発委員会（3月11日）
を開催中に大震災により被災し、その後講演ならびに委員会
を中止し、つたない外部情報を基に委員の会場避難やその後
帰宅を余儀なくされた。その際、帰宅困難となった委員の宿
泊所を提供いただきました123委員会の竹山先生には紙面
を借りて改めて御礼申し上げます。

※１　根入れセル工法：根入れセル工法は、鋼板を円形に嵌
合させることで直径約３０ｍの円筒形セルを形成し、その後、
設置現場に運搬し、そのセルを所要の深さまで打ちこんだ
後、土砂等をセル内に中詰めする打設する工法です。
※２　ケーソン工法：地上で構築して設置したケーソン本体
の中空内部を人力あるいは機械で掘削しながら徐々にケー
ソンを沈下させ、支持層まで到達した後にケーソン本体を基
礎構造物とするものである。

の放射線被ばくを防止する対策として放射線計測メーカー
の協力を得て実規模処理施設の検討を進めている。本処理
工程では循環水を利用して洗浄を行う計画であるが洗浄水
の汚染にゼオライト等FP吸着材を使用した後の処理を考慮
すると、この2次処理剤の減容化処理も課題となり、セラミッ
クス焼結技術等の技術応用が期待される。即ち、焼結により
セラミックスの体積が減ると同時に、Csが蒸発し単体として
取り出せつ可能性がある。

　洗浄再生土利用技術では、上記（１）の処理後発生する洗
浄土を震災で破壊された福島県の港湾設備（防波堤や港湾
基地）を再生・防災強化するためマリコン（海洋建設業者）の
大規模港湾建設既存技術である根入れセル工法※１やケー
ソン工法※２（図５）を活用し、再生土を中詰め土や防波堤用
コンクリート生地として大量に再利用するための検討をマリ
コンやゼネコンの協力を得ながら進めている。
　FP消滅処理技術とは、上記（１）の工程で分離濃縮される
汚染残土から抽出した137Cs等FPを中性子により短半減
期核種に核変換する技術について検討しており、基盤技術と
してレーザー駆動中性子源によるFP消滅処理を目指すた
め、最先端のレーザー照射技術を有する大学からの提案とし
て今後施設に関する議論を進める。
　防災再生都市構想とは、上記（１）～（３）の技術を背景に
福島県復興モデル地域（図６）における文化・経済・防災の観
点からのモデル都市を計画し、最も復興効果の高い施策とし
て位置付けるための検討を福島県大学等との連携により進
めようとしている。
　本プロジェクトでは、今後関連技術課題の抽出・整理を行
うとともに具体的ソルーションを得るための参画委員会を組
織し、得意関連分野における技術サポートを充実させるため
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