
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 



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 



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。 



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。 

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


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 



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 



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 



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 



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% 
 



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 

出口側 
粉塵濃度 

集じん率を重量で評価している。 



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 



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 



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999 重量1 



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  

http://www.ntkk.co.jp/airshelter.html


●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 



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   



「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． 



「大気中浮遊粒子の粒径別個数濃度及び金属濃度調査」より  

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。 



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=重量評価 

●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。 
 



環境省・国環研の調査⇒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。 
  ⇒本質的に重量での過小評価と同じ。 
●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 



東電は津波で流されたフクイチ構内の 
汚染廃棄物焼却炉を新設(2013年資料） 



ブラックジョーク？悪夢？？ 
フクイチ構内焼却施設と各地の焼却施設の比較 

フクイチ構内の汚染廃棄物焼却施
設 

全国の焼却施設 

燃やせる
ものは 

100Bq/kg以下の固形雑廃棄物（タ

イベック、マスク、手袋、ウエスな
ど） 

燃えるものは何でも。汚染がれき、除染
ごみ、農林業系汚染物、汚染土、汚染焼
却灰。 

飛灰回収
設備は 

バグフィルター＋へパフィルター バグフィルターのみ 



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「バラマキへ」へと移っている！ 



ご清聴ありがとうございました。 


