
止めよう！焼却による放射能再拡散
大崎住民訴訟－焼却炉排ガス精密測定実現のために

ちくりん舎（NPO市民放射能監視センター）

青木一政
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2021_1103 放射線被ばくを学習する会



現在も続く内部被ばく
南相馬20ミリ裁判原告の尿検査結果から
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南相馬20ミリ裁判原告の尿検査による内部被ばく調査

【対象者】

⚫ 南相馬市原町区在住の住民65名。7歳から88歳、女性27名，男性38名。

⚫ 比較対象として西日本（兵庫県および福岡県在住）の住民41名。5歳から
71歳、女性31名，男性10名。

南相馬被験者の居住地域
被験者の年齢分布（検査回数ベース）

【調査期間と回数】

⚫ 検体採取と測定：2017年7月～から2020年4月。

⚫ 南相馬市在住被験者：対象者65名に対して延べ117回測定。

⚫ 西日本在住者：対象41名に対して測定は各1回。
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西日本

南相馬
南相馬被験者居住地域



南相馬在住者は明らかにセシウムを体内に取り込んでいる

測定結果の頻度分布（南相馬・西日本）
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西日本在住者は全員不検出
検出下限値0.06Bq/L

南相馬在住者の
不検出は全体の12.8%

南相馬在住者の
中央値は0.15Bq/L



最も高い値を示した2人の状況

⚫ AおよびBは夫妻である。
⚫ 1回目の検査後のヒアリングによれば検査直前に野生のキノコを

採取して食していた。その後の同様傾向での減衰から、高い値
は食生活パターンによるものと推定できる。
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最大値を示した2名の時間経過



比較的低レベルだが継続している例

⚫ 低レベルでの変動の原因が食品摂取によるものか、呼吸による
ものかは不明。
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低レベルで継続している事例



長期保養による効果は明らか

島根県にて保養(50日間)

生物学的半減期90日とし
たときのシミュレーション

⚫ 島根県に50日間の長期保養に出かけた。その前後で南相馬在住
の時と比べ顕著な減衰がある。南相馬では日常的なセシウムの
追加摂取が起こっていると考えられる。 7

長期保養前後での顕著な低下の事例



尿中セシウム量とホールボディカウンター（体内量）の関係

No 
a

論文著者・発表年 方法 24h尿中Cｓ排泄量に
対するWBC値の比

1 Irena Malátová 他
2019年

チェルノブイリ事故後，プラハ在住の30名に対して
WBC検出下限値15Bq/bodyのレベルまで測定。同時
に1日尿中の排泄Cs量を測定し両者の関係を調査。

164倍（成人）

2 Raffaele Devita 他
2000年

1991，1992年にベラルーシ，ウクライナ，ロシア在住
の子どもたち（6―15歳）244人に対して同様な調査。

90倍（6-15歳）

3 Christopher L.Rääf 他
2000年

同様の文献調査の結果から成人における１日尿中
Cｓ排泄量とWBC値の調査。

成人女性119倍
成人男性167倍
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尿中セシウム量
(24時間尿）

体内セシウム量

ホールボディカウンター（WBC）

比率が知りたい

⚫ 1日尿中のセシウム排泄量とWBC値の関係を調査した論文が複数ある。

WBCより尿検査の方がはるかに検出精度が高い。
WBCの日本での一般的な検出限界250Bq/body⇒尿検査では10～15Bq/body程度ま
で検出可能。



今回の尿検査結果をWBC値に変換してみると

⚫ 前記L.Rääfらの119倍（女性）、167倍（男性）を仮定して今回の南相馬在
住者のWBC値（body当たり）を計算してみた。

⚫ 最高値を示したA(女性）、B(男性）で1日尿量を1および1.5ℓで計算すると

被験者
尿中セシウム
濃度(Bq/ℓ)

1日尿量（ℓ）と24時間尿中セシウム排泄量
（Bq/day）

24時間尿中セシウム
排泄量から推定した体

内セシウム量
（Bq/body）

1.0ℓ 1.5ℓ

Aさん 5.56±1.0 5.56±1.0 8.34±1.5 662 ～ 992

Bさん 5.2±0.92 5.2±0.92 7.8±1.38 868 ～1303

⚫ 今回の結果の中央値0.15Bq/ℓで1日尿量を1および1.5ℓで計算すると

被験者
尿中セシウム
濃度(Bq/ℓ)
中央値

1日尿量（ℓ）と24時間尿中セシウム排泄量
（Bq/day）

24時間尿中セシウム
排泄量から推定した体

内セシウム量
（Bq/body）

1.0ℓ 1.5ℓ

女性 0.15 0.15 0.225 17.9 ～ 26.8

男性 0.15 0.15 0.225 25.1 ～ 37.6

⚫ 食生活の状況によっては健康影響が報告されているレベル（数十
Bq/body)以上になる可能性がある。

⚫ 尿検査は比較的簡便であるため今後、範囲を広げ継続した調査が重
要。
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体内セシウム量と健康影響
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体内セシウム量（横軸）とHb（ヘモグロビン）、RBC（赤血
球）、PLT（血小板）量の関係。横軸は自然対数軸であることに
注意。
Anna Lindrgen et al. Journal of Exposure Science and Environmental 
Epidemiology (2015) 25, 334-342.

体内セシウム量（横軸）と肺機能
（FEV1/FVC(%)値）（縦軸）との関係。横軸は
自然対数軸であることに注意。
Erik R Svenden et al. Ann Am Thorac Soc Vol 12, No 7, 
pp 1050–1057, Jul 2015

⚫ 体内セシウム量と健康影響の関係の研究が行われている。
⚫ 上記2例では、どちらも体内セシウム量が数十Bq/bodyから健康

影響との相関関係がしめされている。
⚫ 尿検査はWBCに比べてはるかに簡単、精度は高い。日本でも尿検

査による継続した調査が必要。



放射能ごみ焼却は放射能バラマキ

～大崎住民訴訟での論争の経緯から～
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宮城県大崎市における農林業系汚染廃棄物
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仙台
石巻

●大崎市の位置
仙台と石巻の北西に広がる広い地域。

●大崎市と大崎耕土
東北の太平洋側特有の冷たく湿った季節風

『やませ』による冷害など、厳しい自然環境
下で、コメを中心とする農業を発展させてき
た。2017年世界農業遺産として認定された。
※図は世界農業遺産「大崎耕土」のHPより。

●農林業系汚染廃棄物（汚染廃）とは
➢福島原発事故により発生した、汚染稲わら、
汚染牧草など。
➢宮城県内の8000Bq/kg以下の汚染廃は
36,045トンに上る。
※宮城県HPより、2017年6月現在。

➢ 大崎市ではこれらの汚染廃棄物を市内3か
所の一般ごみ焼却施設で焼却している。
➢2020年7月より本焼却を開始、一般ごみ
との混焼により7年間継続する。
➢焼却予定の汚染廃は3,590トン。
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年月 動き

2016年末 宮城県村井県知事が農林業系汚染廃棄物（汚染稲
わら、牧草、榾木など）の一斉焼却方針を示す。

2017年4月 「放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に反対する宮城
県連絡会」結成。結成集会にてスピーチ。

2017年
～2018年

県による個別市町村の切り崩し。仙南、黒川の2広
域行政事務組合が試験焼却を開始、石巻市、大崎
市が10月から試験焼却を開始と発表。

2018年8月 石巻市、大崎市涌谷町など市内3か所で講演。大崎
市3か所の焼却施設での試験焼却時のリネン吸着法
による監視の提案。

2018年10月 大崎市住民が大崎市の焼却への公金支出停止を求
めて提訴。原告124名。

2018年11月 仙南地域（大河原町）で講演、本格焼却に備えて
リネン吸着法による監視の提案。

2018年12月 大崎市住民が試験焼却差し止め仮処分命令申立て
と公金支出停止の本訴を提訴。

2019年7月 試験焼却終了。

2020年7月～ 大崎市は本焼却を強行、7年間に渡って市内3か所
の一般ごみ焼却炉で焼却中。

2018年8月28付河北新報記事

大崎市での汚染廃棄物焼却問題とのかかわり
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バグフィルターの性能
バグフィルター

ろ布

タクマ（株）のホームページより
http://www.takuma.co.jp/product/msw/stoker_msw.html

一般的な焼却炉のフロー

環境省はバグフィルターでセシウムを99.9%回収するから
安全というが・・・

http://www.takuma.co.jp/product/msw/stoker_msw.html


リネン吸着法調査―具体的な進め方を住民と検討
（2018.10.6)

16

●大崎市内3か所での試験焼却に合わせてリネン
吸着法で大気中のセシウム粉じん濃度を測定。

●2018年秋（2018.10.15～2019.1.6）、
2019年冬（2019.1.7～3.31)、2019年夏
（2019.6.15～8.31)の3パターンで調査。

●アメダスによる風向データとの比較。



大気中のホコリの放射能を測る～一般的な方法

フ
ァ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

エアー

流量計

フィルターに吸着した放射
能量を測定する。
流した空気量を測定する。

排気

測定結果は

ベクレル/m3

1㎥あたりの空気中の放射能量 17



リネン吸着法

－市民のアイデアで2014年頃から各地で開始。

リネン布に吸着した放射能を測定する
（ゲルマニウム半導体測定器を使用）

一定の大きさのリネン（麻）布を
一定期間設置

リネン（麻）布を回収

測定結果は

ベクレル/m2・h
1㎡あたり・1時間あたりの吸着
放射能量で定量的に比較が可能
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宮城県大崎市・放射能ごみ焼却において
放射能漏れを示す証拠（１）

大崎住民訴訟での青木提出
証拠資料より
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環境省「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」に沿って
リネン配置場所を計画
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風下の一定の距離の地点に最大着地濃度地点が現れる
環境省「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」より



A1 :0.09mBq/m2･h

A5:0.02mBq/m2･h

A7:0.28mBq/m2･h
A4:0.05mBq/m2･h

A2:ND(0.05)mBq/m2
･h

A3:0.09mBq/m2･h

A6:0.16mBq/m2･h

A8:0.14mBq/m2･h

玉造クリーンセンター

A9:0.11mBq/m2･h

玉造CC 放射能ごみ焼却でセシウム漏れを示すデータ（2018年秋）
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A1 :0.05mBq/m2･h

A5:ND(0.04)mBq/m2･h

A7:0.20mBq/m2･hA4:ND(0.03)mBq/m2･h

A2:0.06mBq/m2･h

A3:0.14mBq/m2･h

A6:0.05mBq/m2･h

A8:0.06mBq/m2･h

A9:0.11mBq/m2･h

玉造クリーンセンター
A10:0.23mBq/m2･h
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玉造CC 放射能ごみ焼却でセシウム漏れを示すデータ（2019年冬）



A9: 0.10

A8: 0.12

A10: 0.09

A7: 0.19

A11: 0.43

A6: 0.39

A5:0.12

A4: 0.17

玉造クリーン
センター

A12:0.31

A3: 0.47
A2：0.07

A1: 0.17

A13 :0.10

アメダス川渡

玉造CC 放射能ごみ焼却でセシウム漏れを示すデータ（2019年夏）
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B1:ND(0.04)

B9:0.04

B8:0.24

B7:0.23

B6:0.11

B5:ND(0.03)

B4:0.14

B3 :0.02

B2 :0.03

中央クリーン
センター

大崎市中央クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2018年秋）

アメダス古川 B10

B11

B12

B13
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B1:0.02

B9:0.05

B8:0.22

B7:0.34

B6:0.12

B5:ND(0.04)

B4:0.07

B3 :0.04

B2 :0.05

中央クリーン
センターアメダス古川 B10

B11

B12

B13

大崎市中央クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019年冬）
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B1:0.04

B2 :ND(0.02)
B3 :ND(0.02)

B4:ND(0.02)

B5:ND(0.02)

B6:0.04

B7:0.24

B8:0.08

B9:ND(0.02)

B10:0.2

B11:0.15 

B12:0.10

B13:0.09

アメダス古川

中央クリーン
センター

大崎市中央クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019年夏）
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C10 0.40

C4: 0.14

C3: 0.06

C1: ND(0.07)

C6: 0..11

C5:1.14

C7 0.19

C8: 0.06

C2: 0.05

東部クリーンセンター

C9: 0.17

大崎市東部クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2018年秋)
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東部クリーンセンター

C1: ND(0.03)

C3: 0.22

C2: 測定できず

C4: 0.04

C5: 0.51

C6: ND(0..03）

C7: 0.15

C8: 0.09

C9: 0.21

C10 : 0.29

大崎市東部クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019年冬)
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大崎市東部クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019年夏）

C1:ND(0.05)

C2:測定できず

C3: 0.04
C5: 0.73

C4: 0.18

C6:ND(0.04)

C7: 0.12

C8:ND(0.04)

C9: 0.08

C10: 0.47

C12:ND(0.04)

C11:測定できず

C13: 0.19

C14: 1本落下のため
データ不明

東部クリーンセンター

風向計測地点
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宮城県大崎市・放射能ごみ焼却において
放射能漏れを示す証拠（２）

大崎住民訴訟での南部正光氏提出
証拠資料より

30



試験焼却前後での土壌中Cs-137濃度の変化
（大崎市実施の土壌調査47か所の結果を南部正光氏が分析したもの）

31
試験焼却前のCs-137濃度 Bq/kg

試験焼却後のCs-137 濃度Bq/kg
（1年間のCs-137 自然減衰分を補正）

濃度上昇した地点

濃度減衰した地点



宮城県仙南地域・放射能ごみ焼却において
放射能漏れを示す証拠（３）

大崎住民訴訟での草野清信氏（日本科学者会議）提出
証拠資料より
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モニタリングポストの放射線量の変化
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実測値

実測値－自然放射能

2018/5/22～ 大和町環境管理センターで
放射性ごみ焼却開始

黒線：Cs134,137の
自然減衰の理論線



モニタリングポストの放射線量の変化
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宮城県内２８か所のMPで理論値からの上昇が見られた
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大和町環境管理
センター

大郷町役場

名取市役所

角田市役所
山元町役場



バグフィルタは日常的にトラブル発生
環境省の緩い基準では

放射能漏れを発見できない
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バグフィルターの不具合事例
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化学物質問題市民研究会代表 藤原寿和氏調査



ユーザーは破損等が「良く起きる」と回答
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「環境保全用バグフィルタ集じん設備及び関係する課題の標準化報告書」
平成 2 0年3月 社団法人 日本機械工業連合会 社団法人 日本粉体工業技術協会



甘い環境省基準-バグフィルタが6-30%破損しても問題なし！?

39

国立環境研大迫論文※から、焼却炉出口（バグ入口）での排ガス中セシウム濃度（表9）。

焼却炉出口（バグ入口）で
の排ガス中セシウム濃度
A施設：480 Bq/㎥
B施設：100 Bq /㎥

環境省排ガス基準
30Bq/㎥

各焼却炉実態か
ら換算した漏れ
許容率
Ａ施設：6.3%
Ｂ施設：30%

※「放射性物質汚染廃棄物焼却施設における排ガス中微小粒子の粒子個数濃度測定によるバグフィルタ部分集じ
ん率の評価」 廃棄物資源循環学会論文誌，Vol. 30, pp. 1 - 13, 2019

バグフィルタろ布本数
A施設：2160本
B施設：676本

破損しても基準を超えない範囲
A施設：2160本×0.063=136本
B施設：676本×0.3=203本

微小粒子ほどCs濃度が高い。
120万Bq/kg(A施設）、25万Bq/kg(B施設）



環境省基準では排ガス検査は月1回
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煙突

月1回の検査で

バグフィルタろ布
の6%～30%が筒

抜けになっても問
題とならない。

バグフィルターを下から見た様子。
目視点検などは通常できない。
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一般ごみ焼却炉からPM2.5漏れを示唆する論文

粒子個数濃度で測定するとPM2.5 の部分
（特に粒径0.3μm以下）が圧倒的に多い

「大気中浮遊粒子の粒径別個数濃度および金属濃度調査」 斎藤育江他
東京都健安研セ年報 63,255-265,2012

⚫ 東京都新宿区の浮遊粒子状物質
の採取および測定。

⚫ ELPIを用いて粒径別に12段階に

分けそれぞれの粒子個数濃度を
測定した。

⚫ 75%は100nm(0.1μm）以下であっ
た。

⚫ 粒子中の金属測定はICS-MS(誘

導結合プラズマ質量分析）を行っ
た。

⚫ その結果、1μm以上の粒径に分
布する金属の多くは土壌、1μm未

満の粒子に分布する金属は主に
ごみ焼却飛灰の寄与が大きいと
推察された。



問題は飛灰中に大量に存在する
セシウムを含む微小粒子漏れ

42



粉じん粒径と体内への取り込み

43
「PM2.5に対するフィルタ捕集率評価指針」 ISO/TC142 フィルタ試験分科会（PM2.5 小委員会）より

・・PM2.5は、肺の深部（肺胞部）まで到達し、沈着部位に24時間以上滞留する。このた
めPM2.5は、気管支部に沈着する粒子よりも人体への影響が大きく、呼吸器、循環器
疾患や死亡率にも影響すると報告されている。

「はじめての集じん技術」第5章 原典は 1994 ICRP 24
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吸入摂取の危険性

福島第一原子力発電所で事故対応にあたった東京電力
の作業員が体内に吸い込んだ放射性セシウムは、当初
の予測より、体外への排出が遅いという追跡調査結果を、
放射線医学総合研究所の谷幸太郎研究員らが発表した。

谷研究員らは、セシウムの一部が水に溶けにくい化合
物になり、肺に長くとどまるためではないかと推定してい
る。被曝ひばく線量を見積もる計算モデルの見直しにつな
がる可能性があるという。

2015年06月08日毎日新聞

広島原爆：「黒い雨」体験者の肺
にウラン残存

広島大と長崎大の研究グループは７日、広島原爆
の「黒い雨」を体験した女性の肺組織にウランが残
存し、現在も放射線を放出していることを示す痕跡
を初めて撮影したと明らかにした。女性は原爆投下
時２９歳で、８０代で肺など３臓器に多重がんを発症
し、９４歳で死亡した。解析したのは１９９８年に切除
し保存されていた肺組織で、グループは「放射性降
下物由来の物質による内部被ばくが半世紀以上続
いていたことが裏付けられた」としている。【高橋咲
子、加藤小夜】

2015年08月10読売新聞

セシウム排出、予測より遅い…作業員を
追跡調査



リネンに吸着した微小粒子は水溶性か非水溶性か？

測定物 浸漬前 浸漬後 移行率(%)

重量(g) Cs-137 濃 度
(Bq/kg)

Cs-137総量
(Bq)

重量(g) Cs-137 濃 度
(Bq/kg)

Cs-137総量
(Bq)

リネン布 87.7 11.74±2.13 1.03±0.19 97.1 8.63±1.56 0.84±0.15 82±21

浸漬水 ― 0.00±0.00 0.00±0.00 1988.9 0.05±0.02 0.09±0.04 8.7±4.2

濾紙A,B ― 0.00±0.00 0.00±0.00 43.1 ND(0.91) ND(0.039) 3.8

合計 ― ― 1.03±0.19 ― ― 0.97±0.16 94±23

非水溶性のセシウム
（リネンに付着）

82%

水溶性のセシウム

8.7%

非水溶性のセシウム
（リネンから離脱）

3.8% 誤差脱漏:5.5%

精製水にて1W浸漬
自然乾燥

濾紙Aにて濾過

濾過液

濾紙Bにて容器
についた

固形物拭い取り

濾紙A,B

再乾燥リネン

焼却炉回りに
設置したリネン

非水溶性86%
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吸い込むと危険！



大崎住民訴訟における
排ガス精密測定にいたる経緯

46



【被告側の主張】

• 国立環境研の大迫論文（福
島県内の仮設焼却炉2箇所
での実測結果）等を根拠に
バグフィルタはセシウムを
99.9%捕捉するから「安全」
と主張。

• 環境省の排ガス基準（煙突
出口で30Bq/㎥）で不検出で
あることを根拠に「漏れはな
し」と主張。

47

放射能ごみ焼却裁判（大崎住民訴訟）での論争

【原告側の主張】

• リネン吸着法監視結果、モニタ
リングポストの計測値上昇、土
壌汚染測定結果の上昇の3点
を根拠に漏れがあると主張。

• 「不検出」とは「放射性物質を
含む粉じんの放出があるのか
否か」を求釈明。

• 検出下限値は測定条件によっ
て変更可能であることを説明。

「原告提案の方法で測定してみてはどうか」との提案。
原告提案を巡り進行協議。

原告提案：①公定法の測定時間延長、②リネンを煙突
内に設置、③コールドトラップ法の3方式を提案

裁判所の提案

実際の焼却炉で国環研
のやり方では測らない

被告側「一般
にゼロである
ことは証明で
きない」と論旨
を変えて反論



進行協議説明資料
甲95・96・97号証の説明用補足

NPO法人市民放射能監視センター（ちくりん舎）

青木一政

2021_0224大崎住民訴訟進行協議用補足資料
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2月24日
進行協議にて裁判長へ説

明した資料
（抜粋・一部改訂）



軽いものをどうやって測る？

体重計で米粒1個は測れない
⇒検出限界以下

米粒１つの重さ＝
（米俵の重さ―風袋）/米粒の個数

たくさん集
めて測る

感度の良い
秤を使う

電子天秤

米粒１つ
＝20㎎
（50粒で1g)
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もっと軽いものはどうやって測る？

体重計で胡麻粒1個は測れない
⇒検出限界以下

組み合わせ

⇒たくさん集め
て、感度の良い
秤を使う

ゴマ粒1個＝
3.4mg

電子天秤

たくさん集
めて測る

感度の良い
秤を使う
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排ガス中のセシウムを測る公定法とは

環境省放射能濃度測定ガイドラインより 51



公定法で検出限界を下げるには

ろ紙に捕捉され
たセシウム

ろ液に溶解され
たセシウム

排ガス

⚫より感度の良い（検出効率の良い）ゲ
ルマニウム半導体測定器を使う。
⚫より長時間測定する。

⚫より分厚い遮蔽体でバックグラウンド
を低減する。

××㎥

⚫よりたくさんの
排ガスを流す

よりたくさんの
セシウムを捕捉させる

よりたくさんの
セシウムを溶解させる

ゲルマニウム
半導体測定器
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2月24日進行協議にて
裁判長へ説明した資料
（抜粋ここまで）



裁判証拠（乙74号証）で判明した
「公定法」測定の実態

53



吸引時間は
4時間

吸引量は3.0㎥程度
吸引速度は13ℓ/分程度

ろ紙ゲルマ測
定は16.6分

ドレンのゲル
マ測定は

33.3 分

ゲルマの

測定効率は
20%程度

【被告証拠書面乙74の1-12より】

玉造CCにおける公定法測定の実態

54



ろ紙のゲルマ測定時間はわずか1000秒（16.7分、0.28時間）

測定時間を4倍にすると検出下限は1/2に
測定時間を9倍にすると検出下限は1/3に

環境省の公定法での指定はこのあたり

我々提案はここ

ろ紙に付着する粉じんのCs量を測定するのにわずか17分
程度の測定⇒感覚的には測定結果を出さないための測定。

55
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被告側は測定をやりたくないのでいろいろ難癖
⇒1年近く裁判空転
【測定業者の問題】
⚫ 第三者認証(ISO9000,ISO14000等の測定所版ISO/IEC17025 ）を受けた測定業者で
ないと受け入れられない。⇒ISO認証システムはマネジメントの仕組みが機能して
いることの認証であり、測定の正確性を認定するものではない。

⚫ ちくりん舎は「中立的・客観的」でないので受け入れられない。
⚫ 第三者認証を受けた測定業者=行政から検査の仕事を受けている。（大事なお得
意様の不利になる検査はやりたくない。）

⚫ 7社ほどの測定会社に見積もり依頼したが、「裁判関係の測定は受け入れられな
い」「大崎市は大事なお得意様」。結局受けたのは1社のみ。

【排ガス量とゲルマ測定時間の問題】
⚫ 測定口が3か所あるにもかかわらず、図面上でそれを隠す。
⚫ 原告側の指摘で煙突途中にも測定口があることを指摘、3か所から同時に排ガス採
取を提案。

⚫ 排ガスを必要量、タンクローリで供与するから勝手に測ればよい。
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「第3者認証を受けた業者でないと受け入れられない」

・・・と強硬に言い張っ
たにもかかわらず・・・
被告らが使っている業者
の認定の実態は？

認定範囲は
「環境試料：土壌、水」
⇒排ガスは含まれていない。

確かに放射能分析の認定
はうけているが・・
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被告側は測定をやりたくないのでいろいろ難癖
⇒1年近く裁判空転

9月22日、第13回口頭弁論期日と進行協議。
裁判長：「原告の主張どおり、6.5日間排ガス採取でいきま
しょう。被告側、いいですね」

【測定業者の問題】
⚫ 第三者認証(ISO9000,ISO14000等の測定所版ISO/IEC17025 ）を受けた測定業者で
ないと受け入れられない。⇒ISO認証システムはマネジメントの仕組みが機能して
いることの認証であり、測定の正確性を認定するものではない

⚫ ちくりん舎は「中立的・客観的」でないので受け入れられない。
⚫ 第三者認証を受けた測定業者=行政から検査の仕事を受けている。（大事なお得
意様の不利になる検査はやりたくない。）

⚫ 7社ほどの測定会社に見積もり依頼したが、「裁判関係の測定は受け入れられな
い」「大崎市は大事なお得意様」。結局受けたのは1社のみ。

【排ガス量とゲルマ測定時間の問題】
⚫ 測定口が3か所あるにもかかわらず、図面上でそれを隠す。
⚫ 原告側の指摘で煙突途中にも測定口があることを指摘、3か所から同時に排ガス採
取を提案。

⚫ 排ガスを必要量、タンクローリで供与するから勝手に測ればよい。
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バグフィルタ神話を突き崩す画期的取り組み

【振込先】
七十七銀行 岩出山支店 普通預金
口座名義 大崎住民訴訟 原告団
団長 阿部忠悦 （ｵｵｻｷｼﾞｭｳﾐﾝｿｼｮｳ ｹﾞﾝｺｸﾀﾞﾝ ﾀﾞﾝ
ﾁｮｳ ｱﾍﾞﾀﾀﾞｴﾂ）
口座番号5010262
※お振込みの際はメール 08016851951@docomo.ne.jpまた
はFax:0229-78-2701までご一報をいただけますと幸いです。

約250万円以上の測定費用が必用

環境省
公定法

原告
提案

比率

排ガス収
集

3 ㎥ 58.5㎥ 約20倍

ゲルマ測
定時間

1000秒
=16.7分

48時間
=2880分

約172倍
（検出下限では）1/13に

検出限界
（ろ紙の場合）

150mBq/㎥

程度※1

2mBq/㎥

程度※2

※1:被告側資料より。疑

問が残る。ゲルマ実力
からは430mBq/程度？。
※2：ちくりん舎実績から
の予想。

mailto:08016851951@docomo.ne.jp


60

大崎住民訴訟支援の会のチラシ



焼却炉

汚染ごみ(Bq/h)

一般ごみ(Bq/h)

主灰(Bq/h)

排ガス(㎥N/h)
飛灰（Bq/h)

バグ
フィルター

回収飛灰(Bq/h)

排ガス(㎥N/h)
漏れCs濃度（Bq/㎥N)

炉内Cs残留率（%）

飛灰Cs移行率（%）
BFのCs捕捉率（%）

空気

排ガス採取量(㎥N)
円筒ろ紙捕捉率(%)

今回の測定で本当に検証できるのか？
焼却炉マテリアルフロー（Cs）とGe検出器測定限界との関連(粉塵中のCsのみの説明）

Ge検出器検出限界
（ちくりん舎実績データ）

捕捉粉塵Cs量（Bq)

検出できるかどうかの判断

煙突
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大崎市が公開している放射能ごみ焼却データを利用して検証

62



実施にあたり新たに出てきた問題

排ガス測定実施にあたっての
原告側要求

被告側回答・対応の懸念 課題と対応計画

汚染廃棄物および一般ごみ量を公
開されている7、8月度実績の平均
レベルで投入すること。

裁判進行協議での被告側回答
⇒「焼却物のコントロールはできない。」「焼
却施設は実験施設ではない。」
裁判所が介入
⇒被告側に「後でデータで見て問題になら
ないように」。

汚染廃棄物の投入計画は大崎市環
境管理課。大崎市議が議会で質問。
11月排ガス調査中も同様に計画す
る。
議員・支援する会などによる行政の
監視必要。

ピットに投入された汚染ごみが焼
却炉に全て投入されるのか。

ピットに投入されたゴミは事務組合職員が
運転するクレーンで焼却炉に投入する。赤
袋（汚染ごみ）だけ脇によけて投入しないこ
とも可能。

実際に現場に原告らが入って監視。
またはビデオ記録による監視を裁判
所を通じて上申。

炉は1号炉と2号炉があり、測定口
もそれぞれ3か所ある。どちらか一
方の炉の測定では問題が生ずる
可能性。

測定中の炉へ投入せず他の一方の炉へ投
入する可能性。

1，2号炉両方の測定口から排ガス
採取。均等に投入すること、ビデオ
監視を裁判所を通じて上申。

排ガス採取中の立ち合い監視を要
求。

ちくりん舎関係者は入れない。 裁判長の仲介で、初日のみちくりん
舎関係者を入れる。

排ガス採取中に、監視のため原
告・原告代理人含め入館を申請。

代理人を含め3名までの入館を認めるも、
入館登録者は3名までと制限、実質同一人
物しか入館できない制約を課してきた。

裁判所を通じて、入館登録者を増や
すことを上申。登録は10名まで認め
ると譲歩してきた。

採取試料は業者の測定後、両者
の了解なしには廃棄しない、との
要求。

測定後の試料は業者が報告書作成後、第3
者に渡さず、3か月後に廃棄。これを受け入
れないと測定そのものを拒否する対応。

更にどんな問題が出てくるか予断を許さない状況。 63



排ガス調査期間中に汚染ごみを故意に焼却しない方法が存在する

バグ
フィルタ
等

64

ごみピットへの搬入
は外部委託

前処理場
ラッピング毎の放射能
測定、濃度に応じた色
つき5㎏小袋に分配

外部委託

保管場所から計画に基
づき前処理場へ送付

外部委託

大崎市環境管理課 ここの運転管理は
広域事務組合(被
告側）職員が行う

排ガス調査期間中に汚染ごみを脇に寄せて投入しない、排ガ
ス調査炉へは一般ごみのみを投入する、などの恣意的行為が
行われる可能性がある。



まとめ
• 行政は国立環境研の論文をもとにバグフィルタで99.9%のセシウムを捕捉できるので安全と主

張。

• 環境省の排ガス基準は30Bq/㎥と極めて緩い基準であり、バグフィルタの6～30%のろ布ユ
ニットが完全に漏れていても、発見できない。

• 国環研論文99.9%捕捉が仮に正しいとしても、それが全ての焼却施設で常に保証されている
ことを意味しない。

• 多くのバグフィルタユーザが、漏れや脱落は良く経験している。

• セシウム等放射性物質を含む粉じんの人体への影響（呼吸による取り込み）を考えれば
PM2.5（特に0.1～0.2μ以下）の粒子について粒子個数濃度で漏れ率を評価すべきである。
（HEPAフィルタの基準がまさにそれである）。

• JIS規格（工業製品の基準）で考えればバグフィルタはそもそもPM10（SPM）を対象とした設備
であり、PM2.5を捕捉するためのものではない。バグフィルタの捕捉性能は研究対象ではなく、
エンジニアリングの問題。

• バグフィルタでは最も条件が良くても0.1μ以下の粒子はほとんど漏れる。

• 水に溶けない形の放射性微小粒子は、肺胞内に留まり長期（場合によっては一生）にわたり
内部被ばくが続き、ガン発症など健康リスクが高まる。

• 「検証とは本来、何回もの回数と条件のもとで立証すべきもの」との指摘があった。今回は、裁
判という制約の中で、裁判所に検出下限と漏れの関係についての認識を深める手段として理
解いただきたい。既に漏れているという証拠は十分に提示されている。
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ご清聴ありがとうございました。
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