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大体、まぁ、その首相補佐官とか、えーその副長官みたいな人が事前の仕切りをするんですね。

ご承知のように大変民主党政権は若い人たちがそういう役になっていますから。非常に優秀な

人たちだとは、思いますけども、やっぱりその視野はもちろんそれなりの広さはあるんだけど

も、あんまり何か、こう十分な、こう奥行きというか、ためというかって感じがどうかなって

いうのは正直なところありました。

ですから、非常に皆さん独特の雰囲気なのかな。「イラ菅」という言葉があるけども。まあ、

とにかくよく怒

君のどづきなんてのは可愛いもんだなと思いますけど。じゃあ、どんな判断の仕方をするかっ

ていうと、このあいだの、昨日も退避、避難の区域を決めたときに、最初は、あの、菅さんと

かに呼ばれて、「どうすりやいいんだ」「どうすんだ」って、こう言うわけですね。私と班目

さんとで説明すると「どういう根拠なんだ！それで何かあっても大丈夫だと言えるのか」ての

はさんざん、ぎやあぎやあ言うわけです。で、まぁ、多少ゆれたりするんですけど、結局のと

ころ何もやらないよりは

うことになる。で今朝になったらそれが、夜になったら１０キロになり、今日は２０キロとい

うことですけども。まあやっぱり考える軸が違うというか、スタンスが違うので、やはりその、

それなりに合理的にものを考えるとこうでしょう、ということに対して、それが持っている不

確実さや危うさみたいなことをすごくその、意識して、もしそれで違っていたらどうするんだ

というようなことで、ー翻か、二翻かついちゃうと。こういう感じでだいたい物事は決まるな、

というふうな状況ですね。

それから、ですから割合、今回、皆さんも非常に熱心に対応して今日のあの「海水を入れまし

ょう」とか、昨日の「ベントをしましょう」とか、避難区域を決めましょうということで、そ

の方針についてあんまり私が官邸にいて官邸の状況などを踏まえながら、それから私なりに得

ている状況の中で班目さんなんかと調整しながら言っていることと、あまりこの本部や幹部の

皆さんとの認識や方向がずれなくて済んだな、というように思っているのは、多分皆さんのほ

うが非常によく考えて、そういった取り組みをかなり懐深くやっていただいているせいだろう

なと、いうように思います。そういう点では、今回もまぁ大変、最後に海水を入れるという思

い切った判断。一方、逆にその水素ガス爆発というのを、まあ結果的には起きたということと、

この２つというのが、大変今回の件では大きい、重たいことだなあというふうに思います。こ

こら辺のことについては、また、いずれもう少し時間が経って当座の対応みたいなところから、

もうちょっと中長期的にものを考えるといった時にはぜひ改めて、よく議論をしていただいて

今後のありようみたいなことについて、皆さんでよく考えた、防災なり、日頃のリスク管理な

り、エンジニアリングなりに生かしてっていただければなというふうに思います。まぁ、そん

なことで今回は図らずもいろんな政府でも日頃と違う官邸の役人さんや、いろんな政治家と

色々とおつきあいをさせてもらいましたけれども、やっぱり事業者としてのものの考えみたい

なことをどれほどまでに相手から見て理解しやすいというかな、受け入れやすい、あるいは説

得される説得できるようなものを持つか、というところというのは、なかなかそれぞれ一筋縄

ではいかないんだけれども、まあ今回大きなその官邸という非常に閉ざされたところであんま

り情報が十分に伝わらな

の大きな大きな違和感を私は感じなくて済んだということについては、改めて大変助かったな

というふうに思いますし、皆さんのほうの色々と受け入れていただいたことに感謝したいと思

いますが。 

同時にきわめて隔離されてほとんど情報が入らないと、今日もあの３時半に爆発があったって

いうのは、５時半に菅さんの執務室のテレビ見て、「ぎやっ」てびっくりしちやったんだけれ

ども、ちょっとここら辺はもう少し今後のことを考えると、うまい

っと格好悪いなというのがあります。ここはまた個別にもまたお願いをしていこうかと思いま

すが。やはりその地震対応っていうことを考えていると、ああいうことがどれほど全体として

問題意識の中に浮かび上がった形で理解されて、えー情報共有なり対応なりができるかってい

うのは、えーちょっとまたもうひとつ今回改めて意識した事柄だったなというふうに思いまし

た。 

ということで、大変冗長ですけども、私の今回の印象ですけども、大変皆さんにとっても大き

な大きな地震で会社に

いけないわけですけども、その、荷の重さに負けないで、どうあるべきかっていうことをいつ

も考えながらやっていっていただければというふうに思いますんで、引き続き皆さんのご活躍

を期待しています。ありがとうございました。

まあ、ちょっと官邸との連絡は反省するところもあったし、それからさっき保安院長から情報

があまり来ないっていうコメントがあったので、情報のあり方は明日、少し改善しましょうか。

えーとまあいろいろ。

あと１点、問題提起していいですか。問題提起。
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吉田所長、どうぞ。

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

う感じがしてて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

ったなあ、とこう思ってるんで、というところがある。

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

実態なものですから。

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

聞かないと、と思うんだけどもね。

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

かできないというところだけ。

じゃあ立地地域部と相談しますよ。

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

を、なるたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

邸と、それからメディア対応とその３人位を、とりあえずキーマン

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

のリストの名前を書いてくれた？

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

とで。１F、２Ｆ、オフサイトセンターよろしいですか。

はい、結構です。

どうもお疲れさまでした。じやあ、体制表だけ誰かまとめて。１

そういうの。この人に電話ちょうだいみたいな。いいですか。

また、それ、今から作るのもしんどいですけど。

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

前だけでもいいんだけど。ここに電話ちょうだいみたいなの。

じゃあ、まあ何か作りましょう。

こっちは、リスト、渡しますから。じゃあ小森さん、解散でいいですか。

年 3月 12 日 

  2 / 6 

吉田所長、どうぞ。 

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

してて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

ったなあ、とこう思ってるんで、というところがある。

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

実態なものですから。 

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

聞かないと、と思うんだけどもね。

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

かできないというところだけ。

じゃあ立地地域部と相談しますよ。

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

邸と、それからメディア対応とその３人位を、とりあえずキーマン

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

のリストの名前を書いてくれた？

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

、２Ｆ、オフサイトセンターよろしいですか。

はい、結構です。 

どうもお疲れさまでした。じやあ、体制表だけ誰かまとめて。１

そういうの。この人に電話ちょうだいみたいな。いいですか。

また、それ、今から作るのもしんどいですけど。

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

前だけでもいいんだけど。ここに電話ちょうだいみたいなの。

じゃあ、まあ何か作りましょう。

こっちは、リスト、渡しますから。じゃあ小森さん、解散でいいですか。

 （１号機でベント、水素爆発

 

発言内容

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

してて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

ったなあ、とこう思ってるんで、というところがある。

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

聞かないと、と思うんだけどもね。 

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

かできないというところだけ。 

じゃあ立地地域部と相談しますよ。 

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

邸と、それからメディア対応とその３人位を、とりあえずキーマン

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

のリストの名前を書いてくれた？ そしたらばそれを１

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

、２Ｆ、オフサイトセンターよろしいですか。

どうもお疲れさまでした。じやあ、体制表だけ誰かまとめて。１

そういうの。この人に電話ちょうだいみたいな。いいですか。

また、それ、今から作るのもしんどいですけど。

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

前だけでもいいんだけど。ここに電話ちょうだいみたいなの。

じゃあ、まあ何か作りましょう。 

こっちは、リスト、渡しますから。じゃあ小森さん、解散でいいですか。

１号機でベント、水素爆発

 

発言内容 

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

してて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

ったなあ、とこう思ってるんで、というところがある。 

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

邸と、それからメディア対応とその３人位を、とりあえずキーマン

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

そしたらばそれを１Fと２Ｆのサイトに送って、こういう体

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

、２Ｆ、オフサイトセンターよろしいですか。 

どうもお疲れさまでした。じやあ、体制表だけ誰かまとめて。１

そういうの。この人に電話ちょうだいみたいな。いいですか。

また、それ、今から作るのもしんどいですけど。 

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

前だけでもいいんだけど。ここに電話ちょうだいみたいなの。

こっちは、リスト、渡しますから。じゃあ小森さん、解散でいいですか。

１号機でベント、水素爆発） 

 

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

してて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

邸と、それからメディア対応とその３人位を、とりあえずキーマンを決めて、あと今日残る人

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

と２Ｆのサイトに送って、こういう体

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

 

どうもお疲れさまでした。じやあ、体制表だけ誰かまとめて。１F と２Ｆ 

そういうの。この人に電話ちょうだいみたいな。いいですか。 

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

前だけでもいいんだけど。ここに電話ちょうだいみたいなの。 

こっちは、リスト、渡しますから。じゃあ小森さん、解散でいいですか。 

 

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と

いうところにあるんですけども。いま、避難している人たちの中から、やっぱりものすごく不

満があって、東京電力が説明しに来ないというかですね、いつまでこんな生活が続くんだと、

こういうようなご不満が多々出ているようで、なかなかそれにですねえ、ちょっとその応え切

れてないなと。今後のことを考えると多分ものすごい我々今回のことで鼻つまみ者になっちゃ

うわけですけども。このタイミングでやっぱり手を打っておかないとですね、ますますそうい

してて、ただあまりそこにあまり人が割けないというところが、いま非常に今日も困

それもちょっと考えてはいるんですが、ちょっと立地地域部のほうとそれからサイトの広報の

ほうと、ちょっと相談させてもらって、対応を決めたいと思うんですけど。 

ええ、ただサイトの広報は、どっちかというと、県と町と役所対応というかプレス文対応でも

う目一杯になってて、なかなかそこも、その地域住民のところに行ける余裕がないというのが

まぁ行くのは本店で行くにしてもどこに行っていいか分かんないから、やっぱりそれは現場に

もちろんそれぐらいのことはやりますけども、とてもじゃないけど今のこのメンバーでなかな

今のことに関連して、昨日から班目さんと、暇なときにしゃべっていたんですが、今回、地震、

津波というか、東電の発電所のことで大変多くの人に不自由な避難生活を強いるということに

もなったわけなんで、我々として今後の、先ほど議論があった取り組みあるいはシナリオ、い

ろんなことの中に、そのこうした不自由な避難生活をしている人たちの立場というか、避難生

活はどういうふうにしたら早く終わらせることができるかと、どういう条件を作っていくこと

が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

を決めて、あと今日残る人

を決めてってということかなと思いますので、そんなところでいいですかね。 

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

と２Ｆのサイトに送って、こういう体

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

 も、ちょうだいね、

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名

 

 

あの一ちょっと、いま、我々プラントのほうに力いっているし、もちろんＮＩＳＡだ、官邸と
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が必要か、というようなことも視野に入れておいて、そして、その条件作りあるいは環境作り

るたけ迅速に進めていくということも必要じゃないかなというふうに思いました。 

まあ、ちょっといろんなランダムな意見があって、うまくまとめにくいところがありますけど、

分担の話については、ちょっと私、最初に言ったような形でエンジニアリングというか安全も

含めてそういうチームを、まあ復旧班が中核かな、と思うんですけど、そこをもう少し細分化

して担当を決めるというのと、明日、対外対応のほうの分担を決めると。保安院とそれから官

を決めて、あと今日残る人

あの一どうも遅くまでお疲れさまでした。もうみんな疲れていると思うんで、こちらの残る人

と２Ｆのサイトに送って、こういう体

制で残ってますということで、あとの人はなるべく明日からに備えて、早く帰ろう、というこ

も、ちょうだいね、

いやいや一、そんな、そんなにたくさん作る必要全然ないよ。吉田所長なら吉田所長１つの名
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はい、解散で。

じゃあ、どうもお疲れさまでした。

お疲れさまでした。

班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

た。 

あのですね。１

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

な奴の名前だけ出しときますが、何かあって必要が

なんですけどね、実際的には。

航空局がいつ許可をしていて？

あれやると飛べないですよ。あの手続きやると飛べないですよ。

ＯＫ、じゃ知らんぷりしているか。

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

明日、明日、飛ばす準備をしています。

しているんだよね。

ええ。 

もう、やってんだね。

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

じゃあそれで。だめだったらまた明日の朝、相談します。

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

合ってもらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

になっていればいい？いいね。ちょっと不自由でもいいよね。じゃあ３

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

願いします。さて、そしたらば残ってて何かあったとき。

あれ？あの純水タンクどうですか、水の量は？

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

クアップライン、いままではＮｏ．３

ああ大丈夫ですか

セッティングＯＫ

繋いで、それで運用するようにしたいと思っていま進めています。

年 3月 12 日 
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はい、解散で。 

じゃあ、どうもお疲れさまでした。

お疲れさまでした。 

班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

あのですね。１F は、２Ｆ もそうかもしれないけど、避難区域が２０キロだからみんなもうど

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

な奴の名前だけ出しときますが、何かあって必要が

なんですけどね、実際的には。

航空局がいつ許可をしていて？

あれやると飛べないですよ。あの手続きやると飛べないですよ。

ＯＫ、じゃ知らんぷりしているか。

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

明日、明日、飛ばす準備をしています。

しているんだよね。 

もう、やってんだね。 

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

じゃあそれで。だめだったらまた明日の朝、相談します。

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

もらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

になっていればいい？いいね。ちょっと不自由でもいいよね。じゃあ３

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

願いします。さて、そしたらば残ってて何かあったとき。

？あの純水タンクどうですか、水の量は？

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

クアップライン、いままではＮｏ．３

ああ大丈夫ですか 

セッティングＯＫ になりましたので、これを今度あの直接、ろ過水タンクの前処理棟のほうに

繋いで、それで運用するようにしたいと思っていま進めています。

 （１号機でベント、水素爆発

 

発言内容

じゃあ、どうもお疲れさまでした。 

班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

もそうかもしれないけど、避難区域が２０キロだからみんなもうど

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

な奴の名前だけ出しときますが、何かあって必要が

なんですけどね、実際的には。 

航空局がいつ許可をしていて？ 

あれやると飛べないですよ。あの手続きやると飛べないですよ。

ＯＫ、じゃ知らんぷりしているか。 

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

明日、明日、飛ばす準備をしています。 

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

じゃあそれで。だめだったらまた明日の朝、相談します。

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

もらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

になっていればいい？いいね。ちょっと不自由でもいいよね。じゃあ３

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

願いします。さて、そしたらば残ってて何かあったとき。

？あの純水タンクどうですか、水の量は？

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

クアップライン、いままではＮｏ．３ だけでしたけど、今度、Ｎｏ．１

になりましたので、これを今度あの直接、ろ過水タンクの前処理棟のほうに

繋いで、それで運用するようにしたいと思っていま進めています。

１号機でベント、水素爆発

 

発言内容 

班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

もそうかもしれないけど、避難区域が２０キロだからみんなもうど

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

な奴の名前だけ出しときますが、何かあって必要があれば起こして使えばいい、とそんな状況

あれやると飛べないですよ。あの手続きやると飛べないですよ。

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

じゃあそれで。だめだったらまた明日の朝、相談します。 

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

もらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

になっていればいい？いいね。ちょっと不自由でもいいよね。じゃあ３

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

願いします。さて、そしたらば残ってて何かあったとき。 

？あの純水タンクどうですか、水の量は？ 

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

だけでしたけど、今度、Ｎｏ．１

になりましたので、これを今度あの直接、ろ過水タンクの前処理棟のほうに

繋いで、それで運用するようにしたいと思っていま進めています。
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班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

もそうかもしれないけど、避難区域が２０キロだからみんなもうど

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

あれば起こして使えばいい、とそんな状況

あれやると飛べないですよ。あの手続きやると飛べないですよ。 

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

 

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

もらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

になっていればいい？いいね。ちょっと不自由でもいいよね。じゃあ３ サイト声が出るように

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

 

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

だけでしたけど、今度、Ｎｏ．１ も

になりましたので、これを今度あの直接、ろ過水タンクの前処理棟のほうに

繋いで、それで運用するようにしたいと思っていま進めています。 

 

班長さん、もう少しおつきあいください。えへへ。今晩誰が残るかしらとか、それちょっと相

談しましょう。残らざるを得ない班もあったり、うんぬんくんぬん、ちゅう、だもんで班長さ

んこの真ん中に座りませんか。●●いなくなっちやったりしてないですか、あぁいらっしゃっ

もそうかもしれないけど、避難区域が２０キロだからみんなもうど

っちみち帰れないんですよ。で、寝ているか起きているかだけの話なんで。比較的起きてそう

あれば起こして使えばいい、とそんな状況

飛ぶことをね、その日に警察とかなんとかに言っておきますから。撃ち落とされないように。

で最後の相手の説得だけ相談したつもりなんで。２Ｆから放管員出してもらえる状況で、それ

えっと、残らざるを得ないという班、例えば復旧班なんかは当然残らざるを得ないの？完全に？

保安ももしかして、ひょっとしてそう？やっぱりそう。その半分さんたちはこことか、あるい

は隣にいたりします？それとも……基本的にここ？でも交替で寝たりするよね？普通はするよ

ね。了解。ちょっと保留させてください。えーと電通さん、どうもありがとう。裏方でありが

とうございました。テレビ会議は繋ぎっぱなしにしといてくれて、テレビの画面が出ててくれ

たら、電通さん、いなくてもいいよね？ＯＫ？ＯＫ。そしたらすいません、今の会議にも付き

もらっちゃってどうもありがとうございました。テレビ会議は３サイト、声が出るよう

サイト声が出るように

なっていてテレビの画面が今みたいに横になっている画面のままで引き上げてもらって、で申

し訳ないけど、明日９時からのやつ、また誰か付き合ってもらってもいいですか、大丈夫です

か。●●ちょっと陣容の相談をしてもらっていいですか、ご苦労をかけます。すみません、お

純水タンクは現在、レベルがない状態でポンプはトリップの状態ですけど、今、深井戸のバッ

も 

になりましたので、これを今度あの直接、ろ過水タンクの前処理棟のほうに
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分かりました。ありがとうございます。

●●さん、その現場の下の散らかりようってどんな感じなんだ？

見に行っているんですけど暗くてだめなので、照明車も何台か、４台だか５台か入ってもらっ

て、うちの人間と配電の人間とで。

みんな一緒に行ってくれんの？ありがたい。

はい、いま、それでやろうとしていますから。

せっかく、人が一杯いて機材が一杯あるのに、段取りがいままであんまり良くなくて、無駄が

多かった気がするのでちょっとすみませんけど、仕切ってもらって。よろしく。

●●１号のラプチャーの破損の時期が相当早まったじゃんか。これって何？水をケチってるっ

てことなの？どうすっか？これだとちょっとモーターが間に合わないかもしんないよな。

それはそうです。

今日のテレビ会議はこれで終わりましたけど、いまも復旧班とか発電班とかそれぞれ個別にや

ってもらってるんで、各班もそれぞれの今日のまとめと明日の今後みたいな話をやってもらっ

て、そのまま解散ということにしたいと思いますので、よろしくお願いします。

入りっぱなしだったな、今まで。あれ、赤い枠が点くときは、まだ入ってんじゃねえか。

復旧班、今から３号の計装関係の復旧にえー中操に向かいますんで。

発電班からですけど、プラントの情報ですけれども、これから毎正時に１、２、３号のパラメ

ータの連絡をします。ちなみに１号機、２号機、３号機とも前回から特段、変化はありません

が、あ－、地震来ますね。

すみません、続けさせていただきます。パラメータ、大きな変わりありませんが１号がいま、

注水をしていない関係ですが、水位が若干下がって－１７５セ

圧力のほうは若干上がって３．７５Ｍｐａ位になってます。というので、正時にご連絡いたし

ます。作業のほうは夜、１号の給水・注水の復旧とそれにホウ酸を入れる件、あとはプラント

パラメータの監視と、保全さんで、復旧するのに一緒に合わせてポンプを回したりというよう

な形になると思います。以上です。

保安班ですけど、周辺監

いただきます。ＭＰ８付近での２３時現在ですが、４。３マイクロＳｖ／ｈ。正門でございま

すけれど、２３時１０分、３．２９マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４

クロＳｖ／ｈ 

マイクロＳｖの被曝を受けると申しますか、線量が加算されます。ご承知のほどをお願いいた

したいと思います。とくに本エリアよりも１号側のほうが若干高くなっているのが事実でござ

います。休まれる方、できる

かと思われます。やはり１号のほうに近づくと、線量が少しあると、いうことで、この部屋全

体としては７０マイクロ位になってございます。この部屋にいるだけでも１時間当たりに７０

マイクロの被曝をするということになりますので、ご認識をお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。

●●１号の海水の注水をどこかの時点でまた始めていきたいんですよ。それでさっき地震があ

りましたから今すぐではないんですけども、どっかでどういうふうにしましょう。

え－っとね。止めてきてないはずなんですよ。止まっちやったのかな？

分かんないから、誰か操作できる方と一緒に行って、我々もホウ酸入れて、というタイミング

をどこかで決めないと。
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  4 / 6 

分かりました。ありがとうございます。
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発電班からですけど、プラントの情報ですけれども、これから毎正時に１、２、３号のパラメ

ータの連絡をします。ちなみに１号機、２号機、３号機とも前回から特段、変化はありません

が、あ－、地震来ますね。 

すみません、続けさせていただきます。パラメータ、大きな変わりありませんが１号がいま、

注水をしていない関係ですが、水位が若干下がって－１７５セ

圧力のほうは若干上がって３．７５Ｍｐａ位になってます。というので、正時にご連絡いたし

ます。作業のほうは夜、１号の給水・注水の復旧とそれにホウ酸を入れる件、あとはプラント

パラメータの監視と、保全さんで、復旧するのに一緒に合わせてポンプを回したりというよう

な形になると思います。以上です。

保安班ですけど、周辺監視区域モニタリング結果の情報がありましたので、情報を共有させて

いただきます。ＭＰ８付近での２３時現在ですが、４。３マイクロＳｖ／ｈ。正門でございま

すけれど、２３時１０分、３．２９マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４

 でございます。なお皆さまにご周知いたします。この部屋は１時間当たりに７０

マイクロＳｖの被曝を受けると申しますか、線量が加算されます。ご承知のほどをお願いいた

したいと思います。とくに本エリアよりも１号側のほうが若干高くなっているのが事実でござ

います。休まれる方、できるだけ線量を削減する上でもまず北西の角がこの部屋では一番低い

かと思われます。やはり１号のほうに近づくと、線量が少しあると、いうことで、この部屋全

体としては７０マイクロ位になってございます。この部屋にいるだけでも１時間当たりに７０

マイクロの被曝をするということになりますので、ご認識をお願いしたいと思います。よろし
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分かんないから、誰か操作できる方と一緒に行って、我々もホウ酸入れて、というタイミング

をどこかで決めないと。 
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ってもらってるんで、各班もそれぞれの今日のまとめと明日の今後みたいな話をやってもらっ

て、そのまま解散ということにしたいと思いますので、よろしくお願いします。

入りっぱなしだったな、今まで。あれ、赤い枠が点くときは、まだ入ってんじゃねえか。
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かと思われます。やはり１号のほうに近づくと、線量が少しあると、いうことで、この部屋全

体としては７０マイクロ位になってございます。この部屋にいるだけでも１時間当たりに７０
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で、いま●●がですね下で、次の順番をいまマネジメントやってますんで。

とりあえず、あともうちょっと待って１２時過ぎに波のデータを見て決めましょうか。

了解しました。

復旧班ですけども、本店の●●から電話がありまして、ドライウェルのベントを２号、３号の

やるやり方については、保安院長ならびに内閣官房の了解が得られたと。ただ、ベントをやる

とき、これやるときっていうのは、今残してある最後のバルブを開けるときという解釈で合意

しましたけども、そのときにはプレスをするということを要請されています。

１Ｆ 緊対、誰か聞こえますか。

聞こえます。●●。

いま、海水注水は津波が来ないかどうか待っているところですか。

比較的大きな津波がある前に人の交替をするために、ー旦人が上がってます。そのときにポン

プは止めていないそうです。

止めていない。

いない。で、その後、大きな地震があったので、津波が来る可能性があって近づいていない。

なんで、動いているかどうか、これから確認に行きます。

それで何かもう官邸からもう今回の津波では大きな津波は来ないって、気象庁が断言している

っていうので、また現場進めてほしいって話が来ました。

ああ、そうですか、ただここの近傍で今もかなり大きな地震。緊対室でも大きいなという地震

が来ているので、少しは注意しながら行きますので。行きます。

分かりました。また状況が分かったら教えてください。

●●、現場はその津波情報すごくほしいのよね。

うん。 

気象庁がこう言っているとかさ……

今入ってきたんで。

昨日もさ、それでこっちで、中断、中断しながらやっていたからさ。だからそんな情報がもう

ちょっと円滑にもらえるようになるとありがたいんだけどねぇ。

了解。努力します。

お願いします。

今１２時過ぎに出かけるように人の調整をやってもらってますんで。

了解です。 

あの一厚生班ですが、仮眠用の毛布を対策室の入り口付近に積んでおきますので、適宜お使い

ください。また脇に明日の朝の返却場所も用意しておきますので、またそちらのほうにお持ち
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いただけたらと思います。よろしくお願いします。

１Ｆ 吉田さん。●●ですけど、聞こえますか。

はい、聞こえます。

官邸から、今の情報をお伝えしたんですが、それであの現時点で海水注水が何時頃に終わるだ

ろうかって見積もられますか、っていう話がきてるんですけど。

えっとですね海水なんで量がはっきり量れてないよな。あのさ、タンクから入れてるなら１タ

ンク４０ｔって、パッと出るけど、大体今までのから言って１トン／なんだｍｉｎという時間

で見てるだけなんで。まだせいぜい６、７０トン位かな。１時間半。９０ｔ位かな？やっぱり

そう、あと２時間位。

２時間位かかりそう？

うん。 

それぐらい、オーダーだとそんなとこね。

うん。ざっくりとね。

ざっくりでいいです。

うーん。 

じゃあ、２、３時間位の感じですか。

そうですね。 

はい、了解。ありがとうございました。

※23 時 58 分以前は、記録データが存在せず
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