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「貴協会の再回答(20150318付 )への再々要望と事実に反する確認書」への回答

「日本原子力学会シニアネットワーク連絡会」ほか 2団体より当協会に対し、5月 16日

付けで表題の文書 (以下、「書面」)が提出されました。この書面に対する当協会の見解は

以下の通りです。なお、内容が詳細にわたったため、回答に時間がかかったことをお詫び

いたします。

今回の書面では、下記の 4つの項目について、再々要望を頂いております。

再々要望(1)「知られざる大量放出Jは事実に反する

再々要望(2)「ベン トで大量の放射性物質が放出された」は事実に反する

再々要望(3)「 3号機への少量の冷去「水注入が却って放射性物質の放出量を増やした」

は事実に反する

再々要望(4)「マニュアルなんて全然できていません」は事実に反する

これ らの要望に対し、当協会は今までの見解を変更する必要はないと考えてお ります。

大部分は、これまで回答 しているものです。さらに、今回の貴団体からの書面を専門家と

ともに検討 しましたが、主張の論拠 としている部分について、不正確な認識が多数みられ

ると考えています。その点を中心に回答いたします。

繰 り返 しになりますが、■lHKスペシャル 「メル トダウン」シリーズは、史上最悪レベル

となった東京電力福島第一原子力発電所の事故に対 し、独自の取材 と専門家による科学的

検証を重ね、制作を続けているものです。事故から 4年以上がたつ今でも、多くの人が避

難生活を送る中、「なぜこのような被害に遭わなければならないのか」という住民の思いに

応え、原子力の安全性を向上させるには、事故の検証は欠かせないと考えています。

なお、番組で紹介 した放射性物質の放出のジミュレーションやプラン ト (ベ ン ト管)の

再現実験、CG制作などは、 日本原子力学会を含む 日本の各学会で、いずれも中心的な役

割を果たしている専門家の方々の監修をいただきながら行っていることを申し添えます。



再々要望 (1)「知 られ ぎる大量放出」は事実に反する について

当協会の見解は、すでにこれまでの回答でご説明した通 りです。特に 15日 16時以降に

起きた全体の 10%を 占める放出について、貴団体がご存知なかったことは、2月 1日 付の

最初のご要望からも明らかと考えています。

貴団体からの今回の書面では、当協会の番組に対する 1回 目の文書「NHKスペシャル「メ

ル トダウン File.5知 られざる大量放出」への抗議と要望」(以下、「抗議と要望」)での日経

サイエンス 2011年 7月 号の空間線量率のグラフの扱いについて、「放射線量のデ
=夕

を放

射性物質の放出量と混同していません」「グラフは一般視聴者の視ッ点から最もわかりやすい

一例をあげたものにすぎません」と記載されています。しかし、1回 目の「抗議 と要望」に

おいては、「この図だけからもオレンジ色の積算面積が事故発生から3/15午前までよりも、

3/15午後以降の方が遥かに大きいことは明白である。」と記載されています。

この記載について、番組に協力いただいた環境放出の専門家は、環境放射線量 (空間線

量率)グラフの積算面積から放出量を推計するとい う、基本的な部分で誤解をしているの

ではないかと指摘 し、「面積の大きさをもつて放出量の大小の根拠としているが、面積には

地表に残留 した核種からの線量が含まれる。環境放射線量の変動要因を誤解 してお り、科

学的根拠にはなりえない」とコメン トされています。

当協会 としては、件のグラフは 「一般視聴者の視点から最もわかりやすい一例」ではな

く、貴団体が間違った例を挙げていると考えます。

再々要望 (2)「ベン トで大量の放射性物質が放出された」は事実に反する について

当協会の見解は、すでにこれまでの回答でご説明した通 りです。

貴団体は(15日 夕方以降の放出について 2号機 CANISのデータから2号機の格納容器か

らの直接放出によるものと主張されていますが、CAMSのデータは 2号機からの放出を示

唆 しても、直接的に 3号機からの大量放出を否定するものではありません。番組にご協力

いただいている専門家の方々は 15炉 夕方以降の放出について、「福島第一原発周辺のモニタリ

ングポストでの空間線量率の観測デ‐夕や、ヨウ素/セシウム比の変化、当時の風向風速、また、2

号機、3号機のプラントパラメーターなどから、2号機からの直接放出とするよりは、3号機のベント

による放出とした方が合理的に説明ができるJとしています。そ うした議論を経て、本番組は 3号

機のベン トが大量放出に影響 した可能性を、最新の知見と実験から伝えたものです。

貴団体からの今回の再々要望では、さまざまな論拠をあげて、3号機のベン トが大量放出

に影響 した可能性を否定されています。これについては番組にご協力頂いた専門家の方々

と見解が異なる部分があり、その点を以下にご説明いたします。



見解に相違がある、再々要望(2)の論拠とされている記述 (D～(0

(A) 団体の再々要望 5ページ③ 【「ベントの配管はすぐに温まる。Jベントの配管|

出してくる約 150℃ に熱せ られた大量かつ高圧の蒸気によりカロ熱され、すぐに

度が上がります。】

団体の再々要望 12ページ「ベントが終わったあと配管内に溜まる残留・凝縮

量は高々1ト ン程度ですc」
「1回 目のベン トの残留水は 2回 目のベン トの際に

の蒸気で吹き飛ばされます。2回 日の残留凝縮水は 3回 日の大量の蒸気で吹き

されます。従って、ベン トを繰 り返す うちに水が溜まり始める現象は実機で

こりません。」

団体の再々要望 6ページ③【「沸点近くでもスクラビング効果は低下しませんc」

このCAl～ (C)に ついて、当協会、ならびに番組に協力頂いた専門家の方々の見解を以下に

記します。

こつ い 全 え 繁 組 に 協 力 頂 い の 方 々 の

(以下、Al―A3で記載 します )

配管内部を流れる蒸気の挙動を考察する上で重要な要素の 1つ として、「放熱」とい う現

象があります。今回、番組で紹介 した実験を行 うにあたつては、専門家の方々とともに(

配管内での蒸気の 「放熱」を考慮 した検討を行っています。福島第一原子力発電所 3号機

のサプレッションチェンバーから排気筒につながる不活性ガス配管とSGTS配管について、

配管の長さ。内径 。材質・肉厚・保温材の有無などについての条件を実機 と同様に設定し、

専門家による解析を行いました。

その結果、地下埋設配管部分入 り日付近の蒸気温度は 100℃程度と、サプレッションチェ

ンバー内の当時の飽和蒸気温度の約 150℃ を 50℃下回つていたと推計されています。その

後の水平管部分の放熱については、空気の自然対流熱伝達を評価 し、管壁の熱抵抗も考慮

して熱貫流率を設定し、放熱量 Qを定めています。これに基づいて専門家が算出した凝縮

量は、W=Qttfg=44.664/2200=0.0203(kg/s)と なりt地下埋設配管内が水で満たされるまで

には、5回 目のベントまで時間がかかる可能性があるという評価でした。

そのことを踏まえた上で、番組では「5回 日のベント時に配管内は水で満たされていたと

みられる」という専門家の見解を伝えています。

貴団体の① の主張は、実機の情報や 「蒸気の配管内における放熱」を考慮していないと

いうのが番組にご協力頂いた専門家の方々の見解です。

(B)

(C)



ベン ト後に地下配管部分に滞留する水量を検討するには、主排気筒部分での蒸気の挙動

を考慮する必要があります。番組で紹介 した実験では、高さ 120mほ どある主リト気筒部分の

SGTS配管内においても、大量の蒸気が凝縮する可能性があることがわかりました。

番組にご協力頂いた専門家は、主ツト気筒での蒸気の凝縮の挙動を支配するのは 「フルー

ド数」とい う無次元数で、実機は実験よりもフルー ド数が小さくなり、配管内にたまる凝

縮水は実験よりも実機の方が多くなる可能性が高いと話しています。

さらに、そこで凝縮された蒸気は、格納容器ベン トAO弁 閉止時には、重力によつて地

下埋設配管に流れ込み、滞留する水量を増加させる可能性が高いことも実験からわかりま

した。実験は主排気筒内の配管の構造を完全に再現 したものではありませんが、実際の事

故の際にも、ベン ト時に主排気筒部分のSGTS配管内において大量の蒸気の凝縮が発生し、

ベン トAO弁閉止時に地下埋設配管に流れ込んだ可能性が高いと考えています。

上記 A‐ 1で記載した 「放熱」の振る舞いに加え、「主排気筒部分の配管内で凝縮 した水」

が加わることにより、実機では 5回 目のベント時に地下埋設配管部分が水で満たされてい

た可能性はきわめて高いと考えています。

貴団体の① の主張においては、こうした蒸気の挙動を考慮 しておらず、考慮すべきだと

いうのが当協会ならびに番組にご協力頂いた専門家の方々の見解です。

を考慮 していない

貴団体は (A)の主張において 「大量かつ高圧の蒸気」と記載されています。これは、

配管内を蒸気が流れる際の基本的な考えである 「圧力損失」を考慮 していないのではない

でしょうか。当協会では、上記 A‐ 1でも記載 したように格納容器ベン ト時の福島第一原子

力発電所 3号機の不活性ガス配管と SGTS配管について、長さや内径・建屋内での引き回

しなどについて取材 した上で、専門家と配管内の蒸気の圧力損失について検討 しました。

計算の結果、地下埋設配管内が凝縮水で満たされるまでは、地下埋設配管部分入 り日付近

では大気圧程度まで圧力損失が起きていた可能性が高いことがわか りました。

一方、貴団体は、ベント時における不活性ガス系配管の入 り日付近の圧力をもつて、「大

量かつ高圧の蒸気」と記載されています。 これは、当協会ならびに番組に協力頂いた専門

家の方々の見解とは異なります。



B)に ついて え に に の 方 々 の

貴団体は、「高圧の蒸気が滞留水を吹き飛ばすため配管内の滞留水はわずかである」と主

張しています。 しかし、上記 A‐ 1で示したベント時の配管内での蒸気の放熱、A‐2で示 し

た主排気筒部分での蒸気および凝縮水の振る舞い、A-3で示 した蒸気の配管内での圧力損失

から、当協会ならびに、番組にご協力頂いた専門家は 「高圧の蒸気が滞留水を吹き飛ばす

ため配管内の滞留水はわずか」にはならないと考えています。

(C)について当協会ならびに番組に協力頂いた専門家の方々の見解」

(C)の 主張についても、5つの観点から当協会ならびに番組に協力頂いた専門家の方々と

の技術的見解に相違があり、貴団体の主張を受け入れられない理由を以下に記 します。

(以下、Cl‐ C‐5で記載 します)

再々要望書では、添付資料 1の P5に「実機のベント管の先端までの水深が 3m以上ある」

とありますが、当番組では東京電力への取材により「通常水位 (■lWL)で の水深は約 1.3m」

との回答を得ております。また、当番組で独自に入手している実機の図面からも、およそ

1.3mであることが裏付けられております。

の委員を含む複数の専門家にご監修、ご協力をいただいており、再々要望書の「模

擬性が悪い」等の主張は当たらない

再々要望書は、添付資料 1の P5で、SIETで行った実験について「模擬性も悪い」、「視

聴者に誤解をあたえる番組」と主張し、その根拠 して 「実機のベン ト管の先端までの水深

が 3m以上ある」 「ベン ト管も細くJ「扁平な矩形流路」などを挙げています。

しかし、 「水深 3m以上ある」という根拠が誤 りであることは上記項目のとお りです。

「ベン ト管も細く」との指摘についても、実機の口径はおよそ 60cmで あるのに対し、再々

要望書が主張の根拠として示 しているBWR電力共同研究の実験では、公開されている文書

によれば、口径 15cm以下の 3種類のベン ト管を使っていますが (出典 :PrOceedings of

the 21th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference P918-932)、  当者争組が SIETでの

実験で使用 したのは日径 20cmと 、BⅥR電力共同研究の実験 よりも実機 に近い大きさとな

っています。 さらに 「扁平な矩形流路」 と主張 されていますが、扁平ではあ りません。

して SIETで行 った



この実験は、日本原子力学会の事故調査委員会 (以下、学会事故調)の委員を務められ

た方々、その中でも、熱流動や水化学など、このような実験にかかわる専門分野における

リーダー的な、最も専門性の高い委員の方々を含む複数の専門家にご監修、ご協力をいた

だき、過去にさまざまな機関で行われてきた原発に関する実験と比較しても、模擬性に問

題はないことをご確認いただいてお ります。

また、今回の実験はヨウ素やセシウムの代わりにFe203(ヘマタイ ト)を使って行つて

います。過去に研究機関や電力会社が行っているスクラビング効果を確かめる実験でも、

さまざまな代替物質を使っています。今回はヨウ化セシウムとヘマタイ トとの挙動の違い

を補正するために、事前に小規模な実験を行うた上で、SIETにて実験を行っており、除去

効率についても、ヨウ化セシウムとヘマタイ トの違いを考慮 した上で伝えています。

こうした実験結果については、学会事故調の委員を務められた方に分析をお願いし、さ

らに学会事故調の委員を務められた複数の方々に分析結果をチェックしていただいてお り

ます。

この実験の方法や結果などについては、実際に実験を行い、学会事故調の委員を務めた

方が、2014年 12月 に開催された世界各国の現役の原子力の専門家が集まった国際会議、

10th lnternational Topical Meeting on Nuclear Thermal Hydraulics, Operation and

Safety(NUTHOS10)で発表済みであり、PrOceedingsに 実験条件や実験結果がまとめられ

ています。 この実験では、番組で紹介 したように、圧力抑制室の水が沸騰 した場合には、

DFが大幅に低下するとい う結果が得られています。詳細については NUTHOS10の Proceed

ingsを ご覧ください。

りもずつと小さく、同じ団1体が行つたと推測される実験の公開されている報告書に

は、沸騰した条件ではDFが低下することが明記されている

再々要望書 P6の⑥及び添付資料 1の P4では、BWR電力共同研究報告書 「放射能放出

低減装置に関する開発研究」を根拠に、「沸点近くでもスクラビング効果は低下しません」

「プール水が沸騰している方が沸ぶ以下の場合よりもDFが高い値を示している」としてい

ます。同報告書は公開されていないため、正確な実験条件等を確認することができません。

そこで、再々要望書に提示されている図 3の グラフが正しい実験結果であると仮定し、回

答いたします。

図 3を 見るとt実機のベン ト管の先端までの水深に近い、水深 1.2mでプール水が沸騰 し

ている状態の実験では DFが 6～ 30前後 とスクラビング効果が低いことが示 されています。

また、貴団体が取 り上げた Bヽ1呪 電力共同研究報告書 と同 じ著者 グループ と推定 される、

模擬粒子を使ったスクラビング実験について、東京電力あるいは東芝、 日立に所属す る方

たちが、21st DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conferenceの Proceedingsにおいて 「水



深が 2.7mの場合、水温がサブクールの条件 (80℃ )に比べて、沸騰 した条件 (110℃)で

は、DFが半分になる。J(原文は英語、当協会で翻訳)と 報告しています。

公表されている実験結果のグラフからは、水深が 1.6m前後の場合、粒径が 1.01μ mであ

れば DFが 20～ 30、 粒径が 0.59μ mであれば DFが 10前後、粒径が 0.21μ mであればD
Fが 3.5前後であることが読み取れます。水深が 1.3mの 3号機ではさらに DFが小さくな

ると考えられます。この報告からも、圧力抑制室の水が沸騰 した場合には、スクラビング

効果が DF100よ りも大きく低下することが推察されます。

再々要望書では「沸点近くでもスクラビング効果は低下しませんJと 主張する根拠として、

東京電力が公表 した 「福島第一原子力発電所事故における放射性物質の大気中への放出量

の推定について」 (平成 24年 5月 )(※再々要望書では平成 26年 となっていますが、同

年にはそのような文書は公表されていないため、平成 24年の誤 りと考えてお ります)を挙

げています。

しかし、この東京電力による放出量推定は敷地内の空間線量率の変化から導き出されたも

のであり、番組で紹介 した SゝAに よる放出量推定のような敷地外も含めた大量の実測デ

ータに基づいた推定ではありません。また、 「沸点近くでもスクラビング効果が低下しな

い」ことを検証 しているものでもなく、根拠となり得る文書ではないと、当協会ならびに

番組にご協力頂いた専門家の方々も考えてお ります。

また、東京電力の 2014年 8月 6日 の文献も提示されていますが、再々要望書で引用され

た部分の次のページに、 「特にFP(注 :放射性セシウムなどの核分裂生成物)の放出量に

ついては、これら不確かさの影響を大きく受けることから、その数値は参考的に扱 うべき

ものと考える」と記述されています。文書を作成 した東京電力自身がこのように書いてい

ることについてご理解いただければと思います。

盾する

格納容器ベン トの際に、放射性物質はサプレッションチェンバ‐から不活性ガス系配管

を経由しSGTS配管を通じて主排気筒頂部から放出されます。2013年 11月 21日 と22日

において、東京電力はベン トが行われた 1号機の当該配管付近の放射線量を測定し、距離

による減衰を考慮 したうえで配管表面付近の放射線量を推定しています。その結果、SGTS

配管表面は毎時約 25Svにのぼる可能性があると推定しています。

1号機においてベン トが行われた 2011年 3月 12日 から2年 8か月以上が経過 し、放射

性物質の減衰があるにも関わらず、これだけ高い放射線量が推定されたことは、ベン トの



際に貴団体が主張する「沸点近くでもスクラビング効果は低下しない」とい う主張を明確

に否定するものであると考えています。

上記、C‐ 1～ C‐5に記載 したように、貴団体の(C)の主張は、当協会、ならびに番組にご協

力頂いた専門家の方々との見解と異なります。

また上記ベントに関連してく貴団体が添付資料 l P6において、番組に協力いただいた

専門家のコメントとして 【なお、番組に出演し、東京海洋大学のアクリルの小型実験装置

でベント試験を実施した教授に意見を求めたところ、「原子力を離れて 20数年、詳しいこ

とはわからない。試験はNHKか らの業務委託で実施した」とのことであった】とあり、当

協会が改めて見解を当該の専門家に確認したところ、貴団体の文面は正確でないことがわ

かりました。専門家の正確なご見解は下記の通りです。
~実
験の際の熱流動D分野

“

舜 勁 ,ま監修 ιた。一方で、斤 ″ る離れ て2θ ラタタのため、

ベンハの配書内部 や滞留スカのたガ″笏質の挙動や評価 こヽつクヽては、番窟だ″力ιている

″ 専F号家の意見 う〃クヽでなιクゝ 試験はノW7″ らヽの場 で実施 ιたノ

番組は、上記学会事故調の主要メンバーでもある水化学の専門家も含め、複数の分野の

専門家にご意見を伺いながら制作しております。

再々要望 (3)「 3号機への少量の冷却水注入が却って放射性物質の放出量を増やした」

は事実に反する について

当協会の見解は、すでにこれまでの回答でご説明した通りです。

そもそもジルコニウムー水反応の挙動については、貴団体より指摘を受ける以前より、

番組にご協力頂いた専門家の方々から一般論としてのジルコニウムー水反応に関する情報

をご教示頂いており、貴団体が検討された内容の多くもその中に含まれています。さらに

当協会では、専門家の方々から福島第一原子力発電所 1号機～3号機の炉内で起きたジルコ

ニウムー水反応に関する知見もご教示頂いてきました。

当協会ならびに番組にご協力頂いた専門家の方々の見解は以下のとおりであり、貴団体

がご検討された内容は、「福島第一原子力発電所 1号機～3号機の炉内で何が起きたのか」

という技術的な観点から受け入れることはできないと考えています:特に、添付資料 2に

まとめられた内容について、2つの大きな項目で回答を示します。

当協会は、当時の 3号機の原子炉の状況や注水量について最新のデータや専門家の方々

の技術的な知見をご教授いただいてお り、貴団体の主張を受け入れることは出来ません。

番組に協力頂いた専門家の方々は、3号機に存在していたジルカロイ (ジルコニウム合金)

にういて詳細な値を把握 しており、その数値に基づいて解析されています。



以下、番組にご協力いただいた専門家からのコメン トを記載いたします。

〔把握 ιている
'ル

カ ′イの量″ 貴団体力ゞ検討の根拠 とされ つ 多ヽジルカ ′イ装荷量

静 5θ″ れま異なるだですノヽ おおよその数どとして|ま決定的な差 で′まなクヽのoこ の差

だつク`て″ここαま議論 クヽた しません。

″
`の

力 ″ ニクスを■べ で反応 酸 4りさせる|こ必要な水重′ま″ιど計算 され ていま九

θ号機 では盟 urノ i停上 ιた後、2狂

'S機
能によって原子炉圧力″沼 下ι、消防車|こまるだ

水が始 まクました (解析 では、消防車 |こまるこ水開始時力 をθガ ゴ

'β
θ″ %分 どιし ヽ

まガ 。そのダ、消防車 |こまる注水′ま鍍 か中断 ιています力ゞ、注水 ラインのパ ク シ 流路

1消防車注水の品
=動

を考慮 ナると、消防車か らど″型 ク プ のうち募子滞ヽ 局 ″ し た

尻 銹渤 徽 んあ～20%の範囲キこあクま九 この流量がナベでジ
'レ

コニクスー水反応 こヽ寄与

ιたと阪定″ な おおよそ ゴ時間～θ時間の反応時間 でナベての力 に写 クスカミ反応 ナろ

ことにな クま九

ι″ヽ ι、ゴ承知 のとお ク消防車か らのオ″、まデジェンハポンプが存在 ナろダクンカマ

讚域の周辺 /c~流入 ι、原子夕 万″フレ ナ_/1を満た した夕、″ ら″をン も 再冠水 させるこ

とだな クまナちさら.こ解析 ¨ ば 消防車注水開始薦点0/1ナで
`こ
炉′江ヽ容融が始 まつて

お ク、消防車注水開女台か らその数時間後れ ま圧力容器 瓦事のが力計装笙買遁″が溶啓凌療

ιていたと考えられま九 カ ン ち 、 瓦郭プレナ_/Nだ流入 したシ肖防車か らのオ //1下郭プレ

ナスだ存在 ナるデブ ノの令熱 こヽを 葬 tた らのの、その多 ぐ}ま圧力容器 下郭荻要詔からP/C

部たこ流出 ι/_― ことだな クま九 この易今、クラ£ヽ.こ残存 ιし ろヽ燃料′ま、 瓦イプレナス″ヽら

■ダ ιてくる水蒸気の雰囲気の申で存在 ナることとなク、ジろζルタ ニクスーふ反応 こヽ必要な

オ 1水蒸気)が欠乏 ιた状態カミ現れ るだなること位 ψ ま九

解析 笏 線 か らは、妨 厚Z″の燃料条今麻tま溶融 島 権 を 呼 力 わ てお ク、ナベて

の力 に な クスカ`反応 ナうだ′ま至らないと考えられま九

番組にご協力頂いた専門家の方々の見解は、「消防車から原子炉容器内に入つた水のほと

んどは圧力容器下部の破損部から外部に流出し、その一部が下部に残留 しているデブリを

冷去「した過程で水蒸気が発生する,その水蒸気が、炉心周辺部に残つた核燃料の被覆管と

ジルコニウムー水反応を起こし、炉内温度を上昇させた」とい うものです。

これは、次に示す東京電力から公表された 3号機原子炉下部ヘッドの温度の変化からも

裏付けられています。この図は 3号機のメル トダウン後に初めて計測されて以降の原子炉

下部ヘッドの温度変化を示 していますc
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上記の実測値が示すように、3月 19日 から20日 にかけて、300℃を超える温度が計測さ

れています。専門家によりますと、このような高温な状況が計測されている理由としては、

原子炉下部プレナムに残つているデブリからの熱伝導、あるいはペデスタルに落下したデ

ブリからの輻射放熱、ないしは両者の複合によつて原子炉下部ヘジドが高温になっている

と考えられます。消防車からの注水が十分にあつたとすると、このような高温が実測され

ることは考えにくいということです。

番組放送時点でのデータから、実機ではジルコニウムー水反応は起きるものの、水 (水

蒸気)の量が少ないため、ジルコニウムの全量が水 (水蒸気)と 反応 してしまうことはな

く、炉心を再冠水させるに十分な水も供給されていなかったと考えます。

上記から、炉内周辺部に残存する燃料集合体に水蒸気が触れることによつてジルコニウ

ムー水反応は続いていたと考えるのが妥当であるとい うのが、当協会ならびに番組にご協

力いただいた専門家の見解です。

貴団体は 3月 13日 ～22日 (10日 間)の崩壊熱の積分値と、50tのジルコニウムがすべ

て反応 した場合の総発熱量とを比較し、3号機の炉心の温度を高めた要因としてジルコニウ

ムー水反応による発熱の寄与が 6%であると結論しています。

この 10日 間の総発熱量については議論いたしませんが、総発熱量をどのような意図で提

示されたのでしょうか。

量、さらに燃料の温度変化を検討する必要がある
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議論すべきは燃料 (燃料被覆管)の温度がジル コニ ウムー水発熱反応によらて どう影響

す るかを見極めることであ り、そのためには積分値ではなく微分値の議論が必須です。下

記の参考資料は、対象炉は PWRですが、事故後に炉心内に注水 された場合のジル コニウム

ー水発熱反応による燃料温度の上昇について定量的な評価が されてお り、その結果は公表

されています。 こうした知見を持つ専門家のご協力を得て番組は制作 されています。

【参考資料 M.Naitoh,et.al:ASSESSMENT OF IVATER IN」 ECT10N AS SEVERE

ACCIDEN‐TL憤NAGELIENP USING SANIPSON CODE,Proc.ICONE‐ 13,Paper No.

50925,Beiiing,China,WIay 16‐ 20,2005】 。

また、貴団体のご検討では、Baker‐ Justの式と Cathcartの 式を代表例として提示され

ていますが、番組にご協力頂いた専門家の方々は、当然これらの式を考慮し評価されてい

ることともに、これらの式に加えて、Urbanic&Heidricの 式、Praterの 式などを総合的

に評価し、カロえて OECD/11EAの国際標準問題のプロジェクトCSP‐ 45)に参加し、解析で使

用している評価式の妥当性を検証されています。

【この検証結果 は 日本原子力学会 の欧文論 文誌 に公表 され ています。■ Ikeda,et.al:

AnattsiS Of lnternational Standard PrOblem No.45,Q■「ENCH06 Test at FZK by

Detailed Severe Accidents Analysis Code,IWIPACT/SA■ IPSON,」NST,Vol.40,No.4,

PP246‐ 255 CAp五 1,2003)】 。

再々要望 (4)「マニュアルなんて全然できていません」は事実に反する について

当協会がこれまで回答してきた「準備していたマニュアルが今回起きた事象を想定した

ものではなかつた」ことについて未だにご理解いただけていないようです。

今回の書面のうち「2.事実に反する 4件の確認書 15ページ」において、「消防車によ

る注水は吉田所長が考え出した苦肉の策ではない」とあります。

一方で、2012年 6月 20日 に東京電力が公表した「事故調査報告書」ならびに 2011年

12月 26日 に政府の事故調査・検証委員会が公表した「中間報告」の中に、当時の福島第一

原子力発電所における消防車によぅ注水についての対応状況が記載されています。その中

で、3月 12日 午前 2時 3分に実際に消防車による注水を開始 しようとした頃になつても、

「発電所対策本部において 1号機 T/Bの送水日の位置すら把握 していなかった」と記載さ

れています。さらに、「1号機 T/B大物搬入口で当直員 とともに送水口を探しても見つから

ず、いったん免震重要棟に引き返 し、図面等の確認を行った」という事実認定があります。

加えて当協会から前回の回答で示 したように、政府事故調査委員会の中間報告において、

「根源的には、AM策 として消防車を利用した注水についてあらかじめ想定し、担当する機

能班・グループを明確に定めていなかったことが、かかる現場対応の遅れにつながったも

のと考えられる」とあり、原子炉に消防車を利用 し注水するという手順もマニュアルもな



かつたことは明らかです。

上記、引用されている 2つの報告書は、公表されています。確認の上、速やかに貴団体

の見解の訂正を求めます。

※   福島原子力発電所 事故調査報告書

http:〃wwπtepco.cojp/cc/press/2012/12056281834.html

※   東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 中間報告

http:′

'ww‐
cas.".ipttpた eisakゴ icanps/post‐ 1.htrnl

また、貴団体は「電力会社では、全ての電源を失 う重大事故を想定 して、消防車を緊急

炉心冷却系統に接続する対策を2003年頃までに準備 していた」とも述べています。しかし、

事故の当事者である東京電力も事故調査報告書をはじめとする数多くの公の場で「直流電

源を含む全ての電源を失 うことは想定していなかつた」と繰 り返し述べています。こうし

たことから、番組では「苦肉の策」とコメン トしています。

以上のように、貴団体の主張には技術的な誤 りや事実関係の確認不足が見られ、当協会

としましては受け入れることは全くできません。また、本番組が事実と異なる放送内容で

あつたとは考えてお りません。

今回、協力いただいた専門家の方々は、「福島第一原子力発電所の事故の詳細な原因究明

は終わっていません。まだまだ解明されていない部分が多くあり、さまざまな議論をして

いかなければならないと思います」と話 しています。当協会としましても、原子力に携わ

る様々な専F号家同士による議論が深まっていくことを期待 しております。

当協会は、未曾有の被害をもたらした福島の事故の検証を続けることは公共放送機関と

して大きな使命 と考えてお り、引き続き、最新の知見を丁寧に取材 し、様々なご意見も参

考にしながら、公平公正な報道と放送に努めてまいります。

平成 27年 8月 27日

T150‐ 8001

東京都渋谷区神南 2‐ 2‐ 1

日本放送協会

大型企画開発センター

エグゼクティブ・プロデュ

菅野 利美
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