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• 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

• 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

• 最後に：福島の汚染林を燃やす木質バイオマス発電も
放射能ばらまきの一環
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なぜ？ハウスダスト（掃除機のゴミ）調査
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●ハウスダスト（掃除機のゴミ）はどこからくるか
⇒屋外の土埃が窓などから直接入り込む。
⇒屋外活動で衣服や髪の毛などに付着した土埃などが持ち込まれる。
⇒屋内にある寝具・家具・衣服・人・ペット・食品などから発生する
繊維くず、塵など。

室内に浮遊する細かいチリが集まっている

全国160か所の掃除機紙パックのセシウム濃度調査
調査期間：2020年7月～2021年1月

掃除機の紙パックをそのま
ま容器に詰め高さ補正をし

て測定
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Lzkc9fMPOOKv9aPsO4h7TtPOUuNYgPeG&ll=3

5.750438512143724%2C135.715658741025&z=6



ハウスダスト調査結果一覧表（濃度順）
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ハウスダスト調査結果のまとめ

●参考のため帰還困難区域内家屋3か所を調査
44,900Bq/kg（調査中の最高値）～11,800Bq/kg

●飯舘村、南相馬市でこれらと同等かそれ以上の家屋がある。⇒乳幼児から大
人までなんの制約もなしに人が住んでいる。
●これらの家のハウスダストは全て「指定廃棄物」（8000Bq/kg以上）相当。
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●事故前のリサイクル基準（放射性物質として扱わない）である100Bq/kg以
上の家屋が福島県、茨城県、新潟県、千葉県、宮城県、岩手県、東京都で発見
された。

屋内に浮遊するセシウムの埃は大部分が水に溶けない

非水溶性
75～84％

吸い込むと肺胞内に
長期に沈着⇒内部被
ばくが長期間（場合
によっては一生）続

1週間
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水溶性
8.8～13％

によっては一生）続
く。

避難先・移住先に持ち込んだ寝具・家具・衣類も注意

住所住所住所住所 Cs-134 

(Bq/kg））））
Cs-137 

(Bq/kg））））
Cs合計合計合計合計
(Bq/kg））））

備考備考備考備考

茨城県つくば市陣場 1100±204 1100 南相馬市からの避難者宅

茨城県牛久市女化町 8.85±2.91 187±37.4 196

茨城県牛久市女化町 7.14±1.56 150±27.6 157

茨城県つくば市学園の森 35.9±11 35.9

新潟県新潟市江南区西町 11.9±3.25 384±71.1 396 南相馬市からの避難者宅

新潟県新潟市中央区幸町 1.78±0.571 1.78

新潟県新潟市西区小針 1.16±0.737 1.16

茨城県

8

新潟県新潟市西区小針 1.16±0.737 1.16

新潟県新潟市西区小新西 ND(1.73)

新潟県新潟市西区寺尾西 1.82±1.29 1.82

新潟県新潟市秋葉区あおば通 ND(1.73)

新潟県三条市吉野屋 49.4±10.1 49.4

●茨城県、新潟県で周辺と比べ明らかに高い家がある。
⇒どちらも避難者宅。寝具、家具、衣類等の持ち込みによると推測。

新潟県



汚染ハウスダストが屋内線量を上げている
●政府は年間20mSｖでの避難指定解除にあたり、屋内では放射線が建物により遮蔽されると
して、1日のうち16時間は低減係数（木造家屋では0.4）を掛けて被ばく線量を計算。
● 20ミリ裁判原告は「屋内の線量も屋外とあまり変わらない」との声が多い。
●原告団は206軒で実際の低減係数を測定し証拠資料とした。実際の低減係数は
0・44～1・56の範囲（ふくいちモニタリング測定）。

●今回この低減係数とハウスダスト
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濃度の関係を調査

⇒汚染ハウスダストが屋内の放射
線量を上げている可能性。

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）

年齢層別濃度の平均値（南相馬）
検出限界以下は検出限界の2分の1と仮定
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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。 13

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

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。

No 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.Raaf 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C

ｓ排泄量とWBC値の調査。
女性119倍
男性167倍
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 1 WBC

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10Bq/body程度

今回の尿検査結果をWBC値に変換してみると
 前記L.Raafらの1:119（女性）、167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

0.15Bq/ℓ 1 1 1.5ℓ 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

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 体内セシウム量（横軸）と肺機能
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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。



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・・・

バグフィルターの性能
バグフィルター

一般的な焼却炉のフロー
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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

汚染廃棄物一斉試験焼却をリネン吸着法により監視
（2018.10.15～2019.8.31))
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●大崎市内3か所での一斉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。

●秋（2018.10.15～2019.1.6）、冬
（2019.1.7～3.31)、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。

A1 :鳴子温泉町224
0.09mBq/m2･h

A5:岩出山池月字上宮西風
0.02mBq/m2･h

A2:鳴子温泉名生定
字坂之上

ND(0.05)mBq/m2･h A3:鳴子温泉月山3
0.09mBq/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）

0.02mBq/m2･h

A7:岩出山池月字下宮苗代目7 
0.28mBq/m2･hA4:岩出山池月字鵙目日影2

0.05mBq/m2･h

A6:岩出山池月字下宮上田
0.16mBq/m2･h

A8:岩出山池月字上一栗堰の上1
0.14mBq/m2･h

玉造クリーンセンター玉造クリーンセンター玉造クリーンセンター玉造クリーンセンター

A9:岩出山下一栗字橋本浦49
0.11mBq/m2･h

19

A5:0.12
玉造クリーン玉造クリーン玉造クリーン玉造クリーン

A12:0.31

A3: 0.47
A2：0.07

A1: 0.17

A13 :0.10

アメダス川渡アメダス川渡アメダス川渡アメダス川渡

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）

A9: 0.10

A8: 0.12

A10: 0.09

A7: 0.19

A11: 0.43

A6: 0.39

A4: 0.17

玉造クリーン玉造クリーン玉造クリーン玉造クリーン
センターセンターセンターセンター
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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

甘い環境省基準-バグフィルタが6-30%破損しても問
題にならない

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/㎥N

B施設：100 Bq /㎥N

※「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
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環境省排ガス基準
30Bq/㎥N 

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%

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

環境省基準では排ガス検査は月1回

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。
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煙突

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。

【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）を根拠にバ
グフィルタはセシウムを
99.9%捕捉されると主張。

• 環境省の排ガス基準（煙突
出口で30Bq/㎥）で不検出で

放射能ごみ焼却裁判（大崎住民訴訟）での争点

【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

被告側「ゼロで被告側「ゼロで被告側「ゼロで被告側「ゼロで
あることは証明あることは証明あることは証明あることは証明
できない」と論旨できない」と論旨できない」と論旨できない」と論旨
を変えて反論を変えて反論を変えて反論を変えて反論

出口で30Bq/㎥）で不検出で

ありことを根拠に「漏れはな
し」と主張。
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• 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中。

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実際の焼却炉で国環研実際の焼却炉で国環研実際の焼却炉で国環研
のやり方では測らないのやり方では測らないのやり方では測らないのやり方では測らない



粉じん粒径と体内への取り込み

25「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

吸入摂取の危険性
2015年06月08日毎日新聞

広島原爆：「黒い雨」体験者の肺広島原爆：「黒い雨」体験者の肺広島原爆：「黒い雨」体験者の肺広島原爆：「黒い雨」体験者の肺
にウラン残存にウラン残存にウラン残存にウラン残存

2015年08月10読売新聞

セシウム排出、予測より遅いセシウム排出、予測より遅いセシウム排出、予測より遅いセシウム排出、予測より遅い…………作業員を追作業員を追作業員を追作業員を追
跡調査跡調査跡調査跡調査
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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。

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】

バグフィルタは微小粒子を捕捉できない
―各地の放射能ごみ焼却裁判で争点になっている

バグフィルタの性能

バグフィルタバグフィルタバグフィルタバグフィルタ

バグフィルタの粒径バグフィルタの粒径バグフィルタの粒径バグフィルタの粒径0.1～～～～0.2μmの粒子捕捉率はの粒子捕捉率はの粒子捕捉率はの粒子捕捉率は0～～～～90%程度程度程度程度。
高性能HEPAフィルタと比べて捕捉率は1/100 ～1/1000程度。

バグフィルタの二重化の効果
粒径0.1～0.2μmの捕捉率
●0%の場合：
（１－０）×（１－０）＝１ 100%漏れ
●50%の場合：

漏れ大漏れ大漏れ大漏れ大
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HEPAフィルタとバグフィルタの粒子透過率比較

日本粉体工業技術協会編, 2012, 「ナノ粒子安全性ハンドブック」

HEPAフィルタフィルタフィルタフィルタ

●50%の場合：
(1-0.5）×(1-0.5 )= 0.25  25% 漏れ
●90%の場合
(1-0.9）×（1-0.9）=0.01 1%漏れ

漏れ小漏れ小漏れ小漏れ小
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一般ごみ焼却炉からPM2.5漏れを示唆する論文

「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。

28

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

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。



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%の本数が完全に漏れていても、この基準では問題とならない。

• 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。• 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0.2μ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。
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バグフィルター「99.9%」安全神話の2つのトリック

バグフィルタが最も良い状態での話

粒径0.1～0.2μm以上の比較的大きな粒子での話

かつ

実態は
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実態は

バグフィルタのメンテナンスは極めて大変

粒子個数でいえば0.1μm以下の粒子が圧倒的
に多い

0.1μm以下の粒子(特に非水溶性）の吸入は健康
リスクが高い

除染・廃棄物技術協議会
バイオマス発電も「放射能ごみ処理」の柱に
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ゴミ焼却炉・セメント工場バイ
オマス発電所は放射能ごみば
らまき施設に位置づけられて
いる

322021年3月 田村市都路付近で


