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大 阪 市 環 境 局 長
玉 井 得 雄

前略 平素 は何 かと大阪市政 の発展 にご協力いただき、誠 にあ りが とうござ
います。
お寄せいただきました件 について、回答が遅 くな り大変申し訳 ございません:
別紙 のとお りお返事 いた します。
今後 とも大阪市政 に対 しまして、一層 のご理解 とご協力 を賜 りますよう、よ
ろしくお願 い申しあげます。
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平素は、大阪市環境行政 に ご理 解 、 ご協 力を賜 り誠 にあ りが とうござ い ます。
この度お寄せ いただきま した、排 ガス中 の放射性セ シウムの測定試験 につ いての 「再質問状」 に
つ きま して、 回答 させて いただきます。
環境省が これ まで に実際の廃棄物処理施設で行 った排 ガス処 理設備 にお ける詳細調査 にお いて、
一 定濃度が検 出されて いるバ グフィル ター 又は電 気集 じん器入 日の場合で も、サ ンプ リング装置 の
もっ とも上流部 の 円筒 ろ紙 で検 出 されてお り、そ の後 の ドレン部 (吸 収びん)や 活性炭部で は検 出
されて いな い ことが確認 されてお ります。今 回 の実験 の 目的 は、試験焼 却 まで に室 内実験 で可能な
範囲 の条件 にお いて実焼却施設 で使用 されて いる採取装置 と同 じものを使 って、実焼却施設 と同様

にガス状セシウムが検 出されず に円筒ろ紙で全て捕集 されるのか、あるいは、ガス状のセシウムが
検出されるかを確認 し、もし、ガス状セ シウムが検出 されるのであれば、その捕集効果について確
ガスの状態を再現 はできな いため、実験で可能な範囲での条件
認する ことです。実験では実際のツト
という前提のもとで確認を行 うことにな ります。今回の実験では、放射性セシウムでな い試薬を使
っているため、測定が十分可能な レベルとなる高濃度で供給 してお ります。また、排ガス中のセシ
ウムのほとんどが塩化セシウムの形態であると言われて いるため、塩化セシウムを使って実験を行
いました。これ らの前提条件 の上で実験 を実施 し、塩化セシウムを用 いた高濃度条件下での実験で
あっても、放射性セシウムを測定 して いる実焼却施設での低濃度の測定結果 と同様 の結果 となるこ
とを確認する ことができました。
実焼却施設での排ガスの状態そのものを実験で再現す ることはできませんが、実際の排ガス状態
での採取装置 の確認は、試験焼却等 における実焼却施設 における測定で行 うことができます。
(再 質問 1に 対す る回答 )

実測デー タが得 られな い中で、実際の現象に照 らしなが ら、そ の状況を理論的に推測す るという
手段は有効な方法です。環境省や国の研究機関 によって、排ガス中での主なセシウムの形態 は、理
論的には塩化セシウムであると言われていることか ら、今回の実験では塩化セ シウムを使 いました。
熱力学的平衡計算 によ り主なセシウム形態であるとされる塩化セ シウムの生成 に関与す る塩素供
給源 としては、実 際の炉内 において相当量存在する塩化水素であると考え られます。セシウムは反
応性に富むアルカ リ金属 の中でも最 も反応性が高く、セシウム単体 (金 属セ シウム)は 窒素を含む
空気中で も直ちに酸化 されます。セシウム酸化物は不安定なので、酸素以外 にも反応する対象があ
れば、それ らと化合物 を生成することにな ります。実焼却施設の炉内におけるセシウム の化合物形
態 の実測デー タはな いので、炉内のセシウム化合物 の存在形態を知る手段 として、国立環境研究所
では熱力学的平衡計算 によってセシウムの存在形態を検討 してお ります。ごみ中に存在する化合物
を想定 して熱力学的平衡計算 を行 い、実際の炉内でのセシウムの挙動との整合性 を確認 しなが ら、
塩化セシウムが主な形態であると計算で推測 してお ります。

(再 質問 2に 対す る回答 )

実験では実際 の排 ガス の状態そ のままを再現 はできな いため、実験でできる範囲で の条件 とい う
前提 のもとで確認 を行 いま した。今回 の実験で は、測定対象が放射性セ シウムでな いため、測定が
十分 に可 能な レベ ル とな る高濃度で の供給 を してお ります。また、排 ガス 中 のセ シウムのほ とん ど
が塩化セ シウムの形態である と言われて いるた め、塩化セ シウムを使 って実験 を行 いま した。これ
らの前提条件 を明確 に した上で実験 を実施 し、塩化セ シウムを用 いた高濃度条件下での実験であっ
て も、円筒ろ紙でセ シウムは捕集 され 吸収びんでは検 出 されなか った とい う結果 とな り、実焼却施
設で の低濃度 の放射性セ シウムの測定結果 と同様 の結果 である ことを確認 しま した。今回 の実験 で
再現できな い実 際 のリトガス状態で の確認は、試験焼却等 にお ける測定で行 う ことができます。水溶
性 のガス状物質であれ ば、気泡 の 中 にガスが含 まれて いて も、吸収びんで捕集 され検 出され ます。
(再 質問 3に 対す る回答 )

セ シウムガス 発生装置 は、焼却炉 をモデル 化 して再現 しよ うとした ものではな く、あ くまで、塩
化セ シウムを高温で揮散 させ ることで、排 ガス採取装置 へ 塩化セ シウム を供給す るための ものです。
(炉 内空気温度 を 800℃ にす ることを 目的 とは して いませ ん。 )な お、 800℃ に設定 した電 気炉 に

空気 を吸引 して も、電 気炉 の試料容器付近 にお ける空気 の温度は 200℃ 以下 にな る ことはな く高温
に保たれて い る ことを確認 してお ります。今 回 の実験で使用 した電 気炉 の 半分 の長 さの電気炉 を使
って同様 の条件で空気 を吸引 した場合 にお ける電気炉 の 出 日付近 (電 気炉 の熱 の影響 を直接受 けな
い距離 を離 した ところ)に お けるガス温度 の測 定 も行 ってお ります。そ の結 果、石英管 にヒー ター
を巻かな い状態 にお いて も、 10秒 で 200℃ 以 上 にな り、 1分 程度で 320℃ 以 上 に達 し、室温付近か
ら吸引後直 ちに 200℃ を超 える高温 とな る ことを確認 してお ります。
(再 質問 4に 対す る回答 )

排 ガス 中で の主 な形態 とされ る塩 化 セ シウム につ いて、放射性でな い試薬 を使 って行 うとい う前
提 の上での実験 によって、実焼却施設 と同様 に、ガス状セ シウムが検 出されず に円筒 ろ紙で全て捕
集 され る結果 とな り、今回 の実験条件 の もとで も採取装置 の有効性 を確認で きま した。実験で は実
焼却施設 にお ける条件 をそ のまま再現す る ことはで きませ んので、実際 の濃度 レベ ルや 実排 ガス成
分 の再現 な どの条件 の もとで の採取 装置 の有効 性 の確認は、試験焼却等 にお ける実焼却施設で行 う
こととな ります。
(再 質問 5に 対す る回答 )

電気炉 の 出 日付近 (電 気炉 の熱 の影響 を直接受 けな い距離 を離 した ところ)に お けるガス温度 の
変化 につ いて は、室温 付近 か ら吸引後直 ちに 200℃ を超 える高温 とな り、そ のまま高温 を維持 し続
ける ことを確認 してお ります。再質問 3へ の ご回答 の とお り、電気炉 中央 の試料容器付近 において
も、空気 の 吸引後 にガス温 度が 200℃ を下 回 る ことな く高温で保持 され る ことを確認 してお り、塩
化セ シウムは電気炉内で の 高温環境でガス化 されてお ります。
(再 質問 6に 対す る回答 )

塩化セ シウム 濃度 の違 いが捕集効果 へ 及 ぼす影響 を調 べ るために、塩 化セ シウム の供給濃度 を 2
桁程度 の範囲で変 えま した。供給濃度 に対 して は、加熱温度が最 も影響す るので、電 気炉 の設定温

度 を変化 させ ま した。電気炉設定温度 を低 くして 供給濃度 が低 くな った場合 には、 吸引速度 は 15L

/分 と一定 に設定 して いるので、十分 に測 定可能な塩化 セ シウム量 を得 るために長時間の吸引 とな
り、そ の結果、吸 引ガス量 は多 くな ります。
(再 質問 7に 対す る回答 )

再質問 1、 の ご回答 の とお り、実焼却施設 の炉内にお けるセ シウムの化合物形態 の実測 デ ー タは
な いので 、国立環境 研究所 では、熱 力学 的平衡 計算 を行 い実際 の炉 内での挙動 との整合性 を確認 し
なが ら、塩化セ シウムが主な 形態である と計算 で推測 してお ります。
(追 加質 問

1に 対する回答 )

塩化セ シウム以外 のセ シウム化合物 に関す る ご意見 もあ りま したので、水酸化セ シウム にお いて
も、塩化セ シウム と同様 の補足実験 を行 いました。塩化セ シウムでの実験 と同様、放射性 セ シウム
でな いため、測定上の 制約 か ら高濃度での供給 を してお ります。これ らの前提条件 の上で実験 を実
施 し、塩化セ シウム と同様 に、円筒 ろ紙でセ シウムは捕集 され 、吸収びんでは検 出されなか った こ
とを確認 しま した。
実験 では実際 の排 ガス の状態そ の ままを再現 はできな いため、実験でできる範囲で の条件 と い う
前提 の もとで確認 を行 いま した。今回 の実験で再現 で きな い実 際 の排 ガス状態 での確認 は、試験焼
却等 にお ける測定で行 うことができます。放射性セ シウムの測定 に際 してはセ シウム と しての測定
を行 うため、塩化セ シウムや水酸化セ シウム以外 の形態 で あって も検 出 され る こととな ります。

【
参考】
○東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理関連情報
http://wwwo cit■ osaka lg ip/kankyo/page/0000163892.html

本件 に関する ご質問・ お問合わせは下記まで】
【
施設部 施設管理課
(担 当 :災 害廃棄物広域処理グル ー プ
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