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研究協力者： 滑り説 

クロスブリッジ説 

横紋筋の構造と収縮蛋白質 

筋収縮の分子メカニズム 

     １） 滑り説： 光学顕微鏡により 動態が直接観察できた 

     ２） クロスブリッジ説 ： 硬直複合体で観察されたミオシン頭部の架橋が張力を発生 

滑り説とほぼ同じ時期にその首振りが提唱されたが、 運動中に直接観察する手段がなく実証は困難 

     ３） レバーアーム首振り 説： 各部品の結晶構造が主な根拠  証拠は間接的 
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Purified actin filament preparation captured by quick-freeze deep-etch replication 

Electron microscopy of Frayed-ends of Micaceous Materials (Heuser, 1083) 

Muscovite(Ruby-mica) Montmorillonite 

Frayed-end (めくれた断端）
にセシウムが浸み込む 

土壌中の粘土質の構成成分である雲母粒子は 放射性セシウムを強く結合する 
土壌中の雲母微粒子こそ 放射性セシウムを吸着する本体である 

これがCsと置き換わる 

「きらら」 「千枚はがし」 

セシウムイオンの雲母への強い吸着固定は既知
の事実であり、それを利用した米国特許も出願さ
れている → しかしそれを選別する手段がない
ため除染処理には使えない むしろ積極的に雲母を除染に使えないか？ 
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蛭石 (福島県の特産物）を加熱すると？ 

Electron microscopy of Frayed-ends of Micaceous Materials (Heuser, 1083) 

Muscovite(Ruby-mica) Montmorillonite 

Frayed-end(めくれた断端）に
セシウムが浸み込む 

川上式 泡選別法による雲母成分の除去 

（特願２０１１－１９６６８７ 川上 勇） 

磁力選別法を併せた新たなシステムに向けて現在改良中   

磁力により選別された雲母および角閃石成分 
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泡選別による除染システムはかなり有効に放射能ｊを除くことができるが、 

材料となる土壌の出所により、分画効率は著しく異なることが判明した。 

 

理由：雲母の構成比率が異なることが大きく作用する。 

 

［泡選別法の実証試験を行った南相馬市太田地区では、土壌のほぼ全てが粘土
質であるため、農作物への放射能移行はほとんど認められなかった］ 

放射能が検出されたコメを産した棚田では定常的な水流により雲母成分が不足
していると考えられる。 

 

雲母の構成比率が低い土壌では、放射能は角閃石に分布する。 

 

泡選別にかかり難い大きな雲母結晶および角閃石は磁力選別により分画可能
である。 

 

泡選別、磁力選別を併用した「統合土壌除染システム」の試用。 

［土壌の除染法は研究が進んでいるので、他にも好い方法があるかも知れない］ 
 

川上氏の泡選別法を知り、土壌成分でもある雲母を積極的に利用
できないかと考えた （特願２０１１-２４９６０５ 片山栄作 川上 勇） 

斎藤恭一教授（千葉大学共生応用化学科）の研究室では 

 放射性セシウム吸着繊維ＧＡＧＡを開発し、その普及活動の一環と
して「分析展」に出品していた。 

そこに南相馬市太田地区の除染コーディネーター奥村丈夫氏が偶然
来られた 

 

斎藤教授のご紹介による 奥村氏との出会い 

その実地試験のために南相馬市を訪れ、実験用の材料として、路肩
に野積みにされていた根に相当量の粘土が付いた下草類を袋に密封 

（南相馬市市会議員 奥村健郎氏らの協力） 

その後、植物石の関与の可能性に気付き 濾過装置を考案して特許出願 

その装置の実地試験材料として、前に保存してあった下草類の袋を用いた 

南相馬市太田地区では住民が自主的かつ積極的に除染への努力を続けている 

除染すべき対象 
 

海水・貯留水：  ＧＡＧA ぜオライト など  

 

舗装道路： 高圧洗浄 

 

土壌： 畑や水耕地 泡選別法を含むいくつかの方法が提案されている 

 

森林・原野： 面積が広く、最大の難物  堆積物の除去しか策がない 

 

家屋の屋根・壁面など： 従来法でも対応可能  

 

濃縮回収した放射性物質の最終処理方法 

 

を政府・自治体に提案したい 

雲母は遊離セシウム・イオンを強くまた安定に吸着する
優れた性質を有し、人畜無害で安全、安価な材料 

 

それを用いれば放射能を固定化できる 

             さらに 

その雲母を懸濁液中から選別する泡選別法が川上氏
により考案され、雲母の回収が可能となった 

             つまり 

広範囲の放射能汚染に対する除染に雲母砕片を利用
できるはず！ 

［福島県は 雲母を主要な構成成分とする土壌に富む］ 

森林の除染対策こそが喫緊の また 最大の課題である 
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除染効果の実態調査 の方法 （環境省による） 

放射性物質で汚染された環境の雲母砕片を用いた包括的除染方法  
（特願２０１１-２４９６０５ 片山栄作 ・ 川上 勇） 

「植物堆積物を分解する細菌などで処理するとセシウムが消える」との情報 

堆積物と雲母砕片を袋に入れて閉鎖系で実験を行った結果、かなりの部分は
確かに雲母砕片に移行したが、無視できない量の放射能が実験中に失われた 

最初は実験誤差かと思ったが、多すぎる  →  一体どこに消えたのか？ 

それなら、外れたセシウムイオンは雲母砕片に強く結合するはず 

セシウムは雲母砕片に結合できない形で存在するのではないか？ 

植物にも雲母に似たケイ酸化合物が存在するのではないか？ 

実験データが事実なら、堆積物が分解されて腐葉土と化す際にセシウム
が外れるらしい 

植物石がセシウムを結合する可能性の発見 

植物石（Phytolith)   プラントオパール（Plant Opal） の存在 

その安定性から古代の植生の調査にしばしば用いられ、考古学ではよく知られる 

  

雲母と植物石との識別 

雲母： 層状結晶をなし、劈開性のため粒子は板状であることが多い 

     鉄やマンガンを含む（黒雲母）場合には磁性を有する 

     花崗岩の構成成分は黒雲母   実は福島県は雲母（蛭石など）の大産地 

 

植物石：植物細胞が鋳型となるため、多くは元の植物に特有の立体的形状を示す 

     耐熱性ではあるが、一部は５００℃程度で変形が始まる 

     サイズは数μｍ～１００μｍ、結晶性ではないので、磁性はない 

      

形状が崩れたごく小さな粒子では識別困難な場合もある 
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. 

Yamaji N et al. Plant Cell 2008;20:1381-1389 

©2008 by American Society of Plant Biologists 

ケイ素の輸送蛋白質が見つかった → ケイ素はイネの必須元素である 

以下のカラー画像は、NHK番組「ミクロワールド」より転載 
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プラントオパールは立体的な形状である 
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植物体を焼却しても植物石は残る 

さまざまな形状の植物石が混在している 
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プラント・オパール 

ホームページより引用 

茶葉裏面より剥離する植物石 

剥離した茶葉植物石に残る気孔の紋様 

落葉焼却灰からカルシウム除去後の植物石 

落葉焼却灰からカルシウム除去後の植物石 
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一般環境中のホコリの主成分も植物石である 

＊「植物石」は数μm～１００μmサイズのケイ酸化合物の粒子であり、その量は想像以上
に多い 

＊植物石は植物本体の風化、腐葉土化とともに植物体から外れる 

＊植物石はセシウムイオンを強く結合した形で永らく安定であり、放置すれば風に乗って
空中に飛散し土壌に撒布される可能性がある 

＊実際に生活環境の埃や湖沼の底の堆積物を調査したところ、それらの相当な部分が
植物石と思われる、との結果が得られた（川上の報告） 

＊大量の落ち葉や枯れ木は野積みにせず、できるだけ閉鎖系で保存すべきである 

＊空間線量が高く植物の多い地域ではマスク着用により埃の吸入を防ぐのが好ましい 

＊植物石はガラス質の微粒子であることから、雨水の集まるホットスポットや屋根などの
除染対策も立てられる 

＊植物石以外の固体成分に結合し、外的条件の変化により遊離するセシウムも存在 

＊われわれは植物堆積物からその植物石と遊離セシウムを一網打尽に捕捉する濾過装
置を開発し、その性能の実証実験を行った結果、当初の期待以上の効果を発揮すること
が判明した （放射性セシウム捕捉濾過装置：特願2011-267738 片山栄作・川上 勇) 

＊大きな問題となっている稲わらやコメなどの汚染にも有効な対策があると思われる 

＊収集した雲母成分や植物石の後処理についても検討中 

本報告のまとめ 

報道当日午前中に寄せられたツイッターの一部 

懸念材料 
 

＊ 緊急事態であると判断したため、十分な定量的データを収集できる前に
新聞発表したが、論文化が間に合わず、十分な信頼が得られなかったかも
知れない。そのため、被災地においては、植物堆積物の封じ込めの重要性
の告知が期待したほど徹底せず、警告が十分には浸透していない 

 

＊ 植物石は雲母に似たケイ酸化合物ではあるが、雲母ほど安定ではない。
環境変化により、セシウムが遊離する可能性がある 

 

＊ 堆積物をできるだけ早期に封じ込めることが最も重要な施策である 

それだけで空間線量は下がり 後処理ができる状況になる 

 

＊ 植物体に付着するセシウムには ケイ酸化合物以外、たとえば炭酸カ
ルシウムなどに一時的に捕捉されたのみのセシウムも存在する （川上）  

 一刻も早く堆積物を集めて封じ込める必要がある 

 

＊ 政府、地方自治体、現地の方々 に早く動いて欲しい 

遅くなればなるほど放射能は土壌に移り、処理は一層困難になる 
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われわれは 

土に 森に 草に 

そして 

稀有の存在である地球の 

恵まれた環境に 

手厚く守られながら 

生きている 

地球に住めなくなったら 

代わりの場所はない 

 

宇宙に稀有な存在である 

この地球の自然環境を 

大切に守ろう 

小惑星 KAWAKAMI （ ８４１３） と  KATAYAMA（８５２７）  


