
楢葉町におけるイノベーション・コースト構想事業

を推進するための教育研究事業

東京大学アイソトープ総合センター

川村 猛

楢葉町

教育プログラム
（大学生・大学院生がイノベーション
・コースト構想事業に参加）

研究事業
（大学の研究資源を浜通りへ導入）

農林水産業の復興支援事業
（福島からの情報発信）

楢葉町の支援プログラムの実施から、イノベーション・コースト構想実現のためのグッドプラクティスを探る

東京大学アイソトープ総合センターが中心となり、学内部局・他大学等と協力して各事業を実施する。

グッドプラクティスを浜通りの他自治体に横展開することで、イノベーション・コート構想の加速化を目指す

本計画の全体像と目標

東京大学の有する様々な教育研究リソースを楢葉町で展開する。さらに、成功事例を横展開することで、浜通りにお

けるイノベーションの加速化・持続性に貢献する。



東京大学アイソトープ総合センターの紹介

東京大学における放射線教育と研究の中心となる全学センター

センター長

RI教育研究推進部門

RI防護・環境保全部門

プロジェクト研究部門

事務室

これまでの活動実績

東京電力福島第一原子力発電所事故後の活動
2011年、5月28日：南相馬市にて放射線防護活動開始
2011年、8月13日：二本松市内の水田の放射能汚染調査開始
2011年、9月3日：「子供と妊婦を守るために」シンポジウム＠南相馬市
2011年、9月3日：常磐自動車道の線量測定
2011年9月24日：浪江町にて放射線量測定
2012年、1月4日：NEXCO東日本に常磐自動車道の線量測定結果報告
2012年、1月21日：楢葉町と放射線測定について打ち合わせ
2012年、1月28日：楢葉町立小学校等の放射能汚染調査
2012年、2月25日：楢葉町住民説明会に参加
2012年、12月22日：大垣ダムの汚染調査
2013年、11月26日：第1回楢葉町除染検証委員会
2014年、1月28日：第2回楢葉町除染検証委員会
2014年、2月25日：第3回楢葉町除染検証委員会
2014年、3月1日：東京大学と楢葉町とで協定締結
2014年、3月25日：第4回楢葉町除染検証委員会
2014年、11月25日：第5回楢葉町除染検証委員会
2015年、2月25日：第6回楢葉町除染検証委員会
2015年、3月5日：楢葉町除染検証委員会中間報告書提出
2015年、3月21日：小山浄水場における連続放射線測定器導入視察
2015年、8月21日：第7回楢葉町除染検証委員会
2015年、9月3日：楢葉町産米の東大総長への贈呈
2016年、3月17日：第8回楢葉町除染検証委員会
2017年、3月16日：第9回楢葉町除染検証委員会
2017年、5月22日：五神真東大総長による被災地視察
2018年、3月19日：第10回楢葉町除染検証委員会

南相馬市小高地区
保育園の線量調査

楢葉町
小学校の線量調査

楢葉町
米の贈呈式

楢葉町
除染検証委員会第一回中間
報告書

楢葉町と東京
大学との協定



これまでの活動実績

国際フォーラム「被災地からの
メッセージ」（広野町）で高校生
の発表を支援。

米の全袋検査を可能にした
FOODS EYEの開発に協力

放射線教育e-learningシステム開発

教育 研究 福島復興支援

東大生協で福島県産米の販売支援

低線量被ばく影響の研究

環境放射線研究、放射化学分析、
放射線生物学、放射性医薬品開
発など

具体的な計画

東京大学内7部局、学外3大学の研究者と連携し、教育プログラム・研究プログラム・復興促進プログラム、

を実施する。

東北大学

北海道大学

東京大学
電気通信大学

楢葉町

東京大学アイソトープ総合センター

東北大学・渡部研究室

電気通信大学・小泉研究室・小木曽研究室

1a.大学生・大学院生によるフィールドワーク事業
1b. 研究者・大学教員・専門家による講演会と座談会事業
2a. 廃炉に必要なデブリ分析技術の開発研究
2b.廃炉研究と放射線活用研究を指向したロボットシステムの開発研究
2c.中性子発生装置等の性能評価技術の開発
3a. 農地・山林・河川の環境放射線を迅速・高感度に測定する技術の開発
3b.楢葉町産の農林水産物を大学等で販売する支援事業

理学系研究科

数理科学系研究科

先端科学技術研究センター

大学内連携

大
学
間
連
携

北海道大学・久下研究室

工学系研究科

農学生命科学研究科

総合文化研究科
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教育プログラム

東京大学の有する教育リソースを生かす。

① 留学生と楢葉町小中学生との交流イベント

ねらい：楢葉町では「教育日本一」を掲げ、英語教育やキャリア教育に力を注いでい

る。日本で学ぶ留学生と交流することで、生きた英会話や国際的視野を学ぶ機会とす

る。また、留学生が福島の文化と復興を理解する機会とする。

② 東京大学学生による楢葉町フィールドワーク

ねらい：東京大学工学部都市工学科の大学生による楢葉町を舞台としたフィールド

ワークを実施し、楢葉町の進めるコンパクトタウン等について学ぶ。さらに、学習の

過程で発見した課題の解決策の町への提言を目指す。同時に、地元中学生と交流する

ことを通じて、地元中学生が大学における「学び」を体験する機会とする。

③ 有識者等による市民講演会

ねらい：町の活性化につながる市民講演会を実施する。また、講演会の実施を通じて、

本イノベーションコースト構想推進事業の宣伝の機会とする。

楢葉町で開催したノーベル物理学
賞受賞者・梶田隆章先生の講演会
（2016年11月27日）

研究プログラム

東京大学内と学外との連携により、廃炉関係・放射線利用関係の研究を推進する。

最適自律化した装置によ
る安全な遠隔操作技術

外部からの攻撃

暗号化技術

東京 浜通り（楢葉町）

様々な研究に役立つ自動化
装置の最適自律化技術開発



研究プログラム

東京大学内と学外との連携により、廃炉関係・放射線利用関係の研究を推進する。

廃炉関係の研究テーマ例：
ICP-MSによるストロンチウム-90の定量のための環状オリゴ糖を用いた元素の相互分離法の基礎検討

• 2段階目ではZr濃度が60〜65%減少した→1段階目と同量Zrが吸着

• γ-CDPによって、Zrのみをほぼ選択的に捕集可能

研究の背景：

• ICP-MSによる90Sr測定法における、迅速かつ被ばくの低減を

目指した前処理方法として、ストロンチウムレジンよりも安

価に製造可能なシクロデキストリン（環状オリゴ糖）を、Sr

とZrとの相互分離に適用するための基礎的検討

• 質量数90の元素は多くないが、安定な同重体であり、環境中

にも多く存在する90Zrとの化学分離による前処理が必須であ

る

期待される成果

• ストロンチウムレジン（内容量2mLのカラム）が1個当たり

4000円以上するのに対して、CDはファブリーズなどの日用品

としても用いられるほど大量生産も可能で大幅に安価

• 作業を単純化できれば、作業者ごとの測定値のばらつきを低

減

• 作業時間の短縮につながり、作業者の被ばく低減効果がある

研究プログラム

東京大学内と学外との連携により、廃炉関係・放射線利用関係の研究を推進する。

持続的な環境放射線測定の例

• 2014年より、福島市の水田において、稲

作時期の毎月、水田土壌および用水試料

を採取して、継続的に放射能濃度の測定

を行っている

• 継続的な実測による風評被害の払拭

• 放射性セシウムのイネへの移行メカニズ

ムの解明に資する

• 対処療法的な対策ではなく、根本的な対

策を検討

5月 6月 7月 8月

土壌中137Cs濃度の経時変動 ため池中Cs濃度の経時変動

• 137Cs 濃度には、減衰による単調減少だけではなく、増加も観察された

• 森林等からの新たな137Csの流入があることを示唆



復興推進プログラム

東京大学内と学外との連携により、復興推進・風評被害払拭に貢献する活動を行う。

大学生協で新米販売、米飯提供を支援

福島の視察等を支援

五神真東京大学総長による福島視察（田植え）

大学の有する研究資源
（ロボット、遠隔操作、放射線計測、
放射線影響研究など）

大学の有する人的資源
（大学教員、学生、大学院生、留学生、
研究者など）

本事業の将来的ねらい

本事業を楢葉町で展開し、その成果を浜通り全体へ波及させる。

本事業では、福島工業高等専門学校などの地元の高等教育機関との連携も強めてゆく。また、

東京大学で採択された他のプロジェクトとも協力し、波及効果を高めてゆく（すでに、合同プ

レス発表を行った）。

東京大学で採択された事業の合同プレス発表
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活動報告

2018年7月27日に、楢葉町に拠点「東京大学アイソトープ総合センターならはサテライト」を設置した。

福島民報、7月28日朝刊 福島民友、7月28日朝刊

2018年7月27日
アイソトープ総合センターならはサテライト開所

申請責任者：秋光信佳（教授）
和田洋一郎（教授）
川村猛（准教授）
垰和之（助教）、桧垣省吾（助教）
神吉康晴（助教）、杉山暁（助教）
特任助教 ４名 特任研究員 ７名

アイソトープ総合センター

農学生命科学研究科

数理科学系研究科

先端科学技術研究センター

田野井慶太朗（教授）
農作物の放射能測定

二瓶直登（准教授）
植物における物質動態解析

仁多見俊夫（准教授）
林業の高度化

理学系研究科 鍵裕之（教授/アイソトープ総合センター
長）

地殻化学
平田岳史（教授）

分析化学
高橋嘉夫（教授）
環境化学･放射化学

小暮敏博（教授）
鉱物学・物質科学

森俊哉（准教授）
ドローンによる環境測定

総合文化研究科 小豆川勝見（助教）
環境放射線測定

山本昌宏（教授）
逆問題の数理と応用

堤修一（特任准教授）
ゲノムサイエンス

山下雄史（特任准教授）
システム生物

予定月事業名等 事業概略

7月 拠点設立
アイソトープ総合センターの拠点を楢葉町学
び館に設置する。拠点開設イベントを開催す
る。

8月
福島復興学ワーク
ショップ

福島復興学ワークショップに参加し、本事業
を紹介するとともに、他事業の事業者と情報
交換を行う。

9月 交流ワークショップ
留学生と地元小中学生との交流ワークショッ
プを開催する。大学教員2名、大学生・大学
院生8名、小中学生30名程度の参加を予定。

9月 事業シンポジウム
楢葉町関係者、事業参加者を集めたシンポジ
ウムを楢葉町で開催する。50名程度の出席を
予定。

9月 事業ワークショップ
事業参加者が楢葉町でワークショップを開催
し、相互に情報交換と交流を実施する。30名
程度の参加を予定。

11月 市民講演会
大学教員・研究者・専門家・有識者等による
講演会を楢葉町で実施する。100名程度の参
加を予定。

10月 学生フィールドワーク
大学生が楢葉町の現地調査、インタビュー、
レポートまとめ等の体験型実習を行う。大学
教員2名、大学生15名程度の参加を予定。

12月 市民講演会
大学教員・研究者・専門家・有識者等による
講演会を楢葉町で実施する。100名程度の参
加を予定。

1月
事業取りまとめワーク
ショップ

楢葉町関係者と本事業参加者が集まり、30年
度事業を評価する。さらに、次年度事業につ
いて話し合う。

東北大学・渡部研究室

電気通信大学・情報理工学研究科

北海道大学・久下研究室

渡部浩司（教授）
分子イメージング

久下裕司（教授）
分子イメージング

小木曽公尚（准教授）
制御工学

小泉憲裕
ロボティクス

●主な行事・教育プログラム●


