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ごみ処理で放射能が飛んでくる 
放射能拡散は防げるか 

1 



目 次 

• 放射能ごみ「リサイクル」＝ばら撒きが進められている。 

• 燃やせば微粒子が発生。吸い込めば内部被ばくの危険性。 

• バグフィルターとは何か？ 

• 放射能ごみ焼却に「お墨付き」を与えた分析データ。 

• そもそもバグフィルターは放射能ごみ焼却に十分な機能

を有するのか？ 

• 集じん率を考える上での二つのポイント。 

• 微小粒子（PM2.5、ナノ粒子）の特別な危険性と放射

性微小粒子（問題提起） 

2 



除染土の「再利用」－各地で実証実験が始まる 

●既に福島県南相馬市では処分実験中（環境省：2017年
4月～、飯館村、二本松市でも開始と発表。（環境省：2017
年12月5日） 
●茨城県東海村と栃木県那須町で処分実験を2018年春
にも開始。福島県外では初めて。（環境省：2018年1月31
日） 
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濃度がどんなに高くても燃えるものは全て燃やせ：環境省 

警戒区域・計画的避
難区域内の廃棄物 

稲わら、上下水道
汚泥、焼却灰など） 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放
射性物質による環境汚染の対処において必要
な中間貯蔵施設等の基本的考え方について  
平成２３年１０月２９日  環     境     省  

低濃度廃棄物との混焼で焼却灰濃度を薄めている実態がある。
「管理型処分場」では地下水、大気中粉じんなどで環境中に漏れだ
す＝東京都日出町処分場で問題発生 
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東大アイソトープ総合センター長 児玉龍彦氏の福島県での講演資料（2017年3月）より 

燃えない焼却灰・土壌も高温処理で「リサイクル」！！ 

セシウム等放射能を含む焼却灰、除染土を1300℃程度の高温で処理⇒ 

セシウムを気化させた後、冷却してバグフィルターで回収⇒溶融物・焼成物を建設資材と
して活用する計画。 5 



汚染木材を燃やせばどうなる？木質バイオマス発電 

株式会社グリーン発電大分のHP http://www.gho.co.jp/plant/index2.html  より 

木質バイオマス発電は間伐材
等を燃料とする火力発電所 

●木質バイオマス発電に
業者が殺到（2017年）。申

請対象が全て稼働すれば、
買取費用は当初想定の3
倍となる（2030年）。 

●再生可能エネルギー固
定価格買取制度（FIT）での

価格設定が高めであり有
利と判断した業者がFIT認
定の申請が急増した。 
 

バイオマスFIT認定量の推移 出典:経済産業省 
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なぜバグフィルターを問題にするのか 

• 放射能汚染がれき焼却用の仮設焼却炉での焼却
＝福島県内24か所（既に役目を終えて解体施設も）。 

• 除染ごみの一般焼却炉での焼却。 

• 岩手県、宮城県、栃木県などで汚染牧草、汚染農
業系廃棄物（たい肥、榾木、剪定枝など）の焼却の
動き。 

• 汚染土の高温処理によるセシウム回収型焼却炉
（飯館村蕨平、中間貯蔵施設）。 

• 各地で木質バイオマス発電の建設ラッシュ。 

これらすべての施設が集じん設備としてバグフィ
ルターを設置。 

住民への説明会では安全性の根拠として除塵率
99.9%と説明している。 7 



現実は 

2012.10.25 
焼却炉のフィルターをくぐり抜ける放射能 拡大する管理なき被曝労働（1） 

週刊ダイヤモンドオンラインより 
http://diamond.jp/articles/-/26833  

バグフィルターの下流にある消音機 

メンテナンス後 メンテナンス前 
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図は三鷹市HPより http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_saigairepair000001/027/027479.html  

焼却炉の主灰と飛灰 

●ばいじん：焼却による排ガス中にある細かい個体の粒子。 
●主灰：ごみを燃やした後の燃えがら。主灰に含まれるセシウムは非水溶性＞水溶性。 
●飛灰：ごみを燃やしたときのばいじんのこと。飛灰に含まれるセシウムは非水溶性＜水溶性。 

●飛灰処理：主灰も飛灰もダオイキシンや重金属を含んでいる。飛灰の方がダイオキシン濃度が高い。このため飛
灰（は廃棄物処理法で特別管理一般廃棄物に指定されている。飛灰はそのまま処分場に入れることはできずセメン
ト固化、キレート処理が行われる。 
●セメント固化：セメントと混ぜて固形化する。しかしセメント固化では64～84%程度のセシウムが溶出すると言われ
ている。 
●キレート処理：重金属の溶出を防止するための化学的処理。 

セメント固化後の飛灰 

写真は知多市HPより 
http://www.city.chita.lg.jp/docs/20140

31400416/  
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東京都ごみ焼却炉の 
主灰のセシウム濃度 
  2017年12月 

主灰のセシウム濃度 
（134,137合計）は 
ND（10）～68Bq/kg 
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東京都ごみ焼却炉の 
飛灰のセシウム濃度 
  2017年12月 

飛灰のセシウム濃度 
（134,137合計）は 

31～290Bq/kg 

江戸川清掃工場の例 
主灰：25Bq/kg 
飛灰（処理汚泥）：290Bq/kg 

飛灰は主灰の数倍～10倍程度。 
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飛灰には微小粒子が大量に含まれる 

ご み 焼 却 飛 灰 の 性 状 と処 理 技 術 の 展 望 廃 棄 物 学 会 誌,Vol.5,No.1,pp.3-17,1994 
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粉じん粒径と体内への取り込み 

「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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細かい粒子は肺の奥まで侵入する。 

・粒子径が大きいものは鼻咽腔に、中位のものは気管、気管支に、更に微
細なものは終末気管支および肺胞まで侵入して、そこに沈着する。 
（1969年原子力委員会決定「プルトニウムに関するめやす線量について」） 

http://www.nies.go.jp/kanko/news/27/27-1/27-1-04.html  
国立環境研究所 大気中超微小粒子と心疾患  
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吸入摂取の危険性 － 気になる報道 

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
降下物由来の核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 
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焼却炉に設置されているバグフィルターとは？ 

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 

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


金沢大学理工学域自然システム学類（化学工学コース）大谷 吉生氏プレゼン資料より 

液ろ過の場合 

空気ろ過の場合 
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金沢大学理工学域自然システム学類（化学工学コース）大谷 吉生氏プレゼン資料より 18 



バグフィルターは漏らしながら集じんする 

経産省産業技術環境局監修「公害防止の技術と法規」 19 



環境省災害廃棄物広域処理ガイドライン
2013年8月11日 

環境省はバグフィルターで99.9%～99.99%以
上のセシウム除去は「実証」済みというが・・ 
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環境省第3回災害廃棄物安全評価会議 
に提出されたデータの根本的疑問 

●Cs除去率99.87%、99.99%とされる根
拠の分析データは「2009年秋採取」のも

の、つまり福島原発事故による実際の
放射能汚染ごみの焼却結果ではない。 
●ただ、1か所、1回のデータのみ。 

●どのような条件（燃焼炉の詳細、ごみ
の投入量や状態、ごみ中のセシウム、ス
トロンチウムの量や性状など）が全く不
明。 
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すべて検出
限界以下 

すべて検出
限界以下 

Cs濃度（BF前）は一般的に言われる2山分布を示している。 
Cs濃度（煙突）ではすべて検出限界以下。 
Sr濃度（BF前）は粒径の小さなものが全て検出限界以下、Sr濃度（煙突）ではすべて検出限界以下。 

3.3μ以下はすべ
て検出限界以下 

2009年秋、「A自治体」のごみ焼却炉のバグフィルター前、煙突で排ガス中の粉塵を採
取、粒径別に質量を計測。 

環境省第3回災害廃棄物安全評価会議 
に提出されたデータの根本的疑問 

問題は住民の健康と命に係わるーこれでは納得できない。 
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そもそも 

バグフィルターは放射能ごみ焼却
に十分な機能を有するのか 

 
エンジニアリング（工学）的視点で 

考えてみる 
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JIS（日本工業規格）による集じん装置の性能保証 

バグフィルターの性能保証 

「集じん装置の性能測定法」 
JIS B 9910 

 

「集じんろ布の試験方法」 
JIS A 8909 

 

システム（装置）としての 
性能保証 

ろ布単体の性能保証 

「排ガス中のダスト濃度の測
定方法」 

JIS Z 8808 

「試験用粉体及び試験用粒
子」 

JIS Z 8901 

性能項目として12項目を規定 
(4)入り口および出口ダスト内のガスの
含じん濃度 
(6)集じん率および通過率 
(7)入り口および出口ダクト内のダストお
よび捕集ダストの比重および粒径分布 

ろ布の試験条件と性能評価項目を規定 
試験用粉体の種類を規定 
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ろ布単体の性能保証 JIS Z8909-1の規定 試験装置 

試験用ろ布 

＝バグフィル
ター 

漏れチェック用高
性能フィルター 
（HEPAフィルタ―） 

0.3 µmの粒子に対
して99.97％以上
の粒子捕集率 

試験用粉じん流 

試験用ダスト供給装置 

試験用ダストを上流から流す。 

⇒試験用ろ布を通して漏れた
きた粒子をHEPAフィルターで
捕集。 

⇒漏れた粒子の重量を測り集
じん率を計算する。 
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試験用ダストは「JIS10 種フライアッシュ 」を指定 

http://appie.or.jp/introduction/organization/technical_center/testpowders/fly_ash/  

粒子径 
（μm） 

オーバサイズ（質量基準）% 

5種 10種 

2 – 82±5 

4 – 60±5 

5 84±5 – 

8 – 22±5 

10 60±5 – 

16 – 3±3 

20 32±3 

30 15±3 

40 8±3 

106 1以下 

微粉炭を燃料とする火力発電所にて生成するフライアッシュを分級により粒子径分布を調
整して試験用粉体としたものである。 

粒子形状は大半が球形又はそれらの壊れたものよりなり、一般の粉じんとは異なるが燃
焼排出ガス中のダストを想定した試験用粉体として5種および10種が規格化され、工業的
な集じん、除じん装置及びそれらの部品の研究、性能試験等に使用される。 
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JIS試験用粉体の規格 

粒子径 

（μm） 

  

  

オーバサイズ（質量基準ふるい上）の% 

種類 

けい砂 タルク フライアッシュ 関東ローム焼成品 
重質炭酸カル
シウム 

1種 2種 3種 4種 9種 5種 10種 7種 8種 11種 16種 17種 

1                   65±5   80±5 

2         79±5   82±5     50±5 76±5 54±5 

4         55±5   60±5     22±5   18±5 

5   88±5 61±5 69±5   84±5   88±5 61±5   40±5   

6                   8±3     

8         23±5   22±3     3±3   4±3 

10   76±3 43±3 40±5   60±5   76±3 43±3   10±5   

16         6±3   3±3         1以下 

直径2μ以下の粒子が全体の 
18%（重量比）存在。 

直径1μ以下の粒子が全体の 
35%（重量比）存在。 

日本粉体工業技術協会HPより 
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JIS10種フライアッシュは焼却炉飛灰をどの程度
再現しているのか？ 

JIS10種フライアッシュはどちらかというと大きな粒子が中心。
もともと微小粒子（2.5μm程度以下）をあまり含まない粒子で
チェックしても微小粒子の漏れが少ないのは当たり前。 
ナイナイ詐欺。 

JIS標準粉体「ふるい上」から頻度分布に変換 

中位径：4.7～5.8μm 中位径：1.6～2.3μm 
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JIS（日本工業規格）による集じん装置の性能保証 

バグフィルターの性能保証 

「集じん装置の性能測定法」 
JIS B 9910 

 

「集じんろ布の試験方法」 
JIS A 8909 

 

システム（装置）としての 
性能保証 

ろ布単体の性能保証 

「排ガス中のダスト濃度の測
定方法」 

JIS Z 8808 

「試験用粉体及び試験用粒
子」 

JIS Z 8901 

性能項目として12項目を規定 
(4)入り口および出口ダスト内のガスの
含じん濃度 
(6)集じん率および通過率 
(7)入り口および出口ダクト内のダストお
よび捕集ダストの比重および粒径分布 

ろ布の試験条件と性能評価項目を規定 
試験用粉体の種類を規定 
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ダクト内のダスト捕集方法 
JIS Z 8808 

円筒ろ紙による捕捉 ⇒ 重量による捕捉ダスト量計算 
円筒ろ紙の捕捉率（Ⅰ型円筒ろ紙）：粒子径0.35μm程度で90-95% 
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システム（装置）としての性能保証 
 JIS Z 8808  集じん率計算方法 

入り口側ダクト、出口側ダクト内の粉塵濃度（g/m3)
およびガス流量（Nm3/h)から求める。 

集塵
装置 

入り口側 
粉塵濃度 

入り口側 
粉塵濃度 

集じん率を重量で評価している。 
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10μm 
1μm 

直径が10倍だと重さはどのくらい？ 

重さ＝１ 重さ＝1000 

重量1000倍 

直径10倍 

比重が同じであれば 
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除じん率（重量）99.9%とは 

バグフィルター 

大999個 

小1000個 

重量合計1000 重量999 重量1 
33 



高性能フィルターでは計数法で効率
を評価している 

日本特殊工業㈱のHPより http://www.ntkk.co.jp/airshelter.html  

バグフィルター 

HEPA（高性能）
フィルター 

34 
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●総合集じん率と部分集じん率 
⇒粒径ごとの集じん率を考えなければならない。 
 
●重量での評価と個数での評価 

⇒重量で評価すると微小粒子を過小評価（無
視）することになる。 

集じん率を考える２つのポイント 
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「総合集じん率」と「部分集じん率」 

粒子径が小⇒大の 
変化に対応して 
部分集じん率ΔEは 
0%⇒100%に変化する 

fの粒子に対して集塵され
るのは灰色の部分。 
白色部分は「漏れ」 

※重量での評価であること
に注意。 

「漏れ」=捕捉でき
ない粉じん 

「はじめての集じん技術」２．１ より 

部分集じん率 
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微小粒子を個数で評価している研究例 

大気中浮遊粒子の粒径別個数濃度及び金属濃度調査   
斎 藤   育 江a，大 貫   文a，保 坂   三 継a，小 縣   昭 夫b，中 江   大b 
a  東京都健康安全研究センター薬事環境科学部環境衛生研究科  
169-0073  東京都新宿区百人町 3-24-1  
b   東京都健康安全研究センター薬事環境科学部   
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「大気中浮遊粒子の粒径別個数濃度及び金属濃度調査」  

 アブストラクトより 

 
大気中浮遊粒子の動態調査を目的として，粒径7 nm～10 µmの粒
子を粒径により12区分し，１年間の個数濃度測定及び粒子採取を
行った．採取した粒子は，18種の金属成分について粒径別の濃度
を測定した． 
 
粒子中の金属測定は，マイクロウェーブ加熱分解/ICP-MS分析によ

り行った．測定の結果，年間を通して毎月共通の粒径分布を示す
金属が多いことが判明し，これらの粒径分布及び毎月の濃度変動
より金属相互の関連を解析し，発生源を推定した． 
 
その結果，1 µm以上の粒径に分布する金属の多くは主に土壌，1 
µm未満の粒子に分布する金属の多くは主にごみ焼却飛灰の寄与
が大きいと推察された． 
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「大気中浮遊粒子の粒径別個数濃度及び金属濃度調査」のFig.1に粒径サイズを補記  

大気中粒子濃度の月度変動  ２００８－２００９年 

0.007～0.028μm 

0.028～0.055μm 

0.055～0.094μm 

0.094～0.16μm 

0.16～0.26μm 

0.26～0.38μm 

0.38～0.61m 

0.61～0.95μm 

0.95～1.6μm 

1.6～2.4m 

2.4～4.0μm 

4.0～10μm 

個数では大気中浮遊粒子0.4μm以下の粒子が圧倒的に多い。 
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恐ろしき二重基準 
東電フクイチ構内はHEPAフィルター装備 
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東電は事故後に新たな焼却設備を設置（2014年） 
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微小粒子（PM2.5・ナノ粒子）の 

特別な危険性と 

放射性物質 
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環境省・国環研の実態調査⇒粒径毎の分析なし 

●放射能濃度（Bq/m3)で評価しているが粒径別の分析なし。 
  ⇒総合集じん率（Bq）で評価、微小粒子の漏れは事実上無視される。 
  ⇒粒径が異なっても同じ放射能濃度であることを（暗黙に）前提としている。 
  ⇒微小であることによる体内侵入経路の違いや健康リスクの違いは無視される。 
●濃度はろ紙のみで評価 
  ⇒0.3μ以下の粒子は測れない。ガス（気体）で排出されるものは評価されない。 

バグフィルターの構造及び除去率について 平 成 2 4 年 3 月 1 4 日 温暖化対策・環境創造・資源循環委員会資料 資 源 循 環 局 資料より 
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燃焼炉（ストーカ炉）におけるマルチゾーン平衡
計算から推測したセシウム化合物の形態 
http://www.nies.go.jp/kanko/news/34/34-2/34-2-03.html 倉
持秀敏他(国環研）他 2015年国環研ニュース34巻2号 

●一時燃焼、二次燃焼で一部はCsCl
（ガス)となる。 
●排ガス冷却でCsCl（ガス）が冷却、
凝縮されてCsCl（個体）となる。 

大迫政浩（国環研）放射能汚染ジョイントセミナーH25.2.18資
料より 

●この凝縮の過程で粒子化したCsCl
が他の飛灰中物質に付着する。 
※ばいじん粒子（平均は数十μm）←？？ 
[大迫政浩（国環研）の説明] 

ばいじんへのセシウム粒子の付着の考え方（国立環境研究所） 
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微小粒子を表面積で考えるとどうなるか 

www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf  
環境省微小粒子状物質健康影響評価検討会報告書H20年4月 

表面積 
での分布 

体積 
での分布 

粒子数 
での分布 

●粒径別の表面積の分布では粒径
0.01～1.0μmの粒子が圧倒的に多
い。 

●CsClの微粒子が表面に付着してい

ると仮定すると、セシウムの大部分
は1.0μm以下の粒子に付着している
ことになる。 
 

●環境省・国環研の実態調査で使
用のろ紙は0.3μm以下の粒子は正
確には捕捉できない。 

1.0μm以下の微小粒子を放出
するのは大問題。 

http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf
http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf
http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf
http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf
http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y078-02/mat02-1.pdf


微粒子は体内の細胞組織に直接侵入する 
（参考）PM2.5（ディーゼル排ガス等）の体内侵入経路と健康影響 

嵯峨井勝「PM2.5、危惧される健康への影響」より 

●PM2.5は肺の奥まで侵入し、さらに血管

やリンパ管を通って全身に入り込み影響を
及ぼす。 

●呼吸器⇒気道上皮細胞、血管内皮細胞、
脳血管関門、血液精巣関門を介して取り込
まれる。脳や精巣に取り込まれる。 

●鼻腔⇒嗅覚上皮層を介して取り込まれ
全身を巡る。 

●脳内のミクログリア細胞やアストロサイト
細胞等に取り込まれ、様々な炎症性サイト
カインや活性酸素などを産出して脳・神経
細胞を障害する。 
●生殖器系では精巣がPM2.5の影響を受
けやすい。 
●細胞に取り込まれたDEP （ディーゼル排

ガス粒子）の有機炭素成分は代謝過程で
活性酸素を発生して障害を発生させる。 

微粒子そのものの危険性と放射性微粒子による内部被ばくの危険
性の両方を考えなければならない。 
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最近の尿検査の結果から―長期保養によるセシウム排出の効果 

南相馬市在住のYさん（70歳女性）の尿検査結果 

島根県へ保養(70日間） 
2017.6.20～8.9 

ちくりん舎調査 

47 



バグフィルターは微小粒子を回収できない。 
各地のごみ焼却炉、セシウム回収型焼却炉、 

木質バイオマス発電に反対する運動と連携していこう。 

放射能汚染は「隠ぺい」から「ばらまき」へと移っている！ 

イラスト  清重伸之  

ちくりん舎の呼びかけ でばらまき追及団結成    
鶴巻俊樹さん・新潟県三条市「みどりの里の環境を守る会」  
菊地さん・岩手県一関市「寺崎前地区の自然を守る会」  
和田央子さん・福島県「放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会」  
金澤倫教さん・「塙町木質バイオマス発電問題連絡会」  
藤原寿和さん・「化学物質問題市民研究会」 
中西四七生さん・「東京都日の出町（たまあじさいの会）」 
青木一政さん・「ちくりん舎」 
約20名  
ご参加・ご支援下さい  
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