
2018年5月13日 公開セミナー「バイオマス発電の問題点を考える」2018年5月13日 公開セミナー「バイオマス発電の問題点を考える」

燃やしてよいのか？燃やしてよいのか？燃やしてよいのか？
放射能汚染木材放射能汚染木材放射能汚染木材

ちくりん舎（NPO法人市民放射能監視センター）ちくりん舎（NPO法人市民放射能監視センター）ちくりん舎（NPO法人市民放射能監視センター）

青木 一政青木 一政青木 一政

木質バイオマス発電ラッシュが起こっている木質バイオマス発電ラッシュが起こっている木質バイオマス発電ラッシュが起こっている

木質バイオマス発電は間木質バイオマス発電は間
伐材等を燃料とする火力発伐材等を燃料とする火力発
電所電所

株式会社グリーン発電大分のHP http://www.gho.co.jp/plant/index2.html より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に●木質バイオマス発電に
業者が殺到（2017年）。申業者が殺到（2017年）。申

請対象が全て稼働すれば、請対象が全て稼働すれば、
買取費用は当初想定の3買取費用は当初想定の3

倍となる（2030年）。倍となる（2030年）。

●再生可能エネルギー固●再生可能エネルギー固
定価格買取制度（FIT）での定価格買取制度（FIT）での

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

バイオマスFIT認定量の推移 出典:経済産業省バイオマスFIT認定量の推移 出典:経済産業省

政府(林野庁）の説明：政府(林野庁）の説明：

健全な森林育成と、住みやすい環境や資源を得る健全な森林育成と、住みやすい環境や資源を得る

政府広報オンラインのHPより https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/3.html政府広報オンラインのHPより https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/3.html

木質バイオマス発電業者のホンネは木質バイオマス発電業者のホンネは木質バイオマス発電業者のホンネは
グリーン・サーマル（株）代表取締役滝澤誠氏のバイオマス発電展グリーン・サーマル（株）代表取締役滝澤誠氏のバイオマス発電展
(2018.3.1)基調講演から。(2018.3.1)基調講演から。

５Mw級で投資は32億円、51万円／kwの投資。計画から営業５Mw級で投資は32億円、51万円／kwの投資。計画から営業
開始まで3年、売上11～13億円/年。燃料代は6.5億円/年、年間開始まで3年、売上11～13億円/年。燃料代は6.5億円/年、年間
8万トン（含水率50%）。8万トン（含水率50%）。
FIT（電力固定価格買取制度）売上安定・・〇。設備安定・・〇。FIT（電力固定価格買取制度）売上安定・・〇。設備安定・・〇。
燃料供給の安定化・・✖ ←これが課題。燃料供給の安定化・・✖ ←これが課題。←

●発電を開始したその日から、毎年8万ト●発電を開始したその日から、毎年8万ト

ンの量の燃料が必要。しかし間伐材はそンの量の燃料が必要。しかし間伐材はそ
れほど出てくるものではなない。れほど出てくるものではなない。

●「はげ山」にすると言われるが・・山林はバイオマスの畑という考え方をすべき。●「はげ山」にすると言われるが・・山林はバイオマスの畑という考え方をすべき。
田植え⇒成長⇒刈り入れ⇒休耕田植え⇒成長⇒刈り入れ⇒休耕
植林（人工林）⇒成長⇒伐採⇒（はげ山）植林（人工林）⇒成長⇒伐採⇒（はげ山）
●田んぼになぞらえれば、伐採したあとは休耕状態、それを何故「はげ山」と言われな●田んぼになぞらえれば、伐採したあとは休耕状態、それを何故「はげ山」と言われな
ければならないのか、林業の場合は時間のスパンが長いだけで、伐採した後は次のければならないのか、林業の場合は時間のスパンが長いだけで、伐採した後は次の
成長のための休耕状態だ。成長のための休耕状態だ。



燃料構成比率に注目 )燃料構成比率に注目（塙町バイオマス発電計画の場合)燃料構成比率に注目（塙町バイオマス発電計画の場合)
震災由来廃棄物震災由来廃棄物

塙町バイオマス発電所住民説明会資料より塙町バイオマス発電所住民説明会資料より

5山をきれいにする目的なのに、廃材が廃材が廃材が廃材が40404040％も％も％も％も･･･。 5山をきれいにする目的なのに、廃材が廃材が廃材が廃材が40404040％も％も％も％も･･･。 5

セシウム濃度は樹皮＞心材＞辺材セシウム濃度は樹皮＞心材＞辺材セシウム濃度は樹皮＞心材＞辺材

福島県森林計画課の調査より

5,300 84 160 Bq/Kg田村市の例；樹皮（バーク）＝5,300、辺材＝84 、心材＝160 （単位：Bq/Kg）田村市の例；樹皮（バーク）＝5,300、辺材＝84 、心材＝160 （単位：Bq/Kg）

66

3年間のデータ（田村市）3年間のデータ（田村市）

777

燃やせば飛灰の放射能は100倍濃縮される燃やせば飛灰の放射能は100倍濃縮される燃やせば飛灰の放射能は100倍濃縮される
主灰：燃え殻主灰：燃え殻

飛灰：燃焼廃ガス中飛灰：燃焼廃ガス中
の固形物（ばいじん）の固形物（ばいじん）

100倍超え100倍超え

888



飛灰には微小粒子が大量に含まれる飛灰には微小粒子が大量に含まれる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

粉じん粒径と体内への取り込み粉じん粒径と体内への取り込み粉じん粒径と体内への取り込み

「はじめての集じん技術」第5章 原典は 1994 ICRP 24「はじめての集じん技術」第5章 原典は 1994 ICRP 24

・・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・・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。疾患や死亡率にも影響すると報告されている。

「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 ISO/TC142 PM2.5 

吸入摂取の危険性 － 気になる報道吸入摂取の危険性 － 気になる報道
2015 06 082015 08 10 2015年06月08日毎日新聞2015年08月10読売新聞 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

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 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

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 にウラン残存にウラン残存にウラン残存にウラン残存跡調査跡調査跡調査跡調査

福島第一原子力発電所で事故対応にあたった東 広島大と長崎大の研究グループは７日、広島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

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
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
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。
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
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
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
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。
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デルの見直しにつながる可能性があるという。 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】 11している。【高橋咲子、加藤小夜】 11

微粒子は体内の細胞組織に直接侵入する微粒子は体内の細胞組織に直接侵入する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（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

●PM2.5は肺の奥まで侵入し、さらに血管●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やリンパ管を通って全身に入り込み影響を
及ぼす。及ぼす。

●呼吸器⇒気道上皮細胞、血管内皮細胞、●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。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●鼻腔⇒嗅覚上皮層を介して取り込まれ
全身を巡る。全身を巡る。

●脳内のミクログリア細胞やアストロサイト●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。細胞を障害する。

PM2.5●生殖器系では精巣がPM2.5の影響を受PM2.5

けやすい。
●細胞に取り込まれたDEP （ディーゼル排●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。

嵯峨井勝「PM2.5、危惧される健康への影響」より

活性酸素を発生して障害を発生させる。

嵯峨井勝「PM2.5、危惧される健康への影響」より

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。性の両方を考えなければならない。



バグフィルターでバグフィルターでバグフィルターでバグフィルターで
微小粒子は捕捉できない微小粒子は捕捉できない微小粒子は捕捉できない微小粒子は捕捉できない

焼却炉やバイオマス発電所に設置されている焼却炉やバイオマス発電所に設置されている焼却炉やバイオマス発電所に設置されている
バグフィルターとは？バグフィルターとは？バグフィルターとは？

一般的な焼却炉のフロー
バグフィルター

一般的な焼却炉のフロー

バグフィルターの性能
バグフィルター

バグフィルターの性能

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

ろ布ろ布

1414

環境省はバグフィルターで99.9%～99.99%以上の環境省はバグフィルターで99.9%～99.99%以上の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・・セシウム除去は「実証」済みというが・・セシウム除去は「実証」済みというが・・

環境省災害廃棄物広域処理ガイドライン環境省災害廃棄物広域処理ガイドライン
2013年8月11日2013年8月11日

そもそもそもそもそもそも
バグフィルターは放射能ごみ焼バグフィルターは放射能ごみ焼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却に十分な機能を有するのか却に十分な機能を有するのか却に十分な機能を有するのか

エンジニアリング（工学）的視点でエンジニアリング（工学）的視点でエンジニアリング（工学）的視点で
考えてみる考えてみる



バグフィルターは漏らしながら集じんするバグフィルターは漏らしながら集じんする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」経産省産業技術環境局監修「公害防止の技術と法規」

JIS（日本工業規格）による集じん装置の性能保証JIS（日本工業規格）による集じん装置の性能保証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バグフィルターの性能保証

システム（装置）としての ろ布単体の性能保証システム（装置）としての
性能保証

ろ布単体の性能保証
性能保証

「集じん装置の性能測定法」 「集じんろ布の試験方法」「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 8909JIS B 9910 JIS A 8909

「排ガス中のダスト濃度の測 「試験用粉体及び試験用粒「排ガス中のダスト濃度の測
定方法」

「試験用粉体及び試験用粒
子」定方法」

JIS Z 8808

子」
JIS Z 8901JIS Z 8808 JIS Z 8901JIS Z 8808 JIS Z 8901

12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

ろ布の試験条件と性能評価項目を規定
(4)入り口および出口ダスト内のガスの
含じん濃度

試験用粉体の種類を規定
含じん濃度
(6)集じん率および通過率(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(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よび捕集ダストの比重および粒径分布

バグフィルター試験用のJIS10種フライアッシュはバグフィルター試験用のJIS10種フライアッシュはバグフィルター試験用のJIS10種フライアッシュは
焼却飛灰をどの程度再現しているのか？焼却飛灰をどの程度再現しているのか？焼却飛灰をどの程度再現しているのか？

JIS標準粉体「ふるい上」から頻度分布に変換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中位径：4.7～5.8μm 中位径：1.6～2.3μm

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。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。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。チェックしても微小粒子の漏れが少ないのは当たり前。
バグフィルターはそもそも微小粒子回収用ではない。バグフィルターはそもそも微小粒子回収用ではない。

システム（装置）としての性能保証システム（装置）としての性能保証システム（装置）としての性能保証
JIS Z 8808 集じん率計算方法JIS Z 8808 集じん率計算方法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)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。およびガス流量（Nm3/h)から求める。およびガス流量（Nm3/h)から求める。

集塵集塵
装置装置

入り口側 出口側入り口側
粉塵濃度

出口側
粉塵濃度粉塵濃度 粉塵濃度

集じん率を重量で評価している。集じん率を重量で評価している。



直径が10倍だと重さはどのくらい？直径が10倍だと重さはどのくらい？直径が10倍だと重さはどのくらい？10

10μm
1μm 10

10μm
1μm 直径10倍1μm 直径10倍

比重が同じであれば比重が同じであれば

1000重量1000倍

重さ＝１ 重さ＝1000

重量1000倍

重さ＝１ 重さ＝10001000

除じん率（重量）99.9%とは除じん率（重量）99.9%とは除じん率（重量）99.9%とは99.9%

1000小1000個小1000個

大999個

小1000個

大999個大999個999

999 重量1重量999 重量1
バグフィルター重量999 重量1
バグフィルター重量999

高性能フィルターでは計数法で効率高性能フィルターでは計数法で効率高性能フィルターでは計数法で効率
を評価しているを評価しているを評価しているを評価している

HEPA（高性能）

バグフィルター

HEPA（高性能）
フィルターバグフィルター フィルター

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

汚染木材を燃やすば汚染木材を燃やすば汚染木材を燃やすば
放射能を含む微小粒子が再拡散。放射能を含む微小粒子が再拡散。放射能を含む微小粒子が再拡散。

吸い込めば内部被ばくを引き起こす。吸い込めば内部被ばくを引き起こす。吸い込めば内部被ばくを引き起こす。

放射能汚染木材は燃やすべきではない。放射能汚染木材は燃やすべきではない。放射能汚染木材は燃やすべきではない。

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。


