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１Ｆさん、本店●●ですけど、聞こえますか？

１Ｆ、聞こえます。

今ちょっと本店から教えてほしいって言ってるんですけど、１

確保してますよね？

はい。 

ずっとＣＳＴから送ってます？何かサプチャンの水位が高くなりすぎてないかなって、いま言

ってたんですけど。

ちょっと確認します。

はい。お願いします。

すいません。３号機はですね、やっぱりＨＰＣＩのＣＳＴ

ょっとサプチャンに水源切り替えしようかなって話してます。ちょっと今、２号確認中です。

本店了解しました。ありがとうございました。

ごめんなさい。２号はもう切り替えました。

はい、了解しました。

１Ｆ サイトさん。本店●●ですけども。

はいはい。 

今ちょっと質問が役所から来ているみたいなんだけども、注水をずっと１号継続してＴＡＦク

リアしてさらに注水していったときですね、でずっと注水してって、例えば、ＳＲ

かでたぶんバイパスしてるので、格納容器と均圧になっていると思うんですが、そっから格納

容器にあふれさせて、どんどん格納容器にも注水するってところまで考えてらっしゃるかどう

か。 

格納容器の水位と格納容器の圧力が分からなくて、適正な制御ができない気がしていまして、

計器が生きるまでは、ＰＣＶで水没させようと思っています。

計器が生きるまではとにかくＰＣＶ

ええ。満水に、どんどん。はいはいはい。

ＰＣＶ 満水な。

満水を考えています。

ＯＫ。 

それでサプチャンの水位がもし生きていれば、ベント管まで没水させる必要はないので。

サプチャンの水位までで終わると？

そうです。そうです。ええええええ。で、それもベッセルの水位とドライウェルの圧力とサプ

チャンの水位とコントロールできる状態、見れる状態だったらもうちょっと考えますけど、で
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なければ全部。

でなければ、格納容器満水まで持っていくと。

はい。 

了解 

保安班ですけども、環境モニタリングの結果の情報を共有いたします。【ピー音】モニタリン

グポスト８番付近２４時で５マイクロＳｖ／ｈ、正門におきましては２４

ロＳｖ／ｈ、モニタリングポスト４

ます。全体的に見まして、大きく振れるようなことはなく、高値安定というようなところもご

ざいます。以上です。

ちょっとすいません。本店ですけども。割り込ませてください。いまほどの●●の。「圧力容

器満水までもっていきますよ」の圧力容器満水の時間的なイメージとして、今夜中に行くよっ

ていうイメージなんですか。何時頃までのイメージでしょう？

ちょっとそこまで計算してないんですけど、今入れているのが１㎥／ｍｉｎ位で入れてますか

ら、そんなにすぐに満水にならないと思うので、うん、なので水位をその間に早く生かして、

生き返らせて、と思ってますんで、そこまでまだ計算していません。計算しておきます。技術

班に。 

そうだね。時間が何時ってあんまりイメージしてないみたいですね。

そう最初の時にはですね、もともと連続注入できなかったんで、ポンプに積んでるだけ入れて、

しかも地震が起きたら退避してってことをやってたんで。えっと３分注水して１５分、次のま

た給水に行って、みたいなことだったのでそういう時間管理をしていませんでした。時間管理

っていうか、何時位にこうなるっていうのが。うん。

じゃあちょっと目安はまだあんまり計算してないけど、この調子でいけば、いつ位っていうの

は評価すれば大体、いつかっていうのは分かるっていう

と思います。 

あっ、了解。●●、●●。えっと、よろしいですか。聞こえてますか。

はい、聞こえてます。

何かね、官房だか、官邸だかのほうで、方のプレス発表で元々１時頃に目標まで行くよという

ふうに聞いていたもんで、１時頃までに終わるよって言っちゃいそうなんだけど、今の話だと、

この位までかかります、かかって満水にしますってことだから、その数字をえいやで計算して

こんなもんて言ってあげないと、何となくこのままだと１時に圧力容器満水になりますってい

うふうにプレスでしゃべってしまいそうな勢いらしいんです、正しい数字は。

逆に、助けてほしいんですけども。１時っていうのはどっから。多分うちか

よね？ 

１時っていうのはね、多分官邸の中で色々武黒さんが話をしている中で出てきた目安みたいな

数字なんだと思います。

満水っていったのかな？

ＴＡＦ のつもりで言っていたのかもしれない。

ＴＡＦかもしれないね。
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そう最初の時にはですね、もともと連続注入できなかったんで、ポンプに積んでるだけ入れて、

しかも地震が起きたら退避してってことをやってたんで。えっと３分注水して１５分、次のま

た給水に行って、みたいなことだったのでそういう時間管理をしていませんでした。時間管理

っていうか、何時位にこうなるっていうのが。うん。

じゃあちょっと目安はまだあんまり計算してないけど、この調子でいけば、いつ位っていうの

は評価すれば大体、いつかっていうのは分かるっていう

あっ、了解。●●、●●。えっと、よろしいですか。聞こえてますか。

何かね、官房だか、官邸だかのほうで、方のプレス発表で元々１時頃に目標まで行くよという

ふうに聞いていたもんで、１時頃までに終わるよって言っちゃいそうなんだけど、今の話だと、

この位までかかります、かかって満水にしますってことだから、その数字をえいやで計算して

こんなもんて言ってあげないと、何となくこのままだと１時に圧力容器満水になりますってい

うふうにプレスでしゃべってしまいそうな勢いらしいんです、正しい数字は。

逆に、助けてほしいんですけども。１時っていうのはどっから。多分うちか

１時っていうのはね、多分官邸の中で色々武黒さんが話をしている中で出てきた目安みたいな

のつもりで言っていたのかもしれない。
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満水って言ってたんだって。

ああ、そうなの。じやあ、違うな。

満水が１時位じゃないかと話していたのが頭の中に残ってるらしい。●●ええ。そうすると、

満水、何時頃とか分かります？

先ほども言ったように、どっちでいくかつていうのも明確にはまだ水位計が生きてないから決

めきれてなくて。ただあの、ルール上というか、約束事としては、ベント操作が必要とされる

ようなときはこうしろとか、ＣＣＳとかシャットダウンクーリングの復旧の見込みがない場合

は満水にするとか。

もしもし、正確に決めるのが難しいんだったら、釜を満水にするのに必要な容量に対していま

１立米位で入れているから所要時間何時間で何日とかその位の感じでもいいんですけど。なる

ほど、了解、了解。満水になるのね、皆待ってんだって。あの、官房とか大臣官房とか、官邸

とかで。ちょっと待ってください。だから、えいやとこんなもんですって。

あの、今も言ってるけど、今の水位が完壁にいくらか分からないから何時というのは言えない

んですよ。だから、今のやつが－１７０を前提として何トンで満水かというこ

して、６０ｔ／ｈで割るというのをちょっと出してみますから。

ええ、そういう前提でいいと思います。じやあ。

ちょっとお待ちしてます。あ一、もしもし。今の水位計で見えてくるところから差分を容量で

入れていくと、この位の時間っていうので。ざっくり出してみますということだそうですので。

出してくれます。いまこれからささっと計算しますから。ちょっと計算する間、待ってくださ

い。 

すみません。今待っている間お時間いただいてもよろしいでしょうか。

はい。結構です。

私、放射線管理班の●●と申しますが、今日自衛隊の方が発電所に応援に来ていただきました。

オフサイトセンターに戻りましたら４ベクレル以上の身体汚染を確認しているそうです。同事

象は柏崎のメンバーにおいても、昨日手伝いに来てくれた方が柏崎に戻った際に４ベクレル以

上の身体汚染等を含んで、まだ柏崎の発電所にいらっしゃいます。この原因としては一昨日の

１号機の粉砕された、こまい粒子状放射性物質が満遍なく発電所内に飛散したものと思われま

す。どの辺まで汚染しているのか、バックグランドが高くて今のところは確認できません。も

し明日以降ですね、多方面から応援に来ていただく方が汚染させずに出すのであるならば、あ

る外側からの距離を持った、極端でございますが、オフサイトセンターから出る際に、タイベ

ック、プラス、チャコ－ルマスク、プラス、靴、手袋等の厳重装備をした上で、汚染してもか

まわないトラックで入ってきて、そのトラックについては１Ｆから出さないというような形に

なるかも分かりません。このようにしない限りは、せっかく手伝いに来ていただいたいる方の

放射線防護上、汚染という形を守るということは難しいかなと思っております。線量について

は確実に・・・

●●さん、本店の安全グループさんて周りにいますか？安全関係の方って。

●●さんがいます。

●●さん、●●ですけれども、本来であれば注水してサプチャンの水位をベント管が埋没しな

い程度のレベルで、要はベント機能を残した状態で、コントロールしながら注水するというの

がいいと思うんだけれども。いまＲＰＶとＰＣＶのあいだに水が流れるラインが形成されてい

る可能性が高いのと、サプチャンの水位が見えていないので、当面はＰＣＶの中でＲＰＶ

没水させて冷 

がなくなるんじゃないの、という懸念はいま言われていて、それってどうなんですか。

あのー実はそれってほとんど想像したことがないやつでですね。普通だとやっぱりウエットウ

ェルを残しておいて、で炉注に回してっていうことをやるんだと思うんですけど。だけど、い

つか必ずサプチャン埋まっちゃうので、そのときはしょうがないんでドライウェルベントを併
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１立米位で入れているから所要時間何時間で何日とかその位の感じでもいいんですけど。なる

ほど、了解、了解。満水になるのね、皆待ってんだって。あの、官房とか大臣官房とか、官邸

とかで。ちょっと待ってください。だから、えいやとこんなもんですって。

あの、今も言ってるけど、今の水位が完壁にいくらか分からないから何時というのは言えない

んですよ。だから、今のやつが－１７０を前提として何トンで満水かというこ

して、６０ｔ／ｈで割るというのをちょっと出してみますから。

ええ、そういう前提でいいと思います。じやあ。

ちょっとお待ちしてます。あ一、もしもし。今の水位計で見えてくるところから差分を容量で

入れていくと、この位の時間っていうので。ざっくり出してみますということだそうですので。

出してくれます。いまこれからささっと計算しますから。ちょっと計算する間、待ってくださ

すみません。今待っている間お時間いただいてもよろしいでしょうか。

私、放射線管理班の●●と申しますが、今日自衛隊の方が発電所に応援に来ていただきました。

オフサイトセンターに戻りましたら４ベクレル以上の身体汚染を確認しているそうです。同事

象は柏崎のメンバーにおいても、昨日手伝いに来てくれた方が柏崎に戻った際に４ベクレル以

上の身体汚染等を含んで、まだ柏崎の発電所にいらっしゃいます。この原因としては一昨日の

１号機の粉砕された、こまい粒子状放射性物質が満遍なく発電所内に飛散したものと思われま

す。どの辺まで汚染しているのか、バックグランドが高くて今のところは確認できません。も

以降ですね、多方面から応援に来ていただく方が汚染させずに出すのであるならば、あ

る外側からの距離を持った、極端でございますが、オフサイトセンターから出る際に、タイベ
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まわないトラックで入ってきて、そのトラックについては１Ｆから出さないというような形に

なるかも分かりません。このようにしない限りは、せっかく手伝いに来ていただいたいる方の

放射線防護上、汚染という形を守るということは難しいかなと思っております。線量について

●●さん、本店の安全グループさんて周りにいますか？安全関係の方って。
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がなくなるんじゃないの、という懸念はいま言われていて、それってどうなんですか。
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用していくっていう形になって、だけど、それでもやっぱりどんどん水位が上がっていくので、

いつかは埋没するんですよね。で、ヒートシンクがなくなるっていうことに関して言うと、こ

こから先、私確認したことないですけど、あのードライウェルの

いのかということなんですけどね。

はい。 

ない？ 

ドライウェルベント？サプチャン側じゃなくて。

ドライウェルベントまでは、一応あり得ると思っていて。
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れはどの位なの？」と言われると。

すみません、なんかもうニュースで言っちやったそうです。１時に圧力容器満水になりました

って。 

それはうそじゃん。

で現実に満水になるの何時頃ってことにしましょうか。あと２、３時間って言ってたの、ＴＡ

Ｆ ですよね。

今の話で言っているように、容量そのものそんなに多くないからね。今の６０ｔ入ってるかど

うかっていうのもちょっと若干その流量計がないから分かんないところあるんだけど、２時間

だったら本当は満水になっているはずが、なっていないというところなんです。ほんでだから

今まで、だからちょっとあれで動かしてたつもりなんだけど、津波で現場を離れてたんで、こ

れからその分を取り返すんで、あと２時間程度まずやってみると、それ位だと思うんだけどな。

なるほど。そういうことですね。実際満水になると分かるんでしたつけ。今回満水までやって。

いえ、だからさっきから言っているように流量計も信じられないし、今●●さんが言っている

みたいに、ベッセルにどつかバイパスラインが出ていると、水が全部ドライウェルにあふれち

ゃうから、ベッセルは満水にならない可能性もあるわけですね。

そうですね。 

だけど、とりあえず今、水位計がおかしいのではないかという前提で、もうあのどんどんと水

を入れていきますと。あと２時間位は連続して入れたいと、こういうことだと思うんです。

そうするとあと２時間位で満水っていうイメージでいいってことですね。そういうことか。

あんまりね、満水満水って言うと、今のところ、バイパスラインがあるっていう話とのバラン

スが分かんなくなっちゃうから、そこだけは気を付けてほしいんだよ。

なるほど。分かりました。そうするとあれですね。今回の作業の一区切りっていうのは、あと

２時間位じゃないかと思っているっていう、そういうことか。

はい。それでお願いします。

とりあえず、はい。
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えっと、３号機でいいですか。

３号です。 

はい、はい。 

なので、切り替えを早めにやるべくやったほうがいいんじやないかと。

はい、切り替えやる予定でいます。今これ質問されてるわけじゃないですよね？

質問じゃなくて、そういうふうに気がついて動いているのかどうか見えなかったので。

はい、サプチャンの温度が分かんないんでまだ切り替えてませんけれども、そうなる前に切り

替えます。 

あ、温度じゃなくて水位ね。

分かってます、分かってます。

代替注水系なんてないしな……。

すみません。１

地震以降に被曝した人数について要求されております。答えといたしまして、３月の１１

ら１２ 日の２日間で、約しつれいいたしました３２０人の方が被曝していることになります。

ゼロの人は含まれておりません。被曝した人だけ入れました。しかしある人が、４回ＡＰＤを

借りて０．０１ずつ４回被曝しても、回数としては４回になります。これで集約しましたので、

本店のほうに送りたいと思います。

１Ｆさん。●●ですけど。海水の注水再開してるかどうかなんて分かります？

今消防車のポンプで注水してますが、そのポンプを止めておりませんので、ずっと注水しっぱ

なしだと思ってます。それを今現場に確認に行ってます。

確認に行ってるね。まだ現場は行ってない着いてないのね。

もう行ってますが、まだ連絡ありませんので。

連絡ないね。じやあ連絡きたら教えてください。

分かりました。

保安班から連絡いたします。モニタリングポストのサーベイデータを共有したいと思います。

０時３０分現在、モニタリングポスト４番近傍で４４マイクロＳｖ／ｈです。また正門におき

ましては０時３０分、３．１４、ＭＰ８付近におきましては０時３０分で４．５となっており

ます。 

本店さん、●●

本店。本店呼んでます。すみません。本店呼んでます。

はい、本店です。

１Ｆ●●ですけども。さっき●●から、役所から聞かれている１Ｆ１の注水は継続しているの

か、それを確認したのはいつかと。で、継続しています。それを確認したのは先ほど連絡入り
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ましたので、１時２３分に回っていることを確認しています。

あ、了解しました。これは地震があったときには、－度そのときはもう動かしたままの状態で

それで地震があったので一回退避したと、そういうことでよろしいでしようか。

それで結構です。

はい、承知しました。

すみません、お願いします。

はい、ありがとうございます。

１Ｆ さん、聞こえますか？１Ｆ

はい。１Ｆ 聞こえます。

本店●●だけど、さっき役所に言ってた、ＴＡＦ

が、今現状はどんな具合になってますか、っていう話なんだけど。

ええとですね。炉水位はまったく、炉水位の指示値は変わってません。

変化なしね。ちゅうことはどうなんだろう。

なし。ただし、ずっと注水し続けている。●●さん、今も続いているでいいね？で、考えられ

るのは炉水位計が不調で水がすでに入っているにもかかわらず、それを指していないというこ

とが１つ。もう１つはどっかのレベルでベッセルと格納容器の間にバイパスラインができてい

てそれ以上ベッセルに入っていかないという、この２つのケースが考えられます。

ということは、いずれにせよ、ずっと続けるだけだよね。基本的には。

はい、これからも続けます。

はい。分かりました。

１Ｆさん、聞こえますか。

はい。聞こえます。

今、状態が分かったんですけど、注入量としては大体どれぐらいを想定しているんだっけ、毎

秒何ｔとか、毎分何ｔとかという意味では。

あの毎分１ｔが今までの定格だし、水、真水を入れてた時はね、大体そのあそこの貯槽量が何

分でなくなるのかっていうのを計ると大体そんなもんかなって思ったんだけど、流量計がない

から。 

大体、目の子で毎分１ｔ位でいいんですか、想定していたのは。

と思ってますけど、現行でその下どれくらいになっているというのは分からない。

はい。了解です。

ベッセルのさ、●●君、圧力容器のさ、ノズルのエレベーションとあの燃料の位置な。
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今、状態が分かったんですけど、注入量としては大体どれぐらいを想定しているんだっけ、毎

秒何ｔとか、毎分何ｔとかという意味では。 

あの毎分１ｔが今までの定格だし、水、真水を入れてた時はね、大体そのあそこの貯槽量が何

分でなくなるのかっていうのを計ると大体そんなもんかなって思ったんだけど、流量計がない

大体、目の子で毎分１ｔ位でいいんですか、想定していたのは。

と思ってますけど、現行でその下どれくらいになっているというのは分からない。

ベッセルのさ、●●君、圧力容器のさ、ノズルのエレベーションとあの燃料の位置な。
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１Ｆ さん、聞こえますか。１Ｆさん聞こえますか？

はい、聞こえます。

今、１号の炉水位が、炉水位計の指示が変わらないって話なんですけど、いつから変わらなく

なったって言えばいいですかね。

ちょっと今、あたって折り返しすぐ電話します。

お願いします。待ってます。

えっとですね、一旦、１号機の炉水位指示計ダウンスケールして、ダウンスケールした後に今

日の２０時０８分に見えだしました。マイナス１７０ｃｍ

ダウンスケールっていうのは－１７００より低い指示なの？

２０時２０分に消火水ラインを使った海水の注入を監視して、ほぼ同時期に水位計が見えだし

てその時が－１７０で、それからはずっと一定で－１７０近辺をずっとふらついて、今もいる

という状態です。

ダウンスケールというのは１７００よりも低い状態で、値がない状態なんだ。

えっと、これの一番下はですね、－３００ｃｍ。が、ボトム、見えないダウンスケールのとこ

ろです。ただし、そこまで落ちているのか、それとも電源の復旧なのかっていうのがちょっと

今、よく分からないところがあって、２０時２０分に注水した付近で生きてきたと。生きてき

たということは、計測がまた再開されたと。

それから変わってないということね。

ええ。 

２０時２０分位からだ。ずっとね。

はい。 

はい。了解です。

それから、ＴＡＦまで行ってるかどうか分からねぇかつて言ってるんだけど、分からないよね？

今の－１７０ｃｍっていうのは燃料頂部からの位置で、頂部から－１７００なんで、大体１．

７ｍなんですけど、ＴＡＦは見た目上は、ＴＡＦより下がってます。ただ、実水位がどこなの

かっていうのがよく分からんところがあります。

そうとしか言えないね。

ええ。 

どうか分かる方法はねえかって、ちゅうんだけどね。言ってきてもちょっと分かりませんとし

か言いようがないよね。

はい。 

分かった。とりあえずご苦労さまでした。
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やっと炉圧とかが見えだした位なんで、ちょっとこれですというのが回答できないので計装さ

んとちょっと回答・他にあるかどうか当たります。うん。うん。そこを今、回復してください

と言ってお願いしてまだ実現できていないところです。

１F さん。 

はい。 

２０時２０分の前って両方ともダウンスケールだったんだつけ？

ちょっと待ってください。両方ともダウンスケールです。

で、それが両方とも動きだしたんだ？

片方だけです。

あっ。片方はずっとダウンスケールか。あ、そうだね。了解、了解。ありがとう。その、分か

りました。 

ドライウェルがベント管込みで３４１０ｍ。

うんだけど、建屋の中、入れないからね。

３４１０．はい。

１Ｆさん。本部●●です。１

はい。 

今、中操自体は、かなり盤は、ブラックアウト状態なんだっけ？

ほとんどブラックアウト状態で、見えているのは原子炉の水位とＲＰＶの圧力が見えてます。

それが見えてるのね。了解です。

はい。 

１Ｆ さん、よろしいでしょうか。

１F、聞こえています。

保安院からなんですが、保安院がプレスするにあたって、今は、毎時定時のプラントパラメー

タのデータを出していただいているのですが、１号その他でもいいんですけど、そこに海水の

注入流量からすると、原子炉を満水にする相当の水が入ったと思われるとか……、何かそうい

うような文言を入れてほしいということが、役所から要求がきておりますが、入れられますで

しょうか。 

すみません、ちょっと待ってくださいね。《ピー音》今の定時報のその他のところ、追記して

くれと言ってるので、ちょっと１

とかっていうのはその他項目に入れていって、何時に炉水が満水になるであろう流量を入れま

したっていう時期を入れてくれっていうことですね。

はい、そうです。
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その意図は、今日１時２時位に話をしていた満水になるであろうっていうのは何時くらいだっ

ていうのをつかみで言ってくれと言われたのを文言に落とせっていうことと同じ？

はいそうです。はい。はい。３時半現在とかで追加で臨時で出していただけますでしょうか。

えっ、なに。これから出すのにえっと。

ちょっと４時現在だとちょっと間に合わないので、今の３時半現在という３時半でなくてもい

いんですけど、今の時点でのパラメータの情報にその他の情報のところにそれを追加したもの

をいただけますでしょうか。

はい、はい、了解。書くのはかまわないけれど、それはかなり誤差ていうか推定みたいなもの

であって、後で細かく見ていくともうちょっと前の時間で３時半のじゃなくてその前に満水に

なるべく、流量が入っていたというようなズレが出る可能性があるけど、かまわないですか。

ええ、例えばですね、６０ｔ／ｈということであれば２０時２０分に開始して、途中１０分止

まっていた時間があるということですので、２０時半として、あの計算上は２２時３０分に満

水相当の水が入ったということになるかと思いますけど、例えばそういうふうに書けるかどう

かですね。２２時３０分にＲＰＶの容積と同容量の海水を注水したものと想定されるとか、そ

ういう文言は入れられますでしょうか。

単純にベッセルの内容量が何ｔですよっていうのを書いておいて、海水ポンプの吐出量、これ

は６０ｔマキシ

ら少ない、例えば２０ｔから６０ｔの幅があると見たほうがぼくはいいと思うんだけども……。

はい。 

そうするとベッセルの体積はいくらだっけ？２００位だっけ。

１２０ｔです。

１２０でしょ。１２０で例えば６時間、定格６０ｔ出てるとすると、例えば２時間なんだけど、

２０ｔ位。流量を測ってないから流量が分からない。海水の場合ね。ということで、２０ｔの

場合だと例えば８時間かかるわけだよね。あっ違う。６時間かかるわけだよね。そういう幅の

中で、８時２０分から注入して、今大体３時４０分だからさ。まあ大体なんだ７時間位？

そうです。 

だからということで、一番小さく見て２０ｔだとして１４０ｔ位になっているはずだよね、と。

そういう書き方しかできないと思うんだけど、それでいいかな。

はい。それしか書けないと思いますので、それで結構です。

はい。 

すみません。じやあちょっと、今の時点の数字でいただけますでしょうか。

はい。わかりました。

お願いします。

すみません。１

はい。１F です。
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はいそうです。はい。はい。３時半現在とかで追加で臨時で出していただけますでしょうか。

ちょっと４時現在だとちょっと間に合わないので、今の３時半現在という３時半でなくてもい

いんですけど、今の時点でのパラメータの情報にその他の情報のところにそれを追加したもの

はい、はい、了解。書くのはかまわないけれど、それはかなり誤差ていうか推定みたいなもの

であって、後で細かく見ていくともうちょっと前の時間で３時半のじゃなくてその前に満水に

なるべく、流量が入っていたというようなズレが出る可能性があるけど、かまわないですか。

ええ、例えばですね、６０ｔ／ｈということであれば２０時２０分に開始して、途中１０分止

まっていた時間があるということですので、２０時半として、あの計算上は２２時３０分に満

水相当の水が入ったということになるかと思いますけど、例えばそういうふうに書けるかどう

かですね。２２時３０分にＲＰＶの容積と同容量の海水を注水したものと想定されるとか、そ

単純にベッセルの内容量が何ｔですよっていうのを書いておいて、海水ポンプの吐出量、これ

マムなんだけど、ほんとに６０ｔ出ているかどうか分からないから。６０ｔか

ら少ない、例えば２０ｔから６０ｔの幅があると見たほうがぼくはいいと思うんだけども……。

そうするとベッセルの体積はいくらだっけ？２００位だっけ。

１２０でしょ。１２０で例えば６時間、定格６０ｔ出てるとすると、例えば２時間なんだけど、

２０ｔ位。流量を測ってないから流量が分からない。海水の場合ね。ということで、２０ｔの

場合だと例えば８時間かかるわけだよね。あっ違う。６時間かかるわけだよね。そういう幅の

中で、８時２０分から注入して、今大体３時４０分だからさ。まあ大体なんだ７時間位？

だからということで、一番小さく見て２０ｔだとして１４０ｔ位になっているはずだよね、と。

そういう書き方しかできないと思うんだけど、それでいいかな。

はい。それしか書けないと思いますので、それで結構です。

すみません。じやあちょっと、今の時点の数字でいただけますでしょうか。

さん、よろしいでしょうか。 
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先ほどのプラント関連パラメータの件なんですが、保安院のほうが４時にプレスをするので、

ちょっとできれば早くほしいということなのですが、できますでしょうか。

●●が作っているのか、さっきの。１号の追記したケース？

さっきの、あと３分くらい。

今ちょっと書いているので、そっちに送るのに３分から５分、それ位いいです？

はい。承知しました。はい。お願いします。

●●さん、今、３時３８分のデータということでＳ

ださ    

本店さん。本店？本店？

はい。本店です。

今、紙、プラントパラメータ、どこに入れたんだつけ？

Ｓ ドライブのいつもの定例フォルダに入れましたので、そちらからピックアップ可能ですか？

はい。確認いたします。

はい、お願いいたします。

えっとですね、それから変わったことがあったんで、●●、連絡しますけど、３号機。

はい。３号機。

はい、ＨＰＣＩがですね、２時４４分にですね、－旦停止しました。

一旦停止、はい。

それで、 

それで、炉圧が低いんでＲＣＩＣは運転しないで、その時は炉圧低かったのでＤ／Ｄの消火ポ

ンプを起動しましてですね、

はいはい。 

これで注水しようとしました。

はいない。 

しかしですね、この時点でＤ／Ｄ

ませんでした。で、３時４４分ちよい前のデータ見ると、炉圧がですね、ＨＰＣＩが停止した

後で、炉圧がその前は０．７Ｍｐａ位のが、４．１Ｍｐａまで５倍以上上がってるんですよ。

７キロからまぁ４１

も、炉圧が上がっていると。ほんで、いまもう一度ＨＰＣＩが回らないかとか、代替の注水手

段を確認しているところなんですけども、

はい。 
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後で、炉圧がその前は０．７Ｍｐａ位のが、４．１Ｍｐａまで５倍以上上がってるんですよ。

キロ。これが、ちょっとどういうあれなのか、いま確認しておりますけど

も、炉圧が上がっていると。ほんで、いまもう一度ＨＰＣＩが回らないかとか、代替の注水手

 

先ほどのプラント関連パラメータの件なんですが、保安院のほうが４時にプレスをするので、

ドラのほうに保存しましたので、ご確認く

ドライブのいつもの定例フォルダに入れましたので、そちらからピックアップ可能ですか？ 

 

それで、炉圧が低いんでＲＣＩＣは運転しないで、その時は炉圧低かったのでＤ／Ｄの消火ポ

の消火ポンプは、０．６１Ｍｐａ位しか吐出圧なくて、入り

ませんでした。で、３時４４分ちよい前のデータ見ると、炉圧がですね、ＨＰＣＩが停止した

後で、炉圧がその前は０．７Ｍｐａ位のが、４．１Ｍｐａまで５倍以上上がってるんですよ。

キロ。これが、ちょっとどういうあれなのか、いま確認しておりますけど

も、炉圧が上がっていると。ほんで、いまもう一度ＨＰＣＩが回らないかとか、代替の注水手
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03:53 

03:54 

03:59 

 

 

 

 

 

04:00 

 

 

 

 

 

 

04:01 

 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

テレビ会議 2011 年

 

はい。ちょっと３号がトランジェントな状態です。

はい、分かりました。了解です。

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

で、３９．６マイクロＳｖ／ｈ

ん。以上です。

●●君、それは何に使おうとしているんだつけ？３号機のＤ／Ｄ

うすんの？Ｄ／Ｄ

Ｄ／ＤＦＰ は３号も生きていて、その吐出圧がえっと、

低いだろ？ 

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

ってきた時に、Ｄ／ＤＦＰ

かと。 

Ｄ／Ｄ のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

っと悪いけどさ、大至急●●調べてくんねぇかな。

でかい消防車で

オフサイトセンター、●●さん。

はい、●●。 

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

ました。それどういうことかっていうと、

応援ですか？ 

はい。どういうことかというと、

はい。 

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

センターに来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

よ。 

はいはい。 

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募
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はい。ちょっと３号がトランジェントな状態です。

はい、分かりました。了解です。

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

で、３９．６マイクロＳｖ／ｈ

以上です。 

●●君、それは何に使おうとしているんだつけ？３号機のＤ／Ｄ

うすんの？Ｄ／Ｄ のところに付けんの？

は３号も生きていて、その吐出圧がえっと、

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

ってきた時に、Ｄ／ＤＦＰ よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

っと悪いけどさ、大至急●●調べてくんねぇかな。

でかい消防車で 

オフサイトセンター、●●さん。

 

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

ました。それどういうことかっていうと、

 

はい。どういうことかというと、

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

はい。ちょっと３号がトランジェントな状態です。

はい、分かりました。了解です。 

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

で、３９．６マイクロＳｖ／ｈ ということで、ここについても大きな変化は見られておりませ

●●君、それは何に使おうとしているんだつけ？３号機のＤ／Ｄ

のところに付けんの？ 

は３号も生きていて、その吐出圧がえっと、

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

っと悪いけどさ、大至急●●調べてくんねぇかな。

オフサイトセンター、●●さん。 

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

ました。それどういうことかっていうと、 

はい。どういうことかというと、 

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

はい。ちょっと３号がトランジェントな状態です。 

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

ということで、ここについても大きな変化は見られておりませ

●●君、それは何に使おうとしているんだつけ？３号機のＤ／Ｄ

は３号も生きていて、その吐出圧がえっと、 

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

っと悪いけどさ、大至急●●調べてくんねぇかな。 

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

 

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募

３号機で冷却停止、ベント） 

 

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

ということで、ここについても大きな変化は見られておりませ

●●君、それは何に使おうとしているんだつけ？３号機のＤ／Ｄ のところに何か付けるの？ど

 

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募

 

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

ということで、ここについても大きな変化は見られておりませ

のところに何か付けるの？ど

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募

 

保安班から今朝方までのモニタリングポストのデータについて、情報を共有しておきます。え

っとＭＰの８番付近にあります手分析のデータで、４．５マイクロＳｖ／ｈ、２時５０分です。

正門２時５０分で、３．１４マイクロＳｖ／ｈです。変化はございません。正門でのダストで

すが、１時４５分から２時０５分で確認をしておりますが、ダストで６．４×１０－５Ｂ本店

／ｃｍ３、希ガス・ヨウ素関係では、検出限界以下です。ＭＰ４におきましては、３時０８分

ということで、ここについても大きな変化は見られておりませ

のところに何か付けるの？ど

５キロ、６キロなんですよ。それに対して消防のポンプは１０キロ以上あるんで、炉圧が下が

よりも容量、高い圧力で、高い容量の注水がちょっとでも入らない

のラインに消火ポンプ入れちゃうほうがいいんじゃないかつて言っているわけ？ちょ

えっとですね、いま保安院からですね、応援についてちょっと検討してくれっていう話があり

水とかバッテリーとか色々持ってきてもらうっていうことで、応援要求してますけれども、避

難とかそういう話で帰っちゃうとかそういうことがあって、あのー持ってきてくれた人とかバ

スの運行会社とかに結構、国交省に対して文句が出ているというそういう状態に今なっている

そうです。派遣している人にも不満が出るとか。そこでですね、保安院としてはどこに集まっ

てもらって説明をして、装備をそろえてあげるとか、そういうホールドポイントになるような

場所とか、そういうところの設定をちょっと考えてくれないかと。例えば、皆一旦オフサイト

に来てもらうとか。そういうことをちょっと検討してほしい、っていう依頼なんです

それをちょっと今日の午前とかにも役所にちょっと答えないと、ちょっと応援の人に不満が募
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 場所

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

東京電力

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ ＯＳＣ

東京電力 テレビ会議
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るっていうそういう趣旨ですが、何か考えられますかね。

今のはあれですか、どちら側から出てる問題かというと応援に来られたほうの人から出たクレ

ームに対してってそういうことですね。

そうです。 

ああ、はい。現場の方の状況は非常に良くないというか環境がかなり悪いので、相当しっかり

した対応をしてあげなきやいけないという反面ですね、今回もちょっと自衛隊の方に会ったん

ですけど、やっぱりその例えば放射線とかに関して、我々が通常やっているような教育を受け

て臨むわけではないので、そういうところでまた非常に難しい問題があったりするんですね。

したがって、電力の人間であればまだ比較的、環境をご理解いただけるとしても、そこんとこ

ろ、どこまで踏み込

そうだね。うん。

さはさりとて、機材を使える人っていうのは持ってきた人たちしかできない物があったりする

ので、そこのところのバランスだと思うんですよ。だから例えばオフサイトセンターに一回集

まって、ここで一回基礎的な教育とかそういうところの話をして、中に入っていただくという

ようなことはきちんとできていれば理想的だと思うんですが、いまご案内のとおり、オフサイ

トセンターもですね、かなり線量が上がってきていて、ここで長時間仕事をすることはよろし

くないという判断も今出ているんですよね。なので、ちょっと場所もいまはっきりしないとい

うのが、実は実情なんです。

ＯＫ。とりあえず、どうせ即答はできないと思っているので、後でいいんで、ちょっとサイト

と検討して考えてくれないかな、それ。

あのね、サイトのほうから言うとね、結局例えば、放射線の連中。ま、保安の連中は保安のこ

とで手配するし、ということでパラパラなんですよね。

うん。そうだね。

送ってくるときも欲しいって言うんだけど、その後はどっか要するに資材だとか他の所で、バ

ッと来るから、そこの責任範囲がちょっとあれなんですよ。不明確になっているんですよ。だ

から、その注文した物は誰かが一手に見といて配分するような、そういう倉庫業をひとつしっ

かりしたのを作っておくとね、もちろん放射線に対する恐怖っていうのは、ちょっと別の問題

としても、そこの仕組みがサイトではちょっと。逆に言うと、もう手一杯でできてないんです

よ。 

うん、そうだね。

うん。だから、いまそこをサイトにやれと言ってもかなりしんどいな。

無理だね。ＯＫ。じやあちょっと、オフサイトセンターと本部で考えますか。

そうですね。 

じゃあそうしましょう。了解です。【ピー音】倉庫業、どの辺に置くとか考えられるのかね。

やるとしたら、このオフサイトセンターが一番適切なんですけどね。場所としては。こちらで

受け入れができればいいんですけど、さっきの問題でいつまでここが使えるかっていうことだ

けだと思います。何しろオフサイトセンターの機能自体がどこかに移ったとしても、この場所

を倉庫としての機能に限定してやっていくというようなことはできると思いますね。

うん。 

いったん。オフサイトセンターに集まって、諸手続き等を対応した上で現場のほうに出かける。
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ッと来るから、そこの責任範囲がちょっとあれなんですよ。不明確になっているんですよ。だ

から、その注文した物は誰かが一手に見といて配分するような、そういう倉庫業をひとつしっ

かりしたのを作っておくとね、もちろん放射線に対する恐怖っていうのは、ちょっと別の問題

としても、そこの仕組みがサイトではちょっと。逆に言うと、もう手一杯でできてないんです

じゃあそうしましょう。了解です。【ピー音】倉庫業、どの辺に置くとか考えられるのかね。 

やるとしたら、このオフサイトセンターが一番適切なんですけどね。場所としては。こちらで

受け入れができればいいんですけど、さっきの問題でいつまでここが使えるかっていうことだ

けだと思います。何しろオフサイトセンターの機能自体がどこかに移ったとしても、この場所

いったん。オフサイトセンターに集まって、諸手続き等を対応した上で現場のほうに出かける。 



 

時刻

 

 

 

04:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:07 

 

 

 

 場所

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

東京電力

 

場所 発言者

 

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

吉田所長

本店 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

吉田所長  

  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

ＯＳＣ  

吉田所長  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

テレビ会議 2011 年

 

とりあえずはそうするか、まずは、他にないから。

そうですね。それしかないですよね。

ＯＫ。 

それとね、ルール決めをしといたほうがいいと思うんだけど。

はい、ルール決めね。

色々あって要するに避難地区になっちゃってるから。

そうだよ、圏内だもんね。

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

場所にするっていうこともルールにするしかないんですよ。

そうだよね、そうするとどこなんだ。

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。

で、やるってことだよね。

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

じゃん。物運びだけじゃなくてね。

機材として使わないと分からないのがありますよね。

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。

はい。 

避難区域の要は外だから、２Ｆから２０

うーん。２０ 

そういうことだね。

南だとＪヴィレッジ位ですか。昨日も、ちょっと議論してたんですけど。

Ｊ ヴィレッジか。あそこはまぁ広いからね。

はい。 
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とりあえずはそうするか、まずは、他にないから。

そうですね。それしかないですよね。

それとね、ルール決めをしといたほうがいいと思うんだけど。

はい、ルール決めね。 

色々あって要するに避難地区になっちゃってるから。

そうだよ、圏内だもんね。 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

場所にするっていうこともルールにするしかないんですよ。

そうだよね、そうするとどこなんだ。

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。

で、やるってことだよね。 

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

じゃん。物運びだけじゃなくてね。

機材として使わないと分からないのがありますよね。

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。

避難区域の要は外だから、２Ｆから２０

 キロ、１０ キロの圏外って所ですよね。

そういうことだね。 

南だとＪヴィレッジ位ですか。昨日も、ちょっと議論してたんですけど。

ヴィレッジか。あそこはまぁ広いからね。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

とりあえずはそうするか、まずは、他にないから。

そうですね。それしかないですよね。 

それとね、ルール決めをしといたほうがいいと思うんだけど。

色々あって要するに避難地区になっちゃってるから。

 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

場所にするっていうこともルールにするしかないんですよ。

そうだよね、そうするとどこなんだ。 

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。

 

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

じゃん。物運びだけじゃなくてね。 

機材として使わないと分からないのがありますよね。

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。

避難区域の要は外だから、２Ｆから２０ キロ位か、そこでどっか場所あるかね。

キロの圏外って所ですよね。

南だとＪヴィレッジ位ですか。昨日も、ちょっと議論してたんですけど。

ヴィレッジか。あそこはまぁ広いからね。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

とりあえずはそうするか、まずは、他にないから。 

それとね、ルール決めをしといたほうがいいと思うんだけど。

色々あって要するに避難地区になっちゃってるから。 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

場所にするっていうこともルールにするしかないんですよ。

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

機材として使わないと分からないのがありますよね。 

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。

キロ位か、そこでどっか場所あるかね。

キロの圏外って所ですよね。 

南だとＪヴィレッジ位ですか。昨日も、ちょっと議論してたんですけど。

ヴィレッジか。あそこはまぁ広いからね。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

それとね、ルール決めをしといたほうがいいと思うんだけど。 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

場所にするっていうこともルールにするしかないんですよ。 

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。

キロ位か、そこでどっか場所あるかね。

南だとＪヴィレッジ位ですか。昨日も、ちょっと議論してたんですけど。 

 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

その場所を決めて、そこからサイトへの搬入は、サイトの責任でやりますと。 

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。

了解。まあそうだね、確かに。避難区域の所で入らないっていう人多いからな。●●。 

キロ位か、そこでどっか場所あるかね。 

 

 

持ってくる人は、ここに入りたくないって言ってるんであれば、入らないでいい所を引き渡し

そういう基本ルールを決めて、ただし、人によって物を使っていただかないといけない人いる

そうそう。そういう人は、どうしてもしょうがないから放射能の、放射線の所に来てもらうん

で、それは事前によく話をしてこういう状態だけどよろしくということを言うのと、教育とい

うよりも、ここをしっかりやっておくやるっていう、そこしかないと思うんだけどさ、もつ。 

 



 

時刻

 

 

 

04:08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

保安班

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

本店 

発電班

本店 

発電班

発電班

発電班

吉田所長

発電班

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

保安班  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

  

発電班  

  

発電班  

発電班  

発電班  

吉田所長  

発電班  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

か、そこであと全部東電が持っていくとか。そういうふうにするかい？

一番確実なのはそんな感じだと思います。

うん。じゃ、そうしようか。もうそれで決めちゃうぞ。

１F 放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです

ね、明日来ていただくところもですね、いわきで載せ替えというところが１

ます。 

あれ、Ｊ ヴィレッジって、２Ｆ

圏内なんだっけ？

圏内なのかぁ。

はい、あー。 

じやあだめだな。

いわきですか。そうすると場所とらなきやいけないですね。そこはちょっとすぐにはできない

ので。 

そうだね、●●、それＯＦＣで検討して後で連絡くれるかな。今すぐとは言ってないんで、

はい。分かりました。

じゃあお願い。

●●さん、●●さんいますか。

はい、いますよ。

えっと、３号のＨＰＣＩなんですけど、これ、自動てトリップした、させた、したんですか、

それとも手動でとめたんですか、手動でとめた？

ちょっと３号の吐出圧、吸い込み低ですよね。サクション低ですよね。トリップした理由は。

ＨＰＣＩ。 

炉圧がなくなって、駆動の。

駆動水なし？ 

ごめん、資材班、誰か。資材班、誰か。

炉圧がなくなって、駆動の電源が。

強制的にとめたんじゃなくて、トリップしたんですよね。トリップ
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じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

か、そこであと全部東電が持っていくとか。そういうふうにするかい？

一番確実なのはそんな感じだと思います。

うん。じゃ、そうしようか。もうそれで決めちゃうぞ。

放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです

ね、明日来ていただくところもですね、いわきで載せ替えというところが１

ヴィレッジって、２Ｆ

圏内なんだっけ？ 

圏内なのかぁ。 

 

じやあだめだな。 

いわきですか。そうすると場所とらなきやいけないですね。そこはちょっとすぐにはできない

そうだね、●●、それＯＦＣで検討して後で連絡くれるかな。今すぐとは言ってないんで、

はい。分かりました。 

じゃあお願い。 

●●さん、●●さんいますか。

はい、いますよ。 

えっと、３号のＨＰＣＩなんですけど、これ、自動てトリップした、させた、したんですか、

それとも手動でとめたんですか、手動でとめた？

ちょっと３号の吐出圧、吸い込み低ですよね。サクション低ですよね。トリップした理由は。

炉圧がなくなって、駆動の。 

 

ごめん、資材班、誰か。資材班、誰か。

炉圧がなくなって、駆動の電源が。

強制的にとめたんじゃなくて、トリップしたんですよね。トリップ

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

か、そこであと全部東電が持っていくとか。そういうふうにするかい？

一番確実なのはそんな感じだと思います。 

うん。じゃ、そうしようか。もうそれで決めちゃうぞ。

放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです

ね、明日来ていただくところもですね、いわきで載せ替えというところが１

ヴィレッジって、２Ｆ から？ 

いわきですか。そうすると場所とらなきやいけないですね。そこはちょっとすぐにはできない

そうだね、●●、それＯＦＣで検討して後で連絡くれるかな。今すぐとは言ってないんで、

●●さん、●●さんいますか。 

えっと、３号のＨＰＣＩなんですけど、これ、自動てトリップした、させた、したんですか、

それとも手動でとめたんですか、手動でとめた？

ちょっと３号の吐出圧、吸い込み低ですよね。サクション低ですよね。トリップした理由は。

 

ごめん、資材班、誰か。資材班、誰か。 

炉圧がなくなって、駆動の電源が。 

強制的にとめたんじゃなくて、トリップしたんですよね。トリップ

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

か、そこであと全部東電が持っていくとか。そういうふうにするかい？

 

うん。じゃ、そうしようか。もうそれで決めちゃうぞ。 

放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです

ね、明日来ていただくところもですね、いわきで載せ替えというところが１

いわきですか。そうすると場所とらなきやいけないですね。そこはちょっとすぐにはできない

そうだね、●●、それＯＦＣで検討して後で連絡くれるかな。今すぐとは言ってないんで、

えっと、３号のＨＰＣＩなんですけど、これ、自動てトリップした、させた、したんですか、

それとも手動でとめたんですか、手動でとめた？ 

ちょっと３号の吐出圧、吸い込み低ですよね。サクション低ですよね。トリップした理由は。

強制的にとめたんじゃなくて、トリップしたんですよね。トリップ

３号機で冷却停止、ベント） 

 

じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

か、そこであと全部東電が持っていくとか。そういうふうにするかい？ 

放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです

ね、明日来ていただくところもですね、いわきで載せ替えというところが１

いわきですか。そうすると場所とらなきやいけないですね。そこはちょっとすぐにはできない

そうだね、●●、それＯＦＣで検討して後で連絡くれるかな。今すぐとは言ってないんで、

えっと、３号のＨＰＣＩなんですけど、これ、自動てトリップした、させた、したんですか、

ちょっと３号の吐出圧、吸い込み低ですよね。サクション低ですよね。トリップした理由は。

強制的にとめたんじゃなくて、トリップしたんですよね。トリップ 

 

じゃあ、まず－旦Ｊヴィレッジに集まってもらって、そこで個別にご相談して行ってもらうと

放安の●●ですけども、昨日もＪヴィレッジの話が出たんですが、お客さんには２Ｆ 

１０キロが退避エリアだということで、いわきまでしか行かない、というお客さんがいてです
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●●、ガス欠になっちやった、ガス欠。ガソリン。

●●、話してください。

●●ですけれど、３号のＨＰＣＩがトリップしたのは、炉圧が下がって駆動力がなくなって、

タービンの回転数がなくなったんで、自動でトリップしたと。

ああ、了解しました。

資材班ですけどよろしいですか。

はい。 

資機材をどっかに１カ所に集めてそこからっていうお話があったかと思うんですけど、今資材

班で考えていますのは、最初Ｊヴィレッジを考えていたんですけど、あそこ２０キロに入っち

ゃうんですね。で、今は小名浜のコールセンターの所に場所を確保しまして、そこに今朝方あ

たりからケーブルを置いたり、そこからサイトのほうに持っていくようにしたりと、というこ

とで確保をもう致しました。そういうことで今進めております。小名浜コールセンター。

じゃあ●●さん、そういうことで。

はいはい。資材班、どなた？これ？

●●さん、●●です。今の。

わかりました。

小名浜のコールセンターです。

小名浜コールセンターという所があんですよね。

はい、あります。資材の場所ですね、はい。

はい。そうするとそこに単に資機材の受け渡しの人がいればいいのか、何か放射線関係の方ま

で入れたほうがいいのかっていう体制の問題があるので、その辺の議論をさせていただきたい

んですけど。 

はい。あの、いま、場所を確保したんですけど、今悩みというか、課題になってますのは、そ

このコールセンターから例えばフクイチなり、フクニなりサイトヘ持っていくときにですね、

持っていくときにですね、持っていく運転手さんをどうしようかと。なかなかそこまで持って

いくという人はいないものですから。そこがいま、一番大きな課題になっています。

分かりました。これ資機材といっても、大小ピンキリなわけですよね。場合によってはトラッ

クで、場合によっては車でもいいし、そういうことになるわけですよね。

なりますね。今はとくにケーブルを今朝方から置き始めますので、トラックが必要になると思

います。それからクレーンも必要になって、クレーンのほうはコールセンターのほうは確保い

たしましたけども。トラックと運転手さんが今大きな課題で、今探しています。

あっ、それ、いまやっていただいているということでよろしいですか。

トラックの運転の方は探しているということです。なかなか見つかんないのが現状です。
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はい、ありがとうございます。

●●さん、すみません。もう１つなんですが、よろしいですか。

はい。 

ＨＰＣＩの復旧はとりあえず待っている感じなんですかね。４．１

ええ、炉圧上がったところで、もう１回、あれ、リセットで再起動試みましたけども、バッテ

リーがちょうど枯渇しているのか、再起動できないということです。

了解しました。バッテリーを。電源待ちっていうことですね。

バッテリーがあれば回せると思います。

はい。 

今バッテリー手配しているんだつけ？

えっと。 

無理だよ、無理！無理なこといくら追っかけたって、おまえ、努力の無駄だ、それ。

それを諦めると、次の代替手段を考えるしかないでしょ。

そう、そうなります。

あの、色々手段をなんだ、拾い出して候補を挙げるのはいいんだけど、こういう事態なんだか

ら絞り込んで、実現性が高くて効果の高いやつを選ぶのが一番いいんだけど。実現性が高くて

効果が低くてもそれはやっぱり選ぶべきだと思うんだよね。ていうのと、あとその担当者同士

でああだこうだって言わずに、本部に上げてくださいよ、悩んでいるところは。それは皆さん

に言っときますが。

で、いいんですか。

あとね、一番重要なのは３号のこれからのトレンドの予想、だからドライウェル圧力、それか

ら炉水位、それから炉圧。これのほぼほぼのトレンドを見て、どういう事象が何時位に出るか

ということと、復旧との時間の勝負だから、そこをちょっと●●しっかり押さえて。

何か言えそうなネタはもうできてる？ない？まだ。もうちょっとかかるね。

あとね、格納容器の圧力も上がってきているでしょ。トレンドで。で、さっき言った格納容器

の圧力、いつ頃設計圧力になるか計算しとけって言ったんだけど、それいまどうなっているか

な？ 

それをいまやってます。

やってる。で、そうするとベントの準備だとかさ、いう話になってくるからさ。

はい。 

うん。 
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はい、ありがとうございます。

●●さん、すみません。もう１つなんですが、よろしいですか。

ＨＰＣＩの復旧はとりあえず待っている感じなんですかね。４．１

ええ、炉圧上がったところで、もう１回、あれ、リセットで再起動試みましたけども、バッテ

リーがちょうど枯渇しているのか、再起動できないということです。

了解しました。バッテリーを。電源待ちっていうことですね。

バッテリーがあれば回せると思います。

今バッテリー手配しているんだつけ？

無理だよ、無理！無理なこといくら追っかけたって、おまえ、努力の無駄だ、それ。

それを諦めると、次の代替手段を考えるしかないでしょ。

そう、そうなります。 

あの、色々手段をなんだ、拾い出して候補を挙げるのはいいんだけど、こういう事態なんだか

ら絞り込んで、実現性が高くて効果の高いやつを選ぶのが一番いいんだけど。実現性が高くて

効果が低くてもそれはやっぱり選ぶべきだと思うんだよね。ていうのと、あとその担当者同士

でああだこうだって言わずに、本部に上げてくださいよ、悩んでいるところは。それは皆さん

に言っときますが。 
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何か言えそうなネタはもうできてる？ない？まだ。もうちょっとかかるね。

あとね、格納容器の圧力も上がってきているでしょ。トレンドで。で、さっき言った格納容器

の圧力、いつ頃設計圧力になるか計算しとけって言ったんだけど、それいまどうなっているか

それをいまやってます。 

やってる。で、そうするとベントの準備だとかさ、いう話になってくるからさ。
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事象の進展としては、このまま炉圧が上がっていけば、ＳＲ弁が吹いて、ＳＲ弁がバカバカ吹

くのに合わせて炉水位がグーッと下がってきますと。下がって、まったく何もしなければ燃料

露出のところまできて、またガーッとなって、でえっとベントしないといけないっていう状況

になると。 

ベントラインは一番簡単なバルブだけ残して、あと全部できちゃってるんだよね。

はい。 

ちょっとよく確認しておいて。最悪そこまで行ったらあれだから。

福島第一の総務なんですけど、すみません。ちょっと確認させていただいてよろしいでしょう

か。いま、資機材の受け渡しについては、例えば先ほどあったＪ

都路のほうだとか先方とですね、都合のいいところでですね、人を派遣するっていうことで総

務の下のほうで運用しているんですけども、今回からは小名浜コールセンターで一括して、そ

こにすべて集めるっていうことでよろしいでしょうか。

はい、●●さんですね。《ピー音》ですけども、本当は皆さんが一番便利な所で受け渡しがで

きればいいのですが、そうすると当社のほうで体制が非常に薄くなってしまって、十分な管理

ができなくなっちゃうという状態が発生していて、さっきのように単に受け渡しで済めばいい

んですけど、それ以外にやっぱりそこが中継ぎになって、資機材として操作員として一緒に入

ってきていただかなきやいけない人だとか、そういう方々に対する教育だとかね、状況の説明

だとかをしっかりできないと、中に入った後トラプルが起きちゃうので、そういう体制はどっ

かでワンストップでしっかりするような形にしたほうがいいと思うんですよ。

分かりました。小名浜コールセンターでワンストップでやるということで、それとあと…

圏外で物の受け渡しをする所は、小名浜コールセンター。それから中に入っていただく方につ

いては装備だとか、教育、状況の説明みたいなものをオフサイトセンターのほうでやるという

ような２点に絞って管理するようにしませんか？

はい、分かりました。それと１点確認したいんですけど、本店の資材さんに確認したいんです

が、小名浜コールセンターって海沿いにあるっていうふうに聞いてるんですけど、

はあはあ津波ね。

津波とかの影響は大丈夫なんでしょうか。

はい、大丈夫ということで、そこを探したわけなんですけど。あの、Ｊヴィレッジがだめだと

いうことで時間がなかったものですから、その近くにあるできるだけ広い場所、ということで

コールセンター。１０ｔトラック何台分だっけ？ええ、こないだの地震のときも被害はあまり

なかったということで、その場所を選んでみました。

まぁ、しょうがない、しょうがない。しょうがない。もう、そこに決めたんだ。そこでやるっ

ていうのが一番重要。ルール決めたらね。

分かりました。はい。

ルール決めたらね、ルールを徹底することが一番重要だからさ。すみません。所長の吉田です

けど１Fの。お願いがあるのは、ガソリンがねぇ足りないんで、昨日も言っていたんですけど。

水もの。ガソリン、水、軽油はいくらあってもかまわないので、ガソリンの補給を大至急、お

願いできませんでしょうか。

ガソリンの補給でございますね。はい、検討します。

１F 保安班の●●ですが、オフサイトセンターの●●さん、お願いです。１

れる方もいらっいますので、一度入ってしまいますと、身体汚染が繋がっているのは事実でご

ざいます。ぜひオフサイトセンターでがっちりとした装備をして、１

またオフサイトセンターの外で取り外して、お帰りになっていただくというのが－番いいかと
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が、小名浜コールセンターって海沿いにあるっていうふうに聞いてるんですけど、

はあはあ津波ね。 
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いうことで時間がなかったものですから、その近くにあるできるだけ広い場所、ということで

コールセンター。１０ｔトラック何台分だっけ？ええ、こないだの地震のときも被害はあまり

なかったということで、その場所を選んでみました。

まぁ、しょうがない、しょうがない。しょうがない。もう、そこに決めたんだ。そこでやるっ

ていうのが一番重要。ルール決めたらね。

分かりました。はい。 

ルール決めたらね、ルールを徹底することが一番重要だからさ。すみません。所長の吉田です

の。お願いがあるのは、ガソリンがねぇ足りないんで、昨日も言っていたんですけど。

水もの。ガソリン、水、軽油はいくらあってもかまわないので、ガソリンの補給を大至急、お

願いできませんでしょうか。 

ガソリンの補給でございますね。はい、検討します。

保安班の●●ですが、オフサイトセンターの●●さん、お願いです。１

れる方もいらっいますので、一度入ってしまいますと、身体汚染が繋がっているのは事実でご
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福島第一の総務なんですけど、すみません。ちょっと確認させていただいてよろしいでしょう

か。いま、資機材の受け渡しについては、例えば先ほどあったＪ

都路のほうだとか先方とですね、都合のいいところでですね、人を派遣するっていうことで総

務の下のほうで運用しているんですけども、今回からは小名浜コールセンターで一括して、そ

こにすべて集めるっていうことでよろしいでしょうか。

はい、●●さんですね。《ピー音》ですけども、本当は皆さんが一番便利な所で受け渡しがで

きればいいのですが、そうすると当社のほうで体制が非常に薄くなってしまって、十分な管理

ができなくなっちゃうという状態が発生していて、さっきのように単に受け渡しで済めばいい

んですけど、それ以外にやっぱりそこが中継ぎになって、資機材として操作員として一緒に入

ってきていただかなきやいけない人だとか、そういう方々に対する教育だとかね、状況の説明

だとかをしっかりできないと、中に入った後トラプルが起きちゃうので、そういう体制はどっ

ストップでしっかりするような形にしたほうがいいと思うんですよ。

分かりました。小名浜コールセンターでワンストップでやるということで、それとあと…

圏外で物の受け渡しをする所は、小名浜コールセンター。それから中に入っていただく方につ

いては装備だとか、教育、状況の説明みたいなものをオフサイトセンターのほうでやるという

ような２点に絞って管理するようにしませんか？

はい、分かりました。それと１点確認したいんですけど、本店の資材さんに確認したいんです

が、小名浜コールセンターって海沿いにあるっていうふうに聞いてるんですけど、

津波とかの影響は大丈夫なんでしょうか。 

はい、大丈夫ということで、そこを探したわけなんですけど。あの、Ｊヴィレッジがだめだと

いうことで時間がなかったものですから、その近くにあるできるだけ広い場所、ということで

コールセンター。１０ｔトラック何台分だっけ？ええ、こないだの地震のときも被害はあまり

なかったということで、その場所を選んでみました。

まぁ、しょうがない、しょうがない。しょうがない。もう、そこに決めたんだ。そこでやるっ

ていうのが一番重要。ルール決めたらね。 

ルール決めたらね、ルールを徹底することが一番重要だからさ。すみません。所長の吉田です

の。お願いがあるのは、ガソリンがねぇ足りないんで、昨日も言っていたんですけど。

水もの。ガソリン、水、軽油はいくらあってもかまわないので、ガソリンの補給を大至急、お
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保安班の●●ですが、オフサイトセンターの●●さん、お願いです。１

れる方もいらっいますので、一度入ってしまいますと、身体汚染が繋がっているのは事実でご

ざいます。ぜひオフサイトセンターでがっちりとした装備をして、１

またオフサイトセンターの外で取り外して、お帰りになっていただくというのが－番いいかと
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思っています。今オフサイトセンターのほうに、うちの●●が詰めておりますので、●●にも

話をしていただけませんでしょうか。

はいえっと●●さん、それさ、入るときはさ、オフサイトセンターで全部装備をして、教育と

あれをやって、入ってもらうっていうことで、ぼくはいいと思うんだけど、出るときの問題っ

ていうのは、出るときもオフサイトセンターで大丈夫なの？

昨日もそうなんですが、１

できていないっていうのが事実です。それはバックグラウンドが高くてですね、有意に確認で

きていないっていうとこなんです。それであるならば、入る前にタイベック、チャコールマス

ク、靴、手袋等をしていただいてですね、汚染してもいい車に乗ってきていただくと。もし車

で帰られるようなことがあるならば、大変申し訳ないですが、当社の車で迎えに行くというよ

うな形になろうかと思うんです。

車はセンターに置いておくっていうこと？

一部あの、自衛隊さんの車においても少し汚染があったという話を聞いております。そういっ

たところも踏まえてですね、ちょっと直接発電所のほうに来なくて、あくまでも経由はオフサ

イトセンターを確実にしてもらうと。オフサイトセンターで装備をしていただいて、１

んでいただいて。もう一度オフサイトセンターの入り口まで帰っていただいて、装備を脱衣し

て、中で汚染検査ができるタイプになっていますので、そういった形でちょっと調整させてい

ただきたいんですが。

了解。したがってもう一回整理すると、中に入るときはオフサイトセンターに一回全部集まっ

て、そこで装備や教育や状況説明を行なって、１

１F サイトさん、聞こえますか。●●です。今あの経産大臣から指示があって、とにかく。経

産大臣ね。 

はい。 

海水注入を継続してください。指示はこれです。

はい。 

あと、官邸にそれで●●さんがいるので、サイトのしかるべき人ととにかく直接、いま、至急

話がしたいので、電話をくれと。

これね、電話いつも官邸、繋がらないんだよ。何とかできない？

電話が繋がらないので、官邸じゃなくて官邸に行っている●●さんっていう人がいるんだけど、

その携帯、今から言います。《ピー音△△△－△△△△－△△△△》。そこに電話すると●●

さんって人が出るから、そうするとすぐに分かります。

お願いします。

はい。 

すみません。資材班です。ガソリンに関してなんですけども、目先の２０Ｌ

いうような状況になってます。昨晩、買いに出たんですけど、西に行って走り回って、結局手
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思っています。今オフサイトセンターのほうに、うちの●●が詰めておりますので、●●にも

話をしていただけませんでしょうか。

と●●さん、それさ、入るときはさ、オフサイトセンターで全部装備をして、教育と
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んでいただいて。もう一度オフサイトセンターの入り口まで帰っていただいて、装備を脱衣し

て、中で汚染検査ができるタイプになっていますので、そういった形でちょっと調整させてい

ただきたいんですが。 

了解。したがってもう一回整理すると、中に入るときはオフサイトセンターに一回全部集まっ
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海水注入を継続してください。指示はこれです。
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分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

使って。 

もうかかんないよ、この電話。かけてんだけど。

何度かやるとかかるから、何度かトライしてください。

むーっ。昨日からずっとこれなんだよなあ、もう。官邸は。

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。
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ませんか。 

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。

●●さん。 

はい、●●です。

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

っと見込みってありますか。

バッテリーの見込みは多分ないと思います。

ない？ 

はい。 
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分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

もうかかんないよ、この電話。かけてんだけど。

何度かやるとかかるから、何度かトライしてください。

むーっ。昨日からずっとこれなんだよなあ、もう。官邸は。

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。

もしもし、オフサイトセンターです。

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

るんですけど、そちらのほうにですね●●さんいらっしゃいますか。

●●さんね。個別に連絡させるので個別にやっといてくれる？

分かりました。 

何番だっけ？そっち。何番？ 

保安△△△△でお願いします。

あのね、こっちはもう外線が全然だめなんだ。

吉田さん、吉田さん。 

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。

はい、●●です。 

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

っと見込みってありますか。 

バッテリーの見込みは多分ないと思います。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

もうかかんないよ、この電話。かけてんだけど。

何度かやるとかかるから、何度かトライしてください。

むーっ。昨日からずっとこれなんだよなあ、もう。官邸は。

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。

もしもし、オフサイトセンターです。 

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

るんですけど、そちらのほうにですね●●さんいらっしゃいますか。

●●さんね。個別に連絡させるので個別にやっといてくれる？

 

保安△△△△でお願いします。 

あのね、こっちはもう外線が全然だめなんだ。

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

 

バッテリーの見込みは多分ないと思います。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

もうかかんないよ、この電話。かけてんだけど。 

何度かやるとかかるから、何度かトライしてください。 

むーっ。昨日からずっとこれなんだよなあ、もう。官邸は。

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

るんですけど、そちらのほうにですね●●さんいらっしゃいますか。

●●さんね。個別に連絡させるので個別にやっといてくれる？

あのね、こっちはもう外線が全然だめなんだ。 

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

バッテリーの見込みは多分ないと思います。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

むーっ。昨日からずっとこれなんだよなあ、もう。官邸は。 

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

るんですけど、そちらのほうにですね●●さんいらっしゃいますか。 

●●さんね。個別に連絡させるので個別にやっといてくれる？ 

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

 

分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

広報●●ですけれども、オフサイトセンターに●●さん、おいでになりますか。 

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。

何度かトライしていただけますか。もしかすると通じるかもしんないです。 

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ

 

分かった。そういう個別の話しないで、どうしたら入るかだけを考えてくれ、だから、資材部

●●さんですか？おはようございます、●●です。今日からですね、２日目位入ってくるんで、

避難所にですね、退避されている方に対してですね、アプローチしていこうかなとか考えてい

携帯電話がかなり繋がりにくいので、保安電話経由で、先ほどの●●さんに電話すると繋がり

保安電話の△△△△でってこと？保安電話の？０９で？《電話》話し中、話し中になっている。 

すいません。先ほどのＨＰＣＩの件をＮＩＳＡに話すんですけれども、えっとバッテリーのえ



 

時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

04:27 

 

 

 

 

 

 

04:28 

 

 

 

 

 

 

04:30 

 

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

東京電力

 

場所 発言者

本店 

発電班

本店 

発電班

本店 

吉田所長

１Ｆ 

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

保安班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

発電班  

  

発電班  

  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

復旧班  

  

吉田所長  

復旧班  

保安班  

ＯＳＣ  

テレビ会議 2011 年

 

ＴＡＦの到達時間とかは？

いま計算しております。

計算中。 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。

あ了解です。 

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

なんかこちらに繋ぐ手段はないかしら？

０６発信は？ 

吉田さんの外線にかけるのには何番にかけたらいいですか。

それもね昨日から教えてるんだけど１回もかかってこないんだよ。

すいません、すいません

△△△－△△△△－△△△△

すいません。保安電話も教えてもらえますか。保安電話の外線。

保安電話の外線？△△△△か？

はい。 

総務？代表電話は何番だっけ？△△△△－△△－△△△△

了解。 

保安電話、「０９」じゃなくて「０６」であればいくかもしれません。

あっそう。 

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

関係者対応よろしくお願いしたいんですが。

広報班おねがいします。ベントの時期の、ベント直前の。

本店にもベント、ベントすること言ったんだっけ。

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

の●●ですが。

はい。はい。 
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ＴＡＦの到達時間とかは？ 

いま計算しております。 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。

 

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

なんかこちらに繋ぐ手段はないかしら？

 

吉田さんの外線にかけるのには何番にかけたらいいですか。

それもね昨日から教えてるんだけど１回もかかってこないんだよ。

すいません、すいません 

△△△－△△△△－△△△△ 

すいません。保安電話も教えてもらえますか。保安電話の外線。

保安電話の外線？△△△△か？

総務？代表電話は何番だっけ？△△△△－△△－△△△△

保安電話、「０９」じゃなくて「０６」であればいくかもしれません。

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

関係者対応よろしくお願いしたいんですが。

広報班おねがいします。ベントの時期の、ベント直前の。

本店にもベント、ベントすること言ったんだっけ。

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

の●●ですが。 

 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

なんかこちらに繋ぐ手段はないかしら？ 

吉田さんの外線にかけるのには何番にかけたらいいですか。

それもね昨日から教えてるんだけど１回もかかってこないんだよ。

 

すいません。保安電話も教えてもらえますか。保安電話の外線。

保安電話の外線？△△△△か？ 

総務？代表電話は何番だっけ？△△△△－△△－△△△△

保安電話、「０９」じゃなくて「０６」であればいくかもしれません。

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

関係者対応よろしくお願いしたいんですが。

広報班おねがいします。ベントの時期の、ベント直前の。

本店にもベント、ベントすること言ったんだっけ。

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

吉田さんの外線にかけるのには何番にかけたらいいですか。

それもね昨日から教えてるんだけど１回もかかってこないんだよ。

すいません。保安電話も教えてもらえますか。保安電話の外線。

総務？代表電話は何番だっけ？△△△△－△△－△△△△ 

保安電話、「０９」じゃなくて「０６」であればいくかもしれません。

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

関係者対応よろしくお願いしたいんですが。 

広報班おねがいします。ベントの時期の、ベント直前の。 

本店にもベント、ベントすること言ったんだっけ。 

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

３号機で冷却停止、ベント） 

 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

吉田さんの外線にかけるのには何番にかけたらいいですか。 

それもね昨日から教えてるんだけど１回もかかってこないんだよ。 

すいません。保安電話も教えてもらえますか。保安電話の外線。 

 

保安電話、「０９」じゃなくて「０６」であればいくかもしれません。 

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

 

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

分後に出る？１５分後に出る？では１５分後にはあと何時間後というのを出します。 

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

まだ言ってないですけど、まだしばらくありますけど、その調整は昨日の夜したので。 

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班

 

はい、ちょっと待ってください。●●？１５分後にこのまま吹いて、いやちょっと待って１５

すいません。両方やっているんだけど。官邸、全然繋がらないんだけど。なんか逆に官邸から

復旧班ですけれども、ドライウェルベントの時期がそんなに遠くではないのでプレスの用意が

必要なんでですね、ちょっと、あの、最終の弁を開けたときはプレスの時期になりますんで、

 

オフサイトセンター●●さん、サイトの保安班です。オフサイトセンターの●●さん、保安班
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04:31 

 

 

04:32 

 

04:33 

 

 

 

 

04:34 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

保安班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

保安班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

保安班

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

発電班

１Ｆ 

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

保安班  

ＯＳＣ  

保安班  

ＯＳＣ  

保安班  

  

ＯＳＣ  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

発電班  

  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

いまサイトでは身体汚染した人が約３２名の方がいらっしゃいます。シャワーとかいちおう除

染を試みましたが、それでも取れません。今のところサイトの緊対室にいていただくんですが、

ただいていただくだけでも１日、１．２ミリ位の被曝が発生しております。

あ、そういうことか。

できれば、本日あたり本人に説明をしてですね、ー旦家へ帰宅していただいてお風呂でも入っ

ていただいて毛穴を開いて若干活性化した上で、当初のホールボディが完全にできるようにな

ってからホール

ごめん、それをぼくのところで判断できないから。良いか、悪いかって、それは放射線のルー

ルに従ってやるしかねぇだろう。

今のルールだと４ベクレル以上の人を帰すのはかなり困難なことになるんですが、ちょっとこ

の辺については本店の●●さんとも相談させてもらいます。了解です。

●●さん、●●ですけれども、４ベクレルを超えているとね、場合によっては除染対象という
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電話番号が△△－△△△△－△△△△。そちらで東電の●●さんを呼んでくださいと言えば繋

３号のプラントの状況ですけれども、４時３５分現在で炉圧がかなり上がって７．３Ｍｐａ、

弁が吹くぐらいの圧力まで今上がりました。炉水位のほうがちょっと燃料域とワイドレン

ジでバラバラなんですけれども、炉圧が７．３キロまで上がりましたので、ワイドレンジのほ

うが生きて正しいと仮定すると、一３５００でＬ１とＬ２の間にいます。●●君のほうはどう、
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保安班ですけども、本部内で共有したいと思います。今現在ＡＰＤを準備しているんですが、

昨日あたりから若干、同じ場所に行って帰ってくるんだけど、線量が違うという申し出が出て

おります。ちょっと原因については設定機等を含めて今調整してございますが、おかしいと思

いましたらですね、保安班のほうにぜひ一声かけていた

します。同一作業者がいれば、同一者作業者の一番高い方で調整したいと思います。よろしく

お願いいたします。

●●さん、すみません。えーとＮＩＳＡ

がないんですけど、バッテリーが入手できないんですか。それとも持っていくことができない？

復旧班のほうで答えてもらってもいいんだけれども、バッテリーはいま、すぐ近くにあるのは

ＲＣＩＣのバッテリーがあります。ＲＣＩＣのバッテリーを繋ぎ替えることは比較的簡易にで

きるかもしれませんけれども、ずっと運転していたので多分残りが少ないであろうということ

でいいですか。それを他から持ってくるとかなり手間がかかるので、今は試みてないというこ

とです。 

了解です。 

停電中の５号機のバッテリーって同じじゃないの？とかないの？

まず当該号機の３号機のＲＣＩＣ

ん。使ってなくてあるんだけれど、そこがそこの部屋そのものが下から、六、七十センチ水が

あって、で渡り線で繋ごうと試みたんですけれども、そこはいけねぇだろう、ということで止

まっています。

ＳＬＣ はどういう状態なの？

ＳＬＣ はケーブルを通している最中くらいです。

本店さん、すみません、何をやっても繋がりません、官邸と。

Ｄ／Ｄで注水を開始したんだけれども結局出来なくて、そのあと３時４４分に炉圧が、・・・

４．１に 

吉田さん、お手数ですが、もう少しチャレンジお願いします。

１F●●さん。●●です。

はい。 

海水注入なんですけれども、吐き出しの圧力計のデータはどうなっていますか。

すみません、もう一回お願いできますか。

１FＩの海水注入なんですけれども、吐出の圧力計のデータちゅうのはあるんですか。

１F１号機ですね。

はい。 

１０キロ以上というふうに聞いているので、ちょっと待ってください。

はい、待ちます。

すいません、ＨＰＣＩがトリップしちゃうとさ、Ｄ／Ｄで入れようと思っているじゃない。そ

うだね。今の状態でＨＰＣＩが使えないとしたら、１号機でやっているようなことと同じよう
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保安班ですけども、本部内で共有したいと思います。今現在ＡＰＤを準備しているんですが、

昨日あたりから若干、同じ場所に行って帰ってくるんだけど、線量が違うという申し出が出て

おります。ちょっと原因については設定機等を含めて今調整してございますが、おかしいと思

いましたらですね、保安班のほうにぜひ一声かけていた

します。同一作業者がいれば、同一者作業者の一番高い方で調整したいと思います。よろしく
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復旧班のほうで答えてもらってもいいんだけれども、バッテリーはいま、すぐ近くにあるのは

ＲＣＩＣのバッテリーがあります。ＲＣＩＣのバッテリーを繋ぎ替えることは比較的簡易にで
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１０キロ以上というふうに聞いているので、ちょっと待ってください。

はい、待ちます。 

すいません、ＨＰＣＩがトリップしちゃうとさ、Ｄ／Ｄで入れようと思っているじゃない。そ

うだね。今の状態でＨＰＣＩが使えないとしたら、１号機でやっているようなことと同じよう
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昨日あたりから若干、同じ場所に行って帰ってくるんだけど、線量が違うという申し出が出て

おります。ちょっと原因については設定機等を含めて今調整してございますが、おかしいと思

いましたらですね、保安班のほうにぜひ一声かけていた

します。同一作業者がいれば、同一者作業者の一番高い方で調整したいと思います。よろしく

●●さん、すみません。えーとＮＩＳＡ からなんですけど、バッテリーなんですけど、見込み

がないんですけど、バッテリーが入手できないんですか。それとも持っていくことができない？

復旧班のほうで答えてもらってもいいんだけれども、バッテリーはいま、すぐ近くにあるのは

ＲＣＩＣのバッテリーがあります。ＲＣＩＣのバッテリーを繋ぎ替えることは比較的簡易にで

きるかもしれませんけれども、ずっと運転していたので多分残りが少ないであろうということ

でいいですか。それを他から持ってくるとかなり手間がかかるので、今は試みてないというこ

停電中の５号機のバッテリーって同じじゃないの？とかないの？

まず当該号機の３号機のＲＣＩＣ は私は今使ったと言ったがすみません勘違いで、使ってませ

ん。使ってなくてあるんだけれど、そこがそこの部屋そのものが下から、六、七十センチ水が

あって、で渡り線で繋ごうと試みたんですけれども、そこはいけねぇだろう、ということで止

はどういう状態なの？ 

はケーブルを通している最中くらいです。

本店さん、すみません、何をやっても繋がりません、官邸と。

Ｄ／Ｄで注水を開始したんだけれども結局出来なくて、そのあと３時４４分に炉圧が、・・・

吉田さん、お手数ですが、もう少しチャレンジお願いします。
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すみません、もう一回お願いできますか。 

Ｉの海水注入なんですけれども、吐出の圧力計のデータちゅうのはあるんですか。

１０キロ以上というふうに聞いているので、ちょっと待ってください。

すいません、ＨＰＣＩがトリップしちゃうとさ、Ｄ／Ｄで入れようと思っているじゃない。そ

うだね。今の状態でＨＰＣＩが使えないとしたら、１号機でやっているようなことと同じよう
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保安班ですけども、本部内で共有したいと思います。今現在ＡＰＤを準備しているんですが、

昨日あたりから若干、同じ場所に行って帰ってくるんだけど、線量が違うという申し出が出て

おります。ちょっと原因については設定機等を含めて今調整してございますが、おかしいと思

いましたらですね、保安班のほうにぜひ一声かけていた だきたいんですが、よろしくお願い
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からなんですけど、バッテリーなんですけど、見込み

がないんですけど、バッテリーが入手できないんですか。それとも持っていくことができない？

復旧班のほうで答えてもらってもいいんだけれども、バッテリーはいま、すぐ近くにあるのは

ＲＣＩＣのバッテリーがあります。ＲＣＩＣのバッテリーを繋ぎ替えることは比較的簡易にで

きるかもしれませんけれども、ずっと運転していたので多分残りが少ないであろうということ

でいいですか。それを他から持ってくるとかなり手間がかかるので、今は試みてないというこ

停電中の５号機のバッテリーって同じじゃないの？とかないの？

は私は今使ったと言ったがすみません勘違いで、使ってませ

ん。使ってなくてあるんだけれど、そこがそこの部屋そのものが下から、六、七十センチ水が

あって、で渡り線で繋ごうと試みたんですけれども、そこはいけねぇだろう、ということで止

はケーブルを通している最中くらいです。 

本店さん、すみません、何をやっても繋がりません、官邸と。

Ｄ／Ｄで注水を開始したんだけれども結局出来なくて、そのあと３時４４分に炉圧が、・・・

吉田さん、お手数ですが、もう少しチャレンジお願いします。

海水注入なんですけれども、吐き出しの圧力計のデータはどうなっていますか。

 

Ｉの海水注入なんですけれども、吐出の圧力計のデータちゅうのはあるんですか。

１０キロ以上というふうに聞いているので、ちょっと待ってください。

すいません、ＨＰＣＩがトリップしちゃうとさ、Ｄ／Ｄで入れようと思っているじゃない。そ

うだね。今の状態でＨＰＣＩが使えないとしたら、１号機でやっているようなことと同じよう
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保安班ですけども、本部内で共有したいと思います。今現在ＡＰＤを準備しているんですが、

昨日あたりから若干、同じ場所に行って帰ってくるんだけど、線量が違うという申し出が出て

おります。ちょっと原因については設定機等を含めて今調整してございますが、おかしいと思

だきたいんですが、よろしくお願い

します。同一作業者がいれば、同一者作業者の一番高い方で調整したいと思います。よろしく

からなんですけど、バッテリーなんですけど、見込み

がないんですけど、バッテリーが入手できないんですか。それとも持っていくことができない？

復旧班のほうで答えてもらってもいいんだけれども、バッテリーはいま、すぐ近くにあるのは

ＲＣＩＣのバッテリーがあります。ＲＣＩＣのバッテリーを繋ぎ替えることは比較的簡易にで

きるかもしれませんけれども、ずっと運転していたので多分残りが少ないであろうということ

でいいですか。それを他から持ってくるとかなり手間がかかるので、今は試みてないというこ

停電中の５号機のバッテリーって同じじゃないの？とかないの？ 

は私は今使ったと言ったがすみません勘違いで、使ってませ

ん。使ってなくてあるんだけれど、そこがそこの部屋そのものが下から、六、七十センチ水が

あって、で渡り線で繋ごうと試みたんですけれども、そこはいけねぇだろう、ということで止

本店さん、すみません、何をやっても繋がりません、官邸と。 
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きるかもしれませんけれども、ずっと運転していたので多分残りが少ないであろうということ

でいいですか。それを他から持ってくるとかなり手間がかかるので、今は試みてないというこ

は私は今使ったと言ったがすみません勘違いで、使ってませ
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なことをやらないといけないな。そのためには炉圧を一回下げなきゃいけないよね。

防災安全のほうで今の分かりますか。防災安全グループの人、誰かもう１人、テーブルに来て

ください。 

●●さん、いない？

ポンプ車のほうで最終段の圧力は７ｋｇ／ｃｍ２に設定してます。

７キロね？ 

はい。 

あと、現地で格納容器の水位を見る方法ってなんかあるかい、って聞かれてるんだけど。

えーとちょっと待って下さい。

ＳＬＣの復旧な。うん。ＳＬＣの復旧と消防車だな。

えっと、技術班ですけれども、現在のワイド領域の水位が－３５００だとすると、すでにＬ１

到達しておりますのでＴＡＦ切るまで１時間弱ということになります。

●●さん？ 

はい。 

あの、現地で格納容器の水位をなんか見る手立ては考えられませんか、と言われてるんだけど、

それはある？ 

格納容器の水位というよりサプチャンでしょ？

もちろん。 

サプチャンの水位はさぁ一、最初からこっちもチャレンジしているんだよ。

チャレンジ中。

まだこの事象が始まる最初からチャレンジしているんだけど、復帰していないという状況なん

ですよ。 

了解です。 

なぜできていないかを説明できないんだけど、チャレンジはずっとしているんで。

了解。 

吉田さん、吉田さん。

はい。 

いまとりあえず、全然繋がんないので、吉田さんの保安電話に、今●●さんから外線にかかっ

てきてるんですよ。なので保安電話をですね……。
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テレビ会議 2011 年

 

保安電話はこれでいいのか。△△△－△△△△。

これ、原始的なんですけど、ちょっと繋げますんで、。

はい、はい。 

聞こえますか？ちょっと替えますね。

本店●●さん、おりますか。

はい、●●です。

●●です。いま、放医研の先生とご相談しましてですね、４Ｂ本店じゃ全然無理だから基準を

４０にしましょうと。オフサイトセンターはすでに４０に変えて、サイトのほうもまず４０に

していただきたいということでよろしいでしょうか。お願いします。

はい、資材班です。マイカーの鍵を持っている人がいたんだったら、鍵を借りてポンプはある

みたいだから、ガソリンをそこからちょっともらうっていうことで提言しようかと思ってまし

た。そのためには車の鍵を取りに行くための許可をいただきたいというのが１つ。それからポ

ンプがあればいいんですけど、ちょっとその確認をします。なければジャッキアップして下か

ら抜くということになると思うんですけども、そこら辺の車に詳しい方がいらっしゃったら是

非お知恵を拝借したいと思います。すみません、よろしくお願いします。

●●さん、すみませんもう一度お願いします。

すみません、自衛隊さんの所在を分かっている方いたら教えてください。自衛隊さんの所在分

かっている方いたら教えて下さい。

●●さん、お願いします。

●●さんいいかな？●●です。放医研の先生にご相談したところ、今は４ベクレル基準で汚染

を評価していると思うんですが、それをやってしまうとこのあと

パンクですよね

一般市民で避難している人もひっかかってしまうから、もう無理だと、本来４０

いきましょうということです。

分かりました、それで行きましょうか。

サイトのほうも１回４０にしてもらって。

そうですね、４０ならクリアです。確か。

そうです。 

１４くらいしたから。

はい。よろしいでしょうか。

分かりました、それで運用しましょう。はい。
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じゃ、お願いします。

脈動みたいなものをちょっと確認してくれと、動いているとは思っているけれども、本当は注

入してないん可能性があるんじゃないかと、疑ってかかっているので、そこについてそこ現場

をさ、現場は今いるんだっけ、いないんだっけ。

これハードの問題でしょ。消防車の問題じゃないでしょ

違う違う、だからポンプの吐出側でちゃんと水が出てるかってことなんだから、

それは大丈夫だと思うよ。

だから大丈夫じゃなくて、吐出圧が今何キロになっているとかさ、それから脈動みたいなもの、

ちゃんと流れている状況が確認できるとか、そこをもう一度確認してくれっていう話。

《電話》もしもし、今そういう意味で、吐出圧、ちゃんと圧力計が動いているかどうか、流動

に伴う脈動がちゃんとあるかどうかとか、はい、はい。それの確認を再度して、はいはい、は

いはい。はい、はい、はいはい。分かりました。うんうん。はい、わかりました。はい、これ

でいいの。はい。うんうん。うんうん。はいはいはい。すみません。聞こえません。

自衛隊確認中。当番部屋にいるかもしれないんで。

自衛隊、いないよ、帰っちゃった？

吉田さん、すいません、いまもう一回くっつけましたんで。

４０ベクレルにして、どうせ外は汚れているんだから。記録は４０Ｂ本店まで管理しましたと。

もしもし、本店●●です。役所に行っている人からの確認と、確認依頼ということになります。

まず１つは、１Ｆ２号機についてですけど、パワーセンターの２Ｃ

いたんじゃないかと思いますが、それは生きているんでしょうか。

生きてますよ。

生きている。ちょっと待ってください。《電話》もしもし、パワーセンター２Ｃ

はい、はい、はい。はい、はい、はい。そうだとすると、そこから３号機側にパワーを持って

いくことは可能でしょうか、というのが２点目です。

２ から３ は非常に遠くて難しい。

《電話》もしもし。非常に距離が遠くて非常に難しいと。はい、はい。はい、はい、はい。ち

ょっと他の点を確認して折り返しかけます。ちょっとこのままお待ちください。それからもう

１つですけど、３号側の直接の話なんですけど、３号は電源を復旧して何か電動のポンプで注

水すべきだというふうに言って、その方法は検討しているかという質問が３号についての質問、

これは今電源の復旧を試みていてＳＬＣの復旧に進もうとしていると理解してますが、これで

よろしいですか。

よろしいです、電源車を使って復旧しようとしています。

それからもう１つ。炉圧が上がってきますから、いずれにせよベントは必要になりますから、

ドライウェルベントの準備は進めていく必要はあると思いますし、その方向で考えるべきだと

思いますか。それでよろしいですか。

もう準備は整ってます。
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分かりました、どうもありがとうございます。

技術班です。先ほど。

えっと、ということで３号に関しては電源を生かしてＳＬＣ

２Ｆの消防車１台確保しました。

海水送り込んでいる？

違う、違う。いま動いているポンプの吐出圧が。

そっちのほうが急ぎなんだよ。

消火ポンプの吐出圧については当直でつい十五、六分前に見て０．４６Ｍｐａであることを確

認しました。４時の１号機の炉圧は０．２２３Ｍｐａということで２０ｍの水頭差はある。１

号の話です。 

ごめんね、いま言っているのは

０．４６ って３

正確に確認して。

分かりました。もう一度再確認に車で行きます。

すみません、ちなみにＳＬＣですけれど、ＳＬＣを使う場合、ホウ酸水を注入するということ

で考えて いてよろしいんですか。

あのですね色々今、信頼性のあるものが何かと考えると一番フロアが上にあって注水として電

源としてもポンプとしても一番しっかりしているのはＳＬＣ

ですよ。ほんで今のこの事態は緊急事態で極端なことを言うとＳＬＣも使うようなことを考え

ていかないとだめだなと。それでその時に、ＳＬＣ

ばタンクにＭＵＷ何かから、水を引っ張ってきて注水を常にできるような形にして使いたいな

と、こう思ってるんですけどね。

了解、ＭＵＷ みたいなもので純水が使えればそれに越したことはないけれど、いよいよ間に合

わなかったらＳＬＣのホウ酸もやむなしと。

というかすでにタンクにはＳＬＣが入っているんで。

そうだよね。 

場合によっては最初からＳＬＣ

ありと。要は注水を優先して考えるということですね。了解。

そういうことです。

技術班からご連絡します。ＴＡＦ到達まで、３号機ＴＡＦ到着まで１時間弱と評価してます。

ＴＡＦ到着から炉心溶解まで４時間位というふうに評価しています。

えっといま、言ってもらったことを●●さん、ボードに書いてやって、このままだとＴＡＦ

５時半、何もしなければ炉心損傷まで９時半、ＰＣＶの圧力は上がって、設計圧になるのが１

９時半位のスピード感で動いていかないといけないんで、ひょっとすると、復旧班でやってい
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るＳＬＣ ポンププラスＭＵＷ

か、消防署のポンプどうにかなりませんかって言ったのは…

２Ｆの消防車がいま、こっちに来ることになってるんだけど、もっと急がす。

それは誰に聞けばいいですか。●●さんでいいですか。それとも違う人にしたほうが多分やり

やすいと思うんだけど、●●とかさ、でいい？

全然まだ知らない。

あなたに負荷がかかりすぎで融通が利かなかったら、他の人がやったほうが早いでしょ、とそ

ういう意味から言ってるの。

了解、そうだね。

そういう風にしてよ、急いでいるから。

了解。 

ＯＦＦ）１号の炉圧とか、大丈夫、何キロきているんだ？

ＯＦＦ）０．２メガ、０．２メガです。

電源車の管理って何班でやっているんだっけ、グランドに置いてあるとか置いてあるないとか、

急いでるんだ、おい！どこの班でやってる？

資材。 

資材班、ちょっと教えてちょうだい！

１００Ｖ、自衛隊のやつ。

おい！表に出てこないと顔が見えねぇよ。

グランドに自衛隊の１０ＯＶ

すいません。本部の●●さん、●●さん、本店本部●●さんっている？

絡しろって言われたんだけど。本店さん。

はい、本店です。

●●さんっていう人いる？

いるけれど、いま電話中です。

あっ、ちょっとさっき、官邸から依頼のあった話を一伝えたいんだけど、至急。

じゃあ、ここで言ってください。

はい、先ほど、●●君から、海江田大臣の話として疑問として聞かれたんで、いま調べたとこ

ろ、これは何かというと、１号機のポンプはちゃんと動いているのか、注水しているのか、と

いうご質問でした。それで、現場の表示を見ると、まずポンプの吐出圧は０．４６Ｍｐａ、そ

れで今の原子炉圧が０．３５７Ｍｐａということでポンプの吐出圧のほうが大きい。それから

流量計が、ちょっと流量計の、流量計について気が付かなかったというか、データをですね、

ちょっと今まであるということに気が付かなくて申し訳なかったんだけど、これを確認しまし
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た。そのところ、３６７Ｌ／ｍｉｎ

ｔ／ｈ程度は出ているというふうに思われます。ということを連絡してください。

はい、了解しました。

１F●●ですけれども、本店さんの３号の先ほどのプラントの移行の時間を聞かれた方？本店さ

ん？ 

本店本部●●です。●●さん？

はい。 

誰も答えないんで、３号の移行を答えだけ伺いましょうか。

ガソリン提供して下さい。ガソリンある方・・・。●●

名前だけ教えてください。どなたに回答すればいいのか、こちらのほうが、技術班の●●さん

のほうから回答してもらいます。

●●さんね、了解、誰も答えないんで私のほうが預かりましょう。●●です、ありがとうござ

いました。 

すみません、ガソリンを提供してくださる方、どなたか、すみません、いらっしゃったら資材

班のほうにお願いします。

本店本部の中で、１

ー音》さん、ちょっと私のところまで。

１F さん、本店●●だけど、１

はい、１F。 

３号は、ＨＰＣ１、ＲＣＩＣ、だめで炉水が見えないということで１５条に該当しませんか。

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう－回お願いします。

いまさあ、３号機が１５条通報に相当しないかって言ってるんだけど、確かに冷却機能も喪失

で炉水位が見れないわけだから。不明なんだよ、原子炉水位は不明なんだよ。

そこだけちょっと確認します。私、いま、ワイドレンジで－３５００

ス３５００ってＬ１から……。

違う、違う。これは昨日の８時３１分時点の話だから。不明なんだよ。

●●さん、すみません、１

はい、●●です。

えっと、そちらの３号の移行……。

もしもし、△△△－△△△△まで電話いただけますでしょうか。

了解、△△△△ですか。
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いまさあ、３号機が１５条通報に相当しないかって言ってるんだけど、確かに冷却機能も喪失

で炉水位が見れないわけだから。不明なんだよ、原子炉水位は不明なんだよ。 

だとおもっていてマイナ

 

出てるということで、一応これをトンに換算すると、２２

●●ですけれども、本店さんの３号の先ほどのプラントの移行の時間を聞かれた方？本店さ

名前だけ教えてください。どなたに回答すればいいのか、こちらのほうが、技術班の●●さん

●●さんね、了解、誰も答えないんで私のほうが預かりましょう。●●です、ありがとうござ

すみません、ガソリンを提供してくださる方、どなたか、すみません、いらっしゃったら資材

に３号の移行の時期を聞いた方いらっしゃらないですか。●●さん、《ピ

３号は、ＨＰＣ１、ＲＣＩＣ、だめで炉水が見えないということで１５条に該当しませんか。 

いまさあ、３号機が１５条通報に相当しないかって言ってるんだけど、確かに冷却機能も喪失

だとおもっていてマイナ



 

時刻

05:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:05 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

吉田所長

本店 

吉田所長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

吉田所長

復旧班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

官庁連絡班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

  

  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

テレビ会議 2011 年

 

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

いいよ。いいよ。

ありがとうございます。

装備して。 

はい。 

すいません、１

１F はいまとにかく３

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

電源車？ 

電源車を。 

１Ｆ さん、１５条の確認、至急お願いします。

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

いるのかどうか。現時点では？

ワイドは復旧してあります。

ワイドは復旧して、原子炉水位は確認しているという大況です。

分かりました、了解。まだ、１５条じゃないね？

はい。 

１５ 条じゃないです。

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。

１F さん、炉水ワイドレンジでいくつですか。

すみません、もう一回お願いします。

炉水位はワイドレンジで３号は－３５００？

そうです。ワイドレンジで－３５００。

ワイドレンジで－３５００。Ｌ１

け？ 
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吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

いいよ。いいよ。 

ありがとうございます。 

すいません、１F の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。

はいまとにかく３ 号にＳＬＣ

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

さん、１５条の確認、至急お願いします。

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

いるのかどうか。現時点では？

ワイドは復旧してあります。 

ワイドは復旧して、原子炉水位は確認しているという大況です。

分かりました、了解。まだ、１５条じゃないね？

条じゃないです。 

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。

さん、炉水ワイドレンジでいくつですか。

すみません、もう一回お願いします。

炉水位はワイドレンジで３号は－３５００？

そうです。ワイドレンジで－３５００。

ワイドレンジで－３５００。Ｌ１

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。

号にＳＬＣ を突っ込ませるのが最優先だから……。

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

さん、１５条の確認、至急お願いします。

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

いるのかどうか。現時点では？ 

 

ワイドは復旧して、原子炉水位は確認しているという大況です。

分かりました、了解。まだ、１５条じゃないね？

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。

さん、炉水ワイドレンジでいくつですか。

すみません、もう一回お願いします。 

炉水位はワイドレンジで３号は－３５００？

そうです。ワイドレンジで－３５００。 

ワイドレンジで－３５００。Ｌ１ とＬ２ の間位だっけ？Ｌ１とＬ２の間くらいでいいんだっ

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。

を突っ込ませるのが最優先だから……。

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

さん、１５条の確認、至急お願いします。 

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

ワイドは復旧して、原子炉水位は確認しているという大況です。

分かりました、了解。まだ、１５条じゃないね？ 

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。

さん、炉水ワイドレンジでいくつですか。 

炉水位はワイドレンジで３号は－３５００？ 

の間位だっけ？Ｌ１とＬ２の間くらいでいいんだっ

３号機で冷却停止、ベント） 

 

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。

を突っ込ませるのが最優先だから……。

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

ワイドは復旧して、原子炉水位は確認しているという大況です。 

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。

の間位だっけ？Ｌ１とＬ２の間くらいでいいんだっ

 

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。

の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。

を突っ込ませるのが最優先だから……。 

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

向こうに行って書画に切り替えて。すみません、モニター書画に切り替えてください。 

の間位だっけ？Ｌ１とＬ２の間くらいでいいんだっ

 

吉田本部長すみません、車の鍵を事務本館に取りに行く許可をいただけませんでしょうか。 

の本部さんお願いします。オフサイトセンター●●ですが。聞こえますか。 

電源車を動かせる人が欲しいって、うごかないって言ってますね。１Ｆ。している……。 

はい、いま、現時点で原子炉水位は監視されてますかということに対して言えば、監視されて

 

の間位だっけ？Ｌ１とＬ２の間くらいでいいんだっ



 

時刻

 

 

 

 

 

 

 

05:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:07 

 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

東京電力

 

場所 発言者

発電班

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

発電班  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

テレビ会議 2011 年

 

そうです。Ｌ１

Ｌ１のちょっと上ということか、そうです。そう。Ｌ１は－３７２０

そうです。 

３７２０、それに対して－３５００

マイナス３５００。

はい、１Ｆ、ありがとう。

はい。 

オフサイトセンターですが、１

誰に話しかけてんだ？

●●さん？ 

１F●●さんいますか。

誰ですか。 

●●さんいる？●●ですけど。

はい、●●です。

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？

いま、復旧しようとしているところです、はい。

操作をする人がいないわけ？

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

ケーブルを引いている？

そう、だから操作する云々のとこまでいってないのまだ。

その人がいないのがクリティカルになるかどうか。

ごめんなさい、操作と言ってるのは何の操作のこと？

高圧電源車の操作じゃないの？違うの？
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そうです。Ｌ１ が－３７２０。Ｌ２

Ｌ１のちょっと上ということか、そうです。そう。Ｌ１は－３７２０

３７２０、それに対して－３５００

マイナス３５００。 

はい、１Ｆ、ありがとう。 

オフサイトセンターですが、１

誰に話しかけてんだ？ 

●●さんいますか。 

●●さんいる？●●ですけど。

はい、●●です。 

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？

いま、復旧しようとしているところです、はい。

操作をする人がいないわけ？ 

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

ケーブルを引いている？ 

そう、だから操作する云々のとこまでいってないのまだ。

その人がいないのがクリティカルになるかどうか。

ごめんなさい、操作と言ってるのは何の操作のこと？

高圧電源車の操作じゃないの？違うの？

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

が－３７２０。Ｌ２ が－１２２０。その間にいます。

Ｌ１のちょっと上ということか、そうです。そう。Ｌ１は－３７２０

３７２０、それに対して－３５００ ？ 

 

オフサイトセンターですが、１F さん、いいですか。

●●さんいる？●●ですけど。 

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？

いま、復旧しようとしているところです、はい。

 

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

そう、だから操作する云々のとこまでいってないのまだ。

その人がいないのがクリティカルになるかどうか。

ごめんなさい、操作と言ってるのは何の操作のこと？

高圧電源車の操作じゃないの？違うの？ 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

が－１２２０。その間にいます。

Ｌ１のちょっと上ということか、そうです。そう。Ｌ１は－３７２０

さん、いいですか。 

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？

いま、復旧しようとしているところです、はい。 

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

そう、だから操作する云々のとこまでいってないのまだ。 

その人がいないのがクリティカルになるかどうか。 

ごめんなさい、操作と言ってるのは何の操作のこと？ 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

が－１２２０。その間にいます。 

Ｌ１のちょっと上ということか、そうです。そう。Ｌ１は－３７２０ か。

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

 

 

か。 

いま、とにかくさあＳＬＣの電源をいかに入れるかという話が至急課題なんでしょ？ 

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。

 

操作するんじゃなくて、これからケーブルを引くんですよ。いまケーブルを引いてるんです。 



 

時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:08 

 

 

 

 

 

 

05:09 

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

資材班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

ＯＳＣ  

  

  

  

  

  

復旧班  

  

復旧班  

  

  

吉田所長  

  

  

発電班  

  

  

ＯＳＣ  

  

資材班  

テレビ会議 2011 年

 

その話を聞いてませんのでよく分かりませんけど。

違うの？こっちに違う情報がきているのかな？ごめんなさい、だとしたら２Ｆに。

ちょっと待ってくださいね。

ＳＬＣの大本の電源は電源車から持ってくるんだけど、電源車の操作員という話はあるのかど

うか、パワーセンターを呼んでいるのは電源車だろ？電源車からパワーセンターに入れるんじ

ゃないの？だから電源車の操作ができる人はいる、いないって話はないっいう理解いいの？電

源車は？だから？

自衛隊の話ですか。

そうそう。 

今の電源車は配電屋さんが持ってきてくれている電源車を使っています。

今度の４Ｄ のやつは？

４Ｄ のやつは、配電です。

あ、配電か。 

では操作するのも問題ないわけね。配電の人がいれば？

配電屋さんは大丈夫です。

どこまでいっているの４Ｄから

電源のオペレータの問題はないですよ、オフサイトセンターさん。

６９００Ｖ の電源車からパワーセンター４Ｄ

ン。準備中です。

電源車ＯＫ ？

電源車は中に入ってますんで、２号から３号側にちょっと移動するだけでＯＫ

は、電源ケーブルはいま中に入るところであとは人海戦術で一気に引いてしまいますんで、距

離は最短距離見つけてますんで、３号と４号の壁はぶち破りできてますから、あとすぐ８時位

までに引き終われると思います。

はい、オフサイトセンター●●さん？聞こえますか。

いないって話で聞いてたんで、２Ｆ

らね、応援をもらうって手があると思ったんで、すみませんでした。

はい、分かりました、ご心配かけましてどうも。

すみません、資材班です。ガソリンはタンクの入り口から抜けないことが判明しました。ジャ

ッキアップして下から抜くしかないんですが、誰か車に詳しい方、いらっしゃいませんでしょ

うか。下から抜けるかどうかご存じの方いらっしゃったら教えてください。資材班まで教えて

ください。お願いします。
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その話を聞いてませんのでよく分かりませんけど。

違うの？こっちに違う情報がきているのかな？ごめんなさい、だとしたら２Ｆに。

ちょっと待ってくださいね。 

ＳＬＣの大本の電源は電源車から持ってくるんだけど、電源車の操作員という話はあるのかど

うか、パワーセンターを呼んでいるのは電源車だろ？電源車からパワーセンターに入れるんじ

ゃないの？だから電源車の操作ができる人はいる、いないって話はないっいう理解いいの？電

源車は？だから？ 

自衛隊の話ですか。 

今の電源車は配電屋さんが持ってきてくれている電源車を使っています。

のやつは？ 

のやつは、配電です。 

 

では操作するのも問題ないわけね。配電の人がいれば？

配電屋さんは大丈夫です。 

どこまでいっているの４Ｄから

電源のオペレータの問題はないですよ、オフサイトセンターさん。

の電源車からパワーセンター４Ｄ

ン。準備中です。 

？ 
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ジャッキアップしたって・・・。

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

炉心溶融で、炉心の損傷、１２００℃

なります。 

１F 吉田所長いらっしゃいますでしょうか。

はい、吉田です。

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

うか。 

はい、それを指示します。

はい。お願いいたします。

１Ｆさん。●●ですけど、いま３号の格納容器圧力、分かります？

すみません、何号機でしょうか。

３号機。ドライウェル圧力。

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

せん。 

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

開きません、ラプチャーの設定は３４５で言うと、ａｂｓ

５２０ ね。ということは、ＴＡＦ

ちょっと今の５２０はもう一度確認します。

まっいいけど、だけど。概ねでいいや。ということはＴＡＦ

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

までは燃料は壊れない？

炉心損傷までは燃料壊れません。

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

なければベント前に炉心損傷ということになっちゃうんだね。

はい、それで格納容器、何？違う、違う。

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく

開けるんだな、バルブ。それでいいのね？

●●、すみません、私は４時間と言ったのが炉心溶融です。

あっ、炉心溶融か。

年 3月 13 日 

  33 / 236 

ジャッキアップしたって・・・。

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

炉心溶融で、炉心の損傷、１２００℃

吉田所長いらっしゃいますでしょうか。

はい、吉田です。 

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

はい、それを指示します。 

はい。お願いいたします。 

１Ｆさん。●●ですけど、いま３号の格納容器圧力、分かります？

すみません、何号機でしょうか。

３号機。ドライウェル圧力。 

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

開きません、ラプチャーの設定は３４５で言うと、ａｂｓ

ね。ということは、ＴＡＦ

ちょっと今の５２０はもう一度確認します。

まっいいけど、だけど。概ねでいいや。ということはＴＡＦ

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

までは燃料は壊れない？ 

炉心損傷までは燃料壊れません。

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

なければベント前に炉心損傷ということになっちゃうんだね。

はい、それで格納容器、何？違う、違う。

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく

開けるんだな、バルブ。それでいいのね？

●●、すみません、私は４時間と言ったのが炉心溶融です。

あっ、炉心溶融か。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

ジャッキアップしたって・・・。 

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

炉心溶融で、炉心の損傷、１２００℃ に到達するのはＴＡＦ

吉田所長いらっしゃいますでしょうか。 

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

 

 

１Ｆさん。●●ですけど、いま３号の格納容器圧力、分かります？

すみません、何号機でしょうか。 

 

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

開きません、ラプチャーの設定は３４５で言うと、ａｂｓ

ね。ということは、ＴＡＦ 切るほうは。

ちょっと今の５２０はもう一度確認します。

まっいいけど、だけど。概ねでいいや。ということはＴＡＦ

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

炉心損傷までは燃料壊れません。 

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

なければベント前に炉心損傷ということになっちゃうんだね。

はい、それで格納容器、何？違う、違う。 

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく

開けるんだな、バルブ。それでいいのね？ 

●●、すみません、私は４時間と言ったのが炉心溶融です。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

に到達するのはＴＡＦ

 

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

１Ｆさん。●●ですけど、いま３号の格納容器圧力、分かります？

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

開きません、ラプチャーの設定は３４５で言うと、ａｂｓ で言うと５２０

切るほうは。 

ちょっと今の５２０はもう一度確認します。 

まっいいけど、だけど。概ねでいいや。ということはＴＡＦ

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

なければベント前に炉心損傷ということになっちゃうんだね。

 

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく

 

●●、すみません、私は４時間と言ったのが炉心溶融です。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

に到達するのはＴＡＦ 到着から約２時間、７時半位に

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

１Ｆさん。●●ですけど、いま３号の格納容器圧力、分かります？ 

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

 で言うと５２０

まっいいけど、だけど。概ねでいいや。ということはＴＡＦ 切るほうはベントでラプチャーい

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

なければベント前に炉心損傷ということになっちゃうんだね。 

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく

●●、すみません、私は４時間と言ったのが炉心溶融です。 

 

技術班です。先ほど７時半と、ＴＡＦ到着から４時間経ったのが７時半ですけれども、これは

到着から約２時間、７時半位に

本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？

で言うと５２０ 位。 

切るほうはベントでラプチャーい

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく
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本店●●ですけれども、先ほど、●●さんに連絡する件でお伝えしたのですが、消防ポンプの

吐出圧ですとか、流量の変化を確認してほしいということで定時的にデータはとれますでしょ

３号機の格納容器圧力。その前は、３６０から。５時１０分現在で、３４５ｋＰａ［ａｂｓ】

で、その約１５分前で３６０ｋＰａ［ａｂｓｌなんでそんなに極端に上がったりはしておりま

そうすると、３００ｋＰａ［ａｂｓｌだから、引くから、ラップチャー開かないね、まだ？ 

切るほうはベントでラプチャーい

くより先になっちゃうから、ということね。炉心損傷まではしないけど、燃料にある炉心損傷

微妙なところで分からないけど、４時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さ

分かった、だけど、いまやりに行かないとまた、線量が上がると１号の二の舞だからとにかく
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炉心損傷でいくと７時半、２時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚より早いです。

７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

じゃ、もうさっさとやるんだ？

もう、やろう。

やりましょう。

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

に入りましょう。

はい。 

１F は一応プレスやるんだっけ？

ちょっと確認して、２分後にもう一回しゃべります。

ＳＬＣ、12 日夜でやるってかいてあるんだから、

１F さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

う。それでいいよね？

あのさあベントラインとＳＬＣ

わねえからさ。ＳＬＣ

引けよ。おい！

いま、計装のほうでバルブがまた開いてないのが２つあって、ＡＯ

す。ＡＯ 弁のほうは中操のほうで操作して現場をいま確認しに行っているところ。なんで、す

ぐラインナップに行けると思います。

ただいまね、●●君からまだスタート早いんで役所に説明してから始めるって言っているから、

とりあえず確認だけしておいてくれ。

●●です。１F

てほしいんだ。

ベントって、ＴＡＦ

水入れる動作と並行して……。

吉田さん、吉田さん。水を入れて炉心損傷を避ける方法を検討するのが一番だと思うんで……。

それ、ＳＬＣやってるんです。

あとＤ／Ｄ、それがどの位頼りになりそうな感じですか。

Ｄ／Ｄ が頼りになる確率が、圧力低いから、吐出圧が低いからＤ／Ｄ

消火ポンプを付けて圧力を増やすという手段も考えてます。

両方考えているわけですね？

っているんで、炉心損傷にする、至る前にできるんであれば、ＳＲ弁で急速減圧してそっちの

ほうに頼るとか、どっちか究極の選択をしなければいけないんで、ちょっと整理したほうが。
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炉心損傷でいくと７時半、２時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚より早いです。

７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

じゃ、もうさっさとやるんだ？

もう、やろう。 

やりましょう。 

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

に入りましょう。 

は一応プレスやるんだっけ？

ちょっと確認して、２分後にもう一回しゃべります。

日夜でやるってかいてあるんだから、

さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

う。それでいいよね？ 

あのさあベントラインとＳＬＣ

わねえからさ。ＳＬＣ も。あっ、ベントはベントでやって、ＳＬＣ

引けよ。おい！ 

いま、計装のほうでバルブがまた開いてないのが２つあって、ＡＯ

弁のほうは中操のほうで操作して現場をいま確認しに行っているところ。なんで、す

ぐラインナップに行けると思います。

ただいまね、●●君からまだスタート早いんで役所に説明してから始めるって言っているから、

とりあえず確認だけしておいてくれ。

Fさ、３号なんだけど、ベントそろそろやるから、うん、それで国の了解をとっ

てほしいんだ。 

ベントって、ＴＡＦ の前にやっちゃっていいの？

水入れる動作と並行して……。

吉田さん、吉田さん。水を入れて炉心損傷を避ける方法を検討するのが一番だと思うんで……。

それ、ＳＬＣやってるんです。

あとＤ／Ｄ、それがどの位頼りになりそうな感じですか。

が頼りになる確率が、圧力低いから、吐出圧が低いからＤ／Ｄ

消火ポンプを付けて圧力を増やすという手段も考えてます。

両方考えているわけですね？ 

っているんで、炉心損傷にする、至る前にできるんであれば、ＳＲ弁で急速減圧してそっちの

ほうに頼るとか、どっちか究極の選択をしなければいけないんで、ちょっと整理したほうが。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

炉心損傷でいくと７時半、２時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚より早いです。

７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

じゃ、もうさっさとやるんだ？ 

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

は一応プレスやるんだっけ？ 

ちょっと確認して、２分後にもう一回しゃべります。

日夜でやるってかいてあるんだから、

さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

あのさあベントラインとＳＬＣ は独立してやってくれよ。ぐちゃぐちゃになったらもう間に合

も。あっ、ベントはベントでやって、ＳＬＣ

いま、計装のほうでバルブがまた開いてないのが２つあって、ＡＯ

弁のほうは中操のほうで操作して現場をいま確認しに行っているところ。なんで、す

ぐラインナップに行けると思います。 

ただいまね、●●君からまだスタート早いんで役所に説明してから始めるって言っているから、

とりあえず確認だけしておいてくれ。 

さ、３号なんだけど、ベントそろそろやるから、うん、それで国の了解をとっ

の前にやっちゃっていいの？

水入れる動作と並行して……。 

吉田さん、吉田さん。水を入れて炉心損傷を避ける方法を検討するのが一番だと思うんで……。

それ、ＳＬＣやってるんです。 

あとＤ／Ｄ、それがどの位頼りになりそうな感じですか。

が頼りになる確率が、圧力低いから、吐出圧が低いからＤ／Ｄ

消火ポンプを付けて圧力を増やすという手段も考えてます。

 いま、ＳＬＣ 
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発言内容 

炉心損傷でいくと７時半、２時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚より早いです。

７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

ちょっと確認して、２分後にもう一回しゃべります。 

日夜でやるってかいてあるんだから、 

さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

は独立してやってくれよ。ぐちゃぐちゃになったらもう間に合

も。あっ、ベントはベントでやって、ＳＬＣ

いま、計装のほうでバルブがまた開いてないのが２つあって、ＡＯ

弁のほうは中操のほうで操作して現場をいま確認しに行っているところ。なんで、す

ただいまね、●●君からまだスタート早いんで役所に説明してから始めるって言っているから、

さ、３号なんだけど、ベントそろそろやるから、うん、それで国の了解をとっ

の前にやっちゃっていいの？ 

吉田さん、吉田さん。水を入れて炉心損傷を避ける方法を検討するのが一番だと思うんで……。

あとＤ／Ｄ、それがどの位頼りになりそうな感じですか。 

が頼りになる確率が、圧力低いから、吐出圧が低いからＤ／Ｄ

消火ポンプを付けて圧力を増やすという手段も考えてます。

 の時間がですね、結構遅いみたいな感じのこと言

っているんで、炉心損傷にする、至る前にできるんであれば、ＳＲ弁で急速減圧してそっちの

ほうに頼るとか、どっちか究極の選択をしなければいけないんで、ちょっと整理したほうが。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

炉心損傷でいくと７時半、２時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚より早いです。

７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

は独立してやってくれよ。ぐちゃぐちゃになったらもう間に合

も。あっ、ベントはベントでやって、ＳＬＣ はＳＬＣ

いま、計装のほうでバルブがまた開いてないのが２つあって、ＡＯ 弁１個とＭＯ

弁のほうは中操のほうで操作して現場をいま確認しに行っているところ。なんで、す

ただいまね、●●君からまだスタート早いんで役所に説明してから始めるって言っているから、

さ、３号なんだけど、ベントそろそろやるから、うん、それで国の了解をとっ

吉田さん、吉田さん。水を入れて炉心損傷を避ける方法を検討するのが一番だと思うんで……。

 

が頼りになる確率が、圧力低いから、吐出圧が低いからＤ／Ｄ に、いま吐出圧の高い

消火ポンプを付けて圧力を増やすという手段も考えてます。 
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っているんで、炉心損傷にする、至る前にできるんであれば、ＳＲ弁で急速減圧してそっちの

ほうに頼るとか、どっちか究極の選択をしなければいけないんで、ちょっと整理したほうが。
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７時半、それまでにはバルブを開けに行かなきやだめだよね？だから線量上がっちゃうから。

バイパス弁を開ける操作をバイパスの最後残っているやつね、ラプチャーオンリーにする操作

さん、ベントライン、まだそこまで急がなくていいから、まだ格納容器のさあ－、バイオ

ロジカルシールドだとかがあるので、とりあえずプレスとそれから国の了解をとってからやろ

は独立してやってくれよ。ぐちゃぐちゃになったらもう間に合
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の時間がですね、結構遅いみたいな感じのこと言
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ほうに頼るとか、どっちか究極の選択をしなければいけないんで、ちょっと整理したほうが。
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はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

に減圧しても……。

ちょっと検討して。

もちろん。 

１F さん、いいですか。

はい、どうぞ。

１F さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。

ベントの準備ですか、すみません、もう一回お願いします。

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。

現場に行って、ＭＯ

オーダーだと思っています。

１５分位、それでプレスも並行してできちゃうのね？うん、１５分？

ごめんなさい、今の聞こえなかったです。

プレスも両方できる？

プレスは今用意しています。

ＯＫ？ 

プレスは大丈夫？準備できている？

プレスはいま準備しています。

いま用意しています。

了解です。いま、国の確認とってます。

●●？●●？本店広報班追いついているね？大丈夫ね？

ゴーサインが出たら１５分でできるから、その間に通報をしなくちゃ。

１F さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんね、今の、訂正。

はい。 

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。

ベント、ちょっと待ってって、言っている。まあまあ大丈夫ね。

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ
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はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

に減圧しても……。 

ちょっと検討して。 

さん、いいですか。 

はい、どうぞ。 

さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。

ベントの準備ですか、すみません、もう一回お願いします。

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。

現場に行って、ＭＯ 弁２５％

オーダーだと思っています。 

１５分位、それでプレスも並行してできちゃうのね？うん、１５分？

ごめんなさい、今の聞こえなかったです。

プレスも両方できる？ 

プレスは今用意しています。 

プレスは大丈夫？準備できている？

プレスはいま準備しています。

いま用意しています。 

了解です。いま、国の確認とってます。

●●？●●？本店広報班追いついているね？大丈夫ね？

ゴーサインが出たら１５分でできるから、その間に通報をしなくちゃ。

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんね、今の、訂正。 

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。

ベント、ちょっと待ってって、言っている。まあまあ大丈夫ね。

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。

ベントの準備ですか、すみません、もう一回お願いします。

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。

弁２５％ 開するだけで終わると思っていますので、１５分とかそういう

 

１５分位、それでプレスも並行してできちゃうのね？うん、１５分？

ごめんなさい、今の聞こえなかったです。 

 

プレスは大丈夫？準備できている？ 

プレスはいま準備しています。 

了解です。いま、国の確認とってます。 

●●？●●？本店広報班追いついているね？大丈夫ね？

ゴーサインが出たら１５分でできるから、その間に通報をしなくちゃ。

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。

ベント、ちょっと待ってって、言っている。まあまあ大丈夫ね。

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。

ベントの準備ですか、すみません、もう一回お願いします。

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。

開するだけで終わると思っていますので、１５分とかそういう

１５分位、それでプレスも並行してできちゃうのね？うん、１５分？

 

●●？●●？本店広報班追いついているね？大丈夫ね？ 

ゴーサインが出たら１５分でできるから、その間に通報をしなくちゃ。

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。

ベント、ちょっと待ってって、言っている。まあまあ大丈夫ね。

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ

３号機で冷却停止、ベント） 

 

はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。

ベントの準備ですか、すみません、もう一回お願いします。 

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。

開するだけで終わると思っていますので、１５分とかそういう

１５分位、それでプレスも並行してできちゃうのね？うん、１５分？ 

ゴーサインが出たら１５分でできるから、その間に通報をしなくちゃ。 

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。

ベント、ちょっと待ってって、言っている。まあまあ大丈夫ね。 

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ

 

はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

さん、●●ですけど、ベントのゴーサインが出たらどの位の時間でやれそうですか。 

ベントが国からゴーサインが出たら、その後どれ位の時間でベントはやれそうですか。 

開するだけで終わると思っていますので、１５分とかそういう

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

ごめんなさい、ガセネタだ、もう一回確認するから待っていてくれ、ベント。 

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ

 

はい、します。それも吐出ポンプが本当に圧力が、来るやつが揃うかどうかにかかるから、変

 

 

開するだけで終わると思っていますので、１５分とかそういう

さん、●●ですけど、保安院、ベント了解です。あとやるときに、ちょっと情報混乱した。

復旧班からですが、３号機も１号機並に海水注入も、海水注入しか間に合わなくなるかもしれ
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 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

通報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

通報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

通報班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

通報班

吉田所長

復旧班

吉田所長

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

通報班  

ＯＳＣ  

通報班  

ＯＳＣ  

通報班  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

通報班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

テレビ会議 2011 年

 

ないんですが、それでもいいですか。海水注入？ＯＫ？

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

ょうか。 

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

らからは可能ですが、それでよろしいかな？

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

になりますので、よろしくお願いい

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

しているから、それ以外に何かやることがあれば、指示してくれ。

はい。 

１Ｆさん、聞こえますか。

はいはい、聞こえます。

保安院対策本部から、ＰＣＶ

はい、了解しました。

１５分後くらい。

３ 号のＰＣＶ

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？

通報してプレスをしてから、はい。

●●さん、これから通報しますよ。

はい、お願いします。

その後で、通報何分かかる？

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

あれば、多分１０分位でできると思います。

１０分で。本店さん、すみません、本店から県に。

すみません、すみません、吉田さん。ＡＯ

これちょっと３０分位かかると思うんですよ。

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

こっちは、こっちはプレスの対応をしてください。
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ないんですが、それでもいいですか。海水注入？ＯＫ？

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

らからは可能ですが、それでよろしいかな？

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

になりますので、よろしくお願いい

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

しているから、それ以外に何かやることがあれば、指示してくれ。

１Ｆさん、聞こえますか。 

はいはい、聞こえます。 

保安院対策本部から、ＰＣＶ 

はい、了解しました。 

１５分後くらい。 

号のＰＣＶ ベント。 

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？

通報してプレスをしてから、はい。

●●さん、これから通報しますよ。

はい、お願いします。 

その後で、通報何分かかる？ 

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

あれば、多分１０分位でできると思います。

１０分で。本店さん、すみません、本店から県に。

すみません、すみません、吉田さん。ＡＯ

これちょっと３０分位かかると思うんですよ。

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

こっちは、こっちはプレスの対応をしてください。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

ないんですが、それでもいいですか。海水注入？ＯＫ？

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

らからは可能ですが、それでよろしいかな？

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

になりますので、よろしくお願いい たします。

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

しているから、それ以外に何かやることがあれば、指示してくれ。

 

 ベント、了解出ましたので進めてください。

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？

通報してプレスをしてから、はい。 

●●さん、これから通報しますよ。 

 

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

あれば、多分１０分位でできると思います。

１０分で。本店さん、すみません、本店から県に。

すみません、すみません、吉田さん。ＡＯ 弁を至急、ボンベを替えてあげないといけないんで、

これちょっと３０分位かかると思うんですよ。

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

こっちは、こっちはプレスの対応をしてください。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ないんですが、それでもいいですか。海水注入？ＯＫ？ 

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

らからは可能ですが、それでよろしいかな？ 

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

たします。 

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

しているから、それ以外に何かやることがあれば、指示してくれ。

ベント、了解出ましたので進めてください。

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

あれば、多分１０分位でできると思います。 

１０分で。本店さん、すみません、本店から県に。 

弁を至急、ボンベを替えてあげないといけないんで、

これちょっと３０分位かかると思うんですよ。 

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

こっちは、こっちはプレスの対応をしてください。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

しているから、それ以外に何かやることがあれば、指示してくれ。 

ベント、了解出ましたので進めてください。

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

弁を至急、ボンベを替えてあげないといけないんで、

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

 

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

ベント、了解出ましたので進めてください。 

ちょっと待ってね。ＰＣＶベントなんだけど、プレスをしてからベントでしょ？ 

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

弁を至急、ボンベを替えてあげないといけないんで、

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして

 

すみません、通報班からお願いです。とくに本店本部さん、それからオフサイトセンターさん、

聞こえてますでしょうか。福島第一の通報班です。福島第一の電話回線ですね、ＮＴＴ、それ

から衛星携帯の優先回線がいまつかえない状態で、かなり通信が外部に対して通信できない状

態になっています。ですので、通報関係を本店、それからオフサイトセンター経由で県とそれ

からオフサイトセンターの中での町のほうとの共有を図ってほしいんですが、対応は可能でし

すみません、オフサイトセンター●●です。県のほうと国のほうに情報提供することは、こち

はい、こちらも限られた回線で県と町のほうに連絡はチャレンジしますけれども、すみません

が、多分スピードという意味で言うとオフサイトセンターの中で共有していただくのが一番早

いと思いますので、通報関係、ファックスも多分つぶれていて使えませんので、電話での共有

何をどういうふうに共有してくれと指示してもらえれば、やりますよ。ファックスは全部共有

通報ですね、先ほど言ったように発電所からの発信はほとんど無理なので、本店から県のほう

へ、オフサイトセンターの中はオフサイトセンターの中でそれぞれ共有いただくということで

弁を至急、ボンベを替えてあげないといけないんで、

なんで？また違うの？分かった、分かった。いずれにせよ、もういいって、もう手順だけして



 

時刻

 

 

 

 

 

 

 

05:24 

 

 

 

 

 

 

05:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:26 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

本店 

復旧班

通報班

本店 

復旧班

本店 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

官庁連絡班

復旧班

官庁連絡班

本店 

通報班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

保安班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

  

復旧班  

通報班  

  

復旧班  

  

  

復旧班  

  

官庁連絡班  

復旧班  

官庁連絡班  

  

通報班  

  

  

  

吉田所長  

  

  

  

  

  

保安班  

テレビ会議 2011 年

 

はい、分かりました。

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

やっぱりＴＡＦの判断が、判断基準。

はい、本店さんよろしくお願いします。

格納容器圧上昇だろ。

１５条の切り替わりポイント、ＴＡＦの前じゃないかって。

１Ｆさんが書いた今現在の数値・・・ピピピ。

●●さん、今のＳＬＣのステイタスはどんな感じ？

いま、２０人現場に入ってケーブルをとにかく引きます。

はい、はいはい。

これか。 

冷却機能喪失だから。

じゃあずっと前に喪失しているじゃん。

ＨＰＣＩ。 

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

していただきたいと思います。よろしくお願いします。

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

はいっているだろ。

はい、流量が５５０Ｌ／ｍｉｎで出ている状況です。

５時２５分、はい。

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

ま？ 

２Ｆからまだ来なくて

わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかいま？

いま２Ｆから出たぐらいってさっき言ってましたけど。

出たくらい？了解。

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、
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はい、分かりました。 

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

やっぱりＴＡＦの判断が、判断基準。

はい、本店さんよろしくお願いします。

格納容器圧上昇だろ。 

１５条の切り替わりポイント、ＴＡＦの前じゃないかって。

１Ｆさんが書いた今現在の数値・・・ピピピ。

●●さん、今のＳＬＣのステイタスはどんな感じ？

いま、２０人現場に入ってケーブルをとにかく引きます。

はい、はいはい。 

冷却機能喪失だから。 

じゃあずっと前に喪失しているじゃん。

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

していただきたいと思います。よろしくお願いします。

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

はいっているだろ。 

はい、流量が５５０Ｌ／ｍｉｎで出ている状況です。

５時２５分、はい。 

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

２Ｆからまだ来なくて 

わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかいま？

いま２Ｆから出たぐらいってさっき言ってましたけど。

出たくらい？了解。 

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

やっぱりＴＡＦの判断が、判断基準。 

はい、本店さんよろしくお願いします。 

１５条の切り替わりポイント、ＴＡＦの前じゃないかって。

１Ｆさんが書いた今現在の数値・・・ピピピ。

●●さん、今のＳＬＣのステイタスはどんな感じ？

いま、２０人現場に入ってケーブルをとにかく引きます。

じゃあずっと前に喪失しているじゃん。 

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

していただきたいと思います。よろしくお願いします。

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

はい、流量が５５０Ｌ／ｍｉｎで出ている状況です。

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかいま？

いま２Ｆから出たぐらいってさっき言ってましたけど。

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

１５条の切り替わりポイント、ＴＡＦの前じゃないかって。

１Ｆさんが書いた今現在の数値・・・ピピピ。 

●●さん、今のＳＬＣのステイタスはどんな感じ？ 

いま、２０人現場に入ってケーブルをとにかく引きます。 

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

はい、流量が５５０Ｌ／ｍｉｎで出ている状況です。 

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかいま？

いま２Ｆから出たぐらいってさっき言ってましたけど。 

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、

３号機で冷却停止、ベント） 

 

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

１５条の切り替わりポイント、ＴＡＦの前じゃないかって。 

 

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかいま？ 

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、

 

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、

 

県への通報連絡はサイトからできないんで、本店から肩代わりして県に通報連絡とベント。 

福島第一通報班●●です。本店本部さん、すみませんが、通報のほうをですね、情報班同士で

ファックスで共有させていただきますので、その通報用紙を持って県のほうに情報のほうを流

消火ポンプ、１号に給水している消火ポンプの２５分現在の吐出圧力は０．６５Ｍｐａです。 

３号機はどこまで準備いってる？わかっているわかっている。６号線くらい走っているのかい

保安班からの情報です。いまオフサイトセンターから保安検査官がこちらに向かっていると、



 

時刻

 

 

 

05:27 

05:28 

 

 

05:29 

 

05:30 

 

05:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:32 

 

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

復旧班

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

発電班

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

発電班

発電班

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

復旧班  

  

  

  

発電班  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

発電班  

発電班  

吉田所長  

復旧班  

  

復旧班  

  

  

復旧班  

  

復旧班  

  

  

  

  

テレビ会議 2011 年

 

向かうとの情報です。

どうしましょう？

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

した時点で水位見えてたら１５条じゃないの？

ちょっと待ってください。

ＨＰＣ１とＲＣＩＣ

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

１５ 条だっけ？

いや水位が見えてても、水位が見えたら１５条じゃなくなるんだっけ？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

す。 

水位が見えてたって１５条じゃないんだっけ？

すいません、ちょっと確認いたします。主旨は了解いたしました。

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。

それ２時２４分じゃん。これ見ると２時２４分。

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

が来てるんですが、いかがでしょうか。

●●さん、今の３号のＳＬＣの話？

３号のＳＬＣ 

ちょっと待ってくださいじゃあ。

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

８時。 

はい。 

了解。えっと役所に答えますね。

努力目標７時で。

了解。できるだけがんばりましょう。

あの、すいません。３号機のＲＣＩＣ

動いてたよ。 
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向かうとの情報です。 

どうしましょう？ 

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

した時点で水位見えてたら１５条じゃないの？

ちょっと待ってください。 

ＨＰＣ１とＲＣＩＣ が喪失した時点で見えてたって言ってない？１５

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

条だっけ？ 

いや水位が見えてても、水位が見えたら１５条じゃなくなるんだっけ？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

水位が見えてたって１５条じゃないんだっけ？

すいません、ちょっと確認いたします。主旨は了解いたしました。

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。

それ２時２４分じゃん。これ見ると２時２４分。

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

が来てるんですが、いかがでしょうか。

●●さん、今の３号のＳＬＣの話？

 が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？

ちょっと待ってくださいじゃあ。

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

了解。えっと役所に答えますね。

努力目標７時で。 

了解。できるだけがんばりましょう。

あの、すいません。３号機のＲＣＩＣ

 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

した時点で水位見えてたら１５条じゃないの？

 

が喪失した時点で見えてたって言ってない？１５

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

いや水位が見えてても、水位が見えたら１５条じゃなくなるんだっけ？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

水位が見えてたって１５条じゃないんだっけ？

すいません、ちょっと確認いたします。主旨は了解いたしました。

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。

それ２時２４分じゃん。これ見ると２時２４分。

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

が来てるんですが、いかがでしょうか。 

●●さん、今の３号のＳＬＣの話？ ちょっとよく聞こえなかったんだけど。

が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？

ちょっと待ってくださいじゃあ。 

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

了解。えっと役所に答えますね。 

了解。できるだけがんばりましょう。 

あの、すいません。３号機のＲＣＩＣ は、今までずっと使ってなかったんですけれども。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

した時点で水位見えてたら１５条じゃないの？ 

が喪失した時点で見えてたって言ってない？１５

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

いや水位が見えてても、水位が見えたら１５条じゃなくなるんだっけ？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

水位が見えてたって１５条じゃないんだっけ？ 

すいません、ちょっと確認いたします。主旨は了解いたしました。

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。

それ２時２４分じゃん。これ見ると２時２４分。 

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

ちょっとよく聞こえなかったんだけど。

が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

は、今までずっと使ってなかったんですけれども。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

が喪失した時点で見えてたって言ってない？１５ 条。

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

いや水位が見えてても、水位が見えたら１５条じゃなくなるんだっけ？ 

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

すいません、ちょっと確認いたします。主旨は了解いたしました。 

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

ちょっとよく聞こえなかったんだけど。

が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

は、今までずっと使ってなかったんですけれども。

 

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

条。 

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

１５条ですね・・・原子炉を冷却するすべての機能が喪失する。ＨＰＣＩが喪失した。 

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

ちょっとよく聞こえなかったんだけど。 

が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。

は、今までずっと使ってなかったんですけれども。

 

サイトさん、本店●●です。すみません。あれっ、１５条ってさあ、ＥＣＣＳ、ＨＰＣＩ喪失

えーと今の３号のＨＰＣ１、ＲＣＩＣが使えなくて水位が見えないときは、えっと１０条宣言？

それで水位が見えなかった時間と、えっと、その時間をもう１回確認してすぐもう一回話しま

 

すみません、本店●●ですけれど、本省のほうから電源の繋ぎ込み、ケーブルの繋ぎ込みはい

つ頃にできて、電源の確立ができる見通しなのか、まずその見通しを至急聞きたいということ

が使えるようになるために電源が準備できるタイミングはいつ頃の見通しか？ 

本店●●さん、３号のＳＬＣの話は発電所側は８時を目標にして作業を進めております。 

は、今までずっと使ってなかったんですけれども。 



 

時刻

 

 

 

 

 

 

05:34 

 

 

 

 

05:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:36 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

発電班

広報班

吉田所長

吉田所長

通報班

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

広報班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

発電班  

広報班  

吉田所長  

吉田所長  

通報班  

吉田所長  

  

  

  

  

  

吉田所長  

広報班  

テレビ会議 2011 年

 

え？ 

ＨＰＣＩを使っていたんでしょ？ＨＰＣＩ。

これはさっきも説明したけど、ＲＣＩＣ

それは冠水して？

冠水して。何回も聞かないで、いま忙しいから。３号はＲＣＩＣ

使えないです。

いいかもう、それでいくぞ。本店、本店、本店さん。

はい、本店です。

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

かって言うと、５時１０分にＲＣＩＣ

起動操作をして、そこで起動できないことを判断ね。

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

んで１５条対象と。

分かりました、じやあ、出してください。

広報さんのほうでいいですか、今の、所長の。

はい、わかりました。

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。

はい、ベントのプレスはどんな状況かな

いま通報中です。

いっ通報が終わる感じなの。

えっと。 

トライ中なんですが

もうやってんすか。

通報確認してください。

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

はい。 

１F 広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。
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ＨＰＣＩを使っていたんでしょ？ＨＰＣＩ。

これはさっきも説明したけど、ＲＣＩＣ

それは冠水して？ 

冠水して。何回も聞かないで、いま忙しいから。３号はＲＣＩＣ

使えないです。 

いいかもう、それでいくぞ。本店、本店、本店さん。

はい、本店です。 

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

かって言うと、５時１０分にＲＣＩＣ

起動操作をして、そこで起動できないことを判断ね。

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

んで１５条対象と。 

分かりました、じやあ、出してください。

広報さんのほうでいいですか、今の、所長の。

はい、わかりました。 

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。

はい、ベントのプレスはどんな状況かな

いま通報中です。 

いっ通報が終わる感じなの。 

トライ中なんですが 

もうやってんすか。 

通報確認してください。 

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

ＨＰＣＩを使っていたんでしょ？ＨＰＣＩ。

これはさっきも説明したけど、ＲＣＩＣ は使えないということは確認できている、いま。

冠水して。何回も聞かないで、いま忙しいから。３号はＲＣＩＣ

いいかもう、それでいくぞ。本店、本店、本店さん。

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

かって言うと、５時１０分にＲＣＩＣ をもう一回起動できると思って起動操作をしてます。

起動操作をして、そこで起動できないことを判断ね。

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

分かりました、じやあ、出してください。 

広報さんのほうでいいですか、今の、所長の。

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。

はい、ベントのプレスはどんな状況かな 

 

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ＨＰＣＩを使っていたんでしょ？ＨＰＣＩ。 

は使えないということは確認できている、いま。

冠水して。何回も聞かないで、いま忙しいから。３号はＲＣＩＣ

いいかもう、それでいくぞ。本店、本店、本店さん。 

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

をもう一回起動できると思って起動操作をしてます。

起動操作をして、そこで起動できないことを判断ね。 

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

 

広報さんのほうでいいですか、今の、所長の。 

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

は使えないということは確認できている、いま。

冠水して。何回も聞かないで、いま忙しいから。３号はＲＣＩＣ は使えないんだよね？

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

をもう一回起動できると思って起動操作をしてます。

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。

 

は使えないということは確認できている、いま。

は使えないんだよね？ 

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

をもう一回起動できると思って起動操作をしてます。

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

からあんまり、いろんなことに口出さないで自分のやることしっかりやろうね。 

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。

広報●●です、●●さん。広報●●です。オフサイトセンター●●さん。 

 

は使えないということは確認できている、いま。 

 

１５条報告に関してはいまそれ作ります。それで時間はですね、５時１０分に判断です。なぜ

をもう一回起動できると思って起動操作をしてます。 

それで起動できないことが判明したので、遅れましたが、５時１０分にそういう事象があった

ちょっとね、皆さんね。浮き足立たないでね、自分がやることしっかりやろうね。いい？それ

所長、１、２号の現在原子炉水位と圧力、あと一、いま消防ポンプの吐出圧力と流量について。 



 

時刻

 

05:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

広報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

広報班

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

発電班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

ＯＳＣ  

広報班  

ＯＳＣ  

広報班  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

発電班  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

テレビ会議 2011 年

 

こちらオフサイトセンターです。

１F 広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

済まれてますか。

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう一回お願いします。

えっとね、電話で。

復旧班です。ＭＵＷＰポンプのメガはＯＫ

すので大至急やります。

本店、ＭＵＷ 

Ｐ、純水です。

Ｐ か？ 

純水です。 

Ｐ だと保有量どれ位あるんだっけ？

確認しますけれども、ＭＵＷＰ

ます。 

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

至急やっています。

消火ポンプのほうは２Ｆ

位で着くんだと思ってます。

受け入れ態勢ですぐ行けるようにしているの？

はい、しています。

●●君が言っている、混んでるって、何が混んでるの？

下下着替え。 

着替えがね。 

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

っています。 

はいはい。 

ポンプの方がＳＬＣより早いですね。

早いな。 

●●と●●。 
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こちらオフサイトセンターです。

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

済まれてますか。 

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう一回お願いします。

えっとね、電話で。 

復旧班です。ＭＵＷＰポンプのメガはＯＫ

すので大至急やります。 

 の保有水は、Ｃ？Ｐ？

Ｐ、純水です。 

だと保有量どれ位あるんだっけ？

確認しますけれども、ＭＵＷＰ

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

至急やっています。 

消火ポンプのほうは２Ｆ を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

位で着くんだと思ってます。 

受け入れ態勢ですぐ行けるようにしているの？

はい、しています。 

●●君が言っている、混んでるって、何が混んでるの？

 

 

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

 

ポンプの方がＳＬＣより早いですね。

 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

こちらオフサイトセンターです。 

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう一回お願いします。

復旧班です。ＭＵＷＰポンプのメガはＯＫ なんで、少なくとも電源を復旧すれば回ると思いま

の保有水は、Ｃ？Ｐ？ 

だと保有量どれ位あるんだっけ？ 

確認しますけれども、ＭＵＷＰ はほとんど今回の対応で使っていないのでたくさんあると思い

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

 

受け入れ態勢ですぐ行けるようにしているの？

●●君が言っている、混んでるって、何が混んでるの？

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

ポンプの方がＳＬＣより早いですね。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう一回お願いします。

なんで、少なくとも電源を復旧すれば回ると思いま

はほとんど今回の対応で使っていないのでたくさんあると思い

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

受け入れ態勢ですぐ行けるようにしているの？ 

●●君が言っている、混んでるって、何が混んでるの？ 

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

３号機で冷却停止、ベント） 

 

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

すみません、ちょっと聞こえなかったんでもう一回お願いします。 

なんで、少なくとも電源を復旧すれば回ると思いま

はほとんど今回の対応で使っていないのでたくさんあると思い

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

 

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

なんで、少なくとも電源を復旧すれば回ると思いま

はほとんど今回の対応で使っていないのでたくさんあると思い

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行

 

広報●●ですが、いま、あの一、通報のですね、そちらの対応はどんな状況なのか、もう

なんで、少なくとも電源を復旧すれば回ると思いま

はほとんど今回の対応で使っていないのでたくさんあると思い

いま、３号機で一番優先度が高いのは、消火ポンプの調達準備とＳＬＣ、この２点。はい、大

を出たところだそうですので、道路状況によりますけど、大体１時間

いまＳＬＣのケーブル引き直営でで２０名うちの人間が行っていますので、そこで優先して行



 

時刻

 

05:41 

 

 

 

05:43 

 

 

 

 

 

 

 

05:45 

 

 

 

 

 

05:46 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

吉田所長

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

  

  

  

  

  

吉田所長  

  

  

  

  

吉田所長  

  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

消防車は海水？海水注入？

いやいや、ＦＰなんだけど。要するに我々、もうＦＰ

だけど。１号はな。

３号の水位はＴＡＦ

吉田さんちょっといいですか？

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

すよ。海水からだといっぱい引けるんですけど、どうします？

もう海水入れちゃうしかないだろう。

私もそう思っているんですけど。

うん。 

さっきと変わらない。

いま言ってるのは、ＴＡＦ

に到達しているんですか、という質問なんだけど。

いま全部で何人位いるのかな？

ここに？ 

３００人位？ 

一階も入れたらそれぐらいいるかもね。

すみません、１

いま作成中です。

遅い、遅い、早くして、５時１０分なんだから。

できましたら至急ファックス、本店のほうに入れてください。

はい、了解いたしました。

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

お願いいたします。

５時１０分？ 

はいはい。 

本店●●さん、いま通報文ができましたので、後でファックス送ります。

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の
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消防車は海水？海水注入？ 

いやいや、ＦＰなんだけど。要するに我々、もうＦＰ

だけど。１号はな。 

３号の水位はＴＡＦ 到達から１５分。

吉田さんちょっといいですか？

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

すよ。海水からだといっぱい引けるんですけど、どうします？

もう海水入れちゃうしかないだろう。

私もそう思っているんですけど。

さっきと変わらない。 

いま言ってるのは、ＴＡＦ 到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

に到達しているんですか、という質問なんだけど。

いま全部で何人位いるのかな？

 

一階も入れたらそれぐらいいるかもね。

すみません、１F さん？１５条の用紙はいま作っている途中でしょうか。

いま作成中です。 

遅い、遅い、早くして、５時１０分なんだから。

できましたら至急ファックス、本店のほうに入れてください。

はい、了解いたしました。 

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

お願いいたします。 

 

本店●●さん、いま通報文ができましたので、後でファックス送ります。

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

 

いやいや、ＦＰなんだけど。要するに我々、もうＦＰ

到達から１５分。 

吉田さんちょっといいですか？ 例の消火栓、消火ポンプは間に合うんですけど、水源が、要は

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

すよ。海水からだといっぱい引けるんですけど、どうします？

もう海水入れちゃうしかないだろう。 

私もそう思っているんですけど。 

到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

に到達しているんですか、という質問なんだけど。

いま全部で何人位いるのかな？ 

一階も入れたらそれぐらいいるかもね。 

さん？１５条の用紙はいま作っている途中でしょうか。

遅い、遅い、早くして、５時１０分なんだから。

できましたら至急ファックス、本店のほうに入れてください。

 

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

本店●●さん、いま通報文ができましたので、後でファックス送ります。

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

いやいや、ＦＰなんだけど。要するに我々、もうＦＰ だと水源が足りないから海水入れてたん

例の消火栓、消火ポンプは間に合うんですけど、水源が、要は

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

すよ。海水からだといっぱい引けるんですけど、どうします？

到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

に到達しているんですか、という質問なんだけど。 

さん？１５条の用紙はいま作っている途中でしょうか。

遅い、遅い、早くして、５時１０分なんだから。 

できましたら至急ファックス、本店のほうに入れてください。

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

本店●●さん、いま通報文ができましたので、後でファックス送ります。

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の

３号機で冷却停止、ベント） 

 

だと水源が足りないから海水入れてたん

例の消火栓、消火ポンプは間に合うんですけど、水源が、要は

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

すよ。海水からだといっぱい引けるんですけど、どうします？ 

到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

さん？１５条の用紙はいま作っている途中でしょうか。 

できましたら至急ファックス、本店のほうに入れてください。 

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

本店●●さん、いま通報文ができましたので、後でファックス送ります。 

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の

 

だと水源が足りないから海水入れてたん

例の消火栓、消火ポンプは間に合うんですけど、水源が、要は

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

 

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

 

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

すけれども、時刻歴が書いてあって、その後に小さく４時のところに燃、Ｗ と書いてあるのが

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の

 

だと水源が足りないから海水入れてたん

例の消火栓、消火ポンプは間に合うんですけど、水源が、要は

でっかい消火栓のタンクが全部カラで、近くの。で、２、３ｍ３のものしか残っていないんで

到達は予想では５時３０分と言っているんだけど、３号機はＴＡＦ

お知らせします。本店の設備改良Ｇの●●さんいらっしゃいましたら総務班の方までお知らせ

燃料、水位の件、３号の水位の件、あまりよろしくないんだけれども、ボードに書いてありま

と書いてあるのが

ありますけれども、燃料域のほうが－１６００、－８００、それから４時４５分の時点で－２

０００まで下がった、だんだんと下がったと。それに対してワイドのほうが－３５００からほ

とんど変わらずに４時４５分まできています。ワイドの－３５５０だったら水位がＬ１、２の



 

時刻

 

05:47 

 

 

 

05:49 

 

 

05:50 

05:51 

 

 

 

05:53 

 

 

 

 

 

 

05:55 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

本店 

発電班

復旧班

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

発電班

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

復旧班

官庁連絡班

復旧班

官庁連絡班

保安班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

  

発電班  

復旧班  

  

吉田所長  

復旧班  

  

発電班  

吉田所長  

  

  

技術班  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

復旧班  

官庁連絡班  

復旧班  

官庁連絡班  

保安班  

テレビ会議 2011 年

 

間なんですけれども、燃料域のでいくと、一１６００

書画に切り替えてくれる？書画。

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします

いくつだ。－１０００

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

れでＴＡＦって呼べばいい？そうするとＴＡＦ

がっているという、どこまで下がっているか、ちょっといま確認します。

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

非常に混乱しますよね。

ベント、ベントの準備はできてるんだっけ、ベント。

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

通報終わりましたんで、５０分にベントのプレスします。

ではですね、３号の水位データの件ですけれども、２

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

間でＴＡＦ になっていると、ＴＡＦ

ませんけれども。分かりませんけれども。

それはね、厳しいほうを取っておくんだよ、厳しいほう。

それは燃料域。

はい、そうすると厳しいのは、燃料域になります。

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

予測してます。

１Ｆ さん？ 

はい。 

ベントのバルブを開けに行くのは、何分後位になる？

いま、着替えてこれから現場に向かっているところです。

それで、実際バルブが開くのは何時頃になるかね？概ねでいいんだ。

３０分から１時間だと思います。

はい、了解。 

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

す、３．３６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ８

の４番、５時１８分３８マイクロＳｖ／ｈです。以上です。
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間なんですけれども、燃料域のでいくと、一１６００

書画に切り替えてくれる？書画。

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします

いくつだ。－１０００ のときの炉圧が、６．５

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

れでＴＡＦって呼べばいい？そうするとＴＡＦ

がっているという、どこまで下がっているか、ちょっといま確認します。

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

非常に混乱しますよね。 

ベント、ベントの準備はできてるんだっけ、ベント。

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

通報終わりましたんで、５０分にベントのプレスします。

ではですね、３号の水位データの件ですけれども、２

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

になっていると、ＴＡＦ

ませんけれども。分かりませんけれども。

それはね、厳しいほうを取っておくんだよ、厳しいほう。

それは燃料域。 

はい、そうすると厳しいのは、燃料域になります。

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

予測してます。 

 

ベントのバルブを開けに行くのは、何分後位になる？

いま、着替えてこれから現場に向かっているところです。

それで、実際バルブが開くのは何時頃になるかね？概ねでいいんだ。

３０分から１時間だと思います。

 

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

す、３．３６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ８

の４番、５時１８分３８マイクロＳｖ／ｈです。以上です。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

間なんですけれども、燃料域のでいくと、一１６００

書画に切り替えてくれる？書画。 

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします

のときの炉圧が、６．５

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

れでＴＡＦって呼べばいい？そうするとＴＡＦ

がっているという、どこまで下がっているか、ちょっといま確認します。

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

ベント、ベントの準備はできてるんだっけ、ベント。

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

通報終わりましたんで、５０分にベントのプレスします。

ではですね、３号の水位データの件ですけれども、２

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

になっていると、ＴＡＦ の領域になっていると、いま、どちらが正しいか分かり

ませんけれども。分かりませんけれども。 

それはね、厳しいほうを取っておくんだよ、厳しいほう。

はい、そうすると厳しいのは、燃料域になります。

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

ベントのバルブを開けに行くのは、何分後位になる？

いま、着替えてこれから現場に向かっているところです。

それで、実際バルブが開くのは何時頃になるかね？概ねでいいんだ。

３０分から１時間だと思います。 

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

す、３．３６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ８ 番付近、５

の４番、５時１８分３８マイクロＳｖ／ｈです。以上です。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

間なんですけれども、燃料域のでいくと、一１６００ で、どっちだ、こっち。

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします

のときの炉圧が、６．５ 位だったんで、６．５でこの辺で線を引くと

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

れでＴＡＦって呼べばいい？そうするとＴＡＦ より１０００下がってるってこと？水位が下

がっているという、どこまで下がっているか、ちょっといま確認します。

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

ベント、ベントの準備はできてるんだっけ、ベント。 

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

通報終わりましたんで、５０分にベントのプレスします。 

ではですね、３号の水位データの件ですけれども、２ つの指示があって１

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

の領域になっていると、いま、どちらが正しいか分かり

 

それはね、厳しいほうを取っておくんだよ、厳しいほう。 

はい、そうすると厳しいのは、燃料域になります。 

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

ベントのバルブを開けに行くのは、何分後位になる？ 

いま、着替えてこれから現場に向かっているところです。 

それで、実際バルブが開くのは何時頃になるかね？概ねでいいんだ。

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

番付近、５ 時現在、５．０マイクロｓｖ／ｈ。ＭＰ

の４番、５時１８分３８マイクロＳｖ／ｈです。以上です。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

で、どっちだ、こっち。

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします

位だったんで、６．５でこの辺で線を引くと

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

より１０００下がってるってこと？水位が下

がっているという、どこまで下がっているか、ちょっといま確認します。 

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

 

つの指示があって１

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

の領域になっていると、いま、どちらが正しいか分かり

 

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

 

それで、実際バルブが開くのは何時頃になるかね？概ねでいいんだ。 

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

時現在、５．０マイクロｓｖ／ｈ。ＭＰ

の４番、５時１８分３８マイクロＳｖ／ｈです。以上です。 

 

で、どっちだ、こっち。 

●●さん？本店のほうに１５条の、ファックス至急入れてください。お願いします。 

位だったんで、６．５でこの辺で線を引くと

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

より１０００下がってるってこと？水位が下

 

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。

つの指示があって１ つは、ワイドレン

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

の領域になっていると、いま、どちらが正しいか分かり

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

時現在、５．０マイクロｓｖ／ｈ。ＭＰ

 

位だったんで、６．５でこの辺で線を引くと

大体一１０００で……、－１０００どうやればいいんでしたっけ？－１０００というのは？こ

より１０００下がってるってこと？水位が下

ベントはウェットウェルベントですよね、本当は。みんなドライウェルベントって言っている。 

ベントはいま、ボンベを取り替えてラインナップしてますが、もうちょっと時間がかかります。 

つは、ワイドレン

ジ、これは－３５５０で一定に推移していたと思っておりましたが、燃料域の水位計が水位計

は下がっていっていたと。この下がっていっていたのが正だとすると、４時から４時１５分の

の領域になっていると、いま、どちらが正しいか分かり

技術班です。ドライウェルの最高使用圧力に到達するのが、１３時位と予測してます。限界圧

力に到達する炉心損傷にあった場合に、ベントが必要な圧力になりますけれど、翌日の９時を

保安班よりモニタリング状況について共有させていただきます。５時現在正門、５時１０分で

時現在、５．０マイクロｓｖ／ｈ。ＭＰ
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３号の今の水位の状況です。先ほど説明したとおりで、今の時点でＴＡＦ

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ

０ｋｐａの間を動いているという状況です。でＴＡＦ

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

うのを共有します。

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

て、かつ素早く対応してください。

はい。 

ＴＡＦ到着した旨の通報文つくります。

サイトさん、ＴＡＦ到着時刻、何時頃？

何時にするんだ？

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。

４時、５時？ 

４ 時。ヨン、ヨン。

そんなに前なの？ああ、燃料域で見ると。

燃料域で見ると。

●●さん、燃料域生きてるんですよね？

燃料域のバルブが開いているか、ということですか。

燃料域で確認できるかどうかなんですけど。

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？

広報班●●さん？

ている。時間がね。いま、ＴＡＦ

要だから認識してください。

広報班ですけれども、１５条プレスは６時２０分予定で。以上です。

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。

はい。 

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

振り返って４時１５分にＴＡＦ

年 3月 13 日 
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３号の今の水位の状況です。先ほど説明したとおりで、今の時点でＴＡＦ

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ

０ｋｐａの間を動いているという状況です。でＴＡＦ

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

うのを共有します。 

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

て、かつ素早く対応してください。

ＴＡＦ到着した旨の通報文つくります。

サイトさん、ＴＡＦ到着時刻、何時頃？

何時にするんだ？ 

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。

 

時。ヨン、ヨン。 

そんなに前なの？ああ、燃料域で見ると。

燃料域で見ると。 

●●さん、燃料域生きてるんですよね？

燃料域のバルブが開いているか、ということですか。

燃料域で確認できるかどうかなんですけど。

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？

広報班●●さん？ ＴＡＦと１５条の関係がよれていることに注意。ＴＡＦ到着と１５条がよれ

ている。時間がね。いま、ＴＡＦ

要だから認識してください。 

広報班ですけれども、１５条プレスは６時２０分予定で。以上です。

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

振り返って４時１５分にＴＡＦ

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

３号の今の水位の状況です。先ほど説明したとおりで、今の時点でＴＡＦ

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ

０ｋｐａの間を動いているという状況です。でＴＡＦ

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

て、かつ素早く対応してください。 

ＴＡＦ到着した旨の通報文つくります。 

サイトさん、ＴＡＦ到着時刻、何時頃？ 

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。

そんなに前なの？ああ、燃料域で見ると。 

●●さん、燃料域生きてるんですよね？ 

燃料域のバルブが開いているか、ということですか。

燃料域で確認できるかどうかなんですけど。

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？

ＴＡＦと１５条の関係がよれていることに注意。ＴＡＦ到着と１５条がよれ

ている。時間がね。いま、ＴＡＦ は４時１５分、１５条の判断は５時１０分、そこ、構えが必

 

広報班ですけれども、１５条プレスは６時２０分予定で。以上です。

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

振り返って４時１５分にＴＡＦ になっているというのを気づきましたと。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

３号の今の水位の状況です。先ほど説明したとおりで、今の時点でＴＡＦ

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ

０ｋｐａの間を動いているという状況です。でＴＡＦ以下になりましたということで、何条宣

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。

 

燃料域のバルブが開いているか、ということですか。 

燃料域で確認できるかどうかなんですけど。 

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？

ＴＡＦと１５条の関係がよれていることに注意。ＴＡＦ到着と１５条がよれ

は４時１５分、１５条の判断は５時１０分、そこ、構えが必

広報班ですけれども、１５条プレスは６時２０分予定で。以上です。

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

になっているというのを気づきましたと。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

３号の今の水位の状況です。先ほど説明したとおりで、今の時点でＴＡＦ 

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ

以下になりましたということで、何条宣

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？

ＴＡＦと１５条の関係がよれていることに注意。ＴＡＦ到着と１５条がよれ

は４時１５分、１５条の判断は５時１０分、そこ、構えが必

広報班ですけれども、１５条プレスは６時２０分予定で。以上です。 

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

になっているというのを気づきましたと。

 

よりも下に来ている

ということです。それで、燃料域とワイド、広域帯とあって、広域帯のほうを正だと思ってい

たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４

時４５分以降にドライウェル圧力が見えるようになっていて、それ以降、３５０ｋＰａ 

以下になりましたということで、何条宣

言みたいな追加の宣言はないんだと思うんですけれども、情報としてＴＡＦになっているとい

いずれにしても、ＴＡＦ到着なんで、できることを、なにせ落ち着いてだけれども、落ち着い

一番保守的に見ると、燃料域が生きてその次に見た４時１５分になります。 

通常のワイドレンジ、広域が生きているのと燃料域が生きているのと両方、値は見えます。

了解しました。で、１号と違って一定じゃなくて結構動いているのね？どっちも？ 

ＴＡＦと１５条の関係がよれていることに注意。ＴＡＦ到着と１５条がよれ

は４時１５分、１５条の判断は５時１０分、そこ、構えが必

そうだよ、それだと少しおかしいな、やっぱりな。５時１０分に、５時１０分に。 

ただ５時１０分の時点では、合っているかどうかは別にして、燃料域ではなくて、ワイドレン

ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので

になっているというのを気づきましたと。 
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たんだけれども、実は下がっていたと。その間のドライウェルの圧力の推移ですけれども、４
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は４時１５分、１５条の判断は５時１０分、そこ、構えが必
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ジ。より実機に近い圧力補正しないでいいほうで見ていたと。なぜなら、その時の炉圧が６０

キロ、７０キロ近くあったのでワイドレンジで判断していましたと。だけど５時１０分以降に、

ちょっと前ですけれども、ワイドが一定で燃料が下がってきているというのが確認できたので
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炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

か？ 

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

うか、ごめん、了解。

３号機はしばらく炉圧が１０キロ位になって、ＨＰＣＩの。

分かった、分かった。了解、了解。トリップして高くなったのね、了解。

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

れがいま、使えるということが分かりました。準備は進めるんで

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

んとか減圧しないと消火ポンプでは入らないという状況です。

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

よ。 

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。

何？ 

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

いですか。 

４時１５分ＴＡＦ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

想。 

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

りますけど。 

１F さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

いや、７時に向けてがんばります。

違う、違う、作業、作業。

作業が７時？ 

ごめんなさい。

実際に吹く時間？

それは分かんねぇな。それはうちじゃない。

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

らで言えば、１時間１５分引けばいいのであれば、

れでいいの？ 
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炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

うか、ごめん、了解。 

３号機はしばらく炉圧が１０キロ位になって、ＨＰＣＩの。

分かった、分かった。了解、了解。トリップして高くなったのね、了解。

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

れがいま、使えるということが分かりました。準備は進めるんで

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

んとか減圧しないと消火ポンプでは入らないという状況です。

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

４時１５分ＴＡＦ でいいかって本店が確認している。本店が。４時１５分ＴＡＦ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

 

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

いや、７時に向けてがんばります。

違う、違う、作業、作業。 

 

ごめんなさい。 

実際に吹く時間？ 

それは分かんねぇな。それはうちじゃない。

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

らで言えば、１時間１５分引けばいいのであれば、
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発言内容

炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

３号機はしばらく炉圧が１０キロ位になって、ＨＰＣＩの。

分かった、分かった。了解、了解。トリップして高くなったのね、了解。

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

れがいま、使えるということが分かりました。準備は進めるんで

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

んとか減圧しないと消火ポンプでは入らないという状況です。

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

でいいかって本店が確認している。本店が。４時１５分ＴＡＦ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

いや、７時に向けてがんばります。 

 

それは分かんねぇな。それはうちじゃない。

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

らで言えば、１時間１５分引けばいいのであれば、
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発言内容 

炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

３号機はしばらく炉圧が１０キロ位になって、ＨＰＣＩの。

分かった、分かった。了解、了解。トリップして高くなったのね、了解。

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

れがいま、使えるということが分かりました。準備は進めるんで

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

んとか減圧しないと消火ポンプでは入らないという状況です。

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

でいいかって本店が確認している。本店が。４時１５分ＴＡＦ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

それは分かんねぇな。それはうちじゃない。 

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

らで言えば、１時間１５分引けばいいのであれば、12 時 12

３号機で冷却停止、ベント） 

 

炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

３号機はしばらく炉圧が１０キロ位になって、ＨＰＣＩの。 

分かった、分かった。了解、了解。トリップして高くなったのね、了解。 

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

れがいま、使えるということが分かりました。準備は進めるんで すけれど、ただし、いま、

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

んとか減圧しないと消火ポンプでは入らないという状況です。 

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

でいいかって本店が確認している。本店が。４時１５分ＴＡＦ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

12 時、１１時４５分なんだけど、そ

 

炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が高くなったので、ワイドがより信頼があるだろうと思っていたんですよ。 

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

 

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

すけれど、ただし、いま、

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

炉注じゃないですか。炉注だとドライウェルベントしても下がらないから。 

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

でいいかって本店が確認している。本店が。４時１５分ＴＡＦ でいいかっ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

時、１１時４５分なんだけど、そ

 

炉圧が高いときは、燃料域のほうは、信頼性がないと思ってて、炉圧が低くなったので、その

時点で正式な水位計を燃料域に切り替えて、そこでＴＡＦを確認をしたということじゃないの

炉圧が低いとき。それで、それはそうとして、炉圧が、あれ！いま、まだ炉圧が高いよね？そ

いま、消火ポンプで５、６号に１台放置されたというか流されてたものがあったんですが、そ

すけれど、ただし、いま、

炉圧が７０キロ、７Ｍｐａ近くあるので、消火ポンプでは注入することはできませんので、な

もちろん、消火ポンプ使うときは、ドライウェルベントした後で、圧力下げた後に使うんです

サイトさん、４時１５分ＴＡＦでいいね？サイトさん、本店ですけど、４時１５分ＴＡＦでい

でいいかっ

て再確認しているから、それでいいな？はい、いいですいいです。それでお願いします。 

了解、本店了解。ちょっと１点確認させてください。実際にベント始まるのは何時だっけ？予

ベントですね、ちょっと８時位になるんじゃないかと思います。７時に向かってがんばります

けど、最悪、８時になるかもしれません。いまラインアップ中ですけど、７時に向けてがんば

さん、ちょっと教えてください。今の予想で実際にベント始まるのは９時でいいのかな？ 

だからさ、あれ出したＰＣＶ最高使用圧力の１３時を出したのをいま、再換算して炉心溶融か

時、１１時４５分なんだけど、そ
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発電班  

  

発電班  

  

発電班  

復旧班  

  

  

  

復旧班  

  

テレビ会議 2011 年

 

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

中のインベントリ、ＰＣＶ

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

う？ 

はい。 

だから●●さん？

はい。 

ＰＣＶ の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

い。 

了解です。 

●●さん？お忙しいところ、すみません。

はい。 

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。

１、２、３ 号機のプラントについているＦＰ

消防車のＦＰ 

はい。 

それで、１F１で１台使っていて、１

●●さん、お願いできますか。

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

だということでいま３号機の海側に移動中でございます。併せて、２Ｆ

柏崎からもらったものを２Ｆ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

ございます。 

了解、元々１F

そうです。 

すみません、その２台はどれ位で着くか分かりますでしょうか。

もう２Ｆ は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。
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１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

中のインベントリ、ＰＣＶ の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

だから●●さん？ 

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

●●さん？お忙しいところ、すみません。

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。

号機のプラントについているＦＰ

 です。 

１で１台使っていて、１

●●さん、お願いできますか。

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

だということでいま３号機の海側に移動中でございます。併せて、２Ｆ

柏崎からもらったものを２Ｆ 

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

 

F にある１台と２Ｆにある１台をあわせて２台ということでいいですね？

すみません、その２台はどれ位で着くか分かりますでしょうか。

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

●●さん？お忙しいところ、すみません。 

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。

号機のプラントについているＦＰ

１で１台使っていて、１F３でもう１台使うってイメージでいいんですかね？

●●さん、お願いできますか。 

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

だということでいま３号機の海側に移動中でございます。併せて、２Ｆ

 が０台だったんで、置いておいたやつを朝一番でこちらに向かっ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

にある１台と２Ｆにある１台をあわせて２台ということでいいですね？

すみません、その２台はどれ位で着くか分かりますでしょうか。

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

 

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。

号機のプラントについているＦＰ のことですか、それとも消防車のＦＰ

３でもう１台使うってイメージでいいんですかね？

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

だということでいま３号機の海側に移動中でございます。併せて、２Ｆ

が０台だったんで、置いておいたやつを朝一番でこちらに向かっ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

にある１台と２Ｆにある１台をあわせて２台ということでいいですね？

すみません、その２台はどれ位で着くか分かりますでしょうか。

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。

のことですか、それとも消防車のＦＰ

３でもう１台使うってイメージでいいんですかね？

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

だということでいま３号機の海側に移動中でございます。併せて、２Ｆ に貸していたというか、

が０台だったんで、置いておいたやつを朝一番でこちらに向かっ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

にある１台と２Ｆにある１台をあわせて２台ということでいいですね？

すみません、その２台はどれ位で着くか分かりますでしょうか。 

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。

 

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

ＦＰ、これから使うポンプなんですけど、全部で３台あるはずなんですけど。 

のことですか、それとも消防車のＦＰ ですか。

３でもう１台使うってイメージでいいんですかね？

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

に貸していたというか、

が０台だったんで、置いておいたやつを朝一番でこちらに向かっ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

にある１台と２Ｆにある１台をあわせて２台ということでいいですね？ 

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。

 

１１時４５分のところでは、炉心損傷がある場合がベントできて、そうでない場合はもう少し

の中で溜めなさいということになりますんで、そうすると逆に２倍

のＰＤ、設計圧の倍まで引っ張るんですよ。ＰＣＶの中に溜めるように。で、いいんだよね？ 

だからいいんだけど、いま、●●君が聞いているのはベントが始まるのはいっですかと。それ

を基に評価するんだからき。そうだろう、だってラプチャーが破れるときしかないんだからさ。

そうだろう？ベントを実際にするときはラプチャー破れるまで圧力が上がっていかないとベン

トできないんだから、その時刻が１１時４５分ってことでいいんだろう？それでいいんでしょ

の最高使用圧力到達見込みが１１時４５分で、ここでベントが始まると想定してくださ

ですか。 

３でもう１台使うってイメージでいいんですかね？ 

いま、１号では３台使ってます。４号から抜いているがために。いま３号用にはですね、うち

の５、６号の北側でちょっと流されていた化学消防車があったんですが、いまそれを使えそう

に貸していたというか、

が０台だったんで、置いておいたやつを朝一番でこちらに向かっ

てもらって間もなく到着しそうで、ということで消防車は３号機に対しては２台になる予定で

は、さっき５時４０分位に出たと聞いてますので、間もなくだと思います。それで所

内にあったやつも今から１５分位前に移動を始めてますので、いま、入域とかそういったこと

で手間がかかっていますけど、間もなく３号の海側に配置、完了できるかと思っております。 

はい、分かりました。あと３号で使うにあたって繋げられるホースはありますでしょうか。 



 

時刻

 

 

06:15 
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06:21 
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 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

復旧班

本店 

総務班

復旧班

本店 

本店 

発電班

本店 

発電班

本店 

１Ｆ 

発電班

本店 

本店 

発電班

本店 

発電班

本店 

発電班

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

復旧班  

  

総務班  

復旧班  

  

  

発電班  

  

発電班  

  

  

発電班  

  

  

発電班  

  

発電班  

  

発電班  

  

テレビ会議 2011 年

 

いま、車に積んでいる物が使えればなんとかなるだろうと思います。ただ、防水水槽からも海

水がなくなった後も考えていますので、何本か配置されているものもあるんで、万が一リーク

等がある場合にはそっちを持ってきた繋ぐとかそういった措置かと思ってます。

はい。分かりました。ありがとうございました。

えっと、ごめんなさい。圧力の関係で使用できるかどうかも確認しておいてね。ベントしただ

けじゃ使えないって話がさっきあったよ。

あっ、ええと、そうです。いま、どうも圧力がだいぶ上がっちゃいまして、ええと、消防車２

台繋げて目一杯ふかしても、十何キロだと思いますんで、今の状態じゃ入らないということで

すね。だから、優先順位はちょっと２番目になっちゃいます。圧力を抜くのが先になっちゃい

ますね。 

了解。 

すいません。ええと、教えてください。ラプチャーが開く圧力いくつでしたっけ？

ええとですね。４２７ｋｐａ、ａｂｓです。

ａｂｓ？ 

ああ、すいません。ゲージです。

ゲージだよね。ゲージ。ＯＫ。

４２７ｋＰａ［ｇ

３号の状況ですけれども、ええと、６時１０分の時点で、炉水位が下がっているのと、それか

ら、ドライウェルの圧力が上がってきています。それで、《ピー音》君のほうに書いてもらっ

た３号の予測のところにあるように、炉心損傷が６時１５分に始まったとすると、炉心溶融が

８時１５分。えっと、ＰＣＶの最高使用圧力まで到達する、つまり、ラプチャーが、ラプチャ

ーディスクが吹いてベントになるのが、８時半ということになります。でちょっと待って、え

え、ベントの時間の訂正になります。●●さん、●●さん。

本店です。すいません。●●さん席外しちゃってて、ちょっと待ってください。

はい。ごめんなさい。何時に変更になるの？

えっ。はい。●●さん。●●でございます。えっと、あの先ほどの予測でいくと、炉心損傷の

開始が６時１５分で、炉心溶融の開始が８時１５分で、ＰＣＶの最高使用圧力到達はそれより

後だったんですけれども、えっと、今のＰＣＶ、ドライウェル圧力の上昇のトレンドを、トレ

ンドのまま上がっていくとすると、８時半。

８時半に。 

ええ。に、ラプチャーディスクの設定圧であるＰＣＶ

はい。了解。今のトレンドを反映すると８時半ね。

はい。 

すいません。これ、あの注水を優先的にもう考えないといけないと思いますので、あの、Ｄ／

Ｄ ポンプ。これ、いま、確実にその、いま、これ、この間にも回っていてですね。あの、圧が

高いから入れられないというふうになってますけれども、あの、実際問題は回ってて、ライン

ナップもできていて、圧力さえ下げれば、注水できるんですか、これは？それ再確認して、も

しできるんであれば、急速減圧して、あの、注水すべきだと思います。もし、これができるん
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いま、車に積んでいる物が使えればなんとかなるだろうと思います。ただ、防水水槽からも海

水がなくなった後も考えていますので、何本か配置されているものもあるんで、万が一リーク

等がある場合にはそっちを持ってきた繋ぐとかそういった措置かと思ってます。

はい。分かりました。ありがとうございました。

えっと、ごめんなさい。圧力の関係で使用できるかどうかも確認しておいてね。ベントしただ

けじゃ使えないって話がさっきあったよ。

あっ、ええと、そうです。いま、どうも圧力がだいぶ上がっちゃいまして、ええと、消防車２

台繋げて目一杯ふかしても、十何キロだと思いますんで、今の状態じゃ入らないということで

すね。だから、優先順位はちょっと２番目になっちゃいます。圧力を抜くのが先になっちゃい

すいません。ええと、教えてください。ラプチャーが開く圧力いくつでしたっけ？

ええとですね。４２７ｋｐａ、ａｂｓです。

ああ、すいません。ゲージです。

ゲージだよね。ゲージ。ＯＫ。
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３号の状況ですけれども、ええと、６時１０分の時点で、炉水位が下がっているのと、それか

ら、ドライウェルの圧力が上がってきています。それで、《ピー音》君のほうに書いてもらっ

た３号の予測のところにあるように、炉心損傷が６時１５分に始まったとすると、炉心溶融が

８時１５分。えっと、ＰＣＶの最高使用圧力まで到達する、つまり、ラプチャーが、ラプチャ

ーディスクが吹いてベントになるのが、８時半ということになります。でちょっと待って、え

え、ベントの時間の訂正になります。●●さん、●●さん。

です。すいません。●●さん席外しちゃってて、ちょっと待ってください。

はい。ごめんなさい。何時に変更になるの？

えっ。はい。●●さん。●●でございます。えっと、あの先ほどの予測でいくと、炉心損傷の

開始が６時１５分で、炉心溶融の開始が８時１５分で、ＰＣＶの最高使用圧力到達はそれより

後だったんですけれども、えっと、今のＰＣＶ、ドライウェル圧力の上昇のトレンドを、トレ

ンドのまま上がっていくとすると、８時半。

ええ。に、ラプチャーディスクの設定圧であるＰＣＶ

はい。了解。今のトレンドを反映すると８時半ね。

すいません。これ、あの注水を優先的にもう考えないといけないと思いますので、あの、Ｄ／

ポンプ。これ、いま、確実にその、いま、これ、この間にも回っていてですね。あの、圧が

高いから入れられないというふうになってますけれども、あの、実際問題は回ってて、ライン

ナップもできていて、圧力さえ下げれば、注水できるんですか、これは？それ再確認して、も

しできるんであれば、急速減圧して、あの、注水すべきだと思います。もし、これができるん
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であれば、できないんだったらやらないほうがいいですけど。

Ｄ／Ｄ ポンプ単体でいくと、ええと、いま、回っています。回って循環運転しています。ただ

し、吐出圧は０．６Ｍｐａなんで、実際には、配管の圧損もあるでしょうから、０．５

６Ｍｐａの炉圧にならないと、注水できないようになると思います。

ドライウェルベントやると、ＳＲ弁で吹かせると、どれ位下がる見込みなの。

ちょっと待ってください。

例えば、０．３

いの。そこが分からないんだけどさ。

いいか、これの５時がいま最新版だろ。

はい。 

これを首相官邸にファックスしてほしい。

了解。 

ファックスの番号決まったら連絡するから。

ＳＬＣ はどうなっているんだ。ＳＬＣは、ＳＬＣ

さっき 11 時と言っていたのは違う？

ええ、保安班より連絡いたします。正門で準備しております中性子モニターで、５時３０分か

ら０．００２、５

されております。

ファックスの番号、誰にっていってましたっけ？

ええと、解析っていうか、いま、技術班のほうで、先ほどのＡＤＳで炉圧を急速減圧してどの

位までいくかっていうのをやってもらってますけれども、運転員のシミュレーターでやってい

る感覚からすると、０．５Ｍｐａ以下くらいまでもっていけるかと。それは、今のＤ／Ｄ

プの吐出圧からすると、トントン位にいくかなあという位なんで、ちょっとリスクが大きいと

思います。なので、ＳＬＣ

そう優先になると、どれ位になるの。

えっと、どれ位ですか。ＳＬＣ

それをいま８時めどでやってます。

え！ 

８時目指してやってます。

８時だともうかなり遅いよ。

それからベントのほうもラインナップは組んでおかないといけないので。

ベントはそれより早いです。
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６Ｍｐａの炉圧にならないと、注水できないようになると思います。
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位までいくかっていうのをやってもらってますけれども、運転員のシミュレーターでやってい

る感覚からすると、０．５Ｍｐａ以下くらいまでもっていけるかと。それは、今のＤ／Ｄ

プの吐出圧からすると、トントン位にいくかなあという位なんで、ちょっとリスクが大きいと

思います。なので、ＳＬＣ ポンプとＭＵＷを生かすのを優先して考えて。

そう優先になると、どれ位になるの。

えっと、どれ位ですか。ＳＬＣ

それをいま８時めどでやってます。

８時目指してやってます。 

８時だともうかなり遅いよ。 

それからベントのほうもラインナップは組んでおかないといけないので。

ベントはそれより早いです。 

 （３号機で冷却停止、ベント
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であれば、できないんだったらやらないほうがいいですけど。

ポンプ単体でいくと、ええと、いま、回っています。回って循環運転しています。ただ

し、吐出圧は０．６Ｍｐａなんで、実際には、配管の圧損もあるでしょうから、０．５

６Ｍｐａの炉圧にならないと、注水できないようになると思います。

ドライウェルベントやると、ＳＲ弁で吹かせると、どれ位下がる見込みなの。

 

にならないでしょ。どれ位、大体１Ｍｐａとかそんなもんじゃな

いの。そこが分からないんだけどさ。 

いいか、これの５時がいま最新版だろ。 

これを首相官邸にファックスしてほしい。 

ファックスの番号決まったら連絡するから。

はどうなっているんだ。ＳＬＣは、ＳＬＣ

時と言っていたのは違う？ 

ええ、保安班より連絡いたします。正門で準備しております中性子モニターで、５時３０分か

分で０．００２、５

ファックスの番号、誰にっていってましたっけ？
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プの吐出圧からすると、トントン位にいくかなあという位なんで、ちょっとリスクが大きいと

ポンプとＭＵＷを生かすのを優先して考えて。
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だろ。だから、まずはさ。まずはさ。最優先はさ、水突っ込むんだから、早くさ、ベントして

消火ポンプを生かして突っ込むと。並行してＳＬＣ

キャップをどんどんしていくという、圧力下がったっていいからさ。それどんどん入れていく

と、そういう手順じゃないの。ＳＬＣが遅すぎるもん、だって。ＳＬＣがもっと早ければさ、

ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

得ないでしょ。

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ

けすぐ、いま生かしますから。

ＡＤＳ じゃなくていいんだけど。

え、いま、ＡＤＳ

ないといけないですから。

そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ

はどれ位でいけそうなんだ、今。

いま、消火ポンプですけども、ええと、２Ｆからまだ来てないんですけど、５、６号にあった

のがいまこっちに来てますので、いま、向かうところです。

それだったらさ、でも、Ｄ／Ｄ

同じ位です。 

だろ。 

はい？ 

それだったらＤ／Ｄ

はい。 

２台ないと意味ねぇんだよ。

はい。 

２台で昇圧しないと意味がないんだよ。

２台で昇圧しても、１台の昇圧で３メガ位までしかいかないと思うんで、１．４が今の設定ら

しいんですよ。それで、配管がもつかどうか、消火ポンプが、消火栓がもつかどうかも、ちょ

っと３メガは厳しいと思います。

じゃあ、まだＤ／Ｄ

Ｄ／Ｄ で０．５Ｍｐａ

ああ。そうか。１５キロってことね。

はい。 

ああ。１５キロあったら大丈夫だろ。１５キロあれば、減圧して。
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だろ。だから、まずはさ。まずはさ。最優先はさ、水突っ込むんだから、早くさ、ベントして

消火ポンプを生かして突っ込むと。並行してＳＬＣ

キャップをどんどんしていくという、圧力下がったっていいからさ。それどんどん入れていく

と、そういう手順じゃないの。ＳＬＣが遅すぎるもん、だって。ＳＬＣがもっと早ければさ、

ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

得ないでしょ。 

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ

けすぐ、いま生かしますから。

じゃなくていいんだけど。

え、いま、ＡＤＳ だけくるっと回せばすぐ開くわけではなくて、そこから電磁弁を開けてやん

ないといけないですから。 

そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ

はどれ位でいけそうなんだ、今。

いま、消火ポンプですけども、ええと、２Ｆからまだ来てないんですけど、５、６号にあった

のがいまこっちに来てますので、いま、向かうところです。

それだったらさ、でも、Ｄ／Ｄ

 

それだったらＤ／Ｄ ポンプでやるのと同じなんだよ。

２台ないと意味ねぇんだよ。 

２台で昇圧しないと意味がないんだよ。

２台で昇圧しても、１台の昇圧で３メガ位までしかいかないと思うんで、１．４が今の設定ら

しいんですよ。それで、配管がもつかどうか、消火ポンプが、消火栓がもつかどうかも、ちょ

っと３メガは厳しいと思います。

じゃあ、まだＤ／Ｄ のほうが高いっちゅうことじゃん。

で０．５Ｍｐａ で、消火ポンプで１．５Ｍｐａがマックスです。

ああ。そうか。１５キロってことね。

ああ。１５キロあったら大丈夫だろ。１５キロあれば、減圧して。

 （３号機で冷却停止、ベント
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キャップをどんどんしていくという、圧力下がったっていいからさ。それどんどん入れていく

と、そういう手順じゃないの。ＳＬＣが遅すぎるもん、だって。ＳＬＣがもっと早ければさ、

ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ

けすぐ、いま生かしますから。 

じゃなくていいんだけど。 

だけくるっと回せばすぐ開くわけではなくて、そこから電磁弁を開けてやん

 

そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ

はどれ位でいけそうなんだ、今。 

いま、消火ポンプですけども、ええと、２Ｆからまだ来てないんですけど、５、６号にあった

のがいまこっちに来てますので、いま、向かうところです。

それだったらさ、でも、Ｄ／Ｄ ポンプと同じ位の吐出圧しかねぇだろ。

ポンプでやるのと同じなんだよ。
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ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ
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ポンプと同じ位の吐出圧しかねぇだろ。

ポンプでやるのと同じなんだよ。 
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のほうが高いっちゅうことじゃん。 
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そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ
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ポンプと同じ位の吐出圧しかねぇだろ。 

２台で昇圧しても、１台の昇圧で３メガ位までしかいかないと思うんで、１．４が今の設定ら

しいんですよ。それで、配管がもつかどうか、消火ポンプが、消火栓がもつかどうかも、ちょ
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と、そういう手順じゃないの。ＳＬＣが遅すぎるもん、だって。ＳＬＣがもっと早ければさ、

ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ

だけくるっと回せばすぐ開くわけではなくて、そこから電磁弁を開けてやん

そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ

いま、消火ポンプですけども、ええと、２Ｆからまだ来てないんですけど、５、６号にあった

 

２台で昇圧しても、１台の昇圧で３メガ位までしかいかないと思うんで、１．４が今の設定ら

しいんですよ。それで、配管がもつかどうか、消火ポンプが、消火栓がもつかどうかも、ちょ

 

 

だろ。だから、まずはさ。まずはさ。最優先はさ、水突っ込むんだから、早くさ、ベントして

を生かして、それ、なんだ、そうそうメイ

キャップをどんどんしていくという、圧力下がったっていいからさ。それどんどん入れていく

と、そういう手順じゃないの。ＳＬＣが遅すぎるもん、だって。ＳＬＣがもっと早ければさ、

ＳＬＣの単独、あってもいいけど。これは、ちょっとやっぱり減圧冷却、チャレンジせざるを

分かりました。ＡＤＳを機能させるためにまた電源が必要で、電磁弁が必要ですから。そこだ

だけくるっと回せばすぐ開くわけではなくて、そこから電磁弁を開けてやん

そこは任したけどさ。任したけど、要するに時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があ

んだったらさ、ＳＬＣ期待してもいいけど、時間がもうだって６時でこんな状況なんだから、

なんでもかんでも水突っ込むと。そんときに消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプ

いま、消火ポンプですけども、ええと、２Ｆからまだ来てないんですけど、５、６号にあった

２台で昇圧しても、１台の昇圧で３メガ位までしかいかないと思うんで、１．４が今の設定ら

しいんですよ。それで、配管がもつかどうか、消火ポンプが、消火栓がもつかどうかも、ちょ
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本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

復旧班

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

官庁連絡班

復旧班

復旧班

官庁連絡班

復旧班

本店 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

復旧班  

  

  

  

復旧班  

官庁連絡班  

復旧班  

復旧班  

官庁連絡班  

復旧班  

  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

発電班  

官庁連絡班  

テレビ会議 2011 年

 

Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ

けども、ディーゼル駆動は使えますけど。

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣ

ＲＣIＣ だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

要は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

です。 

なんか入れる物はないか、低圧系。

●●さん。２Ｆの消防車来たからスタンバイお願いします。

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ

１．５Ｍｐａなんで、２Ｆからのも向かってもらいます。

SLC を注入して、低圧にしてそれから低圧系で。

うん。 

このシナリオ、紙に書いて送ってあげて。

情報班の誰かいる、えっと官庁班、官庁対応班。

何かもの書かせるんだろ、じゃあ復旧班の方がいいんじゃない？

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。

復旧班だれもいないから使えるやつでいいや。

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。

すいません。もう一回お願いします。

あの、ろ過水タンクの水って使えないんだつけ？

それは注入するときにってことですか。

そうです。 

それは、ええと、あの、Ｄ／Ｄ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。

うん。じやあそれも考えてる？

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

いま、優先して考えてますけれども。並行してろ過水も考えておきます。

あっ、並行。ＯＫ。ありがとう。
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Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ

けども、ディーゼル駆動は使えますけど。

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣ

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

なんか入れる物はないか、低圧系。

●●さん。２Ｆの消防車来たからスタンバイお願いします。

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ

１．５Ｍｐａなんで、２Ｆからのも向かってもらいます。

を注入して、低圧にしてそれから低圧系で。

このシナリオ、紙に書いて送ってあげて。

情報班の誰かいる、えっと官庁班、官庁対応班。

何かもの書かせるんだろ、じゃあ復旧班の方がいいんじゃない？

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。

復旧班だれもいないから使えるやつでいいや。

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。

すいません。もう一回お願いします。

あの、ろ過水タンクの水って使えないんだつけ？

それは注入するときにってことですか。

それは、ええと、あの、Ｄ／Ｄ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。

うん。じやあそれも考えてる？

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

いま、優先して考えてますけれども。並行してろ過水も考えておきます。

あっ、並行。ＯＫ。ありがとう。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ

けども、ディーゼル駆動は使えますけど。 

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣ

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

なんか入れる物はないか、低圧系。 

●●さん。２Ｆの消防車来たからスタンバイお願いします。

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ

１．５Ｍｐａなんで、２Ｆからのも向かってもらいます。

を注入して、低圧にしてそれから低圧系で。

このシナリオ、紙に書いて送ってあげて。 

情報班の誰かいる、えっと官庁班、官庁対応班。

何かもの書かせるんだろ、じゃあ復旧班の方がいいんじゃない？

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。

復旧班だれもいないから使えるやつでいいや。

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。

すいません。もう一回お願いします。 

あの、ろ過水タンクの水って使えないんだつけ？

それは注入するときにってことですか。 

それは、ええと、あの、Ｄ／Ｄ タンク、ああ、Ｄ／ＤＦＰ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。

うん。じやあそれも考えてる？ 

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

いま、優先して考えてますけれども。並行してろ過水も考えておきます。

あっ、並行。ＯＫ。ありがとう。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ

 

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣ

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

●●さん。２Ｆの消防車来たからスタンバイお願いします。

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ

１．５Ｍｐａなんで、２Ｆからのも向かってもらいます。 

を注入して、低圧にしてそれから低圧系で。 

 

情報班の誰かいる、えっと官庁班、官庁対応班。 

何かもの書かせるんだろ、じゃあ復旧班の方がいいんじゃない？

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。

復旧班だれもいないから使えるやつでいいや。 

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。

あの、ろ過水タンクの水って使えないんだつけ？ 

タンク、ああ、Ｄ／ＤＦＰ 

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

いま、優先して考えてますけれども。並行してろ過水も考えておきます。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣ

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

●●さん。２Ｆの消防車来たからスタンバイお願いします。 

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ

 

何かもの書かせるんだろ、じゃあ復旧班の方がいいんじゃない？ 

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。

タンク、ああ、Ｄ／ＤＦＰ で、ＦＰの水源として使うんだっ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

いま、優先して考えてますけれども。並行してろ過水も考えておきます。 

 

Ｍ／Ｄの消火ポンプはいま、まだ電源入ってないですから、使えないです。Ｄ／Ｄ は使えます

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

で、主張はですね、そういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かして、ＨＰＣIだとか

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

えっと、いま確認したところ、うちに、５、６号にあったのは１Ｍｐａで、２Ｆ から来たのが

いまから●●これからの作業のシナリオを。誰もいねぇから。電源を生かして。 

あっ、１Ｆさん。あの、水って、ろ過水タンクの水とか使えないんだよね。 

で、ＦＰの水源として使うんだっ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

であれば、そこは移送が必要で、また別なラインナップが必要になります。 

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、

 

 

は使えます

すいません。本店●●ですけど。割り込んでよろしいでしょうか。えっと国からの指示という

ような言い方で、いま、国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Ｊヴィレッジ

に川崎火力とか他から運んできたバッテリーがあるんではないかと。これ、あるんでしたっけ？

だとか

だとか、要は高圧系を生かして、高圧の状態で炉注ができるものを最優先で復旧でき

るように、そちらのほうもバラで動くべきだというような意見なんですけど。考え方としては、

は炉が壊れてる状態であったとすれば、高圧系でできるだけ入れてって、ＡＤＳで外に吹か

していくというようなことを考えるのは、順番として違うんじゃないかという考えがあるよう

から来たのが

で、ＦＰの水源として使うんだっ

たら、今のラインナップで使えます。えっと、ＳＬＣに、ＳＬＣのタンクの中に入れて使うん

えっと、いま、まだ考えてませんけれども、ＳＬＣのポンプを起動できるようにすることを、
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東京電力
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保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  
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官庁連絡班  
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保安班  
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保安班  

吉田所長  

保安班  

  

テレビ会議 2011 年

 

ごめん、ごめん。ろ過水はね。ろ過水のラインナップはＤ／Ｄ

から、他の水源として使うにはそつから持ってくしかないんだ。いま、近場で言うと、そうい

うことでしょ。

うん。 

だから、いま、ＳＬＣ

並行してＳＬＣのタンクにＭＵＷＰを入れて、バックアップしようと思っているわけね。

うん、ＯＫ。 

ＳＬＣ側はね。

はい。 

ほんでもう１つは、だから減圧をして、減圧をしてそのなんだ、消火ポンプから海水を入れる

という、１号と同じような方法も併せて今考えていて、あの、えー消火ポンプは来てます。

ＯＫ。じゃ。 

ただ、この方法の問題はですね。減圧するための、ＳＲ

がもう、いま、確認したら切れてて、ここにバッテリーを供給しないと減圧できないって状態

になってんですよ。

了解。バッテリーはあるの。

ないんです。それがいま、手配してんですけど、それで。

バッテリーがないから、充電器のほうに電源を入れて、そっからＤＣを取ろうとしてます。

ＯＫ。了解。 

バッテリーだけど、広野のＪヴィレッジにないんだっけ。

あるかもしんないけど、かもかもの世界ですね。んで、容量も違うと思うし。

ある物を使ってくってことですね。

●●さん、モニター結果を定期的に報告してくれる？

了解しました。ええ、モニターの燃料が約４時間です。それで、ちょっと頻度を落としますけ

れども、固定局でやります。

了解。燃料はガソリンか。

はい。 

燃料はガソリン。

ガソリンです。ガソリン、いま、１ＯＬ

間引きしますから４時間です。

はい。いま、自衛隊含めもう一度お願いしました。
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すいません。保安院の防災課からちょっと問い合わせがあるんですが、先ほどドライウェルベ

ントの開始が８時半というふうに今のところ評価されてるというところだったんですけど、６

時２０分現在で、今４１０ｋＰａまで上がっているというふうな値があって、ちょっと上昇が

早まっているんではないかということも踏まえて、もう一度、再度時間を確認してほしいと

うふうな問い合わせがあるんですが、再評価というのはお願いできますでしょうか。

吉田さん、吉田さーん。

今のドライウェル圧力を今の上昇でもう一度見直して、ベントの時間、ＰＣＶベントの時間を

再評価、すぐします。

はい、お願いいたします。

本店、緊急です、緊急です。緊急割り込み。《ピー音》君、吉田所長、吉田所長、聞こえます

か。 

吉田さん、吉田所長。

はい、吉田です。

首相官邸から電話かかってるんで、電話転送しますんで。

はい、どこに？●●。

吉田さんのピッチに。

内部の△△△△お願いします。あっ、△△△の△△△△よ。△△△△。

吉田さん、繋がりましたか。

サイトさん、いま、本店ですけれども。いま保安院の緊対室からなんですけれども。ラプチャ

ーに。 

はい。 

いいですか。 

はいはい。どうぞ。

ラプチャーに頼るとベントするのが遅れて、かなり燃料損傷後のベントにどんどんなってしま

うので、今から、もうラプチャーを破いといて、バルブ開けるってことは今から対応可能です

か。 

えっと、すいません。いま、ＡＯ弁を開けるために鋭意努力してます。あと、３０分位だと思

います。 

早くベントしたって燃料壊れる量に変わりはないよ。

うん。じやあ、そう答えておきます。

技術班からです。現在のドライウェル圧力の推移から、最高使用圧力は７時５０分、限界圧力

は１３時３０分の予定です。非常に、あの、上昇速度が速い状況です。
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サイトさん、いま、本店ですけれども。いま保安院の緊対室からなんですけれども。ラプチャ

ラプチャーに頼るとベントするのが遅れて、かなり燃料損傷後のベントにどんどんなってしま

うので、今から、もうラプチャーを破いといて、バルブ開けるってことは今から対応可能です

えっと、すいません。いま、ＡＯ弁を開けるために鋭意努力してます。あと、３０分位だと思

技術班からです。現在のドライウェル圧力の推移から、最高使用圧力は７時５０分、限界圧力

は１３時３０分の予定です。非常に、あの、上昇速度が速い状況です。 

 

すいません。保安院の防災課からちょっと問い合わせがあるんですが、先ほどドライウェルベ

ントの開始が８時半というふうに今のところ評価されてるというところだったんですけど、６

時２０分現在で、今４１０ｋＰａまで上がっているというふうな値があって、ちょっと上昇が

早まっているんではないかということも踏まえて、もう一度、再度時間を確認してほしいと

うふうな問い合わせがあるんですが、再評価というのはお願いできますでしょうか。 

今のドライウェル圧力を今の上昇でもう一度見直して、ベントの時間、ＰＣＶベントの時間を

本店、緊急です、緊急です。緊急割り込み。《ピー音》君、吉田所長、吉田所長、聞こえます

サイトさん、いま、本店ですけれども。いま保安院の緊対室からなんですけれども。ラプチャ

ラプチャーに頼るとベントするのが遅れて、かなり燃料損傷後のベントにどんどんなってしま

うので、今から、もうラプチャーを破いといて、バルブ開けるってことは今から対応可能です

えっと、すいません。いま、ＡＯ弁を開けるために鋭意努力してます。あと、３０分位だと思

技術班からです。現在のドライウェル圧力の推移から、最高使用圧力は７時５０分、限界圧力

 

すいません。保安院の防災課からちょっと問い合わせがあるんですが、先ほどドライウェルベ

ントの開始が８時半というふうに今のところ評価されてるというところだったんですけど、６

時２０分現在で、今４１０ｋＰａまで上がっているというふうな値があって、ちょっと上昇が

早まっているんではないかということも踏まえて、もう一度、再度時間を確認してほしいと い

今のドライウェル圧力を今の上昇でもう一度見直して、ベントの時間、ＰＣＶベントの時間を

本店、緊急です、緊急です。緊急割り込み。《ピー音》君、吉田所長、吉田所長、聞こえます

サイトさん、いま、本店ですけれども。いま保安院の緊対室からなんですけれども。ラプチャ

ラプチャーに頼るとベントするのが遅れて、かなり燃料損傷後のベントにどんどんなってしま

うので、今から、もうラプチャーを破いといて、バルブ開けるってことは今から対応可能です

えっと、すいません。いま、ＡＯ弁を開けるために鋭意努力してます。あと、３０分位だと思

技術班からです。現在のドライウェル圧力の推移から、最高使用圧力は７時５０分、限界圧力
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06:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:49 

 

 

 

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

東京電力

 

場所 発言者

本店 

官庁連絡班

１Ｆ 

本店 

技術班

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ 武藤副社長

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

官庁連絡班  

  

  

技術班  

  

  

  

  

ＯＳＣ  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

武藤副社長  

吉田所長  

武藤副社長  

吉田所長  

ＯＳＣ  

吉田所長  

  

  

武藤副社長  

テレビ会議 2011 年

 

すいません。もう一度確認させていただきますと、１

７時５０分に変更ということでよろしいですか。

水が入ってねえってことだな。

７時５０分に変更でＯＫ

で、もう一度確認ですけど、ＰＣＶ

うことでよろしいですか。

そのとおりです。結構です。

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

聞こえないな。

３０分位ということで結構です。

了解。 

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

水がねぇんだから。

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

注水は遅れますけど、それで順次行きます。

本店のね、はい。

吉田さんね。 

はい。 

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

原子炉水位などプラントデータを報告をするということになります。

はい。 

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

よろしくお願いします。

はい。じゃあ、保安検査官対応。

準備しておきます。

お願いします。

それから、本店《ピー音》さん、聞こえる？●●。
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すいません。もう一度確認させていただきますと、１

７時５０分に変更ということでよろしいですか。

水が入ってねえってことだな。

７時５０分に変更でＯＫ です。ＰＣＶ

で、もう一度確認ですけど、ＰＣＶ

うことでよろしいですか。 

そのとおりです。結構です。 

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

聞こえないな。 

３０分位ということで結構です。

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

水がねぇんだから。 

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

注水は遅れますけど、それで順次行きます。

本店のね、はい。 

 

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

原子炉水位などプラントデータを報告をするということになります。

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

よろしくお願いします。 

はい。じゃあ、保安検査官対応。

準備しておきます。 

お願いします。 

それから、本店《ピー音》さん、聞こえる？●●。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

すいません。もう一度確認させていただきますと、１

７時５０分に変更ということでよろしいですか。

水が入ってねえってことだな。 

です。ＰＣＶ の最高使用圧力の到達。

で、もう一度確認ですけど、ＰＣＶ の最高使用圧が７時５０分。で、限界が１３時３０分とい

 

 

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

３０分位ということで結構です。 

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

注水は遅れますけど、それで順次行きます。

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

原子炉水位などプラントデータを報告をするということになります。

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

はい。じゃあ、保安検査官対応。 

それから、本店《ピー音》さん、聞こえる？●●。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

すいません。もう一度確認させていただきますと、１F３の最高使用圧が、到達が、８時半から

７時５０分に変更ということでよろしいですか。 

の最高使用圧力の到達。

の最高使用圧が７時５０分。で、限界が１３時３０分とい

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

注水は遅れますけど、それで順次行きます。 

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

原子炉水位などプラントデータを報告をするということになります。

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

それから、本店《ピー音》さん、聞こえる？●●。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

３の最高使用圧が、到達が、８時半から

の最高使用圧力の到達。 

の最高使用圧が７時５０分。で、限界が１３時３０分とい

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

原子炉水位などプラントデータを報告をするということになります。 

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

 

３の最高使用圧が、到達が、８時半から

の最高使用圧が７時５０分。で、限界が１３時３０分とい

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

いよ。外から見ていて思うんだけども。昨日は日曜日で手一杯だったけど。 

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、

 

３の最高使用圧が、到達が、８時半から

の最高使用圧が７時５０分。で、限界が１３時３０分とい

で、今は、ベントの操作のバルブはあと３０分位かかるということでよろしいですかね。 

準備が遅いですよね。昨日から準備しておかないと。何でＳＬＣが今頃動いてないの。おかし

ええとね。官邸から、あの、ちょっと海水を使うっていう判断をすんの、早すぎるんじゃない

か、というコメントが来ました。で、海水使うということは、もう廃炉にするというようなこ

とに繋がるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり、真水を使うことを考えてくれと。 

じゃあ、ちょっとその指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということですと、

ええ一、保安院の保安検査官が、そちらに４名常駐をしますと。１２時間交替で１時間ごとに

いま、話してるこのシステムを使って報告をさせていただきますという話がありましたんで、
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１Ｆ 

東京電力
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復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

保安班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

本店 

保安班

１Ｆ 

保安班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

復旧班  

武藤副社長  

復旧班  

保安班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

保安班  

復旧班  

復旧班  

復旧班  

復旧班  

  

保安班  

  

保安班  

テレビ会議 2011 年

 

●●さん、いま電話中ですが、どうぞ。

えっと、このオフサイトセンターを引っ越すって話が昨日あって、色々案を考えていただいた

んですけれども、保安院から先ほど話があって、当面ここで仕事をすることにします、という

ことですので、引っ越しの検討についてはしばらくホールドしておいてください。ここを退避

しなきやいけなくなった時には、また、その考えていただいたものを使うということになると

思いますが、しばらくホールドでお願いします。

了解しました。

保安班より連絡いたします。現場で雰囲気線量が若干上昇しております。そのために、現場の

作業員の１００ミリ管理もかなり難しくなってるとこにありますが、残線量管理を十分される

ようにお願いします。また、協力企業さんにおいては１ミリというのもありますけども、協力

企業さんとしっかりした契約ができれば、事故復旧のための１００ミリ管理ができるというこ

とですので、ここのところを共有したいと思います。企業さんとは契約をしっかりしなくちゃ

いけないというところです。

で、それはどうすればいいの？契約をいま結ぶということなの？

そうです。ですから、口頭で結ぶのかどうかは別としても、相手方の確認をとるということで

す。 

はい、じゃあ、あの、結果してなるんじゃなくて、契約をきちっとしてからってことね。はい。

それ各グループ頼みます。

保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。モニタリングポストの最近の情報を

共有いたします。モニタリングポスト８番付近、６時現在、５．６マイクロＳｖ／ｈ。まだ変

化を大きく確認できておりません。正門付近、５時５０分で、３．１９、３．１９マイクロＳ

ｖ／ｈ。まだ大きく変化は確認されておりません。モニタリングポスト４番、６時現在、３６．

７マイクロＳｖ／ｈ。これについてもまだ大きく変化は確認されておりません。希ガス、ヨウ

素ですが、正門の所で上昇気味です。９．３×１０－４ベクレル／ｃｍ３と。検出限界値であ

ったものが検出されるようになっております。あと１点、中性子のほうですが、０．００２マ

イクロＳｖ／ｈ

出たり出なかったりしてるのは事実です。以上です。

業務のため、個人の車を使うので、事務本館に１名鍵取りにまいります。お願いします。

復旧班から。高線量下での企業さんとの契約については●●が対応しますんで、資材さん－緒

にお願いいたします。

日立さん、日立プラントさん。まずお願いします。

それは●●がやる。

すいません。本店です。ＮＩＳＡからの確認で、ＳＬＣ

ル引きのほうは、いまどこまで進んだか。あと、どれ位でできるかっていうのはどうでしょう。

それから、２Ｆの緊対室にいる人、どなたかえっと。

保安班より情報を提供します。保安班より情報を提供いたします。現在、残線量管理をしてお

りますが、ここにいるメンバーにつきましては、１００

ております。応援部隊の計画をお願いいたします。ええ、作業線量の残線量管理をすると。

全員じゃないですよ。

全員ではありませんけど、一部の人において、１００ミリに到達する人が出始めます。このま

までいきますと、かなり１００ミリ到達者になりますんで、作業員確保のためにも応援を計画
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●●さん、いま電話中ですが、どうぞ。

えっと、このオフサイトセンターを引っ越すって話が昨日あって、色々案を考えていただいた

んですけれども、保安院から先ほど話があって、当面ここで仕事をすることにします、という

ことですので、引っ越しの検討についてはしばらくホールドしておいてください。ここを退避

しなきやいけなくなった時には、また、その考えていただいたものを使うということになると

思いますが、しばらくホールドでお願いします。

了解しました。 

保安班より連絡いたします。現場で雰囲気線量が若干上昇しております。そのために、現場の

作業員の１００ミリ管理もかなり難しくなってるとこにありますが、残線量管理を十分される

ようにお願いします。また、協力企業さんにおいては１ミリというのもありますけども、協力

企業さんとしっかりした契約ができれば、事故復旧のための１００ミリ管理ができるというこ

とですので、ここのところを共有したいと思います。企業さんとは契約をしっかりしなくちゃ

いけないというところです。 

で、それはどうすればいいの？契約をいま結ぶということなの？

そうです。ですから、口頭で結ぶのかどうかは別としても、相手方の確認をとるということで

はい、じゃあ、あの、結果してなるんじゃなくて、契約をきちっとしてからってことね。はい。

それ各グループ頼みます。 

保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。モニタリングポストの最近の情報を

共有いたします。モニタリングポスト８番付近、６時現在、５．６マイクロＳｖ／ｈ。まだ変

化を大きく確認できておりません。正門付近、５時５０分で、３．１９、３．１９マイクロＳ

ｖ／ｈ。まだ大きく変化は確認されておりません。モニタリングポスト４番、６時現在、３６．

７マイクロＳｖ／ｈ。これについてもまだ大きく変化は確認されておりません。希ガス、ヨウ

素ですが、正門の所で上昇気味です。９．３×１０－４ベクレル／ｃｍ３と。検出限界値であ

のが検出されるようになっております。あと１点、中性子のほうですが、０．００２マ

イクロＳｖ／ｈ となっております。中性子については風向きでだいぶ変化があるようですが、

出たり出なかったりしてるのは事実です。以上です。

業務のため、個人の車を使うので、事務本館に１名鍵取りにまいります。お願いします。

復旧班から。高線量下での企業さんとの契約については●●が対応しますんで、資材さん－緒

にお願いいたします。 

日立さん、日立プラントさん。まずお願いします。

それは●●がやる。 

すいません。本店です。ＮＩＳＡからの確認で、ＳＬＣ

ル引きのほうは、いまどこまで進んだか。あと、どれ位でできるかっていうのはどうでしょう。

それから、２Ｆの緊対室にいる人、どなたかえっと。

保安班より情報を提供します。保安班より情報を提供いたします。現在、残線量管理をしてお

りますが、ここにいるメンバーにつきましては、１００

ております。応援部隊の計画をお願いいたします。ええ、作業線量の残線量管理をすると。

全員じゃないですよ。 

全員ではありませんけど、一部の人において、１００ミリに到達する人が出始めます。このま

までいきますと、かなり１００ミリ到達者になりますんで、作業員確保のためにも応援を計画
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とですので、ここのところを共有したいと思います。企業さんとは契約をしっかりしなくちゃ

で、それはどうすればいいの？契約をいま結ぶということなの？
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化を大きく確認できておりません。正門付近、５時５０分で、３．１９、３．１９マイクロＳ

ｖ／ｈ。まだ大きく変化は確認されておりません。モニタリングポスト４番、６時現在、３６．

７マイクロＳｖ／ｈ。これについてもまだ大きく変化は確認されておりません。希ガス、ヨウ

素ですが、正門の所で上昇気味です。９．３×１０－４ベクレル／ｃｍ３と。検出限界値であ

のが検出されるようになっております。あと１点、中性子のほうですが、０．００２マ

となっております。中性子については風向きでだいぶ変化があるようですが、

出たり出なかったりしてるのは事実です。以上です。 

業務のため、個人の車を使うので、事務本館に１名鍵取りにまいります。お願いします。
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ル引きのほうは、いまどこまで進んだか。あと、どれ位でできるかっていうのはどうでしょう。

それから、２Ｆの緊対室にいる人、どなたかえっと。 

保安班より情報を提供します。保安班より情報を提供いたします。現在、残線量管理をしてお

りますが、ここにいるメンバーにつきましては、１００ ミリに到達するのがあとわずかになっ

ております。応援部隊の計画をお願いいたします。ええ、作業線量の残線量管理をすると。

全員ではありませんけど、一部の人において、１００ミリに到達する人が出始めます。このま

までいきますと、かなり１００ミリ到達者になりますんで、作業員確保のためにも応援を計画
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企業さんとしっかりした契約ができれば、事故復旧のための１００ミリ管理ができるというこ
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をお願いします。

了解。了解。 

すいません。何度も恐縮です。ＳＬＣの準備の状況で電源の引き込みがどうなっているかつて

いうのが、来てるんですけど、これは分かりますか。

復旧班の●●です。

はい。 

その、使用しようとしていたケーブルなんですが、１、２号機の所に置いといて、１号機の昨

日の爆風でケーブルがやられているということが分かりまして、いま、その、代わりのケーブ

ルを探しています。

そうですか、分かりました。これ、ちょっと時間がかかりそうだってことですね。

自衛隊の方の線量を紹介いたしますと、今日作業してしまいますと、１００を超えてしまいま

す。今日の作業はかなり自衛隊さんにお願いするのは難しいかと思われます。情報です。情報

です。昨日から今日にかけて自衛隊の方が現場で作業すると、１００を超える可能性がかなり

高くなっております。昨日から協力をいただいている自衛隊さんについては、今日の作業はか

なり難しいかと思われます。新しい方は別ですけども。情報です。情報です。

すいません。２Ｆの緊対にいる人。本店の《ピー音》まで。△△の△△△△まで電話ください。

ええっと、３号の状況でございます。いま、プラントのほうはちょちょ、６時５０分現在で、

炉水位が燃料域で－２８５０なので圧力補正して大体－２ｍ位だと思います。炉圧は７．３５。

ドライウェル圧力は４４０ｋＰａ、ａｂｓとなっています。それで、いま、ＳＬＣの注水ライ

ンとＳＲ弁で減圧するための電源の復旧をしておりますけれども、ちょっとこちらのほうが、

復旧班側、時間がかかっておりますので、ＦＰを使ったア

ェルスプレイラインというのが現場で操作を、そちらのほうの弁の操作を現場でやっておこう

というふうに思ってます。ＡＭ

と。 

はい。これは、もうＡＭ

はい。 

１F さん。 

はい。 

本店●●ですが。いま、保安院のほうから連絡がありまして、あの最悪の事態を想定して準備

をしてほしいということで、あの、消火系、消防ポンプのほうも並行して準備を進めて、あの、

ホースのラインナップですとか、そういったところがすぐ入れられるように、準備を進めてほ

しいということと、そのラインナップがいつ位にできるのかを教えてほしいということで連絡

ありましたので、お願いいたします。

今の件に関係して、保安院から。

申し訳ない。全然聞こえないんだけど。

もしもし。 

本店さん。今の話ちょっとまったく聞こえない。こっちが騒がしすぎて、全然聞こえない。

えっと、保安院からバックアップしてこういう手順を進めるという話が来ているので、向こう

から来たメモをいまファクシミリで入れてます。それをちょっとご覧ください。海水注水を考
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えた低圧系の注水準備を進めるべしということで、ＳＲ

だろうという内容です。

はい。了解。 

だからいま、各々の注水手段のステップがどこまできてるかというのが分かるようにしてくれ

ってことでしょ。

そういうことです。

そういうことでしょ。ちょっといま整理しますけども、いくつか、あの、今ほど、あの、消火

ポンプのほうですけれども、海水を使うかと思ったんだけども、ろ過水という話が出てきたん

で、ちょっとろ過水に切り替えるような検討をいま、してるところです。ポンプそのものはこ

っちに来てますので、あとはラインナップをいま、至急検討してるというところです。ただし、

圧力を下げないといけないんで、その、ベッセルの圧力を下げる方法について、並行して検討

していると、こういうところです。あ

るんですが、一部、ケーブルでですね、実際に使えない部分が、絶縁がちょっと悪いのか、こ

の前の爆風のときに若干、その変形したのか、そういうのがあったんで、そこをいま、大至急

手配をしているというところです。

すいません。オフサイトセンターの●●です。すいません。先ほど自衛隊の方の作業の被曝量

が１００を超えるって話いただいたんですけど、ちょっとしゃべった方ですねぇ。オフサイト

センターの●●までお電話いただけますでしょうか。よろしくお願いします。番号は△△△の

△△△△。お願い

急遮、上限を上げないとだめだちゅうんで、なんか契約の話になっていて。ちょっと滞ってい

ます。事前に諮っておいてくれ。え？何が？

はい。えっと、発電班、発電班。あの３号機のドライウェル減圧はいつ頃からスタートできそ

うですか。 

ちょっと確認いたします。

今のＦＰによるドライウェル減圧ですが、いま、中操から現場に向かってます。バルブの操作

が２個ある、まあ、そのあととめるのにもうプラス２個ありますけども、１０分位でドライウ

ェル減圧に、はいれると思います。

了解。 

吉田さん、吉田所長。官邸から電話が入ってるんですけど、転送します。

はい。どうぞ。

すいません、あの、３号でホウ酸の粉末を運びたいので、業務車１台どうにかなりませんか。

ごめんなさい。ありました。いいです。

すいません、あの、自分の車で来ている方で車のバッテリーを使いたいと思います。ちょっと

人数が２名ばかり不足していますんで、車の鍵を持って来れる、ＯＫ

たそうなんで、ありがとうございます。

すいません。今ほど●●さんのほうからお願いした車のバッテリーを貸してくださいというお

願いは、やはり、２号の電源を確保するために欲しいと思いますので、復旧班だけだと数が足

りないので、各班、バッテリーを、マイカーのバッテリーを貸していただける方は復旧班のほ

うに集まっていただけますか。

１０台、１０台

とりあえず１０台必要です。
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今のＦＰによるドライウェル減圧ですが、いま、中操から現場に向かってます。バルブの操作

が２個ある、まあ、そのあととめるのにもうプラス２個ありますけども、１０分位でドライウ

すいません、あの、３号でホウ酸の粉末を運びたいので、業務車１台どうにかなりませんか。

すいません、あの、自分の車で来ている方で車のバッテリーを使いたいと思います。ちょっと

？すいません。人数揃っ

すいません。今ほど●●さんのほうからお願いした車のバッテリーを貸してくださいというお

願いは、やはり、２号の電源を確保するために欲しいと思いますので、復旧班だけだと数が足

りないので、各班、バッテリーを、マイカーのバッテリーを貸していただける方は復旧班のほ
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２Ｆ の緊対にいる方、本店の●●まで電話ください。△△の△△△△です。２Ｆ

しいですか。 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの件はなくなりました。オフサイトセンターの武藤さんから先ほど連絡がありまし

て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

指示って形で来ていて、１

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

いうバッテリーで、持っていって、移動して、それで１

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

んど命令に近い話が来てるんですよ。

てのはほとんど不可能だと思うので、広野のＪヴィレッジから物を運んで１

持ってってあげるっていうのを２Ｆのほうでサポートしてあげることはできないでしょうかと

いう電話なんですけども。はい、はい。ええお願いします。また返事待ってます。いま、２Ｆ

の●●さんに。●●さんと《ピー音》。もしもし●●でございます。●●さんですか。いま、

２Ｆの●●さんに……

はい。保安班から情報共有させてください。えっと、１

射能の拡散挙動です。前提条件は、前回と同様、重大事故として希ガスについては２％、ヨウ

素は１％ の放出があるという評価をしてます。それで、気象データについては６時３０分現在

の福島第二のスタックの実気象を使ってます。これで評価をしますと、現在、南南西の風なの

で海側に拡散していきます。で、陸側の最大ポイントは１．０５ｋｍ

側が北北東で３．２６ｋｍ

ろに１６ｍＳｖのピークが来ます。同じようにヨウ素も計算してみると、

ですけども、線量が陸側で７３ｍＳｖ。海側で９３ｍＳｖということで、最大ポイントそれぞ

れ陸側ここ、海がここになります。で、線量は足し算しますので、こちらが、陸側の最大が８

６。海側の最大が１０９というのが評価結果になります。いずれも退避しているエリアになり

ますので、特段プラスアルファの措置はいらないかと思います。以上です。

情報班、情報班と総務班。本店本部。情報班と総務班。本部席に来てください。本店本部。情

報班１人。総務班１人。総務班いない？

高橋フェロー 

保安班より情報を発信いたします。保護衣、保護具関係に対して、数が少なくなってきました。

最悪の場合は、個人のヘルメットと個人の靴を外用に使わせていただきます。帰ってきたとき

にサーベイをいたしますが、そのときにはじかれたのは、外専用にいたしますので、協力をお

願いします。ヘルメットと靴について、皆さんの個人持ちの物を使わさせていただきたいと思

います。ですからいま、Ｂ靴とＢ

す。 

とりあえず、ここにあるだけの、お持ちの方、お持ちの方、これ以上増えることはないと思い

ますけども、お持ちの方。

あと４台。すいません。２号用のＳＲ弁用のバッテリー、あと４

イカーのバッテリーお貸しいただければ。ただ、ただ、基本的には自分ではずして、自分でそ

こまで、自分の車がどこにあるか。はい。

あれ、●●君さ、バッテリーはまあ、あの、自衛隊とかそういったとこから持ってこれないの

かい？      

えっと、いまね。ええと、Ｊ

頼んでる。 

あと、Ｂ 靴がなくなるとか、そういうのは２Ｆのやつを持っていくように、まず、とりあえず、

やったらどうか、１

はい。●●です。

年 3月 13 日 
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の緊対にいる方、本店の●●まで電話ください。△△の△△△△です。２Ｆ

 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの件はなくなりました。オフサイトセンターの武藤さんから先ほど連絡がありまし

て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

指示って形で来ていて、１F に対してなんだけども、Ｊヴィレッジにある、例えば川崎火力か

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

いうバッテリーで、持っていって、移動して、それで１

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

んど命令に近い話が来てるんですよ。

てのはほとんど不可能だと思うので、広野のＪヴィレッジから物を運んで１

持ってってあげるっていうのを２Ｆのほうでサポートしてあげることはできないでしょうかと

いう電話なんですけども。はい、はい。ええお願いします。また返事待ってます。いま、２Ｆ

の●●さんに。●●さんと《ピー音》。もしもし●●でございます。●●さんですか。いま、

２Ｆの●●さんに…… 

はい。保安班から情報共有させてください。えっと、１

射能の拡散挙動です。前提条件は、前回と同様、重大事故として希ガスについては２％、ヨウ

の放出があるという評価をしてます。それで、気象データについては６時３０分現在

の福島第二のスタックの実気象を使ってます。これで評価をしますと、現在、南南西の風なの

で海側に拡散していきます。で、陸側の最大ポイントは１．０５ｋｍ

側が北北東で３．２６ｋｍ ということで１６ｍｓｖ。まあ少し陸側に来ても、３ｋｍ位のとこ

ろに１６ｍＳｖのピークが来ます。同じようにヨウ素も計算してみると、

ですけども、線量が陸側で７３ｍＳｖ。海側で９３ｍＳｖということで、最大ポイントそれぞ

れ陸側ここ、海がここになります。で、線量は足し算しますので、こちらが、陸側の最大が８

６。海側の最大が１０９というのが評価結果になります。いずれも退避しているエリアになり

ますので、特段プラスアルファの措置はいらないかと思います。以上です。

情報班、情報班と総務班。本店本部。情報班と総務班。本部席に来てください。本店本部。情

報班１人。総務班１人。総務班いない？

 

保安班より情報を発信いたします。保護衣、保護具関係に対して、数が少なくなってきました。

最悪の場合は、個人のヘルメットと個人の靴を外用に使わせていただきます。帰ってきたとき

にサーベイをいたしますが、そのときにはじかれたのは、外専用にいたしますので、協力をお

願いします。ヘルメットと靴について、皆さんの個人持ちの物を使わさせていただきたいと思

います。ですからいま、Ｂ靴とＢ

とりあえず、ここにあるだけの、お持ちの方、お持ちの方、これ以上増えることはないと思い

ますけども、お持ちの方。 

あと４台。すいません。２号用のＳＲ弁用のバッテリー、あと４

イカーのバッテリーお貸しいただければ。ただ、ただ、基本的には自分ではずして、自分でそ

こまで、自分の車がどこにあるか。はい。

あれ、●●君さ、バッテリーはまあ、あの、自衛隊とかそういったとこから持ってこれないの

       

えっと、いまね。ええと、Ｊ 

靴がなくなるとか、そういうのは２Ｆのやつを持っていくように、まず、とりあえず、

やったらどうか、１F さん。 

はい。●●です。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

の緊対にいる方、本店の●●まで電話ください。△△の△△△△です。２Ｆ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの件はなくなりました。オフサイトセンターの武藤さんから先ほど連絡がありまし

て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

に対してなんだけども、Ｊヴィレッジにある、例えば川崎火力か

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

いうバッテリーで、持っていって、移動して、それで１

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

んど命令に近い話が来てるんですよ。ただし、それを今の１

てのはほとんど不可能だと思うので、広野のＪヴィレッジから物を運んで１

持ってってあげるっていうのを２Ｆのほうでサポートしてあげることはできないでしょうかと

いう電話なんですけども。はい、はい。ええお願いします。また返事待ってます。いま、２Ｆ

の●●さんに。●●さんと《ピー音》。もしもし●●でございます。●●さんですか。いま、

はい。保安班から情報共有させてください。えっと、１

射能の拡散挙動です。前提条件は、前回と同様、重大事故として希ガスについては２％、ヨウ

の放出があるという評価をしてます。それで、気象データについては６時３０分現在

の福島第二のスタックの実気象を使ってます。これで評価をしますと、現在、南南西の風なの

で海側に拡散していきます。で、陸側の最大ポイントは１．０５ｋｍ

ということで１６ｍｓｖ。まあ少し陸側に来ても、３ｋｍ位のとこ

ろに１６ｍＳｖのピークが来ます。同じようにヨウ素も計算してみると、

ですけども、線量が陸側で７３ｍＳｖ。海側で９３ｍＳｖということで、最大ポイントそれぞ

れ陸側ここ、海がここになります。で、線量は足し算しますので、こちらが、陸側の最大が８

６。海側の最大が１０９というのが評価結果になります。いずれも退避しているエリアになり

ますので、特段プラスアルファの措置はいらないかと思います。以上です。

情報班、情報班と総務班。本店本部。情報班と総務班。本部席に来てください。本店本部。情

報班１人。総務班１人。総務班いない？ 本部席に来てください。高橋フェロー、高橋・・・。

保安班より情報を発信いたします。保護衣、保護具関係に対して、数が少なくなってきました。

最悪の場合は、個人のヘルメットと個人の靴を外用に使わせていただきます。帰ってきたとき

にサーベイをいたしますが、そのときにはじかれたのは、外専用にいたしますので、協力をお

願いします。ヘルメットと靴について、皆さんの個人持ちの物を使わさせていただきたいと思

います。ですからいま、Ｂ靴とＢ ヘルがないということです。なくなってきてるとい

とりあえず、ここにあるだけの、お持ちの方、お持ちの方、これ以上増えることはないと思い

 

あと４台。すいません。２号用のＳＲ弁用のバッテリー、あと４

イカーのバッテリーお貸しいただければ。ただ、ただ、基本的には自分ではずして、自分でそ

こまで、自分の車がどこにあるか。はい。 

あれ、●●君さ、バッテリーはまあ、あの、自衛隊とかそういったとこから持ってこれないの

 ヴィレッジにあるので、それを持ってくる算段してます。２Ｆに

靴がなくなるとか、そういうのは２Ｆのやつを持っていくように、まず、とりあえず、

 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

の緊対にいる方、本店の●●まで電話ください。△△の△△△△です。２Ｆ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの件はなくなりました。オフサイトセンターの武藤さんから先ほど連絡がありまし

て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

に対してなんだけども、Ｊヴィレッジにある、例えば川崎火力か

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

いうバッテリーで、持っていって、移動して、それで１F で緊急に必要な直流電源に使える物

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

ただし、それを今の１

てのはほとんど不可能だと思うので、広野のＪヴィレッジから物を運んで１

持ってってあげるっていうのを２Ｆのほうでサポートしてあげることはできないでしょうかと

いう電話なんですけども。はい、はい。ええお願いします。また返事待ってます。いま、２Ｆ

の●●さんに。●●さんと《ピー音》。もしもし●●でございます。●●さんですか。いま、

はい。保安班から情報共有させてください。えっと、１F３ですけども。

射能の拡散挙動です。前提条件は、前回と同様、重大事故として希ガスについては２％、ヨウ

の放出があるという評価をしてます。それで、気象データについては６時３０分現在

の福島第二のスタックの実気象を使ってます。これで評価をしますと、現在、南南西の風なの

で海側に拡散していきます。で、陸側の最大ポイントは１．０５ｋｍ

ということで１６ｍｓｖ。まあ少し陸側に来ても、３ｋｍ位のとこ

ろに１６ｍＳｖのピークが来ます。同じようにヨウ素も計算してみると、

ですけども、線量が陸側で７３ｍＳｖ。海側で９３ｍＳｖということで、最大ポイントそれぞ

れ陸側ここ、海がここになります。で、線量は足し算しますので、こちらが、陸側の最大が８

６。海側の最大が１０９というのが評価結果になります。いずれも退避しているエリアになり

ますので、特段プラスアルファの措置はいらないかと思います。以上です。

情報班、情報班と総務班。本店本部。情報班と総務班。本部席に来てください。本店本部。情

本部席に来てください。高橋フェロー、高橋・・・。

保安班より情報を発信いたします。保護衣、保護具関係に対して、数が少なくなってきました。

最悪の場合は、個人のヘルメットと個人の靴を外用に使わせていただきます。帰ってきたとき

にサーベイをいたしますが、そのときにはじかれたのは、外専用にいたしますので、協力をお

願いします。ヘルメットと靴について、皆さんの個人持ちの物を使わさせていただきたいと思

ヘルがないということです。なくなってきてるとい

とりあえず、ここにあるだけの、お持ちの方、お持ちの方、これ以上増えることはないと思い

あと４台。すいません。２号用のＳＲ弁用のバッテリー、あと４

イカーのバッテリーお貸しいただければ。ただ、ただ、基本的には自分ではずして、自分でそ

 

あれ、●●君さ、バッテリーはまあ、あの、自衛隊とかそういったとこから持ってこれないの

ヴィレッジにあるので、それを持ってくる算段してます。２Ｆに

靴がなくなるとか、そういうのは２Ｆのやつを持っていくように、まず、とりあえず、

３号機で冷却停止、ベント） 

 

の緊対にいる方、本店の●●まで電話ください。△△の△△△△です。２Ｆ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの件はなくなりました。オフサイトセンターの武藤さんから先ほど連絡がありまし

て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

に対してなんだけども、Ｊヴィレッジにある、例えば川崎火力か

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

で緊急に必要な直流電源に使える物

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

ただし、それを今の１F に言って人を出してもらうなん

てのはほとんど不可能だと思うので、広野のＪヴィレッジから物を運んで１

持ってってあげるっていうのを２Ｆのほうでサポートしてあげることはできないでしょうかと

いう電話なんですけども。はい、はい。ええお願いします。また返事待ってます。いま、２Ｆ

の●●さんに。●●さんと《ピー音》。もしもし●●でございます。●●さんですか。いま、

３ですけども。ベントをしたときの放

射能の拡散挙動です。前提条件は、前回と同様、重大事故として希ガスについては２％、ヨウ

の放出があるという評価をしてます。それで、気象データについては６時３０分現在

の福島第二のスタックの実気象を使ってます。これで評価をしますと、現在、南南西の風なの

で海側に拡散していきます。で、陸側の最大ポイントは１．０５ｋｍ で敷地内１３ｍＳｖ。海

ということで１６ｍｓｖ。まあ少し陸側に来ても、３ｋｍ位のとこ

ろに１６ｍＳｖのピークが来ます。同じようにヨウ素も計算してみると、最大ポイントは同じ

ですけども、線量が陸側で７３ｍＳｖ。海側で９３ｍＳｖということで、最大ポイントそれぞ

れ陸側ここ、海がここになります。で、線量は足し算しますので、こちらが、陸側の最大が８

６。海側の最大が１０９というのが評価結果になります。いずれも退避しているエリアになり

ますので、特段プラスアルファの措置はいらないかと思います。以上です。

情報班、情報班と総務班。本店本部。情報班と総務班。本部席に来てください。本店本部。情

本部席に来てください。高橋フェロー、高橋・・・。

保安班より情報を発信いたします。保護衣、保護具関係に対して、数が少なくなってきました。

最悪の場合は、個人のヘルメットと個人の靴を外用に使わせていただきます。帰ってきたとき

にサーベイをいたしますが、そのときにはじかれたのは、外専用にいたしますので、協力をお

願いします。ヘルメットと靴について、皆さんの個人持ちの物を使わさせていただきたいと思

ヘルがないということです。なくなってきてるとい

とりあえず、ここにあるだけの、お持ちの方、お持ちの方、これ以上増えることはないと思い
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イカーのバッテリーお貸しいただければ。ただ、ただ、基本的には自分ではずして、自分でそ

あれ、●●君さ、バッテリーはまあ、あの、自衛隊とかそういったとこから持ってこれないの

ヴィレッジにあるので、それを持ってくる算段してます。２Ｆに

靴がなくなるとか、そういうのは２Ｆのやつを持っていくように、まず、とりあえず、
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て、保安院の指示で今のろ過水を使い切るまで使えということになりました。なくなりました。

もしもし。●●でございます。●●さんですか。ありがとうございます。ＮＩＳＡのほうから

に対してなんだけども、Ｊヴィレッジにある、例えば川崎火力か

ら持ってきてるだとか、どっかから持ってきているバッテリーがあるはずなんですよね。こう

で緊急に必要な直流電源に使える物

であれば使って、少しでも早くＡＤＳを使えるようにするだとか、あるいは高圧系のＲＣＩＣ

だとかＨＰＣＩを使えるようにするとか、そういうことも並行的にやるべきで、使えるかどう

かの検討はともかく、バッテリーの移動を段取りをとって早急に進めるべしというようなほと

に言って人を出してもらうなん
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えっと、Ｂ靴が足りないとかいうのは、２Ｆ

と相談をして、１

了解しました。

えっと、あと柏崎のほうも、Ｂ

ないな。柏崎さん、誰かいますか。送ってんのかな？

柏崎、私フォローしておきます。第一陣は送っているんですよね。

ピーピー、只今電話が大変混み合ってかかりにくくなっています……。

はい、柏崎です。

ええと、Ｂ 靴とかですね。Ｃ

ことで、予備があるかどうかチェックしといてください。

はい。了解しました。あの、いろんな部隊が行く予定にしておりますので、そこで積んでいく

ってこともありますので。

資材班です。すいません。これからバッテリー等を買い出しに行きます。現金が不足しており

ます。現金をこちらに持ち出している方、ぜひ、お貸しいただきたいと思います。すいません。

申し訳ありませんが、現金をお待ちの方貸していただけないでしょうか。よろしくお願いしま

す。 

あと、今日ヘリコプターで飛ぶ人いるのかな。ヘリコプターで飛ぶ人、誰ですか、本店。

役割は？ 

役割は現金。 

保安班、保安班。本部席に来てもらえますか。●●。

ええと、３サイトの保安班、いいですか、ちょっと聞いてください、３サイト保安班。今の装

備の件ですけども、１

で２Ｆ と柏とで調整いたしますので。

１F、了解しました。

すみません。本店、●●です。ええと、本省からの指示の内容で、電源関係が非常に重要な状

況にあるということで、２Ｆ

話も踏まえてですけど、２Ｆ側からケーブルを供給できないかとか、あるいは、電源車を供給

できないかということは至急検討して、対応するべきであろうというようなのが１つ。

静かに。ちょっと静かに。皆さん静かに。

それから、広野にある物で、使える物を１

そのことについて至急確認する必要があるということで、２Ｆ●●、いらっしゃいますか。そ

れから１F。あっ、２Ｆ●●さん、いらっしゃいますか。で、これから１

ということの確認をしますが、そうしましたら、１

ご協力ください。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。

あの２Ｆ です。繋がってますか。広野から運び出す件については、こちらで協力する

とで準備を進めたいと思っています。それから、それ以外の物品についてはですね。改めて１

からの指示を待ちます。
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えっと、Ｂ靴が足りないとかいうのは、２Ｆ

と相談をしてください。 

えっと、あと柏崎のほうも、Ｂ 靴とかＡＰＤとか、ちょっと持っていける準備はいるかもしれ
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ええ。あの、とくに高圧の電源車だとかケーブルとか、いま、ちょっと使いたかった物が使え

ないっていう状況は非常に、きわめて危険な状態なんで、これをなんとかするというところに

ついてよく相談してください。それから、１

ますか。吉田所長はいらっしゃるからあれなんですけど。吉田所長、２Ｆとそういうことなん

で、協力して進める必要があるんで、必要な物を２Ｆ

はい、了解しました。

もしもし●●です。

ちょっとね、現金は扱いが難しいけど。

大丈夫、大丈夫、お願いするから、たぶん僕そっちじゃない方がいいと思う。ヘリコプター

ラでいくことになると思う。そこで現金ごと持たせて、

ちょっとお金の扱いは難しいところがあるけれども。

鞄詰め 

しかし、資金がないんで、っていうのは情けない話で。

いま離陸は何時？

９時発。 

９時、了解。 

●●君か●●君でもいいんだけど、いまやろうとしてることっていうのは、バッテリーの話が

出てるけど、これはＲＣＩＣの話か。

ＲＣＩＣです。

本省が思い描いているのは、ＲＣＩＣとか高圧系を生かすために、バッテリーが必要だから、

それをＪヴィレッジとか２Ｆ

ヴィレッジに川崎火力から持ってったバッテリーがあると認識しているようで。

それ電圧は合ってんのか？

それは、合ってるかどうかは移動しながら確認すればいいだろうと。まず、運んで。

まず運ぶ。 

あと、時間的にはどんな位のイメージかね。

ご説明しましょうか。燃料の関係なんですけども、損傷開始６時１５分。融溶開始が８時１５

分。 

６時１５分？ 

６時１５分損傷開始、８時１５分融溶開始、で、８時３０分に圧力到達でベント。これ、ちゃ

んと仕込みがうまくいけばですね。

それが、今の。
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今の。これがちょっと、若干早まってですね、最後の７時半まで早まってます。８時半がすみ

ません、７時５０分に。

今の推定が。 

ええそうです。これが最新です。これも若干ずつ早まってます。一方で作業なんですけども、

電源の繋ぎ込み、あれが８時目標で進めてましたけども、現実には９時位になるだろうと。

ちょっとまずいな。

で、いま、ケーブルが昨日の爆発で流されたって新しい情報が入って。

流された？ 

ケーブルが昨日の爆発で、１

ーブル急いで探してるっていうのが最新。そのあたりは、●●さんが現れればもう少し確実な

情報が得られる。

ええと、ケーブルもまた調達だな。

あの、中で探してみて、見つからなそうな雰囲気なら。社長は来てるんですか。

社長はほら。ええと、一連の話としてはＨＰＣＩ停止して。

本店本部で連絡です。各班さん。本店本部で連絡です。１

って都合からですね。朝、９時離陸の予定で新木場からヘリコプター飛ばします。今のところ

まだ乗れますんで、各班で福島側のほうに派遣したい人間がいれば、９時離陸に間に合えば、

お乗せできます。情報です。

ええと、消防車のＦＰ側へのラインナップ、完了しました。

すみません。あの、広報班から、マスコミの問い合わせに対応するための準備のご連絡をしま

す。ええと、これまでの時系が聞かれるということがありまして、ベントの開け、まぁベント

措置のですね、判断をしたのはいつかということ、それから、ベントのあの、開ける作業に向

かったのはいつかということを、●●、ちょっと確認いただきまして、５時４５分頃にベント

の措置をとる判断をしました。それから、７時前にベントを開ける作業に作業員が向かいまし

た。この２点は回答ができるようにしております。で、あの、向こうのほうから求められてい

るのは、最終的に弁の作業が終わったのはいっなのかという、なかなか難しい質問なんですが、

最後にちょっとここが出せれば、あの、前回の要望には応えられるかなというふうになってま

す。 

それから減圧はどうなってんだっけ？

本部がたっているんで、技術復旧班、そこにいていい、そこにいていい。●●さん。

《電話》吉田でご……

武黒フェローが８時位着で。

はいはいはい。

高橋フェローは９時に間に合わせてくれるように準備してたんで、同じ位になっちゃう。

まぁ、とりあえず。
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１FＩの状況はどうなった。まだ海水注入中？

会長もですね、おそらく８時前くらいにはこちらに来る。。

小森さん、すみません、お願いが。僕が夜中の間にですね。火力に消防車の手配とかを頼んで

いるんですよ。送られるだけの消防車のリストアップとかですね、オペレータのリストアップ。

それ、どう、火力さん。進んでるねってちょっと小森さんから聞いてもらえませんか。

ああ、そう。火力から誰か来てるの。

奥に来てますから。

消防車を、なに、１

福島に消防車とオペレータを運ぶ話はどうなってるのか、進めてるねって、ちょっと念押しで

お願いします。

どこにいるのかな、火力班。

奥に。火力班というだけで返事をさせますから。

ええと、火力班の人。どなたかいますか。ええと、消防車を１

っと段取りをお願いしてるんだけど、それはいまどんな状況かな。

ええと、現在ですね。あの、こちら側の防災要員の連絡がつかない状況なので、ええと、消防

車だけで持っていっていただける場合は対応がいますぐ可能でございます。消防車自身の機能

の健全性は確認できてますので、消防車だけは行けます。ただ、それ持ってく人がこちらで手

配できていないと、そういう状況でございます。

ちょっとそれは、まあ休みの日であるけど、急いでちょっと当たりをつけて、あとは、それは

何だ、南明さん？

そうですね。南明の子会社の南双サービス。

南双サービスの方の話なのね。

はい。 

えっと、それは広野であと、全社の中でも何とか回せるものがあれば。だんだんと、可能性を

高めてってください。

はい、分かりました。ええ。他の消防車も確認します。

よろしく。ちょっと緊急ですから、よろしくお願いします。

資材班です。すいません、業務車、使用してない業務車、鍵お持ちでしたら返却、至急お願い

します。 

ちょっと昨日。

すいません。本店なんですが、１

今ですね。あの、ＡＤＳの話ですよね。減圧の。あっ、違う。ＰＣＶ

年 3月 13 日 

  60 / 236 

Ｉの状況はどうなった。まだ海水注入中？

会長もですね、おそらく８時前くらいにはこちらに来る。。

小森さん、すみません、お願いが。僕が夜中の間にですね。火力に消防車の手配とかを頼んで

いるんですよ。送られるだけの消防車のリストアップとかですね、オペレータのリストアップ。

それ、どう、火力さん。進んでるねってちょっと小森さんから聞いてもらえませんか。

ああ、そう。火力から誰か来てるの。

奥に来てますから。 

消防車を、なに、１Fに運ぶってこと？

福島に消防車とオペレータを運ぶ話はどうなってるのか、進めてるねって、ちょっと念押しで

お願いします。 

どこにいるのかな、火力班。 

奥に。火力班というだけで返事をさせますから。

ええと、火力班の人。どなたかいますか。ええと、消防車を１

っと段取りをお願いしてるんだけど、それはいまどんな状況かな。

ええと、現在ですね。あの、こちら側の防災要員の連絡がつかない状況なので、ええと、消防

車だけで持っていっていただける場合は対応がいますぐ可能でございます。消防車自身の機能

の健全性は確認できてますので、消防車だけは行けます。ただ、それ持ってく人がこちらで手
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えっと、それは広野であと、全社の中でも何とか回せるものがあれば。だんだんと、可能性を

高めてってください。 

はい、分かりました。ええ。他の消防車も確認します。

よろしく。ちょっと緊急ですから、よろしくお願いします。
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ドライウェルベントをいま、中操からもう現場入ってます。

あっ、そのドライウェルベントに関して、まだ開いたという連絡は来てないでしょうか。

開いてません 

了解いたしました。

●●さん。すいません。いらっしゃいますか。

資材班。資材班。あの、車のバッテリーを外そうとしてんだけど、マスクがなくて車の所に行

けないんで、Ｊ

うにしてください。

了解しました。

本店。●●さん、いませんか。

はい、おります。

すいません。あの、●●ですけれども、いま、いいですか。ええとね、いま、プラント内のピ

ッチの電源がなくて困ってるんですよ。

ベントのほうは、格納容器スプレイを優先しているので、当直長から現場に入んなと言われて

いる。 

なに、なに。 

プラントのＰＨＳ

ＰＨＳの電源？

はい。それを分かるのが、猪苗代電力所のほうなんですよ。

はい。 

猪苗代電力所のほうがいま自主的にこちらに来てくれない状況になってるんで、あの、こうい

う状況なので来てくれませんかって、お願いできませんかね。

えっと、工務のほうから電力所のほうに。

そうですね。 

話しできるか。

そうですね。はい。

その話は猪苗代の通信部門の話？

通信復旧班ですけど。猪苗代じゃなくても福一の中に３人通信の人間が入ってるんですけど、

それは連絡 
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彼らでできるはずですが。ちょっと調整します。

あるいは浜電にも通信はいるのか？

浜電にもいます

ちょっとみんな避難しちゃっているかどうかはあるけどな。

小森さん、すみません。官邸のほうから。

《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい

や、吉田所長に。ラインが繋がっているというのは理解しました。それは吉田君にも実際には

実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ

そういうことはできるのかな。ああ、そういうこと。うん。はい、了解。気を付けてください。

△△△－△△△△－△△△△ね。はい、じやあとりあえず誰かと。うん、うん、そういうこと

ね。まずちょっと●●にコールバックさせますので、その人とよく問い合わせしてもらうとい

うことにしましよう。了解Ｌました。問い合わせの趣旨は分かりました。《電話終了》

お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通

信のほうがお願いすると。

すいません。ガソリンについてはあと１０ＯＬ、いま到着します。

ええとね。あの一。ＨＰＣＩ止まってからだな。やってるのは。

１F、２Ｆ さん、すいません。ええと、いま、動いていることの活動のポイントっていうか、

項目をざっとシナリオって形で書き出してみました。で、個別にバラバラ動いちゃうと、若干

輻輳してるので、こういうこと、いま、これをやってて、これは困ってるねってことを一応共

有するために、項目だけ書き出したものですが、これからファクシミリで送りますので、届い

た位のところで、ちょっと状況確認だけしたいと思います。

ドライウェルスプレイとドライウェルベント並行でスタートしましたんで。

１F、了解。放医研の話、了解しました。

２Ｆ、了解しました。

ええと、３号機ですけれども、７時３９分にドライウェルスプレイをかけました。ええと、か

けました。 

７時３９分ドライウェルスプレイ、了解。

ドライウェルスプレイ、７時３９分。

ええと、ドライウェルスプレイって何だっけ。どの機能、えっと動くんでしたつけ。

ドライウェルスプレイはですね。本来であれば、ＳＬＣとかＳＬＣ注入とか、ＡＤＳで減圧し

て注水を期待するんですけども、ええと、いま、まだ、それが、すぐできるかどうか分からな

いので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、ＦＰ

した。 

ＦＰ系でスプレイね。

そうです。 
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実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ

そういうことはできるのかな。ああ、そういうこと。うん。はい、了解。気を付けてください。

△△△－△△△△－△△△△ね。はい、じやあとりあえず誰かと。うん、うん、そういうこと

ずちょっと●●にコールバックさせますので、その人とよく問い合わせしてもらうとい

うことにしましよう。了解Ｌました。問い合わせの趣旨は分かりました。《電話終了》

お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通

信のほうがお願いすると。 

すいません。ガソリンについてはあと１０ＯＬ、いま到着します。

ええとね。あの一。ＨＰＣＩ止まってからだな。やってるのは。

さん、すいません。ええと、いま、動いていることの活動のポイントっていうか、
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輻輳してるので、こういうこと、いま、これをやってて、これは困ってるねってことを一応共

有するために、項目だけ書き出したものですが、これからファクシミリで送りますので、届い

た位のところで、ちょっと状況確認だけしたいと思います。

ドライウェルスプレイとドライウェルベント並行でスタートしましたんで。

、了解。放医研の話、了解しました。

２Ｆ、了解しました。 

ええと、３号機ですけれども、７時３９分にドライウェルスプレイをかけました。ええと、か

７時３９分ドライウェルスプレイ、了解。

ドライウェルスプレイ、７時３９分。

ええと、ドライウェルスプレイって何だっけ。どの機能、えっと動くんでしたつけ。

ドライウェルスプレイはですね。本来であれば、ＳＬＣとかＳＬＣ注入とか、ＡＤＳで減圧し

て注水を期待するんですけども、ええと、いま、まだ、それが、すぐできるかどうか分からな

いので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、ＦＰ

ＦＰ系でスプレイね。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

彼らでできるはずですが。ちょっと調整します。

あるいは浜電にも通信はいるのか？ 

ちょっとみんな避難しちゃっているかどうかはあるけどな。

小森さん、すみません。官邸のほうから。 

《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい

や、吉田所長に。ラインが繋がっているというのは理解しました。それは吉田君にも実際には

実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ

そういうことはできるのかな。ああ、そういうこと。うん。はい、了解。気を付けてください。

△△△－△△△△－△△△△ね。はい、じやあとりあえず誰かと。うん、うん、そういうこと

ずちょっと●●にコールバックさせますので、その人とよく問い合わせしてもらうとい

うことにしましよう。了解Ｌました。問い合わせの趣旨は分かりました。《電話終了》

お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通

 

すいません。ガソリンについてはあと１０ＯＬ、いま到着します。

ええとね。あの一。ＨＰＣＩ止まってからだな。やってるのは。

さん、すいません。ええと、いま、動いていることの活動のポイントっていうか、

項目をざっとシナリオって形で書き出してみました。で、個別にバラバラ動いちゃうと、若干

輻輳してるので、こういうこと、いま、これをやってて、これは困ってるねってことを一応共

有するために、項目だけ書き出したものですが、これからファクシミリで送りますので、届い

た位のところで、ちょっと状況確認だけしたいと思います。

ドライウェルスプレイとドライウェルベント並行でスタートしましたんで。

、了解。放医研の話、了解しました。 

ええと、３号機ですけれども、７時３９分にドライウェルスプレイをかけました。ええと、か

７時３９分ドライウェルスプレイ、了解。 

ドライウェルスプレイ、７時３９分。 

ええと、ドライウェルスプレイって何だっけ。どの機能、えっと動くんでしたつけ。

ドライウェルスプレイはですね。本来であれば、ＳＬＣとかＳＬＣ注入とか、ＡＤＳで減圧し

て注水を期待するんですけども、ええと、いま、まだ、それが、すぐできるかどうか分からな

いので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、ＦＰ

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

彼らでできるはずですが。ちょっと調整します。 

ちょっとみんな避難しちゃっているかどうかはあるけどな。

 

《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい

や、吉田所長に。ラインが繋がっているというのは理解しました。それは吉田君にも実際には

実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ

そういうことはできるのかな。ああ、そういうこと。うん。はい、了解。気を付けてください。

△△△－△△△△－△△△△ね。はい、じやあとりあえず誰かと。うん、うん、そういうこと

ずちょっと●●にコールバックさせますので、その人とよく問い合わせしてもらうとい

うことにしましよう。了解Ｌました。問い合わせの趣旨は分かりました。《電話終了》

お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通

すいません。ガソリンについてはあと１０ＯＬ、いま到着します。

ええとね。あの一。ＨＰＣＩ止まってからだな。やってるのは。

さん、すいません。ええと、いま、動いていることの活動のポイントっていうか、

項目をざっとシナリオって形で書き出してみました。で、個別にバラバラ動いちゃうと、若干

輻輳してるので、こういうこと、いま、これをやってて、これは困ってるねってことを一応共

有するために、項目だけ書き出したものですが、これからファクシミリで送りますので、届い

た位のところで、ちょっと状況確認だけしたいと思います。

ドライウェルスプレイとドライウェルベント並行でスタートしましたんで。

ええと、３号機ですけれども、７時３９分にドライウェルスプレイをかけました。ええと、か

 

ええと、ドライウェルスプレイって何だっけ。どの機能、えっと動くんでしたつけ。

ドライウェルスプレイはですね。本来であれば、ＳＬＣとかＳＬＣ注入とか、ＡＤＳで減圧し

て注水を期待するんですけども、ええと、いま、まだ、それが、すぐできるかどうか分からな

いので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、ＦＰ

３号機で冷却停止、ベント） 

 

ちょっとみんな避難しちゃっているかどうかはあるけどな。 

《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい

や、吉田所長に。ラインが繋がっているというのは理解しました。それは吉田君にも実際には

実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ

そういうことはできるのかな。ああ、そういうこと。うん。はい、了解。気を付けてください。

△△△－△△△△－△△△△ね。はい、じやあとりあえず誰かと。うん、うん、そういうこと

ずちょっと●●にコールバックさせますので、その人とよく問い合わせしてもらうとい

うことにしましよう。了解Ｌました。問い合わせの趣旨は分かりました。《電話終了》

お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通

すいません。ガソリンについてはあと１０ＯＬ、いま到着します。 

ええとね。あの一。ＨＰＣＩ止まってからだな。やってるのは。 

さん、すいません。ええと、いま、動いていることの活動のポイントっていうか、

項目をざっとシナリオって形で書き出してみました。で、個別にバラバラ動いちゃうと、若干

輻輳してるので、こういうこと、いま、これをやってて、これは困ってるねってことを一応共

有するために、項目だけ書き出したものですが、これからファクシミリで送りますので、届い

た位のところで、ちょっと状況確認だけしたいと思います。 

ドライウェルスプレイとドライウェルベント並行でスタートしましたんで。

ええと、３号機ですけれども、７時３９分にドライウェルスプレイをかけました。ええと、か

ええと、ドライウェルスプレイって何だっけ。どの機能、えっと動くんでしたつけ。

ドライウェルスプレイはですね。本来であれば、ＳＬＣとかＳＬＣ注入とか、ＡＤＳで減圧し

て注水を期待するんですけども、ええと、いま、まだ、それが、すぐできるかどうか分からな

いので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、ＦＰ 系でスプレイをかけま

 

《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい

や、吉田所長に。ラインが繋がっているというのは理解しました。それは吉田君にも実際には

実際には繋がったりしているわけですね。それで、うんうんうん。うんうんうん一。要するに

発電所の本部のことを言っているのね。本店じゃなくてね。えっ。うん。はいはいはい。あっ
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《電話》もしもし、はい、はい。《しばらく話を受けている》ちょっといま言われたことはい
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お願いです。お願いすると言ってました。電子通信のほうからお願いすると。業シス、電子通
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はい、了解。 

《スピーカー音声》４５分から－

中央エリアにお集まりください。繰り返します……。

すいません。いまやってることの項目整理をちょっとさせていただきたいんですけど。ええと、

送る時間がもったいないので、書画でやらしてください。１

らない？１F は。じゃあ、じやあ、送ったの届いたとこで言ってください。それからやります。

１F。いま、ファックス送ってるから届いたら連絡してね。題名は福島第一原子力発電所３号機

注水シナリオ案。

注水シナリオ案ですね。了解。

●●さん、２号のベント、早めにやったほうがいいですよ。

そうだね。 

来ました？ 

これからあれ確認するから付き合っといてくれ。どこでもいいし、書画でこれ説明するから。

はい。 

●●さん、いますか。●●。ちょっとこっち。総務班。できれば●●。ちょっと本部席に来て

ほしい。 

それから１F さん。忙しくて。

２号ベントは同時にいまラインナップやってますんで。

本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

ちょっとそれが終わるまでちょっと官邸ごとなんで。

えっと、官邸、保安院に２号のベントの準備に入るって言ってないよね。言ったか？

言っておいて、官邸と保安院。

えっと、１F さん。ファクシミリ届きましたか。

１F、届いた？

ええっと、これからちょっと確認します。

１F、ファック．ス届きました。

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

容器スプレイ…

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、

それでいいよね？１
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《スピーカー音声》４５分から－

中央エリアにお集まりください。繰り返します……。

すいません。いまやってることの項目整理をちょっとさせていただきたいんですけど。ええと、

送る時間がもったいないので、書画でやらしてください。１

は。じゃあ、じやあ、送ったの届いたとこで言ってください。それからやります。

。いま、ファックス送ってるから届いたら連絡してね。題名は福島第一原子力発電所３号機

注水シナリオ案。 

注水シナリオ案ですね。了解。

●●さん、２号のベント、早めにやったほうがいいですよ。

これからあれ確認するから付き合っといてくれ。どこでもいいし、書画でこれ説明するから。

●●さん、いますか。●●。ちょっとこっち。総務班。できれば●●。ちょっと本部席に来て

さん。忙しくて。

２号ベントは同時にいまラインナップやってますんで。

本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

ちょっとそれが終わるまでちょっと官邸ごとなんで。

えっと、官邸、保安院に２号のベントの準備に入るって言ってないよね。言ったか？

言っておいて、官邸と保安院。
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すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

容器スプレイ… …。あ、ちょっと待ってください。

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、

それでいいよね？１F いい？ 
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ええっと、これからちょっと確認します。 

、ファック．ス届きました。 

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

…。あ、ちょっと待ってください。

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、
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本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

ちょっとそれが終わるまでちょっと官邸ごとなんで。 

えっと、官邸、保安院に２号のベントの準備に入るって言ってないよね。言ったか？

さん。ファクシミリ届きましたか。 

 

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

…。あ、ちょっと待ってください。 

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、
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設定のための打ち合わせを行ないますので、参加される方、

すいません。いまやってることの項目整理をちょっとさせていただきたいんですけど。ええと、
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。いま、ファックス送ってるから届いたら連絡してね。題名は福島第一原子力発電所３号機

●●さん、２号のベント、早めにやったほうがいいですよ。 

これからあれ確認するから付き合っといてくれ。どこでもいいし、書画でこれ説明するから。

●●さん、いますか。●●。ちょっとこっち。総務班。できれば●●。ちょっと本部席に来て

本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

えっと、官邸、保安院に２号のベントの準備に入るって言ってないよね。言ったか？

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、

 

設定のための打ち合わせを行ないますので、参加される方、

すいません。いまやってることの項目整理をちょっとさせていただきたいんですけど。ええと、

さん、よろしいですか。書画映

は。じゃあ、じやあ、送ったの届いたとこで言ってください。それからやります。

。いま、ファックス送ってるから届いたら連絡してね。題名は福島第一原子力発電所３号機

これからあれ確認するから付き合っといてくれ。どこでもいいし、書画でこれ説明するから。

●●さん、いますか。●●。ちょっとこっち。総務班。できれば●●。ちょっと本部席に来て

本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

えっと、官邸、保安院に２号のベントの準備に入るって言ってないよね。言ったか？ もう一回

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、

 

設定のための打ち合わせを行ないますので、参加される方、

すいません。いまやってることの項目整理をちょっとさせていただきたいんですけど。ええと、

さん、よろしいですか。書画映

は。じゃあ、じやあ、送ったの届いたとこで言ってください。それからやります。 

。いま、ファックス送ってるから届いたら連絡してね。題名は福島第一原子力発電所３号機

これからあれ確認するから付き合っといてくれ。どこでもいいし、書画でこれ説明するから。 

●●さん、いますか。●●。ちょっとこっち。総務班。できれば●●。ちょっと本部席に来て

本店と吉田さんの間にあなたに入ってもらいたい。官邸にいる人がこれを固定したい。あなた

は技術だからやめたほうがいいから。総務班に乗り移らせて、この後役割をそっちに繋げる。

もう一回

了解。そしたら整理のためにざっとやらしていただきたいと思います。大特急で書いたのでち

ょっと言葉が変なところありますけど、そこは許してください。まず理解のためにってことで

すけど、いまやってることっていうのは、ＰＣＶベントをこれは大特急で準備しているという

ことで、準備が整い次第ベントを実施してドライウェルを減圧していく、ということをしてる

と。それからドライウェルの減圧っていうことで言うと《電話の呼び出し音》もう１つ、格納

はい。で、これ以外にドライウェルの格納容器の減圧でドライウェルスプレイを付加したって、
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はい。結構です。

次、第１フェーズとして、まずベッセルが高圧のまんまで入れられるもの。これはＳＬＣ。こ

れに対しては電源復旧をするということでやるべきことは、まずは高圧系炉心への注水という

ことで、最初はＳＬＣの復旧をやりますということ。で、このためにはＳＬＣの電源が必要。

で、電源車に４

合ってますけどケーブルが昨日の爆発で傷んで、いま代替のケーブルを探してます。ですんで、

第１フェーズはかなり遅くなります。

代替ケーブル？

したがって第１フェーズは無理だと思います。

これはあの４、５時間単位で遅れるってこと？

４、５時間か、分かりませんけど、２、３時間は遅れると思います。

２、３時間遅れるね。はい、了解。で、作業員は確保されてるんだな？

作業員はいます。

いますね。じやあ、もう単純に作業時間だな。

そのとおりです。

作業の時間がネック。了解。じやあ、そうすると第２フェーズが先になっちゃうかもしれない

ってことでいい？

それが、絶対そうだと思います。

はい、じゃあ第２フェーズは減圧。これは何をなすべきかってとこで、低圧注水するために原

子炉の手動強制減圧。そのためにはＳＲ弁の駆動用の電源がいる。これでいいかな？

合ってます。 

で、いまない、ネックになってるのはバッテリーがまだ設置されてない。これでいい？

えっといま、車１０台のバッテリーを外して運ぶところです。

車１０台のバッテリーを運んでいるところ。

はい。 

運んでいると。これ、どの位でいけそう？時間。

どれ位。 

目の子、でいいや。

まだ免震棟の前で積み込んでいるところなんで、ちょっと何とも言えないですけど１、２時間

かかると思うんですけど。
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はい。結構です。 

次、第１フェーズとして、まずベッセルが高圧のまんまで入れられるもの。これはＳＬＣ。こ

れに対しては電源復旧をするということでやるべきことは、まずは高圧系炉心への注水という

ことで、最初はＳＬＣの復旧をやりますということ。で、このためにはＳＬＣの電源が必要。

で、電源車に４ 号、あるいはパワーセンター４Ｄ

合ってますけどケーブルが昨日の爆発で傷んで、いま代替のケーブルを探してます。ですんで、

第１フェーズはかなり遅くなります。

代替ケーブル？ 

したがって第１フェーズは無理だと思います。

これはあの４、５時間単位で遅れるってこと？

４、５時間か、分かりませんけど、２、３時間は遅れると思います。

２、３時間遅れるね。はい、了解。で、作業員は確保されてるんだな？

作業員はいます。 

いますね。じやあ、もう単純に作業時間だな。

そのとおりです。 

作業の時間がネック。了解。じやあ、そうすると第２フェーズが先になっちゃうかもしれない

ってことでいい？ 

それが、絶対そうだと思います。

はい、じゃあ第２フェーズは減圧。これは何をなすべきかってとこで、低圧注水するために原

子炉の手動強制減圧。そのためにはＳＲ弁の駆動用の電源がいる。これでいいかな？

 

で、いまない、ネックになってるのはバッテリーがまだ設置されてない。これでいい？
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車１０台のバッテリーを運んでいるところ。

運んでいると。これ、どの位でいけそう？時間。

目の子、でいいや。 

まだ免震棟の前で積み込んでいるところなんで、ちょっと何とも言えないですけど１、２時間

かかると思うんですけど。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

次、第１フェーズとして、まずベッセルが高圧のまんまで入れられるもの。これはＳＬＣ。こ

れに対しては電源復旧をするということでやるべきことは、まずは高圧系炉心への注水という

ことで、最初はＳＬＣの復旧をやりますということ。で、このためにはＳＬＣの電源が必要。

号、あるいはパワーセンター４Ｄ
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いますね。じやあ、もう単純に作業時間だな。

作業の時間がネック。了解。じやあ、そうすると第２フェーズが先になっちゃうかもしれない

それが、絶対そうだと思います。 
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子炉の手動強制減圧。そのためにはＳＲ弁の駆動用の電源がいる。これでいいかな？

で、いまない、ネックになってるのはバッテリーがまだ設置されてない。これでいい？

えっといま、車１０台のバッテリーを外して運ぶところです。

車１０台のバッテリーを運んでいるところ。

運んでいると。これ、どの位でいけそう？時間。

まだ免震棟の前で積み込んでいるところなんで、ちょっと何とも言えないですけど１、２時間
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次、第１フェーズとして、まずベッセルが高圧のまんまで入れられるもの。これはＳＬＣ。こ

れに対しては電源復旧をするということでやるべきことは、まずは高圧系炉心への注水という
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号、あるいはパワーセンター４Ｄ からの融通。それでいいんだつけ？

合ってますけどケーブルが昨日の爆発で傷んで、いま代替のケーブルを探してます。ですんで、

したがって第１フェーズは無理だと思います。 

これはあの４、５時間単位で遅れるってこと？ 

４、５時間か、分かりませんけど、２、３時間は遅れると思います。

２、３時間遅れるね。はい、了解。で、作業員は確保されてるんだな？

いますね。じやあ、もう単純に作業時間だな。 

作業の時間がネック。了解。じやあ、そうすると第２フェーズが先になっちゃうかもしれない

はい、じゃあ第２フェーズは減圧。これは何をなすべきかってとこで、低圧注水するために原

子炉の手動強制減圧。そのためにはＳＲ弁の駆動用の電源がいる。これでいいかな？

で、いまない、ネックになってるのはバッテリーがまだ設置されてない。これでいい？

えっといま、車１０台のバッテリーを外して運ぶところです。

車１０台のバッテリーを運んでいるところ。 

運んでいると。これ、どの位でいけそう？時間。 

まだ免震棟の前で積み込んでいるところなんで、ちょっと何とも言えないですけど１、２時間
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１、２時間ね。で、これ以外には、Ｊヴィレッジからのバッテリーだけど、これは全然遅いね。

このタイミングではね。

４ｔトラックで数台分っていう、ものすごいバカでかいやつなんで、運べません。

あつそう。 

一部バッテリーだけは、運べそうな物だけは運んでます。あと１時間位で戻る可能性がありま

す。 

１時間位ね。位。じゃあ次。減圧ができた場合に低圧系への注水。で、これはここに書いてあ

るのはＬＰＣＩモードとＭＵＷの連携でＡＭ注水。で、やるべきことは低圧注水を促進するた

めにＦＰと消防車で減圧注水。それから冷却すると。でやるやり方はさぁ－、ここに書いてあ

ることでいいの？

ＲＨＲ じゃなくて、海水です、ただの。

何？ 

到着時間は４時。

１F さん、これ、第３フェーズ、これ？

すいません、これ、ディーゼル駆動の消火ポンプで、ろ過水ってんであれば合ってます。

Ｄ／Ｄ駆動の消火ポンプと……。

だから消防ポンプのサクションが濾過水。

濾過水っていうか消火タンク。

消防ポンプじゃなくて、消防車。

よく聞こえねぇ－。

ＡＭのライン、ＦＰからＭＵＷを介して、

ディーゼル駆動と消防車の両方ある？ちょっとちょっと、電話来たから代わりにやってくれる

か？ 

ＭＷＣ からＬＰＣＩを通して入れる。

分かった。第３フェーズはさあ－、入れるラインで言ってるからよく理解できないんだけど。

やり方としては、消火ポンプを使ってその水をこのラインで炉に注入しましょうってことだけ

を言ってるのね？

分かった。 

すいません、えっと２つのことを並列に第３フェーズは進めていて、１つはディーゼル駆動の

の消火ポンプでここに書かれているような注水を行なうっていうのと、余っている消防車を使

って繋ぎ込むという両方を検討してます。

検討してるというか、もうすでに消火ポンプのほうはろ過水を水源としてラインナップはすで

に完成していつでも注入できる状態になってると、いうことでいいね？
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あの最後のＲＨＲ系のところで注入弁のところにある３つの弁を解除する、っていうところだ

け確認できればと思いますが。

ごめんなさい。運転のほうで最後の注入ラインのＲＨＲ

てその辺は大丈夫なのね？

すいません、これはですね、いまドライウェルスプレイに使おうとしてるんで。

あっそうか、そうか。

ドライウェルスプレイに使っているんで、まずはドライウェルスプレイ使って、それからライ

ンナップ変えて注水するってことになりますね。

ドライウェル？

減圧ができたら、ＰＣＶのラインナップを変えて、炉に入れるってそういうことです。

あっ、バルブがね。ちゅうことだな。

ごめんなさい。ドライウェルスプレイっていうのはここに書いてないんですけど？

あのさぁ、ごめん。ちょっと時間かかるからさ、●●。ここで時間かかるから。もうちょっと

正確にお互いで意識合わせしたやつかけてくれって言いたいんだけど。

だからとりあえず今、サイト側がやろうとしていることを全部書き出して、それでこういう風

にやろうとしているんだけど。

だから極端なこと言うと、第３フェーズは一応全部、電源・作業員確保と消防車の接続まで終

わってると。ラインについてはここで書いてるのと違うやり方かもしれないけども。

第３フェーズはさ、注水してないのは炉圧が高いからでしょ？

そのとおりです。

だからさぁ、第２フェーズができたらすぐ注水できるようにしておくってことだよね？

はい。第２フェーズが完了次第ラインナップするってことです。

そのとおり。 

だから第２フェーズやるのはいいけど、あと、水入れるのがないので第２フェーズやるのが一

番ひどいよ。 

分かりました。万全で用意します。

じゃあ、第３フェーズの準備完了してから、とにかく第２フェーズ。

そうそうそう。それが必須条件。

ＳＬＣ は間に合わないの？それは。
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ＳＬＣ はちょっと時間がかかる見込みです。申し訳ありませんが、リカバリープランが非常に

遅れる見込みです。

なんだっけ？何時間？その第２フェーズが１、２時間だとすると何倍か、かかるって感じ？

３時間位かと思うんですけど。

じゃあともかく、第３フェーズで水入れられるように準備しとくことが大事だよ。ドライウェ

ルスプレイはできたら、やったらいいけど、やって、なんかあんまり楽になる話ってのは、そ

んなたくさんあるわけじゃないんだから。

ドライウェルスプレイに関しては、本店●●ですけど、役所のほうにもいま伝わったみたいで、

どういう意味でこれをやったのか分からないというようなことをちょっと言われていて。まあ、

そんな感じです。

ちゃんと注水できるってことは昨日確認できてるわけだから、フェーズ２ができたら、ともか

く第３ フェーズをスタンバッておくことが大事ですね。

はい、第３ フェーズはほぼスタンバッてまして、第２のフェーズの今準備が整いしだいという

ところです。 

あとさあ－、ＨＰＣＩかＲＣＩＣはバッテリーさえあったら動くってことなの？

バッテリーさえあったら、ＨＰＣ１とＲＣＩＣ

動きます。 

それを２Ｆのほうか、広野のほうから持ってこれないかっていうのをいま議論してるわけです。

それ、どの位時間がかかるの？

２Ｆの方から。ちょっと私には。

誰か議論してんの？

２Ｆの冷温停止しているところから、どんどん持ってくりやあいいんですよね。

もうさあ、福島第二は止まっちゃって、その冷温停止して外電もあるんだからさ、第二のバッ

テリー借りたら？

いや、まぁーそれも１つの案ですけど、これから仕様確認して入れるとなるとやっぱり時間的

にはかなりの時間、取り外して持ってくるとなるとかなりの時間かかりますんで、時間との問

題だと思ってるんですけど。

いや、まあ第３、第２、第２・第３フェーズ、まあ準備しとくんだけどさ、多分一番確かなの

はその一等下のやつだぜ。本当に動くならば。

はい。 

どこが……。 
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フェーズをスタンバッておくことが大事ですね。 

フェーズはほぼスタンバッてまして、第２のフェーズの今準備が整いしだいという
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２Ｆの冷温停止しているところから、どんどん持ってくりやあいいんですよね。

もうさあ、福島第二は止まっちゃって、その冷温停止して外電もあるんだからさ、第二のバッ

いや、まぁーそれも１つの案ですけど、これから仕様確認して入れるとなるとやっぱり時間的

にはかなりの時間、取り外して持ってくるとなるとかなりの時間かかりますんで、時間との問

いや、まあ第３、第２、第２・第３フェーズ、まあ準備しとくんだけどさ、多分一番確かなの
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もらうの、いいんだけど、これだけたくさんの仕事やると、また人がこれに取られちゃうと手

薄になるから、そこよく考えてやってくれよ。

もらうのは復旧班とかじゃなくて、資材班とかでもらっておいて。

違う、違う。検討とかそこに時間かかるんだから。

分かりました、分かりました。それは分かりました。

福島第二の人にそこ任して、検討してもらってさ、持ってきてもらうようなことやらないと、

手が足りないでしょ？

はい、そのとおりです。

只今Ｊ ヴィレッジからバッテリー持ってきて、後１時間位で着くバッテリーっていうのは、も

しかしたらこれに使えるってことはないの？

置いておくだけ置いておくことは我々の思考の外で置いてもらえればいいと思います。

それは使えるかどうかは来てから考える？

それでいいと思います。それで２Ｆのほうに１

できるように●●にお願いしたところです。そういう理解でおりますが、●●さん、よろしい

ですよね？ 

はい。よろしくお願いします。

２Ｆ ですけれど。

ちょっとテレビ会議モードに切り替えてくれる？

え、え、え－、●●とは認定できました？

だけどベント早くても遅くても、どうせＴＡＦとは・・

医療班ですけれども、今後外で作業される方、被曝が想定されますので、ヨウ素剤の配布をし

たいと思います。それでヨウ素剤については免震重要棟の２階会議室、２番の会議室でお願い

します。４０歳以上の方は服用しても意味がありませんので、４０歳未満の方服用お願いしま

す。 

ちょっと音下げてくれる。

１F さん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

いま本省からなんですけども、なるべくね、早いうちにベント始めて、水素とかそういったの

を蓄積避けたいから、どっちかというと早くラプチャーを吹かしたいと思ってるんだけども、

ドライウェルスプレイって、あんまりそういうことから考えても意味ないんじゃないかつて言

われてるんだけど。

１F さーん？ 

開閉所あたりに予備のバッテリー、どさっと持っていかなかったつけ？
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１F さん、聞こえてる？

ＰＣＶをベントする、ＰＣＶ

のスプレイは逆効果でドライウェルをもっとマイルドな環境にしちゃうだろうってことです

ね？ 

そうです。 

はい。 

早く、いまね８時頃にドライウェルラプチャーって最初言ってたじゃない。設計圧って。それ

遅れちゃうから再度もう一回これね、到達予想時間を教えてほしいって言ってるんだ。そうい

うことからしてね、スプレイとめる？

しないほうがいいと思う。

ちょっと待ってください。

うん、待っている。

３号機のリアクター建屋の屋上ですけど、あの湯気というか、大気が揺らいでるようなそうい

うようなものが出てました。

リアクタービルの中？

いや、外です。外からしか見てないです。熱気です。

本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は総務班ですか、原子力情報班ですか。●●、すいま

せん。本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は原子力情報班ですか、総務班ですか。

自衛隊の窓口は、直接はオフサイトセンター。

本店の本部の中で窓口はどっちでしょうか。

《勝俣会長との会話》いや、最悪の場合

決まってない。官庁連絡班。そんな感じなんですか。分かりました。本店の本部と自衛隊が窓

口連携をとりたいと言ってきてるんですが、一度総務のほうにお話をしてもいいですか。

こっちで受けまして、それで当然スペックとかそういう話になるんで、そこは官庁のほうの技

術屋さんと一緒に連携すると。こういう体制をとりたいと。

そしたらば、窓口の担当者決めたらこっちによこしてくれます？そしたらこっちから引き継ぎ

します。 

了解しました。

お願いします。

今のベントの件はまだ検討分の確定した分の最後のＡＯ

ですよ。復旧班がいまやっているところなんで。ドライウェルスプレイとサプチャンスプレイ。

作業終わったらドライウェルベントラインの確保が終わったらすぐスプレイラインとめますか

ら。 

年 3月 13 日 
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さん、聞こえてる？ 
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のスプレイは逆効果でドライウェルをもっとマイルドな環境にしちゃうだろうってことです

早く、いまね８時頃にドライウェルラプチャーって最初言ってたじゃない。設計圧って。それ

遅れちゃうから再度もう一回これね、到達予想時間を教えてほしいって言ってるんだ。そうい

うことからしてね、スプレイとめる？

しないほうがいいと思う。 

ちょっと待ってください。 

うん、待っている。 

３号機のリアクター建屋の屋上ですけど、あの湯気というか、大気が揺らいでるようなそうい

うようなものが出てました。 

リアクタービルの中？ 

いや、外です。外からしか見てないです。熱気です。

本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は総務班ですか、原子力情報班ですか。●●、すいま

せん。本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は原子力情報班ですか、総務班ですか。

自衛隊の窓口は、直接はオフサイトセンター。

本店の本部の中で窓口はどっちでしょうか。

《勝俣会長との会話》いや、最悪の場合

決まってない。官庁連絡班。そんな感じなんですか。分かりました。本店の本部と自衛隊が窓

口連携をとりたいと言ってきてるんですが、一度総務のほうにお話をしてもいいですか。

こっちで受けまして、それで当然スペックとかそういう話になるんで、そこは官庁のほうの技

術屋さんと一緒に連携すると。こういう体制をとりたいと。

そしたらば、窓口の担当者決めたらこっちによこしてくれます？そしたらこっちから引き継ぎ

了解しました。 

お願いします。 

今のベントの件はまだ検討分の確定した分の最後のＡＯ

ですよ。復旧班がいまやっているところなんで。ドライウェルスプレイとサプチャンスプレイ。

作業終わったらドライウェルベントラインの確保が終わったらすぐスプレイラインとめますか

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

 ベントのラプチャーを強制的に開させるためには、ドライウェル

のスプレイは逆効果でドライウェルをもっとマイルドな環境にしちゃうだろうってことです

早く、いまね８時頃にドライウェルラプチャーって最初言ってたじゃない。設計圧って。それ

遅れちゃうから再度もう一回これね、到達予想時間を教えてほしいって言ってるんだ。そうい

うことからしてね、スプレイとめる？ 

 

 

３号機のリアクター建屋の屋上ですけど、あの湯気というか、大気が揺らいでるようなそうい

 

いや、外です。外からしか見てないです。熱気です。

本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は総務班ですか、原子力情報班ですか。●●、すいま

せん。本店本部の中の連絡です。自衛隊の窓口は原子力情報班ですか、総務班ですか。

自衛隊の窓口は、直接はオフサイトセンター。

本店の本部の中で窓口はどっちでしょうか。

《勝俣会長との会話》いや、最悪の場合 

決まってない。官庁連絡班。そんな感じなんですか。分かりました。本店の本部と自衛隊が窓

口連携をとりたいと言ってきてるんですが、一度総務のほうにお話をしてもいいですか。

こっちで受けまして、それで当然スペックとかそういう話になるんで、そこは官庁のほうの技

術屋さんと一緒に連携すると。こういう体制をとりたいと。

そしたらば、窓口の担当者決めたらこっちによこしてくれます？そしたらこっちから引き継ぎ

今のベントの件はまだ検討分の確定した分の最後のＡＯ

ですよ。復旧班がいまやっているところなんで。ドライウェルスプレイとサプチャンスプレイ。

作業終わったらドライウェルベントラインの確保が終わったらすぐスプレイラインとめますか
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発言内容 
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遅れちゃうから再度もう一回これね、到達予想時間を教えてほしいって言ってるんだ。そうい
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口連携をとりたいと言ってきてるんですが、一度総務のほうにお話をしてもいいですか。
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作業終わったらドライウェルベントラインの確保が終わったらすぐスプレイラインとめますか
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のスプレイは逆効果でドライウェルをもっとマイルドな環境にしちゃうだろうってことです

早く、いまね８時頃にドライウェルラプチャーって最初言ってたじゃない。設計圧って。それ
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早く、いまね８時頃にドライウェルラプチャーって最初言ってたじゃない。設計圧って。それ

遅れちゃうから再度もう一回これね、到達予想時間を教えてほしいって言ってるんだ。そうい

３号機のリアクター建屋の屋上ですけど、あの湯気というか、大気が揺らいでるようなそうい
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ベントラインの確保はいつ頃になりそう？

ドライウェルの圧力は直線的に上がると思います。

うん。いまどれ位の圧力？

ドライウエルが４６５。

465 

キロパスカル、アブスです。

すいません、１

の上昇は横ばい状態に落ち着きました。

そういうことだったら、とめることはできるんだろ？

とめられないのか。

聞こえないです。

ドライウェルスプレイをやめられないのかつていうのが、今の本店の質問なんだけども。

ラインナップが完了したらやめる予定。

いや、ラインナップじゃなくて。とめることはできませんかと。

現場でバルブを１個操作すれば終わらせられるんで、いきましょうと言えば、１０分後に終わ

ると思います。

とめたほうがいいな。

とめたほうがいいんじゃないのか。

はい。では、とめます。

１０分後位にとめるね。了解。

はい。 

で、バルブはあとどの位で開きそう？

確認します。すぐ返事します。お待ちください。

ドライウェルスプレイとめる。

うん、１０分後位にＡＯ弁まで－。もしもし‐－。ＡＯ

ＡＯ弁だけみたいだよ。

１F さん、すいません。ちょっと教えてください。復旧班なんですけど、純水タンクは健全で

すか。生きてますか。

年 3月 13 日 

  70 / 236 

ベントラインの確保はいつ頃になりそう？

ドライウェルの圧力は直線的に上がると思います。

うん。いまどれ位の圧力？ ドライウェルの圧力いまいくつか分かる？

ドライウエルが４６５。 

キロパスカル、アブスです。 

すいません、１F ですけど。ドライウェルスプレイはもうやっていて、いまドライウェル圧力

の上昇は横ばい状態に落ち着きました。

そういうことだったら、とめることはできるんだろ？

とめられないのか。 

聞こえないです。 

ドライウェルスプレイをやめられないのかつていうのが、今の本店の質問なんだけども。

ラインナップが完了したらやめる予定。

いや、ラインナップじゃなくて。とめることはできませんかと。

現場でバルブを１個操作すれば終わらせられるんで、いきましょうと言えば、１０分後に終わ

ると思います。 

とめたほうがいいな。 

とめたほうがいいんじゃないのか。

はい。では、とめます。 

１０分後位にとめるね。了解。

で、バルブはあとどの位で開きそう？

確認します。すぐ返事します。お待ちください。

ドライウェルスプレイとめる。

うん、１０分後位にＡＯ弁まで－。もしもし‐－。ＡＯ

ＡＯ弁だけみたいだよ。 

さん、すいません。ちょっと教えてください。復旧班なんですけど、純水タンクは健全で

すか。生きてますか。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

ベントラインの確保はいつ頃になりそう？ 

ドライウェルの圧力は直線的に上がると思います。

ドライウェルの圧力いまいくつか分かる？

 

ですけど。ドライウェルスプレイはもうやっていて、いまドライウェル圧力

の上昇は横ばい状態に落ち着きました。 

そういうことだったら、とめることはできるんだろ？

ドライウェルスプレイをやめられないのかつていうのが、今の本店の質問なんだけども。

ラインナップが完了したらやめる予定。 

いや、ラインナップじゃなくて。とめることはできませんかと。

現場でバルブを１個操作すれば終わらせられるんで、いきましょうと言えば、１０分後に終わ

とめたほうがいいんじゃないのか。 

１０分後位にとめるね。了解。 

で、バルブはあとどの位で開きそう？ 

確認します。すぐ返事します。お待ちください。

ドライウェルスプレイとめる。 

うん、１０分後位にＡＯ弁まで－。もしもし‐－。ＡＯ

さん、すいません。ちょっと教えてください。復旧班なんですけど、純水タンクは健全で

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

 

ドライウェルの圧力は直線的に上がると思います。 

ドライウェルの圧力いまいくつか分かる？

ですけど。ドライウェルスプレイはもうやっていて、いまドライウェル圧力

そういうことだったら、とめることはできるんだろ？ 

ドライウェルスプレイをやめられないのかつていうのが、今の本店の質問なんだけども。

いや、ラインナップじゃなくて。とめることはできませんかと。

現場でバルブを１個操作すれば終わらせられるんで、いきましょうと言えば、１０分後に終わ

確認します。すぐ返事します。お待ちください。 

うん、１０分後位にＡＯ弁まで－。もしもし‐－。ＡＯ 弁っていっていた。うん、そうらしい。

さん、すいません。ちょっと教えてください。復旧班なんですけど、純水タンクは健全で

３号機で冷却停止、ベント） 
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純水タンクは健全です。

１F さん。これから開けに行くのはＭＯ

ＡＯ 弁を開けて、ＭＯ

あっ、了解。２つ開いてなかったんだ、ごめん。

うん、ぼくもそう聞いていた。はいはいはい、うんうんうん、分かった。

大特急で修正して、議論をふまえてね。

ドライウェルスプレイはやめる。こういうシナリオでいま処理しているってことを説明するた

めに仕上げないといけない。

保安班からお願いします。これから要員の応援で発電所に向かってる方が多々いらっしゃるか

も分かりません。お願いの、応援の要請の時にはオフサイトセンターを経由して防護装備を付

けた上で発電所に向かうよう指示をお願いします。いま、●●さんのほうにはお願いしました。

この時間を利用して通報班から報告です。通報がですねさきほど朝、

ちょっと音を下げてくれる。音を下げてくれる。

回線が全滅してますので、通報班のメンバー半分を２Ｆの緊対に派遣します。２Ｆ

線を使って通報するようにしますのでよろしいでしょうか。

はい、いいです。

はい、じゃあ準備します。

環境状況の最新版を確認しましたので情報を共有いたします。正門の所、６

００６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ８番、７時３０分現在、５．６マイクロｓｖ／ｈ、同じく変化

ありません。モニタリングポスト４番、７

確認されておりません。引き続き実施いたします。

すいません。通信復旧班なんですが、福島第二の緊急対策室のＣＶＣＦが落ちたそうで、いま

緊対室の中の電源がすべて切れている状態になっているということ。

福島第一？第二も？

ですからいろんな連絡経路がすべていま途絶しておりますので。いま、緊急対応しています。

一は生きてますが、二が、福二の。

保安班からお願いします。だいぶ帰宅の方がいらっしゃるようですが、作業優先とさせていた

だきますので。各班長さんにお願いします。帰宅される方はいまちょっとお待ちください。

今は作業優先とします。

了解しました。

各班長さんにお願いします。帰宅の方、いましばらくお待ちください。

いま、福二が映らなくなったのはそういうこと？通信系のＣＶＣＦが、無停電電源で切れてる。

それは何が原因かは分からない？建物？聞こえない？
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福島第二の建築が調査しております。

それ速やかにやらないと。２Ｆの緊対室の通信経路が……。

電話だけ通じてるそうです。

１F から２Ｆ 

ということだな。

２Ｆ も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。

電源復旧ね。それは相当急がないといけない。

ただまあ、１F

小森さん、２Ｆから電話もらいますか？４

１F さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

ルスプレイとかそういうことやらないで。そんだけ。

はい。分かりました。

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

逐一変化がありましたら連絡します。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

パソコンいま使えません。もうしばらくお待ちください。

資材班、ごめん、もう１個。電話中か。あとでいいよ。ごめん。

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

す。 

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

はい。検討してます。その他も手配中ですけども。

保護衣保護具関係は本店、●●さんのほうで調整していま準備中です。

本部長、保安班です。いま、環境ミニコンのほうが調子が悪くてですね。

すいません１F 

本店、聞こえました。●●探してこちらから話しかけます。誰ですか。

あっ、電話もらいました。すいません。

はい。了解。 
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福島第二の建築が調査しております。

それ速やかにやらないと。２Ｆの緊対室の通信経路が……。

電話だけ通じてるそうです。 

 に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

ということだな。 

も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。

電源復旧ね。それは相当急がないといけない。

Fのほうのあれもあれなんで、。

小森さん、２Ｆから電話もらいますか？４

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

ルスプレイとかそういうことやらないで。そんだけ。

はい。分かりました。 

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

逐一変化がありましたら連絡します。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

パソコンいま使えません。もうしばらくお待ちください。

資材班、ごめん、もう１個。電話中か。あとでいいよ。ごめん。

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

はい。検討してます。その他も手配中ですけども。

保護衣保護具関係は本店、●●さんのほうで調整していま準備中です。

本部長、保安班です。いま、環境ミニコンのほうが調子が悪くてですね。

F ですけど、本店さん。●●さん、いますかね？

本店、聞こえました。●●探してこちらから話しかけます。誰ですか。

あっ、電話もらいました。すいません。

 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

福島第二の建築が調査しております。 

それ速やかにやらないと。２Ｆの緊対室の通信経路が……。

 

に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。

電源復旧ね。それは相当急がないといけない。

のほうのあれもあれなんで、。

小森さん、２Ｆから電話もらいますか？４ 

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

ルスプレイとかそういうことやらないで。そんだけ。

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

逐一変化がありましたら連絡します。 

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

パソコンいま使えません。もうしばらくお待ちください。

資材班、ごめん、もう１個。電話中か。あとでいいよ。ごめん。

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

はい。検討してます。その他も手配中ですけども。

保護衣保護具関係は本店、●●さんのほうで調整していま準備中です。

本部長、保安班です。いま、環境ミニコンのほうが調子が悪くてですね。

ですけど、本店さん。●●さん、いますかね？

本店、聞こえました。●●探してこちらから話しかけます。誰ですか。

あっ、電話もらいました。すいません。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

それ速やかにやらないと。２Ｆの緊対室の通信経路が……。

に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。

電源復旧ね。それは相当急がないといけない。 

のほうのあれもあれなんで、。 

 

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

ルスプレイとかそういうことやらないで。そんだけ。 

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

パソコンいま使えません。もうしばらくお待ちください。 

資材班、ごめん、もう１個。電話中か。あとでいいよ。ごめん。

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

はい。検討してます。その他も手配中ですけども。 

保護衣保護具関係は本店、●●さんのほうで調整していま準備中です。

本部長、保安班です。いま、環境ミニコンのほうが調子が悪くてですね。

ですけど、本店さん。●●さん、いますかね？

本店、聞こえました。●●探してこちらから話しかけます。誰ですか。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

それ速やかにやらないと。２Ｆの緊対室の通信経路が……。 

に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

 

資材班、ごめん、もう１個。電話中か。あとでいいよ。ごめん。 

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

保護衣保護具関係は本店、●●さんのほうで調整していま準備中です。 

本部長、保安班です。いま、環境ミニコンのほうが調子が悪くてですね。 

ですけど、本店さん。●●さん、いますかね？ 

本店、聞こえました。●●探してこちらから話しかけます。誰ですか。 

 

に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

も電源を復旧することになります。いまやっていただいております。 

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

能性があります。炉心溶融となっている可能性がありますので、お知らせいたします。 

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。

 

 

に人派遣してもだめなのか。今の状態では、だから、２Ｆもすぐ復旧してもらう

さん。ちょっとあいてるところでいいんだけど。今のベントのね、ドライウェルスプレイ

の件なんだけど、いまあの、本店と官邸と、ＮＩＳＡとベントタイミングとかも大体予想時間

測りながら官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね。ドライウェ

緊対室の中の線量ですが、先ほど５０ｇＳｖ／ｈだったものが、７０まで上昇しております。

技術班からです。燃料が露出してからしばらく時間経ってますので、炉心溶融となっている可

 

すみません、業務システムなんですけど、共用ＬＡＮのサーバが落ちてますので、共用ＬＡＮ の

保護衣関係についてお知らせいたします。いま、タイベックが１００着になりました。優先作

業としますので、各班長さん、あと１００です。優先作業順となりますので、調整お願いしま

大変申し訳ございません。倉庫には何着あるか分かりませんけど、一番早い段階で調整します。 
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吉田所長  

総務班  
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小森常務  

テレビ会議 2011 年

 

もしもし、●●です。すいません。いま来ました。

●●さん、いま電話で話してた相手の用事だったみたいよ。

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

みますので、よろしくお願いいたします。

了解です。ただです

じゃあ、お願いします。

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。

了解しました。よろしくお願いいたします。

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

昇したものの横ばいでございます。

えっともう一回言ってください。

重要免震棟の緊対室のサーベイデータですが、７０マイクロＳｖ／ｈ

ｈ で若干５０

はい。了解しました。

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して

ください。 

最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

８で５．６マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして、７

ロＳｖ／ｈ。これ復唱する形になるかも分かりません。ＭＰ４

３４．７マイクロＳｖ／ｈ

は確認されておりません。

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

せん。零点マイクロシーベルトパーアワー以下でございます。

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

につきましては、１号機は、え一。

本店さん、本店さん。ハーハー。

はい、こちら本店です。

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

何とかフォローアップしてほしいんだけど。

了解です。このまま発話ください。

言ってください。
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もしもし、●●です。すいません。いま来ました。

●●さん、いま電話で話してた相手の用事だったみたいよ。

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

みますので、よろしくお願いいたします。

了解です。ただですね、●●、実は防災ですので、●●に代わる人間を差し向けます。

じゃあ、お願いします。 

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。

了解しました。よろしくお願いいたします。

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

昇したものの横ばいでございます。

えっともう一回言ってください。

重要免震棟の緊対室のサーベイデータですが、７０マイクロＳｖ／ｈ

で若干５０ から上がってございますが、それ以上の上昇は確認されません。

はい。了解しました。 

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して

最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

８で５．６マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして、７

ロＳｖ／ｈ。これ復唱する形になるかも分かりません。ＭＰ４

３４．７マイクロＳｖ／ｈ となっております。どのポイントについても急激な上昇等について

は確認されておりません。 

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

せん。零点マイクロシーベルトパーアワー以下でございます。

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

につきましては、１号機は、え一。

本店さん、本店さん。ハーハー。

はい、こちら本店です。 

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

何とかフォローアップしてほしいんだけど。

了解です。このまま発話ください。

言ってください。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

もしもし、●●です。すいません。いま来ました。

●●さん、いま電話で話してた相手の用事だったみたいよ。

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

みますので、よろしくお願いいたします。 

ね、●●、実は防災ですので、●●に代わる人間を差し向けます。

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。

了解しました。よろしくお願いいたします。

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

昇したものの横ばいでございます。 

えっともう一回言ってください。 

重要免震棟の緊対室のサーベイデータですが、７０マイクロＳｖ／ｈ

から上がってございますが、それ以上の上昇は確認されません。

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して

最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

８で５．６マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして、７

ロＳｖ／ｈ。これ復唱する形になるかも分かりません。ＭＰ４

となっております。どのポイントについても急激な上昇等について

 

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

せん。零点マイクロシーベルトパーアワー以下でございます。

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

につきましては、１号機は、え一。 

本店さん、本店さん。ハーハー。 

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

何とかフォローアップしてほしいんだけど。

了解です。このまま発話ください。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

もしもし、●●です。すいません。いま来ました。 

●●さん、いま電話で話してた相手の用事だったみたいよ。

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

 

ね、●●、実は防災ですので、●●に代わる人間を差し向けます。

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。

了解しました。よろしくお願いいたします。 

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

重要免震棟の緊対室のサーベイデータですが、７０マイクロＳｖ／ｈ

から上がってございますが、それ以上の上昇は確認されません。

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して

最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

８で５．６マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして、７ 時４０

ロＳｖ／ｈ。これ復唱する形になるかも分かりません。ＭＰ４

となっております。どのポイントについても急激な上昇等について

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

せん。零点マイクロシーベルトパーアワー以下でございます。

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

何とかフォローアップしてほしいんだけど。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

●●さん、いま電話で話してた相手の用事だったみたいよ。 

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

ね、●●、実は防災ですので、●●に代わる人間を差し向けます。

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

重要免震棟の緊対室のサーベイデータですが、７０マイクロＳｖ／ｈ から８０マイクロＳｖ／

から上がってございますが、それ以上の上昇は確認されません。

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して

最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

時４０ 分におきまして３．４１マイク
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となっております。どのポイントについても急激な上昇等について

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

せん。零点マイクロシーベルトパーアワー以下でございます。 

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

 

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

ね、●●、実は防災ですので、●●に代わる人間を差し向けます。 

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

はですね、オフサイトセンターの●●がやってます。よろしくお願いします。 

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

から８０マイクロＳｖ／

から上がってございますが、それ以上の上昇は確認されません。 

吉田さん、吉田さん、聞こえますか。すいません、うちの復旧状況一回まとめて情報共有して
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復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、

 

総務班ですけども、よろしいでしょうか。自衛隊の先ほどの要請の件でございますけども、自

衛隊の本部と言いますか、向こう側の窓口と、こちらの窓口は総務のほうはですね、情報第２

班の●●という者がなります。この者が、向こうの自衛隊の方の窓口とコンタクトを取ると。

その時に官庁連絡班の●●さんという方とタッグを組んで、そして現地に対してはこちらのオ

フサイト、こういうところとの連絡については●●さんとやりとりすると。こういう体制を組

 

すいません。福島のオフサイトセンターなんですけども、現地のですね、陸上自衛隊との調整

免対室の線量結果が出ました。全体的に７０から８０マイクロＳｖ／ｈでございます。若干上

から８０マイクロＳｖ／
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最新のモニタリング結果が出ましたので、情報を共有いたします。時刻７時３０分現在、ＭＰ

分におきまして３．４１マイク

時５３ 分、

となっております。どのポイントについても急激な上昇等について

免震、あー対策本部の中の、念のため中性子サーベイをいたしましたが、検出はされておりま

復旧班から情報共有をしたいと思います。電源復旧のスケジュールでございますが、モーター

ちょっとね、また別の問題が１点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、
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１号機、燃料プール、いまあのむき出してます。あの、飛んじゃったもんだから。そっからで

すね、ちょっと湯気が出てるという話が出てきてて、なおかつ１、２号のリアクター側の線量

が非常に高いということで、もちろん１号の影響もあるんでしょうけど、１号というか、炉の

影響もあるんでしょうけど、プールがあの状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけ

ど、なんとも水源もないんで知恵が出てこない。

分かりました、って言っても簡単にちょっとあれですけども。ちょっと消防で水を突っ込むっ

ていうのが１つあれか。

そいそう、だけど、場所に近寄れないんで。

近寄れないなあ。

近寄れないんですよ。だから、まぁ極端なこと言うと。

ヘリコプター。

ヘリか何かで上から水を噴霧するとかね。

消防ヘリみたいなので。

消防ヘリみたいなもので、水を上から噴霧か、落とすか。

そう、そう、噴霧。まずね、とりあえずそういうことです。水源をキープしないとまずいと思

うんですけど。

あの課題は分かりました。

はい。 

ちょっとこちらで、まず頭、整理して。

すいません、はい。

実現可能性の話はなかなかすぐ思い付かないんで。

ま、線量高いですしね、上も。

そう、上も高い。

連絡やってくれる、番号教えてくれて。

今のね、１FＩ

んですよ。冷却がない状態が続いてんだから、だからちょっとその残りの他のプラントも何か

入れる方法があるのかということを、少し頭の体操をしなければいけないんじゃないかと思う

んですけど。 

おっしゃるとおりだと思います。はい。共用プールも含めて。●●。

まだ湯気が立っていないのだったら●●、２号、３号の、はいれるんだったら手でいってでも、

なんか水をぶち込むとか、そういうことを考えていかなければならないと思う。

氷、氷をぶち込む。
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１号機、燃料プール、いまあのむき出してます。あの、飛んじゃったもんだから。そっからで

すね、ちょっと湯気が出てるという話が出てきてて、なおかつ１、２号のリアクター側の線量

が非常に高いということで、もちろん１号の影響もあるんでしょうけど、１号というか、炉の

影響もあるんでしょうけど、プールがあの状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけ

ど、なんとも水源もないんで知恵が出てこない。

分かりました、って言っても簡単にちょっとあれですけども。ちょっと消防で水を突っ込むっ

１つあれか。 

そいそう、だけど、場所に近寄れないんで。

近寄れないなあ。 

近寄れないんですよ。だから、まぁ極端なこと言うと。

ヘリコプター。 

ヘリか何かで上から水を噴霧するとかね。

消防ヘリみたいなので。 

消防ヘリみたいなもので、水を上から噴霧か、落とすか。

そう、そう、噴霧。まずね、とりあえずそういうことです。水源をキープしないとまずいと思

うんですけど。 

あの課題は分かりました。 

ちょっとこちらで、まず頭、整理して。

すいません、はい。 

実現可能性の話はなかなかすぐ思い付かないんで。

ま、線量高いですしね、上も。

そう、上も高い。 

連絡やってくれる、番号教えてくれて。

Ｉ のね、プールの話っていうのはたぶん他のプラントの話もみんな同じだと思う

んですよ。冷却がない状態が続いてんだから、だからちょっとその残りの他のプラントも何か

入れる方法があるのかということを、少し頭の体操をしなければいけないんじゃないかと思う

 

おっしゃるとおりだと思います。はい。共用プールも含めて。●●。

まだ湯気が立っていないのだったら●●、２号、３号の、はいれるんだったら手でいってでも、

なんか水をぶち込むとか、そういうことを考えていかなければならないと思う。

氷、氷をぶち込む。 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

１号機、燃料プール、いまあのむき出してます。あの、飛んじゃったもんだから。そっからで

すね、ちょっと湯気が出てるという話が出てきてて、なおかつ１、２号のリアクター側の線量

が非常に高いということで、もちろん１号の影響もあるんでしょうけど、１号というか、炉の

影響もあるんでしょうけど、プールがあの状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけ

ど、なんとも水源もないんで知恵が出てこない。

分かりました、って言っても簡単にちょっとあれですけども。ちょっと消防で水を突っ込むっ

そいそう、だけど、場所に近寄れないんで。

近寄れないんですよ。だから、まぁ極端なこと言うと。

ヘリか何かで上から水を噴霧するとかね。 

消防ヘリみたいなもので、水を上から噴霧か、落とすか。

そう、そう、噴霧。まずね、とりあえずそういうことです。水源をキープしないとまずいと思

 

ちょっとこちらで、まず頭、整理して。 

実現可能性の話はなかなかすぐ思い付かないんで。

ま、線量高いですしね、上も。 

連絡やってくれる、番号教えてくれて。 

のね、プールの話っていうのはたぶん他のプラントの話もみんな同じだと思う

んですよ。冷却がない状態が続いてんだから、だからちょっとその残りの他のプラントも何か

入れる方法があるのかということを、少し頭の体操をしなければいけないんじゃないかと思う

おっしゃるとおりだと思います。はい。共用プールも含めて。●●。

まだ湯気が立っていないのだったら●●、２号、３号の、はいれるんだったら手でいってでも、

なんか水をぶち込むとか、そういうことを考えていかなければならないと思う。
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発言内容 

１号機、燃料プール、いまあのむき出してます。あの、飛んじゃったもんだから。そっからで

すね、ちょっと湯気が出てるという話が出てきてて、なおかつ１、２号のリアクター側の線量
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ど、なんとも水源もないんで知恵が出てこない。 

分かりました、って言っても簡単にちょっとあれですけども。ちょっと消防で水を突っ込むっ

そいそう、だけど、場所に近寄れないんで。 

近寄れないんですよ。だから、まぁ極端なこと言うと。 

 

消防ヘリみたいなもので、水を上から噴霧か、落とすか。 

そう、そう、噴霧。まずね、とりあえずそういうことです。水源をキープしないとまずいと思

実現可能性の話はなかなかすぐ思い付かないんで。 

のね、プールの話っていうのはたぶん他のプラントの話もみんな同じだと思う

んですよ。冷却がない状態が続いてんだから、だからちょっとその残りの他のプラントも何か

入れる方法があるのかということを、少し頭の体操をしなければいけないんじゃないかと思う

おっしゃるとおりだと思います。はい。共用プールも含めて。●●。

まだ湯気が立っていないのだったら●●、２号、３号の、はいれるんだったら手でいってでも、

なんか水をぶち込むとか、そういうことを考えていかなければならないと思う。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

１号機、燃料プール、いまあのむき出してます。あの、飛んじゃったもんだから。そっからで

すね、ちょっと湯気が出てるという話が出てきてて、なおかつ１、２号のリアクター側の線量

が非常に高いということで、もちろん１号の影響もあるんでしょうけど、１号というか、炉の

影響もあるんでしょうけど、プールがあの状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけ

分かりました、って言っても簡単にちょっとあれですけども。ちょっと消防で水を突っ込むっ

 

そう、そう、噴霧。まずね、とりあえずそういうことです。水源をキープしないとまずいと思

のね、プールの話っていうのはたぶん他のプラントの話もみんな同じだと思う
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氷とかドライアイスとか何でもぶっ込んじゃう。

建屋の中にあるプラントは少なくともさあ、氷をぶち込めるかもしんないな。

だだその……。その場所にも１号とか、３号はオペフロに、１号はオープンなんだけど、３号

なんかは線量が高くてオペフロに氷を持ち込むような余裕がないと思うんですよね。

３号もそんな線量上がってます？

だいぶ上がってます。

３号も燃料壊れはじめてるから・・。

電源。交流電源っていうのが。

それはそっちで考えてさあ、線量上がってないのは、とにかく氷を入れちゃうとかさぁ、パラ

で考えないと。

ＯＫ。じやあね、あの、あれだ、氷、手配だ。氷、手配。

資材班になるかな。大量。本店のほうでも。

資材班、ちょっとごめん。どれ位の量をさ、１ユニット、多ければ多いほどいいんだけど、入

れに行くのも大変だから、量的なものを試算して資材班と調整してもらえるとありがたいんで

すけど。 

本店資材班。すぐに発電所に運ぶかどうかっていうのは別にして、氷を調達する必要があるか

もしれない。だから、製氷会社のようなところに１ｔか２ｔか分かりませんけど、発電所でで

きる範囲で調達したい氷、バックアップするという氷がいる可能性が高いので、まずちょっと

手当て。 

はい、了解しました。

何トンになるか分からないけど。あと、そこを運搬する氷の冷凍車かな。そういった物の手配

の準備にはいってもらえます？いっ、どう運ぶかという話は現場の状況を見てからです。

１F さん？３号機のベント弁なんですけども。

確認中。現場と連絡がとれないもんだから。いま確認中。

ＯＫ、了解。確認しだい連絡お願いします。

了解。 

復旧班のほうで使用済み燃料プールの検討をする人、それで１

ちょっと違うかもしれないので、それを検討して氷を落とす。持っていけるプラントと違うや

り方をするのを分けて、どっか自衛隊とか要請する必要があるのか、あるいは氷の調達がいる

のか。 

総務班ですけども。いま、官邸のほうには、その福島１－１Ｉの関係だと上からかけれるので

はないかと。そうじゃないのは氷か何かやらなければならないとか。その辺の状況についてい

ま、官邸のほうに情報を流しています。そうすると、やり方としては、自衛隊を使うのか、消

防を使うのかその辺も含めてとりあえず第一報を入れています。
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電源。交流電源っていうのが。
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で考えないと。 

ＯＫ。じやあね、あの、あれだ、氷、手配だ。氷、手配。
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はい、了解しました。 
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の準備にはいってもらえます？いっ、どう運ぶかという話は現場の状況を見てからです。
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確認中。現場と連絡がとれないもんだから。いま確認中。
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復旧班のほうで使用済み燃料プールの検討をする人、それで１

ちょっと違うかもしれないので、それを検討して氷を落とす。持っていけるプラントと違うや

り方をするのを分けて、どっか自衛隊とか要請する必要があるのか、あるいは氷の調達がいる

総務班ですけども。いま、官邸のほうには、その福島１－１Ｉの関係だと上からかけれるので

はないかと。そうじゃないのは氷か何かやらなければならないとか。その辺の状況についてい

ま、官邸のほうに情報を流しています。そうすると、やり方としては、自衛隊を使うのか、消

防を使うのかその辺も含めてとりあえず第一報を入れています。
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氷とかドライアイスとか何でもぶっ込んじゃう。
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なんかは線量が高くてオペフロに氷を持ち込むような余裕がないと思うんですよね。

３号もそんな線量上がってます？ 

３号も燃料壊れはじめてるから・・。 

電源。交流電源っていうのが。 

それはそっちで考えてさあ、線量上がってないのは、とにかく氷を入れちゃうとかさぁ、パラ
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の準備にはいってもらえます？いっ、どう運ぶかという話は現場の状況を見てからです。 

１とその他のプラントで対応が

ちょっと違うかもしれないので、それを検討して氷を落とす。持っていけるプラントと違うや

り方をするのを分けて、どっか自衛隊とか要請する必要があるのか、あるいは氷の調達がいる

総務班ですけども。いま、官邸のほうには、その福島１－１Ｉの関係だと上からかけれるので

はないかと。そうじゃないのは氷か何かやらなければならないとか。その辺の状況についてい

ま、官邸のほうに情報を流しています。そうすると、やり方としては、自衛隊を使うのか、消



 

時刻

08:33 

 

 

 

 

 

08:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:39 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

小森常務

総務班

小森常務

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

総務班

総務班

総務班

総務班

総務班

総務班

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

小森常務  

総務班  

小森常務  

総務班  

武藤副社長  

ＯＳＣ  

吉田所長  

官庁連絡班  

  

総務班  

総務班  

総務班  

総務班  

総務班  

総務班  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

  

テレビ会議 2011 年

 

氷についても製氷工場からＪ

ない。 

氷の手配ができるんであれば、もちろんその辺は資材が。

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

あるかもしれないということ。はい、分かりました。

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

と思います。どうもそこから湯気がでているという話なんで。

所詮、発熱量が少ないからさ。沸騰してから燃料頂部１ｍくらい・・。

あとすみません、本店さんにまた追加でお願い。

１F の声を上げてあげて。１

ちょっと電話が入ったので、またあとで。

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

願いしたい。 

まだ結論が出ていないので、このまま●●を動かします。

よろしいですか。

そのまま進めてください。

分かりました、了解。

切り替えは、こちらの責任でやりますから。

オフサイトセンター●●さん、いらっしゃいましたら。

●●です。 

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

していただけるのか、ということと、連絡先も教えていただけますか。

オフサイトセンターはね２Ｆ

●●。 

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

外線からかける場合は？

年 3月 13 日 

  76 / 236 

氷についても製氷工場からＪ 

氷の手配ができるんであれば、もちろんその辺は資材が。

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

あるかもしれないということ。はい、分かりました。

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

と思います。どうもそこから湯気がでているという話なんで。

所詮、発熱量が少ないからさ。沸騰してから燃料頂部１ｍくらい・・。

あとすみません、本店さんにまた追加でお願い。

の声を上げてあげて。１F

ちょっと電話が入ったので、またあとで。

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

 

まだ結論が出ていないので、このまま●●を動かします。

よろしいですか。 

そのまま進めてください。 

分かりました、了解。 

切り替えは、こちらの責任でやりますから。

オフサイトセンター●●さん、いらっしゃいましたら。

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

していただけるのか、ということと、連絡先も教えていただけますか。

オフサイトセンターはね２Ｆ 

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

外線からかける場合は？ 

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

 ヴィレッジまで運ぶとかね、そういう輸送もお願いするかもしれ

氷の手配ができるんであれば、もちろんその辺は資材が。

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

あるかもしれないということ。はい、分かりました。

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

と思います。どうもそこから湯気がでているという話なんで。

所詮、発熱量が少ないからさ。沸騰してから燃料頂部１ｍくらい・・。

あとすみません、本店さんにまた追加でお願い。

Fさん、何？ 

ちょっと電話が入ったので、またあとで。 

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

まだ結論が出ていないので、このまま●●を動かします。

 

切り替えは、こちらの責任でやりますから。

オフサイトセンター●●さん、いらっしゃいましたら。

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

していただけるのか、ということと、連絡先も教えていただけますか。

 から来ていただいてる●●。

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ヴィレッジまで運ぶとかね、そういう輸送もお願いするかもしれ

氷の手配ができるんであれば、もちろんその辺は資材が。 

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

あるかもしれないということ。はい、分かりました。 

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

と思います。どうもそこから湯気がでているという話なんで。

所詮、発熱量が少ないからさ。沸騰してから燃料頂部１ｍくらい・・。

あとすみません、本店さんにまた追加でお願い。 

 

 

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

まだ結論が出ていないので、このまま●●を動かします。 

切り替えは、こちらの責任でやりますから。 

オフサイトセンター●●さん、いらっしゃいましたら。 

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

していただけるのか、ということと、連絡先も教えていただけますか。

から来ていただいてる●●。 

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

ヴィレッジまで運ぶとかね、そういう輸送もお願いするかもしれ

 

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

と思います。どうもそこから湯気がでているという話なんで。 

所詮、発熱量が少ないからさ。沸騰してから燃料頂部１ｍくらい・・。 

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

 

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

していただけるのか、ということと、連絡先も教えていただけますか。 

から来ていただいてる●●。 

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

 

ヴィレッジまで運ぶとかね、そういう輸送もお願いするかもしれ

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。

 

ヴィレッジまで運ぶとかね、そういう輸送もお願いするかもしれ

資材がやっています。氷の輸送みたいな話で対応してもらうところがあるかもしれない。 

プールは建屋の中なんですけど、最上階の壁がなくなっていますので、むき出しになっている

本部長付の●●さん。教えてください。先ほどこちらで●●さんという名前、自衛隊の窓口の

関係で●●さん、その方、本部付なんで別な方にしたいという話がありましたので、結論をお

自衛隊の給水車がいまそちらに向かっています。２Ｆのほうに行くということで向かっており

まして、まずはオフサイトセンターのほうに集合して状況を把握したいとおっしゃっています。

その際に、うちの社員の担当者の連絡先を教えてほしいと言われておりまして、どなたが対応

電話番号は、使えるところが限定されているので内線の△△△△。こちらに電話下さい。 



 

時刻

 

 

 

08:41 

 

 

 

 

 

08:42 

 

 

 

 

08:44 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

保安班

復旧班

官庁連絡班

本店 

本店 

本店 

通報班

本店 

本店 

本店 

本店 

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

保安班  

復旧班  

官庁連絡班  

  

  

  

通報班  

  

  

  

  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

テレビ会議 2011 年

 

外線ね、外線がほとんど入らないんですわ。

とりあえず分かりまＬた。とりあえず連絡Ｌます。

よろしく頼みます。

緊対室の線量ですけど、若干です。先ほど７０マイクロＳｖ／ｈだったものが７５に若干上昇

しております。

福島第一です。福島第一です。只今、只今、３号のドライウェルベント作業、完了しました。

あとはラブチャーの開待ちです。

１F ベント操作、４１分完了しました。

４１分ですね。ベント操作、４１分完了。

保安院と官邸には伝えておいて。

はい。 

福島第１通報班から本店本部へのお願いです。よろしいでしょうか。３号機ベント弁、開をし

ましたけども、福島県に対してもベント開始の前に連絡を入れることになってますので、通報

文はこれから作りますけども、すいませんが電話連絡で福島県のほうヘベント弁操作した旨を、

連絡をお願いできますでしょうか。

ご苦労さん、ご苦労さん。大丈夫か、おい。ちょっと簡単に教えてくれる？あれ‐止まったの

はバッテリーで、ＲＣＩＣ

いえ、最初からＨＰＣＩで、それが圧が下がって止まったんですよ。圧が下がって止まったの

で、Ｄ／Ｄの消火ポンプを起動したんですけども。そうしたら、また、圧が急に上がっちゃっ

て、結局、だめになりました。で、ＨＰＣＩを再起動かけたんだけど、動かなくて。あの、今

度色々やっているうちにＲＣＩＣの起動も結局できないことが分かった、５時２０分にね。そ

ういう状態。 

ＲＣＩＣ が動かなかったのはなぜだろう、

どうもバッテリーがだめみたい。－

１F さん、聞こえますか。

はい。 

いま、１F プール、ヘリコプターも考えているんだけど、１

消防で放水するような感じでは届かない？あそこは？

検討してみる。

お願い。 

ただね、水がないのよ、水が。炉に注入するほうに使うので。

了解。 

年 3月 13 日 
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外線ね、外線がほとんど入らないんですわ。

とりあえず分かりまＬた。とりあえず連絡Ｌます。

よろしく頼みます。 

緊対室の線量ですけど、若干です。先ほど７０マイクロＳｖ／ｈだったものが７５に若干上昇

しております。 

福島第一です。福島第一です。只今、只今、３号のドライウェルベント作業、完了しました。

あとはラブチャーの開待ちです。

ベント操作、４１分完了しました。

４１分ですね。ベント操作、４１分完了。

保安院と官邸には伝えておいて。

福島第１通報班から本店本部へのお願いです。よろしいでしょうか。３号機ベント弁、開をし

ましたけども、福島県に対してもベント開始の前に連絡を入れることになってますので、通報

文はこれから作りますけども、すいませんが電話連絡で福島県のほうヘベント弁操作した旨を、

連絡をお願いできますでしょうか。

ご苦労さん、ご苦労さん。大丈夫か、おい。ちょっと簡単に教えてくれる？あれ‐止まったの

はバッテリーで、ＲＣＩＣ は昨日の段階でＨＰＣＩに切り替えていたんだっけ？

いえ、最初からＨＰＣＩで、それが圧が下がって止まったんですよ。圧が下がって止まったの

で、Ｄ／Ｄの消火ポンプを起動したんですけども。そうしたら、また、圧が急に上がっちゃっ

て、結局、だめになりました。で、ＨＰＣＩを再起動かけたんだけど、動かなくて。あの、今

度色々やっているうちにＲＣＩＣの起動も結局できないことが分かった、５時２０分にね。そ

 

が動かなかったのはなぜだろう、

どうもバッテリーがだめみたい。－

さん、聞こえますか。 

プール、ヘリコプターも考えているんだけど、１

消防で放水するような感じでは届かない？あそこは？

検討してみる。 

ただね、水がないのよ、水が。炉に注入するほうに使うので。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

外線ね、外線がほとんど入らないんですわ。

とりあえず分かりまＬた。とりあえず連絡Ｌます。

緊対室の線量ですけど、若干です。先ほど７０マイクロＳｖ／ｈだったものが７５に若干上昇

福島第一です。福島第一です。只今、只今、３号のドライウェルベント作業、完了しました。

あとはラブチャーの開待ちです。 

ベント操作、４１分完了しました。 

４１分ですね。ベント操作、４１分完了。 

保安院と官邸には伝えておいて。 

福島第１通報班から本店本部へのお願いです。よろしいでしょうか。３号機ベント弁、開をし

ましたけども、福島県に対してもベント開始の前に連絡を入れることになってますので、通報

文はこれから作りますけども、すいませんが電話連絡で福島県のほうヘベント弁操作した旨を、

連絡をお願いできますでしょうか。 

ご苦労さん、ご苦労さん。大丈夫か、おい。ちょっと簡単に教えてくれる？あれ‐止まったの

は昨日の段階でＨＰＣＩに切り替えていたんだっけ？

いえ、最初からＨＰＣＩで、それが圧が下がって止まったんですよ。圧が下がって止まったの

で、Ｄ／Ｄの消火ポンプを起動したんですけども。そうしたら、また、圧が急に上がっちゃっ

て、結局、だめになりました。で、ＨＰＣＩを再起動かけたんだけど、動かなくて。あの、今

度色々やっているうちにＲＣＩＣの起動も結局できないことが分かった、５時２０分にね。そ

が動かなかったのはなぜだろう、 

どうもバッテリーがだめみたい。－ 元々なぜ・・・。

プール、ヘリコプターも考えているんだけど、１

消防で放水するような感じでは届かない？あそこは？

ただね、水がないのよ、水が。炉に注入するほうに使うので。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

外線ね、外線がほとんど入らないんですわ。 

とりあえず分かりまＬた。とりあえず連絡Ｌます。 

緊対室の線量ですけど、若干です。先ほど７０マイクロＳｖ／ｈだったものが７５に若干上昇

福島第一です。福島第一です。只今、只今、３号のドライウェルベント作業、完了しました。

 

福島第１通報班から本店本部へのお願いです。よろしいでしょうか。３号機ベント弁、開をし

ましたけども、福島県に対してもベント開始の前に連絡を入れることになってますので、通報

文はこれから作りますけども、すいませんが電話連絡で福島県のほうヘベント弁操作した旨を、

ご苦労さん、ご苦労さん。大丈夫か、おい。ちょっと簡単に教えてくれる？あれ‐止まったの

は昨日の段階でＨＰＣＩに切り替えていたんだっけ？
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で、Ｄ／Ｄの消火ポンプを起動したんですけども。そうしたら、また、圧が急に上がっちゃっ

て、結局、だめになりました。で、ＨＰＣＩを再起動かけたんだけど、動かなくて。あの、今

度色々やっているうちにＲＣＩＣの起動も結局できないことが分かった、５時２０分にね。そ
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はい。 

資材班です。只今、使える業務車がまったくない状態です。大変申し訳ありませんが、プライ

ベートの車を借り上げさせていただきたいと思います。所長から許可を得ました。すいません

が、可能な方、資材班のほうまでお越しいただけませんでしょうか。すいません、よろしくお

願いします。 

あと、ガソリン等についての補充は、１

大丈夫じゃないです。これ、もう、ずっと昨日から言っているんですが、なかなか届かないん

で、よろしくお願いします。

ガソリンはですね、先ほどオフサイトセンターのほうから１０ＯＬ

全然足りないだろう。

どんどん届けてもらうんだけど、こっちは輸送する手段がかなりないんで、そこのところを資

材班で調整してください。

まず資材班がどの位いるかというのと、あと、浜通りだとか２Ｆの業務車も場合によっては、

考えるということ。それからもっと広くは、本店のほうでも営業だとか支店だとかの業務車み

たいなものも、考えてもらえないですかね。それは誰になるのかな？

１Ｆの方で調整します。

今の話ですけど、ガソリンとかそれは、昨日、自衛隊のほうにも要請してまして、持ってきて

くれることになっているんですけど。オフサイトセンターのほうには何も連絡来てませんでし

ょうか。 

すみません。ガソリンの話は昨日の時点では来てなくてですね。こちらから、今日、陸上自衛

隊さんにお願いして、そういったアレンジメントになった次第です。

あのー分かりました。そうすると今のその辺の調達というのは、オフサイトセンターのほうで

今回ガソリンについては、やったということで、了解しておいてよろしいでしょうか。

はい。できる限りやっています。

あの、我々のほうにですね、是非こちらのほうに連絡いただければ、こちらでちゃんとやりま

すので、よろしくお願いします。

はい、了解しました。

すみません。オフサイトセンターから１つお願いがあるんですけども。他電力の応援をお願い

できないでしょうか。放管の人を、かなり多くの人が必要になってきます。働くのはサイト内

じゃなくてオフサイトセンターなので、あまり被曝は気にしないでいいと思う。是非お願いし

ます。 

他電力の原子力関係の従業者のですね、従業者の協力依頼は中部電力を幹事会社としましてや

っておりまして、関西電力さん、中部電力さんがそちらに着いていると思うんですが、いかが

でしょうか。 

中部さんは昨日来たんですけれども、どうも帰っちやったようで、その後連絡ができない状況

になっているので、本店から放管の人間がかなり要るんだという話をもう一回していただけま

すでしょうか。
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了解しました。至急やります。

情報共有させていただきます。今の話はオフサイトセンターの●●さんからも依頼がありまし

て１F および１

手が足らないので、１００に近づいた放管の技量を持ってもらった人は選別して、選抜してオ

フサイトセンターの手伝いを依頼しますので、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

是非よろしくお願いします。

《本店画面：勝俣会長他５人の会話》詰めている人が、官邸には記者がたくさんいる。相当い

るよ、官邸には。マスコミは。それは、何しに来たと言われたと、なんの記者会見だと。

９時を目指してやってます。

ああ、ベントライン、それで開くってことでしょ。ほんで、ほんで圧力は炉圧はちゃんとＦＰ

がはいれるまで落ちるんだっけ。●●１個しか開かないっていってたよ。賭だなもう、賭。

オフサイトセンター、聞こえますか。●●さん、私の携帯に電話してもらえます？

●●。 

ちょっとさ、いずれにしてもそれ大事だから、ＳＲ弁が吹き出したら、大きな声で報告してく

れ－。それとそれが終わったらすぐに注水の人間に注水させないといけないから、そこの連携

とっているかどうか。

小森さん、すいません。小森さんの携帯に本部長から電話すればいいんですか。

まずは、●●君でいいです。

はい、分かりました。

サーベイデータ、モニタリングデータの最新版が出ました。お知らせいたします。正門付近、

正門８時１０分、３．１６マイクロＳｖ／ｈ、変化なし。ＭＰ８番、７

イクロＳｖ／ｈ、有意な変化はありません。モニタリングポスト４番付近、８時２３分、８８

２、８８２、１５条になります。８８２マイクロＳｖ／ｈ、５００マイクロＳｖ／ｈ

た。繰り返します。ＭＰ４番付近、ちょうど西側です、８時２３分、８８２マイクロＳｖ／ｈ

です。上昇しています。ＭＰ４番の所でモニカーの所で測っているのは南南西の風です。南南

西の風、海側のほうに向いていることになります。南南西の風。２Ｆの１００ｍのデータを使

いますと南から北です。というのは●●さんの評価は南から北です。

所長、所長、モニタリングポストで１５条を超えました。３月１３日８

イクロＳｖ／ｈ。５００マイクロＳｖ／ｈ超え。

えっと、ＳＲ 

チングをしだしました。チャタリング。

はい。 

チャタリングしているんでもう開けてもいいんだけれども、最後のリアクタービルのベント…

…。ＰＣＶ のベントのライン構成した運転員がいま上がってきて、上がってきている途中なん

で、ちょっとここは、上がってきてから影響のない所まで上げてきてからＳＲ弁復旧します。
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了解、了解。だから時間を！

１０分、１０分目標。

すみません。広報班からの確認のお願いでございます。本日の朝８時時点の当社説明の影響に

ついて取りまとめました。ちょっとご覧いただきたいと思います。もう少し下の絵になります

けど、新しく追加しましたものは、３号機に関するものです。「福島第一３号機高圧注水系が

自動停止し、原子炉隔離時冷却系の再起動を試みたものの起動できず、非常用炉心冷却装置に

ついても、注水流量が確認できないため、本日１３日午前５時１０分に原子力災害対策特別措

置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象が発生したと判断し、午前５時５８分に通報しま

した。また、安全確保を目的に原子炉格納容器内の圧力を降下させる措置を行なうためベント

と弁の操作を行ない」、失礼しました、「ベント弁の操作を行ない、本日午前８時４１分に完

了しました」。えっと８時時点のものですが、－応弁の操作を記入した最後のところ、８時４

１分の記載をさせていただいてます。ベントと弁の途中、平仮名が１個空いて申し訳ありませ

ん。いかがでしょうかすみません。

《電話》もしもし、はい、吉田でございます。

いま、広報班からスクリーンに映してですね。新しい内容をご説明いただきました。原子力部

門の方中心にちょっとご覧いただければと思いますが、内容ご確認いただきたいと思います。

ちょっと、まずね、今の画面の内容でいいかどうか見ていただけますか。時系列これで合って

いるんだね。大丈夫？よろしいですか。●●君、もういいんだよね、これでね。じゃ進めてく

ださい。 

ありがとうございました。

保安班から情報共有します。現場に行かれる方、若干、過剰装備が見られます。現状、保護衣

が少なくなっていますので、一般作業服の上に●●マスクをつける行為に協力お願いします。

それから本店の対策班の皆さんに本部長付からご連絡です。９時から本部会議開催予定でした

けれども１F３が１５条ということで、ちょっとあのお待ちいただきたいと思います。

ちょっと武黒さんが官邸に行くので・・・

１F さん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

いま確認、傍受したところ、ＳＲ弁の電源が確保できてチャタリングがそのことを確認したの

で、１０分後を目安に減圧を開始したいということでよろしいですね。

はい。それでいま、強制回避できるＳＲ

するまで待つのかというのをちょっと炉主任と議論しています。サイトで議論して

先ほどの注水シナリオでいまどんな状況なのかお話ししたいんですけど、よろしいですか。

お願いします。

１番目のＰＣＶ

す。 

・・・じゃないの？

えっと５５０Ｍｐａの設定に対して今のドライウェル圧力はそれより９０パスカルくらい下が

って４６０くらいです。なので今後ＳＲ弁を強制的に開けてやるとドライウェル、サブレッシ

ョンプール側に圧力が移行しますので、それで強制的に開されるものと思います。次、２つ目。

フェーズ１のＳＬＣは間に合っていません。フェーズ２のＳＲ弁による減圧、これはいま１個

だけ機能が確保されました。第３フェーズと書いてあるＡＭ
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ネジメントの系統を使って、消火ポンプの水を入れる系統、これはもうラインナップがいま終

わりましたので、消防車のほうに、消防車のポンプに繋ぎます、という状況です。

減圧できないと、注水できないから。

すぐやった方がいい。

すみません、本店ですけど。減圧できないと注水できないし、注水できないと事態が悪くなる

から１弁でも早めに吹いていったほうがいいんじゃないでしょうか。ご検討ください。

いま検討しているから・・・。

もう、これね、待っていられないと思うんですよ、時間的に。

うん。 

そうでしょ。な。もう早くＳＲ

手法ないと思うんで。

はい。 

いいですか、それで？

いいと思います。

ちょっとよく聞こえなかったんだけど、ちょっと確認してくれるかな、何て言ったの？

もうね、原子炉はギリギリの状態になっているから、ギリギリすぎているんだけど、水を注入

するということが一番重要なので早めにＳＲ弁を開いて、減圧して、水を注入したいと思って

るんですけど、いかがでしょう。

ちょっと待ってください。ただし。

冷静に考えていただきたいんですが。いま開くＳＲ弁は１弁しかないということと、あとＤ／

Ｄだけじゃ圧が足りないということと、仮設のやつが接続されて、きちんと圧が立って、注水

ができる見通しが立ってから。

立ってます。 

それが正しいと思います。注水機能が生きないと話になりませんから、それが確保できている

ことを絶対確認してください。

注水機能のほうはスタンバイして、圧は立っているんじゃないの？

ちょっと、本店の人、静かにしてください。ちょっと静粛に。判断に関わる話なので静粛にし

てください。本店静かにしてください。１

まず、いま炉がこんな状態なんで早く水を注入したいということで、ＳＲ

消火ポンプから水を入れたい。消火ポンプはラインナップがすべて終わっているんで、ただま

だ圧が立つかどうかの確認をしていないんで、今から繋いだ状態で圧が立つかどうかの確認を

します。その上で圧が十分に。これ、１０キロ以上立てばいいか？

すいません、ちょっと緊急でよろしいですか。プラントの情報です。ＳＲ

グしてましたけども、それが中間開まで炉の圧力に負けて開きました。それでいまもう減圧さ

れまして、炉圧は３月３

たので 
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もう０．５ までいっちやった！○Ｋ！もうこれ注入、注入指示。

０．５まできた？○Ｋ。

ＯＫ。圧も立つんで、じゃＯＫ。

炉圧が５キロになりましたんで、消防車のポンプによる注水可能なんで、ポンプのほうから只

今より注水いたします。プラント情報は随時ご報告します。

まず、それ急いでやってください。

早くやったほうが良い。ドライアウトしたってことだよ。

あと、今の情報は国だとか官邸だとか、すぐ伝えるように。

本店側も関係箇所に伝えてよ。

すいません。ちょっと官邸からさっき電話切ってしまって、繋がらないので。官邸に電話しろ

と言われているので、繋いでもらえませんか。吉田です。

官邸連絡班は誰だっけ？●●？やってください。いま、やります、やります。

それで、電話が来て、こちらの内線△△△△に回してもらいたい。

内線△△△△に回す。やってください。

こちら、１F です。いま、吉田所長、官邸と連絡とれました。以上です。

本店、了解。 

では、プラントの状況をご報告します。８時４１分で。

９時１０分。 

９時ですね。９時１０分現在のデータで、あっ見えない、水位は燃料域で十１８００。ワイド、

広域でオーバースケールの状況です。炉圧のほうは、見えない！０．４６Ｍｐａ。ドライウェ

ルの圧力は６３７ｋｐａ。サプチャンの圧力は５９０ｋＰａです。水位は、いまかなり高くな

っていますけれども、これは急に減圧したときの減圧沸騰で見かけ上、水位が高めに出てると

思われます。炉圧の０．４６は先ほど言いましたＳＲ

とで２弁そういう状態になったそうで、０．４６まで急減圧しました。それに伴ってＰＣＶ、

すなわちドライウェルとサプチャンは６３７ｋｐａ、５９０ｋｐａまで上がりましたので、ラ

プチャーディスクの破裂する、破れる設定圧力の５５０ｋｐａ以上になりましたのでいまベン

トされているものだと思われます。

次ね、このプロセスで重要なのは水源８０ｔしかないから、この８０ｔがなくなる前にＳＬＣ

なり次のステップを切りいれないといけない。それからもう１

やす。人海戦術でも何でもいいから、水をいろんなところから持ってきて、このタンクに入れ

るという作業に移ってほしいんだ。これが今の最優先課題。ＯＫ？

すいません、すいません。３号にホウ酸はいま、入れに行くように指示しました。その８０ｔ

に混ぜるように指示しました。４０袋。４００キロです。

了解。混ぜましょう。
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プチャーディスクの破裂する、破れる設定圧力の５５０ｋｐａ以上になりましたのでいまベン

次ね、このプロセスで重要なのは水源８０ｔしかないから、この８０ｔがなくなる前にＳＬＣ
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ルの圧力は６３７ｋｐａ。サプチャンの圧力は５９０ｋＰａです。水位は、いまかなり高くな
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ＳＬＣのほうはスタンバッているのでしょうか、１

ＳＬＣ が時間がかかるので先に減圧操作を行なったんで、まだ時間がかかります。

それは並行していつでもできるようにしてください。

どちらかと言うと、今の状態の中でメイキャップの水を確保するほうが現実的だと思います。

バラでやっていきます。

了解。水の確保、最優先。

１F さん、すいません。本店ですけど、保安院に連絡するにあたってですね、ＦＰ

入したか、時間をちょっと教えてください。

ＦＰ 注入時間、９時何分？

後で連絡します。

お願いします。

もう海水も考えないといけないんじゃないの？これ官邸とご相談ですか。

すいません。プラントの情報の１個ですけれど、先ほど申し上げました…

すいません。いま、３号機がですね、ちょっとＳＬＣ、ホウ酸を入れたんですが、海水は、な

しでいきたいと思ってます。極力真水を集めてきてタンクでメイキャップする方針でいま、考

えています。 

吉田所長、水はどこから持ってくるの。手当てのめどは立ってるんですか。

例えば、模擬プールの中に水あるじゃないですか、例えばああいうのを人海戦術ちゅうたらお

かしいけど、小さいタンクでも往復するなり、なんなり、すべて使える水を使えということで

いま、考えているんですがね。

昨日の自衛隊が３台来ていたようなものをまた頼みますか、オフサイトセンター。

それはね、朝から頼んでいるんですけど、なかなか、こう、あれなんです。昨日からもう水気

は全部欲しいって言ってんだけど、もう何でもいいから持ってきてほしいんですけど。

すいません、それ、オフサイトセンターでできること…

すいません、オフサイトセンターなんですが、昨日、水を持って途中まで行っていただいたの

ですけど、そこで爆発を彼ら実際に目撃されていて戻ってきてんですけど、外部被曝、汚染が

あってですね、自衛隊の方、かなり受けちゃったので、そういう意味では多分自衛隊の方が直

接そっちに行くということはかなり難しい状況になりつつあります。

本部の総務班ですけど、自衛隊のほうにつきましてはこちらのほうで改めて要請しております

ので、しばらくお待ちいただきたいと思います。窓口はオフサイトセンターを通してやります

ので。 

具体的に私が何かしろというお話があればすぐに動きますので、よろしくお願いします。

いま、自衛隊の水はどこにあるんですか。
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本部の総務班ですけど、自衛隊のほうにつきましてはこちらのほうで改めて要請しております

ので、しばらくお待ちいただきたいと思います。窓口はオフサイトセンターを通してやります

具体的に私が何かしろというお話があればすぐに動きますので、よろしくお願いします。

いま、自衛隊の水はどこにあるんですか。
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すいません、それ、オフサイトセンターでできること…

すいません、オフサイトセンターなんですが、昨日、水を持って途中まで行っていただいたの

ですけど、そこで爆発を彼ら実際に目撃されていて戻ってきてんですけど、外部被曝、汚染が
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時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

09:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:17 

09:18 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

吉田所長

高橋フェロー

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

小森常務

総務班

総務班

総務班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

総務班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

勝俣会長

小森常務

広報班

高橋フェロー

小森常務

本店 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

高橋フェロー  

ＯＳＣ  

高橋フェロー  

小森常務  

総務班  

総務班  

総務班  

高橋フェロー  

吉田所長  

高橋フェロー  

総務班  

高橋フェロー  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

勝俣会長  

小森常務  

広報班  

高橋フェロー  

小森常務  

  

テレビ会議 2011 年

 

何だって？ 

自衛隊の水は持って帰っちやったわけじゃないでしょう？

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。

ああ、了解。 

あとポンプ車。消防の。

いま自衛隊の状況をちょっとご説明しますので、お聞きください。

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

１F３号機の状況を非常に気にされていて、１

ます。 

１F のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

うがいいでしょうか。寄らなくてよろしいですか。

そんなの寄っている時間ないじゃない。

オフサイトセンターに一回行ってください。

えっ、行くの？

了解いたしました。

あれ、吉田所長さあ、５、６号側のろ過水ってもうカラなの？

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

けど。 

分かりました。

個別ではいま全部考えています。いま－番早い方法を。

１Ｆも水がクリティカルなの？２Ｆよりも。水待ち？

はい、広報班どうぞ。

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

これで進めてください。

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

電源車が送ることがいま並行して検討しております。

年 3月 13 日 
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自衛隊の水は持って帰っちやったわけじゃないでしょう？

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。

 

あとポンプ車。消防の。 

いま自衛隊の状況をちょっとご説明しますので、お聞きください。

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

３号機の状況を非常に気にされていて、１

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

うがいいでしょうか。寄らなくてよろしいですか。

そんなの寄っている時間ないじゃない。

オフサイトセンターに一回行ってください。

えっ、行くの？ 

了解いたしました。 

あれ、吉田所長さあ、５、６号側のろ過水ってもうカラなの？

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

分かりました。 

個別ではいま全部考えています。いま－番早い方法を。

１Ｆも水がクリティカルなの？２Ｆよりも。水待ち？

はい、広報班どうぞ。 

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

これで進めてください。 

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

電源車が送ることがいま並行して検討しております。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

自衛隊の水は持って帰っちやったわけじゃないでしょう？

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。

いま自衛隊の状況をちょっとご説明しますので、お聞きください。

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

３号機の状況を非常に気にされていて、１

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

うがいいでしょうか。寄らなくてよろしいですか。

そんなの寄っている時間ないじゃない。 

オフサイトセンターに一回行ってください。

あれ、吉田所長さあ、５、６号側のろ過水ってもうカラなの？

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

個別ではいま全部考えています。いま－番早い方法を。

１Ｆも水がクリティカルなの？２Ｆよりも。水待ち？

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

電源車が送ることがいま並行して検討しております。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

自衛隊の水は持って帰っちやったわけじゃないでしょう？ 

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。

いま自衛隊の状況をちょっとご説明しますので、お聞きください。

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

３号機の状況を非常に気にされていて、１Fには行きたくないというような見解を示してい

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

うがいいでしょうか。寄らなくてよろしいですか。 

オフサイトセンターに一回行ってください。 

あれ、吉田所長さあ、５、６号側のろ過水ってもうカラなの？

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

個別ではいま全部考えています。いま－番早い方法を。 

１Ｆも水がクリティカルなの？２Ｆよりも。水待ち？ 

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

電源車が送ることがいま並行して検討しております。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

 

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。

いま自衛隊の状況をちょっとご説明しますので、お聞きください。 

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

には行きたくないというような見解を示してい

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

あれ、吉田所長さあ、５、６号側のろ過水ってもうカラなの？ 

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

 

自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況です。 

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

には行きたくないというような見解を示してい

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。

２ＦのＣＶＣＦはどういう状況になっているんですか。なんか聞いてます？ 

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧

 

自衛隊の給水車は２０台から３０台程度、四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。

には行きたくないというような見解を示してい

のほうに行くように指示します。そして、その場合オフサイトセンターに、一回寄ったほ

いや、カラではないんだけど、ちょっと漏れてて量も少ないし全部使っちゃうわけにはいかな

いんで、運ぶのが結構あれだって言うんで、いまそこも含めてメイキャップを考えているんだ

広報からお知らせします。原災法１５条の適用がまたございましたので、お知らせします。上

はお知らせ済みですので、下のほうからいきます。その後、当該モニタリングポストの測定値

は、－旦下がりましたが、本日再度測定値が上昇し、敷地境界の放射線量の値が制限値を超え

たため、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと午前

８時５６分に判断いたしました。こちらのほうをプレスさせていただきたいと思います。 

いま立ち上げ直して、正常に動いています。万が一落ちた時のためにバイパス、あるいは低圧



 

時刻

 

 

 

 

09:19 

 

 

 

09:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:21 

 

 

 

 

 

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

小森常務

本店 

小森常務

保安班

復旧班

小森常務

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

１Ｆ 

発電班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

小森常務  

  

小森常務  

保安班  

復旧班  

小森常務  

吉田所長  

発電班  

吉田所長  

発電班  

吉田所長  

発電班  

吉田所長  

発電班  

吉田所長  

  

発電班  

高橋フェロー  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

  

  

テレビ会議 2011 年

 

機能は？ 

機能は正常です。

了解です。復帰しているそうです。

本店保安班ですけど、モニタリングポストの変動の情報を共有させてください。Ｎｏ．４発電

所の北西の敷地境界付近モニタリングポストのデータですが、８時１５分から上昇傾向になり

まして、８時２３分現在のモニタ値が８８２．２マイクロＳｖ／ｈまで上昇しております。

復旧班から、技能制御センターに８０ｏｔの水あり。バキュームカー３台、１台当たり約３～

４ｔの容量でピストン運動して３号機の消火ポンプまでもっていくという段取りとなりまし

た。 

よろしく。それで進めてください。

ちょっといま、注入班に確認したら、いいですか、まだ注入バルブ開けていなかったちゅうん

だよ。水入ってないんだから。入ってる？これ。

水は入っている。Ｄ／Ｄ

弁で炉圧側から押さえて。

そういうことね。ではＤ／Ｄ

ら入ったんだ。

ただ、Ｄ／Ｄの吐出圧力って、３キロ４キロ５キロの間でしょうから、コンマ６、マイナス配

管圧損なんで、

６キロくらいだろ。

なんで、微々たるものが入っている。

Ｄ／Ｄ の水源は何だったつけ。

ろ過水だからでかい。

何トンあるんだっけ。

５０００ｔ。 

ただそっちのほうがすごい期待している

あれ、吉田所長、結局水は入っているんですか。

入ってます。間違ってました。バックアップのＤ／Ｄ

Ｄ／Ｄ で入っているっていうこと？

今はＤ／Ｄ で入っていて、最初は過ごしてます。今は消火ポンプのほうを……

入れています。

すいません、１
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機能は正常です。 

了解です。復帰しているそうです。

本店保安班ですけど、モニタリングポストの変動の情報を共有させてください。Ｎｏ．４発電

所の北西の敷地境界付近モニタリングポストのデータですが、８時１５分から上昇傾向になり

まして、８時２３分現在のモニタ値が８８２．２マイクロＳｖ／ｈまで上昇しております。

復旧班から、技能制御センターに８０ｏｔの水あり。バキュームカー３台、１台当たり約３～

４ｔの容量でピストン運動して３号機の消火ポンプまでもっていくという段取りとなりまし

よろしく。それで進めてください。

ちょっといま、注入班に確認したら、いいですか、まだ注入バルブ開けていなかったちゅうん

だよ。水入ってないんだから。入ってる？これ。

水は入っている。Ｄ／Ｄ のＦＰ

弁で炉圧側から押さえて。 

そういうことね。ではＤ／Ｄ 

ら入ったんだ。 

ただ、Ｄ／Ｄの吐出圧力って、３キロ４キロ５キロの間でしょうから、コンマ６、マイナス配

管圧損なんで、 

６キロくらいだろ。 

なんで、微々たるものが入っている。

の水源は何だったつけ。

ろ過水だからでかい。 

何トンあるんだっけ。 

 

ただそっちのほうがすごい期待している

あれ、吉田所長、結局水は入っているんですか。

入ってます。間違ってました。バックアップのＤ／Ｄ

で入っているっていうこと？

で入っていて、最初は過ごしてます。今は消火ポンプのほうを……

入れています。 

すいません、１F さん、ＦＰの注入時間を教えてください。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

了解です。復帰しているそうです。 

本店保安班ですけど、モニタリングポストの変動の情報を共有させてください。Ｎｏ．４発電

所の北西の敷地境界付近モニタリングポストのデータですが、８時１５分から上昇傾向になり

まして、８時２３分現在のモニタ値が８８２．２マイクロＳｖ／ｈまで上昇しております。

復旧班から、技能制御センターに８０ｏｔの水あり。バキュームカー３台、１台当たり約３～
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そういう意味では、ＳＲ

ら。分かります？

はい、分かります。ＳＲ

ＳＲ 弁の開時間はいっだって言えばいい。９時３分でいいだろ？９時３分位？９時３分位でい

いだろ。おれ時計見てたら。

９時３分でよろしいですか。

９時８分？最初に開いたの３分位だよな。

ただ…… 

だろ、だから９時３分位だろ。

保安班から連絡します。風下のモニタリングポスト１番に変更したデータが出ました。８

０ 分現在、９０マイクロＳｖ／ｈ

すので、これから上昇を見ていきます。

これね、ごめん、ドライウェルベントはしたというふうに判断をしていいのかどうかだけ確認。

初期の圧力が、ドライウェルが、６３７ｋＰａまで上がって、いま５６０、５４０

てます。だからベントしている。ちゃんと流れてる。

それも報告してくれちゃんと。

本店さん、１号機のベントの状況を報告します。ＳＲ弁を強制開した時点でドライウェル圧力

が６３７だったものが、現時点で５５０ｋｐａ、同じくサブレッションチェンバーの圧力が５

９０ から５００ｋＰａまでいったので、ＰＣＶ

遅いんだよ！。もう頼むよ！。もう一刻が勝負なんだぞ！。おまえ！。

されていると、了解。●●君、いま、炉内にはどの位の量の水が入っていると考えればいいの？

初期の水はＴＡＦから２ｍ以下の水量だったと思いますので、燃料の１／３程度の水量で、そ

れが、急減圧したのでオーバースケールに近いところまで上がりました。これからはグーと下

がってくると思います。これからできればそれに追従するように大量の水を入れたいと。

今現在で何トン入っているのか、何トンパーミニッツとか。

水を入れているのはＤ／Ｄ

まだＤ／Ｄ だけってこと？

そうです。 

あのね。量はここでは測れないのだけれども、Ｄ／Ｄ

くらいで入ってる分くらいしかないですよ。何トンとは言えない。

了解、了解。 

そういう細かい質問はいまされると困るんで…

けど。 
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が６３７だったものが、現時点で５５０ｋｐａ、同じくサブレッションチェンバーの圧力が５

 

されていると、了解。●●君、いま、炉内にはどの位の量の水が入っていると考えればいいの？ 

初期の水はＴＡＦから２ｍ以下の水量だったと思いますので、燃料の１／３程度の水量で、そ

れが、急減圧したのでオーバースケールに近いところまで上がりました。これからはグーと下

がってくると思います。これからできればそれに追従するように大量の水を入れたいと。 

 

と炉圧の差圧分がないから、その差圧分

…。別でやっていただけるとありがたいんです
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１Ｆ 

本店 

本店 
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１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

復旧班

本店 

１Ｆ 

本店 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

発電班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

小森常務

吉田所長

東京電力 テレビ会議
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復旧班  

復旧班  

  

  

  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

発電班  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

小森常務  

吉田所長  

テレビ会議 2011 年

 

緊対室の線量は変化なしです。

１F さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。

９時８分で結構です。

原子炉水位プラス１８０。

消火ポンプの容量ってどれくらいの容量なんだろ。そもそも

供給する量。 

はい、ありがとうございます。１

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

か。聞こえんな－。吉田本部長、聞こえますか。繋がってない？

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。

はい、お願いします。

ちょっとさ、２号、３号で教えてほしい。２

いま、２号はＣＲＤ

あ、そうか。もうＣＲＤ

聞いてない。 

聞いてない？ 

すみません、復旧班です。唯一の心配点は、ＰＣＶ

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

何本かあるので、とにかく交換するなりで対応しますんで。

よろしくお願いします。

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

なんか強制的に開けるというのと並行にやりましょう。

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！

９時２５分位です。

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

が入っております。

了解 

ホウ酸を入れつつあるところです。ホウ酸水として使います。
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緊対室の線量は変化なしです。

さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。

９時８分で結構です。 

原子炉水位プラス１８０。 

消火ポンプの容量ってどれくらいの容量なんだろ。そもそも

 

はい、ありがとうございます。１

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

か。聞こえんな－。吉田本部長、聞こえますか。繋がってない？

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。

はい、お願いします。 

ちょっとさ、２号、３号で教えてほしい。２

いま、２号はＣＲＤ は……、ＲＣＩＣ作動中になってます。

あ、そうか。もうＣＲＤ ポンプはいつでも入ることは確認してるんだよね。

 

 

すみません、復旧班です。唯一の心配点は、ＰＣＶ

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

何本かあるので、とにかく交換するなりで対応しますんで。

よろしくお願いします。 

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

なんか強制的に開けるというのと並行にやりましょう。

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！

９時２５分位です。 

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

が入っております。 

ホウ酸を入れつつあるところです。ホウ酸水として使います。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

緊対室の線量は変化なしです。 

さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。

 

消火ポンプの容量ってどれくらいの容量なんだろ。そもそも

はい、ありがとうございます。１F さん、もう１ついいですか。ベントの時間も認識を合わせ

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

か。聞こえんな－。吉田本部長、聞こえますか。繋がってない？

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。

ちょっとさ、２号、３号で教えてほしい。２

は……、ＲＣＩＣ作動中になってます。

ポンプはいつでも入ることは確認してるんだよね。

すみません、復旧班です。唯一の心配点は、ＰＣＶ

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

何本かあるので、とにかく交換するなりで対応しますんで。

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

なんか強制的に開けるというのと並行にやりましょう。

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

ホウ酸を入れつつあるところです。ホウ酸水として使います。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。

消火ポンプの容量ってどれくらいの容量なんだろ。そもそも

さん、もう１ついいですか。ベントの時間も認識を合わせ

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

か。聞こえんな－。吉田本部長、聞こえますか。繋がってない？

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。

ちょっとさ、２号、３号で教えてほしい。２ 号はさ、ＣＲＤ

は……、ＲＣＩＣ作動中になってます。

ポンプはいつでも入ることは確認してるんだよね。

すみません、復旧班です。唯一の心配点は、ＰＣＶ ベントのＡＯ

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

何本かあるので、とにかく交換するなりで対応しますんで。

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

なんか強制的に開けるというのと並行にやりましょう。 

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

ホウ酸を入れつつあるところです。ホウ酸水として使います。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。

消火ポンプの容量ってどれくらいの容量なんだろ。そもそも 

さん、もう１ついいですか。ベントの時間も認識を合わせ

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

か。聞こえんな－。吉田本部長、聞こえますか。繋がってない？ 

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。

号はさ、ＣＲＤ 入っているんだろ？

は……、ＲＣＩＣ作動中になってます。 

ポンプはいつでも入ることは確認してるんだよね。

ベントのＡＯ 弁の駆動している空気ボン

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

何本かあるので、とにかく交換するなりで対応しますんで。 

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

ホウ酸を入れつつあるところです。ホウ酸水として使います。 

 

さん、ＳＲ弁の開時間は９時８分でいこうと思うのですが、よろしいですか。 

さん、もう１ついいですか。ベントの時間も認識を合わせ

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

すいません、ちょっと本店さん、ちょっとベントの時間確認させてください。 

入っているんだろ？ 

ポンプはいつでも入ることは確認してるんだよね。 

弁の駆動している空気ボン

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。

何時何分に始まったかを言ってくれ。そういうときは。何時何分に始めたか！ 

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸

 

さん、もう１ついいですか。ベントの時間も認識を合わせ

ておきたいのですが。福島第一、聞こえますか。聞こえていないかな。福島第一、聞こえます

弁の駆動している空気ボン

ベの圧がリークしていて、下がってきていますんで、いま保全が現場に向かって、増し締めで

対処できれば増し締めしますし、取り替えが必要だったら、これポータブルタイプのボンベで、

取り替えるとかあれだけど、ちょっとでもあいていると全然違うので、ギャグをかませるとか、

消火ポンプ……、消火ポンプ……。消防車による給水ですが、４００Ｌ／ｍｉｎで給水中。 

９時２５分から消火ポンプによる給水操作を開始、加わりました。この水には念のためホウ酸
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09:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:32 

 

 

 

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

小森常務

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

１Ｆ 

発電班

吉田所長

本店 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

小森常務  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

発電班  

吉田所長  

  

ＯＳＣ  

吉田所長  

ＯＳＣ  

吉田所長  

ＯＳＣ  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

ＯＳＣ  

  

ＯＳＣ  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

今の情報、官庁、官邸へ送ってください。

もう１つ、すいません。時間で分からないのが、ベントの開始時間が分からないんですけど。

ベントの開始時間、下がり始めたところを見て言ってあげればいいんだよ。決めればいいんだ

よ、決めれば！あそこで圧が落ちたところを、何をもって判断したかなんだよ。そういうこと

でしょ！ベントの時間の判断でしょ！

そうです。サイトと本店で合わせておかないとだめなんでお願いします。

決めればいいんだよ、決めれば。何時？

大きい声で言って。

９時２０分の判断にします。

９時２０分にベントが開いたと判断します。

分かりました。了解しました。

すいません、オフサイトセンターですが、１

防のほうで６立米の水のタンクを用意できると、１

そちらのほうに持っていける状況にあるらしいんですが。

タンクローリーみたいなやつなの？

タンクローリーだそうです。

なんて言うのかな、タンクローリーごと乗ってきてくれるのかな。いずれにせよ運転したくな

いのかな。こちらから取りに行くのかな。まあいいや、いずれにせよ水グループ。

運転手さんの養生をして、そちらに向かわせるよういたします。

その段取りを含めて、オフサイトセンターとこちらの誰か、水チーム●●？

●●でいいよ。●●で。

●●は向こうのあれがあるから、水手配！

●●、●●。 

では、●●さんが水屋さんになるのでも

こちらは防災の●●さんが対応します。電話は△△△△。●●さん、何番？

△△△△だって。

それでは、ちょっと対応して、お願いします。

すいません、確認しましたが、９時２５分の注入と同時にホウ素も、ホウ酸も入っています。
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今の情報、官庁、官邸へ送ってください。

もう１つ、すいません。時間で分からないのが、ベントの開始時間が分からないんですけど。

ベントの開始時間、下がり始めたところを見て言ってあげればいいんだよ。決めればいいんだ

よ、決めれば！あそこで圧が落ちたところを、何をもって判断したかなんだよ。そういうこと

でしょ！ベントの時間の判断でしょ！

そうです。サイトと本店で合わせておかないとだめなんでお願いします。

決めればいいんだよ、決めれば。何時？

大きい声で言って。 

９時２０分の判断にします。 

９時２０分にベントが開いたと判断します。

分かりました。了解しました。

すいません、オフサイトセンターですが、１

防のほうで６立米の水のタンクを用意できると、１

そちらのほうに持っていける状況にあるらしいんですが。

タンクローリーみたいなやつなの？

タンクローリーだそうです。 

なんて言うのかな、タンクローリーごと乗ってきてくれるのかな。いずれにせよ運転したくな

いのかな。こちらから取りに行くのかな。まあいいや、いずれにせよ水グループ。

運転手さんの養生をして、そちらに向かわせるよういたします。

その段取りを含めて、オフサイトセンターとこちらの誰か、水チーム●●？

●●でいいよ。●●で。 

●●は向こうのあれがあるから、水手配！

 

では、●●さんが水屋さんになるのでも

こちらは防災の●●さんが対応します。電話は△△△△。●●さん、何番？

△△△△だって。 

それでは、ちょっと対応して、お願いします。

すいません、確認しましたが、９時２５分の注入と同時にホウ素も、ホウ酸も入っています。

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

今の情報、官庁、官邸へ送ってください。 

もう１つ、すいません。時間で分からないのが、ベントの開始時間が分からないんですけど。

ベントの開始時間、下がり始めたところを見て言ってあげればいいんだよ。決めればいいんだ

よ、決めれば！あそこで圧が落ちたところを、何をもって判断したかなんだよ。そういうこと

でしょ！ベントの時間の判断でしょ！ 

そうです。サイトと本店で合わせておかないとだめなんでお願いします。

決めればいいんだよ、決めれば。何時？ 

 

９時２０分にベントが開いたと判断します。

分かりました。了解しました。 

すいません、オフサイトセンターですが、１

防のほうで６立米の水のタンクを用意できると、１

そちらのほうに持っていける状況にあるらしいんですが。

タンクローリーみたいなやつなの？ 

 

なんて言うのかな、タンクローリーごと乗ってきてくれるのかな。いずれにせよ運転したくな

いのかな。こちらから取りに行くのかな。まあいいや、いずれにせよ水グループ。

運転手さんの養生をして、そちらに向かわせるよういたします。

その段取りを含めて、オフサイトセンターとこちらの誰か、水チーム●●？

●●は向こうのあれがあるから、水手配！ 

では、●●さんが水屋さんになるのでも 

こちらは防災の●●さんが対応します。電話は△△△△。●●さん、何番？

それでは、ちょっと対応して、お願いします。

すいません、確認しましたが、９時２５分の注入と同時にホウ素も、ホウ酸も入っています。

３号機で冷却停止、ベント
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その段取りを含めて、オフサイトセンターとこちらの誰か、水チーム●●？
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福島第一聞こえますか、よろしいですか。ホウ酸水の注入は９時２５分注入ということで、時

間、合ってますか。

福島第一、よろしいですか。聞こえてますか。

はい、どうぞ。

えっとね－、複雑なんだけど、ホウ酸水を溶かしながら後で入れるから、まず水を入れてから

後で溶かしているという言い方だとちょっと違うんだけど、９時２５分でいいや。

それでは、９時２５分で合わせてください。

復旧班にお願いしますけれども、このままいまベント終わっているが、ＳＲ

開けて３０ｏｔ／ｈで流すようにしてください。

今用意していますので大丈夫です。

水の消防車の手配につきましては、いま４ｔのやつを技訓の８００ｔの水のほうに取りに行っ

ています。オフサイトセンターから話がありました６ｔの消防車につきましては、向こうを発

車するときにもう一回時間をもらいます。その時に何号かを指定するのか、あとはここで来る

か確認します。以上です。

ＳＲ弁を開けて何とかつて、いま言ってましたか。

開いていたＳＲ弁が閉まっちやったので、再度開けようという話をしたということですかね。

なんで開けなきやいけないの？

ＳＲ弁３６分開。みんな閉まっちゃって、また圧力が上がってきてしまったので。だから、開

けようということです。

うーん。だけど、水はなくなる側だよ。

炉に直接水を注入しているので、炉の圧力が立ってきちゃうと注入できなくなってしまいます

から。確かに水は減る方向なんですけど。

うん。分かった、分かった。そのバランスだな。注入できるまでってこと。

はい。 

消火班から連絡します。現在の注入９時３５分現在、８００Ｌ／ｍｉｎ。圧力が０．８Ｍｐａ

です。 

圧力がなんぼだって？０．８？いまさあ－両方入っているんだつけ？Ｄ／Ｄ

Ｄ／Ｄは押されたら・・・

押されたら逆に入らなくなってしまうよね。こっちのほうが圧が高いと。逆に言うと、消火ポ

ンプの水がなくなっても圧力が低ければＤ／Ｄ

システムになってるということだな。
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すいません、サイトさん、確認させてください。９時２５分に４００Ｌ

たのは消防車ですか、自衛隊の給水車ですか。

違います、違います、消防車です。

その水源は消防車の中に入っている水源ですか。

そうです。」水源は、ろ過水なんだけど、ろ過水タンクじゃなくて、小さい。えっ、防火水槽

を水源として東京電力の化学消防車を水源にする、えーなんだ、ＦＰ

了解しました。

いま聞きましたけれども。

薬を取りに事務本館に。

すいません、水源がいま４０ｔしか、いまないんですよね。注水してると、あと４０分から５

０分。 

いや、だからちょっと聞いてて。これは水源は４０ｔしかないんだけれども、Ｄ／Ｄのほうは

ろ過水タンクが水源だから水がたっぷりあるんですよ。圧力が低いけれども。だからこれが先

にホウ酸水として入って、もし量がなくなってもメイキャップはするけどね。そのバックアッ

プでＤ／Ｄ が生きてるから、それがメイキャップしてくれるから、量的にはそうバランスはと

れましたと、さっき話したばかりなんだけど。

分かりました。それをきちっと入るかどうかの評価をしていただきたいと思います。

最初Ｄ／Ｄ が入ったんだよ。言ってるの分かんない？

はい… …。入ったのかもしれませんが、きちっと入るかどうかよく確認して、その圧の低いほ

うで。 

オフサイトセンター、聞こえますか。防災の《ピー音》から私に内線で電話を頂戴したいんで

す。内線△△△△です。

誰から？ 

●●、●●です。

了解。 

お願いします。申し訳ない。

あとさ、安心しないで、ＳＬＣのほうはちゃんと進めてね。

進めてます。 

ちょっとあの気にしないといけないのは、急激に水を入れてるんで、水素ができている可能性

がありますよね。燃料がこれだけ暴れてると。水素が昨日の原因かどうかははっきり分からな

いけれども、１号機のような爆発を引き起こさないようにする、というのが非常に、重要なポ

イントだと思うんですけども。ちょっとなんか知恵を出し合ってほしいんですけどね、本店を

含めて。 
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そうですね。考えましょう。

了解しました。本店サイドでも検討します。

あれかな。ブローアウトパネルでも、開けておきますかね。

そうだよなあ。

それだけでも、要するにもう格納容器そのものがつうつうになっているときに１次バウンダリ

の 原子炉容器が生きている分けなくて、負圧維持できないから、だから溜まるんでしょ。

そうだね。ブローアウトパネル、開けちゃおうな。

あれ、開けとくだけで、水素は弱いから。オペフロに行けなければだめ。もう１

かも。 

危ないというのもあるわな。

危ない。もう行くのは危ない。いずれにしてもドライウェルベントが効いてて、スタックから

放出すると、水素って軽いので、みんなそっち行っちゃいますよね。ドライウェルベントが生

きているのは非常に重要。１

らないようにするということで、ドライウェルからリアクタービル側に移るような量を減らす

ということで、ベントがいきているっていうことであれば、水素は非常にどこにでも行っちゃ

いますので、溜まらないようにすると、したら大きなファンでも何でも回すだけ。ただ、もう

火花入れること自身が危ないかな。

２号機の消火ポンプの準備として現在小名浜に千葉支店の容量１．９ｔの消防車があるとのこ

とで、現在１F

１F さん、すいません。官邸から聞かれているんですけど。ベント開始以降のモニタリングポ

ストのデータって何かないですか。

ベント開以降のモニタリングポストのデータが欲しいということで、ちょっと保安院、いや保

安班。 

ベント開始以降のモニタリングポストのデータはいま回収中です。先ほどのモニタリングポス

トのデータを繰り返しますが、いまあるものは、８時２３分の１時間前のデータになります。

申し訳ございません。ＭＰ４

いる所から風向きの関係で風下側に動いている可能性もありますから、３号機と関係あるか分

かりません。正門関係においても変化は見られません。８時１０分現在、３．１６マイクロＳ

ｖ／ｈ、ＭＰ８番、７時３０分におきましても５．６マイクロｓｖ／ｈ

た。すぐに連絡します。

吉田所長、聞こえますか？

はい、聞こえます。

消防自動車４台を火力部が朝から必死に手配してくれています。ほぼ確保にいっていて、オフ

サイトセンター受け入れも手配ができているので、４台の投入をいま進めています。以上です。

ありがとうございます。

只今の火力の件は聞いております。こちらで待っていますので、よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。
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緊対室の室内の線量は変化ございません。

あの、消火、消火、消火、消火車、なんだ消防車、消防車の燃料は？ディーゼルだろ、

軽油です。定期的にいま、補給してます。

それはあるのな。

軽油はあるはずです。

あるはずじゃなくて、はずはやめよう、はずは。今日ははずで全部、失敗してきたから、確認

しましょう、確認。いいですか。

はい、確認します。

もう、はずの話はやめようね。直るはずとかさ。

Ｄ／Ｄ はガソリンか。

十分あるんですね。何リッターとか言ってくれるとありがたいんですけど。

ベント、逃がし弁が・・・。

資材班ね、ガソリン、軽油、水、それがどこに、サイト内にどれ位あるか分かりたいんだけど

さ。補充はいいんだけど、要するに、足りなくなって分かると手配に時間がかかるでしょ。い

まどれくらい手元にあるのか分かるようにしておいてほしいんだけどさ。

ちょっといいですか。いま、官邸に行っている●●さんからのリクエストです。１

方でこれからやりたいことと、それに伴って各省庁、例えば国土交通省ですとか、そういった

ところにお願いしたい事項についてまとめた

した。まず、今のバージョンで作っていただいて、その後、適宜リバイスしてくれというリク

エストです。 

じゃあ、作って照会してください。●●がやってくれるの？

どこにお願いすればいいでしょうか。

ちょっと、●●君に相談して。

了解しました。

消火班ですけれども、いま８００Ｌ／ｍｉｎで給水してますけども。他に４０ｔの防火水槽が

ありますけど。他に２つ防火水槽が近くにあるので、その２基からも１つの別の防火水槽に給

水しています。合計１００ｔ強の水になると思ってますので、大体３時間位は給水がもっと思

われます。 

はい、よろしくお願いします。

とにかくいま実情を整理して、官邸に送るんだけれども、

いまとにかく、水がいるんで、防火水槽をどんどん使うのはいいのですが、もし今後自衛隊と

かね、給水に来た場合、もしカラになった防火水槽にメイキャップするとかそういったことも

やはり必要になるので、できるだけみんな水を確保するということをよろしくお願いします。
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ちょっといいですか。いま、官邸に行っている●●さんからのリクエストです。１

方でこれからやりたいことと、それに伴って各省庁、例えば国土交通省ですとか、そういった

ところにお願いしたい事項についてまとめたものをファックスしてくれ、という依頼がありま

した。まず、今のバージョンで作っていただいて、その後、適宜リバイスしてくれというリク

じゃあ、作って照会してください。●●がやってくれるの？

消火班ですけれども、いま８００Ｌ／ｍｉｎで給水してますけども。他に４０ｔの防火水槽が

ありますけど。他に２つ防火水槽が近くにあるので、その２基からも１つの別の防火水槽に給

水しています。合計１００ｔ強の水になると思ってますので、大体３時間位は給水がもっと思

とにかくいま実情を整理して、官邸に送るんだけれども、 

いまとにかく、水がいるんで、防火水槽をどんどん使うのはいいのですが、もし今後自衛隊と

かね、給水に来た場合、もしカラになった防火水槽にメイキャップするとかそういったことも

やはり必要になるので、できるだけみんな水を確保するということをよろしくお願いします。

３号機で冷却停止、ベント） 
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あるはずじゃなくて、はずはやめよう、はずは。今日ははずで全部、失敗してきたから、確認

十分あるんですね。何リッターとか言ってくれるとありがたいんですけど。
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それでいま、１

っているにこしたことはない、常時、補給できるような形で、消防車、火力、福島第二、あと

自衛隊。いちおう動きつつある。いま、確実なのは圧力ポ

していますので、事実関係をつかまえて、２Ｆから来てもらったり、それは２Ｆから１Ｆにそ

れから柏崎でも予備の物を集めておく。それから人的にもどういう状況になるか分からないの

で、従事者登録を増やしておく。それから武藤さんと話をしまして、向こうは副大臣とか、黒

木審議官とかいるので、その人たちもずっといるので、今日は一日絶対、内堀さんとか、話が

出来ている前に、今の前に自分がいなくなっちゃうのはまずいので、私と代わります。

保安班より、モニタリングポストの結果が出ました。最新で、９時３４分、６８。上昇見られ

ません。一時的に上がったデータもございましたが、現在６８です。

今の、ＭＰ４？

ＭＰ４でございます。西側です。

８時２３分に８３２、の前が６８だったんだつけ？

８８２です。 

これはある意味、下がったということなの？

１号の拡散もありますから、ちょっと何とも言えませんけど。

ＯＫ、はい。 

正門ですけども、最大が９時２０分で２８１．７マイクロＳｖ／ｈです。９時３０分現在、２

６マイクロＳｖ／ｈです。

え、ごめん、２８１．７

９時２０分でございます。

その次に言った値は？

26 

それは何時何分？

９時３０分です。

とるタイミングが違うから、ややっこし

あと非常に悩ましい話として１

Ｉは建物の外でむき出しになっていて、モヤモヤってしてきている話について、クーリングの

電源が交流がなくなってきている＝上がってやるというのは線量が高くて、自衛隊と、それ以

外にも１F１以外にも、こちらのサイト側からちょっと。

現場に行く際にもし懐中電灯必要でしたら、総務班のほうで、懐中電灯と、それから乾電池た

くさん準備してありますので、懐中電灯と乾電池６本お使いください。

福島第一、よろしいですか。ちょっと教えてほしいことがあるんですが。

はい。 
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それでいま、１F ビットに８００ｔ、まあ８０ｏｔあれば大丈夫だと思いますが、どんどん持

っているにこしたことはない、常時、補給できるような形で、消防車、火力、福島第二、あと

自衛隊。いちおう動きつつある。いま、確実なのは圧力ポ

していますので、事実関係をつかまえて、２Ｆから来てもらったり、それは２Ｆから１Ｆにそ

れから柏崎でも予備の物を集めておく。それから人的にもどういう状況になるか分からないの

で、従事者登録を増やしておく。それから武藤さんと話をしまして、向こうは副大臣とか、黒

木審議官とかいるので、その人たちもずっといるので、今日は一日絶対、内堀さんとか、話が

出来ている前に、今の前に自分がいなくなっちゃうのはまずいので、私と代わります。

保安班より、モニタリングポストの結果が出ました。最新で、９時３４分、６８。上昇見られ

ません。一時的に上がったデータもございましたが、現在６８です。

今の、ＭＰ４？ 

ＭＰ４でございます。西側です。

８時２３分に８３２、の前が６８だったんだつけ？
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１号の拡散もありますから、ちょっと何とも言えませんけど。

 

正門ですけども、最大が９時２０分で２８１．７マイクロＳｖ／ｈです。９時３０分現在、２

６マイクロＳｖ／ｈです。 

え、ごめん、２８１．７ は？

９時２０分でございます。 

その次に言った値は？ 

それは何時何分？ 

９時３０分です。 

とるタイミングが違うから、ややっこし

あと非常に悩ましい話として１

Ｉは建物の外でむき出しになっていて、モヤモヤってしてきている話について、クーリングの

電源が交流がなくなってきている＝上がってやるというのは線量が高くて、自衛隊と、それ以

１以外にも、こちらのサイト側からちょっと。

現場に行く際にもし懐中電灯必要でしたら、総務班のほうで、懐中電灯と、それから乾電池た

くさん準備してありますので、懐中電灯と乾電池６本お使いください。

福島第一、よろしいですか。ちょっと教えてほしいことがあるんですが。
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発言内容

ビットに８００ｔ、まあ８０ｏｔあれば大丈夫だと思いますが、どんどん持

っているにこしたことはない、常時、補給できるような形で、消防車、火力、福島第二、あと

自衛隊。いちおう動きつつある。いま、確実なのは圧力ポ

していますので、事実関係をつかまえて、２Ｆから来てもらったり、それは２Ｆから１Ｆにそ

れから柏崎でも予備の物を集めておく。それから人的にもどういう状況になるか分からないの

で、従事者登録を増やしておく。それから武藤さんと話をしまして、向こうは副大臣とか、黒

木審議官とかいるので、その人たちもずっといるので、今日は一日絶対、内堀さんとか、話が

出来ている前に、今の前に自分がいなくなっちゃうのはまずいので、私と代わります。

保安班より、モニタリングポストの結果が出ました。最新で、９時３４分、６８。上昇見られ

ません。一時的に上がったデータもございましたが、現在６８です。
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８時２３分に８３２、の前が６８だったんだつけ？
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とるタイミングが違うから、ややっこし くなるんだな。分かった、分かった。

あと非常に悩ましい話として１F から言われているのは、使用済み燃料プールっていうのは１

Ｉは建物の外でむき出しになっていて、モヤモヤってしてきている話について、クーリングの

電源が交流がなくなってきている＝上がってやるというのは線量が高くて、自衛隊と、それ以

１以外にも、こちらのサイト側からちょっと。

現場に行く際にもし懐中電灯必要でしたら、総務班のほうで、懐中電灯と、それから乾電池た

くさん準備してありますので、懐中電灯と乾電池６本お使いください。

福島第一、よろしいですか。ちょっと教えてほしいことがあるんですが。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ビットに８００ｔ、まあ８０ｏｔあれば大丈夫だと思いますが、どんどん持

っているにこしたことはない、常時、補給できるような形で、消防車、火力、福島第二、あと

自衛隊。いちおう動きつつある。いま、確実なのは圧力ポンプです。そこは人的に結構、被曝

していますので、事実関係をつかまえて、２Ｆから来てもらったり、それは２Ｆから１Ｆにそ

れから柏崎でも予備の物を集めておく。それから人的にもどういう状況になるか分からないの

で、従事者登録を増やしておく。それから武藤さんと話をしまして、向こうは副大臣とか、黒

木審議官とかいるので、その人たちもずっといるので、今日は一日絶対、内堀さんとか、話が

出来ている前に、今の前に自分がいなくなっちゃうのはまずいので、私と代わります。
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保安院のほうからですね、ＰＣＶ

断したかを教えてくれと言われてるんで。

だから、ベントはだって、ラプチャーが開くからベントになっちやっただけでしょ？ベント操

作していいって言ったのは、保安院が言ったんじゃなかったでしたつけ？

ラプチャーディスクの設定圧くらいでしょうってことじゃないの？

力が下がったことがベントが成功したことじゃないでしょうか、そういうことじゃないでしょ

うか。 

それだけのこと。物理的な話なんだけど。

圧力のトレンドって、何かデータあるんですか。

それでうちが判断した時間は、圧力がドライウェル圧力、サプチャンの圧力が下がり始めたと

しばらく下がっていることを十分確認できたときの９時２０分をベントの時間と判断しました

と、さっきから言っているじやん。

判断理由は分かりました。それでしたら、別に圧力のトレンドデータを下さい。

圧力のトレンドデータとかさ、関係データさあ、本店と共有して！とくに今回のあれ以降の、

ベント以降、ＳＲ弁開以降のデータ、非常に重要なんで、途中でもいいから本店と共有してく

ださい。 

お願いします。

了解。情報班のほうにホワイトボードに書いたものを、情報班から本店に、いま入れてもらっ

てますので、Ｓ

皆さん、情報は情報班同士で全部本店に送っているので、そちらに聞いてください。全部あり

ますから。 

はい、分かりました。

このままいくと潰れちゃうから、うまく機能分担して、ホテルを１日ずっと取っているので、

それはやりましょう。そこに座ってるんだけども、半日でもいいから、ホテル確保しているか

ら半日でも寝かせますか。

部長連中も交替させないとだめなんで、ちょっと半日でも仮眠できる状況で、ホテルの部屋を

キープしてほしいんだけど。

いま７００キープしています。分かりました。昼間もということですか。いま１０軒位。

４８時間位やっているので、５、６時間でも仮眠するだけでも。もっとローテーション考えて

＝。潰れちやったらもうアウト。休ませましょう。

おっしゃるとおり。まず２４時間の部屋、そんなたくさんでなくてもいいけど＝

も使える部屋、とりあえず１０、キープして。おんなじでもいいけど別でもいいけど。

すみません、●●ですけれども。３号はこういう感じになっちやったんで、２号がちゃんと同

じようなことが起こらないように、バックアップの手段は生きてるのか、という話とプールの

時間余裕はどれ位あるのかを評価しておいたほうがいいような気がするんですけど。

２号機の話をしますか。２号機ですけれども、いま、まずＳＲ弁の電源は準備しつつあるとこ

ろです。２号機は現在、炉圧が６キロくらいかな、６Ｍｐａ位ありますけれども、まだＲＣＩ

Ｃ は回っています。ＲＣＩＣ
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すみません、●●ですけれども。３号はこういう感じになっちやったんで、２号がちゃんと同
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図っているところ。またＳＬＣの復旧も図っているところです。ただし、ＣＲＤ

当てにならないところがあるのと、

防車を早めに手配したほうがいいということで、消防車の手配をお願いしてます。あと、３号、

１号で見れてなかったいろんなパラメータの電源の復旧もいまお願いしているところです。最

悪の場合、に突っ込むためのホウ酸の準備もしてます。

●●君、色々やっていただいてるのはよく分かるんで、ち

ほしいんだけど、いつ頃を目安にできるとか、やってるとかって。

あのね、そのとおり。今回の反省はね、今日やりますというやつを今日やっていないんだよ。

みんなな。やってるはずだっていうことになっているから、最後にこんなにギリギリのところ

まできちゃうんで、だってＳＬＣ

るのがさあ、なぜこうなっちやったかとかそれはあるよいろいろ条件。だけどその時間軸とさ、

何をやらないといけないかという意思を合わせておかないと次にいかないんだから。ぼくなん

かもＣＲＤ とＲＣＷ

っぱりそういうさあ、どこがいまできてないかを共有しようよ、な！

おっしゃるとおりなんで。

１F 通報班ですけれども、回線確保のために２Ｆ

２Ｆのほうで受け入れ、よろしくお願いします。

あと夜の森線の復旧っていう話はどんな状況になっているんですかね。

昨日１７名の人が入りましたけれども、状況的に中で作業ができないということで、いま、昨

日のうちに退避いたしまして、新福島変電所のほうへ戻りました。資機材等については、すべ

て新福島変電所にございますので、そういう作業ができるという状態になりまし

ームを編成してまたまいります。

ただ長期的には交流電源がないと非常にきついので。

おっしゃるとおりだと思います。じきに入れる状態になるという状況をお知らせいただければ、

手を用意いたしまして、また入りますけれども。

いま、短時間でやっている話と分けないと発電所はパンクするとは思うので、ちょっと復旧班

のほうで長期的に交流電源はとにかく１回線でも２回線でも入るのは非常に重要な話なので、

夜の森線の復旧っていうことで作業の人が新福島にいるわけですよ。発電所のほうの電気屋さ

んも大変になっていると思うので、その作業をどのように、要するに線量の上がった所で、ど

う仕事できるかって、いうことだよね。それをやって交流をとにかく復旧していかないとＦＰ

Ｃを含めてみんな動かないわけだから。

はい、分かりました

それをちょっとやってくれる？発電所の前にこちらで整理してくれる？

はい。 

復旧班、復旧班、復旧班さん、復旧班さん、復旧班さん。ポイントはですね、他の部門の人は

どういう状態だと働いていいかが分からないので、そこを保安班と連携してですね、今は働け

るとか、その情報を与えるようにしてください。お願いします。

さっき官邸からさ、モニタリングポストのデータを官邸が欲しいと言っていたのをちゃんと伝

えたんだっけ？

本店には伝えてあります。

現場をディスターブする形みたいになってしまって、なかなか。そんなに大作業になったら、
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手を用意いたしまして、また入りますけれども。
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るのがさあ、なぜこうなっちやったかとかそれはあるよいろいろ条件。だけどその時間軸とさ、
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だとか生きてると思うとまだ電源が十分じゃないとかね、２号機ね。や

にですね、７名、これから派遣しますので、

昨日１７名の人が入りましたけれども、状況的に中で作業ができないということで、いま、昨

日のうちに退避いたしまして、新福島変電所のほうへ戻りました。資機材等については、すべ

て新福島変電所にございますので、そういう作業ができるという状態になりましたら、またチ

おっしゃるとおりだと思います。じきに入れる状態になるという状況をお知らせいただければ、

いま、短時間でやっている話と分けないと発電所はパンクするとは思うので、ちょっと復旧班

のほうで長期的に交流電源はとにかく１回線でも２回線でも入るのは非常に重要な話なので、

夜の森線の復旧っていうことで作業の人が新福島にいるわけですよ。発電所のほうの電気屋さ

んも大変になっていると思うので、その作業をどのように、要するに線量の上がった所で、ど

う仕事できるかって、いうことだよね。それをやって交流をとにかく復旧していかないとＦＰ

復旧班、復旧班、復旧班さん、復旧班さん、復旧班さん。ポイントはですね、他の部門の人は

どういう状態だと働いていいかが分からないので、そこを保安班と連携してですね、今は働け

さっき官邸からさ、モニタリングポストのデータを官邸が欲しいと言っていたのをちゃんと伝

現場をディスターブする形みたいになってしまって、なかなか。そんなに大作業になったら、
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消火班から連絡します。現在、消防車による給水、３号への給水ですけれども、７５０Ｌ／ｍ

ｉｎで、圧力が０．７５Ｍｐａです。

えーと●●さん、●●さん？

訳ないんですけれども、２号の準備をしないといけなくて水の手配と車、というかポンプ車の

手配をしてください。

それで、淡水か海水か、これをどっち使うか？海水使うのか淡水使うかで全然対応が変わっち

ゃうんですよ。

変わると思うので海水を使わざるを得ないようなことなんであれば、ここでそうやってアナウ

ンスしてほしいし。

水という観点では海水にしたほうが、いま調べてもらってますけれども、今のピットが。

いや、海水は基本的に使わない。だからいま一生懸命、真水を集めているんで。

消防庁とか仙台消防署とか来てくれるという話は一杯あるんですけど、いま情報があるのは千

葉支店の１台しかいま向かってないんですよ、実態は、消防車が。ということでもう１台、ま

もなく。 

だからさ、それはね、保有しているね、それこそ技訓の水だとかさ、中で色々やって、たぶん

これだけ言ってるから、今日、明日位には、だあーっと来ると思うから、基本的には水でいく

と。よっぽどの水が足りない時はもう海水やむを得なくっていうのもあるけれども、基本的に

は水でいくと、真水で。そういうことでやりたいと思います。

分かりました。

はい、それでちょっとよろしいですか。２号のパラメータが少しずつ復旧されてきて、見える

ような状況になってきたんですよ。それで、水位はまだ１個しか見えていなくて、ノーマルウ

ォータレベルまであるように見えるんですけど、炉圧がグーッと下がり加減できてますので、

きているのと、ＲＣＩＣが長い間回りすぎてるのと、今日の３号機のトランジェントみたいな

状況に陥る可能性があるので。

だから、早めに次の給水手段をちゃんと紙に書いて、どこまでいっているか、いつ復旧目途か、

誰が何をやっているか、どこが課題なのか、とちゃんと書いて１つずつ課題を解決して皆で共

有していきながらやりましょう。

分かりました。それで水の話をしました。真水でいくんだったら多分色々手配しないといけな

いと思うんで、お願いします。

基本的にいま、先ほど、何時だったかな、小一時間になるんですけれども、千葉支店の消防車

が向かっているんで、それを基本的に２号にあてがえというか、スタンバイさせようかといま

考えています。

復旧班のほうは、３号機の残件と２号機でやっているやつのステイタスを１枚紙にして、すぐ

まとめます。 

保安班から連絡いたします。モニタリングポスト２番のデータが確認できました。時間は９時

３４ 分、６８．５マイクロＳｖ／ｈ

側です。６８．５マイクロＳｖ／ｈです。またＭＰ１、これは評価地点の北側の土捨て場の地

点になりますが、８時５０分で９０マイクロＳｖ／ｈでございます。正門におきましては、９

３０ 分、２６マイクロＳｖ／ｈ

発電班からですけれども、３号の現場の操作員の状況ですけれども、ー旦、操作を終わって上

がってきておりますが、今回はリアクタービルで作業した人の線量率が大体０．０５ｍｓｖ／

ｈ で上がってきましたんで、前回に比べて非常に低いです。というのは燃料の影響が多分ない

んだと思います。
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ドラフトです。ホウ酸水の話を入れて。

これ違うぞ、これ。これ違う、違う。おい、情報班。

本部長付から本店各班にご連絡です。間もなくですね、サイト側は大変な状況なので、そちら

の緊急情報は最優先という中で本店の中の情報共有のための本部会議を、断片的になるかもし

れませんが、やりたいと思います。でサイト側は何かあればいつでも割りこんでいただきたい

と思うんですが、これから各班からの報告ということで始めたいと思います。えっとすべて全

部網羅できないかもしれませんが、できるだけ本日あるいは今後の需給の話、それから原子力

支援、各班がどんなことをやっているか、あるいは復旧状況ですね、サービスエリアの復旧情

報も含めて、できるだけ簡潔に各班からご報告をいただきたいと思います。ちょっと需給のほ

うは後にしまして、工務復旧班か配電復旧班は先にできます？いま先に報告をしたい班はござ

いますか。よろしいですか。では資材班のほうから最初に報告させていただきます。

資材班のほうから現在の手配状況をかいつまんで報告をさせていただきます。ガソリン８００

Ｌ。これは手配済みで小名浜のコールセンターのほうに向かっておりますが、すでに元請けの

ほうで出荷停止が来ているらしいんです。出荷を差し止められたということな

きましたら、自衛隊と言うんですか、か国のほうにお願いをしたいところなんです。８００Ｌ

でもう出荷停止だそうです。ガソリン関係です。

原子力の人間いてくれる？これから官邸にお願いするやつをいま整理しているんだけど、今の

話に付け加えてほしいんだけど。

すみません、復旧班です、復旧班です。２号ですが、ＰＣＶ

すので、プレスの用意をお願いします。あ、プレスというか、本店との調整をお願いします。

了解しました。了解しましたというか、やってくれますか。

広報動いてるよね？

ガソリンの話だけ、けりをつけて。いいですか。

ガソリンの話をもう一度発話を。

ガソリンのほうはいま８００Ｌ手配済みで、小名浜のほうに向かっているんですが、すでにこ

ちらのルートでの８００Ｌ

手配がいま、つかない状態なんで、できれば国かあるいは自衛隊のほうのルートでお願いをし

たいんです。 

オフサイトセンターですけれども、自衛隊さんはですね、お持ちの燃料がほとんど軽油なんで

す。その中で、すでにもらえるガソリンはすべてもらっているという感じなんです。ガソリン

は本店側で手配してもらえないとこちらまで来ませんので、お願いしたいです。

これは、原子力は誰がまとめているんだつけ？

確認します。 

●●君だからちゃんと入れてちょうだい。

ガソリン８００リットルしか、通常の購入では来ないんですね。

とりあえず８００Ｌ

８００Ｌ はいま向かっています。

分かりました。まずはできるだけ早くこちらに届けるということですね。
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いますか。よろしいですか。では資材班のほうから最初に報告させていただきます。

資材班のほうから現在の手配状況をかいつまんで報告をさせていただきます。ガソリン８００

Ｌ。これは手配済みで小名浜のコールセンターのほうに向かっておりますが、すでに元請けの
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これ以上は手配できない？

これ以上はいま、確認の段階でもう手配できないそうです。

国だな国。 

それについてはちょっと考えなければいけませんね。ここでどうしようと、簡単に結論出ませ

んので。 

総務班と原子力のほうで。

ガソリンの輸送車は１

染をする可能性があるという前提でお願いいたします。

いま、小名浜のコールセンターのほうに向かっておりまして、そこで自衛隊に引き渡すという

風に確認をしております。

いま、そういうアレンジで進んでます、●●です。

よろしくお願いします。

続きまして給電班のほうからですね、本日、ならびに今後の需給についてご報告いただきます。

それでは給電班より需給状況についてご報告申し上げます。まず昨日の需要実績ですけれども、

昨日は午後７時、１９時最大で３４２４万キロでございました。昨日の朝の想定では３８００

万キロと見込んでおりましたけれども、非常に天気が良く温度が高かったこと、地震直後の影

響で社会活動が停滞したことで、この分の需要が減になったというふうに想定してございます。

それを受けまして、本日、日曜日の需給状況でございますけれども、これにつきましては昨日

夕方想定しました３７００万キロ。これで考えたいと思っております。それに対します供給力

でございますけれども、これは昨日の段階では３６００万キロ、１００万ショートと考えてご

ざいましたが、これにプラス１００万キロ、これは昨日は需要が出なかったんで、揚水が使わ

なくて済んだ分がございます。揚水を上げられた分がございますので今日使えるんでプラス１

００万と、したがいまして、３７００

考えてございます。若干、需要が強いかもしれませんが、需要については、停電になっている

所が茨城方面にございまして、これが本日には戻ってくると考えております。これを２００万

見ております。それを見まして３７００万。前提で復旧が終わった状態を考えてございます。

それに対しましてですね。はい、入れて入れて。そこの復旧ができたとして３７００でござい

ますからそれで、今日はゼロでございますからこれでいけば多少周波数等は荒れるかもしれま

せんけども、もう負荷遮断には至らない、さらに供給力、発電力になんか不可抗力で落ちた場

合に、最悪、ＵＦＲの遮断がなきにしもあらず、こんな感じに思っております。ロードカーブ

を見ていただければ分かるんですけれども、昨日よりは２００万位下がった状態でいってます

が、あれに対しまし

いうことでございます。それから、明日以降の見通しは、ちょっとこれから精査するんですが

今のところ、明日は平日に戻りますので４１００方位いくと思っておりますので、揚水が使え

ないとなると１０００

でいま、輪番停電の方法等について詰めているところでございます。以上です。

原子力の方、何かありましたらどうぞ？よろしいですか、続けて。それでは、火力復旧班の方

から火力の状況お願いします。

火力班からご報告いたします。設備の運転状況ですが、今の給電班のほうにも入ってますけれ

ども、昨日から新たに立ち上がってきたのが、富津火力の２号機の７軸分、これは１７万５０

００。これを今朝方立ち上げました。それから明日に向かいまして、横浜の６号機、これ３５

万ですが、点検してるところを途中で少し応急修理をしまして、明日の明け方立ち上がるよう

にそれは、準備をしております。それからもう１点、大井火力の３号機これは、３５万ですが、

本来は今日の明け方に並列する予定だったのですが、ちょっとタービンの振動大が出まして、

いま運転をやめておりまして、これも何とか今日中に明日の朝に間に合うべく突貫工事で点検

のほうをやっているところでございます。その次に、これから１週間、今後どうするかですけ

れども、まず１点目は、東扇島火力の１号機が実は地震でボイラーチューブリークで止まって
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いま、そういうアレンジで進んでます、●●です。

続きまして給電班のほうからですね、本日、ならびに今後の需給についてご報告いただきます。

それでは給電班より需給状況についてご報告申し上げます。まず昨日の需要実績ですけれども、

昨日は午後７時、１９時最大で３４２４万キロでございました。昨日の朝の想定では３８００

万キロと見込んでおりましたけれども、非常に天気が良く温度が高かったこと、地震直後の影

響で社会活動が停滞したことで、この分の需要が減になったというふうに想定してございます。

それを受けまして、本日、日曜日の需給状況でございますけれども、これにつきましては昨日

夕方想定しました３７００万キロ。これで考えたいと思っております。それに対します供給力

ざいますけれども、これは昨日の段階では３６００万キロ、１００万ショートと考えてご

ざいましたが、これにプラス１００万キロ、これは昨日は需要が出なかったんで、揚水が使わ

なくて済んだ分がございます。揚水を上げられた分がございますので今日使えるんでプラス１

００万と、したがいまして、３７００ 万イーブンでございますので、予備カゼロというふうに

考えてございます。若干、需要が強いかもしれませんが、需要については、停電になっている

所が茨城方面にございまして、これが本日には戻ってくると考えております。これを２００万

す。それを見まして３７００万。前提で復旧が終わった状態を考えてございます。

それに対しましてですね。はい、入れて入れて。そこの復旧ができたとして３７００でござい

ますからそれで、今日はゼロでございますからこれでいけば多少周波数等は荒れるかもしれま

せんけども、もう負荷遮断には至らない、さらに供給力、発電力になんか不可抗力で落ちた場

合に、最悪、ＵＦＲの遮断がなきにしもあらず、こんな感じに思っております。ロードカーブ

を見ていただければ分かるんですけれども、昨日よりは２００万位下がった状態でいってます

て負荷が入ってくると、夕方には同じ位３７００万いくだろうとみてると

いうことでございます。それから、明日以降の見通しは、ちょっとこれから精査するんですが

今のところ、明日は平日に戻りますので４１００方位いくと思っておりますので、揚水が使え

万キロ位のショートになるんじゃないかと考えてございまして、この辺

でいま、輪番停電の方法等について詰めているところでございます。以上です。

原子力の方、何かありましたらどうぞ？よろしいですか、続けて。それでは、火力復旧班の方

から火力の状況お願いします。 
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転をやめておりまして、これも何とか今日中に明日の朝に間に合うべく突貫工事で点検

のほうをやっているところでございます。その次に、これから１週間、今後どうするかですけ

れども、まず１点目は、東扇島火力の１号機が実は地震でボイラーチューブリークで止まって

３号機で冷却停止、ベント
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にそれは、準備をしております。それからもう１点、大井火力の３号機これは、３５万ですが、

本来は今日の明け方に並列する予定だったのですが、ちょっとタービンの振動大が出まして、

転をやめておりまして、これも何とか今日中に明日の朝に間に合うべく突貫工事で点検

のほうをやっているところでございます。その次に、これから１週間、今後どうするかですけ

れども、まず１点目は、東扇島火力の１号機が実は地震でボイラーチューブリークで止まって
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おります。１００万でございまして、これは何とか突貫工事で立ち上げるべく、ここ１週間位

を目安に考えたいと思っております。それから広野、常陸那珂、鹿島でございますが、広野に

つきましてはまだ津波が警報が出ておりまして、昨日も夕方から、ようやく下のほうに降りて

いる状態でまだ

いったものがあって結構ダメージが大きいのが現状でございます。これもこれから詳細を調査

いたします。それから鹿島火力につきましては、少しダメージも低いだろうということで、昨

日の段階から私どもの火力と建設部さんのメンバーが向こうに入り込んで設備状況を調査しま

した。それで６台の中で優先順位をつけてなるべく早く立ち上げる設備のほうから準備のほう

を始めたいなぁと、いうふうに思っております。ユニット関係はそんな状況でございます。と

にかく鹿島のほうを少し

係でございますが、相当これから石炭が止まっておりますから、ＬＮＧが相当緊迫するという

ことで一。 

緊急地震速報で揺れてますけど、ご注意ください。

●●にお願いをしまして、昨日の段階から●●が各商社とかいわゆる燃料会社のほうと調整を

してもらっているところでございます。最後に原子力関係の支援状況でございますが、３点ご

ざいます。１点目は、消防車につきましては先ほど●●さんからご報告があ

ま、私どもは湾岸のほうで、東京湾岸のほうで出せる化学消防車、これを４台何とかいま出せ

るように手配しまして準備をしております。ただ問題は、運転する、運転手でございまして南

明のほうでございまして、そこも南明さんのほうにお願いして消防車と運転員をセットで何と

か早く福島のほうに行けるように、いま、調整を進めているところでございます。

パワーセンターの変圧器でございまして、当初これを福島第一のほうへ持っていく予定でござ

いましたが、むしろ福島第二のほうが欲しいということで、いま福島第二のほうへ向

川崎火力２号系列１軸の変圧器があったんですけれども、それをいま、向こうのほうに回しま

した。昨日、何とか１日かけて広野火力のほうにまでは持ち込んでみました。あとは原子力さ

んのほうでそこを教えていただければ広野火力から第二のほうへ持ち込みをします。そこをま

たちょっと調整させてください。それからバッテリーの件でございます。これも川崎火力の建

設でバッテリーがあったんですけれども、とにかく建設はおいて原子力優先にしようというこ

とで自衛隊のヘリ３機をお願いをして手配しておりまして、そのうち６４個まではＪヴィレッ

ジのほうまで持ち込みました。あと残り３６個のバッテリーが実は自衛隊のヘリコプターのプ

ロペラがちょっと具合が悪くて百里基地のほうに引き返しておりましてそれを何とか今日中に

自衛隊の方と調整をして、Ｊヴィレッジのほうまで持ち込むようにいま調整をしているところ

でございます。以上、そんなところでございます。

すみません、ちょっと割り込んじゃいますが。１

１F さん、いいですか。ちょっと原子力、割り込みます。１

１F さんがわのボリューム上げて下さい。テレビ会議。

１F さん、聞こえてますか。

３号の状況でございます。３号が減圧沸騰がほぼほぼ収まって炉水位がぐっと下がってきてい

ます。いまＴＡＦの状況です。もっと下がるかもしれません。ですので、３号のほうも少し水

位のほうを注意していてください。

１F さん聞こえてますか。１

１F さん、ちょっといいですか。１

●●さん、２号のドライウェルのベント操作の準備を進めているところなんですけれども、例

の事前に線量の評価を本店やるじゃないですか、あれは本店さんのほうでやってる、でよかっ

たですか。 

確認します。 

《電話》それはいま、テレビ会議で繋いで話そうとしているのですが、まだ、つかまっていな

い＝。そういうことですね。分かりました。あとどれ位の淡水でもいいんですけど、入れるも

のは入れていくということで、何をどの位の時間で入れるのか、あと海水についてどの位入れ

る準備があるのかどうか、それを至急教えると言われているので、１

ね。はいはい。認識合わせます。１
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おります。１００万でございまして、これは何とか突貫工事で立ち上げるべく、ここ１週間位

を目安に考えたいと思っております。それから広野、常陸那珂、鹿島でございますが、広野に

つきましてはまだ津波が警報が出ておりまして、昨日も夕方から、ようやく下のほうに降りて

いる状態でまだ詳細は分かりません。常陸那珂につきましても、相当地盤の液状化とか、そう

いったものがあって結構ダメージが大きいのが現状でございます。これもこれから詳細を調査

いたします。それから鹿島火力につきましては、少しダメージも低いだろうということで、昨

日の段階から私どもの火力と建設部さんのメンバーが向こうに入り込んで設備状況を調査しま

した。それで６台の中で優先順位をつけてなるべく早く立ち上げる設備のほうから準備のほう

を始めたいなぁと、いうふうに思っております。ユニット関係はそんな状況でございます。と

にかく鹿島のほうを少し最優先にやりたいと思っております。それからもう１点、実は燃料関

係でございますが、相当これから石炭が止まっておりますから、ＬＮＧが相当緊迫するという

緊急地震速報で揺れてますけど、ご注意ください。

●●にお願いをしまして、昨日の段階から●●が各商社とかいわゆる燃料会社のほうと調整を

してもらっているところでございます。最後に原子力関係の支援状況でございますが、３点ご

ざいます。１点目は、消防車につきましては先ほど●●さんからご報告があ

ま、私どもは湾岸のほうで、東京湾岸のほうで出せる化学消防車、これを４台何とかいま出せ

るように手配しまして準備をしております。ただ問題は、運転する、運転手でございまして南

明のほうでございまして、そこも南明さんのほうにお願いして消防車と運転員をセットで何と

か早く福島のほうに行けるように、いま、調整を進めているところでございます。

パワーセンターの変圧器でございまして、当初これを福島第一のほうへ持っていく予定でござ

いましたが、むしろ福島第二のほうが欲しいということで、いま福島第二のほうへ向

川崎火力２号系列１軸の変圧器があったんですけれども、それをいま、向こうのほうに回しま

した。昨日、何とか１日かけて広野火力のほうにまでは持ち込んでみました。あとは原子力さ

んのほうでそこを教えていただければ広野火力から第二のほうへ持ち込みをします。そこをま

たちょっと調整させてください。それからバッテリーの件でございます。これも川崎火力の建

設でバッテリーがあったんですけれども、とにかく建設はおいて原子力優先にしようというこ

とで自衛隊のヘリ３機をお願いをして手配しておりまして、そのうち６４個まではＪヴィレッ

ジのほうまで持ち込みました。あと残り３６個のバッテリーが実は自衛隊のヘリコプターのプ

ロペラがちょっと具合が悪くて百里基地のほうに引き返しておりましてそれを何とか今日中に

自衛隊の方と調整をして、Ｊヴィレッジのほうまで持ち込むようにいま調整をしているところ

でございます。以上、そんなところでございます。

すみません、ちょっと割り込んじゃいますが。１

さん、いいですか。ちょっと原子力、割り込みます。１

さんがわのボリューム上げて下さい。テレビ会議。

さん、聞こえてますか。 

３号の状況でございます。３号が減圧沸騰がほぼほぼ収まって炉水位がぐっと下がってきてい

ます。いまＴＡＦの状況です。もっと下がるかもしれません。ですので、３号のほうも少し水

位のほうを注意していてください。

さん聞こえてますか。１F

さん、ちょっといいですか。１

●●さん、２号のドライウェルのベント操作の準備を進めているところなんですけれども、例

の事前に線量の評価を本店やるじゃないですか、あれは本店さんのほうでやってる、でよかっ

 

《電話》それはいま、テレビ会議で繋いで話そうとしているのですが、まだ、つかまっていな

い＝。そういうことですね。分かりました。あとどれ位の淡水でもいいんですけど、入れるも

のは入れていくということで、何をどの位の時間で入れるのか、あと海水についてどの位入れ

る準備があるのかどうか、それを至急教えると言われているので、１

ね。はいはい。認識合わせます。１

 （３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容

おります。１００万でございまして、これは何とか突貫工事で立ち上げるべく、ここ１週間位

を目安に考えたいと思っております。それから広野、常陸那珂、鹿島でございますが、広野に

つきましてはまだ津波が警報が出ておりまして、昨日も夕方から、ようやく下のほうに降りて

詳細は分かりません。常陸那珂につきましても、相当地盤の液状化とか、そう

いったものがあって結構ダメージが大きいのが現状でございます。これもこれから詳細を調査

いたします。それから鹿島火力につきましては、少しダメージも低いだろうということで、昨

日の段階から私どもの火力と建設部さんのメンバーが向こうに入り込んで設備状況を調査しま

した。それで６台の中で優先順位をつけてなるべく早く立ち上げる設備のほうから準備のほう

を始めたいなぁと、いうふうに思っております。ユニット関係はそんな状況でございます。と

最優先にやりたいと思っております。それからもう１点、実は燃料関

係でございますが、相当これから石炭が止まっておりますから、ＬＮＧが相当緊迫するという

緊急地震速報で揺れてますけど、ご注意ください。

●●にお願いをしまして、昨日の段階から●●が各商社とかいわゆる燃料会社のほうと調整を

してもらっているところでございます。最後に原子力関係の支援状況でございますが、３点ご

ざいます。１点目は、消防車につきましては先ほど●●さんからご報告があ

ま、私どもは湾岸のほうで、東京湾岸のほうで出せる化学消防車、これを４台何とかいま出せ

るように手配しまして準備をしております。ただ問題は、運転する、運転手でございまして南

明のほうでございまして、そこも南明さんのほうにお願いして消防車と運転員をセットで何と

か早く福島のほうに行けるように、いま、調整を進めているところでございます。

パワーセンターの変圧器でございまして、当初これを福島第一のほうへ持っていく予定でござ

いましたが、むしろ福島第二のほうが欲しいということで、いま福島第二のほうへ向

川崎火力２号系列１軸の変圧器があったんですけれども、それをいま、向こうのほうに回しま

した。昨日、何とか１日かけて広野火力のほうにまでは持ち込んでみました。あとは原子力さ

んのほうでそこを教えていただければ広野火力から第二のほうへ持ち込みをします。そこをま

たちょっと調整させてください。それからバッテリーの件でございます。これも川崎火力の建

設でバッテリーがあったんですけれども、とにかく建設はおいて原子力優先にしようというこ

とで自衛隊のヘリ３機をお願いをして手配しておりまして、そのうち６４個まではＪヴィレッ

ジのほうまで持ち込みました。あと残り３６個のバッテリーが実は自衛隊のヘリコプターのプ

ロペラがちょっと具合が悪くて百里基地のほうに引き返しておりましてそれを何とか今日中に

自衛隊の方と調整をして、Ｊヴィレッジのほうまで持ち込むようにいま調整をしているところ

でございます。以上、そんなところでございます。

すみません、ちょっと割り込んじゃいますが。１

さん、いいですか。ちょっと原子力、割り込みます。１

さんがわのボリューム上げて下さい。テレビ会議。

 

３号の状況でございます。３号が減圧沸騰がほぼほぼ収まって炉水位がぐっと下がってきてい

ます。いまＴＡＦの状況です。もっと下がるかもしれません。ですので、３号のほうも少し水

位のほうを注意していてください。 

F さん聞こえてますか。１

さん、ちょっといいですか。１F さんいいですか。

●●さん、２号のドライウェルのベント操作の準備を進めているところなんですけれども、例

の事前に線量の評価を本店やるじゃないですか、あれは本店さんのほうでやってる、でよかっ

《電話》それはいま、テレビ会議で繋いで話そうとしているのですが、まだ、つかまっていな

い＝。そういうことですね。分かりました。あとどれ位の淡水でもいいんですけど、入れるも

のは入れていくということで、何をどの位の時間で入れるのか、あと海水についてどの位入れ

る準備があるのかどうか、それを至急教えると言われているので、１

ね。はいはい。認識合わせます。１F 繋がらない、繋がってからでもいいけど。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

おります。１００万でございまして、これは何とか突貫工事で立ち上げるべく、ここ１週間位

を目安に考えたいと思っております。それから広野、常陸那珂、鹿島でございますが、広野に

つきましてはまだ津波が警報が出ておりまして、昨日も夕方から、ようやく下のほうに降りて

詳細は分かりません。常陸那珂につきましても、相当地盤の液状化とか、そう

いったものがあって結構ダメージが大きいのが現状でございます。これもこれから詳細を調査

いたします。それから鹿島火力につきましては、少しダメージも低いだろうということで、昨

日の段階から私どもの火力と建設部さんのメンバーが向こうに入り込んで設備状況を調査しま

した。それで６台の中で優先順位をつけてなるべく早く立ち上げる設備のほうから準備のほう

を始めたいなぁと、いうふうに思っております。ユニット関係はそんな状況でございます。と

最優先にやりたいと思っております。それからもう１点、実は燃料関

係でございますが、相当これから石炭が止まっておりますから、ＬＮＧが相当緊迫するという

緊急地震速報で揺れてますけど、ご注意ください。 

●●にお願いをしまして、昨日の段階から●●が各商社とかいわゆる燃料会社のほうと調整を

してもらっているところでございます。最後に原子力関係の支援状況でございますが、３点ご

ざいます。１点目は、消防車につきましては先ほど●●さんからご報告があ

ま、私どもは湾岸のほうで、東京湾岸のほうで出せる化学消防車、これを４台何とかいま出せ

るように手配しまして準備をしております。ただ問題は、運転する、運転手でございまして南

明のほうでございまして、そこも南明さんのほうにお願いして消防車と運転員をセットで何と

か早く福島のほうに行けるように、いま、調整を進めているところでございます。

パワーセンターの変圧器でございまして、当初これを福島第一のほうへ持っていく予定でござ

いましたが、むしろ福島第二のほうが欲しいということで、いま福島第二のほうへ向

川崎火力２号系列１軸の変圧器があったんですけれども、それをいま、向こうのほうに回しま

した。昨日、何とか１日かけて広野火力のほうにまでは持ち込んでみました。あとは原子力さ

んのほうでそこを教えていただければ広野火力から第二のほうへ持ち込みをします。そこをま

たちょっと調整させてください。それからバッテリーの件でございます。これも川崎火力の建

設でバッテリーがあったんですけれども、とにかく建設はおいて原子力優先にしようというこ

とで自衛隊のヘリ３機をお願いをして手配しておりまして、そのうち６４個まではＪヴィレッ

ジのほうまで持ち込みました。あと残り３６個のバッテリーが実は自衛隊のヘリコプターのプ

ロペラがちょっと具合が悪くて百里基地のほうに引き返しておりましてそれを何とか今日中に

自衛隊の方と調整をして、Ｊヴィレッジのほうまで持ち込むようにいま調整をしているところ

でございます。以上、そんなところでございます。 

すみません、ちょっと割り込んじゃいますが。１F さん、いいですか。

さん、いいですか。ちょっと原子力、割り込みます。１

さんがわのボリューム上げて下さい。テレビ会議。 

３号の状況でございます。３号が減圧沸騰がほぼほぼ収まって炉水位がぐっと下がってきてい

ます。いまＴＡＦの状況です。もっと下がるかもしれません。ですので、３号のほうも少し水

さん聞こえてますか。１F さん聞こえてますか。聞こえてない。

さんいいですか。 

●●さん、２号のドライウェルのベント操作の準備を進めているところなんですけれども、例

の事前に線量の評価を本店やるじゃないですか、あれは本店さんのほうでやってる、でよかっ

《電話》それはいま、テレビ会議で繋いで話そうとしているのですが、まだ、つかまっていな

い＝。そういうことですね。分かりました。あとどれ位の淡水でもいいんですけど、入れるも

のは入れていくということで、何をどの位の時間で入れるのか、あと海水についてどの位入れ

る準備があるのかどうか、それを至急教えると言われているので、１

繋がらない、繋がってからでもいいけど。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

おります。１００万でございまして、これは何とか突貫工事で立ち上げるべく、ここ１週間位

を目安に考えたいと思っております。それから広野、常陸那珂、鹿島でございますが、広野に

つきましてはまだ津波が警報が出ておりまして、昨日も夕方から、ようやく下のほうに降りて

詳細は分かりません。常陸那珂につきましても、相当地盤の液状化とか、そう

いったものがあって結構ダメージが大きいのが現状でございます。これもこれから詳細を調査

いたします。それから鹿島火力につきましては、少しダメージも低いだろうということで、昨

日の段階から私どもの火力と建設部さんのメンバーが向こうに入り込んで設備状況を調査しま

した。それで６台の中で優先順位をつけてなるべく早く立ち上げる設備のほうから準備のほう

を始めたいなぁと、いうふうに思っております。ユニット関係はそんな状況でございます。と

最優先にやりたいと思っております。それからもう１点、実は燃料関

係でございますが、相当これから石炭が止まっておりますから、ＬＮＧが相当緊迫するという

●●にお願いをしまして、昨日の段階から●●が各商社とかいわゆる燃料会社のほうと調整を

してもらっているところでございます。最後に原子力関係の支援状況でございますが、３点ご

ざいます。１点目は、消防車につきましては先ほど●●さんからご報告があ

ま、私どもは湾岸のほうで、東京湾岸のほうで出せる化学消防車、これを４台何とかいま出せ

るように手配しまして準備をしております。ただ問題は、運転する、運転手でございまして南

明のほうでございまして、そこも南明さんのほうにお願いして消防車と運転員をセットで何と

か早く福島のほうに行けるように、いま、調整を進めているところでございます。

パワーセンターの変圧器でございまして、当初これを福島第一のほうへ持っていく予定でござ

いましたが、むしろ福島第二のほうが欲しいということで、いま福島第二のほうへ向

川崎火力２号系列１軸の変圧器があったんですけれども、それをいま、向こうのほうに回しま

した。昨日、何とか１日かけて広野火力のほうにまでは持ち込んでみました。あとは原子力さ

んのほうでそこを教えていただければ広野火力から第二のほうへ持ち込みをします。そこをま

たちょっと調整させてください。それからバッテリーの件でございます。これも川崎火力の建

設でバッテリーがあったんですけれども、とにかく建設はおいて原子力優先にしようというこ

とで自衛隊のヘリ３機をお願いをして手配しておりまして、そのうち６４個まではＪヴィレッ

ジのほうまで持ち込みました。あと残り３６個のバッテリーが実は自衛隊のヘリコプターのプ

ロペラがちょっと具合が悪くて百里基地のほうに引き返しておりましてそれを何とか今日中に

自衛隊の方と調整をして、Ｊヴィレッジのほうまで持ち込むようにいま調整をしているところ

さん、いいですか。 

さん、いいですか。ちょっと原子力、割り込みます。１Fさん？聞こえてますか。

３号の状況でございます。３号が減圧沸騰がほぼほぼ収まって炉水位がぐっと下がってきてい

ます。いまＴＡＦの状況です。もっと下がるかもしれません。ですので、３号のほうも少し水

さん聞こえてますか。聞こえてない。

●●さん、２号のドライウェルのベント操作の準備を進めているところなんですけれども、例

の事前に線量の評価を本店やるじゃないですか、あれは本店さんのほうでやってる、でよかっ

《電話》それはいま、テレビ会議で繋いで話そうとしているのですが、まだ、つかまっていな

い＝。そういうことですね。分かりました。あとどれ位の淡水でもいいんですけど、入れるも
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のは入れていくということで、何をどの位の時間で入れるのか、あと海水についてどの位入れ

に聞きます。そうです
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●●君、●●君、２号用の消防車っているんだっけ？消防車待ち？

それじゃあ、本店の中の会議、今の火力復旧班からの消防車の話とバッテリーの話は原子力側

のほうは大丈夫ですね、調整済みですか。原子力復旧班、原子力復旧班、原子力復旧班、おー

い、原子力復旧班。

了解。 

いま、火力復旧班からバッテリーの話、消防車の話ありましたけど、受け入れの調整は済んで

ますか。 

はい、分かりました。

１F さん、聞こえますか。本店小森です。１

はい、聞こえます。

吉田君とこにも電話いってるかどうかあれですけども、ちょっと、状況認識をしたいと思いま

す。武黒さん、官邸との話です。まず１

に入れて動くべしという認識をしていて、もう海水も入っているというようなことも思ってい

たけれども、とりあえず淡水が入ることは悪い話じゃなくて、それで、もう海水を入れるべし

という判断で動いているというのがまず１点。それから、武黒さんからちょっと至急その状況

を聞きたいというのは、Ｄ／Ｄ

Ｐ系だっけ、ろ過水を入れてるんでしたっけね、それが何トン位あって＝。

えっとねぇ、Ｄ／Ｄ

はい、８０ｔ。で、どのくらい、どのくらい、もちそうですか、おおよそ。

いま、大体８００Ｌ、何だっけ、８００Ｌ／ｍｉｎ、０．８ｔ／ｍｉｎ

から、え－、なんだ、分かんなくなっちやった。

ちょっと、誰かに整理してもらって、私に△△△△。

えっ、それと、オーダーだけ、オーダーだけ言っておきますと、オーダーだけ言っておきます

と、要するに、今の化学消防車のほうは４０ｔの防火水槽が２つバックアップであるので大体

８０ｔだと。それからＤ／Ｄ

あるといま見ています。

ろ過水が８００ｔ。

８００ｔ。 

これは。 

ただし、Ｄ／Ｄ

うが働いているという状況です。それで、水量は大体８００Ｌ／ｍｉｎ

ｔのほうから言うと、８００÷０．８

それでいま、あれですが、水源を探しに行っていると、こういう状況です。

まぁ、それは技訓の所の水なんかも入れりやあ、まだ８０

でしょうかね。

はい。 

で、いま、海水のほうについての注入準備ってのは、えっと？
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●●君、●●君、２号用の消防車っているんだっけ？消防車待ち？

それじゃあ、本店の中の会議、今の火力復旧班からの消防車の話とバッテリーの話は原子力側
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はい、分かりました。 

さん、聞こえますか。本店小森です。１

はい、聞こえます。 

吉田君とこにも電話いってるかどうかあれですけども、ちょっと、状況認識をしたいと思いま

す。武黒さん、官邸との話です。まず１

に入れて動くべしという認識をしていて、もう海水も入っているというようなことも思ってい

たけれども、とりあえず淡水が入ることは悪い話じゃなくて、それで、もう海水を入れるべし

という判断で動いているというのがまず１点。それから、武黒さんからちょっと至急その状況

を聞きたいというのは、Ｄ／Ｄ

だっけ、ろ過水を入れてるんでしたっけね、それが何トン位あって＝。

えっとねぇ、Ｄ／Ｄ が今んところ、４０ｔ×２ということで８０ｔあります。

はい、８０ｔ。で、どのくらい、どのくらい、もちそうですか、おおよそ。
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から、え－、なんだ、分かんなくなっちやった。

ちょっと、誰かに整理してもらって、私に△△△△。

えっ、それと、オーダーだけ、オーダーだけ言っておきますと、オーダーだけ言っておきます

と、要するに、今の化学消防車のほうは４０ｔの防火水槽が２つバックアップであるので大体
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それでいま、あれですが、水源を探しに行っていると、こういう状況です。

まぁ、それは技訓の所の水なんかも入れりやあ、まだ８０

でしょうかね。 

で、いま、海水のほうについての注入準備ってのは、えっと？
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●●君、●●君、２号用の消防車っているんだっけ？消防車待ち？

それじゃあ、本店の中の会議、今の火力復旧班からの消防車の話とバッテリーの話は原子力側

のほうは大丈夫ですね、調整済みですか。原子力復旧班、原子力復旧班、原子力復旧班、おー

いま、火力復旧班からバッテリーの話、消防車の話ありましたけど、受け入れの調整は済んで

さん、聞こえますか。本店小森です。１

吉田君とこにも電話いってるかどうかあれですけども、ちょっと、状況認識をしたいと思いま

す。武黒さん、官邸との話です。まず１F３については、海水を入れる、ということも当然視野

に入れて動くべしという認識をしていて、もう海水も入っているというようなことも思ってい

たけれども、とりあえず淡水が入ることは悪い話じゃなくて、それで、もう海水を入れるべし

という判断で動いているというのがまず１点。それから、武黒さんからちょっと至急その状況

を聞きたいというのは、Ｄ／Ｄ 系で入れてる水の量と、いまある量ってのかな、それから、Ｆ

だっけ、ろ過水を入れてるんでしたっけね、それが何トン位あって＝。

が今んところ、４０ｔ×２ということで８０ｔあります。

はい、８０ｔ。で、どのくらい、どのくらい、もちそうですか、おおよそ。

いま、大体８００Ｌ、何だっけ、８００Ｌ／ｍｉｎ、０．８ｔ／ｍｉｎ

から、え－、なんだ、分かんなくなっちやった。

ちょっと、誰かに整理してもらって、私に△△△△。

えっ、それと、オーダーだけ、オーダーだけ言っておきますと、オーダーだけ言っておきます

と、要するに、今の化学消防車のほうは４０ｔの防火水槽が２つバックアップであるので大体

 の消火ポンプのほうは、これ、ろ過水が水源なので一応８００ｔ

のポンプのほうは消防車よりも、吐出圧低いですから、まずは化学消防車のほ

うが働いているという状況です。それで、水量は大体８００Ｌ／ｍｉｎ

ｔのほうから言うと、８００÷０．８ ですから１００ｍｉｎ、２時間位の感じなのかな？大体。

それでいま、あれですが、水源を探しに行っていると、こういう状況です。

まぁ、それは技訓の所の水なんかも入れりやあ、まだ８０

で、いま、海水のほうについての注入準備ってのは、えっと？
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してません。とりあえず、してません。

すると、オーダー的にはどのくらいで。

ものの２時間位で。

２時間位。 

化学消防車が吸っている所の防火水槽から吸っているホースをそのまま海にちゃぽんと浸けて

やればできるということで、●●さんとか、いいよな、えっ、１０分もあればできる？

１０分もあればできる？

１０分もあればできる。

はい、じゃあいつでもできる状況と。まあ、淡水もいま入れてるのはやってください。じやあ

そういうことで武黒さんには返しますが、いずれにしても－。

吉田さん、すいません。いま、ごめんなさい、計算したけど２時間じゃなくて２０時間ですよ

ね、今の水源が枯れるのは。

あっ、それ、ろ過水も込み込みで言ってるでしょ？

そうです。 

あっ、ごめんごめん、ぼくが言ったのは化学消防車のほうだけで言っている。

はい、分かりました。

圧力が高いのは化学消防車のほうだから、そっちを専念してやってるんですよ。

はい、分かりました。

化学消防車もう一回確認します。４０ｔ×２

れば、４０ｔ貯槽が２つあると。

そういうことです。どんどん、どんどん、ここへ＼。

それは、バックアップ。それから、ろ過水が８０

頑張れば２０時間位はもつかもしれない。

そういうことです。

ただし、海水のほうが手早ければ１０分でも１５分でもホースを海に繋げれば、化学消防車の

ほうから入れられますよと。

はい、そういうことです。

という認識です。はい、じやあ伝えます、ちょっと割りこんですいません、以上です。

すいません。発電班ですけど、２号機と３号機の状況を連絡します。３号のほうですけれども、

減圧沸騰が収まって、水位がグーッと下がってきました。いま、ＴＡＦ、もしくはＴＡＦ

でメイキャップをしているところです。で、建屋の中の線量が徐々にいま、上がってきていま

す。で、線量の評価をしてもらっています。で、続いてデータを監視していきます。で、左側

に書いたのが２号のほうで計装系が徐々に生きてきました。それ
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発言内容 
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すけども、ドライウェル圧力、いや炉圧ですけれども、急激に下がっておりまして、測定不良

となっておりますが、いまの値はゼロに近いところになっております＝。

じゃあ、１Fの音声小さく残しておいてください。続いて、本店本部内の会議を、工務復旧班

お願いします。

工務復旧班からお伝えします。まず、原子力発電所、福－・福二周りのところからご説明いた

します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、

福一について所内を生かす方法は大熊線、超高圧の大熊線から生かす方法と６万Ｖ

から生かす方法があります。大熊線、２７万の大熊線については、これは受け側の発電所のほ

うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

れども、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

んですけれども、いま考えておりますのは、夜の森線から６万を６０００Ｖ

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

れども、その６０００Ｖ

ですね、水没しているとか色々話がありますんで、どこに６０００Ｖ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

５０万の富岡線

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関

係でございますが、茨城支店がまだ多くえー停電が残っております。これは５０万の新茂木変

電所、いまございま

ております。いま考えておりますのは受電を福島の里幹線、ここから受けまして１回線だけで

受ける、それから、２Ｂ、５０万対２７万の変圧器の２Ｂ

Ｖ の那珂線１回線を生かして、２７万対１５万の那珂変電所を生かすということを考えており

ます。これによりまして那珂変電所の下にあります、水戸北部変電所と２７万Ｖ

が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ

います。 

すいません、原子力割りこませてください。１

１F 側のボリューム上げてください。

１F 側のボリューム上げてください。

そういうこと？だったら結局ＳＬＣもＣＲＤ

ＲＣＷ 回りますんで、ＳＷ

あっ、そういうこと、はい。

少しずつ温度、上がってきてしまいますけど。

１F さーん。 

どっかでも、メガーがおかしいって言ってたじゃない、ＣＲＤ、そこで。

１F さーん。 

メガーはＳＬＣ
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します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、
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うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

も、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

んですけれども、いま考えておりますのは、夜の森線から６万を６０００Ｖ

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

の６０００Ｖ をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

ですね、水没しているとか色々話がありますんで、どこに６０００Ｖ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと
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が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ
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します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、

福一について所内を生かす方法は大熊線、超高圧の大熊線から生かす方法と６万Ｖ

から生かす方法があります。大熊線、２７万の大熊線については、これは受け側の発電所のほ

うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

も、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

んですけれども、いま考えておりますのは、夜の森線から６万を６０００Ｖ

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

ですね、水没しているとか色々話がありますんで、どこに６０００Ｖ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

１回線とそれから昨日復旧いたしました、岩井戸線２回線６万Ｖ

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関
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用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

ですね、水没しているとか色々話がありますんで、どこに６０００Ｖ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

１回線とそれから昨日復旧いたしました、岩井戸線２回線６万Ｖ

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関

係でございますが、茨城支店がまだ多くえー停電が残っております。これは５０万の新茂木変

すが、５０万の新茂木変電所がいま停電している影響でこちら多く止まっ

ております。いま考えておりますのは受電を福島の里幹線、ここから受けまして１回線だけで

受ける、それから、２Ｂ、５０万対２７万の変圧器の２Ｂ を１台受けて、そして那珂線２７万

の那珂線１回線を生かして、２７万対１５万の那珂変電所を生かすということを考えており

ます。これによりまして那珂変電所の下にあります、水戸北部変電所と２７万Ｖ

が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ

すいません、原子力割りこませてください。１F と繋いでください。

そういうこと？だったら結局ＳＬＣもＣＲＤ も期待できないってことじゃない、だって。

はだめですけど。 

少しずつ温度、上がってきてしまいますけど。 

どっかでも、メガーがおかしいって言ってたじゃない、ＣＲＤ、そこで。

ちょっとそれ確認しますけど。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

すけども、ドライウェル圧力、いや炉圧ですけれども、急激に下がっておりまして、測定不良

となっておりますが、いまの値はゼロに近いところになっております＝。 

の音声小さく残しておいてください。続いて、本店本部内の会議を、工務復旧班

工務復旧班からお伝えします。まず、原子力発電所、福－・福二周りのところからご説明いた

します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、

福一について所内を生かす方法は大熊線、超高圧の大熊線から生かす方法と６万Ｖ

から生かす方法があります。大熊線、２７万の大熊線については、これは受け側の発電所のほ

うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

も、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

んですけれども、いま考えておりますのは、夜の森線から６万を６０００Ｖ

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

ですね、水没しているとか色々話がありますんで、どこに６０００Ｖ を繋いだらいいのか、こ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

１回線とそれから昨日復旧いたしました、岩井戸線２回線６万Ｖ

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関

係でございますが、茨城支店がまだ多くえー停電が残っております。これは５０万の新茂木変

すが、５０万の新茂木変電所がいま停電している影響でこちら多く止まっ

ております。いま考えておりますのは受電を福島の里幹線、ここから受けまして１回線だけで

を１台受けて、そして那珂線２７万

の那珂線１回線を生かして、２７万対１５万の那珂変電所を生かすということを考えており

ます。これによりまして那珂変電所の下にあります、水戸北部変電所と２７万Ｖ

が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ

と繋いでください。 

も期待できないってことじゃない、だって。

どっかでも、メガーがおかしいって言ってたじゃない、ＣＲＤ、そこで。 

ちょっとそれ確認しますけど。 

 

すけども、ドライウェル圧力、いや炉圧ですけれども、急激に下がっておりまして、測定不良

 

の音声小さく残しておいてください。続いて、本店本部内の会議を、工務復旧班

工務復旧班からお伝えします。まず、原子力発電所、福－・福二周りのところからご説明いた

します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、

福一について所内を生かす方法は大熊線、超高圧の大熊線から生かす方法と６万Ｖ の夜の森線

から生かす方法があります。大熊線、２７万の大熊線については、これは受け側の発電所のほ

うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

も、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

んですけれども、いま考えておりますのは、夜の森線から６万を６０００Ｖ に落として、移動

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

を繋いだらいいのか、こ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

１回線とそれから昨日復旧いたしました、岩井戸線２回線６万Ｖ の２回線、こ

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関

係でございますが、茨城支店がまだ多くえー停電が残っております。これは５０万の新茂木変

すが、５０万の新茂木変電所がいま停電している影響でこちら多く止まっ

ております。いま考えておりますのは受電を福島の里幹線、ここから受けまして１回線だけで

を１台受けて、そして那珂線２７万

の那珂線１回線を生かして、２７万対１５万の那珂変電所を生かすということを考えており

ます。これによりまして那珂変電所の下にあります、水戸北部変電所と２７万Ｖ の常磐変電所

が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ

も期待できないってことじゃない、だって。

 

 

すけども、ドライウェル圧力、いや炉圧ですけれども、急激に下がっておりまして、測定不良

の音声小さく残しておいてください。続いて、本店本部内の会議を、工務復旧班

工務復旧班からお伝えします。まず、原子力発電所、福－・福二周りのところからご説明いた

します。いま、原子力発電所の所内を生かすこと何とかしなくちゃいけないとこですが、まず、

の夜の森線

から生かす方法があります。大熊線、２７万の大熊線については、これは受け側の発電所のほ

うも超高圧の遮断器等壊れてるということで、こちらではなくて夜の森、６万の夜の森線、こ

ちらから生かす方向で昨日検討をしておりました。１７名の作業員が福一の中に入りましたけ

も、作業継続が難しいということで福島、新福島変電所のほうに退避をいたしました。現

在、資機材等につきましては、新福島発電所の構内にございますので、原子力発電所のほうで

ですね、中で作業ができるというような判断がつきましたら、もう一度チームを編成いたしま

して、この夜の森線の復旧のほうを進めたいというふうに思っております。そのときお願いな

に落として、移動

用変圧器を持っていって落として、構内をひきずってですね、発電所の中に入れる予定ですけ

をどこのところに繋げばいいのか、いま、発電機車を持っていっても

を繋いだらいいのか、こ

このところを是非詰めておいていただきたいと。それからもう１つは、我々がいつになったら

そこに入れるのか、そこのところについては、私どもも分かりませんので、チームはいつでも

行けるように、チーム編成は確保しておきますので、そこのところをよろしくお願いしたいと

いうふうに思っております。もう１つは、福二のほうですけれども、これにつきましては現在

の２回線、こ

こが生きておりますので、所内については大丈夫かなというふうに思っております。それから、

新福島変電所と系統の連系でございますが、福島東幹線２回線これでいま、系統側と連系して

いるというところでございますので、先ほど言いました。原子力関係につきましては２点のと

ころ、よろしくお願いしたいと思っております。それから、もう１つ工務系の設備で停電の関

係でございますが、茨城支店がまだ多くえー停電が残っております。これは５０万の新茂木変

すが、５０万の新茂木変電所がいま停電している影響でこちら多く止まっ

ております。いま考えておりますのは受電を福島の里幹線、ここから受けまして１回線だけで

を１台受けて、そして那珂線２７万

の那珂線１回線を生かして、２７万対１５万の那珂変電所を生かすということを考えており

の常磐変電所

が生きるということでございまして、いま１４時の復旧予定、これで考えておるところでござ

も期待できないってことじゃない、だって。 



 

時刻

 

 

10:42 

 

10:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:44 

 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

高橋フェロー

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

本店 

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

１Ｆ 

１Ｆ 

高橋フェロー

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

総務班  
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高橋フェロー  
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吉田所長  
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テレビ会議 2011 年

 

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

書いておいてくれないと、ものすごくさぁ一期待しすぎちゃうんだよね。

吉田所長、聞こえますか。こちら本店です。吉田所長聞こえますか。

はい。 

吉田さん、聞こえてます。●●、吉田さん、聞こえてますよ。

吉田所長ね、ちょっと、情報共有をしたいと思うんだけど。

はい。 

ちょっといいですか、１

ントの１時間前から周辺線量が上がっているので、ベント前からＰＣＶ

ている。ということは、１

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

います。 

はい。 

それ、検討願います。こっちでも、ちょっと考えるけど。

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

うん。 

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

一緒に考えないとだめだと思っています。

はい。 

●●君、どうしたの、お話しはできたの？

あの、電話が繋がりません。

吉田君ねぇ。 

はい。 

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

うじゃない、●●さんにはどなたに電話したらよろしいですかね。

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。

ＯＫ。電話番号言おうか。△△△△です。

△△△△ですか。

△△△△、分かりました。

よろしくお願いします。

年 3月 13 日 
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そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

書いておいてくれないと、ものすごくさぁ一期待しすぎちゃうんだよね。

吉田所長、聞こえますか。こちら本店です。吉田所長聞こえますか。

吉田さん、聞こえてます。●●、吉田さん、聞こえてますよ。

吉田所長ね、ちょっと、情報共有をしたいと思うんだけど。

ちょっといいですか、１Fさん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ

ントの１時間前から周辺線量が上がっているので、ベント前からＰＣＶ

ている。ということは、１FＩのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

それ、検討願います。こっちでも、ちょっと考えるけど。

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

一緒に考えないとだめだと思っています。

●●君、どうしたの、お話しはできたの？

あの、電話が繋がりません。 

 

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

うじゃない、●●さんにはどなたに電話したらよろしいですかね。

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。

ＯＫ。電話番号言おうか。△△△△です。

△△△△ですか。 

△△△△、分かりました。 

よろしくお願いします。 

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

書いておいてくれないと、ものすごくさぁ一期待しすぎちゃうんだよね。

吉田所長、聞こえますか。こちら本店です。吉田所長聞こえますか。

吉田さん、聞こえてます。●●、吉田さん、聞こえてますよ。

吉田所長ね、ちょっと、情報共有をしたいと思うんだけど。

さん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ

ントの１時間前から周辺線量が上がっているので、ベント前からＰＣＶ

Ｉのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

それ、検討願います。こっちでも、ちょっと考えるけど。

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

一緒に考えないとだめだと思っています。 

●●君、どうしたの、お話しはできたの？ 

 

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

うじゃない、●●さんにはどなたに電話したらよろしいですかね。

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。

ＯＫ。電話番号言おうか。△△△△です。 

 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

書いておいてくれないと、ものすごくさぁ一期待しすぎちゃうんだよね。

吉田所長、聞こえますか。こちら本店です。吉田所長聞こえますか。

吉田さん、聞こえてます。●●、吉田さん、聞こえてますよ。

吉田所長ね、ちょっと、情報共有をしたいと思うんだけど。

さん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ

ントの１時間前から周辺線量が上がっているので、ベント前からＰＣＶ

Ｉのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

それ、検討願います。こっちでも、ちょっと考えるけど。 

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

 

 

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

うじゃない、●●さんにはどなたに電話したらよろしいですかね。

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。

 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

書いておいてくれないと、ものすごくさぁ一期待しすぎちゃうんだよね。 

吉田所長、聞こえますか。こちら本店です。吉田所長聞こえますか。 

吉田さん、聞こえてます。●●、吉田さん、聞こえてますよ。 

吉田所長ね、ちょっと、情報共有をしたいと思うんだけど。 

さん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ

ントの１時間前から周辺線量が上がっているので、ベント前からＰＣＶ から漏れていたと思っ

Ｉのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

 

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

うじゃない、●●さんにはどなたに電話したらよろしいですかね。 

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。

 

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

 

さん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ

から漏れていたと思っ

Ｉのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ

逆に、●●君に決めてもらいますので、●●君から、●●君に連絡します。 

 

そこ書いてある。書いてある、あそこに。だから、そういうさあ、だめだめ情報も全部ここに

さん。いま、保安院から指示が来まして、保安院としてはＰＣＶ ベ

から漏れていたと思っ

Ｉのようなこと、爆発などが起こる可能性があると思っているので、

例えば、ブローアウトパネルを開けるなどのような対策を考えること、とそういう指示が来て

えっと、逆に言うと、そこはさっきも言ったように、みんなで考えましょうと、いう話ね。 

ちょっとねぇ、本店の●●君のほうが一応評価してくれて、そちらの●●君にちょっとお話し

するようにさっき言いました。で、それが解析上の話なのでハード的な対応についてはもっと

あの一、●●君がお話しする相手をちょっと紹介してもらって、それから電話が繋がんないそ
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高橋フェロー  

  

高橋フェロー  

  

技術班  

  

配電復旧班  

  

復旧班  

高橋フェロー  

  

官庁連絡班  

テレビ会議 2011 年

 

ＰＣＶベントの了解が国、官邸とも出ますから。プレスの準備をして。広報としてそれでやっ

てください。プレスの準備をして。それでプレス同士の確認をやっておいて。

本店より、最新のＭＰ４のデータが入りましたので、ご紹介いたします。１０時１６分現在、

６０．３、６０．３マイクロＳｖ／ｈ。

●●君、さっき、話があった夜の森線の６０００Ｖ

誰がやってくれてるの？

●●君、●●。

よろしくお願いします。

先ほどの工務復旧班のお話ですね。放射線環境の職場、作業環境が整ったときに連絡をすると

いうところですね。よろしくお願いします。

技術班からです。いま２号機、

合に、TAF 到達が、

らに、そのプラス２時間後と予想しています。さらに、

力が上昇しています。ドライウェルのラプチャーディスクの破損圧力到達時間ですけども・・・

ですけども、今日の夕方１８時かそのくらい。

それでは、配電復旧班、お願いします。

まず、配電から原子力関係の電源対応からお話しします。いま、福－のほうに配電の高圧の発

電車２ヵ所いま対応中でございます。これ以上の所への電源体は今のところ要請されていませ

ん、という状況になってます。あとさらに福島第二のほうには、５０台程度の高圧電源車を用

意しておりますが、いま、その数について、いま福二さんのほうから要請を待っている状況で

ございます。福－、福二とも、私どもの応援社員入っておりますが、福－のほうはですね、そ

ろそろ交替を出そうと思っております。ただですね、放射線の線量管理あるいは検査、あるい

は福二のほうもですね、工事会社のジョインターを含めて５０名ほど入っておりましてですね、

その辺の放射線、線量管理あるいは検査っていうのがですね、なかなか数の問題もあって十分

対応できていないというふうに聞いておりますので、まぁ、応援これからも引き続き交替入れ

る予定ですので、その辺のご検討をいただければ幸いというふうに思っております。さらにで

すね、電源対応で他電力から関西と中部２台、あっ、合計１０台来ておりまして、いま現在、

茨城のほうがまだ停電が大きいということで、行政対応、例えばひたちなか市役所あるいは、

行方市役所ある

しております。まぁ、午後には復旧するという形ですけども、いま電源対応については以上で

ございます。さらに、配電線の被害でございます。各支店とも設備掌握に入っておりまして、

現在のところ、栃木、茨城、千葉を中心に電柱の傾斜が２００本、２００基出ております。地

盤が弱い箇所、液状化地域あるいは地盤が弱い所の傾斜が目立っております。あと、一部変圧

器からの故障ってのがありますけども、これは個別にきちんと対応できてると思っております。

設備掌握があとはです

ですと配電線での大きな被害、大規模な被害っていうのは、今のところそれほど目立っていな

いという状況でございます。以上でございます。

はい、現在のサービスエリアの停電状況、右下の画面ご覧いただくと、ピンクが茨城支店です。

茨城支店がまだ２７万５０００軒ということでちょっと大きいですが、これがだんだん解消す

るという見込みのようです。

すいません、原子炉復旧班のほうなんですけど、いま、官邸のほうから連絡があって、ガソリ

ンと軽油を１週間分用意するから１

れなんで、ちょっとサイトのほうに必要量をですね、出させるようにします。至急ということ。

はい、やってください。●●君、それから、いまあった１

検査。お願いします。

はい、応援要員に対する線量管理よろしくお願いします。じゃ情報班第１、お願いいたします。

ちょっと、割り込ませてください。１
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ＰＣＶベントの了解が国、官邸とも出ますから。プレスの準備をして。広報としてそれでやっ

てください。プレスの準備をして。それでプレス同士の確認をやっておいて。

本店より、最新のＭＰ４のデータが入りましたので、ご紹介いたします。１０時１６分現在、

６０．３、６０．３マイクロＳｖ／ｈ。

●●君、さっき、話があった夜の森線の６０００Ｖ

誰がやってくれてるの？ 

●●君、●●。 

よろしくお願いします。 

先ほどの工務復旧班のお話ですね。放射線環境の職場、作業環境が整ったときに連絡をすると

いうところですね。よろしくお願いします。

技術班からです。いま２号機、

到達が、2 時間半で来る可能性がございます。炉心損傷はその２時間、炉心溶融はさ

らに、そのプラス２時間後と予想しています。さらに、

力が上昇しています。ドライウェルのラプチャーディスクの破損圧力到達時間ですけども・・・

ですけども、今日の夕方１８時かそのくらい。

それでは、配電復旧班、お願いします。

まず、配電から原子力関係の電源対応からお話しします。いま、福－のほうに配電の高圧の発

電車２ヵ所いま対応中でございます。これ以上の所への電源体は今のところ要請されていませ

ん、という状況になってます。あとさらに福島第二のほうには、５０台程度の高圧電源車を用

意しておりますが、いま、その数について、いま福二さんのほうから要請を待っている状況で

ございます。福－、福二とも、私どもの応援社員入っておりますが、福－のほうはですね、そ

ろそろ交替を出そうと思っております。ただですね、放射線の線量管理あるいは検査、あるい

ほうもですね、工事会社のジョインターを含めて５０名ほど入っておりましてですね、

その辺の放射線、線量管理あるいは検査っていうのがですね、なかなか数の問題もあって十分

対応できていないというふうに聞いておりますので、まぁ、応援これからも引き続き交替入れ

る予定ですので、その辺のご検討をいただければ幸いというふうに思っております。さらにで

すね、電源対応で他電力から関西と中部２台、あっ、合計１０台来ておりまして、いま現在、

茨城のほうがまだ停電が大きいということで、行政対応、例えばひたちなか市役所あるいは、

行方市役所あるいは浄水場あるいは病院、この辺についてはいま、高圧発電者対応すでに対応

しております。まぁ、午後には復旧するという形ですけども、いま電源対応については以上で

ございます。さらに、配電線の被害でございます。各支店とも設備掌握に入っておりまして、

現在のところ、栃木、茨城、千葉を中心に電柱の傾斜が２００本、２００基出ております。地

盤が弱い箇所、液状化地域あるいは地盤が弱い所の傾斜が目立っております。あと、一部変圧

器からの故障ってのがありますけども、これは個別にきちんと対応できてると思っております。

設備掌握があとはですね、今日中には各支店完了する予定でございますけれども、今のところ

ですと配電線での大きな被害、大規模な被害っていうのは、今のところそれほど目立っていな

いという状況でございます。以上でございます。

はい、現在のサービスエリアの停電状況、右下の画面ご覧いただくと、ピンクが茨城支店です。

茨城支店がまだ２７万５０００軒ということでちょっと大きいですが、これがだんだん解消す

るという見込みのようです。 

すいません、原子炉復旧班のほうなんですけど、いま、官邸のほうから連絡があって、ガソリ

ンと軽油を１週間分用意するから１

れなんで、ちょっとサイトのほうに必要量をですね、出させるようにします。至急ということ。

はい、やってください。●●君、それから、いまあった１

検査。お願いします。 

はい、応援要員に対する線量管理よろしくお願いします。じゃ情報班第１、お願いいたします。

ちょっと、割り込ませてください。１

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

ＰＣＶベントの了解が国、官邸とも出ますから。プレスの準備をして。広報としてそれでやっ

てください。プレスの準備をして。それでプレス同士の確認をやっておいて。

本店より、最新のＭＰ４のデータが入りましたので、ご紹介いたします。１０時１６分現在、

６０．３、６０．３マイクロＳｖ／ｈ。 

●●君、さっき、話があった夜の森線の６０００Ｖ

先ほどの工務復旧班のお話ですね。放射線環境の職場、作業環境が整ったときに連絡をすると

いうところですね。よろしくお願いします。

技術班からです。いま２号機、RCIC で動作中ですけども、バッテリーがきれて補給水がない場

時間半で来る可能性がございます。炉心損傷はその２時間、炉心溶融はさ

らに、そのプラス２時間後と予想しています。さらに、

力が上昇しています。ドライウェルのラプチャーディスクの破損圧力到達時間ですけども・・・

ですけども、今日の夕方１８時かそのくらい。

それでは、配電復旧班、お願いします。 

まず、配電から原子力関係の電源対応からお話しします。いま、福－のほうに配電の高圧の発

電車２ヵ所いま対応中でございます。これ以上の所への電源体は今のところ要請されていませ

ん、という状況になってます。あとさらに福島第二のほうには、５０台程度の高圧電源車を用

意しておりますが、いま、その数について、いま福二さんのほうから要請を待っている状況で

ございます。福－、福二とも、私どもの応援社員入っておりますが、福－のほうはですね、そ

ろそろ交替を出そうと思っております。ただですね、放射線の線量管理あるいは検査、あるい

ほうもですね、工事会社のジョインターを含めて５０名ほど入っておりましてですね、

その辺の放射線、線量管理あるいは検査っていうのがですね、なかなか数の問題もあって十分

対応できていないというふうに聞いておりますので、まぁ、応援これからも引き続き交替入れ

る予定ですので、その辺のご検討をいただければ幸いというふうに思っております。さらにで

すね、電源対応で他電力から関西と中部２台、あっ、合計１０台来ておりまして、いま現在、

茨城のほうがまだ停電が大きいということで、行政対応、例えばひたちなか市役所あるいは、

いは浄水場あるいは病院、この辺についてはいま、高圧発電者対応すでに対応

しております。まぁ、午後には復旧するという形ですけども、いま電源対応については以上で

ございます。さらに、配電線の被害でございます。各支店とも設備掌握に入っておりまして、

現在のところ、栃木、茨城、千葉を中心に電柱の傾斜が２００本、２００基出ております。地

盤が弱い箇所、液状化地域あるいは地盤が弱い所の傾斜が目立っております。あと、一部変圧

器からの故障ってのがありますけども、これは個別にきちんと対応できてると思っております。

ね、今日中には各支店完了する予定でございますけれども、今のところ

ですと配電線での大きな被害、大規模な被害っていうのは、今のところそれほど目立っていな

いという状況でございます。以上でございます。

はい、現在のサービスエリアの停電状況、右下の画面ご覧いただくと、ピンクが茨城支店です。

茨城支店がまだ２７万５０００軒ということでちょっと大きいですが、これがだんだん解消す

 

すいません、原子炉復旧班のほうなんですけど、いま、官邸のほうから連絡があって、ガソリ

ンと軽油を１週間分用意するから１F、２Ｆ 

れなんで、ちょっとサイトのほうに必要量をですね、出させるようにします。至急ということ。

はい、やってください。●●君、それから、いまあった１

はい、応援要員に対する線量管理よろしくお願いします。じゃ情報班第１、お願いいたします。

ちょっと、割り込ませてください。１Fも、１

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ＰＣＶベントの了解が国、官邸とも出ますから。プレスの準備をして。広報としてそれでやっ

てください。プレスの準備をして。それでプレス同士の確認をやっておいて。

本店より、最新のＭＰ４のデータが入りましたので、ご紹介いたします。１０時１６分現在、

●●君、さっき、話があった夜の森線の６０００Ｖ 繋ぎ込みの先と、いっ入れるかつてやつは、

先ほどの工務復旧班のお話ですね。放射線環境の職場、作業環境が整ったときに連絡をすると

いうところですね。よろしくお願いします。 

で動作中ですけども、バッテリーがきれて補給水がない場

時間半で来る可能性がございます。炉心損傷はその２時間、炉心溶融はさ

らに、そのプラス２時間後と予想しています。さらに、RCIC

力が上昇しています。ドライウェルのラプチャーディスクの破損圧力到達時間ですけども・・・
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その辺の放射線、線量管理あるいは検査っていうのがですね、なかなか数の問題もあって十分

対応できていないというふうに聞いておりますので、まぁ、応援これからも引き続き交替入れ

る予定ですので、その辺のご検討をいただければ幸いというふうに思っております。さらにで

すね、電源対応で他電力から関西と中部２台、あっ、合計１０台来ておりまして、いま現在、

茨城のほうがまだ停電が大きいということで、行政対応、例えばひたちなか市役所あるいは、

いは浄水場あるいは病院、この辺についてはいま、高圧発電者対応すでに対応

しております。まぁ、午後には復旧するという形ですけども、いま電源対応については以上で

ございます。さらに、配電線の被害でございます。各支店とも設備掌握に入っておりまして、
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はい、聞こえます。

いま、保安院と官邸の両方からベント準備開始了解の許可が出ました。

はい、じゃあ、ベント準備します。

はい、お願いします。

承知しました。

よろしいでしょうか、それでは情報班第１からお願いします。

はい、お手元に１時間ほど前に８時現在の被害状況報告というのが、お手元に届いているかと

思います。停電情報システム上は約３０万軒のお客様残っておられます。ほとんどが茨城で先

ほどの形で今日の午後には復旧されるのであろうといったところです。これに伴いまして重要

なお客様も茨城の中での自家発対応等も本日中に解消されるというような見通しです。カスタ

マーへの入電は昨日の夜までで、３万５０００軒ほどですけれども、最近のところではマスコ

ミで報道されてるような関係についてのお問い合わせ等、それから輪番停電にかかわって補助

電源の貸し出し、あるいは輪番停電の具体的な内容についての問い合わせが増えてきてござい

ます。輪番停電に関連いたしまして、官邸からいただいてます要請対応につきましては、いま

関係資料、取りまとめているところでございますので、また後ほど社長にはご説明いたします。

また、お店での準備を進めるために、１２時から支店、できれば支店長、１３時から支店との

テレビ会議を予定してございまして、お客様対応、官庁対応等の両方連絡を進めてまいります。

また、個人のお客様への補助電源の貸し出し等につきましては、必要なものを少し本店中心で

まとめる予定でございます。情報班から以上です。

はい、ありがとうございました。あの、需給状況の説明資料を本店側が作って店所へ説明する

ということですね。

はい。 

よろしくお願いいたします。それでは情報班第２、よろしいですか。総務班、何かありますか？

先ほどのですね、四倉パーキングに止まっていました、水の自衛隊の部隊ですけれども、そこ

の特殊武器防護隊長という、いわばそういう判断をする人がですね、いまオフサイトセンター

に向かっています。で、そこで、その人がですね、基本的には、ゴーサインを出す人なので、

その人たちにですね、現在の福－の状況ってのをちゃんと説明してあげて、納得のいくように

接してあげていただきたいと思います。そうすることによって、防護服を着てですね、そちら

のほうに入っていくという判断をしますので、是非、そこのところをよろしくお願いいたしま

す。オフサイトセンターさんのほう、よろしいでしょうか。オフサイトセンターさん、聞こえ

ますか。了解でしょうか。オフサイトセンターさん、了解でしょうか。

立地業務、オフサイトセンターとの接続を確認してください。オフサイトセンターに電話をし

て接続を促してください。オフサイトセンター、聞こえますか。●●さん、聞こえてますか。

じゃあ、●●君のほうにですね、個別で連絡します。それと後ですね、次にいわゆる協定事業

者の他電力のですね。原子力部隊の派遣なんです

ターに集結するように再度要請しております。そこから、東北電力さんがいわき営業所の会議

室を貸してくれるんで、そこに一旦行きまして、いまどんな状況かを説明すると同時に、要す

るにいま、退避命令が出てるんで、そ

ティブになってます。そこのところをどういうふうに説明し、納得してもらうか。ここがいま

ポイントになってまして、ここはいま、原子力立地の●●さんのところと、電事連をちょっと

巻き込んでなんか考えないと、他電力会社の人たちもです

すんで、ちょっとそこをどう解決するかというところがいま問題です。で、同じことはですね、

実は官邸からも要求されてまして、いまこういうような状況にあって、こういうような線量だ

ったら、こういう防護服着れば大丈夫なんだよという説明といいますか、それを官邸にしてく

れという話をされてますんで、それもいま対応を図っているところであります、以上です。
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立地業務、オフサイトセンターとの接続を確認してください。オフサイトセンターに電話をし
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じゃあ、●●君のほうにですね、個別で連絡します。それと後ですね、次にいわゆる協定事業
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ターに集結するように再度要請しております。そこから、東北電力さんがいわき営業所の会議

室を貸してくれるんで、そこに一旦行きまして、いまどんな状況かを説明すると同時に、要す

るにいま、退避命令が出てるんで、そ

ティブになってます。そこのところをどういうふうに説明し、納得してもらうか。ここがいま

ポイントになってまして、ここはいま、原子力立地の●●さんのところと、電事連をちょっと

巻き込んでなんか考えないと、他電力会社の人たちもです

すんで、ちょっとそこをどう解決するかというところがいま問題です。で、同じことはですね、

実は官邸からも要求されてまして、いまこういうような状況にあって、こういうような線量だ

ったら、こういう防護服着れば大丈夫なんだよという説明といいますか、それを官邸にしてく
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オフサイトセンターさん、どうぞ。

すみません。自衛隊の要請、あるいはこちらの要求を伝えるルートは、どういうルートなんで

しょうか。というのは、福島に５つの部隊がすでに来ております。その一部がオフサイトセン

ターに来ておりますが、その隊長はまだ到着してません。５つの部隊は全部一緒に行動するよ

うに命令を受けていて、１

状況にあります。こちらの振り分け希望を叶えるように、別々の命令あるいは別々の支援をす

るようなことをよしとする命令を出してもらえるように手配をしてほしいのですが。

了解。オフサイトセンターさん、すみません、ちょっとこちらから総務班長の話を聞いてくだ

さい。●●さん、もう一度お願いします。

今、四倉にいる、特殊武器防護部隊長という方がですね、全権を握ってます。その人が振り分

けを含めて判断されますので、その人にその要望等をですね、しっかりと説明していただきた

いと思います。その人がだめだと言うとですね、そちらのほうに入っていかないということに

なってしまいますので、どうかそこをよろしくお願いいたしたいと思います。よろしい

うか。 

はい。理解しております。それで振り分けをしてもよいという命令が、その隊長に下って。

ＯＫをしてくれるとは思うんですが、その辺は大丈夫なんでしょうか？

その人は全権を握ってますんで、もう他の命令とかじゃなくてその人が判断するということで

すので、よろしくお願いします。

そうでないことが分かった場合は、また連絡します。

もし何かあれば言ってください。

すいません、割り込んで。２号機の今のデータを細かく連絡してね。２号機。

１Ｏ分ごとにやります。

もう１０分と言わず、もう、ちょっとな何か変化があったらすぐに言ってくれ。

了解しました。

昨日も、ＨＰＣＩ止まってるのに連絡なかったじゃない。２時２４分にさ。

分かりました。

あういうことないように。３号で。

１F なんかあれば、また緊急連絡で中断します。広報班は今でいいですか。広報班、広報班、

いまいかがですか。いまやります？

いま、はい。よろしくお願いします。広報班からご報告いたします。少し前の話になりますが、

福島第一の３号機のベントの成功９時２０分とホウ酸水注入９時２５分のデータをマスコミ各

社に連絡しております。あと、日曜日の朝のテレビ局の報道ぶりが非常によくないという情報

が入っておりまして、とくにＴＢＳの関口宏のサンデーモーニングでですね、東京電力は何も

やってないというような言いっぶりが出されたようですので、営業ルートでいますぐ抗議して

おります。適時適切に記者会見やったり、情報発信していることを伝えるとともに、以後どこ

へ情報を注ぎ込んだ方がいいのか、そこら辺を問い合わせているところです。その他も目に余

る部分があればきちんと厳正に対処したいと思っております。それから、１０時現在の情報の

取りまとめができましたので、ご覧いただきたいと思います。資料、いま配付していただいて
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なんかあれば、また緊急連絡で中断します。広報班は今でいいですか。広報班、広報班、

いま、はい。よろしくお願いします。広報班からご報告いたします。少し前の話になりますが、

福島第一の３号機のベントの成功９時２０分とホウ酸水注入９時２５分のデータをマスコミ各

社に連絡しております。あと、日曜日の朝のテレビ局の報道ぶりが非常によくないという情報

が入っておりまして、とくにＴＢＳの関口宏のサンデーモーニングでですね、東京電力は何も

やってないというような言いっぶりが出されたようですので、営業ルートでいますぐ抗議して

おります。適時適切に記者会見やったり、情報発信していることを伝えるとともに、以後どこ

を注ぎ込んだ方がいいのか、そこら辺を問い合わせているところです。その他も目に余

る部分があればきちんと厳正に対処したいと思っております。それから、１０時現在の情報の
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すみません。自衛隊の要請、あるいはこちらの要求を伝えるルートは、どういうルートなんで

しょうか。というのは、福島に５つの部隊がすでに来ております。その一部がオフサイトセン

ターに来ておりますが、その隊長はまだ到着してません。５つの部隊は全部一緒に行動するよ

と２Ｆに振り分けたいのですが、この振り分けはできないという

状況にあります。こちらの振り分け希望を叶えるように、別々の命令あるいは別々の支援をす

るようなことをよしとする命令を出してもらえるように手配をしてほしいのですが。 

了解。オフサイトセンターさん、すみません、ちょっとこちらから総務班長の話を聞いてくだ

今、四倉にいる、特殊武器防護部隊長という方がですね、全権を握ってます。その人が振り分

けを含めて判断されますので、その人にその要望等をですね、しっかりと説明していただきた

いと思います。その人がだめだと言うとですね、そちらのほうに入っていかないということに

なってしまいますので、どうかそこをよろしくお願いいたしたいと思います。よろしいでしょ

はい。理解しております。それで振り分けをしてもよいという命令が、その隊長に下って。

その人は全権を握ってますんで、もう他の命令とかじゃなくてその人が判断するということで

すいません、割り込んで。２号機の今のデータを細かく連絡してね。２号機。 

もう１０分と言わず、もう、ちょっとな何か変化があったらすぐに言ってくれ。 

昨日も、ＨＰＣＩ止まってるのに連絡なかったじゃない。２時２４分にさ。 

なんかあれば、また緊急連絡で中断します。広報班は今でいいですか。広報班、広報班、

いま、はい。よろしくお願いします。広報班からご報告いたします。少し前の話になりますが、

福島第一の３号機のベントの成功９時２０分とホウ酸水注入９時２５分のデータをマスコミ各

社に連絡しております。あと、日曜日の朝のテレビ局の報道ぶりが非常によくないという情報

が入っておりまして、とくにＴＢＳの関口宏のサンデーモーニングでですね、東京電力は何も

やってないというような言いっぶりが出されたようですので、営業ルートでいますぐ抗議して

おります。適時適切に記者会見やったり、情報発信していることを伝えるとともに、以後どこ

を注ぎ込んだ方がいいのか、そこら辺を問い合わせているところです。その他も目に余

る部分があればきちんと厳正に対処したいと思っております。それから、１０時現在の情報の

取りまとめができましたので、ご覧いただきたいと思います。資料、いま配付していただいて

 

すみません。自衛隊の要請、あるいはこちらの要求を伝えるルートは、どういうルートなんで

しょうか。というのは、福島に５つの部隊がすでに来ております。その一部がオフサイトセン

ターに来ておりますが、その隊長はまだ到着してません。５つの部隊は全部一緒に行動するよ

と２Ｆに振り分けたいのですが、この振り分けはできないという

状況にあります。こちらの振り分け希望を叶えるように、別々の命令あるいは別々の支援をす

了解。オフサイトセンターさん、すみません、ちょっとこちらから総務班長の話を聞いてくだ

今、四倉にいる、特殊武器防護部隊長という方がですね、全権を握ってます。その人が振り分

けを含めて判断されますので、その人にその要望等をですね、しっかりと説明していただきた

いと思います。その人がだめだと言うとですね、そちらのほうに入っていかないということに

でしょ

はい。理解しております。それで振り分けをしてもよいという命令が、その隊長に下って。 

その人は全権を握ってますんで、もう他の命令とかじゃなくてその人が判断するということで

なんかあれば、また緊急連絡で中断します。広報班は今でいいですか。広報班、広報班、

いま、はい。よろしくお願いします。広報班からご報告いたします。少し前の話になりますが、

福島第一の３号機のベントの成功９時２０分とホウ酸水注入９時２５分のデータをマスコミ各

社に連絡しております。あと、日曜日の朝のテレビ局の報道ぶりが非常によくないという情報

が入っておりまして、とくにＴＢＳの関口宏のサンデーモーニングでですね、東京電力は何も

やってないというような言いっぶりが出されたようですので、営業ルートでいますぐ抗議して

おります。適時適切に記者会見やったり、情報発信していることを伝えるとともに、以後どこ

を注ぎ込んだ方がいいのか、そこら辺を問い合わせているところです。その他も目に余

る部分があればきちんと厳正に対処したいと思っております。それから、１０時現在の情報の

取りまとめができましたので、ご覧いただきたいと思います。資料、いま配付していただいて



 

時刻

11:01 

 

 

 

11:02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不明

/非公開

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

復旧班

復旧班

吉田所長

広報班

本店 

広報班

本店 

広報班

小森常務

本店 

本店 

本店 

本店 

通報班

保安班

発話場所不明

非公開> 
通報班

保安班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

復旧班  

復旧班  

吉田所長  

広報班  

  

広報班  

  

広報班  

小森常務  

  

  

  

  

通報班  

保安班  

通報班  

保安班  

テレビ会議 2011 年

 

いる資料です。スクリーンにも映していただいてます。まず、えっとごらんの所ですけども、

福島第一の全体の話でありますけれども、「当該モニタリングポストの測定値は下がりました

が、本日再度測定値が上昇し敷地境界の放射線量の値が制限値を超えたため同日８時５６分に

再度、原子力災

上昇が発生したと判断し、午前９時１分に通報いたしました」。と、ここを新たに書き加えて

ございます。そして、１号機そのものについては変更はございませんけれども、２号機につい

て「原子炉隔離時冷却系で原子炉に注入、注水しております。原子炉水位は通常より低いもの

の安定しております。なお、国の指示により安全を十分に確認した上で原子炉格納容器内の圧

力を降下させる措置を講じることとしました」と。これが新規の記入でございます。次にまい

ります。３号機について

「９時２０分にベント弁」、すいません、これベント弁じゃなくてベントそのものが成功して

ますので、ベントの成功ということで訂正したいと思いますけれども、ベント弁の操作ではな

く、ベントの操作成功ですね。「その後９時２５分に中性子を吸収するホウ酸を含んだ水を消

火ポンプより原子炉に注入しました」、ということでございます。あとは、大きな変更ござい

ませんけれども、停電状況について２８万軒が停電中ということでさらに減少したこと、さら

に、その下になりますが、北本

す。変更点は以上のことになります。これについてご了解いただければアップしたいと思いま

す。 

ＰＣＶ ベントライン２号ですが、ラインナップ完了しました。１１時です。１１時。

１F２号の PCV

はい、じゃあ報告して下さい。

大きな変更点は下線部のとおりだそうですが、各班、ご覧いただいていかがでしょうか。原子

力のほうで、いまベント弁を行ないとか文言のところをちょっと見ていただけます？２枚目の

下線部。 

はい、あの、この文面で間違いありません。

ベントの成功ってことでよろしいですね。

弁そのものは８時台に行なわれているんですね。

あと、１枚目のほうもよろしいですね、モニタリングポストの。

はい。アンダーラインＯＫ

あとは停電の軒数とか北本連系のとか、３枚目でございますが。各班よろしければ、これでホ

ームページの情報提供ということでよろしいでしょうか。

はい。 

よろしいでしょうか。アップさせていただきます。ありがとうございます。

あとまだ１F、よろしいですか。

通報班から保安班にお願いです。２号のベント弁の操作をする前の事前通報に拡散の評価のデ

ータを付けたいと思いますが、データありますでしょうか。

もう一度お願いします。

保安班へのお願い・依頼です。２号のベント弁の操作をする前の事前通報にベントを開始した

後の拡散の影響評価のデータを付けたいので、それは手元にありますか？

いま本店側と調整中です。
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保安班へのお願い・依頼です。２号のベント弁の操作をする前の事前通報にベントを開始した

後の拡散の影響評価のデータを付けたいので、それは手元にありますか？

３号機で冷却停止、ベント） 

 

いる資料です。スクリーンにも映していただいてます。まず、えっとごらんの所ですけども、

福島第一の全体の話でありますけれども、「当該モニタリングポストの測定値は下がりました

が、本日再度測定値が上昇し敷地境界の放射線量の値が制限値を超えたため同日８時５６分に

害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象敷地境界放射線異常

上昇が発生したと判断し、午前９時１分に通報いたしました」。と、ここを新たに書き加えて

ございます。そして、１号機そのものについては変更はございませんけれども、２号機につい

て「原子炉隔離時冷却系で原子炉に注入、注水しております。原子炉水位は通常より低いもの

の安定しております。なお、国の指示により安全を十分に確認した上で原子炉格納容器内の圧

力を降下させる措置を講じることとしました」と。これが新規の記入でございます。次にまい

は、これが先ほど触れさせていただいたところでございますけれども、

「９時２０分にベント弁」、すいません、これベント弁じゃなくてベントそのものが成功して

ますので、ベントの成功ということで訂正したいと思いますけれども、ベント弁の操作ではな

く、ベントの操作成功ですね。「その後９時２５分に中性子を吸収するホウ酸を含んだ水を消

火ポンプより原子炉に注入しました」、ということでございます。あとは、大きな変更ござい

ませんけれども、停電状況について２８万軒が停電中ということでさらに減少したこと、さら

連系設備からの応援充電を６０万キロを新たに計上しておりま

す。変更点は以上のことになります。これについてご了解いただければアップしたいと思いま

ベントライン２号ですが、ラインナップ完了しました。１１時です。１１時。

大きな変更点は下線部のとおりだそうですが、各班、ご覧いただいていかがでしょうか。原子

力のほうで、いまベント弁を行ないとか文言のところをちょっと見ていただけます？２枚目の

あと、１枚目のほうもよろしいですね、モニタリングポストの。 

あとは停電の軒数とか北本連系のとか、３枚目でございますが。各班よろしければ、これでホ
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通報とプレスをしないとベント弁の操作できませんので、よろしくお願いします。

本店、本店。１

しくお願いします。

建設復旧班、情報提供お願いします。

基本的に火力復旧班と共同で湾外火力の復旧関係を進めてます。内容は火力復旧班と重なりま

すので常陸那珂について補足だけ。常陸那珂アクセス道路の陥没仮復旧を完了して現在構内道

路を仮復旧中で、引き続き１号の立ち上げ点検補修対策を進めています。以上です。

ありがとうございました。通信復旧班、お願いします。

情報連絡手段の関係についてまず報告したいと思います。福島第一、第二周辺のＮＴＴの回線

がほとんど潰れておりまして、物の手配等の電話発信ができない状態になっております。した

がいまして、いま交換機をいじりまして、福島第一あるいは福島第二から「９１」の後に公衆

回線の番号を押すと、本店から公衆回線に出るようにいま設定をしましたので、第一、第二と

もに公衆回線を本店経由でできるようにいましてございます。また官邸からですね、福－の所

長に携帯電話で直に電話したいということで、公衆回線を使いますと輻輳しちゃいますので、

これも本店で一回受けて、いまホットライン的に繋がるように作り直しております。えっと、

２点目がですね、構内の連絡手段の確保でございます。昨日もモニタリングポストのデータ等

の計測を行って、戻ってきて報告するということをやっておりましたんで、携帯方式の移動無

線局、これトランシーバー方式ですが、これを９台、浜通りから福－の中に運び込んでおりま

す。【ピー音】で、もっと使いたいということですので、いま２０台、今日の１２時ですが２

０台のトランシーバーモードの携帯局を福一に届ける予定になってございます。３点目がです

ね、福島第一の２

何とかすべく準備を進めてございます。福島第一は建屋内の電源が全部喪失しておりますので、

いま可搬型の移動局を持ち込みまして、中でＰＨＳ用の装置を生かすというような準備をして

ございます。通信復旧班からは以上でございます。

本店、いま評価中でございます。

それ時間どのくらいかかりますでしょうか？もし時間がかかるのであれば、

その仕事は、●●がやっているんだから、いちいち聞いちゃうと大変だから。本店の●●。

わかりました。はい。

発電班から情報です。２号機については９時２５分に原子炉水位高めの４０００ミリ弱、あと

炉圧、０．３６５メガということで、えっと書いてあったんですけども、１１時０５分で、原

子炉水位以外は、ドライウェルの圧力・炉圧が＠＠＠になっておりまして、いま確認したとこ

ろ、バッテリーの接触不良と言うことで、＠＠＠対応をお願いいたします。

保安班から、１１時の最新のデータをお知らせいたします。

時４０分現在、１９マイクロシーベルト

時４０分から９時の間で、７．５×１０のマイナス３乗

分から＠＠の上昇を確認しています。以上です。

はい、ありがとうございました。厚生班、お願いします。

今のね－ 「９１」を使ってかけるってやつさ。所内にできるだけ早く周知するように言ってく

れないかな。あとこっちもそうだけど。

あと、こちらとのやりとりもありますので、あまり使うと繋がらなくなりますので、統制をか

けながら拡大して回線を増やしている。

分かった。さっきの官邸との話なんかはさ、よく周知するようにしておいてくれるかな。
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通報とプレスをしないとベント弁の操作できませんので、よろしくお願いします。

本店、本店。１F です。２号機のベント操作、被曝評価について再度ヘルプなんですが、よろ

しくお願いします。 

建設復旧班、情報提供お願いします。

基本的に火力復旧班と共同で湾外火力の復旧関係を進めてます。内容は火力復旧班と重なりま

すので常陸那珂について補足だけ。常陸那珂アクセス道路の陥没仮復旧を完了して現在構内道

路を仮復旧中で、引き続き１号の立ち上げ点検補修対策を進めています。以上です。

ありがとうございました。通信復旧班、お願いします。

情報連絡手段の関係についてまず報告したいと思います。福島第一、第二周辺のＮＴＴの回線

がほとんど潰れておりまして、物の手配等の電話発信ができない状態になっております。した

がいまして、いま交換機をいじりまして、福島第一あるいは福島第二から「９１」の後に公衆

回線の番号を押すと、本店から公衆回線に出るようにいま設定をしましたので、第一、第二と

もに公衆回線を本店経由でできるようにいましてございます。また官邸からですね、福－の所

長に携帯電話で直に電話したいということで、公衆回線を使いますと輻輳しちゃいますので、

店で一回受けて、いまホットライン的に繋がるように作り直しております。えっと、

２点目がですね、構内の連絡手段の確保でございます。昨日もモニタリングポストのデータ等

の計測を行って、戻ってきて報告するということをやっておりましたんで、携帯方式の移動無

線局、これトランシーバー方式ですが、これを９台、浜通りから福－の中に運び込んでおりま

す。【ピー音】で、もっと使いたいということですので、いま２０台、今日の１２時ですが２

０台のトランシーバーモードの携帯局を福一に届ける予定になってございます。３点目がです

ね、福島第一の２号機、３号機の建屋内でＰＨＳ

何とかすべく準備を進めてございます。福島第一は建屋内の電源が全部喪失しておりますので、

いま可搬型の移動局を持ち込みまして、中でＰＨＳ用の装置を生かすというような準備をして

ございます。通信復旧班からは以上でございます。

本店、いま評価中でございます。

それ時間どのくらいかかりますでしょうか？もし時間がかかるのであれば、

その仕事は、●●がやっているんだから、いちいち聞いちゃうと大変だから。本店の●●。

わかりました。はい。 

発電班から情報です。２号機については９時２５分に原子炉水位高めの４０００ミリ弱、あと

炉圧、０．３６５メガということで、えっと書いてあったんですけども、１１時０５分で、原

子炉水位以外は、ドライウェルの圧力・炉圧が＠＠＠になっておりまして、いま確認したとこ

ろ、バッテリーの接触不良と言うことで、＠＠＠対応をお願いいたします。

保安班から、１１時の最新のデータをお知らせいたします。

時４０分現在、１９マイクロシーベルト

時４０分から９時の間で、７．５×１０のマイナス３乗

分から＠＠の上昇を確認しています。以上です。

はい、ありがとうございました。厚生班、お願いします。

「９１」を使ってかけるってやつさ。所内にできるだけ早く周知するように言ってく

れないかな。あとこっちもそうだけど。

あと、こちらとのやりとりもありますので、あまり使うと繋がらなくなりますので、統制をか

けながら拡大して回線を増やしている。

分かった。さっきの官邸との話なんかはさ、よく周知するようにしておいてくれるかな。
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通報とプレスをしないとベント弁の操作できませんので、よろしくお願いします。

です。２号機のベント操作、被曝評価について再度ヘルプなんですが、よろ

建設復旧班、情報提供お願いします。 

基本的に火力復旧班と共同で湾外火力の復旧関係を進めてます。内容は火力復旧班と重なりま

すので常陸那珂について補足だけ。常陸那珂アクセス道路の陥没仮復旧を完了して現在構内道

路を仮復旧中で、引き続き１号の立ち上げ点検補修対策を進めています。以上です。

ありがとうございました。通信復旧班、お願いします。

情報連絡手段の関係についてまず報告したいと思います。福島第一、第二周辺のＮＴＴの回線

がほとんど潰れておりまして、物の手配等の電話発信ができない状態になっております。した

がいまして、いま交換機をいじりまして、福島第一あるいは福島第二から「９１」の後に公衆

回線の番号を押すと、本店から公衆回線に出るようにいま設定をしましたので、第一、第二と

もに公衆回線を本店経由でできるようにいましてございます。また官邸からですね、福－の所

長に携帯電話で直に電話したいということで、公衆回線を使いますと輻輳しちゃいますので、

店で一回受けて、いまホットライン的に繋がるように作り直しております。えっと、

２点目がですね、構内の連絡手段の確保でございます。昨日もモニタリングポストのデータ等

の計測を行って、戻ってきて報告するということをやっておりましたんで、携帯方式の移動無

線局、これトランシーバー方式ですが、これを９台、浜通りから福－の中に運び込んでおりま

す。【ピー音】で、もっと使いたいということですので、いま２０台、今日の１２時ですが２

０台のトランシーバーモードの携帯局を福一に届ける予定になってございます。３点目がです

号機、３号機の建屋内でＰＨＳ

何とかすべく準備を進めてございます。福島第一は建屋内の電源が全部喪失しておりますので、

いま可搬型の移動局を持ち込みまして、中でＰＨＳ用の装置を生かすというような準備をして

ございます。通信復旧班からは以上でございます。

本店、いま評価中でございます。 

それ時間どのくらいかかりますでしょうか？もし時間がかかるのであれば、

その仕事は、●●がやっているんだから、いちいち聞いちゃうと大変だから。本店の●●。

発電班から情報です。２号機については９時２５分に原子炉水位高めの４０００ミリ弱、あと

炉圧、０．３６５メガということで、えっと書いてあったんですけども、１１時０５分で、原

子炉水位以外は、ドライウェルの圧力・炉圧が＠＠＠になっておりまして、いま確認したとこ

ろ、バッテリーの接触不良と言うことで、＠＠＠対応をお願いいたします。

保安班から、１１時の最新のデータをお知らせいたします。

時４０分現在、１９マイクロシーベルト/ｈでございます。＠＠＠正門、測定が、すいません８
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分から＠＠の上昇を確認しています。以上です。
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「９１」を使ってかけるってやつさ。所内にできるだけ早く周知するように言ってく
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３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

通報とプレスをしないとベント弁の操作できませんので、よろしくお願いします。

です。２号機のベント操作、被曝評価について再度ヘルプなんですが、よろ

基本的に火力復旧班と共同で湾外火力の復旧関係を進めてます。内容は火力復旧班と重なりま

すので常陸那珂について補足だけ。常陸那珂アクセス道路の陥没仮復旧を完了して現在構内道
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長に携帯電話で直に電話したいということで、公衆回線を使いますと輻輳しちゃいますので、

店で一回受けて、いまホットライン的に繋がるように作り直しております。えっと、

２点目がですね、構内の連絡手段の確保でございます。昨日もモニタリングポストのデータ等

の計測を行って、戻ってきて報告するということをやっておりましたんで、携帯方式の移動無

線局、これトランシーバー方式ですが、これを９台、浜通りから福－の中に運び込んでおりま

す。【ピー音】で、もっと使いたいということですので、いま２０台、今日の１２時ですが２
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いま可搬型の移動局を持ち込みまして、中でＰＨＳ用の装置を生かすというような準備をして
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線局、これトランシーバー方式ですが、これを９台、浜通りから福－の中に運び込んでおりま

す。【ピー音】で、もっと使いたいということですので、いま２０台、今日の１２時ですが２

０台のトランシーバーモードの携帯局を福一に届ける予定になってございます。３点目がです

を使いたいというご要望を受けておりまして、

何とかすべく準備を進めてございます。福島第一は建屋内の電源が全部喪失しておりますので、

いま可搬型の移動局を持ち込みまして、中でＰＨＳ用の装置を生かすというような準備をして
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はい。 

ありがとうございまいした。厚生班、お願いします。

今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

所別には福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

るということで

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

茨城のほうに輸送中で

ということですので、そのように対応してございます。以上です。

いま何、CAMS のモニター切り替え中？

切り替え中。 

何分までかかる？

いま D/D は、ちゃんと注水しているかどうかって、わかる？

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

はい、ありがとうございました。続きまして資材班お願いいたします。

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

段決めております。以上でございます。

えっと３号は、

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

圧との圧力差が

流量は分からないな。

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

RCIC,D/D が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

えでいきましょう。

え？まだ２号は

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい

ます。システム復旧、お願いいたします。
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ありがとうございまいした。厚生班、お願いします。

今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

るということでございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

茨城のほうに輸送中でございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

ということですので、そのように対応してございます。以上です。

のモニター切り替え中？

 

何分までかかる？ 

は、ちゃんと注水しているかどうかって、わかる？

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

はい、ありがとうございました。続きまして資材班お願いいたします。

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

段決めております。以上でございます。

えっと３号は、D/D で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

圧との圧力差が 

流量は分からないな。 

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

えでいきましょう。 

え？まだ２号は TAF までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい

ます。システム復旧、お願いいたします。
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発言内容

ありがとうございまいした。厚生班、お願いします。

今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

ございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

ございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

ということですので、そのように対応してございます。以上です。

のモニター切り替え中？ 

は、ちゃんと注水しているかどうかって、わかる？

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

はい、ありがとうございました。続きまして資材班お願いいたします。

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

段決めております。以上でございます。 

で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい

ます。システム復旧、お願いいたします。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ありがとうございまいした。厚生班、お願いします。 

今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

ございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

ございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

ということですので、そのように対応してございます。以上です。

は、ちゃんと注水しているかどうかって、わかる？

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

はい、ありがとうございました。続きまして資材班お願いいたします。

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい
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今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

ございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

ございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

ということですので、そのように対応してございます。以上です。 

は、ちゃんと注水しているかどうかって、わかる？ 

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

はい、ありがとうございました。続きまして資材班お願いいたします。 

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい

 

今朝の８時の段階の震災に伴う被災者の情報を申し上げます。合計で８時の時点で２７名にな

っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

ございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

ございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

い。いやだからまずはさ、切り分けて使えないかとかさ、タイライン、はい。 

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい
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っておりまして、内訳は亡くなった方が５名。これはいずれも協力会社で、事業所別には福島

第二で１名、これはクレーン操作中に被災した方でございます。それから常陸那珂火力建設所

が４名。これは２号の煙突からの落下ということで報道されている内容でございます。以上５

名が亡くなった方、それから重症が６名。これもいずれも協力会社の方でございまして、事業

は福島第一が２名、鹿島火力が２名、広野火力が１名、常陸那珂が１名ということでご

ざいます。ちなみに常陸那珂の１名は先ほどの煙突工事の関連の方でございまして、比較的被

害が少なかったということでございます。それから行方不明につきましては、現時点では３名

に増えておりまして、いずれも社員でございます。事業所別には福島第一、これは４号の建屋

の地下にパトロールでいらっしゃっていて、おそらく水没しておりますので、津波の被害にあ

ったんではないかということで、現在もダイバーを使用しまして、事業所のほうで捜索中であ

ございます。この２名とご自宅にいらっしゃった方でですね、福島第二の方が

ですね、自宅自体が津波に被災されたということで、楢葉町に住んでらっしやる方がお１人不

明になっております。この他軽症の方が１３名でございます。で、亡くなった方につきまして

は、いずれも協力会社でございますけれども、そちらが中心になりますが、会社としてのケア

も事業所を通じてしっかりやっていきたいと思います。それから物資のほうはですね、昨日か

ら食糧、水それからトレイ等について、東京支店ないしは群馬支店のほうから福島第一、第二、

ございますが、現在は小名浜で引き渡すということで、中には行けない

Ｄ／Ｄのポンプが回っているかどうかを、確認すれば分かりますけれども、成り行きというか、

どっかで流量をとっているわけではないので、ちょっと分かるかどうか、確認いたします。 

あの、資材班から報告させていただきます。先ほどあのご依頼がありました氷の関係ですが、

氷約１００ｔ、墓石サイズですけれども、いま１００ｔ手配ができました。これから向かう算

で注入しているかどうかは、アクシデントマネジメント用の計装系に中操

で値が見れるようなシステムがついています。それの流量が見れますから、えっとそこの計器

が直れば見れます。ポンプが、ポンプを見に行けば回っているかどうかは分かるけれども、炉

なんせ、可及的速やかに化学消防車の方をラインナップして下さい。そんでもし最悪ですね、

が期待できないとなった場合は、最悪水が到達しなければ、海水もあると、という考

までいっていないんだけれども、いっているつもりで考えておいた方がい

氷は、原子力の使用済み燃料のプールに入れるために準備していただいたということでござい
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原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

のほうでですね、それをパス、要するにＣＶＣＦ

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

この９階から入力していただく措置に切り替えました。それから２

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

で多くなっておりますので、これをさらに表示のイン

て、渋滞が起きないように回避をいたしました。これで備えております。

す。原子力の各班の方が持ち出し用ＰＣ

出しＰＣですと社内サーバへの直付けできませんので、社内のＬＡＮ

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

夜から、社外からのアクセスを、不要なアタックの監

することでこのリスクを軽減する策を取りました。以上です。

以上で、本店各班からの報告、以上ですけれども。

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

可能であればヘリコプターによる配送と敷地での投

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

すが、いかがでございましょうか。ちょっと相談をじゃあお願いします。

了解しました。

よろしくお願いします。

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１

ては、１１ 時ちょうどにＰＣＶ

以上です。 

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

か。よろしいですね。以上で本部会議終了いたします。引き続き原子力１

継続ということになります。

いま気になるのは

になるのはホウ酸水、

３号ですけど、ベントラインのＡＯ

え－。 

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。

オフサイトセンター武藤さん、●●までお電話ください。

了解。 

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？
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原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

のほうでですね、それをパス、要するにＣＶＣＦ

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

この９階から入力していただく措置に切り替えました。それから２

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

で多くなっておりますので、これをさらに表示のイン

て、渋滞が起きないように回避をいたしました。これで備えております。

す。原子力の各班の方が持ち出し用ＰＣ

出しＰＣですと社内サーバへの直付けできませんので、社内のＬＡＮ

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

夜から、社外からのアクセスを、不要なアタックの監

することでこのリスクを軽減する策を取りました。以上です。

以上で、本店各班からの報告、以上ですけれども。

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

可能であればヘリコプターによる配送と敷地での投

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

すが、いかがでございましょうか。ちょっと相談をじゃあお願いします。

了解しました。 

よろしくお願いします。 

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１

時ちょうどにＰＣＶ

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

か。よろしいですね。以上で本部会議終了いたします。引き続き原子力１

継続ということになります。 

いま気になるのは CRD がないっていうのと、

になるのはホウ酸水、SLC・・。でいま消防車しかない

３号ですけど、ベントラインのＡＯ

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。

オフサイトセンター武藤さん、●●までお電話ください。

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

のほうでですね、それをパス、要するにＣＶＣＦ

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

この９階から入力していただく措置に切り替えました。それから２

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

で多くなっておりますので、これをさらに表示のイン

て、渋滞が起きないように回避をいたしました。これで備えております。

す。原子力の各班の方が持ち出し用ＰＣ を持って、１

出しＰＣですと社内サーバへの直付けできませんので、社内のＬＡＮ

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

夜から、社外からのアクセスを、不要なアタックの監

することでこのリスクを軽減する策を取りました。以上です。

以上で、本店各班からの報告、以上ですけれども。

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

可能であればヘリコプターによる配送と敷地での投

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

すが、いかがでございましょうか。ちょっと相談をじゃあお願いします。

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１

時ちょうどにＰＣＶ ベントのラインナップが完了したという情報がありました。

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

か。よろしいですね。以上で本部会議終了いたします。引き続き原子力１

 

がないっていうのと、

・・。でいま消防車しかない

３号ですけど、ベントラインのＡＯ 弁がいま閉まったそうなんで開けましょう。まずい。

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。

オフサイトセンター武藤さん、●●までお電話ください。

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

のほうでですね、それをパス、要するにＣＶＣＦ を通さない形で復旧をかけていただきました。

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

この９階から入力していただく措置に切り替えました。それから２

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

で多くなっておりますので、これをさらに表示のインターバルを少し遅くすることによりまし

て、渋滞が起きないように回避をいたしました。これで備えております。

を持って、１F、２Ｆ

出しＰＣですと社内サーバへの直付けできませんので、社内のＬＡＮ

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

夜から、社外からのアクセスを、不要なアタックの監視を強化してますので、この監視を継続

することでこのリスクを軽減する策を取りました。以上です。

以上で、本店各班からの報告、以上ですけれども。 

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

可能であればヘリコプターによる配送と敷地での投下について可能であれば、自治体等にお願

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

すが、いかがでございましょうか。ちょっと相談をじゃあお願いします。

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１

ベントのラインナップが完了したという情報がありました。

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

か。よろしいですね。以上で本部会議終了いたします。引き続き原子力１

がないっていうのと、CRD が使えないって言っていて、さっきなんか気

・・。でいま消防車しかない 

弁がいま閉まったそうなんで開けましょう。まずい。

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。

オフサイトセンター武藤さん、●●までお電話ください。 

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？

３号機で冷却停止、ベント） 

 

原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

を通さない形で復旧をかけていただきました。

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

この９階から入力していただく措置に切り替えました。それから２ 点目につきましては、ホー

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

ターバルを少し遅くすることによりまし

て、渋滞が起きないように回避をいたしました。これで備えております。 

、２Ｆ に応援に行く際にですね、持ち

出しＰＣですと社内サーバへの直付けできませんので、社内のＬＡＮ に直付けできるように設

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

視を強化してますので、この監視を継続

することでこのリスクを軽減する策を取りました。以上です。 

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

下について可能であれば、自治体等にお願

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

すが、いかがでございましょうか。ちょっと相談をじゃあお願いします。 

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１

ベントのラインナップが完了したという情報がありました。

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

か。よろしいですね。以上で本部会議終了いたします。引き続き原子力１F

が使えないって言っていて、さっきなんか気

弁がいま閉まったそうなんで開けましょう。まずい。

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。

 

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？

 

原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

を通さない形で復旧をかけていただきました。

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

点目につきましては、ホー

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

ターバルを少し遅くすることによりまし

 それから３点目で

に応援に行く際にですね、持ち

に直付けできるように設

定を先ほど変更いたしました。これに伴って、すべての持ち出しパソコンが社内ＬＡＮ に直接

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

視を強化してますので、この監視を継続

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

下について可能であれば、自治体等にお願

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

 

１つ追加ですみません。原子力の情報班からです。福島第一の情報です。１F の２号機につい

ベントのラインナップが完了したという情報がありました。

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

Fとのテレビ会議は

が使えないって言っていて、さっきなんか気

弁がいま閉まったそうなんで開けましょう。まずい。

やっぱり、Ｄ／Ｄはやっぱりあれなんだな、しんどいんだな。下がるんだな。 

そうするとやっぱり他の方法、海水を含めてていうのを考えておかないと。 

だから。やっぱり海水ポンプの調達が至近の問題だな。緊急課題だな。可搬の。 

●●君。化学消防車は１台千葉から来るんだよね、１台千葉から？もう１台は？ 

 

原子力の支援で３点、報告いたします。まず、福島第二のモニタリングポスト等は経由してイ

ントラに表示してます。電源のＣＶＣＦが２台ありますけれども１台がダウンしまして、通信

を通さない形で復旧をかけていただきました。

ただモニタリングポスト等の表示につきましては、サーバを通しますので、サーバは使えない

状況になりました。したがいまして福島第一と同様にデータをいただいて、広報班のほうでこ

点目につきましては、ホー

ムページのトップページの渋滞を回避する策をとってきておりますけども、輪番停電になりま

すと、さらにホームページのアクセスが増えることが予想されますので、現在非常に高止まり

ターバルを少し遅くすることによりまし

それから３点目で

に応援に行く際にですね、持ち

に直付けできるように設

に直接

接続できるようになりますので、セキュリティを担保するためにですね、元々１１日金曜日の

視を強化してますので、この監視を継続

すみません。厚生班からの追加なんですが、いま入ったんですが、福島第一のほうの在庫の食

糧が減ってきてしまっているということで、追加をする予定なんですけれども、小名浜での引

き渡しをするというのが、いろんなものが錯綜してくるので、なかなか手がないということで、

下について可能であれば、自治体等にお願

いをできないかというような、国でございますかね、お願いできないかということでございま

の２号機につい

ベントのラインナップが完了したという情報がありました。

それでは以上で本部会議を終わりにしたいと思いますが、本部長、副部長から何かございます

とのテレビ会議は

が使えないって言っていて、さっきなんか気

弁がいま閉まったそうなんで開けましょう。まずい。 



 

時刻

 

 

 

 

 

 

 

11:21 

 

 

 

11:22 

 

 

 

 

 

 

11:23 

 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

１Ｆ 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

横村所長

小森常務

横村所長

本店 

横村所長

吉田所長

１Ｆ 

横村所長

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

横村所長  

小森常務  

横村所長  

  

横村所長  

吉田所長  

  

横村所長  

吉田所長  

小森常務  

吉田所長  

小森常務  

テレビ会議 2011 年

 

１台しか聞いてないです。ごめんなさい。

１台しか聞いていないの。あっそう。

１台は浪江消防署から給水ポンプです。

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

我々手一杯で。そうですね。

すいません。本店さん、本店さん。

はい、本店です。

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

もあるんで、その時にはＤ／Ｄ

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

もらえるとありがたいんですけど。

消防車の手配ですね。

はい。 

分かりました。本店側でもちょっと検討します。

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？

本店は聞こえます。

すみません。柏崎からですね、１

消火ポンプに繋げるはずなんですよ。

はい。 

ちょっとそれ、１

柏崎からの１台は使ってんだよね？

柏崎から２Ｆに来たのを、それを使ってますから、２Ｆ

給水車、給水ポンプ、給水車も送ってますので。

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

２Ｆに消防車があるらしいんですけど、ある？

流れたんじゃないの？大丈夫？

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

う話が、こっちにあるんですけど。

２F さん、どうです？
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１台しか聞いてないです。ごめんなさい。

１台しか聞いていないの。あっそう。

１台は浪江消防署から給水ポンプです。

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

我々手一杯で。そうですね。 

すいません。本店さん、本店さん。

はい、本店です。 

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

もあるんで、その時にはＤ／Ｄ

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

もらえるとありがたいんですけど。

消防車の手配ですね。 

分かりました。本店側でもちょっと検討します。

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？

本店は聞こえます。 

すみません。柏崎からですね、１

消火ポンプに繋げるはずなんですよ。

ちょっとそれ、１F とさっきのリクエストに対してお答えしてください。

柏崎からの１台は使ってんだよね？

柏崎から２Ｆに来たのを、それを使ってますから、２Ｆ

給水車、給水ポンプ、給水車も送ってますので。

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

２Ｆに消防車があるらしいんですけど、ある？

流れたんじゃないの？大丈夫？

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

う話が、こっちにあるんですけど。

さん、どうです？ 
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発言内容

１台しか聞いてないです。ごめんなさい。 

１台しか聞いていないの。あっそう。 

１台は浪江消防署から給水ポンプです。 

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

 

すいません。本店さん、本店さん。 

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

もあるんで、その時にはＤ／Ｄ ポンプだけだと頼りないんですよ。で、化学消防車があってや

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

もらえるとありがたいんですけど。 

分かりました。本店側でもちょっと検討します。

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？

すみません。柏崎からですね、１F に化学消防車と給水車が１台ずつ行ってますので、それが

消火ポンプに繋げるはずなんですよ。 

とさっきのリクエストに対してお答えしてください。

柏崎からの１台は使ってんだよね？ 

柏崎から２Ｆに来たのを、それを使ってますから、２Ｆ

給水車、給水ポンプ、給水車も送ってますので。

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

２Ｆに消防車があるらしいんですけど、ある？

流れたんじゃないの？大丈夫？ 

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

う話が、こっちにあるんですけど。 
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発言内容 

 

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

ポンプだけだと頼りないんですよ。で、化学消防車があってや

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

分かりました。本店側でもちょっと検討します。 

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？

に化学消防車と給水車が１台ずつ行ってますので、それが

とさっきのリクエストに対してお答えしてください。

柏崎から２Ｆに来たのを、それを使ってますから、２Ｆ は実はあるんです。

給水車、給水ポンプ、給水車も送ってますので。 

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

２Ｆに消防車があるらしいんですけど、ある？ 

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

３号機で冷却停止、ベント） 

 

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

ポンプだけだと頼りないんですよ。で、化学消防車があってや

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？

に化学消防車と給水車が１台ずつ行ってますので、それが

とさっきのリクエストに対してお答えしてください。 

は実はあるんです。

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

 

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

ポンプだけだと頼りないんですよ。で、化学消防車があってや

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

吉田さん、聞こえますか。吉田さん、聞こえますか。本店さん、聞こえます？ 

に化学消防車と給水車が１台ずつ行ってますので、それが

 

は実はあるんです。 

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい

 

あっそうか給水ポンプか、違うんだ。あれ消防車手つかずのものがないのかっていうのを、も

ういっぺんどこかに探してもらう必要ないか。どうしよう。これ本店でこれでやってもらうか。 

やっぱりね色んなシステムあるんだけど、最後は圧力下げて水ぶっ込まないと、というところ

ポンプだけだと頼りないんですよ。で、化学消防車があってや

っと入っているというところもあるんで。消防車をですね、いま千葉から１台来てるんですが、

もっと近場で手配できるところはないか、もういっぺんちょっと何か当たりをどこかでつけて

に化学消防車と給水車が１台ずつ行ってますので、それが

ちょっと確認しよう、どこに行ってんのか。本店さん、本店さん？あのねちょっと申し訳ない。

違う。それは柏崎から来たやつがうちに流れて、２Ｆ独自のやつが１台あるんじゃないかとい



 

時刻

 

 

 

11:24 

 

 

 

 

 

11:25 

 

 

 

 

 

 

11:26 

 

 

 

 

11:27 

 

 場所

柏崎 

本店 

本店 

１Ｆ 

柏崎 

２Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

横村所長

本店 

小森常務

吉田所長

横村所長

２Ｆ 

吉田所長

２Ｆ 

吉田所長

本店 

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

１Ｆ 

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

横村所長  

  

小森常務  

吉田所長  

横村所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

小森常務  

吉田所長  

小森常務  

吉田所長  

小森常務  

吉田所長  

  

小森常務  

吉田所長  

小森常務  

吉田所長  

  

テレビ会議 2011 年

 

吉田さん、分かりましたよ。うちから行った給水車はね、いまね２Ｆ

武黒さんから電話です。

はい。 

ああ、あのね。給水車じゃだめなんだよね。ポンプ車じゃないとだめなんだけど。圧力ある？

吉田さん申し訳ない、いまの情報間違っていました。うちから行ってる給水車は１

のＦＰ へ給水するための準備中。それから化学消防車は予備として１

ということです。すみませんでした。

福島第二です。福島第二の消防車はですね、水没しまして、使えない状況になっております。

使えないの。水没だ。

使えない状況です。

はい、了解。ということですが、そこをまた何とか近場で探す努力もしていただけるといいな

と。 

はい。本店側でも検討します。

１F の２号機の状況っていうのは、教えてもらえますか。

１F の２号機につきましては、情報班に情報はいっていると思いますけれども、ちょっと見え

ない。ちょっとデータの前だから見えないんだけど、見えないんだけどデータ。炉圧がですね、

現時点で０．１Ｍｐａ。ドライウェル圧力が２８０ｋｐａ。サプチャンも、あっ、ごめんなさ

い、小森さん、２号？

すいません、１

あっ、２号機ね。２号機の状況。

あと２号機のいろんなバックアップの話も、考え、本当は、状況を聞きたいんですけど。

２号機は●●、説明して。

２号機は、現在、水位しか分かっていません。水位はプラス３７００のままで変化ないです。

それ以外はダウンスケールしてて、いま、計器復旧中で見えません。

ダウンスケールしてるっていうこと。

電源がないんですよ、電源が。

それで、電源を強化するという話について、サイトが何か足りないのか、どこか要請しなきや

いけないのか、ちょっとそれを本店でやるなら、まとめさせますけど。

計装用のさ、電源がさ。が、すぐ落ちるじゃん。あれって、何か欲しい物があったら、すく言

ってほしいんだけどさ。

バッテリーは、いまこちらのほうに川崎火力から２０個位届いたという話があるので、まずは

それを確認します。
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吉田さん、分かりましたよ。うちから行った給水車はね、いまね２Ｆ

武黒さんから電話です。 

ああ、あのね。給水車じゃだめなんだよね。ポンプ車じゃないとだめなんだけど。圧力ある？

吉田さん申し訳ない、いまの情報間違っていました。うちから行ってる給水車は１

へ給水するための準備中。それから化学消防車は予備として１

ということです。すみませんでした。

福島第二です。福島第二の消防車はですね、水没しまして、使えない状況になっております。

使えないの。水没だ。 

使えない状況です。 

はい、了解。ということですが、そこをまた何とか近場で探す努力もしていただけるといいな

はい。本店側でも検討します。

の２号機の状況っていうのは、教えてもらえますか。

の２号機につきましては、情報班に情報はいっていると思いますけれども、ちょっと見え

ない。ちょっとデータの前だから見えないんだけど、見えないんだけどデータ。炉圧がですね、

現時点で０．１Ｍｐａ。ドライウェル圧力が２８０ｋｐａ。サプチャンも、あっ、ごめんなさ

い、小森さん、２号？ 

すいません、１Fno２号機。 

あっ、２号機ね。２号機の状況。

あと２号機のいろんなバックアップの話も、考え、本当は、状況を聞きたいんですけど。

２号機は●●、説明して。 

２号機は、現在、水位しか分かっていません。水位はプラス３７００のままで変化ないです。

それ以外はダウンスケールしてて、いま、計器復旧中で見えません。

ダウンスケールしてるっていうこと。

電源がないんですよ、電源が。

それで、電源を強化するという話について、サイトが何か足りないのか、どこか要請しなきや

いけないのか、ちょっとそれを本店でやるなら、まとめさせますけど。

計装用のさ、電源がさ。が、すぐ落ちるじゃん。あれって、何か欲しい物があったら、すく言

ってほしいんだけどさ。 

バッテリーは、いまこちらのほうに川崎火力から２０個位届いたという話があるので、まずは

それを確認します。 
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発言内容

吉田さん、分かりましたよ。うちから行った給水車はね、いまね２Ｆ

ああ、あのね。給水車じゃだめなんだよね。ポンプ車じゃないとだめなんだけど。圧力ある？

吉田さん申し訳ない、いまの情報間違っていました。うちから行ってる給水車は１

へ給水するための準備中。それから化学消防車は予備として１

ということです。すみませんでした。 

福島第二です。福島第二の消防車はですね、水没しまして、使えない状況になっております。

はい、了解。ということですが、そこをまた何とか近場で探す努力もしていただけるといいな

はい。本店側でも検討します。 

の２号機の状況っていうのは、教えてもらえますか。

の２号機につきましては、情報班に情報はいっていると思いますけれども、ちょっと見え

ない。ちょっとデータの前だから見えないんだけど、見えないんだけどデータ。炉圧がですね、

現時点で０．１Ｍｐａ。ドライウェル圧力が２８０ｋｐａ。サプチャンも、あっ、ごめんなさ

 

あっ、２号機ね。２号機の状況。 

あと２号機のいろんなバックアップの話も、考え、本当は、状況を聞きたいんですけど。

 

２号機は、現在、水位しか分かっていません。水位はプラス３７００のままで変化ないです。

それ以外はダウンスケールしてて、いま、計器復旧中で見えません。

ダウンスケールしてるっていうこと。 

電源がないんですよ、電源が。 

それで、電源を強化するという話について、サイトが何か足りないのか、どこか要請しなきや

いけないのか、ちょっとそれを本店でやるなら、まとめさせますけど。

計装用のさ、電源がさ。が、すぐ落ちるじゃん。あれって、何か欲しい物があったら、すく言

バッテリーは、いまこちらのほうに川崎火力から２０個位届いたという話があるので、まずは
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バッテリーね？

調達の話はここでやると時間がかかるんで、そういうことなんで、何が欲しいかを本店に言っ

て、やりましょう。

それから、バッテリーが到着したということは重要な情報で。

到着した、で良いの？

いま到着してその仕様を確認してます。

仕様確認中ね。はい。

あと、とにかく電源をバックアップする。水もそうですけど。ちょっとそちらのほうについて

の、誰か集約をして、そのアクションプランをしっかりやるようにというのが。

●●が集約だと思ってください。

じゃ、●●と直接話しますけど、あと夜の森線の復旧とかそういったことも含めて、電源の強

化は短期的な話、中期的な話も全部少し考えなきやいけないという問題意識持ってますんで、

何かサイトでネックになってることがあったら、ちょっと、むしろ言ってもらって、それをど

うするのか優先度どうするのか、ちょっとそういう線で、水は水、電源は電源、そういうこと

かなと思いますので。ちょっと●●と話します。

保安班、保安班、トレンド出来た？

２号機の状況はそんなことで、ちょっと指示値がないので分からないんですが、やっぱり急に

変化すること、要するにいま、ＲＣＩＣ

う分からないっていう状態で。

厳しいと思うね。厳しいと思ってます。

で、原子炉水位が降下し始めたら４．５時間程度でＴＡＦ

うなのが、うちの技術班の想定。で、１つはですね。もうＳＲ弁については、逃がし安全弁に

ついては、逃がし弁機能のオープンの仕組みを１２時までに作るということで作業中。それで

ＦＰがいま言ったみたいに手元にないので、２号機のやつをうまくタイラインで使えるかとか、

いろんなことを考えてるんですが、やっぱり余力を持つためには消防車が欲しいなというのが

今の我々の考えなんです。それで、消防車が今千葉からこっちにいま向かってるって言うんだ

けど、それがちょっと遅いんでですね。そこを何とか近くで手配

が、今のお願いになっているんですが。で、それ以外はですね、ＳＬＣ大丈夫かと思ったがこ

れメガがだめでしばらく期待できないと。唯一ですね、駆動ポンプで言えばＣＲＤ

電通さん、声のかぶり、取ってもらえますか。

いま、急々ですが、やはり１４時位までかかるということから考えれば、ＳＲ弁で減圧、ＦＰ

で給水ということを早めに、要するにＴＡＦに到達する前に実施するということが、望むべき

あれかなというふうに見ておるということですが、●●それでいいですか。ということがサイ

トの基本的な考えです。

あの。いろんなプラントの話を並行してやんなきやいけないですが、１

クリティカルな状況だというふうに認識してますので、まず今の時間がしっかり守れるように

することと、見通しをしっかりつ

ると。それから消防車の話は２Ｆさんのほうから１

違う。２Ｆの消防車は壊れてるからだめなんですよ、だから。

すみません、聞いてませんでした。じゃ、それ以外に頼めるか。
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バッテリーね？ それはＲＣＩＣとかそういうことでしょ？

調達の話はここでやると時間がかかるんで、そういうことなんで、何が欲しいかを本店に言っ

て、やりましょう。 
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ＦＰがいま言ったみたいに手元にないので、２号機のやつをうまくタイラインで使えるかとか、

いろんなことを考えてるんですが、やっぱり余力を持つためには消防車が欲しいなというのが

今の我々の考えなんです。それで、消防車が今千葉からこっちにいま向かってるって言うんだ

けど、それがちょっと遅いんでですね。そこを何とか近くで手配

が、今のお願いになっているんですが。で、それ以外はですね、ＳＬＣ大丈夫かと思ったがこ

れメガがだめでしばらく期待できないと。唯一ですね、駆動ポンプで言えばＣＲＤ

電通さん、声のかぶり、取ってもらえますか。
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で給水ということを早めに、要するにＴＡＦに到達する前に実施するということが、望むべき
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ると。それから消防車の話は２Ｆさんのほうから１
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発言内容

それはＲＣＩＣとかそういうことでしょ？

調達の話はここでやると時間がかかるんで、そういうことなんで、何が欲しいかを本店に言っ

それから、バッテリーが到着したということは重要な情報で。

いま到着してその仕様を確認してます。 
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何かサイトでネックになってることがあったら、ちょっと、むしろ言ってもらって、それをど
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うするのか優先度どうするのか、ちょっとそういう線で、水は水、電源は電源、そういうこと
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で除熱中ですから、これがいつ止まるかというのはも

で、原子炉水位が降下し始めたら４．５時間程度でＴＡＦ に到達するんじゃないかなというふ

うなのが、うちの技術班の想定。で、１つはですね。もうＳＲ弁については、逃がし安全弁に

ついては、逃がし弁機能のオープンの仕組みを１２時までに作るということで作業中。それで

ＦＰがいま言ったみたいに手元にないので、２号機のやつをうまくタイラインで使えるかとか、

いろんなことを考えてるんですが、やっぱり余力を持つためには消防車が欲しいなというのが

今の我々の考えなんです。それで、消防車が今千葉からこっちにいま向かってるって言うんだ

けど、それがちょっと遅いんでですね。そこを何とか近くで手配

が、今のお願いになっているんですが。で、それ以外はですね、ＳＬＣ大丈夫かと思ったがこ

れメガがだめでしばらく期待できないと。唯一ですね、駆動ポンプで言えばＣＲＤ
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で給水ということを早めに、要するにＴＡＦに到達する前に実施するということが、望むべき

あれかなというふうに見ておるということですが、●●それでいいですか。ということがサイ

あの。いろんなプラントの話を並行してやんなきやいけないですが、１

クリティカルな状況だというふうに認識してますので、まず今の時間がしっかり守れるように

けるように動くと。それからサイト側が助けてほしい話をや

ると。それから消防車の話は２Ｆさんのほうから１Fに送れるかどうか、これは最優先かなと。

違う。２Ｆの消防車は壊れてるからだめなんですよ、だから。

すみません、聞いてませんでした。じゃ、それ以外に頼めるか。
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そういうことです。

はい。 

あの、広野にないんですか、消防車。

こちら本店です。それを含めて火力部さんが夜中からずっと努力してくれている。先ほどの話

の４台がそれです。

はい、了解。 

そこは重々ありがたいと思っているんですが、そこはちょっといまのスケジュール、プラント

のスケジュール感でいうと若干おそいということがあって、

遅いね。確かに。ちょっと２号機も、あれか、も自衛隊というわけではない、あれか、公設消

防か。とにかく水を早く入れられるという状況を作っておかないと、ＲＣＩＣ

ういつまでもつか分かんないから。

そういうことです。

総務班かなそういうことは、

あの。消防車の件については、いま官邸にお願いしてます。なんで、その結果が出たら、また

ご報告します。

急いでください。

消火ポンプの状況ですけども、１１時３４分現在で１．ＯＭｐａ、７９０Ｌ／ｍｉｎで給水中

です。最後の４０Ｌのタンクを使用中です。以上です。

そのタンクにちょっと継ぎ足し入れるっていうわけには、６ｔじゃ、ゴミみたいなもんか。ま、

とりあえずさ、生きながらえさせといてよ。できる範囲で。もう最後だめだったら海水判断し

ちゃうけど。 

いま、カラになった消防車のタンクにどこからか水吸ってくるってのはないんですか。

消防車のタンクですか。

いま二つのタンクの一つ使い切ったでしょ、こっちに入れられない。

《電話》社長ですか。社長はちょっと席を外しております。会長はおります。ああそうですか。

ちょっと代わります。昨日から来ています。バッテリーは着きました。直流バッテリー、火力

バッテリーは１

夜の森も昨日、工具は来ていたんですが、爆発もあって－ｒ戻ったりして＝。電源系だけは１

全体で２Ｆ もそうかもしれませんが、まずは電源系のヘッド●●を決めさせましたので、はい。

それもちょっと・－，夜ノ森線の方も、工務、昨日来ていたんですけども、爆発があって、ち

ょっと戻ったりもしていたんで、資材もあって、サイト内のこともあるということで、ちょっ

と確認して、はい。ええ。はい。ええ。それも検討は。

えっとですね、いま、何を考えてるかというと、海側の３号の前と、２号は２号の後ろをメイ

ンの主水源に考えてます。で、補給は熊川から来ますから、３号の山側のいま送ったカラの所、

ここで補給していきます。。で、２号も平行して道路挟んでありますから、補給車は右か左、

空いてるほうに入れてくということで、同時進行をやってくと。ということを考えております。

で、それが間に合わなければ、２号と３号のタイラインで３号の海側からの補給。しかない。

それが補給が半分に減った場合です。それがそれ以上減ると、っていう世界になっちゃう。そ

こはもう割り切りだから。
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すみません、原子力の●●です。１

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。

で、併せて清水社長が官邸に行かれた時に、これについてもお持ちしてお話しされるというふ

うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま

す。ちょっと本店のほうで集められる感じで情報を集めたんですが、とりあえず、お手元に資

料あると思いますので、ちょっとご確認いた

がないということで、水源と給水車、あと燃料関係で軽油とガソリン、先ほどガソリンの話に

ついては８００Ｌ

ということを要望事項に入れてございます。ちょっと下のほうは手書きで補足してございます

が、ポイントは輸送の話があるので、いまＪヴィレッジに物資があるんですが、それをサイト

の指定する、サイトの指定場所までですね、持っていくと。持っていくための輸送手段、こう

いったものについて優先的に、できれば自衛隊とか

ということと、いま消防車。

１F ですが聞こえますか。すみません。資材班から皆さんへのお願いです。これから本店なら

びにですね官邸に、色々要望事項、叶うかどうか分かりませんけど至急取りまとめて出したい

と思ってます。これが足りない、あれが欲しいというものありましたら資材班のところにです

ね、至急持ってきてください。お願いします。

すみません。いま、とりあえず本店でまとめたものをいま、本部の書画のほうにお見せしてご

説明をしておりますが、一応この紙にもし追加があれば落とし込んでですね、いま官邸のほう

に行ってる人間に送り込んで、併せて社長が官邸に行かれた時にもお話しいただければという

ふうに思っておりますが。そういった面で簡単に内容的にはいまご説明したみたいな、１

けの消防車、あとは小名浜コールセンターからの物資の輸送のための資機材ならびにマンパワ

ー、人間、あともう１つは使用済み燃料プールのほうが、冷却系がないために長期的にはこれ

は温度が上がってくるというような可能性がございますので、それを冷却するための氷という

ようなことを項目としてあげてですね、これを官邸のほうにまずはファックスしておこうかな

というふうに思っておりますが。至急とりあえず何か追加の項目があれば、お願い、ご意見い

ただければなと思っております。あと併せて、ガソリンについては１

位必要なのかということも、本部の中で、この会議の中でご要望があったと伺っていて、もし

その答えが分かれば、それも入れた形で官邸にファックスしようと思ってございます。説明、

以上でございま

あれ、●●君ね、いまこれに発電所で調べてもらってるから、それを追加するわけだよね？あ

ればね？で、いま本店に聞いて漏れがないかということでしょ？これ出すときにさ、いつまで

に欲しいとかね、それから仕様みたいなものを書けるだけ書かないと、受け取ったほうも困っ

ちゃうと思うんだよな。だから、そこのところをちゃんといつまでにとか、こういう物が、と

いうのを入れるようにしてくれるかな。

そういった意味、では、ここに書いてある項目は、至急必要な物という理解でございまして、

今日、明日位で欲しいと、とくに消防車とさっきの輸送手段、小名浜コールセンターからの輸

送手段、これについては至急という理解でございます。

それをしっかり書いて出してくれる。

はい、分かりました。そう記載したいと思います。もしコメントいただければ、それを記載追

加した形でファックス送りたいともございますが、あと先ほどの１

話とか何か、もし分かれば併せて教えていただけませんか。

すみません。あの１

ブルの説明になってしまいますが、原子力の●●です。１

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ーにある資機材を、至急その１

と１Ｆ 向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あ

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

す。 
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単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ーにある資機材を、至急その１

向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あ

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

すみません、原子力の●●です。１F と２Ｆのほうにもお配りしましたが、官邸経由で各省庁

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。

で、併せて清水社長が官邸に行かれた時に、これについてもお持ちしてお話しされるというふ

うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま

す。ちょっと本店のほうで集められる感じで情報を集めたんですが、とりあえず、お手元に資

料あると思いますので、ちょっとご確認いた

がないということで、水源と給水車、あと燃料関係で軽油とガソリン、先ほどガソリンの話に

までしか運べないという話がありましたので、その制約を解除してほしい、

ということを要望事項に入れてございます。ちょっと下のほうは手書きで補足してございます

が、ポイントは輸送の話があるので、いまＪヴィレッジに物資があるんですが、それをサイト

の指定する、サイトの指定場所までですね、持っていくと。持っていくための輸送手段、こう

いったものについて優先的に、できれば自衛隊とか

 

ですが聞こえますか。すみません。資材班から皆さんへのお願いです。これから本店なら

びにですね官邸に、色々要望事項、叶うかどうか分かりませんけど至急取りまとめて出したい

と思ってます。これが足りない、あれが欲しいというものありましたら資材班のところにです

ね、至急持ってきてください。お願いします。

すみません。いま、とりあえず本店でまとめたものをいま、本部の書画のほうにお見せしてご

説明をしておりますが、一応この紙にもし追加があれば落とし込んでですね、いま官邸のほう

に行ってる人間に送り込んで、併せて社長が官邸に行かれた時にもお話しいただければという

ふうに思っておりますが。そういった面で簡単に内容的にはいまご説明したみたいな、１

けの消防車、あとは小名浜コールセンターからの物資の輸送のための資機材ならびにマンパワ

ー、人間、あともう１つは使用済み燃料プールのほうが、冷却系がないために長期的にはこれ

が上がってくるというような可能性がございますので、それを冷却するための氷という

ようなことを項目としてあげてですね、これを官邸のほうにまずはファックスしておこうかな

というふうに思っておりますが。至急とりあえず何か追加の項目があれば、お願い、ご意見い

ただければなと思っております。あと併せて、ガソリンについては１

位必要なのかということも、本部の中で、この会議の中でご要望があったと伺っていて、もし

その答えが分かれば、それも入れた形で官邸にファックスしようと思ってございます。説明、

あれ、●●君ね、いまこれに発電所で調べてもらってるから、それを追加するわけだよね？あ

ればね？で、いま本店に聞いて漏れがないかということでしょ？これ出すときにさ、いつまで

に欲しいとかね、それから仕様みたいなものを書けるだけ書かないと、受け取ったほうも困っ

ちゃうと思うんだよな。だから、そこのところをちゃんといつまでにとか、こういう物が、と

いうのを入れるようにしてくれるかな。 

そういった意味、では、ここに書いてある項目は、至急必要な物という理解でございまして、

今日、明日位で欲しいと、とくに消防車とさっきの輸送手段、小名浜コールセンターからの輸

送手段、これについては至急という理解でございます。

それをしっかり書いて出してくれる。 

はい、分かりました。そう記載したいと思います。もしコメントいただければ、それを記載追

加した形でファックス送りたいともございますが、あと先ほどの１

話とか何か、もし分かれば併せて教えていただけませんか。

と２Ｆと音声が切れてたようで。すみません。ちょっと本店のほうはダ

ブルの説明になってしまいますが、原子力の●●です。１

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ーにある資機材を、至急その１F ならびに２Ｆの指定の場所まで運んでもらうためのリソース

向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あ

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

と２Ｆのほうにもお配りしましたが、官邸経由で各省庁

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。

で、併せて清水社長が官邸に行かれた時に、これについてもお持ちしてお話しされるというふ

うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま

す。ちょっと本店のほうで集められる感じで情報を集めたんですが、とりあえず、お手元に資

料あると思いますので、ちょっとご確認いただけたらと思っております。まずやっぱりその水

がないということで、水源と給水車、あと燃料関係で軽油とガソリン、先ほどガソリンの話に

までしか運べないという話がありましたので、その制約を解除してほしい、

ということを要望事項に入れてございます。ちょっと下のほうは手書きで補足してございます

が、ポイントは輸送の話があるので、いまＪヴィレッジに物資があるんですが、それをサイト

の指定する、サイトの指定場所までですね、持っていくと。持っていくための輸送手段、こう

いったものについて優先的に、できれば自衛隊とか県関係、こんなとこにお願いしたらどうか

ですが聞こえますか。すみません。資材班から皆さんへのお願いです。これから本店なら

びにですね官邸に、色々要望事項、叶うかどうか分かりませんけど至急取りまとめて出したい

と思ってます。これが足りない、あれが欲しいというものありましたら資材班のところにです

ね、至急持ってきてください。お願いします。 

すみません。いま、とりあえず本店でまとめたものをいま、本部の書画のほうにお見せしてご

説明をしておりますが、一応この紙にもし追加があれば落とし込んでですね、いま官邸のほう

に行ってる人間に送り込んで、併せて社長が官邸に行かれた時にもお話しいただければという

ふうに思っておりますが。そういった面で簡単に内容的にはいまご説明したみたいな、１

けの消防車、あとは小名浜コールセンターからの物資の輸送のための資機材ならびにマンパワ

ー、人間、あともう１つは使用済み燃料プールのほうが、冷却系がないために長期的にはこれ

が上がってくるというような可能性がございますので、それを冷却するための氷という

ようなことを項目としてあげてですね、これを官邸のほうにまずはファックスしておこうかな

というふうに思っておりますが。至急とりあえず何か追加の項目があれば、お願い、ご意見い

ただければなと思っております。あと併せて、ガソリンについては１

位必要なのかということも、本部の中で、この会議の中でご要望があったと伺っていて、もし

その答えが分かれば、それも入れた形で官邸にファックスしようと思ってございます。説明、

あれ、●●君ね、いまこれに発電所で調べてもらってるから、それを追加するわけだよね？あ

ればね？で、いま本店に聞いて漏れがないかということでしょ？これ出すときにさ、いつまで

に欲しいとかね、それから仕様みたいなものを書けるだけ書かないと、受け取ったほうも困っ

ちゃうと思うんだよな。だから、そこのところをちゃんといつまでにとか、こういう物が、と

そういった意味、では、ここに書いてある項目は、至急必要な物という理解でございまして、

今日、明日位で欲しいと、とくに消防車とさっきの輸送手段、小名浜コールセンターからの輸

送手段、これについては至急という理解でございます。 

はい、分かりました。そう記載したいと思います。もしコメントいただければ、それを記載追

加した形でファックス送りたいともございますが、あと先ほどの１

話とか何か、もし分かれば併せて教えていただけませんか。

と２Ｆと音声が切れてたようで。すみません。ちょっと本店のほうはダ

ブルの説明になってしまいますが、原子力の●●です。１F、２Ｆ

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ならびに２Ｆの指定の場所まで運んでもらうためのリソース

向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あ

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

３号機で冷却停止、ベント） 

 

と２Ｆのほうにもお配りしましたが、官邸経由で各省庁

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。

で、併せて清水社長が官邸に行かれた時に、これについてもお持ちしてお話しされるというふ

うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま

す。ちょっと本店のほうで集められる感じで情報を集めたんですが、とりあえず、お手元に資

だけたらと思っております。まずやっぱりその水

がないということで、水源と給水車、あと燃料関係で軽油とガソリン、先ほどガソリンの話に

までしか運べないという話がありましたので、その制約を解除してほしい、

ということを要望事項に入れてございます。ちょっと下のほうは手書きで補足してございます

が、ポイントは輸送の話があるので、いまＪヴィレッジに物資があるんですが、それをサイト

の指定する、サイトの指定場所までですね、持っていくと。持っていくための輸送手段、こう

県関係、こんなとこにお願いしたらどうか

ですが聞こえますか。すみません。資材班から皆さんへのお願いです。これから本店なら

びにですね官邸に、色々要望事項、叶うかどうか分かりませんけど至急取りまとめて出したい

と思ってます。これが足りない、あれが欲しいというものありましたら資材班のところにです

すみません。いま、とりあえず本店でまとめたものをいま、本部の書画のほうにお見せしてご

説明をしておりますが、一応この紙にもし追加があれば落とし込んでですね、いま官邸のほう

に行ってる人間に送り込んで、併せて社長が官邸に行かれた時にもお話しいただければという

ふうに思っておりますが。そういった面で簡単に内容的にはいまご説明したみたいな、１

けの消防車、あとは小名浜コールセンターからの物資の輸送のための資機材ならびにマンパワ

ー、人間、あともう１つは使用済み燃料プールのほうが、冷却系がないために長期的にはこれ

が上がってくるというような可能性がございますので、それを冷却するための氷という

ようなことを項目としてあげてですね、これを官邸のほうにまずはファックスしておこうかな

というふうに思っておりますが。至急とりあえず何か追加の項目があれば、お願い、ご意見い

ただければなと思っております。あと併せて、ガソリンについては１Fと２Ｆそれぞれ、どれ

位必要なのかということも、本部の中で、この会議の中でご要望があったと伺っていて、もし

その答えが分かれば、それも入れた形で官邸にファックスしようと思ってございます。説明、

あれ、●●君ね、いまこれに発電所で調べてもらってるから、それを追加するわけだよね？あ

ればね？で、いま本店に聞いて漏れがないかということでしょ？これ出すときにさ、いつまで

に欲しいとかね、それから仕様みたいなものを書けるだけ書かないと、受け取ったほうも困っ

ちゃうと思うんだよな。だから、そこのところをちゃんといつまでにとか、こういう物が、と

そういった意味、では、ここに書いてある項目は、至急必要な物という理解でございまして、

今日、明日位で欲しいと、とくに消防車とさっきの輸送手段、小名浜コールセンターからの輸

はい、分かりました。そう記載したいと思います。もしコメントいただければ、それを記載追

加した形でファックス送りたいともございますが、あと先ほどの１F、２Ｆ

話とか何か、もし分かれば併せて教えていただけませんか。 

と２Ｆと音声が切れてたようで。すみません。ちょっと本店のほうはダ

F、２Ｆ さん、お手元に先ほど資料

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ならびに２Ｆの指定の場所まで運んでもらうためのリソース

向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あ

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

 

と２Ｆのほうにもお配りしましたが、官邸経由で各省庁

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。

で、併せて清水社長が官邸に行かれた時に、これについてもお持ちしてお話しされるというふ

うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま

す。ちょっと本店のほうで集められる感じで情報を集めたんですが、とりあえず、お手元に資

だけたらと思っております。まずやっぱりその水

がないということで、水源と給水車、あと燃料関係で軽油とガソリン、先ほどガソリンの話に

までしか運べないという話がありましたので、その制約を解除してほしい、

ということを要望事項に入れてございます。ちょっと下のほうは手書きで補足してございます

が、ポイントは輸送の話があるので、いまＪヴィレッジに物資があるんですが、それをサイト

の指定する、サイトの指定場所までですね、持っていくと。持っていくための輸送手段、こう

県関係、こんなとこにお願いしたらどうか

ですが聞こえますか。すみません。資材班から皆さんへのお願いです。これから本店なら

びにですね官邸に、色々要望事項、叶うかどうか分かりませんけど至急取りまとめて出したい

と思ってます。これが足りない、あれが欲しいというものありましたら資材班のところにです

すみません。いま、とりあえず本店でまとめたものをいま、本部の書画のほうにお見せしてご

説明をしておりますが、一応この紙にもし追加があれば落とし込んでですね、いま官邸のほう

に行ってる人間に送り込んで、併せて社長が官邸に行かれた時にもお話しいただければという

ふうに思っておりますが。そういった面で簡単に内容的にはいまご説明したみたいな、１

けの消防車、あとは小名浜コールセンターからの物資の輸送のための資機材ならびにマンパワ

ー、人間、あともう１つは使用済み燃料プールのほうが、冷却系がないために長期的にはこれ

が上がってくるというような可能性がございますので、それを冷却するための氷という

ようなことを項目としてあげてですね、これを官邸のほうにまずはファックスしておこうかな

というふうに思っておりますが。至急とりあえず何か追加の項目があれば、お願い、ご意見い

と２Ｆそれぞれ、どれ

位必要なのかということも、本部の中で、この会議の中でご要望があったと伺っていて、もし

その答えが分かれば、それも入れた形で官邸にファックスしようと思ってございます。説明、

あれ、●●君ね、いまこれに発電所で調べてもらってるから、それを追加するわけだよね？あ

ればね？で、いま本店に聞いて漏れがないかということでしょ？これ出すときにさ、いつまで

に欲しいとかね、それから仕様みたいなものを書けるだけ書かないと、受け取ったほうも困っ

ちゃうと思うんだよな。だから、そこのところをちゃんといつまでにとか、こういう物が、と

そういった意味、では、ここに書いてある項目は、至急必要な物という理解でございまして、

今日、明日位で欲しいと、とくに消防車とさっきの輸送手段、小名浜コールセンターからの輸

はい、分かりました。そう記載したいと思います。もしコメントいただければ、それを記載追

、２Ｆ さん、ガソリンの

と２Ｆと音声が切れてたようで。すみません。ちょっと本店のほうはダ

さん、お手元に先ほど資料

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ならびに２Ｆの指定の場所まで運んでもらうためのリソース

向けの消防車、この辺を至急要望事項としてまとめております。あと、氷ですね。使用

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

教えていただければと思ってございます。あと併せてガソリンについては１F、２Ｆそれぞれ何

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で

 

と２Ｆのほうにもお配りしましたが、官邸経由で各省庁

へ依頼したい物資があれば、それをリスト化して送ってくれと。というリクエストがあります。
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うに聞いています。そういった関係で、ちょっと至急確認をさせていただきたいと思っていま
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と２Ｆと音声が切れてたようで。すみません。ちょっと本店のほうはダ

さん、お手元に先ほど資料

をお配りいただいてますけれども、官邸のほうから、至急各省庁にお願いしたいような項目が

あれば、リストとして出してくれというようなお話がございまして、ちょっと本店のほうで簡

単にまとめたものを先ほどファックスでお入れしてます。で、水の話と軽油の話とガソリン、

とくに８００Ｌ制限について、これを解除してほしいという話、さらには小名浜コールセンタ

ならびに２Ｆの指定の場所まで運んでもらうためのリソース

と、氷ですね。使用

済み燃料プールの氷。そんなところを要望としてまとめてございまして、具体的なスペックな

んかについて、ちょっと今後サイトさんと詰めさせていただきたいと思ってございますが、何

か大きいところに抜けがあるか、項目で抜けがあるか、至急項目に抜けがあるかということを

、２Ｆそれぞれ何

リッター位いるのかという話を至急できれば入れ込みたいと思ってございます。説明、以上で
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本店本部の資材班ですが、今のご説明に加えさせていただいて、氷、いま本店のほうでは

ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

きれば試算をしていただいて、加えていただきたいと思います。１

しくお願いします。

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと

か検討していただけるとありがた

はい、分かりました。

資材班、了解です。

消火班から連絡です。先ほどの給水の再開は１１時３０分から再開されまして、大体５０分程

度でタンクはカラになるという予定ですので、１１時２０分程度に給水する水はなくなる予定

です。 

分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、

それはフラッシュだと思います。

モニタリングポストの最新のデータが確認されましたので公開いたします。１１時現在、正門

で５．７６６マイクロＳｖ／ｈ、大きな変化は確認されません。以上です。

１号機、モーターの方は終わっているかな？

１号の RHRC のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

いないので、それを終わったらすぐ

方。Sも終わりました。

１F さん、よろしいですか。

はい。 

すみません。先ほど本店に来たデータだと。よろしいですか。

なんですか。 

１F２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

それは復旧したんでしょうか。まだでしょうか。

まだ復旧していないです。

分かりました。見通しはどうなってますか。

ごめん、ドライウェル圧力はいま復帰して、いくつ？３８０ｋＰａ。

それどっち？ 

炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、

実事象じゃなくて。

了解。そうすると、１
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本店本部の資材班ですが、今のご説明に加えさせていただいて、氷、いま本店のほうでは

ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

きれば試算をしていただいて、加えていただきたいと思います。１

しくお願いします。 

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと

か検討していただけるとありがた

はい、分かりました。 

資材班、了解です。 

消火班から連絡です。先ほどの給水の再開は１１時３０分から再開されまして、大体５０分程

度でタンクはカラになるという予定ですので、１１時２０分程度に給水する水はなくなる予定

分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、

それはフラッシュだと思います。

モニタリングポストの最新のデータが確認されましたので公開いたします。１１時現在、正門

で５．７６６マイクロＳｖ／ｈ、大きな変化は確認されません。以上です。

１号機、モーターの方は終わっているかな？

のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

いないので、それを終わったらすぐ

も終わりました。S も C

さん、よろしいですか。 

すみません。先ほど本店に来たデータだと。よろしいですか。

 

２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

それは復旧したんでしょうか。まだでしょうか。

まだ復旧していないです。 

分かりました。見通しはどうなってますか。

ごめん、ドライウェル圧力はいま復帰して、いくつ？３８０ｋＰａ。

 

炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、

実事象じゃなくて。 

了解。そうすると、１F３の水位は３７００。

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

本店本部の資材班ですが、今のご説明に加えさせていただいて、氷、いま本店のほうでは

ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

きれば試算をしていただいて、加えていただきたいと思います。１

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと

か検討していただけるとありがたいんですけど。

消火班から連絡です。先ほどの給水の再開は１１時３０分から再開されまして、大体５０分程

度でタンクはカラになるという予定ですので、１１時２０分程度に給水する水はなくなる予定

分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、

それはフラッシュだと思います。 

モニタリングポストの最新のデータが確認されましたので公開いたします。１１時現在、正門

で５．７６６マイクロＳｖ／ｈ、大きな変化は確認されません。以上です。

１号機、モーターの方は終わっているかな？

のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

いないので、それを終わったらすぐ M単に入ります。垂れ流しだけは終わりました。

Cも接続は終わりました。あとは敷設だけ。

 

すみません。先ほど本店に来たデータだと。よろしいですか。

２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

それは復旧したんでしょうか。まだでしょうか。

 

分かりました。見通しはどうなってますか。

ごめん、ドライウェル圧力はいま復帰して、いくつ？３８０ｋＰａ。

炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、

３の水位は３７００。
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ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

きれば試算をしていただいて、加えていただきたいと思います。１

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと

いんですけど。 

消火班から連絡です。先ほどの給水の再開は１１時３０分から再開されまして、大体５０分程

度でタンクはカラになるという予定ですので、１１時２０分程度に給水する水はなくなる予定

分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、
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で５．７６６マイクロＳｖ／ｈ、大きな変化は確認されません。以上です。
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のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

単に入ります。垂れ流しだけは終わりました。

も接続は終わりました。あとは敷設だけ。

すみません。先ほど本店に来たデータだと。よろしいですか。

２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

それは復旧したんでしょうか。まだでしょうか。 
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本店本部の資材班ですが、今のご説明に加えさせていただいて、氷、いま本店のほうでは

ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

きれば試算をしていただいて、加えていただきたいと思います。１F、２Ｆ

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと
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炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、
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分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、

モニタリングポストの最新のデータが確認されましたので公開いたします。１１時現在、正門

で５．７６６マイクロＳｖ／ｈ、大きな変化は確認されません。以上です。 

のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

単に入ります。垂れ流しだけは終わりました。RHR、

 

２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、

 

本店本部の資材班ですが、今のご説明に加えさせていただいて、氷、いま本店のほうでは 100

ｔ確保しております。それなんで、あと現地でですね、これ全然足りないと思いますんで、で

さんのほうでよろ

すみません。今の氷の話は、ていうか使用済み燃料プール冷却に関して言えば、本店の《ピー

音》君が計算とかやってくれてるんで、そことちょっと連携して、本店のほうでそこを量だと

消火班から連絡です。先ほどの給水の再開は１１時３０分から再開されまして、大体５０分程

度でタンクはカラになるという予定ですので、１１時２０分程度に給水する水はなくなる予定

分かりました。おそらく１１時３０分のところで、いきなりドンッて上がってるんですけど、

モニタリングポストの最新のデータが確認されましたので公開いたします。１１時現在、正門

のモーターは＠＠でございました。だからケーブル結線がまだ継続、被覆とかして

、C の

２と３の水位だとか、そういうことは、分からなくてダウンスケールになってるんですが、

炉水はちょっとこれずっと同じなんで、若干信用できないと思われるが十３７００。だっけ・

で、炉圧はですね、元々６キロあったやつが急にダウンスケールしたんだよね、６メガ位あっ

たやつが。これは電源が落ちて、バッテリーが落ちてんじゃないかと思ってるんですけども、



 

時刻

 

 

 

 

 

 

11:53 

 

11:54 

11:56 

 

 

 

 

 

 

 

11:57 

 

 

11:58 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

１Ｆ 

高橋フェロー

本店 

保安班

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

吉田所長

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

  

高橋フェロー  

  

保安班  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

  

吉田所長  

高橋フェロー  

吉田所長  

復旧班  

高橋フェロー  

  

吉田所長  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

１F２ね？ 

ごめん、１F２。それでドライウェル圧力が３８０。

はい。 

ついでに１F３も教えてもらえますか。

１F は３は・・・。

１１時４０分現在で、１Ｆ３は炉水位がＡが＋６００、Ｂ

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

な。 

了解しました。

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

でございます。有意な変化は確認されてございません。以上です。

本店さん、本店さん。

はい、どうぞ。

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。

７８℃ です。

こういう状況です。

これは、いま、あのプールゲートは開いてるんだよね。

はい？ 

プールゲートは閉まって・・・・

ああ……。分かりました。

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

思います。 

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

ています。以上です。
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２。それでドライウェル圧力が３８０。

３も教えてもらえますか。

は３は・・・。 

１１時４０分現在で、１Ｆ３は炉水位がＡが＋６００、Ｂ

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

了解しました。 

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

でございます。有意な変化は確認されてございません。以上です。

本店さん、本店さん。 

はい、どうぞ。 

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。

です。 

こういう状況です。 

これは、いま、あのプールゲートは開いてるんだよね。

プールゲートは閉まって・・・・

ああ……。分かりました。 

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

ています。以上です。 

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

２。それでドライウェル圧力が３８０。

３も教えてもらえますか。 

１１時４０分現在で、１Ｆ３は炉水位がＡが＋６００、Ｂ

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

でございます。有意な変化は確認されてございません。以上です。

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。

これは、いま、あのプールゲートは開いてるんだよね。

プールゲートは閉まって・・・・ 

 

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

２。それでドライウェル圧力が３８０。 

１１時４０分現在で、１Ｆ３は炉水位がＡが＋６００、Ｂ が＋９００を指してます。で、炉圧

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

でございます。有意な変化は確認されてございません。以上です。

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。

これは、いま、あのプールゲートは開いてるんだよね。 

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

３号機で冷却停止、ベント） 

 

が＋９００を指してます。で、炉圧

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

でございます。有意な変化は確認されてございません。以上です。 

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

 

が＋９００を指してます。で、炉圧

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

料プールのプールゲートが、温度が高い、七十何度位まで上がってきたと。７８℃ まで上がっ

てきたということで、これを冷やす、とりあえずは水の入れ替えとかですね。 

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

ールスエリング、随分スエリングしてるから、水が出てる可能性もあるし。 

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え

 

が＋９００を指してます。で、炉圧

が０．１２Ｍｐａでドライウェル圧力が３１０、サプチャンの圧力がえっと２６０です。 

はい、どうもありがとうございました。今のデータをちょっと●●君に伝えてあげてくれるか

保安班より、モニタリングポストの４番の最新が確認されましたので、ご連絡を差し上げます。

１１時１８分、モニタリングポスト４番、西側でございます。５２．８２８マイクロＳｖ／ｈ

ちょっとまた新たな頭痛の種が出てきまして、サイトで考えますけども、まずは。４号機の燃

まで上がっ

４号もそうだが、５号機のプールの温度って、なんか分からないんでしたっけ。まだ、定検直

後だから結構あったまりやすいと思うんだけど、分かんない？状況は多分似たような状況だと

ちょっとさ。各中操でさ。あの燃料プールの温度だとか見れないにしてもさ、ちょっと工夫し

て。あとさあ、共用プールもあんだよな。うんうん。上がんないにしてもな。多分、あの、プ

すいません、一応関連した情報でお話しします。えっと、燃料プールの状況。５号と６号です

が、５号については中操の温度指示計で２６℃、６号も１８℃。周辺のエリアモニターの変化

はないということで、現場には行けてませんけども、現状を中操から見る限り問題ないと考え



 

時刻

 

 

 

11:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

柏崎 

１Ｆ 

１Ｆ 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

吉田所長

発電班

発電班

高橋フェロー

本店 

本店 

高橋フェロー

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

高橋フェロー

横村所長

復旧班

吉田所長

横村所長

高橋フェロー

横村所長

高橋フェロー

横村所長

高橋フェロー

横村所長

高橋フェロー

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

吉田所長  

発電班  

発電班  

高橋フェロー  

  

  

高橋フェロー  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

高橋フェロー  

横村所長  

復旧班  

吉田所長  

横村所長  

高橋フェロー  

横村所長  

高橋フェロー  

横村所長  

高橋フェロー  

横村所長  

高橋フェロー  

テレビ会議 2011 年

 

低すぎんじゃないの。そんな全然低すぎるよな。

とくになんで、６号１８℃なんて、低くなるんだっけ。

了解。空気の温度かもしれないんで、それは確認ですね。はい。

●●君さ、あれ、今の１

のってない。のってない。

今は本店側は、とくにバックアップしてないです。

ちょっと難しい問題だけど、ちょっと相談にのってあげて。

はい。 

いや。だから燃料プール、使用済み燃料プール問題は●●君がやってくれてると、ぼくは聞い

てるんだけど。

確認します。 

そんな中で、多分個々のプラント毎の特徴があるから、それはサイトから言わないといけない

んだよね。一緒にやりましょうってことですけど。

分かりました。よろしくお願いします。

本店、聞こえますか。

すいません、復旧班です。４号の先ほどの燃料プールのあれなんですけど、リアクターのオペ

フロに仮設のエンジンのポンプを持っていって、いま、原子力ウェルとドライヤーセパレータ

ビットの水が満水なので、その水を少しずつメイキャップしたらどうかなというところで検討

しております。

まず、あの、できることは全部やろう。

本店、高橋さん。

はい、どうぞ。

あっ、横村です。こちらでもね。状況をウォッチさせていただいてるんですけども、あの、１

の１号機のね、本当に入っているのかつていう状況は少しフォローアップしたほうがいいよう

に感じましたのでご連絡します。

分かりました。海水がね。

はい。はい。 

はい。えっと、それは何だろう。えっと、心配されてるあれは。

ええ。２０ｔ／ｈで入ってるはずなのに、あと、ダウンスケールしたままですよね。

ああ、はい。 
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低すぎんじゃないの。そんな全然低すぎるよな。
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てるんだけど。 
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ということで、ちょっと心配になってました。

ええ。 

それが、もう、こっちも気が付いてんだけど、どうしようもねえんだよ。他のパラメータも、

いま、復旧させようと思っても、生きてこないんで、見えてないっていうところです。それで、

よく分かんないんです。水はですね、ちゃんと１号機には入ってるというのは、流量計、吐出

圧計で確認してるから、入ってるのは間違いないんですよ。

はい、そうですか。分かりました。

えっと、千葉火力さんからの手配の給水車１、９ｔは小名浜を先ほど１２時に出ましたので、

こちらには１３時に着くそうです。以上です。

はい。じゃあ、どんどんメイキャップしてください。

すいません、書画使用お願いします。

えっと、技術班です。３号機ドライウェルの圧力が徐々に上がってきてまして、えっと、今の

上がり、上昇を推移しますと、燃料が破損してない場合のドライウェルのベントのタイミング

としましては、えっと、３時前位となります。あと、えっと、燃料が破損した場合の格納容器

のベントの圧力に到達するのが、２１時位となります。以上です。

了解。んで、さっき３

はなんか、まだやってないよね。

入った。はい。

本店保安班ですけども、情報共有させていただきたい点があります。あの、図面のほうはです

ね、１Fの２号機でＰＣＶベントをした場合の拡散の様子をシミュレーションしたものでござ

います。で、えっと、いまあの、北西の風が吹いてございますので、最大濃度地点はですね、

敷地の中の３号機から２８０ｍ

いているっていうことになります。で、数字があの、２００、あっ、１３０ｍＳｖというふう

に書いてございますけども、２号機のソース

て被曝を評価した結果が１２０ということでございますので、実際の放出量に合わせて、数字

は変わってつたことになります。以上です。

これ、●●さんさあ、えっと、２％

見て大体そんなもんだということでいいってこと？

いや、違います。これ、重大事故の想定してますので、ものすごい量になってます。

復旧班です。３号および２号、最終的に海水を注入することも考慮しまして、今から、あの、

取水口の運河のマンホールから海水を汲み上げる方法を検討しに、ちょっとヤードに調査に出

ます。 

それは、でも、水グループがやってくれてんじゃないの？

いや、あの、そこのアシスタントをやっている復旧班がいるんですよ。

ああ。そういうことね。

えっと、情報班からです。円卓の皆さんのお手元に、えっと、１

今後の課題という本店で作った資料をお配りしました。これは、今日午前中、社長のほうにご

説明した資料とのことです。以上です。

保安班より、ＭＰ１番、北側の線量データが出ましたので、ご報告いたします。最新で１１時
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います。で、えっと、いまあの、北西の風が吹いてございますので、最大濃度地点はですね、

地点が最大濃度地点になります。まあ方向は海側のほうに向

いているっていうことになります。で、数字があの、２００、あっ、１３０ｍＳｖというふう

に書いてございますけども、２号機のソースタームの内の２％が全部、あの、放出されたとし

て被曝を評価した結果が１２０ということでございますので、実際の放出量に合わせて、数字

は変わってつたことになります。以上です。 

放出というのは、今までもベントしてきたよね。あれから

見て大体そんなもんだということでいいってこと？ 

いや、違います。これ、重大事故の想定してますので、ものすごい量になってます。

復旧班です。３号および２号、最終的に海水を注入することも考慮しまして、今から、あの、

取水口の運河のマンホールから海水を汲み上げる方法を検討しに、ちょっとヤードに調査に出

それは、でも、水グループがやってくれてんじゃないの？ 

いや、あの、そこのアシスタントをやっている復旧班がいるんですよ。

えっと、情報班からです。円卓の皆さんのお手元に、えっと、１

今後の課題という本店で作った資料をお配りしました。これは、今日午前中、社長のほうにご

保安班より、ＭＰ１番、北側の線量データが出ましたので、ご報告いたします。最新で１１時

３号機で冷却停止、ベント） 

 

それが、もう、こっちも気が付いてんだけど、どうしようもねえんだよ。他のパラメータも、

いま、復旧させようと思っても、生きてこないんで、見えてないっていうところです。それで、

よく分かんないんです。水はですね、ちゃんと１号機には入ってるというのは、流量計、吐出

圧計で確認してるから、入ってるのは間違いないんですよ。 

えっと、千葉火力さんからの手配の給水車１、９ｔは小名浜を先ほど１２時に出ましたので、

えっと、技術班です。３号機ドライウェルの圧力が徐々に上がってきてまして、えっと、今の

上がり、上昇を推移しますと、燃料が破損してない場合のドライウェルのベントのタイミング

としましては、えっと、３時前位となります。あと、えっと、燃料が破損した場合の格納容器

のベントの圧力に到達するのが、２１時位となります。以上です。 

弁が、どないぞ、こないぞって言ってたやつ

本店保安班ですけども、情報共有させていただきたい点があります。あの、図面のほうはです

の２号機でＰＣＶベントをした場合の拡散の様子をシミュレーションしたものでござ

います。で、えっと、いまあの、北西の風が吹いてございますので、最大濃度地点はですね、

地点が最大濃度地点になります。まあ方向は海側のほうに向

いているっていうことになります。で、数字があの、２００、あっ、１３０ｍＳｖというふう

タームの内の２％が全部、あの、放出されたとし

て被曝を評価した結果が１２０ということでございますので、実際の放出量に合わせて、数字

放出というのは、今までもベントしてきたよね。あれから

いや、違います。これ、重大事故の想定してますので、ものすごい量になってます。

復旧班です。３号および２号、最終的に海水を注入することも考慮しまして、今から、あの、

取水口の運河のマンホールから海水を汲み上げる方法を検討しに、ちょっとヤードに調査に出

 

いや、あの、そこのアシスタントをやっている復旧班がいるんですよ。 

えっと、情報班からです。円卓の皆さんのお手元に、えっと、１F、２Ｆ さん、柏崎の現状と

今後の課題という本店で作った資料をお配りしました。これは、今日午前中、社長のほうにご

保安班より、ＭＰ１番、北側の線量データが出ましたので、ご報告いたします。最新で１１時

 

それが、もう、こっちも気が付いてんだけど、どうしようもねえんだよ。他のパラメータも、

いま、復旧させようと思っても、生きてこないんで、見えてないっていうところです。それで、

よく分かんないんです。水はですね、ちゃんと１号機には入ってるというのは、流量計、吐出

えっと、千葉火力さんからの手配の給水車１、９ｔは小名浜を先ほど１２時に出ましたので、

えっと、技術班です。３号機ドライウェルの圧力が徐々に上がってきてまして、えっと、今の

上がり、上昇を推移しますと、燃料が破損してない場合のドライウェルのベントのタイミング

としましては、えっと、３時前位となります。あと、えっと、燃料が破損した場合の格納容器

弁が、どないぞ、こないぞって言ってたやつ

本店保安班ですけども、情報共有させていただきたい点があります。あの、図面のほうはです

の２号機でＰＣＶベントをした場合の拡散の様子をシミュレーションしたものでござ

います。で、えっと、いまあの、北西の風が吹いてございますので、最大濃度地点はですね、

地点が最大濃度地点になります。まあ方向は海側のほうに向

いているっていうことになります。で、数字があの、２００、あっ、１３０ｍＳｖというふう

タームの内の２％が全部、あの、放出されたとし

て被曝を評価した結果が１２０ということでございますので、実際の放出量に合わせて、数字

放出というのは、今までもベントしてきたよね。あれから

いや、違います。これ、重大事故の想定してますので、ものすごい量になってます。 

復旧班です。３号および２号、最終的に海水を注入することも考慮しまして、今から、あの、

取水口の運河のマンホールから海水を汲み上げる方法を検討しに、ちょっとヤードに調査に出

さん、柏崎の現状と

今後の課題という本店で作った資料をお配りしました。これは、今日午前中、社長のほうにご

保安班より、ＭＰ１番、北側の線量データが出ましたので、ご報告いたします。最新で１１時

 

それが、もう、こっちも気が付いてんだけど、どうしようもねえんだよ。他のパラメータも、

いま、復旧させようと思っても、生きてこないんで、見えてないっていうところです。それで、

よく分かんないんです。水はですね、ちゃんと１号機には入ってるというのは、流量計、吐出

えっと、千葉火力さんからの手配の給水車１、９ｔは小名浜を先ほど１２時に出ましたので、

えっと、技術班です。３号機ドライウェルの圧力が徐々に上がってきてまして、えっと、今の

上がり、上昇を推移しますと、燃料が破損してない場合のドライウェルのベントのタイミング

としましては、えっと、３時前位となります。あと、えっと、燃料が破損した場合の格納容器

弁が、どないぞ、こないぞって言ってたやつ

本店保安班ですけども、情報共有させていただきたい点があります。あの、図面のほうはです

の２号機でＰＣＶベントをした場合の拡散の様子をシミュレーションしたものでござ

います。で、えっと、いまあの、北西の風が吹いてございますので、最大濃度地点はですね、

地点が最大濃度地点になります。まあ方向は海側のほうに向

いているっていうことになります。で、数字があの、２００、あっ、１３０ｍＳｖというふう

タームの内の２％が全部、あの、放出されたとし

て被曝を評価した結果が１２０ということでございますので、実際の放出量に合わせて、数字

放出というのは、今までもベントしてきたよね。あれから

復旧班です。３号および２号、最終的に海水を注入することも考慮しまして、今から、あの、

取水口の運河のマンホールから海水を汲み上げる方法を検討しに、ちょっとヤードに調査に出

さん、柏崎の現状と

今後の課題という本店で作った資料をお配りしました。これは、今日午前中、社長のほうにご

保安班より、ＭＰ１番、北側の線量データが出ましたので、ご報告いたします。最新で１１時
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４０分、１７ｍｓｖ／ｈ

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

につくようにお願いします。

じゃあさ、目安値として９０いくつだとかなんかある？言っといて。

保安のほうでＡＰＤを貸し出すときに確認しております。

はい。じゃあ、それを指名して帰っていただいてください。

目安として９５

９５でいいね。はい。じやあ、皆さんそういうことでお願いします。

１F 本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

いま、聞いた？

よろしくお願いします。

保安班より。大変申し訳ございませんけど、１００

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

手配します。 

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

それで、次の水の手配は動いてんだっけ？どれ位で来る？

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。

それはいいんだけど、どれ位から入るんだっけ。

えっと、いま、まだ現地に向かってるっていうか、だから、給水ポンプをしに行ってる位です。

ドライウェル圧力急上昇だって！

何号機？ 

３号。 

《電話》はい、吉田でございます。

すいません、本店保安班から情報を共有させていただきたい点が２点あります。よろしいでし

ょうか。えっと。１

えっ、いくつですか。いま、いくつ？

どうぞ。 
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４０分、１７ｍｓｖ／ｈ でございます。

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

につくようにお願いします。 

じゃあさ、目安値として９０いくつだとかなんかある？言っといて。

保安のほうでＡＰＤを貸し出すときに確認しております。

はい。じゃあ、それを指名して帰っていただいてください。

目安として９５ で、いまチェックしております。

９５でいいね。はい。じやあ、皆さんそういうことでお願いします。

本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

いま、聞いた？ こっちから帰る人はオフサイトセンターに一時立ち寄り。はい。

よろしくお願いします。 

保安班より。大変申し訳ございませんけど、１００

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

 

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

それで、次の水の手配は動いてんだっけ？どれ位で来る？

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。

それはいいんだけど、どれ位から入るんだっけ。

えっと、いま、まだ現地に向かってるっていうか、だから、給水ポンプをしに行ってる位です。

ドライウェル圧力急上昇だって！

《電話》はい、吉田でございます。

すいません、本店保安班から情報を共有させていただきたい点が２点あります。よろしいでし

ょうか。えっと。１ つは。 

えっ、いくつですか。いま、いくつ？

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

でございます。 

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

 

じゃあさ、目安値として９０いくつだとかなんかある？言っといて。

保安のほうでＡＰＤを貸し出すときに確認しております。

はい。じゃあ、それを指名して帰っていただいてください。

で、いまチェックしております。

９５でいいね。はい。じやあ、皆さんそういうことでお願いします。

本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

こっちから帰る人はオフサイトセンターに一時立ち寄り。はい。

保安班より。大変申し訳ございませんけど、１００

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

それで、次の水の手配は動いてんだっけ？どれ位で来る？

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。

それはいいんだけど、どれ位から入るんだっけ。

えっと、いま、まだ現地に向かってるっていうか、だから、給水ポンプをしに行ってる位です。

ドライウェル圧力急上昇だって！ 

《電話》はい、吉田でございます。 

すいません、本店保安班から情報を共有させていただきたい点が２点あります。よろしいでし

 

えっ、いくつですか。いま、いくつ？ 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

じゃあさ、目安値として９０いくつだとかなんかある？言っといて。

保安のほうでＡＰＤを貸し出すときに確認しております。 

はい。じゃあ、それを指名して帰っていただいてください。

で、いまチェックしております。 

９５でいいね。はい。じやあ、皆さんそういうことでお願いします。

本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

こっちから帰る人はオフサイトセンターに一時立ち寄り。はい。

保安班より。大変申し訳ございませんけど、１００ に近い人、１００を間違って超えた人につ

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

それで、次の水の手配は動いてんだっけ？どれ位で来る？ 

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。

それはいいんだけど、どれ位から入るんだっけ。 

えっと、いま、まだ現地に向かってるっていうか、だから、給水ポンプをしに行ってる位です。

すいません、本店保安班から情報を共有させていただきたい点が２点あります。よろしいでし

３号機で冷却停止、ベント） 

 

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

じゃあさ、目安値として９０いくつだとかなんかある？言っといて。 

 

はい。じゃあ、それを指名して帰っていただいてください。 

９５でいいね。はい。じやあ、皆さんそういうことでお願いします。 

本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

こっちから帰る人はオフサイトセンターに一時立ち寄り。はい。

に近い人、１００を間違って超えた人につ

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

 

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。

えっと、いま、まだ現地に向かってるっていうか、だから、給水ポンプをしに行ってる位です。

すいません、本店保安班から情報を共有させていただきたい点が２点あります。よろしいでし

 

お知らせします。お知らせします。もう、すでに、あの、復旧対策工事において、１００ｍＳ

ｖに近い人、１００を超えた人については、この緊対室にいるだけでも、被曝しますので、応

援体制は難しいかと思いますので、帰路につくようにお願いいたします。この方だけは、帰路

本部さん、オフサイトセンターですが、そちらのほうから家に帰られる時には、オフサイ

トセンターのほうに一回お越しいただいて、こっちで対応いたします。よろしくお願いします。

こっちから帰る人はオフサイトセンターに一時立ち寄り。はい。 

に近い人、１００を間違って超えた人につ

いては、●●さんのオフサイトセンターで手伝っていただきたいってことあるんで、ちょっと

えっと、消火班から連絡です。えっと、給水するための消防タンク、そろそろカラになります。

動いてますけど、それが、だから３ｔ。３ｔ位ずつで、６ｔ位しかすぐにできない。 
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ベント弁の AO

やって、ドライウェルのベント弁を＠＠

はい。１つはですね、あの、自衛隊の１

自衛隊のほうから、あの、そういう作業をする前にですね、事前に、あの、上空のサーベイを

する、したいので、そういう人間を出せるか。

ちょっと、音落としてもらっていいですか、本部の中。●●さん、どうぞ。

えっと、サーベイ要員が手配できるかという依頼がありまして、いま、それ、あの、人のアサ

インは済んでおります。それであとは向こうの調整待ちとなってございます。それともう１つ

は、他電力からの主にサーベイを中心とした支援者、支援要員がですね、いま、郡山市に実働

できる人間が８名来ております。それで、いま、福島のオフサイトセンターからは放医研から

の依頼ということで、避難住民のサーベイですとか、老人の移動させるためのサーベイですと

か、そういう人を出してくれないかというような要請が来ておりまして、その８名をですね、

のうち６名をですね、まず、小名浜のコールセンターのほうに拠点として集合させていただい

て、そこで放医研からの要請の作業と、あと、オフサイトセンター自体でもですね、放管員が

ちょっと足りないということがありますので、オフサイトセンター内での業務にあたってもら

うようにいま調整してございます。それと、８名のうちの残り２名ですけども、こちらは福島

市のほうから栃木支店経由で同じように浜通りから福島市にですね避難してきた住民たちにで

すね、被曝ですとか放射線の相談をできる人が欲しいなお話ありまして、そちらに他電力の内

の２名をですね。配置してもらうように調整してるところです。以上でございます。

はい。だから、えっと、ご協力いただいた他電力の８名様は、６対２で分けて対応していただ

きますという、そういうことですね？

はい。 

よろしくお願いします。

●●、●●君。今の事象はどういうことなの？３号機のドライウェル圧力上がったっちゅうの

は。 

ちょっと頭整理できてないんですけども、炉圧がまず上がってるんですね。２．７５に。急に

上がったんですよ。で、ドライウェルはさっきＡＯ

いですか。３キロ位ですよね、いま。なので、えっと、外側の圧力が、あの、要は合ってるん

じゃないかつていう気がしてるんです。

事象としては、満水になったってこと。

かもしれないですね。いま、ちょっと、そこを

まあいいんだけど、今の状態だとさ、燃料はさぁ、少なくとも水浸しになってるよね。

なってますよ。

で、いま、給水ポンプの流量が、流量っていうか、あの、タンク、タンク、カラになったから、

もう水が期待できないんだったら、海水からいっちゃおうか、もう。準備として。

そうですね。他に水ないんですよね？

ないです。いま、そんな大量の水ないから。

技訓の水あるよ。

いや、運ばないといけない、技訓の水も。そんな。
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インは済んでおります。それであとは向こうの調整待ちとなってございます。それともう１つ

は、他電力からの主にサーベイを中心とした支援者、支援要員がですね、いま、郡山市に実働

できる人間が８名来ております。それで、いま、福島のオフサイトセンターからは放医研から

の依頼ということで、避難住民のサーベイですとか、老人の移動させるためのサーベイですと

か、そういう人を出してくれないかというような要請が来ておりまして、その８名をですね、

ち６名をですね、まず、小名浜のコールセンターのほうに拠点として集合させていただい

て、そこで放医研からの要請の作業と、あと、オフサイトセンター自体でもですね、放管員が

ちょっと足りないということがありますので、オフサイトセンター内での業務にあたってもら

うようにいま調整してございます。それと、８名のうちの残り２名ですけども、こちらは福島

市のほうから栃木支店経由で同じように浜通りから福島市にですね避難してきた住民たちにで

すね、被曝ですとか放射線の相談をできる人が欲しいなお話ありまして、そちらに他電力の内

はい。だから、えっと、ご協力いただいた他電力の８名様は、６対２で分けて対応していただ

●●、●●君。今の事象はどういうことなの？３号機のドライウェル圧力上がったっちゅうの

ちょっと頭整理できてないんですけども、炉圧がまず上がってるんですね。２．７５に。急に

弁が閉まったから、若干上がってるじゃな

いですか。３キロ位ですよね、いま。なので、えっと、外側の圧力が、あの、要は合ってるん

 

で、いま、給水ポンプの流量が、流量っていうか、あの、タンク、タンク、カラになったから、
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ＳＲ弁が窒素がなくなって、閉じたと思うんで、今度ＳＲ

●●さん、あの、もう、水がさ、なくなったからさ。海水、海水引き替えのさ、あの、段取り

替えをしてもらっていいや。はい、はい、はい。

もしかしたら、ＳＲ

次、２号、真水で。

３号機のパラメーターに変化あります。３号機のパラメーターに変化あるので、注目お願いし

ます。 

炉水位がダウンスケールですか。オーバースケール。ダウンスケール。ハンチング。なんか振

ってるんですか、もう。パカパカ。

すいません、あの、１２時１５分頃からですね、パラメータに変化がございまして、リアクタ

ーの圧力が２．０

し、あのドライウェルベント、サプレッションベントしてた例の２０５

リークで閉まってまして、ドライウェル圧力が急激に上がって、マックスで７３０ですかね。

７３０ｋＰａまで、いま、現状上がってる状態です。

ドライウェルのって言いますか、サブレッションプールの、その、ベント弁については、もう

ボンベくっついてますんで、もう、あとは開け操作のみになりますんで、これはもうすぐ開く

と思います。そのあとギャグを取り付けて開けっ放しにする予定です。

モニタリングポストの最新のデータが入りましたのでお知らせいたします。正門、１１時、５．

７６６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ

門で測っております希ガス、ヨウ素については、６．７×１０マイナス４乗Ｂ

っております。以上です。

すいません、ありがとうございます。

線量計はいらないって言ってたね。

線量計はいらないです。そうです。

緊対室内の線量が確認できました。マックス８０あったところが、いま、３５まで下がってお

ります。ええ、緊対室のデータが大体３０マイクロＳｖ／ｈ。ちょうどマックス時の半分位ま

で下がってございます。以上です。

３号機のプラントデータ紹介します。原子炉水位では、あの、燃料域Ａ

０ｍｍ。Ｂ系は－７００ｍｍ程度でハンチング。若干のハンチングあります。リアクターの圧

力については０．７８、０．７６、０．７１Ｍｐａ程度でほぼ今のところは安定してます。ド

ライウェル圧力については、先ほど急激に上がりましたけれども、７５０、７１０位で現在安

定している圧力でございます。以上です。

１F さん、聞こえますか。本店、本店、原子力復旧班なんですが。

はい、聞こえます。

あの、先ほど１

いうふうに聞いてたんですが、状況はどうなんでし

ええ、まぁ、カラです、１

カラ？ 
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ってるんですか、もう。パカパカ。
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ーの圧力が２．０ から２．７Ｍｐａまで上がって、今現在１．０程度で落ち着いてます。ただ
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７３０ｋＰａまで、いま、現状上がってる状態です。

ドライウェルのって言いますか、サブレッションプールの、その、ベント弁については、もう

ボンベくっついてますんで、もう、あとは開け操作のみになりますんで、これはもうすぐ開く

と思います。そのあとギャグを取り付けて開けっ放しにする予定です。

モニタリングポストの最新のデータが入りましたのでお知らせいたします。正門、１１時、５．

７６６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ

門で測っております希ガス、ヨウ素については、６．７×１０マイナス４乗Ｂ

っております。以上です。 

すいません、ありがとうございます。

線量計はいらないって言ってたね。

線量計はいらないです。そうです。

緊対室内の線量が確認できました。マックス８０あったところが、いま、３５まで下がってお

ります。ええ、緊対室のデータが大体３０マイクロＳｖ／ｈ。ちょうどマックス時の半分位ま

で下がってございます。以上です。

３号機のプラントデータ紹介します。原子炉水位では、あの、燃料域Ａ

０ｍｍ。Ｂ系は－７００ｍｍ程度でハンチング。若干のハンチングあります。リアクターの圧

力については０．７８、０．７６、０．７１Ｍｐａ程度でほぼ今のところは安定してます。ド

ライウェル圧力については、先ほど急激に上がりましたけれども、７５０、７１０位で現在安

定している圧力でございます。以上です。

さん、聞こえますか。本店、本店、原子力復旧班なんですが。

はい、聞こえます。 

あの、先ほど１F３ は１２時２０分頃まで消防車が来ないと、もう、あの、水がカラになると

いうふうに聞いてたんですが、状況はどうなんでし

ええ、まぁ、カラです、１F３
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●●さん、あの、もう、水がさ、なくなったからさ。海水、海水引き替えのさ、あの、段取り

替えをしてもらっていいや。はい、はい、はい。

弁が閉まったのかもしれない。

３号機のパラメーターに変化あります。３号機のパラメーターに変化あるので、注目お願いし

炉水位がダウンスケールですか。オーバースケール。ダウンスケール。ハンチング。なんか振

ってるんですか、もう。パカパカ。 

すいません、あの、１２時１５分頃からですね、パラメータに変化がございまして、リアクタ

から２．７Ｍｐａまで上がって、今現在１．０程度で落ち着いてます。ただ

し、あのドライウェルベント、サプレッションベントしてた例の２０５

リークで閉まってまして、ドライウェル圧力が急激に上がって、マックスで７３０ですかね。

７３０ｋＰａまで、いま、現状上がってる状態です。

ドライウェルのって言いますか、サブレッションプールの、その、ベント弁については、もう

ボンベくっついてますんで、もう、あとは開け操作のみになりますんで、これはもうすぐ開く

と思います。そのあとギャグを取り付けて開けっ放しにする予定です。

モニタリングポストの最新のデータが入りましたのでお知らせいたします。正門、１１時、５．

７６６マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ の１ 番、１１

門で測っております希ガス、ヨウ素については、６．７×１０マイナス４乗Ｂ

 

すいません、ありがとうございます。 

線量計はいらないって言ってたね。 

線量計はいらないです。そうです。 

緊対室内の線量が確認できました。マックス８０あったところが、いま、３５まで下がってお

ります。ええ、緊対室のデータが大体３０マイクロＳｖ／ｈ。ちょうどマックス時の半分位ま

で下がってございます。以上です。 

３号機のプラントデータ紹介します。原子炉水位では、あの、燃料域Ａ

０ｍｍ。Ｂ系は－７００ｍｍ程度でハンチング。若干のハンチングあります。リアクターの圧

力については０．７８、０．７６、０．７１Ｍｐａ程度でほぼ今のところは安定してます。ド

ライウェル圧力については、先ほど急激に上がりましたけれども、７５０、７１０位で現在安

定している圧力でございます。以上です。 

さん、聞こえますか。本店、本店、原子力復旧班なんですが。

は１２時２０分頃まで消防車が来ないと、もう、あの、水がカラになると
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発言内容 

ＳＲ弁が窒素がなくなって、閉じたと思うんで、今度ＳＲ 弁切り替えます。

●●さん、あの、もう、水がさ、なくなったからさ。海水、海水引き替えのさ、あの、段取り

替えをしてもらっていいや。はい、はい、はい。 

弁が閉まったのかもしれない。 

３号機のパラメーターに変化あります。３号機のパラメーターに変化あるので、注目お願いし

炉水位がダウンスケールですか。オーバースケール。ダウンスケール。ハンチング。なんか振

すいません、あの、１２時１５分頃からですね、パラメータに変化がございまして、リアクタ

から２．７Ｍｐａまで上がって、今現在１．０程度で落ち着いてます。ただ

し、あのドライウェルベント、サプレッションベントしてた例の２０５

リークで閉まってまして、ドライウェル圧力が急激に上がって、マックスで７３０ですかね。

７３０ｋＰａまで、いま、現状上がってる状態です。 

ドライウェルのって言いますか、サブレッションプールの、その、ベント弁については、もう

ボンベくっついてますんで、もう、あとは開け操作のみになりますんで、これはもうすぐ開く

と思います。そのあとギャグを取り付けて開けっ放しにする予定です。

モニタリングポストの最新のデータが入りましたのでお知らせいたします。正門、１１時、５．

番、１１ 時４０ 分、１７マイクロＳｖ／ｈ。また、正

門で測っております希ガス、ヨウ素については、６．７×１０マイナス４乗Ｂ

緊対室内の線量が確認できました。マックス８０あったところが、いま、３５まで下がってお

ります。ええ、緊対室のデータが大体３０マイクロＳｖ／ｈ。ちょうどマックス時の半分位ま

３号機のプラントデータ紹介します。原子炉水位では、あの、燃料域Ａ

０ｍｍ。Ｂ系は－７００ｍｍ程度でハンチング。若干のハンチングあります。リアクターの圧

力については０．７８、０．７６、０．７１Ｍｐａ程度でほぼ今のところは安定してます。ド

ライウェル圧力については、先ほど急激に上がりましたけれども、７５０、７１０位で現在安
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 弁切り替えます。

●●さん、あの、もう、水がさ、なくなったからさ。海水、海水引き替えのさ、あの、段取り
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分、１７マイクロＳｖ／ｈ。また、正

ｑ／ｃｍ３とな

緊対室内の線量が確認できました。マックス８０あったところが、いま、３５まで下がってお

ります。ええ、緊対室のデータが大体３０マイクロＳｖ／ｈ。ちょうどマックス時の半分位ま

から－７０

０ｍｍ。Ｂ系は－７００ｍｍ程度でハンチング。若干のハンチングあります。リアクターの圧

力については０．７８、０．７６、０．７１Ｍｐａ程度でほぼ今のところは安定してます。ド

ライウェル圧力については、先ほど急激に上がりましたけれども、７５０、７１０位で現在安

は１２時２０分頃まで消防車が来ないと、もう、あの、水がカラになると
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テレビ会議 2011 年

 

１F３は化学消防車のほうのお水はカラになりました、だから。

海水？ 

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

海水を注入する準備を始めとるところです。

分かりました。あの、海水の準備ができたら、また教えてください。

まあ、これはすぐ繋ぎ込みだけなんで、できるんで、連絡します。

はい。 

あれ、吉田所長さ。

え？ 

雑用水では入れてるんでしたつけ。

雑用水？ 

ドライウェルで入れてるって話だったですね。

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

０ キロ位になってるんで、Ｄ／Ｄ

入んないですか。分かりました。

はい。 

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

いと聞いてるんですが、ここは開けられるめどはあるんですか。

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

操作の２クルー目が入ってるところです。

はい、分かりました。

開いたら３クルー目がギャグかませる予定です。

はい、分かりました。

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

えっと、これ、ＳＲ

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

思われるので、えっと

何弁にする。●●さん、●●さん、何弁にする？まずはＦ弁あたりから。

だ。未定、 
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３は化学消防車のほうのお水はカラになりました、だから。

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

海水を注入する準備を始めとるところです。

分かりました。あの、海水の準備ができたら、また教えてください。

まあ、これはすぐ繋ぎ込みだけなんで、できるんで、連絡します。

あれ、吉田所長さ。DW では入ってるんですか。

雑用水では入れてるんでしたつけ。

ドライウェルで入れてるって話だったですね。

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

キロ位になってるんで、Ｄ／Ｄ

入んないですか。分かりました。

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

いと聞いてるんですが、ここは開けられるめどはあるんですか。

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

操作の２クルー目が入ってるところです。

はい、分かりました。 

開いたら３クルー目がギャグかませる予定です。

はい、分かりました。 

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

えっと、これ、ＳＲ 弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

思われるので、えっと 

何弁にする。●●さん、●●さん、何弁にする？まずはＦ弁あたりから。

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

３は化学消防車のほうのお水はカラになりました、だから。

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

海水を注入する準備を始めとるところです。

分かりました。あの、海水の準備ができたら、また教えてください。

まあ、これはすぐ繋ぎ込みだけなんで、できるんで、連絡します。

では入ってるんですか。

雑用水では入れてるんでしたつけ。 

ドライウェルで入れてるって話だったですね。

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

キロ位になってるんで、Ｄ／Ｄ は入んないです。

入んないですか。分かりました。 

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

いと聞いてるんですが、ここは開けられるめどはあるんですか。

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

操作の２クルー目が入ってるところです。 

開いたら３クルー目がギャグかませる予定です。

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

何弁にする。●●さん、●●さん、何弁にする？まずはＦ弁あたりから。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

３は化学消防車のほうのお水はカラになりました、だから。

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

海水を注入する準備を始めとるところです。 

分かりました。あの、海水の準備ができたら、また教えてください。

まあ、これはすぐ繋ぎ込みだけなんで、できるんで、連絡します。

では入ってるんですか。 

ドライウェルで入れてるって話だったですね。 

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

は入んないです。 

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

いと聞いてるんですが、ここは開けられるめどはあるんですか。

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

 

開いたら３クルー目がギャグかませる予定です。 

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

何弁にする。●●さん、●●さん、何弁にする？まずはＦ弁あたりから。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

３は化学消防車のほうのお水はカラになりました、だから。 

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

分かりました。あの、海水の準備ができたら、また教えてください。 

まあ、これはすぐ繋ぎ込みだけなんで、できるんで、連絡します。 

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

いと聞いてるんですが、ここは開けられるめどはあるんですか。 

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

何弁にする。●●さん、●●さん、何弁にする？まずはＦ弁あたりから。 

 

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

まだ決めていないん

 

逆に言えば、８０ｔ、８０ｔ以上か。何トンだつけ。何トン突っ込んだんだつけ。えっ、ほぼ

１００ｔ炉内に突っ込んだという状況で、いま、次の真水が来るのが時間が取られそうなので、

Ｄ／Ｄはね。やっぱ圧力が低いんで、いま、あの、３号の炉圧が１キロ、１キロじゃない、１

すいません、本店●●です。１件だけ追加で。３号のベントのラインですけども、いま閉まっ

てますよね？これ、開ける手だてとして、えっと、ボンベが必要だと思いますけど、これ、な

ボンベはあります。ボンベは付け替えました。いま、開け操作、２クルーでやってんで、開け

えっと、発電班です。原子炉がいま、いったん降圧したんですけれども、また圧力上がったっ

ていうことで原子炉は注入、水の注入量から言っていったん満水になったと思われます。ＳＲ

弁が閉まって、膨張したもんですから、だんだんだんだん圧上がったということです。それで、

弁をちょっと開けておかないと、圧がどんどんどんどん崩壊熱でこもって

しまいますので、別のＡＤＳのバルブも、Ａ弁はＡＤＳの多分アキュムレータ、使い切ったと

まだ決めていないん
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吉田所長  
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吉田所長  
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テレビ会議 2011 年

 

未定ですけれども、もう一度手動で開けられるような算段をして、圧を抜けるようにしたいと

思っとります。

はい、あの、お願いします。迅速にお願いします。

１F さん、よろしいでしょうか。本店の●●です。１

はい、聞こえます。

えっと、先ほど、あの、３号で炉内に

が蒸発してですね、その海水に切り替えるタイミングは大体どれ位になるか、ちょっと分かっ

たら教えてほしいんですけど、聞こえました？

海水はね、さっきも言ったけど、現場でホース繋ぎ替えだから、もう間もなくなんだ。だから、

繋ぎ替えたら連絡しますよ。

はい、お願いします。

違う違う。。 

あの、あとどれくらい？

いつまでに自衛隊が来なきやいけないかってことなんだ。

うん。だから、大体１０分位かなと思ったんだけど、現場から連絡が来ないだけなの。

いつまでに自衛隊は来なきやいけないの？水持って。

あの、自衛隊のほうがもし、間に合うとしたら、いつまでだったら大丈夫なんですか。

もう、もうね。だめです。

もうだめなんですね。

うん。だから２号機用ということできていただければいいんで。とりあえず、持ってきていた

だければ。 

わかりました。はい。

はい。 

すいません。オフサイトセンターなんですけども、いまですね、自衛隊と打ち合わせが終わっ

たところなんですが、１

ラで来てるんですね。ということで、これから水をとって、パンタンクを満タンにしていくと

なるとですね、相当時間がかかります。数時間というようなオーダーが軽くかかってしまうの

で。＝ちょっと別のホウホウ

はい、それはそれでお願いします。２号基用にまた考えますので、よろしくお願いします。

すいません。２

もＣＳＴでしょうか。

え－、２号機のですね、まず補給源はですね、技能訓練センターの、あの、燃交機とかなんか

のクレーンを練習をするですね、大きな丸いタンクがあるんですね。そこに約８００ｔありま

す。ということで、少しはそこでもてるかなと。で、あとそれがなくなると、まあ、ろ過水と
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未定ですけれども、もう一度手動で開けられるような算段をして、圧を抜けるようにしたいと

思っとります。 

はい、あの、お願いします。迅速にお願いします。

さん、よろしいでしょうか。本店の●●です。１

はい、聞こえます。 

えっと、先ほど、あの、３号で炉内に

が蒸発してですね、その海水に切り替えるタイミングは大体どれ位になるか、ちょっと分かっ

たら教えてほしいんですけど、聞こえました？

海水はね、さっきも言ったけど、現場でホース繋ぎ替えだから、もう間もなくなんだ。だから、

繋ぎ替えたら連絡しますよ。 

はい、お願いします。 

 

あの、あとどれくらい？ 

いつまでに自衛隊が来なきやいけないかってことなんだ。

うん。だから、大体１０分位かなと思ったんだけど、現場から連絡が来ないだけなの。

いつまでに自衛隊は来なきやいけないの？水持って。

あの、自衛隊のほうがもし、間に合うとしたら、いつまでだったら大丈夫なんですか。

もう、もうね。だめです。 

もうだめなんですね。 

うん。だから２号機用ということできていただければいいんで。とりあえず、持ってきていた

わかりました。はい。 

すいません。オフサイトセンターなんですけども、いまですね、自衛隊と打ち合わせが終わっ

たところなんですが、１F にもですね、行っていただける可能性はあるんですけども、あのカ

ラで来てるんですね。ということで、これから水をとって、パンタンクを満タンにしていくと

なるとですね、相当時間がかかります。数時間というようなオーダーが軽くかかってしまうの

で。＝ちょっと別のホウホウ 

はい、それはそれでお願いします。２号基用にまた考えますので、よろしくお願いします。
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え－、２号機のですね、まず補給源はですね、技能訓練センターの、あの、燃交機とかなんか

のクレーンを練習をするですね、大きな丸いタンクがあるんですね。そこに約８００ｔありま

す。ということで、少しはそこでもてるかなと。で、あとそれがなくなると、まあ、ろ過水と
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か純水とか取りようによっては取れるかもしれないんですが、それよりは、熊川かなんかのほ

うが無限大に取れるだろうということで、まあ、給水車の数次第なんですが、もし揃うんであ

れば、熊川に、あの、浪江消防署からですね、小さい小型ポンプ車がもうそろそろ着きますん

で、それで給水車にどんどんどんどん補給するということを考えてます。

すいません。その給水車で運ぶ先はどこですか。

えっと、２号の裏にですね、防火水槽。これ、あの、１号機で使っちやったんですけど、ええ、

その防火水槽、いま、カラなんですが、まず、そこをメインに使うと。で、給水車が一杯あれ

ば、いま、３号で使っちやったんですが、その隣に３号の防火水槽がありまますすんで、そこ

を予備の溜め桝として保管するということを考えています。

はい。防火水槽は開放型なんですか。防火水槽は地中に埋めてあるやつですか。

そうです。 

分かりました。そこに入れるんですね。

はい。 

防火水槽の容量は？

４０ｔです。 

４０ｔです。分かりました。

ちょっと●●君、３号機のデータ、ちょっと説明してくれ。

ドライウェルベント再開です

えっと、いま、３号機は、えっとＡＯ

開いて、ドライウェルの圧力は若干下がってきてます。１２時３０分現在で、ドライウェル圧

力は５８０でゆっくり降下中。サブレッションチェンバーの圧力は５３０。炉圧はいま、０．

５３でゆっくりこれも降下しています。で、炉水位は若干ハンチングしつつ、一１７００と－

８００ですね。いま、あの、消火用水が切れてるはずですから、これは若干落っこってくると

思います。以上です。

この落ち方くらいはまだまだ大丈夫と見ていいの？

ただ、ただ、１００ｔ本当にお釜に入ったとすると、そんな５分とかそういう話じゃないと思

いますけど。 

いずれにしても、海水系の切り替えを早めにやってもらって、突っ込みましょう。

了解しました。

福島第二は水が足んなくなってるって、さっき聞きましたけど、困り具合は、その第一の、そ

の原子炉冷やすっていう観点とはちょっと違うその水の欲しさだと。プラントの正常な状態で、

要はきれいな水のところに、木戸の汚い水を入れたくないってことで、その、欲しいって言っ

てんだと思うんだけど、どのくらいの量があって、で、木戸川の水はまるで期待できないのか

どうか、どんなことになってんですか。

３号気取られてて、そこはそれでいいんだけど、２号のデータ大丈夫か。２号は。
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開いて、ドライウェルの圧力は若干下がってきてます。１２時３０分現在で、ドライウェル圧

力は５８０でゆっくり降下中。サブレッションチェンバーの圧力は５３０。炉圧はいま、０．

５３でゆっくりこれも降下しています。で、炉水位は若干ハンチングしつつ、一１７００と－

８００ですね。いま、あの、消火用水が切れてるはずですから、これは若干落っこってくると

この落ち方くらいはまだまだ大丈夫と見ていいの？ 

ただ、ただ、１００ｔ本当にお釜に入ったとすると、そんな５分とかそういう話じゃないと思

いずれにしても、海水系の切り替えを早めにやってもらって、突っ込みましょう。

福島第二は水が足んなくなってるって、さっき聞きましたけど、困り具合は、その第一の、そ

の原子炉冷やすっていう観点とはちょっと違うその水の欲しさだと。プラントの正常な状態で、

要はきれいな水のところに、木戸の汚い水を入れたくないってことで、その、欲しいって言っ

てんだと思うんだけど、どのくらいの量があって、で、木戸川の水はまるで期待できないのか

３号気取られてて、そこはそれでいいんだけど、２号のデータ大丈夫か。２号は。
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か純水とか取りようによっては取れるかもしれないんですが、それよりは、熊川かなんかのほ

うが無限大に取れるだろうということで、まあ、給水車の数次第なんですが、もし揃うんであ

れば、熊川に、あの、浪江消防署からですね、小さい小型ポンプ車がもうそろそろ着きますん

で給水車にどんどんどんどん補給するということを考えてます。 

えっと、２号の裏にですね、防火水槽。これ、あの、１号機で使っちやったんですけど、ええ、

その防火水槽、いま、カラなんですが、まず、そこをメインに使うと。で、給水車が一杯あれ

ば、いま、３号で使っちやったんですが、その隣に３号の防火水槽がありまますすんで、そこ

を予備の溜め桝として保管するということを考えています。 

はい。防火水槽は開放型なんですか。防火水槽は地中に埋めてあるやつですか。

ちょっと●●君、３号機のデータ、ちょっと説明してくれ。 
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８００ですね。いま、あの、消火用水が切れてるはずですから、これは若干落っこってくると

ただ、ただ、１００ｔ本当にお釜に入ったとすると、そんな５分とかそういう話じゃないと思

いずれにしても、海水系の切り替えを早めにやってもらって、突っ込みましょう。

福島第二は水が足んなくなってるって、さっき聞きましたけど、困り具合は、その第一の、そ

の原子炉冷やすっていう観点とはちょっと違うその水の欲しさだと。プラントの正常な状態で、

要はきれいな水のところに、木戸の汚い水を入れたくないってことで、その、欲しいって言っ

てんだと思うんだけど、どのくらいの量があって、で、木戸川の水はまるで期待できないのか

３号気取られてて、そこはそれでいいんだけど、２号のデータ大丈夫か。２号は。
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れば、熊川に、あの、浪江消防署からですね、小さい小型ポンプ車がもうそろそろ着きますん
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れば、熊川に、あの、浪江消防署からですね、小さい小型ポンプ車がもうそろそろ着きますん

えっと、２号の裏にですね、防火水槽。これ、あの、１号機で使っちやったんですけど、ええ、

その防火水槽、いま、カラなんですが、まず、そこをメインに使うと。で、給水車が一杯あれ

ば、いま、３号で使っちやったんですが、その隣に３号の防火水槽がありまますすんで、そこ

弁の修理が完了して、ドライウェルベント弁のラインが

開いて、ドライウェルの圧力は若干下がってきてます。１２時３０分現在で、ドライウェル圧

力は５８０でゆっくり降下中。サブレッションチェンバーの圧力は５３０。炉圧はいま、０．

５３でゆっくりこれも降下しています。で、炉水位は若干ハンチングしつつ、一１７００と－

８００ですね。いま、あの、消火用水が切れてるはずですから、これは若干落っこってくると

ただ、ただ、１００ｔ本当にお釜に入ったとすると、そんな５分とかそういう話じゃないと思

福島第二は水が足んなくなってるって、さっき聞きましたけど、困り具合は、その第一の、そ

の原子炉冷やすっていう観点とはちょっと違うその水の欲しさだと。プラントの正常な状態で、

要はきれいな水のところに、木戸の汚い水を入れたくないってことで、その、欲しいって言っ

てんだと思うんだけど、どのくらいの量があって、で、木戸川の水はまるで期待できないのか
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水位は３７００変わらず、炉圧とかドライウェル圧力は？

まだ、だめなの？

メールか、あるいはファックスか。写真がないんだったら。

い。 

《電話》はい、はい。はい、はい。

もしもし●●。

細かく３号の炉水位の変動を言ってください。

３８分現在で、

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

圧力は４８０。若干下がりましたね。サプチャンも４３０

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

またどっかでさぁ、ＳＲ

すわけだな。 

いま、炉圧下がってますから、多分ＳＲ弁開けたんだと思うんですけど。

開けた？ 

開いてますよね。開いてなきや下がらない。

すいません、ちょっとオフサイトセンターに繋がりませんかね。

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

炉圧下げますので。いま、そんな上がってないですけど、開けます。

本店ですけど。

はい。 

あっ、武藤さんですか。

はい。 

えっと、１F から聞いておられると思うんですが、なんかもう１

ような状況になってるのはご承知ですか。

もしもし。 

もしもし 

１F が水がなくなって。聞いてるよ。
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水位は３７００変わらず、炉圧とかドライウェル圧力は？

まだ、だめなの？ 

メールか、あるいはファックスか。写真がないんだったら。

《電話》はい、はい。はい、はい。

もしもし●●。 

細かく３号の炉水位の変動を言ってください。

３８分現在で、Aがマイナス１４００。

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

圧力は４８０。若干下がりましたね。サプチャンも４３０

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

またどっかでさぁ、ＳＲ 弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

 

いま、炉圧下がってますから、多分ＳＲ弁開けたんだと思うんですけど。

開いてますよね。開いてなきや下がらない。

すいません、ちょっとオフサイトセンターに繋がりませんかね。

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

炉圧下げますので。いま、そんな上がってないですけど、開けます。

本店ですけど。 

あっ、武藤さんですか。 

から聞いておられると思うんですが、なんかもう１

ような状況になってるのはご承知ですか。

が水がなくなって。聞いてるよ。
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発言内容

水位は３７００変わらず、炉圧とかドライウェル圧力は？

メールか、あるいはファックスか。写真がないんだったら。

《電話》はい、はい。はい、はい。 

細かく３号の炉水位の変動を言ってください。

がマイナス１４００。Bがプラマイほぼゼロで、いまそれほどハンチングして

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

圧力は４８０。若干下がりましたね。サプチャンも４３０

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

いま、炉圧下がってますから、多分ＳＲ弁開けたんだと思うんですけど。

開いてますよね。開いてなきや下がらない。

すいません、ちょっとオフサイトセンターに繋がりませんかね。

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

炉圧下げますので。いま、そんな上がってないですけど、開けます。

から聞いておられると思うんですが、なんかもう１

ような状況になってるのはご承知ですか。 

が水がなくなって。聞いてるよ。 
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発言内容 

水位は３７００変わらず、炉圧とかドライウェル圧力は？ 

メールか、あるいはファックスか。写真がないんだったら。

細かく３号の炉水位の変動を言ってください。 

がプラマイほぼゼロで、いまそれほどハンチングして

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

圧力は４８０。若干下がりましたね。サプチャンも４３０ です。

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

いま、炉圧下がってますから、多分ＳＲ弁開けたんだと思うんですけど。

開いてますよね。開いてなきや下がらない。 

すいません、ちょっとオフサイトセンターに繋がりませんかね。

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

炉圧下げますので。いま、そんな上がってないですけど、開けます。

から聞いておられると思うんですが、なんかもう１
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メールか、あるいはファックスか。写真がないんだったら。 地下だったら写真ないかもしれな

がプラマイほぼゼロで、いまそれほどハンチングして

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

 です。 

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

いま、炉圧下がってますから、多分ＳＲ弁開けたんだと思うんですけど。 

すいません、ちょっとオフサイトセンターに繋がりませんかね。 

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

炉圧下げますので。いま、そんな上がってないですけど、開けます。 

から聞いておられると思うんですが、なんかもう１F３が緊迫して、海水を入れる

 

地下だったら写真ないかもしれな

がプラマイほぼゼロで、いまそれほどハンチングして

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

 

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

３が緊迫して、海水を入れる

 

地下だったら写真ないかもしれな

がプラマイほぼゼロで、いまそれほどハンチングして

なくて安定してる状態ですね。で、炉圧は０．４５。まだ、降下し続けてます。ドライウェル

ああ、そういうことね。これ、でもさ、これって、あの、またさ、これで海水入れていくとさ、

弁がまだ閉じてんでしょ。同じようにバーンと頭詰めてってこと起こ

ちょっと確認しますけれども、いま、準備ができたってことで、ちょっと開けますので。で、

３が緊迫して、海水を入れる
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はい。じゃあ、時間になったら海水を入れるということで、承知してるってことですよね。

聞いてます。了解してます。

はい、分かりました。どうも。

高橋さんさん。

はい。 

第二が聞いてないみたいなんだけど、第二はまぁ、その、多分、今日中にって、まあ、今日中

かどうか分かんないけど、冷温停止だいぶ、この、もうちょっとって、とこまできてるから。

ええ。 

水がないって言ってんだけどさ、どの位水がないかって、その本店が把握してますか。

えっと、量については、ちょっと、私、承知してませんで、２Ｆ

す？ 

確認します。 

ちょっと、すいません。あの、いま、分かりませんので確認します。

多分木戸川がだめなんだよ。だから、プラントからきれいな格好にするためには、水、しばら

く入れてあげないとだめだと思います。

はい。あの、至急確認します。

福島第二です。本店本部、聞こえますか。

はい、どうぞ。はい、聞こえます。

今のおっしゃってた水の量というのは、いま、２Ｆ

ほとんど入っていない状況なので、そこをおっしゃってるんだと思いますが、水を一生懸命溜

める、自分のプラント側から戻して使うとかいう仕組みを使ってやっていくのと、あとは、木

戸川の水を何とか、今から、ピストン輸送で持ってこようということをやりながら、水を確保

しようと思ってます。

はい。 

で、東京から、例えば自衛隊で持ってきていただいたりしたのも使ってるんですが、一度に持

ってきていただく量ってのが、せいぜい

て、それはそれでありがたいんですけども、プラントで必要とする１日の水の量に比べたら全

然違っちゃうので、やっぱり我々、自衛隊の人などが車でですね、行ったり来たりしてくれな

がら、木戸川の水を汲んでもらうっていうやり方が一番いいと思ってます。以上。

あの、増田君さ。なかなかそちらとお話ができなかったんだけど、あの、２Ｆ３は冷温停止し

たということでよろしいですよね？

はい。２Ｆ３ は冷温になりまして、シャットダウンクーリングに今から行こうとしてるところ

です。 
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はい。じゃあ、時間になったら海水を入れるということで、承知してるってことですよね。

聞いてます。了解してます。 

はい、分かりました。どうも。

高橋さんさん。 

第二が聞いてないみたいなんだけど、第二はまぁ、その、多分、今日中にって、まあ、今日中

かどうか分かんないけど、冷温停止だいぶ、この、もうちょっとって、とこまできてるから。

水がないって言ってんだけどさ、どの位水がないかって、その本店が把握してますか。

えっと、量については、ちょっと、私、承知してませんで、２Ｆ

 

ちょっと、すいません。あの、いま、分かりませんので確認します。

多分木戸川がだめなんだよ。だから、プラントからきれいな格好にするためには、水、しばら

く入れてあげないとだめだと思います。

はい。あの、至急確認します。

福島第二です。本店本部、聞こえますか。

はい、どうぞ。はい、聞こえます。

今のおっしゃってた水の量というのは、いま、２Ｆ

ほとんど入っていない状況なので、そこをおっしゃってるんだと思いますが、水を一生懸命溜

める、自分のプラント側から戻して使うとかいう仕組みを使ってやっていくのと、あとは、木

戸川の水を何とか、今から、ピストン輸送で持ってこようということをやりながら、水を確保

しようと思ってます。 

で、東京から、例えば自衛隊で持ってきていただいたりしたのも使ってるんですが、一度に持
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はい、分かりました。どうも。 

第二が聞いてないみたいなんだけど、第二はまぁ、その、多分、今日中にって、まあ、今日中

かどうか分かんないけど、冷温停止だいぶ、この、もうちょっとって、とこまできてるから。
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める、自分のプラント側から戻して使うとかいう仕組みを使ってやっていくのと、あとは、木
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がら、木戸川の水を汲んでもらうっていうやり方が一番いいと思ってます。以上。
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で、東京から、例えば自衛隊で持ってきていただいたりしたのも使ってるんですが、一度に持

ｔっていう水が来てくれ
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で、１、２、４についても、要するに、海水冷却ができるようになるのが、１４日中だという

ことですか。 

ちょっと、じやあ、簡単に説明します。

はい。よろしくお願いします。

駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

に至るっていうふうに思ってます。

はい。 

で、それを避けるべくやってる活動は、ＲＨＲＣのＤ

生かそうとして、いま、やってまして、復旧の予定はあと１、２

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

運転できるかどうかはまだ分かりません。

高橋さん、武黒から電話が入ってますが、ちょっと出られますか。

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

合わせさせます。はい、分かりました。

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

号機いきます。２号機水温２７℃。サプチャンの圧力２９０ｋｐａ。こちらはＲＨＲＣ

ＲＨＲＳ のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

終わってからの作業になりますので、まだまだ先になります。

まだ、海水スタンバイできない、海水。

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

ン２２４ｋｐａ。ＲＨＲＣ

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

使用済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

Ｆ、簡単ですけど、以上です。

すいません、所長、所長。すいません。ちょっと訂正。

いいですか。えっと、３号、まず炉水位はＡ

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

況で。あっ、４７分がいま来ました。ちなみに４７

で、炉圧が０．３０。ドライウェル３９０。サプチャンが３４０です。

えっと、●●君、いま、何号機の話してるの？

２つあるだけです。

まずね、２Ｆの状況を報告してもらって、それで、いま、１

１Ｆの３。はい
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駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

に至るっていうふうに思ってます。 

で、それを避けるべくやってる活動は、ＲＨＲＣのＤ

生かそうとして、いま、やってまして、復旧の予定はあと１、２

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

運転できるかどうかはまだ分かりません。 

高橋さん、武黒から電話が入ってますが、ちょっと出られますか。

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

合わせさせます。はい、分かりました。 

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

号機いきます。２号機水温２７℃。サプチャンの圧力２９０ｋｐａ。こちらはＲＨＲＣ

のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

終わってからの作業になりますので、まだまだ先になります。

まだ、海水スタンバイできない、海水。 

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

のＤ、ＲＨＲＳのＤ

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

Ｆ、簡単ですけど、以上です。 

すいません、所長、所長。すいません。ちょっと訂正。

いいですか。えっと、３号、まず炉水位はＡ

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

況で。あっ、４７分がいま来ました。ちなみに４７

で、炉圧が０．３０。ドライウェル３９０。サプチャンが３４０です。

えっと、●●君、いま、何号機の話してるの？

まずね、２Ｆの状況を報告してもらって、それで、いま、１

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

で、１、２、４についても、要するに、海水冷却ができるようになるのが、１４日中だという

駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

で、それを避けるべくやってる活動は、ＲＨＲＣのＤ 号機、ＲＨＲＳのＤ

生かそうとして、いま、やってまして、復旧の予定はあと１、２

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

 

高橋さん、武黒から電話が入ってますが、ちょっと出られますか。

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

号機いきます。２号機水温２７℃。サプチャンの圧力２９０ｋｐａ。こちらはＲＨＲＣ

のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

終わってからの作業になりますので、まだまだ先になります。

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

のＤ、ＲＨＲＳのＤ の２台を３号機の熱交建屋の電源、３Ｄ

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

すいません、所長、所長。すいません。ちょっと訂正。 

いいですか。えっと、３号、まず炉水位はＡ が－１５００、Ｂ

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

況で。あっ、４７分がいま来ました。ちなみに４７ 分は炉水位が－１３００

で、炉圧が０．３０。ドライウェル３９０。サプチャンが３４０です。

えっと、●●君、いま、何号機の話してるの？ 

まずね、２Ｆの状況を報告してもらって、それで、いま、１

３号機で冷却停止、ベント） 

 

で、１、２、４についても、要するに、海水冷却ができるようになるのが、１４日中だという

駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

号機、ＲＨＲＳのＤ

生かそうとして、いま、やってまして、復旧の予定はあと１、２ 時間。ただし、ポンプモータ

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

高橋さん、武黒から電話が入ってますが、ちょっと出られますか。 

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

号機いきます。２号機水温２７℃。サプチャンの圧力２９０ｋｐａ。こちらはＲＨＲＣ

のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

終わってからの作業になりますので、まだまだ先になります。 

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

の２台を３号機の熱交建屋の電源、３Ｄ

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

が－１５００、Ｂ が－２００。で、炉圧が０．

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

分は炉水位が－１３００

で、炉圧が０．３０。ドライウェル３９０。サプチャンが３４０です。 

まずね、２Ｆの状況を報告してもらって、それで、いま、１F の３。 

 

で、１、２、４についても、要するに、海水冷却ができるようになるのが、１４日中だという

駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

号機、ＲＨＲＳのＤ 号機、この２つを

時間。ただし、ポンプモータ

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

号機いきます。２号機水温２７℃。サプチャンの圧力２９０ｋｐａ。こちらはＲＨＲＣ のＢ、

のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

の２台を３号機の熱交建屋の電源、３Ｄ 

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

が－２００。で、炉圧が０．

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

分は炉水位が－１３００ の－１０００。

 

で、１、２、４についても、要するに、海水冷却ができるようになるのが、１４日中だという

駆け足で。１号機、いま、水温１３６℃。サプチャンの圧力が３００ｋＰａです。ですから、

これ、１号機は我々の予想だと、３月１３日、今日の夜、２３時にラプチャーディスクの破損

号機、この２つを

時間。ただし、ポンプモータ

ーが回ったとしても、系統的にみると水浸しの所が一杯あるので、ほんとに冷却機能を持って

ちょっと、ちょっと、●●君。聞いててくれる。《電話》はいはい、分かりました。いま、う

ちからまとめてるので、●●。ちょっと工務にも入ってもらって。東芝さんとすぐここで打ち

ということで、まあ、パトロールしながらやってますけども、そういう状況が１号機です。２

のＢ、

のＢ、この２台を生かそうとしてラドから電源を引っぱってます。これは、１号機が

こちらは、我々の評価だとラプチャーブィスクの破損に至るのは３月１４日、明日の朝の９時

です。３号機は先ほど申し上げたように、これからシャットダウンクーリングに入れようとい

うところで、プラント運転員がやってるところです。４号機、炉水の温度１３１℃。サプチャ

 の２

から持ってこようとしてます。こちらは、ラプチャーディスクの破損に至るのは３月１５日の

２０時以降、もうちょっと先だと思ってます。まだちょっと余裕あります。ただし、４号機は

済み燃料プールの温度が４８℃か４９℃とかその位まで上がってますので、おそらく湯気

相当出てると思いますので、なるべく早く冷却系を生かしたいと思ってます。いま、言ったの

が直接的な冷却手段で、あとはＲＨＲとＥＥＣＷを同じようにして、４台とも生かすと、あっ、

ごめんなさい、３台。３号機は生きてますんで、残りの３台で生かしてくという状況です。２

が－２００。で、炉圧が０．

３２。ドライウェル圧力が４００。サプチャンが３６０ですね。ドライウェルは若干下がって

きてます。炉圧も若干下がってきています。炉水位はちょっとよく分かりませんね。という状

の－１０００。
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の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。

すいません。先ほどＳＲ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ

ちり付けるやり方で再結線いたします。

３号ですけれども。４９分のデータです。えっと、炉水位はＡが－１３００、－１６００

やはりジリジリと下がってきてます。

下がりつつあるね。

はい。で、炉圧が０．２７。ドライウェル３７０。サブチャンが３２０

だから、Ｄ／Ｄ

効いてない。今は全然入ってないと思いますね。

やっぱりよかったな。海水系用意しといてなあ－、消火ポンプ。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの近傍でデータが出まし

たのでお知らせします。正門、１２時、５．５４５マイクロＳｖ／ｈ。正門のダストですが、

１０時５０分から１１時１０分で採取しておりましたが、希ガス、ヨウ素で２．６×１０－３

Ｂｑ／ｃｍ３でございます。また、ＭＰ４西側でございます

２時２０分ですが、４７マイクロＳｖ／ｈ

あの、消火チーム、お水チーム。海水はまだ？通じないんだ。

えっと現場でやってるらしいんですけど、なかなか一装備が－

あっ、装備が、ないよね。●●さん、ポンプはいま２台あんだよね？

えっと、２号用は、えっと、一応２台あります。

２台あると。 

はい。 

やっば、防火水槽から送る場合は２台ないと。

本部長、本部長、復旧班ですが。事務本館に荷物を取りに行きたい者が２名いるんですが、よ

ろしいですか。

はい、行ってください。仕事に必要なやつだよね。

給水車の６ｔの、消防用ですけれども、１台、消防車。いや、消防員の方５名でオフサイトセ

ンター出ましたので、こちらのほうまもなく来ます。

●●君さ、●●君、あの。

何でも用意できたら、入れますって言って、入れていいからね。遠慮しないで。
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の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。

すいません。先ほどＳＲ 弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ

ちり付けるやり方で再結線いたします。

３号ですけれども。４９分のデータです。えっと、炉水位はＡが－１３００、－１６００

やはりジリジリと下がってきてます。

下がりつつあるね。 

はい。で、炉圧が０．２７。ドライウェル３７０。サブチャンが３２０

だから、Ｄ／Ｄ が効いてないんだね。

効いてない。今は全然入ってないと思いますね。

やっぱりよかったな。海水系用意しといてなあ－、消火ポンプ。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの近傍でデータが出まし

たのでお知らせします。正門、１２時、５．５４５マイクロＳｖ／ｈ。正門のダストですが、

１０時５０分から１１時１０分で採取しておりましたが、希ガス、ヨウ素で２．６×１０－３

Ｂｑ／ｃｍ３でございます。また、ＭＰ４西側でございます

２時２０分ですが、４７マイクロＳｖ／ｈ

あの、消火チーム、お水チーム。海水はまだ？通じないんだ。

えっと現場でやってるらしいんですけど、なかなか一装備が－

あっ、装備が、ないよね。●●さん、ポンプはいま２台あんだよね？

えっと、２号用は、えっと、一応２台あります。

 

やっば、防火水槽から送る場合は２台ないと。

本部長、本部長、復旧班ですが。事務本館に荷物を取りに行きたい者が２名いるんですが、よ

ろしいですか。 

はい、行ってください。仕事に必要なやつだよね。

給水車の６ｔの、消防用ですけれども、１台、消防車。いや、消防員の方５名でオフサイトセ

ンター出ましたので、こちらのほうまもなく来ます。

●●君さ、●●君、あの。 

何でも用意できたら、入れますって言って、入れていいからね。遠慮しないで。

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。

弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ

ちり付けるやり方で再結線いたします。 

３号ですけれども。４９分のデータです。えっと、炉水位はＡが－１３００、－１６００

やはりジリジリと下がってきてます。 

はい。で、炉圧が０．２７。ドライウェル３７０。サブチャンが３２０

が効いてないんだね。 

効いてない。今は全然入ってないと思いますね。

やっぱりよかったな。海水系用意しといてなあ－、消火ポンプ。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの近傍でデータが出まし

たのでお知らせします。正門、１２時、５．５４５マイクロＳｖ／ｈ。正門のダストですが、

１０時５０分から１１時１０分で採取しておりましたが、希ガス、ヨウ素で２．６×１０－３

Ｂｑ／ｃｍ３でございます。また、ＭＰ４西側でございます

２時２０分ですが、４７マイクロＳｖ／ｈ でございます。

あの、消火チーム、お水チーム。海水はまだ？通じないんだ。

えっと現場でやってるらしいんですけど、なかなか一装備が－

あっ、装備が、ないよね。●●さん、ポンプはいま２台あんだよね？

えっと、２号用は、えっと、一応２台あります。

やっば、防火水槽から送る場合は２台ないと。

本部長、本部長、復旧班ですが。事務本館に荷物を取りに行きたい者が２名いるんですが、よ

はい、行ってください。仕事に必要なやつだよね。

給水車の６ｔの、消防用ですけれども、１台、消防車。いや、消防員の方５名でオフサイトセ

ンター出ましたので、こちらのほうまもなく来ます。

 

何でも用意できたら、入れますって言って、入れていいからね。遠慮しないで。

３号機で冷却停止、ベント
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の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。

弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ

３号ですけれども。４９分のデータです。えっと、炉水位はＡが－１３００、－１６００

はい。で、炉圧が０．２７。ドライウェル３７０。サブチャンが３２０

効いてない。今は全然入ってないと思いますね。 

やっぱりよかったな。海水系用意しといてなあ－、消火ポンプ。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの近傍でデータが出まし

たのでお知らせします。正門、１２時、５．５４５マイクロＳｖ／ｈ。正門のダストですが、

１０時５０分から１１時１０分で採取しておりましたが、希ガス、ヨウ素で２．６×１０－３

Ｂｑ／ｃｍ３でございます。また、ＭＰ４西側でございます

でございます。 

あの、消火チーム、お水チーム。海水はまだ？通じないんだ。

えっと現場でやってるらしいんですけど、なかなか一装備が－

あっ、装備が、ないよね。●●さん、ポンプはいま２台あんだよね？

えっと、２号用は、えっと、一応２台あります。 

やっば、防火水槽から送る場合は２台ないと。 

本部長、本部長、復旧班ですが。事務本館に荷物を取りに行きたい者が２名いるんですが、よ

はい、行ってください。仕事に必要なやつだよね。 

給水車の６ｔの、消防用ですけれども、１台、消防車。いや、消防員の方５名でオフサイトセ

ンター出ましたので、こちらのほうまもなく来ます。 

何でも用意できたら、入れますって言って、入れていいからね。遠慮しないで。
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の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。

弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ
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はい。で、炉圧が０．２７。ドライウェル３７０。サブチャンが３２０ です。

やっぱりよかったな。海水系用意しといてなあ－、消火ポンプ。 
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えっと現場でやってるらしいんですけど、なかなか一装備が－ うまくいけてない。

あっ、装備が、ないよね。●●さん、ポンプはいま２台あんだよね？ 

本部長、本部長、復旧班ですが。事務本館に荷物を取りに行きたい者が２名いるんですが、よ
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と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

思ってますので、まぁ、急いで海水手配しますが、ええ、そういう状況です。 

弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ

３号ですけれども。４９分のデータです。えっと、炉水位はＡが－１３００、－１６００

です。 

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの近傍でデータが出まし
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の、炉圧が上がったり、格納容器圧力が上がったりしたわけですけれども、格納容器ベントが、

バルブが閉まってるということで、それ開けに行ったりということで、そこはクリアしました

と。ただ、いま、あの、お水がなくなっちやったので、海水を引くと、海水注入という切り替

え操作を現場で行なってるとこ。それができたかどうかという返事を現場から待ってるという

のが、今のこちらの緊対室の状況です。ただ、炉側の水位はそれなりに安定してる状況かなと

弁が閉まったのはですね、別に窒素がなくなったわけではなくて、あ

の、配線が、バッテリーからの配線がただ単に外れただけだそうですんで、今回、もっとがっ
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給水車の６ｔの、消防用ですけれども、１台、消防車。いや、消防員の方５名でオフサイトセ
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すいません。１

邸側に要求した中で、消防車を要求しているんですけど、どれ位の容量の消防車が欲しいか、

仕様をある程度、《ピー音》。

●●さん、●●さん、お願いします。

本来は大きい３０００ｔ位の、いや３０００Ｌ位のほうが良いかもしれませんが、多分１００

ＯＬ 位だと思うんですが、基本的に多分１００ＯＬ位が大体各社さん持ってると思ってるんで

すが。 

じゃあ、１００ＯＬ

いうことですね？台数は？台数はどれくらい？

台数はですね。消防車として使うよりは、給水車ということで使いたいと考えております。

台数です。台数。

数があればあっただけ何台でもいい、笑

あるだけ、用意できる限り。分かりました。

お願いします。

●●君、データは変化かなり大きい？そうでもない？

今のところまだ変化はないですけど、やっぱり炉水位はジリジリ下がってきて－１３００、一

１９００ です。

まだ若干辛抱できるな？

若干、徐々に漸減している感じですね。ドライウェル圧力はほぼ落ち着いて、あっ、でも若干

下がってきてますね。炉圧も若干下がってきてます。だから、やっぱり水です。

はい。頼んます。

発電班から情報です。２号ですけれども、現在計器の調整中なんですが、えードライウェルの

ですね、圧力が見れるようになって指示を確認したところ、ドライウェルが０．５９５ＭＰａ

【ａｂｓ】。サプチャン側が０．５９０Ｍｐａ［ａｂｓ】ということで、１００

４９ ということで非常にドライウェルとしてヤバい状態であることが、計器の復旧で分かりま

したので、速やかな対応をしてきたい。

PCV ベントはラインナップされているから、あとはラプチャーが来れば。

対策本部の皆さん、１

お取り込み中すいません。ちょっと情報があります。福島県が当社の福島事務所に話をしてき

たところによりますと、福島県として消防庁へ要請をしたいと、内容は１

ールに冷水を入れてほしいという要請を消防庁に県としてやると。それをマスコミの場で公表

したいという話を言ってきたそうです。そういう情報があります。

はい、分かりました。ありがとうございます。

これに対して必要な処置があれば、逆に言ってください。お願いします。

やる方法としては、消防ヘリで上から突っ込むというようなことを考えてらっしやるんだと思

うんだけれども、それは多分線量とか、そういうところだとか、うまく飛散するだとかをやっ

ぱり具体的に考えないと難しいと思いますので、ちょっと逆に言うとそこらへんの方策につい

て、もしそれが可能になった場合は本店のほうでよくフォローアップしていただければありが
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すいません。１F さん、よろしいでしょうか。本店です。１

邸側に要求した中で、消防車を要求しているんですけど、どれ位の容量の消防車が欲しいか、

仕様をある程度、《ピー音》。

●●さん、●●さん、お願いします。

本来は大きい３０００ｔ位の、いや３０００Ｌ位のほうが良いかもしれませんが、多分１００

位だと思うんですが、基本的に多分１００ＯＬ位が大体各社さん持ってると思ってるんで

じゃあ、１００ＯＬ の消防車なんだけど、もっと大きいのがあればもっと大きいのが欲しいと

いうことですね？台数は？台数はどれくらい？

台数はですね。消防車として使うよりは、給水車ということで使いたいと考えております。

台数です。台数。 

数があればあっただけ何台でもいい、笑

あるだけ、用意できる限り。分かりました。

お願いします。 

●●君、データは変化かなり大きい？そうでもない？

今のところまだ変化はないですけど、やっぱり炉水位はジリジリ下がってきて－１３００、一

です。 

まだ若干辛抱できるな？ 

若干、徐々に漸減している感じですね。ドライウェル圧力はほぼ落ち着いて、あっ、でも若干

下がってきてますね。炉圧も若干下がってきてます。だから、やっぱり水です。

はい。頼んます。 

発電班から情報です。２号ですけれども、現在計器の調整中なんですが、えードライウェルの

ですね、圧力が見れるようになって指示を確認したところ、ドライウェルが０．５９５ＭＰａ

【ａｂｓ】。サプチャン側が０．５９０Ｍｐａ［ａｂｓ】ということで、１００

ということで非常にドライウェルとしてヤバい状態であることが、計器の復旧で分かりま

したので、速やかな対応をしてきたい。

ベントはラインナップされているから、あとはラプチャーが来れば。

対策本部の皆さん、１F吉田所長、聞いてください。開こえますか。吉田所長、聞こえます？

お取り込み中すいません。ちょっと情報があります。福島県が当社の福島事務所に話をしてき

たところによりますと、福島県として消防庁へ要請をしたいと、内容は１

ールに冷水を入れてほしいという要請を消防庁に県としてやると。それをマスコミの場で公表

したいという話を言ってきたそうです。そういう情報があります。

はい、分かりました。ありがとうございます。

これに対して必要な処置があれば、逆に言ってください。お願いします。

やる方法としては、消防ヘリで上から突っ込むというようなことを考えてらっしやるんだと思

うんだけれども、それは多分線量とか、そういうところだとか、うまく飛散するだとかをやっ

ぱり具体的に考えないと難しいと思いますので、ちょっと逆に言うとそこらへんの方策につい

て、もしそれが可能になった場合は本店のほうでよくフォローアップしていただければありが
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発言内容

さん、よろしいでしょうか。本店です。１

邸側に要求した中で、消防車を要求しているんですけど、どれ位の容量の消防車が欲しいか、

仕様をある程度、《ピー音》。 

●●さん、●●さん、お願いします。 

本来は大きい３０００ｔ位の、いや３０００Ｌ位のほうが良いかもしれませんが、多分１００

位だと思うんですが、基本的に多分１００ＯＬ位が大体各社さん持ってると思ってるんで

の消防車なんだけど、もっと大きいのがあればもっと大きいのが欲しいと

いうことですね？台数は？台数はどれくらい？

台数はですね。消防車として使うよりは、給水車ということで使いたいと考えております。

数があればあっただけ何台でもいい、笑 

あるだけ、用意できる限り。分かりました。

●●君、データは変化かなり大きい？そうでもない？

今のところまだ変化はないですけど、やっぱり炉水位はジリジリ下がってきて－１３００、一

若干、徐々に漸減している感じですね。ドライウェル圧力はほぼ落ち着いて、あっ、でも若干

下がってきてますね。炉圧も若干下がってきてます。だから、やっぱり水です。

発電班から情報です。２号ですけれども、現在計器の調整中なんですが、えードライウェルの

ですね、圧力が見れるようになって指示を確認したところ、ドライウェルが０．５９５ＭＰａ

【ａｂｓ】。サプチャン側が０．５９０Ｍｐａ［ａｂｓ】ということで、１００

ということで非常にドライウェルとしてヤバい状態であることが、計器の復旧で分かりま

したので、速やかな対応をしてきたい。 

ベントはラインナップされているから、あとはラプチャーが来れば。

吉田所長、聞いてください。開こえますか。吉田所長、聞こえます？

お取り込み中すいません。ちょっと情報があります。福島県が当社の福島事務所に話をしてき

たところによりますと、福島県として消防庁へ要請をしたいと、内容は１

ールに冷水を入れてほしいという要請を消防庁に県としてやると。それをマスコミの場で公表

したいという話を言ってきたそうです。そういう情報があります。

はい、分かりました。ありがとうございます。

これに対して必要な処置があれば、逆に言ってください。お願いします。

やる方法としては、消防ヘリで上から突っ込むというようなことを考えてらっしやるんだと思

うんだけれども、それは多分線量とか、そういうところだとか、うまく飛散するだとかをやっ

ぱり具体的に考えないと難しいと思いますので、ちょっと逆に言うとそこらへんの方策につい

て、もしそれが可能になった場合は本店のほうでよくフォローアップしていただければありが
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たいんですが。

分かりました。方策系については本店のほうでいまチームを作って考えてます。ヘリコプター

で入れる方法、それから消防の下から水を噴き上げてかける方法などいくつか考えてます。

はい、お願いします。

はい、じゃあ、事務所を通じて県とよく調整するようにします。以上です。

よろしくお願いします。

はい、了解しました。

すいません、広報班なんですけど、今のことについてですね、１つアイデアを持っておりまし

て、毎正時の情報の中に、当社としても使用済み燃料プールの冷却について関係箇所と調整し

ています、ということを事実として書いておくということが必要かと思っておりまして、１

といま調整をしております。

はい、おまかせします。

文案ができましたらご紹介いたします。

はい。 

海水どう？海水。あとどれ位かとかさ、それが分かんないから皆イライラするんでさ。

１３時ちょうどの３号のデータですけども、炉水位がマイナス１４００

でジリジリ落っこちてきてます。

はい。 

炉圧が０．１９、ドライウェル３００、サプチャンが２５０です。

了解。 

保安班よりモニタリングポスト４番の最新のデータが入りましたので紹介いたします。１２時

４２分現在、４５．９マイクロＳｖ／ｈでございます。とくに大きな変化はありません。

●●さん、ごめん、そろそろ２号も危なくなってきそうなんで、ＳＲ弁開いて、注水すること

も視野に入ってきたんだけども、時間的に言うとこれからＳＲ

指令が出れば、５分位では可能だと思っております。

いやいやそんなことない・・・

水側ではどれ位で手配できる？

いま、土木さんの４ｔ車とこれから消防署さんの６ｔでピストンやりますから、４０ｔ溜めん

のにも、１回で１０ｔですから４往復。４往復やんなくちゃいけないから、結構かかりますね。

かかる？そうすると、それはそれで用意しておいて、海水で３号と２号のそのラインの切り分

けで、まず、いま、３号にちょっととりあえず入れられるだけ入れておいて、２号に切り替え

て、入れるだとか、ちょっとそのライン運用で、やることも考えないといけないな。

そうですね 
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それちょっと検討して。で、それより先に海の水はいっできるかってこと。

今、電話ごしでもうすぐと言って、あと何分と聞いたら切られちゃいました。

さっき５分とか言ってて。

２号機の安全弁のバッテリー回路の繋ぎ込みはＯＫ

了解。 

復旧班です。２号機のＳＲ弁のバッテリーの繋ぎ込みは完了いたしました。必要な時が来れば

いつでもＳＲ弁は開けられる状態にあります。

Ｉ個なんです、バッテリー。２個に増やせます？

これから？それはできます。引き続き検討。２個にする。了解、了解。

１F 画面：女性の声》お知らせします。現在、免震棟内の水量がかなり少なくなっております。

汚染の洗浄等で支障を来しますので、皆さまのご協力をお願いいたします。繰り返します。現

在、免震棟内の水量がかなり少なくなっております。

ホウ酸を持っていく手配

ホウ酸はだいぶ前に持っていき－。

送水開始しました。

送水開始？よし、３号機送水再開。海水による送水を３号機再開しました。本店さん？本店さ

ん？ 

はい、どうぞ。

３号機の海水への繋ぎ込みが終わりまして、消防車、海水をいま３号機に送水し始めたところ

です。 

注入始めた？ 

１ 時１２ 分ってことにしましょう。

ラインナップが終わって注入したってことですね？

そうです。 

はい、了解。 

で、いつ減圧していつ注水・・

３号？ 

海水？残念ながら海水しかないらしい。

厚生班からお知らせします。朝昼兼の食事として、牛乳とパン類を配給しますので、会議室に

お越しください。また水は空のボトルと交換になります。名前を書いて使って下さい。繰り返

しお知らせいたします。朝昼兼の食事として、牛乳とパン類とかを配給しますので、会議室に
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お越しください。水は空ボトルと引き換えになります。－

ださい。以上です。

本店さん？本店さん？

はい？ 

２号が炉水位は安定してるものの、絡納容器の圧力が、いま分かったんだっけ？ちょっと２号

のデータちょっと説明して。あのね、もうすでにかなり高い値になっているんです。０．５９

Ｍｐａ位になってるんで、これはかなり何か中で変化があると思わざるを得ないんで、いま、

逃がし弁のですね、えー逃がし弁機能のほうが生きましたので、逃がし弁を開けまして、いま、

３号にとりあえずしばらくの間、３号にメイキャップしますが、この海水をとりあえず２号に

ぶち込んで、３号、２号の切り替えをしつつですね、注水作業をしていきたいと思っておりま

す。で、２号は２号でまた別の水はパララで用意して、ポンプも用意してありますので、そう

いうことでいいよな？それはそれでパラで用意して、どっかでパラランできるような形にした

いと思いますが、とりあえずは２号機の除熱を最優先したいと思って、そんな手順で運転した

いと思いますが。

もう一回確認してくれる？２号機のほうは。優先するのは３号？２号？

２号機のほうのデータはですね、炉水位は変わってないんだけど、他のパラメータが格納容器

の圧力などが大きく

開いて注水する必要があるというふうに考えてます。

はい。注水は真水ですか、海水ですか。

いやいや、ですから、注水はいまもうあるのは２号機用の用意してるのはまだ間に合わないの

で、３号機用に注入している海水を２号機に注入します。ほんで、３号機と２号機は切り替え、

ラインで切り替えができるので、３号がしんどくなったらまた３号に注入するという切り替え

をしながらメイキャップしていきたいというふうに考えてます。

２号に先に入れて、それから３号が危なくなったら３号に切り替えるよって、そういうことで

すね？ 

そうです。３号はさっきも注水しない時間が３０分位あったんですが、それなりに安定してま

したんで。 

じゃあ自衛隊、間に合わないんだ。

間に合わせるんだ。どんどん持ってくるんだ。で、着いたら着いたで自衛隊が、っていってた。

分かりました。

もう真水はないってことね、２号機。２号機も最初からもう海水で行かざるを得ないというこ

とですか。 

はい。２号機も最初から海水で行かざるを得ないということです。

１３時１０分で海水注入開始した時点、炉水位が－１７００の－２２００。えーまだ上昇傾向

は見られません。で、炉圧が０．１７、ドライウェル２８０、サプチャンが２３０です。

じゃあ、もうちょっと注入してみましょうね。

おそらく２号機はＲＣＩＣ

ろでＳＲ弁開いて。

いや、いま、ＲＣＩＣ

力が大きく上がってるのがさぁ気になるでしょ？
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間に合わせるんだ。どんどん持ってくるんだ。で、着いたら着いたで自衛隊が、っていってた。 
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は見られません。で、炉圧が０．１７、ドライウェル２８０、サプチャンが２３０です。 

があるうちはＲＣＩＣを使うんだと思うんですよ。なくなったとこ

があるって確認できるの？炉圧がさぁ、炉圧じゃなくてドライウェル圧
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わかりました。

炉圧がダウンスケール、これは復帰できないのか。炉圧を見ておかないとこれから監視できな

いんだけどさ。

通報班から報告します。ベント弁、ベント操作のための前準備と、それからその旨の事前通告

のプレス文の県への通告については１３時０５分に終わりました。

はい、了解。で、水の操作班に切り替えの手順が入ってくるんで、その辺の段取りをしといて

ほしいんだけど、それは運転なのか、それともそっちなのか、そっちで分かるのね。＝

２号、海水入れる消火系に・・・

うん。 

えっと、すいません、本店さん、本店さん。

はい。 

２号はもうこういう状況なので、やっぱり燃料破損をする前にやっときたいんで、やむを得ず

海水を入れますが、それについてＮＩＳＡだとか官邸からですね、えーもうやむを得ないとい

う判断をしていただきたいなと思うんですけど。

分かりました。説明するときにＲＣＩＣ

ど、炉圧から言っておかしいと、そういうことですか。

ええ、ＲＣＩＣ

水位は安定してるんだけど、ほかのパラメータがいまノ、ンチングしているということなんで

すよ。大きく変わっているということ。そんで、いま、２号機は見れるパラメータが炉水位と

ドライウェル圧力位しかなくて、炉圧だとかそれ以外のものはハンチング、あーダウンスケー

ルしてるんで、まずちょっとそれを大至

操作してもちょっと状況が分からないですね。ということで今は３号機に海水を注入している

という状況です。

はい。そういう状況を官邸とＮＩＳＡに連絡します。ちょっと連絡してくれるかな。

お願いします。

ＯＫ。ＮＩＳＡ

武黒さんとこ、電話してくれる？

はい。 

武黒さんとこ、電話、これでいいんでしたつけ？

いや、これでも出るんじゃないかな。

さっきの……。ここに入れたけどさ。

《勝俣会長に向かって》２号機が水位が安定しているデータはあるんだけれども、ハンチング

しちゃってて。

吉田さん、開こえます？
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《勝俣会長に向かって》そういう状況を保安院と官邸と。

吉田さん、聞こえます？１

《電話》ちょっと違う電話でしようとしている。まず３号の海水注入は１時１２分でしたっけ、

RCIC の状況はもう一度確認していますが、水位は変動がないですが、炉圧が変動しているとい

うことで、要注意ということで－－ＳＲＶ

ところで動いていいですか、というふうに。まず、燃料が破損するよりはいいので。１Ｆ２号

機についてもそういう方向でいま現場から話があった＝

かそういう話が。ええ、ええ。本店のほうもそういうことをまた－

メーターしていないということになれば、間髪入れずそういう作業に入る、それを保安院と官

邸に、１F2 と１

F２と１F３は切り替えが可能なので、３

切り替えると、当座ですよ、２号が到着したら２号にいれる。そういうのがいま最新の状況。’

ちょっとそんなところ。まず１

えている。 私も社長と一緒に官邸にまた行きますから、新しいことがあったらまた引き継ぎま

す。《電話終了》

２号の RCIC の状況ってさ、もうちょっと分からないかな。

２号を現場で一番、

現場で２号のＲＣＩＣ

時間といつ何メガパスカルを確認したかをちょっといますぐ。あの。

それはもうあそこに書いてあるんだ。１０時５０分位に確認してる。そのあと、確認したか？

あとは確認してません。

１F 吉田さん、聞こえますか。１

ちょっとライン図ちゃんと見せて操作確認してね、●●。

１F 吉田さん、聞こえます？

まだ切り替えてないだろう？

圧抜いちゃうと入っちゃう。

いや、だから、３号機側入ってんだろ？入っているだろ。３号機側から入ってるだろ？それで

この状態で、２号機側はチェッキ弁になってるから、これ開けるんだろ？これチェッキ弁ポン

と開けて、ああ、そういうことね。そうしたら、２

すると量が半分になっちゃう。それはそれでやる。まずは、最初は３号機のやつを２号機に海

水を持っていってやると、量が足りないから、２号機はまだ時間かかるんでしょ？単独のＦＰ

は？ 

これから水入れなきゃいけないから。

だから今はもうあんまり手配した水以外は期待しないことだな。

１F 吉田さん、聞こえますか。

１３時１８分の３号のデータですけれども、炉水位が－１６００

っと変化ありません。

変化ない？ 
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《勝俣会長に向かって》そういう状況を保安院と官邸と。

吉田さん、聞こえます？１F吉田さん、１

《電話》ちょっと違う電話でしようとしている。まず３号の海水注入は１時１２分でしたっけ、

の状況はもう一度確認していますが、水位は変動がないですが、炉圧が変動しているとい

うことで、要注意ということで－－ＳＲＶ

ところで動いていいですか、というふうに。まず、燃料が破損するよりはいいので。１Ｆ２号

機についてもそういう方向でいま現場から話があった＝

かそういう話が。ええ、ええ。本店のほうもそういうことをまた－

メーターしていないということになれば、間髪入れずそういう作業に入る、それを保安院と官

と１F３が、いま１

３は切り替えが可能なので、３

切り替えると、当座ですよ、２号が到着したら２号にいれる。そういうのがいま最新の状況。’

ちょっとそんなところ。まず１

私も社長と一緒に官邸にまた行きますから、新しいことがあったらまた引き継ぎま

す。《電話終了》 

の状況ってさ、もうちょっと分からないかな。

２号を現場で一番、 

現場で２号のＲＣＩＣ については起動していること、それから吐出圧力確認したはずなんで。

時間といつ何メガパスカルを確認したかをちょっといますぐ。あの。

それはもうあそこに書いてあるんだ。１０時５０分位に確認してる。そのあと、確認したか？

あとは確認してません。 

吉田さん、聞こえますか。１

ちょっとライン図ちゃんと見せて操作確認してね、●●。

吉田さん、聞こえます？ 

まだ切り替えてないだろう？ 

圧抜いちゃうと入っちゃう。 

いや、だから、３号機側入ってんだろ？入っているだろ。３号機側から入ってるだろ？それで

この状態で、２号機側はチェッキ弁になってるから、これ開けるんだろ？これチェッキ弁ポン

と開けて、ああ、そういうことね。そうしたら、２

すると量が半分になっちゃう。それはそれでやる。まずは、最初は３号機のやつを２号機に海

水を持っていってやると、量が足りないから、２号機はまだ時間かかるんでしょ？単独のＦＰ

これから水入れなきゃいけないから。

だから今はもうあんまり手配した水以外は期待しないことだな。

吉田さん、聞こえますか。

１３時１８分の３号のデータですけれども、炉水位が－１６００

っと変化ありません。 
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はい。 

入ってないのかなあ。

まだちょっと分からないです。ただ、フラッシュしてるでしょうから、ちょっと分からないで

す。 

えっと悪い、海水の流量と吐出圧がちゃんとあるかどうか確認してくれる？

ちなみに炉圧は０．１４、ドライウェル２６０、サプチャン２１０だからそっちはあんま変わ

ってないです。

ええと、３号機のほうの現場からですけれども、リアクタービルの二重扉の内側で３００ｍＳ

ｖ／ｈ。 

え？ 

３００。ミリシーベルトパーアワー。線量上がってモクモクした状態になってます。３号機、

３号機。なので３号機も注水が必要。で、２号機も今の状況だと単独で水入れないと怖くてＳ

Ｒ 弁開けられない状態。ＳＲ

させたいんだけれども、炉圧が見えないっていうのが１個と、それから下げたときに注水がえ

っとできなければ逆効果なので注水をさせることを考えないといけないという状況です。で、

そっちが、消防側の２号単独のラインナップをいまやってくれてると思うんですけど。３号と

バラで共用で入れる？

違う、違う。まずは。いま、ラインナップは、今で圧が抜けると、３号と２号に両方に行くよ

うになるわけね。

そうです。すでに両方に圧力かかってます。

かかってるのね。ほんで３号のほうにはいまどれ位の圧力と何立米流れてるかって分かるんだ

っけ。 

さっきまでは０．８Ｍｐａの８００Ｌ／ｍｉｎ

ます。そこは。

今のさあドライウェルの圧力って分かる？１３

ら、ちょっと今のドライウェルの圧力聞いてくれる？中操に。

３号機ですね？

２号、２号。 

すいません。水に関して自衛隊から話が来ています。１

が水支援をする条件について話を持ってきています。

条件はもう。 

オフサイトセンターに各サイトの社員が迎えに来てくださいと。それで発電所の状況を踏まえ

て装備を考えることができるような状態で、にしてくれたら行きますよということで、派遣す

る社員をアサインしてほしいということを言ってます。給水はしますが、途中で水をくんでい

くということになりますが、社員をアサインしてくれれば動けるということです。

すいません。それ本店さんの重要な指示ですよね？聞こえない！

はい。では、もう一度言います。自衛隊の給水支援ですけれど。
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発言内容
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さっきまでは０．８Ｍｐａの８００Ｌ／ｍｉｎ

今のさあドライウェルの圧力って分かる？１３

ら、ちょっと今のドライウェルの圧力聞いてくれる？中操に。

すいません。水に関して自衛隊から話が来ています。１

が水支援をする条件について話を持ってきています。

オフサイトセンターに各サイトの社員が迎えに来てくださいと。それで発電所の状況を踏まえ

て装備を考えることができるような状態で、にしてくれたら行きますよということで、派遣す

る社員をアサインしてほしいということを言ってます。給水はしますが、途中で水をくんでい

くということになりますが、社員をアサインしてくれれば動けるということです。

すいません。それ本店さんの重要な指示ですよね？聞こえない！

はい。では、もう一度言います。自衛隊の給水支援ですけれど。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

まだちょっと分からないです。ただ、フラッシュしてるでしょうから、ちょっと分からないで

えっと悪い、海水の流量と吐出圧がちゃんとあるかどうか確認してくれる？

ちなみに炉圧は０．１４、ドライウェル２６０、サプチャン２１０だからそっちはあんま変わ

ええと、３号機のほうの現場からですけれども、リアクタービルの二重扉の内側で３００ｍＳ

３００。ミリシーベルトパーアワー。線量上がってモクモクした状態になってます。３号機、

３号機。なので３号機も注水が必要。で、２号機も今の状況だと単独で水入れないと怖くてＳ

弁は開けられる状態にラインナップはできて、でーえっと減圧

させたいんだけれども、炉圧が見えないっていうのが１個と、それから下げたときに注水がえ

っとできなければ逆効果なので注水をさせることを考えないといけないという状況です。で、

そっちが、消防側の２号単独のラインナップをいまやってくれてると思うんですけど。３号と

違う、違う。まずは。いま、ラインナップは、今で圧が抜けると、３号と２号に両方に行くよ

そうです。すでに両方に圧力かかってます。 

かかってるのね。ほんで３号のほうにはいまどれ位の圧力と何立米流れてるかって分かるんだ

さっきまでは０．８Ｍｐａの８００Ｌ／ｍｉｎ だったんですけれども、もう一度確認しておき

今のさあドライウェルの圧力って分かる？１３ 時じゃなくて。急激に変化してたらヤバいか

ら、ちょっと今のドライウェルの圧力聞いてくれる？中操に。

すいません。水に関して自衛隊から話が来ています。１F、２Ｆの誰か聞いてください。自衛隊

が水支援をする条件について話を持ってきています。 

オフサイトセンターに各サイトの社員が迎えに来てくださいと。それで発電所の状況を踏まえ

て装備を考えることができるような状態で、にしてくれたら行きますよということで、派遣す

る社員をアサインしてほしいということを言ってます。給水はしますが、途中で水をくんでい

くということになりますが、社員をアサインしてくれれば動けるということです。

すいません。それ本店さんの重要な指示ですよね？聞こえない！

はい。では、もう一度言います。自衛隊の給水支援ですけれど。

３号機で冷却停止、ベント） 
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弁は開けられる状態にラインナップはできて、でーえっと減圧

させたいんだけれども、炉圧が見えないっていうのが１個と、それから下げたときに注水がえ

っとできなければ逆効果なので注水をさせることを考えないといけないという状況です。で、

そっちが、消防側の２号単独のラインナップをいまやってくれてると思うんですけど。３号と
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あっ、自衛隊ね？

はい。 

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

ターに各サイトからアサインしてくれということです。

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

の？復旧のところは？例えば炉圧？炉圧、炉圧ね。

ちょっといま確認します。

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

小森さんで話をしていて、首相官邸と

いうか事業者がやるんならいいって話になっていて、よろしいですか。

いや、分かんない。３号は了解とってる。

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

大丈夫なんでしょうか。

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

くれ。 

よく聞こえないんですが。

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

私のいま判断はプラントのほうなんだけど。

はい、分かりました、分かりました。●●とやります。

●●君もいま電話中だ。

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

からないんですけど、ちょっとこれ直すとこ直さないと－－。

２号機の計装品は、バッテリーＳＲ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

ふらついているだけなのか。指示が出てないんじゃなくて。

ふらついていると聞いています。

これ、Ａ だからＢ

そうです。 

見えるようになるか分からない？
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あっ、自衛隊ね？ 

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

ターに各サイトからアサインしてくれということです。

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

の？復旧のところは？例えば炉圧？炉圧、炉圧ね。

ちょっといま確認します。 

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

小森さんで話をしていて、首相官邸と

いうか事業者がやるんならいいって話になっていて、よろしいですか。

いや、分かんない。３号は了解とってる。

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

大丈夫なんでしょうか。 

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

よく聞こえないんですが。 

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

私のいま判断はプラントのほうなんだけど。

はい、分かりました、分かりました。●●とやります。

●●君もいま電話中だ。 

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

からないんですけど、ちょっとこれ直すとこ直さないと－－。

２号機の計装品は、バッテリーＳＲ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

ふらついているだけなのか。指示が出てないんじゃなくて。

ふらついていると聞いています。

だからＢ に切り替えてるわけね？いまね？

見えるようになるか分からない？
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発言内容

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

ターに各サイトからアサインしてくれということです。

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

の？復旧のところは？例えば炉圧？炉圧、炉圧ね。

 

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

小森さんで話をしていて、首相官邸とも話していて一応もう了解をとれていて、とれていると

いうか事業者がやるんならいいって話になっていて、よろしいですか。

いや、分かんない。３号は了解とってる。 

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

 

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

私のいま判断はプラントのほうなんだけど。

はい、分かりました、分かりました。●●とやります。

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

からないんですけど、ちょっとこれ直すとこ直さないと－－。

２号機の計装品は、バッテリーＳＲ 弁用の１２５の電圧がバッテリー繋ぎ完了したので、いつ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

ふらついているだけなのか。指示が出てないんじゃなくて。

ふらついていると聞いています。 

に切り替えてるわけね？いまね？

見えるようになるか分からない？ 
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発言内容 

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

ターに各サイトからアサインしてくれということです。 

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

の？復旧のところは？例えば炉圧？炉圧、炉圧ね。 

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

も話していて一応もう了解をとれていて、とれていると

いうか事業者がやるんならいいって話になっていて、よろしいですか。

 

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

私のいま判断はプラントのほうなんだけど。 

はい、分かりました、分かりました。●●とやります。 

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

からないんですけど、ちょっとこれ直すとこ直さないと－－。

弁用の１２５の電圧がバッテリー繋ぎ完了したので、いつ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

ふらついているだけなのか。指示が出てないんじゃなくて。

に切り替えてるわけね？いまね？ 
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で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな
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も話していて一応もう了解をとれていて、とれていると

いうか事業者がやるんならいいって話になっていて、よろしいですか。 

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

からないんですけど、ちょっとこれ直すとこ直さないと－－。 

弁用の１２５の電圧がバッテリー繋ぎ完了したので、いつ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

ふらついているだけなのか。指示が出てないんじゃなくて。 

 

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

も話していて一応もう了解をとれていて、とれていると

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

弁用の１２５の電圧がバッテリー繋ぎ完了したので、いつ

でも見れる状態になってますが、えっと原子炉圧力、これだけは今までチャンネルＡ で見てい

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。

 

じゃあ、それは自衛隊でやってってくれ。ちょっといま、プラントのほうやってるから。はい！ 

いや、すいません。社員をアサインしてくれると自衛隊も動けるいうことで、オフサイトセン

だから、ある意味じゃ、物理的にはいつでも注水できる状態になってるということなんだけど

も、要するに監視パラメータがこんな固着したようなあのー水位計とドライウェル圧力計だけ

で、こんな危ない操作をしていいのか、というところだけが気になるんだけど、そこはどうな

あの、すいません。首相官邸なんですけれども、２号の海水注入に関しては、もう武黒さんと

も話していて一応もう了解をとれていて、とれていると

吉田所長、聞こえますか。自衛隊の要請で社員をオフサイトセンターに向けてくれというのは

ごめん。ちょっといまプラントのほうをやってるから、ちょっと自衛隊絡みは他の人にやって

あのね、いまプラントのほうが重要だから、自衛隊とか、そういう話は他の人とやってくれ。

今日、夕方、政府がなんか記者会見やるらしいんですけど、そん時これ、しゃべるのか何か分

弁用の１２５の電圧がバッテリー繋ぎ完了したので、いつ

で見てい

たんですけれども、どうも出力の信頼性がどうもふらついているようなので、いま、Ｂ系のほ

うに切り替えるべく作業をやっています。ということで、いま作業はそれをやっております。 
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はい。 

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

いか。 

あと、RCIC は確認できた？

ＲＣＩＣ は回ってる？

ＲＣＩＣ は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

う。 

パラメーターでは。

要はＨＰＣＩが使えない、ＲＣＩＣ

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

ＲＣＩＣ が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

なさそうだ、でもいいんだけど、それを確認してほしいんだけどさ。

ドライウェルの圧力どうでした？

これの後のデータをいま一。

まだ見てないんだ。

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。

はい。お答えしますから……はい。

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

いると説明したんですけれど、聞こえましたか。

え、なに？ 自衛隊の給水車を社員が＝。

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

の側から来ているという話をしましたが、聞こえましたでしょうか。

いま聞こえました。それで？

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

うか。 

やりますよ。 

お願いします。

でも、給水車の運転なんてはできないよ。
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じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

は確認できた？RCIC

は回ってる？ 

は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

パラメーターでは。 

要はＨＰＣＩが使えない、ＲＣＩＣ

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

なさそうだ、でもいいんだけど、それを確認してほしいんだけどさ。

ドライウェルの圧力どうでした？

これの後のデータをいま一。 

まだ見てないんだ。 

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。

はい。お答えしますから……はい。

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

いると説明したんですけれど、聞こえましたか。

自衛隊の給水車を社員が＝。

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

の側から来ているという話をしましたが、聞こえましたでしょうか。

いま聞こえました。それで？ 

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

 

お願いします。 

でも、給水車の運転なんてはできないよ。

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

RCIC は確認できてる？

は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

要はＨＰＣＩが使えない、ＲＣＩＣ が落っこちました、これで１５条対象になるんじゃない？

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

なさそうだ、でもいいんだけど、それを確認してほしいんだけどさ。

ドライウェルの圧力どうでした？ あんまり変わってないあの数字と？まだ見てないんだ。

 

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。

はい。お答えしますから……はい。 

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

いると説明したんですけれど、聞こえましたか。

自衛隊の給水車を社員が＝。 

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

の側から来ているという話をしましたが、聞こえましたでしょうか。

 はい。 

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

でも、給水車の運転なんてはできないよ。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

は確認できてる？ 

は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

が落っこちました、これで１５条対象になるんじゃない？

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

なさそうだ、でもいいんだけど、それを確認してほしいんだけどさ。

あんまり変わってないあの数字と？まだ見てないんだ。

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

いると説明したんですけれど、聞こえましたか。 

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

の側から来ているという話をしましたが、聞こえましたでしょうか。

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

が落っこちました、これで１５条対象になるんじゃない？

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

なさそうだ、でもいいんだけど、それを確認してほしいんだけどさ。 

あんまり変わってないあの数字と？まだ見てないんだ。

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

の側から来ているという話をしましたが、聞こえましたでしょうか。 

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

 

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

は今日の１０時４５分で現場で確認した後は、まだ確認できてません。 

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

が落っこちました、これで１５条対象になるんじゃない？

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

あんまり変わってないあの数字と？まだ見てないんだ。

すいません。オフサイトセンター、ちょっとよろしいでしょうか。本店ですけれども。 

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ

 

じゃあ、まずさ、パラメータが見えるようになって、トレンドを確認してから、やろうじゃな

それで見に行く気はないのかって言ってるんだよ。行く気はないのかって言ってるんだよ。そ

が落っこちました、これで１５条対象になるんじゃない？

ね？で、１５条対象だという話をして、それから次のステップに入る、ということのときに、

が動いてるか動いてないか、このパラメータじゃ分からないのに、どう判断したんだ

と議論になるわけだから、例えばもう１つは動いてないし、もうほとんどバッテリーは残って

あんまり変わってないあの数字と？まだ見てないんだ。 

 

先ほど、自衛隊の給水車は各サイトからアテンドを出してくださいという話が自衛隊から来て

自衛隊の給水車を出してもらう場合は、サイトからのアテンドが欲しい、ということが自衛隊

それで、各サイトのほうにアテンドを出してもらう人の調整だとか、給水車を動かすための調

整をオフサイトセンターの側からちょっとコントロールしていただくわけにはいかないでしょ
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運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

を配慮してくれないと困ると。

了解。やります。

●●君、●●です。

はい。 

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

と同じかい？別かい？

給水車の話です。

今のは給水車？

はい。 

さっきは消火ポンプ車って言ってたな。

消防庁。 

了解。じゃあ消しとくよ。

お願いします。

水位上がった？

上がんない。あれ海水の流量見てくれているよね。

１F さん、すいません。聞こえますか。

はい、聞こえます。

ええっと、２号の海水の入れる件で、県に通報って連絡入れてますか。

県にですか？ 

はい。あっ、３号、３号。ごめんなさい。３号の１３

３号ね？ちょっと待ってね。

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。

３号への海水の注入はまだ福島県に連絡してないです。

してください。
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運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

を配慮してくれないと困ると。

了解。やります。 

●●君、●●です。 

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

と同じかい？別かい？ 

給水車の話です。 

今のは給水車？ 

さっきは消火ポンプ車って言ってたな。

了解。じゃあ消しとくよ。 

お願いします。 

水位上がった？ 

上がんない。あれ海水の流量見てくれているよね。

さん、すいません。聞こえますか。

はい、聞こえます。 

ええっと、２号の海水の入れる件で、県に通報って連絡入れてますか。

 

はい。あっ、３号、３号。ごめんなさい。３号の１３

３号ね？ちょっと待ってね。 

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。

３号への海水の注入はまだ福島県に連絡してないです。

してください。 

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

を配慮してくれないと困ると。 

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

さっきは消火ポンプ車って言ってたな。 

 

上がんない。あれ海水の流量見てくれているよね。

さん、すいません。聞こえますか。 

ええっと、２号の海水の入れる件で、県に通報って連絡入れてますか。

はい。あっ、３号、３号。ごめんなさい。３号の１３

 

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。

３号への海水の注入はまだ福島県に連絡してないです。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

上がんない。あれ海水の流量見てくれているよね。 

ええっと、２号の海水の入れる件で、県に通報って連絡入れてますか。

はい。あっ、３号、３号。ごめんなさい。３号の１３ 時１２

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。

３号への海水の注入はまだ福島県に連絡してないです。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

ええっと、２号の海水の入れる件で、県に通報って連絡入れてますか。 

時１２ 分の。 

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。

 

運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車

海水のほうはまだ言ってないです。ベントのほうの事前の通報はしましたが。 

 

運転は自衛隊の人がします。アテンドです。装備のことだとか、入り方だとか、そういうこと

いまいただいた消火ポンプっていうのは、さっき●●君から連絡のあった２台の消火ポンプ車



 

時刻

 

 

 

13:34 

 

 

 

13:35 

13:36 

 

 

 

13:37 

 

 

 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

１F 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

高橋フェロー

本店 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

  

  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

高橋フェロー  

  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

吉田所長  

  

吉田所長  

テレビ会議 2011 年

 

至急これからやります。口頭では言った。

口頭では言ったんで。口頭では言いましたが、至急入れてください。お願いします。

わかりました。はい。

３号の海水注入の状況です。０．８Ｍｐａの圧力で、９０ＯＬ／ｍｉｎで３０分注入です。

本部長？本部長、ちょっとよろしいですか。あの、３号のこれあまり下がってないんですけど、

もう１個気になるのが、さっきリアクタービルの二重扉の向こう側がモヤモヤで３００ｍＳｖ

あったっていうのは、昨日の１号と似たような状況なんですね。で、１号はあれは完全にＰＣ

Ｖ かリアクタービルの中に漏れていて、それで水素が上に行ってるんで、２号よりも３号のほ

うになるべく注入するという方向をまず考えたほうがいいんじゃないんですか。海水系にして

も３号のほうにまずは最大限注入する。２号とパラとかうんぬんじゃなくて。そちらのほうが

いいと思います。

今のデータ見て、そう思った。

最悪はブローアウトパネル、少しリアクタービルから逃がすとか、そういうのを今朝方議論し

てましたけど、そういうことも考えるべきだと思いますけど。

とりあえずさ、３号の水位回復の状況を見たかったんだけど、見れてないから、これはやっぱ

りここに注力すべきだと思うんで、やりますよ。

すいません。本店の復旧班の●●ですが、１点だけ。３号機のですね、水素が溜まった時の対

策を考えているんですけども、ブローアウトパネルを開けるとか色々考えましたけども、物理

的に、あるいは安全上の問題から難しいと思います。３号機で原子炉の最上階を開放すること

は難しいというふうに考えます。

●●君、聞こえない。ちょっと待って。ちょっと静かにしてくれる？

れる？ 

じゃ、●●さんの評価に頼って。

２号機をどうするかなんですが、２号はまだその状態になってないんで、少し作業できないか

ってことはいま２号の検討をしています。

もう発電所も同じだろう？他にアイデア出てこないんだろう？

ええ、もうそれしかないと思うので、とにかく人が行けないってところが最大のネックだと思

うんで。 

そうだね。もう危ないね。はい。

それでいま２号機はやるにしてもですね、パラメータが確実に見えてないんで、もう一度パラ

メータを炉圧だとかそういうのが見えるように調整しているというのが１点。それから３号機

の海水注入したんですが、どうもちょっと３号機の水位がですね、回復してきてないんですね。

その辺をちょっと３号機を重点的に注水しとかないとまずいんで、２号への切り替えはまだ早

いかなということで若干ホールドしたいと思います。それで今は３号機の注水に全力を傾ける

と。その次の段階で、１つは２号機のもういまパラで注水を用意してくれてるんで、量はまだ

少ないんだっけ？まだ。でも６ｔだろ？でも、それ水積んでない。

水積んできているって

来てるって？本当？いや、それ自衛隊の給水支援って水積んでないって書いてあるんだ、ここ

に。 

年 3月 13 日 
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的に、あるいは安全上の問題から難しいと思います。３号機で原子炉の最上階を開放すること

もしくは電話でやってく

２号機をどうするかなんですが、２号はまだその状態になってないんで、少し作業できないか

ええ、もうそれしかないと思うので、とにかく人が行けないってところが最大のネックだと思

それでいま２号機はやるにしてもですね、パラメータが確実に見えてないんで、もう一度パラ

メータを炉圧だとかそういうのが見えるように調整しているというのが１点。それから３号機

の海水注入したんですが、どうもちょっと３号機の水位がですね、回復してきてないんですね。

その辺をちょっと３号機を重点的に注水しとかないとまずいんで、２号への切り替えはまだ早

いかなということで若干ホールドしたいと思います。それで今は３号機の注水に全力を傾ける

と。その次の段階で、１つは２号機のもういまパラで注水を用意してくれてるんで、量はまだ

来てるって？本当？いや、それ自衛隊の給水支援って水積んでないって書いてあるんだ、ここ

 

３号の海水注入の状況です。０．８Ｍｐａの圧力で、９０ＯＬ／ｍｉｎで３０分注入です。 

本部長？本部長、ちょっとよろしいですか。あの、３号のこれあまり下がってないんですけど、

もう１個気になるのが、さっきリアクタービルの二重扉の向こう側がモヤモヤで３００ｍＳｖ 

あったっていうのは、昨日の１号と似たような状況なんですね。で、１号はあれは完全にＰＣ

かリアクタービルの中に漏れていて、それで水素が上に行ってるんで、２号よりも３号のほ

うになるべく注入するという方向をまず考えたほうがいいんじゃないんですか。海水系にして

も３号のほうにまずは最大限注入する。２号とパラとかうんぬんじゃなくて。そちらのほうが

最悪はブローアウトパネル、少しリアクタービルから逃がすとか、そういうのを今朝方議論し

とりあえずさ、３号の水位回復の状況を見たかったんだけど、見れてないから、これはやっぱ

すいません。本店の復旧班の●●ですが、１点だけ。３号機のですね、水素が溜まった時の対

策を考えているんですけども、ブローアウトパネルを開けるとか色々考えましたけども、物理

的に、あるいは安全上の問題から難しいと思います。３号機で原子炉の最上階を開放すること

もしくは電話でやってく

２号機をどうするかなんですが、２号はまだその状態になってないんで、少し作業できないか

ええ、もうそれしかないと思うので、とにかく人が行けないってところが最大のネックだと思

それでいま２号機はやるにしてもですね、パラメータが確実に見えてないんで、もう一度パラ

メータを炉圧だとかそういうのが見えるように調整しているというのが１点。それから３号機

の海水注入したんですが、どうもちょっと３号機の水位がですね、回復してきてないんですね。

その辺をちょっと３号機を重点的に注水しとかないとまずいんで、２号への切り替えはまだ早

いかなということで若干ホールドしたいと思います。それで今は３号機の注水に全力を傾ける

と。その次の段階で、１つは２号機のもういまパラで注水を用意してくれてるんで、量はまだ

来てるって？本当？いや、それ自衛隊の給水支援って水積んでないって書いてあるんだ、ここ
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まあ、大至急、水の手配はしてもらって、ダブルでできるようにしましょう。じやあ、２号機

用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。

流量倍になるだけだから。

３号は、海水だけれども、２号は

３号機は海水注入しますって、県の方に。

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

めてみてくんない？これ、水上がってないのさ。

３号は海水だけですね。

そう。 

はい。 

発電班の方お願いします。タイライン……。

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

けど。 

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。

どおー？データは。

まだ上がらないです。

上がらない？ 

３５分も。 

下がっているの？

若干下がってるか同じ位ですね。－１８００の－２２００です。変わらないです、ほとんど。

ええと、じやあその悪いけどさ、そのタイラインがさ、タイラインを開けたのが、何か悪さし

てる可能性もあるから。そうだろう？

ずっと開いてたの？

ええ。 

あっ、ずっと開いてたの、うーん。

はい。 

じゃあ、条件変わってないんだ、さっきと。
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まあ、大至急、水の手配はしてもらって、ダブルでできるようにしましょう。じやあ、２号機

用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。

流量倍になるだけだから。 

３号は、海水だけれども、２号は

３号機は海水注入しますって、県の方に。

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

めてみてくんない？これ、水上がってないのさ。

３号は海水だけですね。 

発電班の方お願いします。タイライン……。

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。

どおー？データは。 

まだ上がらないです。 

 

下がっているの？ 

若干下がってるか同じ位ですね。－１８００の－２２００です。変わらないです、ほとんど。

ええと、じやあその悪いけどさ、そのタイラインがさ、タイラインを開けたのが、何か悪さし

てる可能性もあるから。そうだろう？

ずっと開いてたの？ 

あっ、ずっと開いてたの、うーん。

じゃあ、条件変わってないんだ、さっきと。

 （３号機で冷却停止、ベント
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用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。

 

３号は、海水だけれども、２号は 

３号機は海水注入しますって、県の方に。 

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

めてみてくんない？これ、水上がってないのさ。

発電班の方お願いします。タイライン……。

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。
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ええと、じやあその悪いけどさ、そのタイラインがさ、タイラインを開けたのが、何か悪さし

てる可能性もあるから。そうだろう？ タイラインを開けたのはつい最近だろう？さっき。あっ、

あっ、ずっと開いてたの、うーん。 

じゃあ、条件変わってないんだ、さっきと。
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まあ、大至急、水の手配はしてもらって、ダブルでできるようにしましょう。じやあ、２号機

用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。

 

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

めてみてくんない？これ、水上がってないのさ。 

発電班の方お願いします。タイライン……。 

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。

若干下がってるか同じ位ですね。－１８００の－２２００です。変わらないです、ほとんど。

ええと、じやあその悪いけどさ、そのタイラインがさ、タイラインを開けたのが、何か悪さし

タイラインを開けたのはつい最近だろう？さっき。あっ、

じゃあ、条件変わってないんだ、さっきと。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

まあ、大至急、水の手配はしてもらって、ダブルでできるようにしましょう。じやあ、２号機

用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。

若干下がってるか同じ位ですね。－１８００の－２２００です。変わらないです、ほとんど。

ええと、じやあその悪いけどさ、そのタイラインがさ、タイラインを開けたのが、何か悪さし

タイラインを開けたのはつい最近だろう？さっき。あっ、

 

まあ、大至急、水の手配はしてもらって、ダブルでできるようにしましょう。じやあ、２号機

用に行くラインも、同じタイラインか？じやあ、そこにもう１個行くってことか。 

そういうことだな。タイは何？メクラなの？それともただのバルブ？ああ、ただのバルブね。

いま、それ開けてるだけね。そのタイラインを開けてるだけね。うん。ちょっとタイライン閉

誰か呼んでやってくれ。２号のプラントの状況、えっと１３時でドライウェルの圧力０．５９

０、５９０位と言っていましたけれども、それはデータはそうではないと、違うところのデー

タを読んでる誤り、と言うので、ドライウェルの圧力はまだ見えないままです。 

ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。
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タイラインを開けたのはつい最近だろう？さっき。あっ、
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ああ、ドライウェルもダウンスケールなのね？一番重要な炉圧が見れないかということなんだ

うん。見れない。で、炉圧、ドライウェル圧力をいま見るように計装のほうで動いてる。 
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技術班  
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はい。 

海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？

はい。 

吉田さん、一応閉めたほうがいいよ。

やっぱしさ、念のためさ、閉めといてよ。閉めといて。

タイライン？ 

はい。 

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

確認をとって、いつでも入れていいという話をもらっています。

はい、了解。 

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

う少々お待ちください。

はい、了解。 

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いと入れませんのでお願いします。以上です。

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

いいの？ 

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

ね？ 

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

に伝えてください、相手に。お願いします。

１３時４３分現在で、注入量ですけど。０．８Ｍｐａ、９０ＯＬ／ｍｉｎ

はい、了解。入ってるはずだなぁ。そういえばタイは閉めたの？

閉めてる最中だと思います。

確認中です。 

２ 号のＲＣＩＣ

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？
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海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？

吉田さん、一応閉めたほうがいいよ。

やっぱしさ、念のためさ、閉めといてよ。閉めといて。

 

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

確認をとって、いつでも入れていいという話をもらっています。

 

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

う少々お待ちください。 

 

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いと入れませんのでお願いします。以上です。

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

に伝えてください、相手に。お願いします。

１３時４３分現在で、注入量ですけど。０．８Ｍｐａ、９０ＯＬ／ｍｉｎ

はい、了解。入ってるはずだなぁ。そういえばタイは閉めたの？

閉めてる最中だと思います。 

 

号のＲＣＩＣ って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？

吉田さん、一応閉めたほうがいいよ。 

やっぱしさ、念のためさ、閉めといてよ。閉めといて。

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

確認をとって、いつでも入れていいという話をもらっています。

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いと入れませんのでお願いします。以上です。

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

に伝えてください、相手に。お願いします。

１３時４３分現在で、注入量ですけど。０．８Ｍｐａ、９０ＯＬ／ｍｉｎ

はい、了解。入ってるはずだなぁ。そういえばタイは閉めたの？

 

って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？

やっぱしさ、念のためさ、閉めといてよ。閉めといて。 

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

確認をとって、いつでも入れていいという話をもらっています。

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いと入れませんのでお願いします。以上です。 

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

に伝えてください、相手に。お願いします。 

１３時４３分現在で、注入量ですけど。０．８Ｍｐａ、９０ＯＬ／ｍｉｎ

はい、了解。入ってるはずだなぁ。そういえばタイは閉めたの？

って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？

３号機で冷却停止、ベント） 

 

海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

確認をとって、いつでも入れていいという話をもらっています。 

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

１３時４３分現在で、注入量ですけど。０．８Ｍｐａ、９０ＯＬ／ｍｉｎ 

はい、了解。入ってるはずだなぁ。そういえばタイは閉めたの？ 

って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？

 

海水か真水かの違いだけであって、全然条件変わってないのに流量が入んない？ 

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

 で変更ありません。

って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた

とすると、結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね？ 

 

すいません。官庁連絡なんですが、先ほど、２号のほうに海水を注入するという話で、保安院

と官邸のほうの確認をとれという話で、まず保安院のほうですが、１時３３分に保安院長まで

で、官邸のほうはいま、武黒さんがですね、海江田大臣のとこに入っていて連絡待ちです。も

すいません。総務班からのお知らせです。避難区域からですね、外から中に入る車両に関して

は、幹線道路では止められてるようなんで、もし、各班で車両を頼んだ場合は、入るときに、

東京電力の福島第一の緊急車両だと口頭で言うようにしてください。そうすれば警察のほうで

通してくれるそうです。繰り返します。避難区域より、外から入る車に関しては、当社で必要

な場合は、東京電力の福島第一の緊急車両だと必ず口頭で言うようにしてください。そうしな

いいかな？避難区域外から避難区域内に入る車両は、えー基本的には通行止めらしいんで、入

ってきたいときは東京電力緊急車両というふうに、福島第一って言うの？東京電力緊急車両で

東京電力福島第一に入る緊急車両だということを警察の人に言ってくれ、とこういうことだ

はい。とくに保全とかで頼んだ車が入れないという例がありますので、必ずそれを発注した際

で変更ありません。 

って、分からないじゃないですか。それで１０時５５分の時点では確かに回

ってましたけど、ほぼ炉圧とイコールでしたよね、吐出圧が。だから危機管理としてはもしか

するとほとんど入ってない状態が続いていたかもしれなくて、かつ炉水位計がバカになってた
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うん、１号と同じような状態にもしかするとなっている可能性あるんでね。それでいまやって

いるんだけど、でも炉圧見たいじゃん。な。それで

もらっているから、その結果を見て、そこで１５条判断だとか、そういう形になると思うんだ

けれども。 

どお？３ 号のデータ、どお？下がってる？

変わりません。

変わらない？下がってはいない？

なんで入ってないんだ。

１３時４５分、２号機の格納容器の圧力が来ました。０．３９０Ｍｐａ［ａｂｓｌなので３９

０ｋＰａ｛ａｂｓ］というやつで、ａｂｓなので、まだそんなに上がってないという状況です。

３号の炉水位が上がらないです。４５分もほとんど変わらないです。

燃料じゃない？

燃料が。 

いやだから TAF

まずいな、いついってもおかしくない。

いや、それが分からない。入ってないかもしれない。炉水位が上がらないんですよ。

あれ、ちょっと１Ｆのあれを上げてもらえますかね？

●●のところで今の注水のラインナップ、いま入れてくれてるところが、３号にうまく入って

いないようなんだけど、どこがタイラインになってて、実は１号に入ってるとか、実は３号に

ちゃんと入ってるとかっていうのは、そこは分かる？

かな？ 発電側もいま書いてるから。

本店ですけど、１

はい。ちょっといま、整理ができなくなっちやったんで状況を報告しますと、３号機について

例のあの水、水源がなくなったので海水に切り替えを、何時何分にしたんだつけ？

１３時１０分頃海水の注水を開始しています。ただし、それ以降、炉水位が上昇に転じなくて

海水注入時の炉水位がＡ

一１８００、Ｂ、一２２００でほとんど動いてません。

下がってはいないんだけど、動いて、上昇していないという状況になってます。

そうすると、うん。

分からんのだけど、そのレベルって十分下なんだつけ？今のその…

いや、燃料見えてますよ。

顔出してる感じだな？燃料が。
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うん、１号と同じような状態にもしかするとなっている可能性あるんでね。それでいまやって

いるんだけど、でも炉圧見たいじゃん。な。それで

もらっているから、その結果を見て、そこで１５条判断だとか、そういう形になると思うんだ

号のデータ、どお？下がってる？

変わりません。 

変わらない？下がってはいない？

なんで入ってないんだ。 

１３時４５分、２号機の格納容器の圧力が来ました。０．３９０Ｍｐａ［ａｂｓｌなので３９

０ｋＰａ｛ａｂｓ］というやつで、ａｂｓなので、まだそんなに上がってないという状況です。

３号の炉水位が上がらないです。４５分もほとんど変わらないです。

燃料じゃない？ 

TAF 以下マイナス２２００になって、出ているカラカラに出ている

まずいな、いついってもおかしくない。

いや、それが分からない。入ってないかもしれない。炉水位が上がらないんですよ。

あれ、ちょっと１Ｆのあれを上げてもらえますかね？

●●のところで今の注水のラインナップ、いま入れてくれてるところが、３号にうまく入って

いないようなんだけど、どこがタイラインになってて、実は１号に入ってるとか、実は３号に

ちゃんと入ってるとかっていうのは、そこは分かる？

発電側もいま書いてるから。

本店ですけど、１F さん、整理ができたら本店との情報共有してもらえます？お願いします。

はい。ちょっといま、整理ができなくなっちやったんで状況を報告しますと、３号機について

例のあの水、水源がなくなったので海水に切り替えを、何時何分にしたんだつけ？

１３時１０分頃海水の注水を開始しています。ただし、それ以降、炉水位が上昇に転じなくて

海水注入時の炉水位がＡ 系、一１７００、Ｂ、一２２００

一１８００、Ｂ、一２２００でほとんど動いてません。

下がってはいないんだけど、動いて、上昇していないという状況になってます。

そうすると、うん。 

分からんのだけど、そのレベルって十分下なんだつけ？今のその…

いや、燃料見えてますよ。 

顔出してる感じだな？燃料が。
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発言内容

うん、１号と同じような状態にもしかするとなっている可能性あるんでね。それでいまやって

いるんだけど、でも炉圧見たいじゃん。な。それで

もらっているから、その結果を見て、そこで１５条判断だとか、そういう形になると思うんだ

号のデータ、どお？下がってる？ 

変わらない？下がってはいない？ 

１３時４５分、２号機の格納容器の圧力が来ました。０．３９０Ｍｐａ［ａｂｓｌなので３９

０ｋＰａ｛ａｂｓ］というやつで、ａｂｓなので、まだそんなに上がってないという状況です。

３号の炉水位が上がらないです。４５分もほとんど変わらないです。

以下マイナス２２００になって、出ているカラカラに出ている

まずいな、いついってもおかしくない。 

いや、それが分からない。入ってないかもしれない。炉水位が上がらないんですよ。

あれ、ちょっと１Ｆのあれを上げてもらえますかね？

●●のところで今の注水のラインナップ、いま入れてくれてるところが、３号にうまく入って

いないようなんだけど、どこがタイラインになってて、実は１号に入ってるとか、実は３号に

ちゃんと入ってるとかっていうのは、そこは分かる？

発電側もいま書いてるから。 

さん、整理ができたら本店との情報共有してもらえます？お願いします。

はい。ちょっといま、整理ができなくなっちやったんで状況を報告しますと、３号機について

例のあの水、水源がなくなったので海水に切り替えを、何時何分にしたんだつけ？
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分からんのだけど、そのレベルって十分下なんだつけ？今のその…
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はい。だから、ＴＡＦ、有効頂の頂点がゼロですから、一２０００ですから、だから多分半分

位顔出してるような状況です。

そうするとこれをき、なんせ水をもっともっと入れて、炉水位を回復しないといけないんだな。

これ、あの一、下がっていないということは、計器がもう測れなくなってるという可能性があ

ると考えていいんですか。

分からないですね。

はい。 

高橋さんね、高橋さん。

はい。 

聞こえます？ 

聞こえます。 

あのね、３号のリアクタービルのエアロックの手前で３００ｍＳｖ

り危ないですよ。

うん。 

●●さん。２号用に用意してる給水ポンプあるじゃない？ああ、消火ポンプ。消火ポンプ。を

もう３号の海水でいいから、今のラインに突っ込んで量を倍にしようか。

２ 号用にセッティングしてあるのを、２

違う、違う、違う。

それとも３号の口に付け替えるって意味ですか。

そう。もう、だから今のこの１つだけじゃ、心もとないから、もう１個、３号の炉心冷却に入

れて、で、なおかつ、海水で冷やしちゃう。要するに海水ダブルで突っ込んじゃう、３号に、

流量。 

まあまあ。いま、２号機はちょっと水は溜まってきてると思うんですが。

溜まってきたのか。

ええ、まぁだいぶいま頑張って入れてますので。

ああ、そう。その２号から、その２号に溜めてるところから、３号に打てるんだろ？打つんだ

ろ？ 

ただそれを使っちゃうと。

取水口２ つあるんで、そこにじやあ２号の用意してるのを繋ぎ込みます。３号に２つあるんで。

２つないよ。 
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いや、２つある。

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

いうことなんだけどさ。

あの、吉田所長、ぜひお願いします。

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

るんだから、炉圧はさ。入れようと思えば入れられるはずだ。

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

連絡終了しています。以上です。

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

●さんにその話しといたんで、ちょっと協力してやってくれる？

ところで SR 弁は開いているの？

SR 弁は・・・・

最新の値は炉圧が０．１２のドライウェルが２３５。

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

わけではない。。

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

ゃないですか、昨日の朝方。

何やってんだか。

電源切り替えということ事態わからない。

ＳＲ弁ＳＲ弁は、バッテリ一別ですから。

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

横で聞いているかぎり。

２号のＲＣＩＣ

そこも併せて確認します。

●●、改善されてない？

変わらない。 

変わらない。 

吉田所長、吉田所長、聞こえますか。
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いや、２つある。 

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

いうことなんだけどさ。 

あの、吉田所長、ぜひお願いします。

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

るんだから、炉圧はさ。入れようと思えば入れられるはずだ。

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

連絡終了しています。以上です。

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

●さんにその話しといたんで、ちょっと協力してやってくれる？

弁は開いているの？

弁は・・・・ 

最新の値は炉圧が０．１２のドライウェルが２３５。

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

わけではない。。 

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

ゃないですか、昨日の朝方。 

何やってんだか。 分かんない、俺。

電源切り替えということ事態わからない。

ＳＲ弁ＳＲ弁は、バッテリ一別ですから。

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

横で聞いているかぎり。 

２号のＲＣＩＣ は動いてても、本当に注入ができてるんですかね？

そこも併せて確認します。 

●●、改善されてない？ 

 

 

吉田所長、吉田所長、聞こえますか。

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

あの、吉田所長、ぜひお願いします。 

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

るんだから、炉圧はさ。入れようと思えば入れられるはずだ。

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

連絡終了しています。以上です。 

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

●さんにその話しといたんで、ちょっと協力してやってくれる？

弁は開いているの？ 

最新の値は炉圧が０．１２のドライウェルが２３５。

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

 

分かんない、俺。 

電源切り替えということ事態わからない。 またやってみて。

ＳＲ弁ＳＲ弁は、バッテリ一別ですから。 

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

は動いてても、本当に注入ができてるんですかね？

 

吉田所長、吉田所長、聞こえますか。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

るんだから、炉圧はさ。入れようと思えば入れられるはずだ。

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

●さんにその話しといたんで、ちょっと協力してやってくれる？

最新の値は炉圧が０．１２のドライウェルが２３５。 

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

またやってみて。

 

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

は動いてても、本当に注入ができてるんですかね？

３号機で冷却停止、ベント） 

 

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

るんだから、炉圧はさ。入れようと思えば入れられるはずだ。 

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

●さんにその話しといたんで、ちょっと協力してやってくれる？ 

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

またやってみて。 

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

は動いてても、本当に注入ができてるんですかね？ 

 

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

あ、ちがうか２分間でこれだけ変わっているる。これがおかしいよ、これが－－。 

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、

 

なんせ、３号機側に突っ込むだけ突っ込んじゃうっていうことでできる範囲のことをやるって

はい。あとさ、役に立たなそうなやつは何も役に立たないのか。３号機用のＣＲＤだとか、何

だかんだぬかしてたやつは。うん。何でもかんでももう入れられるやつ入れろ。圧力下がって

通報班から報告します。３号機へ海水を注入する件の通報ですが、１３時５１分に県のほうへ

それさ、●●さんがいま行ってるとこね？計測用電源の切り替えって、その１２時手前まで変

えられる？あれは当直のほうでやった仕事かい？違う？うん。うん。うん。ちょっとあれ、●

別に炉圧が増えていっているわけではなし、ドライウェル、サプレッション圧力が増えている

計測用の電源を切り替える作業って、やっているんですよね。あのーバッテリーとか届いたじ

いま２号のＲＣＩＣの起動状況、現場で確認した結果が入りますから。動いているようです、
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峰松顧問  

吉田所長  

  

吉田所長  
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テレビ会議 2011 年

 

はい。 

いまね、検討している安全グループが言うにはね。１

完全に裸ん坊になっちゃってて、先ほどの余震後のドライウェルの圧力が５００位って言って

くれたんだけども、それは要するに水素ガスの圧力によってもう上がっちゃってるんじゃない

かと。したがって、１

と言ってんだけどさ。この５００

まず確認してくれる？

はい。それはいま計器を全部

排気圧力が・・・

排気圧力が０．３４５

水位計が動かないです。全然動かない。

えーと一緒に書いてくれない、そっち。

峰松さん、本店さん、本店さん。

はい。 

今のサジェスチョン、ぼくも極めてそう思うんですけども。１点だけね、１号機もずうっと海

水は流量的には注入してるんですけれども、一１７００位で炉水位が改善しない。まあこれ、

水位計の問題もあるかも分かんない。今回もですね、海水入れたらですね、ここでスティック

しちやったんです。その海水との関連ってのはありますかね。要するに、塩分。

《電話》もしもし、急ぎたいと言ってください。いまは３号のほうもちゃんと水が入っている

のか確認しているんですよ。はい、すいませんでした。いまそれを

分の影響とか、そういうことを見て＝

んと合っているかどうかそういうことを含めて。それ１号ね。ちょっと３号の話はですね、い

ま、もうちょっと情報が＝それももう一回確認しないと危ないんで－。分かりました。ちょっ

とうちも情報把握し－－’ます＝。ポンプは回っているんですけど、もう１と同じ状況でない

かと。計器の問題かラインの問題か不明なんですよ。それ、水が入っているかいないか確認で

きないんですよ。それでとりあえず、いまやろうとしているのは１

３に水を入れようとニニ３号の水入れしだい＝

いま、あの、吉田所長、それ、３号の話ですか。

はい。３号の話もそうですし、１号も海水入れたわけですよね。ほんでいまだに一応、海水系

の流量見ると、ある流量出てて、吐出圧は出てるんですよ、１号も。

はい。 

にもかかわらず、炉水位が回復しないというのは、１号も３号も海水入れてから同じような状

況になっているという感じなんです。さっき真水を入れたときは極めて素直に炉水位が上がっ

たんで、そこの違い。

何か、固まっちゃうのかもしれませんね。

すいません、本店ですけれども。１号が海水を注水しても水位計の指示が－１７００から上が

ってこないというのは、恐らく格納容器内に水素が漏れていたということから考えても、配管

破断みたいなものがあってですね、格納容器の水位がそこまで到達しないと原子炉からずっと

海水が漏れていて、ずっと指示はスティックしてると、そういうことだと思っております。

だから、バイパスしてるってことでしよ？
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いまね、検討している安全グループが言うにはね。１

完全に裸ん坊になっちゃってて、先ほどの余震後のドライウェルの圧力が５００位って言って

くれたんだけども、それは要するに水素ガスの圧力によってもう上がっちゃってるんじゃない

かと。したがって、１F２も非常に危ないっていうか、非常にひどい状態になってんじゃないか

と言ってんだけどさ。この５００

まず確認してくれる？ 

はい。それはいま計器を全部ですね、確認しているんですけども。

排気圧力が・・・ 

排気圧力が０．３４５Mpa。 

水位計が動かないです。全然動かない。

えーと一緒に書いてくれない、そっち。

峰松さん、本店さん、本店さん。

今のサジェスチョン、ぼくも極めてそう思うんですけども。１点だけね、１号機もずうっと海

水は流量的には注入してるんですけれども、一１７００位で炉水位が改善しない。まあこれ、

水位計の問題もあるかも分かんない。今回もですね、海水入れたらですね、ここでスティック

しちやったんです。その海水との関連ってのはありますかね。要するに、塩分。

《電話》もしもし、急ぎたいと言ってください。いまは３号のほうもちゃんと水が入っている

のか確認しているんですよ。はい、すいませんでした。いまそれを

分の影響とか、そういうことを見て＝

んと合っているかどうかそういうことを含めて。それ１号ね。ちょっと３号の話はですね、い

ま、もうちょっと情報が＝それももう一回確認しないと危ないんで－。分かりました。ちょっ

とうちも情報把握し－－’ます＝。ポンプは回っているんですけど、もう１と同じ状況でない

かと。計器の問題かラインの問題か不明なんですよ。それ、水が入っているかいないか確認で

きないんですよ。それでとりあえず、いまやろうとしているのは１

３に水を入れようとニニ３号の水入れしだい＝

いま、あの、吉田所長、それ、３号の話ですか。

はい。３号の話もそうですし、１号も海水入れたわけですよね。ほんでいまだに一応、海水系

の流量見ると、ある流量出てて、吐出圧は出てるんですよ、１号も。

にもかかわらず、炉水位が回復しないというのは、１号も３号も海水入れてから同じような状

況になっているという感じなんです。さっき真水を入れたときは極めて素直に炉水位が上がっ

たんで、そこの違い。 

何か、固まっちゃうのかもしれませんね。

すいません、本店ですけれども。１号が海水を注水しても水位計の指示が－１７００から上が

ってこないというのは、恐らく格納容器内に水素が漏れていたということから考えても、配管

破断みたいなものがあってですね、格納容器の水位がそこまで到達しないと原子炉からずっと

海水が漏れていて、ずっと指示はスティックしてると、そういうことだと思っております。

だから、バイパスしてるってことでしよ？

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

いまね、検討している安全グループが言うにはね。１

完全に裸ん坊になっちゃってて、先ほどの余震後のドライウェルの圧力が５００位って言って

くれたんだけども、それは要するに水素ガスの圧力によってもう上がっちゃってるんじゃない

２も非常に危ないっていうか、非常にひどい状態になってんじゃないか

と言ってんだけどさ。この５００ 位っていうドライウェルの値が正しいかどうかっていうのを

ですね、確認しているんですけども。

 

水位計が動かないです。全然動かない。 

えーと一緒に書いてくれない、そっち。 

峰松さん、本店さん、本店さん。 

今のサジェスチョン、ぼくも極めてそう思うんですけども。１点だけね、１号機もずうっと海

水は流量的には注入してるんですけれども、一１７００位で炉水位が改善しない。まあこれ、

水位計の問題もあるかも分かんない。今回もですね、海水入れたらですね、ここでスティック

しちやったんです。その海水との関連ってのはありますかね。要するに、塩分。

《電話》もしもし、急ぎたいと言ってください。いまは３号のほうもちゃんと水が入っている

のか確認しているんですよ。はい、すいませんでした。いまそれを

分の影響とか、そういうことを見て＝ 。３号ですか。だと思います。いま３号のラインがちゃ

んと合っているかどうかそういうことを含めて。それ１号ね。ちょっと３号の話はですね、い

ま、もうちょっと情報が＝それももう一回確認しないと危ないんで－。分かりました。ちょっ

とうちも情報把握し－－’ます＝。ポンプは回っているんですけど、もう１と同じ状況でない

かと。計器の問題かラインの問題か不明なんですよ。それ、水が入っているかいないか確認で

きないんですよ。それでとりあえず、いまやろうとしているのは１

３に水を入れようとニニ３号の水入れしだい＝

いま、あの、吉田所長、それ、３号の話ですか。

はい。３号の話もそうですし、１号も海水入れたわけですよね。ほんでいまだに一応、海水系

の流量見ると、ある流量出てて、吐出圧は出てるんですよ、１号も。

にもかかわらず、炉水位が回復しないというのは、１号も３号も海水入れてから同じような状

況になっているという感じなんです。さっき真水を入れたときは極めて素直に炉水位が上がっ

何か、固まっちゃうのかもしれませんね。 

すいません、本店ですけれども。１号が海水を注水しても水位計の指示が－１７００から上が

ってこないというのは、恐らく格納容器内に水素が漏れていたということから考えても、配管

破断みたいなものがあってですね、格納容器の水位がそこまで到達しないと原子炉からずっと

海水が漏れていて、ずっと指示はスティックしてると、そういうことだと思っております。

だから、バイパスしてるってことでしよ？ 
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発言内容 

いまね、検討している安全グループが言うにはね。１F２もね、１

完全に裸ん坊になっちゃってて、先ほどの余震後のドライウェルの圧力が５００位って言って

くれたんだけども、それは要するに水素ガスの圧力によってもう上がっちゃってるんじゃない

２も非常に危ないっていうか、非常にひどい状態になってんじゃないか

位っていうドライウェルの値が正しいかどうかっていうのを

ですね、確認しているんですけども。

今のサジェスチョン、ぼくも極めてそう思うんですけども。１点だけね、１号機もずうっと海

水は流量的には注入してるんですけれども、一１７００位で炉水位が改善しない。まあこれ、

水位計の問題もあるかも分かんない。今回もですね、海水入れたらですね、ここでスティック

しちやったんです。その海水との関連ってのはありますかね。要するに、塩分。

《電話》もしもし、急ぎたいと言ってください。いまは３号のほうもちゃんと水が入っている

のか確認しているんですよ。はい、すいませんでした。いまそれを

。３号ですか。だと思います。いま３号のラインがちゃ

んと合っているかどうかそういうことを含めて。それ１号ね。ちょっと３号の話はですね、い

ま、もうちょっと情報が＝それももう一回確認しないと危ないんで－。分かりました。ちょっ

とうちも情報把握し－－’ます＝。ポンプは回っているんですけど、もう１と同じ状況でない

かと。計器の問題かラインの問題か不明なんですよ。それ、水が入っているかいないか確認で

きないんですよ。それでとりあえず、いまやろうとしているのは１

３に水を入れようとニニ３号の水入れしだい＝ よろしくお願いします。《電話終了》。

いま、あの、吉田所長、それ、３号の話ですか。 

はい。３号の話もそうですし、１号も海水入れたわけですよね。ほんでいまだに一応、海水系

の流量見ると、ある流量出てて、吐出圧は出てるんですよ、１号も。

にもかかわらず、炉水位が回復しないというのは、１号も３号も海水入れてから同じような状

況になっているという感じなんです。さっき真水を入れたときは極めて素直に炉水位が上がっ
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海水が漏れていて、ずっと指示はスティックしてると、そういうことだと思っております。
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そういうこと。

うん、だからそれはですね。だから、バイパスをクリアするためにはもう、どんどん注入して

いくしかないですよね、でもね。

そういうことですね、はい。

で、１号はもうそういう形で注入していって、まあ極端なこと言うと格納容器ごと水没させた

ような形になる。

そういうことですね、はい。

で、２号もいまもう注水を、あの、繰り返していくと。

うん。 

ということしかないと思ってるんですが。

そうですね、そりゃあ。

で、２号もそういう意味では、まだちょっと指示計がよく信用できないんですけど、水位計は

一定の値。ただし、他のデータが見れないという状態です。それからＲＣＩＣ

とここまで来てて、もうほとんどヘロヘロ状態になってきているということを考えると、早め

にね、早めに、要するにその燃料破損する前に、切り替えたほうがいいと思ってるんですが。

はい。早めに水入れることは賛成です。

ただし、その時にいまあの、２号機用に用意してるもの。

真水ですね？ 

そうそうそう。そこいま確認しているんですけどね。

２号、２号。２号と３号は、やっぱりタイラインになっているんですよ、ここ。

で、３号と２号切り替えながらやるってことですよね？もし、いざとなったら。

いや、あのね実はね、もう中でね、タイで圧力が低ければ自動的にいっちゃうわけですよ、流

量バランスで、。

ああ、そうですか。

うん。 

じゃあ、いっちゃってるってことですか。

いや、まだいってない。まだまだ２号は炉圧があると思ってますから、ええ。

はい、はい、はい、分かりました。

２号のプラントデータ、ちょっといいですか。発電班から、●●、情報班も一緒に書いてくれ

るかな。２号機、１３時５０分現場に行けました。で、１号のＲＣＩＣ

ＲＣＩＣ回っております。吐出が６．３Ｍｐａ、排気圧が０．３４Ｍｐａ、で音もＯＫ。ただ

し流量、ポンプの流量が出ているかどうかはＦＴの電源がないので、計装系の電源がないので、

そこでは流量までは分からない。ただＲＣ
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一定の値。ただし、他のデータが見れないという状態です。それからＲＣＩＣ

とここまで来てて、もうほとんどヘロヘロ状態になってきているということを考えると、早め

にね、早めに、要するにその燃料破損する前に、切り替えたほうがいいと思ってるんですが。

 

２号、２号。２号と３号は、やっぱりタイラインになっているんですよ、ここ。

で、３号と２号切り替えながらやるってことですよね？もし、いざとなったら。

いや、あのね実はね、もう中でね、タイで圧力が低ければ自動的にいっちゃうわけですよ、流

いや、まだいってない。まだまだ２号は炉圧があると思ってますから、ええ。
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し流量、ポンプの流量が出ているかどうかはＦＴの電源がないので、計装系の電源がないので、

Ｃタービンは回っている。そこから２階に移ろうと
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で、１号はもうそういう形で注入していって、まあ極端なこと言うと格納容器ごと水没させた
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したところ、２階は白いモヤモヤが出ていると。

２号機？ 

２号機、ただ、線量は上がってきていません。まだ、っていう状況。で、今のからすると、３

号、１号の順番で優先して独立した注水系を確保するほうがいいような気がしますので、いま

海水がどこでどういうふうなタイになっているのか紙に書いて説明しますので。分かっている

情報で説明するから●●のところにもフォローしてもらって、５分後に説明します。

はい。 

本店にも書画で見せてください。

了解。 

いま、本店の方から連絡がありまして。１号機の燃料プールに投下する氷を運搬したいと。氷

を３．５ｔ。 

それさ、いちいちおれに聞かないでくれる？いまプラントが一番重要な話なんで、運搬の話も

重要なんだけど、ちょっと別なとこでやってくれないか。ちょっと悪いけど、●●さん、相談

にのってやってくれるか。

本部長、本部長。先ほど申しましたように、３号は昨日の１号と同じような状況になりつつあ

るんで、本当、リアクタービルの中に水素が溜まってると思うんですね。

はい、はい。 

それを逃がす方法を考えるべきだと思うんですけど。

そうだね。そうだね。水素を逃がす方法を、本店さん何かいいアイデアありますか。３号機も

水素がかなり溜まってるというふうに見られるんで、下手をすると昨日のようなことになる可

能性がある。 

リアクタービルの最上階に水素が溜まってると想定したときにですね、抜く方法は、ブローア

ウトパネルを開けに行くんですが、現場は中から開けに行くのは無理だと思います。

はい。 

外から開けに行くのは、何か重機で遠隔でやるって可能性はありますけど。いずれにしても人

が近づくことになりますので、安全上の問題からそれは無理だと思います。

ねえ。 

リアクタービルの大物搬入口開けておいても、意味ないですかね。

上に溜まるからね。

開けないより開けたほうがいいのか。熱で対流して少しは出てくるか。そんなことはどうなん

でしようか、本店さん、どうお考えですか。

一番上がご存じのように糞詰まりなんで、下から風入れてもただ単に水素が上に上がるだけだ

と思うんで、可能性は低いと思います。

いやこれがわかんないんですよいま。ポンプは回っているんですけれども、１号と同じような

状態じゃないかと。
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２号機、ただ、線量は上がってきていません。まだ、っていう状況。で、今のからすると、３

号、１号の順番で優先して独立した注水系を確保するほうがいいような気がしますので、いま

海水がどこでどういうふうなタイになっているのか紙に書いて説明しますので。分かっている

情報で説明するから●●のところにもフォローしてもらって、５分後に説明します。
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情報で説明するから●●のところにもフォローしてもらって、５分後に説明します。
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２号機、ただ、線量は上がってきていません。まだ、っていう状況。で、今のからすると、３

号、１号の順番で優先して独立した注水系を確保するほうがいいような気がしますので、いま
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東芝の社長は。

Ｉ～４号の消火系について簡単な図面で説明します。ここが１号、２号、３号、４号っていう

ことで消火系についてはループ的な構成になっていますが、３号の消火ポンプはここにござい

ます。これが吐出ヘッダー、ということで、吐出にいろんな仕切り弁があって、かつ吐出の裏

側、山側も通す必要があるので、そういう

とにかくこの水をですね、３号に入れなくちゃいけないということで、この辺に消防車が接続

するんですけれども、そこに入れちゃうと１号とか２号のほうに、表と裏を通して回ってって

しまいますので、必要な所に行けない。不必要な所に行ってしまうということで、この２５弁

と操作性のよい１４Ｂ

ってくという理屈になります。

だから、その系統構成にいまなってないんだっけ？

正確にはなっていません。１４Ｂ

●●これを閉める必要性があります。

じゃあ、それ閉めてくれる？

了解しました。

１号に行って、モニタリングポストの値チェック。

あとのＶ－８－２０１、それを閉めた。

じゃあ、なるだけバイパスフローが出ないようにそのバルブを閉めて、３号機に水を注入する

という操作をしてください。

わかりました。

これ、まずね、ポンプがあって、チャッキがあって、母管があるんですよ。別の図面見るとポ

ンプ、チャッキの後にほかへの分岐と、ほかへの戻りがあって、そのチャッキの後にあるんで

すよ。まずこれに負荷がどこにも書いてないですよね。本当はここにチャッキがあって、この

後に負荷に行くんです。負荷。で、いま、接続口っていうのがあるんだけど、接続口っていう

のがここに付いてるんです。イメージ的には、接続口が。送水口、接続口。

負荷に行っちゃってるんだ。

そう、繋がっちゃう、繋がっちゃう。１号に行っちゃってる、だと思う。

ああそういうことね。

高橋さん、すいません。線量情報共有させていただいていいですか。

どうぞ。簡単に言ってください。はい。

モニタリングポストの４番。敷地の西側の山側の所なんですけども、今まで４０～５０ｇＳｖ

／ｈ位だったんですが、一番最新のデータでですね、１３時５２

いうことで上がってございます。それと、もう１つですね。敷地の中の、線量状況をちょっと

紹介いたしますと、大まかな数字で恐縮なんですけども。

すいません。声が聞こえないんだけど。どっちも。

え一つとですね、モニタリングポスト４番の今の線量率がですね、１６００マイクロＳｖ／ｈ

と。それまでが４０～５０マイクロＳｖ／ｈ

ってきています。
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というより１５条だな、また。

そうですね、境界ですが、はい。

何時のデータだって？

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

確認します。 

おい、そのデータってサイトから来てるの？

サイトから無線で、はい。

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

い。 

通報班、了解しました。

本店も了解。 

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

線量になってございます。免震棟の周りでもですね、５～１０ｍＳｖ／ｈ

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

現場の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

ングポスト４ 

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ

前、４８ 分は、１３

ただ、２回目九百いくつだよね？違う？

１３時５０分が９０５。

そうするとさ、９００のほうで１５条やるのか、１５００

先に出してるのが、１３時５０分です。９０５で出してます。

９０５で出すんだな？

９０５です。５０分。

はい。 

早いほうの時間でお願いします。

はい、じゃあそれで、判断は変わらず。１４

００ のほうのデータ。

ベントって？ 
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というより１５条だな、また。

そうですね、境界ですが、はい。

何時のデータだって？ 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

 

おい、そのデータってサイトから来てるの？

サイトから無線で、はい。 

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

通報班、了解しました。 

 

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

線量になってございます。免震棟の周りでもですね、５～１０ｍＳｖ／ｈ

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

 番、１３ 時５２

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ

分は、１３ 時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。

ただ、２回目九百いくつだよね？違う？

１３時５０分が９０５。 

そうするとさ、９００のほうで１５条やるのか、１５００

先に出してるのが、１３時５０分です。９０５で出してます。

９０５で出すんだな？ 

９０５です。５０分。 

早いほうの時間でお願いします。

はい、じゃあそれで、判断は変わらず。１４

のほうのデータ。 
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発言内容

というより１５条だな、また。 

そうですね、境界ですが、はい。 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

おい、そのデータってサイトから来てるの？

 

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

線量になってございます。免震棟の周りでもですね、５～１０ｍＳｖ／ｈ

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

時５２ 分、１５５７、１５５７マイクロＳｖ／ｈ

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ

時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。

ただ、２回目九百いくつだよね？違う？ 

そうするとさ、９００のほうで１５条やるのか、１５００

先に出してるのが、１３時５０分です。９０５で出してます。

早いほうの時間でお願いします。 

はい、じゃあそれで、判断は変わらず。１４

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

おい、そのデータってサイトから来てるの？ 

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

線量になってございます。免震棟の周りでもですね、５～１０ｍＳｖ／ｈ

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

分、１５５７、１５５７マイクロＳｖ／ｈ

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ

時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。

そうするとさ、９００のほうで１５条やるのか、１５００ でやるのかつて、もうちょっと。

先に出してるのが、１３時５０分です。９０５で出してます。

はい、じゃあそれで、判断は変わらず。１４ 時１５ 分と。に判断しましたと。データは、９

３号機で冷却停止、ベント） 

 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

線量になってございます。免震棟の周りでもですね、５～１０ｍＳｖ／ｈ 

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。 

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

分、１５５７、１５５７マイクロＳｖ／ｈ

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ

時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。

 でやるのかつて、もうちょっと。

先に出してるのが、１３時５０分です。９０５で出してます。 

分と。に判断しましたと。データは、９

 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

ということになって

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

 

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

分、１５５７、１５５７マイクロＳｖ／ｈ です。ちなみにそ

の２分前ですが、５０分、１３時５０分は９０５、９０５マイクロＳｖ／ｈ になってる。その

時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。

でやるのかつて、もうちょっと。

分と。に判断しましたと。データは、９

 

１３時５２分のデータがマックスですので、ちょっといつ５００を超えたかはですね、現地で

まぁ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は、１５条対象の事象なんで、１

４時１５分に１５条対象の報告事象発生したというふうに判断します。通報、連絡してくださ

すいません、もう１点ですけど。こちらはですね、構内の大体の線量の様子を表してるんです

けども、こちらは単位はｍｓｖ／ｈでございまして、３０とか５０ｍＳｖ／ｈと、非常に高い

ということになって

ございます。免震棟と事務棟をですね、往復しただけで１ｍｓｖを受ける位の線量ということ

で。１号機の爆発があった以降ですね、高くなってるという状況です。３号の影響が見えるか

どうかつていうのは、ちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしていませんが、

モニタリングポストの情報を発信します。本店のほうに先に言ってしまいましたが、モニタリ

です。ちなみにそ

になってる。その

時４８分は２５１です。極端にぐんっと上がってます。この４分で。 

でやるのかつて、もうちょっと。 

分と。に判断しましたと。データは、９
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テレビ会議 2011 年

 

圧力下げたのかな？いま急に上がったところで、ひょっとしたら、ってこと？分かんないけど。

ちょっと、２号機のデータ、変わってる？２号機のデータ、変わってるかつて質問なんだけど、

●●ちゃん。 

ドライウェル圧力、コンマ３９０で変化ありません。

炉圧はまだ分かんないのな？

いま、まだ確認とれてません。計器の関係で。

炉圧もまだ分かんないのな。

すいません、間違えました。水位は３７５０。燃料水位計で変わりません。圧は計器の復旧絡

みで確認とれてません。

はい。 

２号機は、分かることは以上までです。

はい。 

あと、１ 号機。Ａ

炉圧力０．３７１３Ｍｐａ、ドライウェル圧力０．６０Ｍｐａ、サブレッションも同じで０．

６０Ｍｐａ［ａｂｓ］です。

ちょっと１点、割り込ませていただいていいですか。

どうぞ。 

●●さんです。先ほど首相官邸のほうから、例の１

しています。それで、郡山とですね、いわきに車があることは確認ができたんですが、例によ

ってそのサイトまで持ち込むことに対して、人がいないとか線量が気になるとかとおっしゃっ

ていて、できれば東電のほうで引き取ってもらえると手っ取り早いというような話があるんで

すが。 

わかりました。

なんか、そういう手って何とかなりますでしょうか。

えっと、じやあ、大至急なんか手を打ちましょう。千葉のやつはどうなったんだつけ？千葉の

消火、だからどっちが近いかつてことだよ。千葉が近いのか、いわきのやつもらってくるのか、

郡山もらってくるのか。いずれにしても、ちょっと資材班かどつかで調達して、こっちにあれ

ばあるほどいいから。郡山のやつもいわきのやつも至急手配かけてほしいんだけどな。えっ、

違う。今のは消防車。はい。

吉田さん、どなたとコンタクトすればよろしいですか。ちょっとすいません、聞こえない。

猪苗代に猪苗代の当社の人間で、１

郡山からその人間に運転させて１

ちょっと、そこも含めてまだ手配はしてないんですが、ちょっと皆さんで。

もしあれであれば、猪苗代の本部はいま対策本部があるんだから、そこを呼び出してこっから

呼び出して、手配ができるか、いま確認したらどうですか。
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圧力下げたのかな？いま急に上がったところで、ひょっとしたら、ってこと？分かんないけど。

ちょっと、２号機のデータ、変わってる？２号機のデータ、変わってるかつて質問なんだけど、

 

ドライウェル圧力、コンマ３９０で変化ありません。

炉圧はまだ分かんないのな？ 

いま、まだ確認とれてません。計器の関係で。

炉圧もまだ分かんないのな。 

すいません、間違えました。水位は３７５０。燃料水位計で変わりません。圧は計器の復旧絡

みで確認とれてません。 

２号機は、分かることは以上までです。

号機。Ａ がゼロ。ごめんなさい。ダウンスケールですね。Ｂ

炉圧力０．３７１３Ｍｐａ、ドライウェル圧力０．６０Ｍｐａ、サブレッションも同じで０．

６０Ｍｐａ［ａｂｓ］です。 

ちょっと１点、割り込ませていただいていいですか。

●●さんです。先ほど首相官邸のほうから、例の１

しています。それで、郡山とですね、いわきに車があることは確認ができたんですが、例によ

ってそのサイトまで持ち込むことに対して、人がいないとか線量が気になるとかとおっしゃっ

ていて、できれば東電のほうで引き取ってもらえると手っ取り早いというような話があるんで

わかりました。 

なんか、そういう手って何とかなりますでしょうか。

えっと、じやあ、大至急なんか手を打ちましょう。千葉のやつはどうなったんだつけ？千葉の

消火、だからどっちが近いかつてことだよ。千葉が近いのか、いわきのやつもらってくるのか、

郡山もらってくるのか。いずれにしても、ちょっと資材班かどつかで調達して、こっちにあれ

ばあるほどいいから。郡山のやつもいわきのやつも至急手配かけてほしいんだけどな。えっ、

違う。今のは消防車。はい。 

吉田さん、どなたとコンタクトすればよろしいですか。ちょっとすいません、聞こえない。

猪苗代に猪苗代の当社の人間で、１

郡山からその人間に運転させて１

ちょっと、そこも含めてまだ手配はしてないんですが、ちょっと皆さんで。

もしあれであれば、猪苗代の本部はいま対策本部があるんだから、そこを呼び出してこっから

呼び出して、手配ができるか、いま確認したらどうですか。
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発言内容

圧力下げたのかな？いま急に上がったところで、ひょっとしたら、ってこと？分かんないけど。

ちょっと、２号機のデータ、変わってる？２号機のデータ、変わってるかつて質問なんだけど、

ドライウェル圧力、コンマ３９０で変化ありません。

 

いま、まだ確認とれてません。計器の関係で。

 

すいません、間違えました。水位は３７５０。燃料水位計で変わりません。圧は計器の復旧絡

２号機は、分かることは以上までです。 

がゼロ。ごめんなさい。ダウンスケールですね。Ｂ

炉圧力０．３７１３Ｍｐａ、ドライウェル圧力０．６０Ｍｐａ、サブレッションも同じで０．

 

ちょっと１点、割り込ませていただいていいですか。

●●さんです。先ほど首相官邸のほうから、例の１

しています。それで、郡山とですね、いわきに車があることは確認ができたんですが、例によ

ってそのサイトまで持ち込むことに対して、人がいないとか線量が気になるとかとおっしゃっ

ていて、できれば東電のほうで引き取ってもらえると手っ取り早いというような話があるんで

なんか、そういう手って何とかなりますでしょうか。

えっと、じやあ、大至急なんか手を打ちましょう。千葉のやつはどうなったんだつけ？千葉の

消火、だからどっちが近いかつてことだよ。千葉が近いのか、いわきのやつもらってくるのか、

郡山もらってくるのか。いずれにしても、ちょっと資材班かどつかで調達して、こっちにあれ

ばあるほどいいから。郡山のやつもいわきのやつも至急手配かけてほしいんだけどな。えっ、

 

吉田さん、どなたとコンタクトすればよろしいですか。ちょっとすいません、聞こえない。

猪苗代に猪苗代の当社の人間で、１F か２Ｆを経験した人間をピックアップして郡山にやって、

郡山からその人間に運転させて１F まで持ってったらどうなんですか。

ちょっと、そこも含めてまだ手配はしてないんですが、ちょっと皆さんで。

もしあれであれば、猪苗代の本部はいま対策本部があるんだから、そこを呼び出してこっから

呼び出して、手配ができるか、いま確認したらどうですか。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

圧力下げたのかな？いま急に上がったところで、ひょっとしたら、ってこと？分かんないけど。

ちょっと、２号機のデータ、変わってる？２号機のデータ、変わってるかつて質問なんだけど、

ドライウェル圧力、コンマ３９０で変化ありません。 

いま、まだ確認とれてません。計器の関係で。 

すいません、間違えました。水位は３７５０。燃料水位計で変わりません。圧は計器の復旧絡

がゼロ。ごめんなさい。ダウンスケールですね。Ｂ

炉圧力０．３７１３Ｍｐａ、ドライウェル圧力０．６０Ｍｐａ、サブレッションも同じで０．

ちょっと１点、割り込ませていただいていいですか。 

●●さんです。先ほど首相官邸のほうから、例の１F２向けの消防自動車、これの手配をお願い

しています。それで、郡山とですね、いわきに車があることは確認ができたんですが、例によ

ってそのサイトまで持ち込むことに対して、人がいないとか線量が気になるとかとおっしゃっ

ていて、できれば東電のほうで引き取ってもらえると手っ取り早いというような話があるんで

なんか、そういう手って何とかなりますでしょうか。 

えっと、じやあ、大至急なんか手を打ちましょう。千葉のやつはどうなったんだつけ？千葉の

消火、だからどっちが近いかつてことだよ。千葉が近いのか、いわきのやつもらってくるのか、

郡山もらってくるのか。いずれにしても、ちょっと資材班かどつかで調達して、こっちにあれ

ばあるほどいいから。郡山のやつもいわきのやつも至急手配かけてほしいんだけどな。えっ、

吉田さん、どなたとコンタクトすればよろしいですか。ちょっとすいません、聞こえない。

か２Ｆを経験した人間をピックアップして郡山にやって、

まで持ってったらどうなんですか。

ちょっと、そこも含めてまだ手配はしてないんですが、ちょっと皆さんで。

もしあれであれば、猪苗代の本部はいま対策本部があるんだから、そこを呼び出してこっから

呼び出して、手配ができるか、いま確認したらどうですか。
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ばあるほどいいから。郡山のやつもいわきのやつも至急手配かけてほしいんだけどな。えっ、

吉田さん、どなたとコンタクトすればよろしいですか。ちょっとすいません、聞こえない。 

か２Ｆを経験した人間をピックアップして郡山にやって、

もしあれであれば、猪苗代の本部はいま対策本部があるんだから、そこを呼び出してこっから
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１F さんのほうでその対応できますか。多分直接コミュニケーションいただくほうがいいんじ

ゃないかなという気もするんですが。

運転資格の問題もあって、運転できない可能性もあるよね？

っちでも早いほうで大型持ってる人を探して、行ってもらうってことだな。

じゃ、ごめんなさい。本件はじやあね、猪苗代さんと、あとはどことやればいいかだけ教えて

ください。それでこちらで調整しますよ。

消防庁、連絡先が分かってるので連絡します。

悪いんだけど、それは●●さん、統括してくれる？

分かりました。●●さんとコンタクトします。

あとはこちらで調整しますので。

よろしくお願いします。

吉田所長。 

はい。 

●●です。ご苦労さまです。２号のですね、水を入れるに際してですね、今のうちに量を確保

していく必要があるということで、炉注ラインのＭＯ

たいという話をこっちでしてます。

えっ、ごめん。分からない、言ってることが。なんだつけ？何号機？

２号です。２号機です。

はい。はい。 

２号機のほうが圧が高いじゃないですか。

はい。はい。 

で、これがいずれ下がってくる懸念があるわけで

はいはい。 

で、その時に備えて、炉注できる水を入れられるラインを生かしておく必要があると思います。

はい。 

そのために、そのためのＭＯ

と水が注入できるって仕掛けで準備をしておきたいという意見があるので。

D/D 

ラインは何？ 

Ｄ／Ｄ、Ｄ／Ｄ

年 3月 13 日 
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悪いんだけど、それは●●さん、統括してくれる？

分かりました。●●さんとコンタクトします。

あとはこちらで調整しますので。

よろしくお願いします。 

●●です。ご苦労さまです。２号のですね、水を入れるに際してですね、今のうちに量を確保

していく必要があるということで、炉注ラインのＭＯ

たいという話をこっちでしてます。

えっ、ごめん。分からない、言ってることが。なんだつけ？何号機？

２号です。２号機です。 
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で、これがいずれ下がってくる懸念があるわけで
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Ｄ／Ｄ、Ｄ／Ｄ 効かないよ。
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たいという話をこっちでしてます。 

えっ、ごめん。分からない、言ってることが。なんだつけ？何号機？

２号機のほうが圧が高いじゃないですか。 

で、これがいずれ下がってくる懸念があるわけで

で、その時に備えて、炉注できる水を入れられるラインを生かしておく必要があると思います。
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で、これがいずれ下がってくる懸念があるわけで 

で、その時に備えて、炉注できる水を入れられるラインを生かしておく必要があると思います。

弁を開けておいて、その先にチャッキがあるので、炉圧が下がる
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と水が注入できるって仕掛けで準備をしておきたいという意見があるので。 
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で、その時に備えて、炉注できる水を入れられるラインを生かしておく必要があると思います。 

弁を開けておいて、その先にチャッキがあるので、炉圧が下がる



 

時刻

 

 

 

 

14:24 

 

 

 

 

 

 

 

14:25 

 

 

 

 

14:26 

 

 

 

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

本店 

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

発電班

本店 

発電班

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

発電班

本店 

発電班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

発電班  

  

発電班  

  

  

  

  

  

  

発電班  

  

発電班  

テレビ会議 2011 年

 

Ｄ／Ｄ 効かない。

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

で、いざというときにＭＯ

ーの中にすぐアクセスできる今の時点で、ＭＯ

お願いなんです。

あっ、何のＭＯ弁？ごめん。

原子炉に注入するラインでＬＰＣＩだと思うんですが。

注入ラインのバルブね。

そうです。ＬＰＣＩの＝。

それがどうなってるんでしたっけ？

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

が。 

すいません。じやあ、●●さん決めて。

いまそこのラインは、２

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

というのでお願いします。

はい。じゃあ、●●さんと。

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

前後でＲＣＩＣ

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

ないということで、３号もよく分からないような状況です。

入ってないんじゃないかな。閉め切りと炉圧が同じになって。

同じです。 

そこを確認しなきや、だめだよ。最低＝。

●●さん。 

はい。 

２号ですけど、ＲＣＩＣ

ゃって入ってないっていう可能性は十分考えられますよね？

はい。あります。

流量計が働かせなきやいけないんだな。

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。
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効かない。 

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

で、いざというときにＭＯ 弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

ーの中にすぐアクセスできる今の時点で、ＭＯ

お願いなんです。 

あっ、何のＭＯ弁？ごめん。 

原子炉に注入するラインでＬＰＣＩだと思うんですが。

注入ラインのバルブね。 

そうです。ＬＰＣＩの＝。 

それがどうなってるんでしたっけ？

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

すいません。じやあ、●●さん決めて。

いまそこのラインは、２ 号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

というのでお願いします。 

はい。じゃあ、●●さんと。 

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

前後でＲＣＩＣ が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

うことで、３号もよく分からないような状況です。

入ってないんじゃないかな。閉め切りと炉圧が同じになって。

そこを確認しなきや、だめだよ。最低＝。

２号ですけど、ＲＣＩＣ 回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち

ゃって入ってないっていう可能性は十分考えられますよね？

はい。あります。 

流量計が働かせなきやいけないんだな。

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。
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発言内容

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

ーの中にすぐアクセスできる今の時点で、ＭＯ

 

原子炉に注入するラインでＬＰＣＩだと思うんですが。

 

それがどうなってるんでしたっけ？ 

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

すいません。じやあ、●●さん決めて。 

号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

 

 

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

うことで、３号もよく分からないような状況です。

入ってないんじゃないかな。閉め切りと炉圧が同じになって。

そこを確認しなきや、だめだよ。最低＝。 

回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち

ゃって入ってないっていう可能性は十分考えられますよね？

流量計が働かせなきやいけないんだな。 

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

ーの中にすぐアクセスできる今の時点で、ＭＯ 弁を手動で開けてもらいたいという、そういう

原子炉に注入するラインでＬＰＣＩだと思うんですが。 

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

うことで、３号もよく分からないような状況です。

入ってないんじゃないかな。閉め切りと炉圧が同じになって。

 

回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち

ゃって入ってないっていう可能性は十分考えられますよね？

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

弁を手動で開けてもらいたいという、そういう

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

うことで、３号もよく分からないような状況です。 

入ってないんじゃないかな。閉め切りと炉圧が同じになって。 

回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち

ゃって入ってないっていう可能性は十分考えられますよね？ 

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。

 

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

弁を手動で開けてもらいたいという、そういう

それ電源が生きていないので、もうちよい時間がかかるから、その前に手動でＭＯ 弁を開けと

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち

流量計は電源が来てなくて分かりません。吐出圧は現場でブルドン管で分かります。 

 

Ｄ／Ｄというか、ラインナップです。電源の復旧がですね、あと数時間かかると思われますの

弁がすぐに開できない状態になると思いますので、えっとリアクタ

弁を手動で開けてもらいたいという、そういう

弁を開けと

くって話です。それでそっちのカウンターパート決めてもらえれば、こっちで直接話をします

号のＤ／ＤＦＰが回ればそのまま注水できるようなラインナップにな

っているはずなので、その件はサイトは●●。それはわかっている。そこに何か繋ぎ込むから

それからプラントデータのほう、少しいいですか。先ほど環境モニタリングのほうで、数値が

跳ね上がったと言ってるのは１３時５０分です。１３時５０分前後の断面で、２号は炉水位は

変わっておらず、ドライウェル圧力が見えてるんですが、それも変化はありません。で、その

が回っていることを２号の原子炉建屋の１階が線量がそんなに高くないこと

から、というような状況です。３号のほうは、同じ１３時５０分前後は、炉水位、ドライウェ

ル圧力とも変化はないんですけれども、海水が注入されているんだけどもパラメータに変化が

回っていて排気も出てるということなんですが、炉注がバランスしち
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そうか。じゃだめだな。はい、事情は分かりました。

３号の炉水位は全然変わんないね？

変わりません。

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

だつけ？ 

復旧はしてあります。バルブのラインナップ？

ＦＰ系のラインを閉めて各号機独立させるいちおう業務。

いま依頼している。

誰に？ 

いま当直のほうに依頼しているので、現場に入ったら。

はい、２０１弁当直でやってるのね？閉操作。

はい。 

はい。 

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

おりません。流量は先ほどのとおりで、０．８

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

にも海水になるんですが。

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

これからは全部海水をシンクに入れましょう。はい。

吉田所長、そうしてください。

はい。 

福島第二さん？

あごめんつないで。はい、福島。

●●です。 

第二の増田です。聞こえますか？

はい、聞こえてます。昨日すでにベントをね、準備してくれていて、２Ｆ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

もと空調が動いてないんで。

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

てくれませんか、申し訳ない。
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そうか。じゃだめだな。はい、事情は分かりました。

３号の炉水位は全然変わんないね？

変わりません。 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

復旧はしてあります。バルブのラインナップ？

ＦＰ系のラインを閉めて各号機独立させるいちおう業務。

いま依頼している。 

いま当直のほうに依頼しているので、現場に入ったら。

はい、２０１弁当直でやってるのね？閉操作。

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

おりません。流量は先ほどのとおりで、０．８

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

にも海水になるんですが。 

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

これからは全部海水をシンクに入れましょう。はい。

吉田所長、そうしてください。

福島第二さん？ 

あごめんつないで。はい、福島。

第二の増田です。聞こえますか？

はい、聞こえてます。昨日すでにベントをね、準備してくれていて、２Ｆ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

もと空調が動いてないんで。 

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

てくれませんか、申し訳ない。

 （３号機で冷却停止、ベント
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発言内容

そうか。じゃだめだな。はい、事情は分かりました。

３号の炉水位は全然変わんないね？ 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

復旧はしてあります。バルブのラインナップ？

ＦＰ系のラインを閉めて各号機独立させるいちおう業務。

いま当直のほうに依頼しているので、現場に入ったら。

はい、２０１弁当直でやってるのね？閉操作。

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

おりません。流量は先ほどのとおりで、０．８

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

 

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

これからは全部海水をシンクに入れましょう。はい。

吉田所長、そうしてください。 

あごめんつないで。はい、福島。 

第二の増田です。聞こえますか？ 

はい、聞こえてます。昨日すでにベントをね、準備してくれていて、２Ｆ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

 

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

てくれませんか、申し訳ない。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

そうか。じゃだめだな。はい、事情は分かりました。 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

復旧はしてあります。バルブのラインナップ？ 

ＦＰ系のラインを閉めて各号機独立させるいちおう業務。 

いま当直のほうに依頼しているので、現場に入ったら。 

はい、２０１弁当直でやってるのね？閉操作。 

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

おりません。流量は先ほどのとおりで、０．８ の９０ＯＬ／ｍｉｎ

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

これからは全部海水をシンクに入れましょう。はい。 

はい、聞こえてます。昨日すでにベントをね、準備してくれていて、２Ｆ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

３号機で冷却停止、ベント） 

 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

 

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

の９０ＯＬ／ｍｉｎ 出ているんですけども、

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

はい、聞こえてます。昨日すでにベントをね、準備してくれていて、２Ｆ 

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

出ているんですけども、

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

は比較的うまくいっ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし

 

で、例のタイラインっていうか、バルブのラインナップはいまどこが替えに行ってくれてるん

３号ですけども、消火ポンプから吐出先のラインはまったく同じで、ラインで、入れ替えして

出ているんですけども、

念のため、消火ポンプを切り替えて繋ぎ替えてやってみたいと思うんですけども、その際には

一度海水を、その消火ポンプや、消火ポンプっていうかあの、使っちゃうので。２号に使う際

もうね、これから海水にしましょう。もうシンクがこんな状態だと真水集めてる暇がないから、

は比較的うまくいっ

てるほうだと思いますけれども、将来的に万、万が一あった時に空調が動いてないので、もと

●●さん、ごめん、ちょっとね、音が聞こえないので、ちょっと、もうちょっと大きい声にし



 

時刻

 

 

 

 

 

14:29 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 

 

 

 

 

 

 

14:31 

 

 

 場所

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

本店 

増田所長

本店 

増田所長

本店 

峰松顧問

増田所長

峰松顧問

増田所長

２Ｆ 

峰松顧問

増田所長

１Ｆ 

吉田所長

本店 

増田所長

本店 

復旧班

吉田所長

保安班

吉田所長

２Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

増田所長  

  

増田所長  

  

峰松顧問  

増田所長  

峰松顧問  

増田所長  

  

峰松顧問  

増田所長  

  

吉田所長  

  

増田所長  

  

復旧班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

  

テレビ会議 2011 年

 

はい、声、聞こえますか。

ありがとうございます。

あの空調が動いてないので。

ごめんなさい。

あっ、動いてるか、動いてる、２Ｆ

あのねぇ、峰松ですけどね。

あっ、増田です。お疲れさまです。

２Ｆ じゃ、ＨＶＡＣ系、生きてるんだつけ？

ＨＶＡＣ、生きてるよね？

生きてる、生きてる。

そっちはぱーとは

すいません、ＨＶＡＣ

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ

した。現在、デミとしてのＡだけは回してる状況です、デミトラのＡ

以上です。 

デミトラの Aってどれ位の流量なんだつけ？流量。

増田さん、ごめんなさい。聞き取れなかった。

２Ｆです。ＨＶＡＣ

SＧＴＳで引いてるのね、了解、分かった。ＯＫ。

流量ですね？ 

そうそう。 

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

っています。１３時に取っております。情報です。

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

いんで、水素抜きたいんだけど、何かいい案ないですかね。

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

をお願いします。
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はい、声、聞こえますか。 

ありがとうございます。 

あの空調が動いてないので。 

ごめんなさい。 

あっ、動いてるか、動いてる、２Ｆ

あのねぇ、峰松ですけどね。 

あっ、増田です。お疲れさまです。

じゃ、ＨＶＡＣ系、生きてるんだつけ？

ＨＶＡＣ、生きてるよね？ 

生きてる、生きてる。 

そっちはぱーとは 消えてるのね。

すいません、ＨＶＡＣ は生きてません。

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ

した。現在、デミとしてのＡだけは回してる状況です、デミトラのＡ

ってどれ位の流量なんだつけ？流量。

増田さん、ごめんなさい。聞き取れなかった。

２Ｆです。ＨＶＡＣ は生きてなくて、リアクターはＳＧＴＳ

ＧＴＳで引いてるのね、了解、分かった。ＯＫ。

 

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

っています。１３時に取っております。情報です。

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

いんで、水素抜きたいんだけど、何かいい案ないですかね。

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

をお願いします。 

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

 

 

あっ、動いてるか、動いてる、２Ｆ は動いてる。

 

あっ、増田です。お疲れさまです。 

じゃ、ＨＶＡＣ系、生きてるんだつけ？

 

消えてるのね。 

は生きてません。 

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ

した。現在、デミとしてのＡだけは回してる状況です、デミトラのＡ

ってどれ位の流量なんだつけ？流量。

増田さん、ごめんなさい。聞き取れなかった。

は生きてなくて、リアクターはＳＧＴＳ

ＧＴＳで引いてるのね、了解、分かった。ＯＫ。

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

っています。１３時に取っております。情報です。

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

いんで、水素抜きたいんだけど、何かいい案ないですかね。

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

は動いてる。 

じゃ、ＨＶＡＣ系、生きてるんだつけ？ 

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ

した。現在、デミとしてのＡだけは回してる状況です、デミトラのＡ

ってどれ位の流量なんだつけ？流量。 

増田さん、ごめんなさい。聞き取れなかった。 

は生きてなくて、リアクターはＳＧＴＳ

ＧＴＳで引いてるのね、了解、分かった。ＯＫ。 

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

っています。１３時に取っております。情報です。 

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

いんで、水素抜きたいんだけど、何かいい案ないですかね。

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

３号機で冷却停止、ベント） 

 

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ

した。現在、デミとしてのＡだけは回してる状況です、デミトラのＡ だけは回せる状況です。

は生きてなくて、リアクターはＳＧＴＳ で空調。 

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

いんで、水素抜きたいんだけど、何かいい案ないですかね。 

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

 

連絡です、連絡です。３号機のほうですが、仮設電源パワーセンターの４Ｄ 受電まで確認しま

だけは回せる状況です。

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●

 

受電まで確認しま

だけは回せる状況です。

保安班から連絡いたします。只今お配りしました３号機原子炉建屋１階のデータでございます。

パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場のほうに行きま

した。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、３００ｍＳｖ以上になるということです

ぐ閉めました。南側です、南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと、１０

０ｍＳｖ／ｈあったということです。これ、１２時頃は５０ミリだったんですが、倍位に上が

やはりですね、こういう状態見ると、どう考えても、どういう原因でいっ発火するか分かんな

自衛隊防護隊の●●と申します。●●と連絡をとりたいです。よろしくお願いします。オフサ

イトセンターのほうへ連絡をとりたいです。自衛隊中央特殊武器防護隊●●と申します。●●



 

時刻

 

14:32 

 

14:33 

 

 

 

 

14:34 

14:35 

 

 

 

14:37 

 

 

 

 

 

14:38 

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

広報班

本店 

吉田所長

広報班

本店 

吉田所長

保安班

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

本店 

総務班

本店 

総務班

本店 

工務復旧班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

ＯＳＣ  

  

広報班  

  

吉田所長  

広報班  

  

吉田所長  

保安班  

発電班  

  

  

  

技術班  

  

総務班  

  

総務班  

  

工務復旧班  

テレビ会議 2011 年

 

オフサイトセンターですが。

はい、広報班、どうぞ。

すいません、少し時間かかりましたけれど、午後１時現在の情報の取りまとめたペーパーがで

きましたので、ご覧をいただきたいと思います。内容的にはですね、変更箇所は３枚目の停電

件数の減少でございますけども、全店で合計で２６万軒の停電ということでございます。変更

点はこの点だけなんですが、これを午後１時現在ということで提出したいと思います。

いいと思います。情報班第一、停電件数、これでよろしいですか。情報班第一、情報班第一。

ええと、ホウ酸はあと、どれ位あるんだっけ。

じゃあ、これで出させていただきます。

ＯＫ ですので、お願いします。

違う、違う、２号機に使ったりしないといけないじゃない。４００キロ、３号機には何キロ入

れたの？４００

保安班から、モニタリングポスト、モニタリング関係について情報共有いたします。１４時現

在の正門でのデータが出ました。２１．８８マイクロＳｖ、５０分に対して５

ます。５０ 分で４．９６５、１４

ＦＰ の注入ラインのタイラインを１

先ほど、各号機のですね、吐出側のタイ弁について２０１を閉めれば、２号と３号、縁切れる

ということなんですが、操作性のいい２５弁を先ほど全閉にいたしました。それで、消火系で

すね、消防車からはポンプの出口に、ここにですね、チャッキ弁を付けて逆流しないようにし

たうえで、消火栓が接続できるようになっているということで、実際には３号の消火ポンプの

出口側に今回の消防車の吐出ラインがあります。２時半です。１４時半、閉です。

ダウンスケール。圧力、０．３７３。

ドライウェル圧力０．６０、サブレッションプールで－。

まだ、変わんないです。３５分じゃ、変わんないです。

いま、よろしいですか。いまお手元にですね、４時に、あっ、５時に社長記者会見する原子力

関係のデータをまとめたものを、資料をですね、資料類の表題になってますもの、１

現状と今後の課題というのをお配りしております。これで、コメントがありましたら１６時ま

でに復旧班のほうにコメントいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

あと、●●部長ですね、社長の記者会見の直前に情勢を入れる人間を１人、フィックスしてお

かないといけませんね。

そうですね。 

そうですね。 

こちらで用意しています。

じゃあ、ちょっとよろしいですかね、工務から。いま、社長の記者会見の中にも入ってますけ

ど、夜の森線による電源という話なんですけど、いま、画面のほうに出てますけども、工務の

ほうでここまで用意したいという話を説明させていただきたいと思います。いま、夜の森線っ

ていうのはですね、５、６号機のほうに行く電源になってるんですけども、実際に原子力のほ
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オフサイトセンターですが。 

はい、広報班、どうぞ。 

すいません、少し時間かかりましたけれど、午後１時現在の情報の取りまとめたペーパーがで

きましたので、ご覧をいただきたいと思います。内容的にはですね、変更箇所は３枚目の停電

件数の減少でございますけども、全店で合計で２６万軒の停電ということでございます。変更

点はこの点だけなんですが、これを午後１時現在ということで提出したいと思います。

いいと思います。情報班第一、停電件数、これでよろしいですか。情報班第一、情報班第一。

ええと、ホウ酸はあと、どれ位あるんだっけ。

じゃあ、これで出させていただきます。

ですので、お願いします。

違う、違う、２号機に使ったりしないといけないじゃない。４００キロ、３号機には何キロ入

れたの？４００ キロ。 

保安班から、モニタリングポスト、モニタリング関係について情報共有いたします。１４時現

在の正門でのデータが出ました。２１．８８マイクロＳｖ、５０分に対して５

分で４．９６５、１４

の注入ラインのタイラインを１

先ほど、各号機のですね、吐出側のタイ弁について２０１を閉めれば、２号と３号、縁切れる

ということなんですが、操作性のいい２５弁を先ほど全閉にいたしました。それで、消火系で

すね、消防車からはポンプの出口に、ここにですね、チャッキ弁を付けて逆流しないようにし
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まだ、変わんないです。３５分じゃ、変わんないです。
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現状と今後の課題というのをお配りしております。これで、コメントがありましたら１６時ま

でに復旧班のほうにコメントいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

あと、●●部長ですね、社長の記者会見の直前に情勢を入れる人間を１人、フィックスしてお
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うにお聞きしますと、１、２号のほうに欲しいという話がございます。ここはｌｋｍ

ｍ 離れているということなので、できましたら大熊線の３、４号を使って電源を送り込みたい

と思っております。具体的には夜の森線のＩＬ

接続をいたします。鉄塔内で接続をいたしまして、いま、指しておりますように６万から超高

圧の上回線に接続を鉄塔上でいたします。こういう鉄塔を３基設けまして、３相分、繋ぎ替え

を行ないます。そして、それを３Ｌ

ペーパー、お願いいたします。

引き降ろしました物はですね、開閉器車、変圧器。これは６万対６０００で繋ぎまして、そこ

でミニクラを置きます。ここまで工務でやります。その後、６０００Ｖにつきましては、用意

してもらっております６０００ケーブルで配電にやってもらいまして、その後原子力のほうで

持っていると聞いております盤を用意していただいて、それで所内を生かすということでどう

かなと思っております。いま事情が許せばですね、中に入れるということであれば、明日の朝

から入るような準備をいま進めておりますので、あとは原子力のほうで線量の問題等を評価し

ていただいてですね、入れるようにさしていただきたいなというふうに思っております。です

から、いま社長の記者会見ってとこもありますけれども、注記という表現になっておりますが、

ここにつきましては１３日以降条件が揃ってからという表現でもいいのかな、というふうに思

っております。着手したち半日で今のような条件が揃えられるなというふうに思っております。

すいません、復旧班です。３号機のＳＲ弁なんですが、Ａ

表示が出ないんで、実際、開になっているかどうかはっきり見

いてるように見えますけれど、そこら辺いまチェックをしております。ＳＲ

もしれない。 

ちょっと、いまどことやっているんですか。どことですか。

先ほど、流量が下がったという消火ポンプですけども、０．８Ｍｐａ

／ｍｉｎまで、いま流量増えてます。

ちょっとさあ、●●君、今からちょっと１Ｆ入れて、水素爆発の話を事前に言うということを

確認しようじゃないか。

わかりました。

ちょっと、呼んで。

ＭＰの１４時２０分のデータが上がってきました。２１マイクロＳｖ／ｈ、変わっていません。

福島第一さん。

はい。 

本店ですけれども、ちょっとサイトと本店側の意識調整をしたいと思います。今後の３号の動

きについてです。

ちょっとさあ、オフサイトセンターに武藤さん、いらっしゃいます？

いるよ。 

本部の人もいっしょに確認してほしいんですが、あの、１

思ったらどうも入っていない状態で、大変危険な状態だということは１

んですが、このままいくとですね、水素の爆発に対する対策が手

性があると、このことをですね、事前に言っておく必要があるだろうと思っていて、それをち

ょっと相談したかったんです。

えっと水位が確認できないっていうことですか。水位はあるように見えるけども、ないんじゃ

ないかと思っているってこと？
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から、いま社長の記者会見ってとこもありますけれども、注記という表現になっておりますが、

ここにつきましては１３日以降条件が揃ってからという表現でもいいのかな、というふうに思

っております。着手したち半日で今のような条件が揃えられるなというふうに思っております。

すいません、復旧班です。３号機のＳＲ弁なんですが、Ａ

表示が出ないんで、実際、開になっているかどうかはっきり見

いてるように見えますけれど、そこら辺いまチェックをしております。ＳＲ

 

ちょっと、いまどことやっているんですか。どことですか。

先ほど、流量が下がったという消火ポンプですけども、０．８Ｍｐａ

／ｍｉｎまで、いま流量増えてます。

ちょっとさあ、●●君、今からちょっと１Ｆ入れて、水素爆発の話を事前に言うということを

確認しようじゃないか。 
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ちょっと、呼んで。 

ＭＰの１４時２０分のデータが上がってきました。２１マイクロＳｖ／ｈ、変わっていません。
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本店ですけれども、ちょっとサイトと本店側の意識調整をしたいと思います。今後の３号の動

きについてです。 

ちょっとさあ、オフサイトセンターに武藤さん、いらっしゃいます？

本部の人もいっしょに確認してほしいんですが、あの、１

思ったらどうも入っていない状態で、大変危険な状態だということは１

んですが、このままいくとですね、水素の爆発に対する対策が手

性があると、このことをですね、事前に言っておく必要があるだろうと思っていて、それをち

ょっと相談したかったんです。

えっと水位が確認できないっていうことですか。水位はあるように見えるけども、ないんじゃ

ないかと思っているってこと？
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元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

この現時点の水位計の値は。

それで、どうも建屋の中の線量が非常に高くて、昨日の１

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

ばブローアウトパネルに穴をあげるとか、なかなかできないんで、……。

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出てい

いうふうに判断をしています、ということを言うってこと？

はい。で、昨日の１

そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。

わかりました。

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。

あの、官邸とかあれに言ってからプレスだと思うんですけど。

プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう？

いいかと思います。

よろしいですか。ちょっとすいません、本店の本部の方。

順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

吉田君。 

はい。 

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

っておくということで、１

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

ちょっと、もっとよく考えたいんですけどね。

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

ゃいます。すみません。

１F の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

そちらのほうを選択する余地もあるかと思います。

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

かと、それ心配してます。

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

てどうなのか、ちょっとありますけれども、よく注意しないと。

そうね、避難の問題とかそういうのもありますよね。
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この現時点の水位計の値は。 

それで、どうも建屋の中の線量が非常に高くて、昨日の１

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

ばブローアウトパネルに穴をあげるとか、なかなかできないんで、……。

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出てい

いうふうに判断をしています、ということを言うってこと？

はい。で、昨日の１F１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。

わかりました。 

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。

あの、官邸とかあれに言ってからプレスだと思うんですけど。

プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう？

いいかと思います。 

よろしいですか。ちょっとすいません、本店の本部の方。

順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

っておくということで、１F としてもよろしいですか。

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

ちょっと、もっとよく考えたいんですけどね。

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

ゃいます。すみません。 

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

そちらのほうを選択する余地もあるかと思います。

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

かと、それ心配してます。 

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

てどうなのか、ちょっとありますけれども、よく注意しないと。

そうね、避難の問題とかそういうのもありますよね。
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発言内容

元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

 

それで、どうも建屋の中の線量が非常に高くて、昨日の１

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

ばブローアウトパネルに穴をあげるとか、なかなかできないんで、……。

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出てい

いうふうに判断をしています、ということを言うってこと？

１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。

あの、官邸とかあれに言ってからプレスだと思うんですけど。

プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう？

よろしいですか。ちょっとすいません、本店の本部の方。

順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

としてもよろしいですか。

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

ちょっと、もっとよく考えたいんですけどね。

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

そちらのほうを選択する余地もあるかと思います。

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

 

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

てどうなのか、ちょっとありますけれども、よく注意しないと。

そうね、避難の問題とかそういうのもありますよね。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

それで、どうも建屋の中の線量が非常に高くて、昨日の１F

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

ばブローアウトパネルに穴をあげるとか、なかなかできないんで、……。

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出てい

いうふうに判断をしています、ということを言うってこと？

１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。 

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。

あの、官邸とかあれに言ってからプレスだと思うんですけど。

プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう？

よろしいですか。ちょっとすいません、本店の本部の方。 

順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。 

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

としてもよろしいですか。 

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

ちょっと、もっとよく考えたいんですけどね。 

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

そちらのほうを選択する余地もあるかと思います。 

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

てどうなのか、ちょっとありますけれども、よく注意しないと。

そうね、避難の問題とかそういうのもありますよね。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

Fの１と同じような状況にあるよう

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

ばブローアウトパネルに穴をあげるとか、なかなかできないんで、……。 

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出てい

いうふうに判断をしています、ということを言うってこと？ 

１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。

あの、官邸とかあれに言ってからプレスだと思うんですけど。 

プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう？ 

 

 

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

てどうなのか、ちょっとありますけれども、よく注意しないと。 

 

元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

の１と同じような状況にあるよう

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

 

なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けて水素が出ているかもしれないと

１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

どうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見、どうでしょうか。 

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ

 

元々今の水位だと燃料は、あれですよね、現れている、要するにＴＡＦ以下だから、３号機の

の１と同じような状況にあるよう

に思います。これを考えると相当水素が出ていると考えざるを得なくて、今からですね、例え

るかもしれないと

１と同じような水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、

で、まず保安院と官邸にこれを言って、もう１つ相談なんですが、プレスにも言っておいては

保安院と官邸に相談して、それで了解をとったらプレスにも言っておくということ。で、１F の

やっぱり、水素の爆発はちょっと非常に心配されるよね。ということで、今のようなことを言

もう、それは全然かまいませんが、それより、それを起こさないようにするにはどうするかを、

本店でも並行して考えてますが、やはり相当きついかなということで、ちょっと頭ひねらしち

の●●の●●ですが、非常に乱暴な意見ですけど、ブローアウトパネルは無理なので、近

づくのは無理なのであれば、上のほうから天上へヘリコプターで来て、何か突き破らせる、使

用済み燃料が多少あったって、使用済み燃料の比じゃなく、インベントリ出てるわけですから、

本店でも同じ意見がありましたけれども、結局、火花が出て引火して爆発して、同じじゃない

そういうことだと思うな。むしろ、現場でその作業してる人たちが大変に、１号のときと比べ
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《電話》高橋ですけど……。

本部長、これ●●さんのアイデアなんですけども、

本店、聞こえますか。本店、聞こえます？

東京、聞こえますよ。

これとくにですね、３号に水を入れている連中がこの真下で作業をしているんで、非常に危な

ぼくは、ヘリコプターのやつは賛成だけどね、風向き見て。

はい、さっきの何か落とす話ですか。

そう、風向き見てさ、爆発するかもしれんけども……。

コントロールできるってことですね。

うん、そうそうそう。爆発はするよ、でも風向きがよきゃね、いい。ただし、昨日の映像をよ

く注意して見ておかないとだめだね。どれ位の高さから落とさないと。

そりゃあ、１号のやっ見たら、全然ひどいよ。

《電話》０．１９Ｍｐａかな、ちょっと古いかもしれない。

おっしゃるとおり、おっしゃるとおり、ヘリコプター落ちたら、元も子もないですから。

《電話続き》いまこちらで相談したのはニニ１

院にまず＝＝。

あの、横村さん。

はい。 

そちらの火災の時に色々ご指導いただいた先生いらっしゃるじゃないですか、何て先生でした

っけ？ 

●●先生と、それから●●先生。

はい、あっそうか、南明の方もいらしたのか、あの、その先生方にコンタクトとれますかね。

とれると思います。とりましょうか。

はい、お願いします。

そちらの、●●さんのところへ電話いくようにしますから。

はい、お願いします。

いま、３号機のまわりで、当直員も入れて作業をしている当社社員って何人いるか、すぐに把

握して。 
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《電話》高橋ですけど……。 

本部長、これ●●さんのアイデアなんですけども、

本店、聞こえますか。本店、聞こえます？

東京、聞こえますよ。 

これとくにですね、３号に水を入れている連中がこの真下で作業をしているんで、非常に危な

ぼくは、ヘリコプターのやつは賛成だけどね、風向き見て。

はい、さっきの何か落とす話ですか。

そう、風向き見てさ、爆発するかもしれんけども……。

コントロールできるってことですね。

うん、そうそうそう。爆発はするよ、でも風向きがよきゃね、いい。ただし、昨日の映像をよ

く注意して見ておかないとだめだね。どれ位の高さから落とさないと。

そりゃあ、１号のやっ見たら、全然ひどいよ。

《電話》０．１９Ｍｐａかな、ちょっと古いかもしれない。

おっしゃるとおり、おっしゃるとおり、ヘリコプター落ちたら、元も子もないですから。

《電話続き》いまこちらで相談したのはニニ１

院にまず＝＝。 

あの、横村さん。 

そちらの火災の時に色々ご指導いただいた先生いらっしゃるじゃないですか、何て先生でした

●●先生と、それから●●先生。

はい、あっそうか、南明の方もいらしたのか、あの、その先生方にコンタクトとれますかね。

とれると思います。とりましょうか。

はい、お願いします。 

そちらの、●●さんのところへ電話いくようにしますから。

はい、お願いします。 

いま、３号機のまわりで、当直員も入れて作業をしている当社社員って何人いるか、すぐに把

 （３号機で冷却停止、ベント
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本部長、これ●●さんのアイデアなんですけども、

本店、聞こえますか。本店、聞こえます？ 

これとくにですね、３号に水を入れている連中がこの真下で作業をしているんで、非常に危な

ぼくは、ヘリコプターのやつは賛成だけどね、風向き見て。

はい、さっきの何か落とす話ですか。 

そう、風向き見てさ、爆発するかもしれんけども……。

コントロールできるってことですね。 

うん、そうそうそう。爆発はするよ、でも風向きがよきゃね、いい。ただし、昨日の映像をよ

く注意して見ておかないとだめだね。どれ位の高さから落とさないと。

そりゃあ、１号のやっ見たら、全然ひどいよ。

《電話》０．１９Ｍｐａかな、ちょっと古いかもしれない。

おっしゃるとおり、おっしゃるとおり、ヘリコプター落ちたら、元も子もないですから。

《電話続き》いまこちらで相談したのはニニ１

そちらの火災の時に色々ご指導いただいた先生いらっしゃるじゃないですか、何て先生でした

●●先生と、それから●●先生。 

はい、あっそうか、南明の方もいらしたのか、あの、その先生方にコンタクトとれますかね。

とれると思います。とりましょうか。 

そちらの、●●さんのところへ電話いくようにしますから。

いま、３号機のまわりで、当直員も入れて作業をしている当社社員って何人いるか、すぐに把

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

本部長、これ●●さんのアイデアなんですけども、 

 

これとくにですね、３号に水を入れている連中がこの真下で作業をしているんで、非常に危な

ぼくは、ヘリコプターのやつは賛成だけどね、風向き見て。

そう、風向き見てさ、爆発するかもしれんけども……。 

うん、そうそうそう。爆発はするよ、でも風向きがよきゃね、いい。ただし、昨日の映像をよ

く注意して見ておかないとだめだね。どれ位の高さから落とさないと。

そりゃあ、１号のやっ見たら、全然ひどいよ。 

《電話》０．１９Ｍｐａかな、ちょっと古いかもしれない。

おっしゃるとおり、おっしゃるとおり、ヘリコプター落ちたら、元も子もないですから。

《電話続き》いまこちらで相談したのはニニ１F の１と同じ可能性があるんなら、官邸と保安

そちらの火災の時に色々ご指導いただいた先生いらっしゃるじゃないですか、何て先生でした

はい、あっそうか、南明の方もいらしたのか、あの、その先生方にコンタクトとれますかね。

そちらの、●●さんのところへ電話いくようにしますから。

いま、３号機のまわりで、当直員も入れて作業をしている当社社員って何人いるか、すぐに把

３号機で冷却停止、ベント） 
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了解。至急やります。

いま、ピッチ持ってます？

はい、私持っていますよ。

何番？ 

言います。本店の△△△△です。

△△△△ね。 

はい、△△△△、お願いします。

●●さん、並行して連絡先、そこへ届けますから、並行して届けます。

オフサイトセンターですけども、１つ情報共有。

はい、お願いします。

全体会議の中で紹介されたことですけれども、すでに７万人程の方が避難をされています。富

岡町から、えー広野町から浪江町まで合計７万人程の方が避難をされています。それでですね、

合計４７０カ所に分散をして避難をされている。それでその中で放射能で汚染をしてる方がい

らっしゃるので、それをスクリーニングをするということになっていて、スクリーニングの基

準が決まりました。スクリーニングの基準としては、表面汚染でもって４０Ｂｑ／ｃｍ２です

から、法令の限度または、６０００ｃｐｍ以上を基準として除染をしますということで、これ

からスクリーニング要員ということでＪＡＥＡ、それからＮＩＲＳ、それから東電も行きます

けれども、それが分散して出かけていって、それで今の基準でもって汚れている方を除染をす

ると、こういうことが決まっています。

はい、分かりました。情報ありがとうございます。それでそのスクリーニングした後はどうな

るんですか。 

除染をして元に戻っていただくということになるんでしょ。

はい、わかりました。

オフサイトセンターの全体会議の資料はいま、各サイトにファックスを入れました。ちょっと

多いですけどご確認ください。

了解。 

本部長、武藤副社長、●●ですけども、いま各電力から応援部隊が来てまして、ちょっと国と

調整なんですけど、今の除染、スクリーニングの仕事、場合によってはちょっと手伝っていた

だくってこともあり得ると思うんですけども、ちょっとこの辺、調整したいと思います。

はい、放管の方は数が足りないと思うので、とくに、サイトを出入りをする人はオフサイトセ

ンターを通過して、ここで確認をして行ったり来たりをするということになるので、ここもけ

っこう放管のほうの仕事がありますので、ぜひ支援をお願いをしたいと思います。

はい、承知しました。

●●君、値は？
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ちょっと上がったみたいだね。

上がった？ 

Ａ 系が１８００

本店さん、いま、先ほど海水系のタイラインのまあ、要するにやめて、操作をした後でなおか

つ、ポンプの容量上げてですね、１０００立米、あっ、すいません。おい、おい、何ぼだっけ？

●●、●●、１００ＯＬ／ｍｉｎだっけ？上げた後。

Ｏ．８Ｍｐａ、１００ＯＬ／ｍｉｎ

１００ＯＬ／ｍｉｎの流量入れたところですね、炉水位がちょっと改善は、３号機、見られて
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用できないって。

高橋君、荒唐無稽だけどさ、自衛隊に頼んでさ、火器でパネルをぶっ飛ばしてもらえば？海側
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いや、それね、なかなか考えたんだけど、下に大事な物がいっぱいあるのよ。
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いや、だから、上だけ。

だから、上だけうまくやる、吹き飛ばす方法というのは、上から何か落とすとか。

落とすんだったらさぁ、ヘリコプターがすっ飛んじゃうかもしれないから…

Ｂ系も５０分のデータで２００上がりました。
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ドライウェルの圧力はほとんど、あでもちょっと上がってます。

●●君、ここのメンバーは、この流量を目一杯、もう、出すような状態にしたまま引き上げて

くれるということでいいんだね。はい、固定して、引き上げてきていると、これ、危険ゾーン

なんで、２／３号機のリアクタービルの真ん前の作業なので、作業してる人は引き上げてきた

と、例えば２号機の同じような海水注入の作業をしようと思っても同じエリアに行かないとい

けないんだな、同じエリアにな、で、いま、段取り的にっちゅうか、その消火ポンプそのもの

はどういう状況なんだっけ、２号機用はどんな。

２号機用は海水のビット、３号にあるビットから取ってそこに入れて、吐出口は２号と３号の

ちょうど間位の通路の所に付いているんでほぼ近い、３号も、２号と３号の間に付いてるんで、

そこに付けてる状況です。

で、そこまで付けてある２号機は？

すいません、そこは確認します。

あの、上がってきてからでいいけど、どこが段取りになっているのかさあ。

第一吉田さん。

はい。 

あの本店ですけれども、３号はたまたま原子炉の空調の給気ファンがタービン建屋にあるんだ

そうです。 

はーはー。 

それなので、そこに強制的に仮設モーターで、仮設の電源を入れてファンを動かすことで改善

…… 

分かった。ごめん、その細かい技術論を誰かやってくれる。

じゃあ、カウンターパート、決めてください。カウンターパート、決めてください。

《電話》もしもし＝＝。

今の、あれですか、３号のタービンビルから強制的に引くっていう話？

いや押す。押す、押す。

すいません。●●でございます。プラントのデータの件ですか。

いやいや、水素排出の件です。誰か、カウンターパートを教えてください。こっちから連絡し

ます。 

わかりました。

はい。 

じゃあ、あれか、３号だから●●でいいんじゃないの？今日、本店に行ってるらしいんじゃな

いの。 

●●、こっちにいますよ。
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くれるということでいいんだね。はい、固定して、引き上げてきていると、これ、危険ゾーン

なんで、２／３号機のリアクタービルの真ん前の作業なので、作業してる人は引き上げてきた

と、例えば２号機の同じような海水注入の作業をしようと思っても同じエリアに行かないとい

けないんだな、同じエリアにな、で、いま、段取り的にっちゅうか、その消火ポンプそのもの

２号機用は海水のビット、３号にあるビットから取ってそこに入れて、吐出口は２号と３号の

ちょうど間位の通路の所に付いているんでほぼ近い、３号も、２号と３号の間に付いてるんで、
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さっきさ、建屋の中の線量３００って、ミリなの？

３００ｍＳｖです。

ドライウェルのベントラインのＡＯ

んですけど、ギャグが噛ませるところまで高線量でできなかったので、いつ閉まるかもまた分

からないので、これはドライウェル圧力は非常に注意が必要です、３号。

３号の今の給気のことは《ビー音》に話せばいいですか。

そうしてもらえるといいです。

そっちでやらせればいいね、分かりました。

はいはい、お願いします。

復旧班、すみません。大型自動車の免許を持っている人のリストは厚生班長のところにあるそ

うです。 どこかで使いたくなったときは厚生班長のところにリストはある。

了解。 

１F３は水が入ってなかったんだけど、タイラインを閉めて、いま入るようになった。

何があれで。 

タイラインが開いて一タイラインから流れていた。

●●さん、所長から指示のあった人の安否の件は、ざっとつかみで言うと、１、２号１３名、

３、４号３８名、５、６号３０名位なんですよ。医療班でまとめてもらっていいですか。

はい、分かりました。

医療班さん、医療班長を呼んで下さい。どこに何人いるか・・

ドライウェル圧力が若干上がってきてますね。炉水位はほとんど変わらず１６００、２０００

のままです。 

厚生班です。先ほど本部長から指示がありました、３号機作業をされている方の内容につきま

して作業場所、あと作業人数等につきましてですね、厚生班のほうにデータをいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

水が入らないんだな、横に。

だめか、 

要は、やっぱり上がっているんですよ。

３号機は同日の１時１７分、それぞれ安全に冷温停止状態となっております。したがいまして、

原子炉の温度も１００℃以下と十分低い温度になっておりまして、それ以降、３機ともとくに

プラントの操作等は行なって＝。モニター、若干変動しております。あとで色々ご説明いたし

ますけれども。これ以外、パラメータにも変動はなく安定した状態になっておりますので＝。

３号機、１５時０５分のデータですけれども、炉水位は１６００、２０００

ドライウェル圧力は若干上がってきてます。現在は２７０で、５分おきに５刻みから１０刻み

位で上がってます。ドライウェルベントは＝＝
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と閉まってきちゃいますので、いま、されているかどうか分からなくてギャグが噛ませられて

いないので、閉まる可能性はあります。

この値というのは、通常モニタリングポストの値が上昇するというのは、発電所の中の排気筒

から放射性物質

るというのが通常の場合になります。ここで、今回の排気筒、放射線モニター、５マイクロＳ

ｖという、すみません、原子力災害対策特別措置法の第１０条に定めているモニタリングポス

ト基準である５マイクロＳｖ／ｈという値は、排気筒の放射線モニターの指示値に換算いたし

ますと１６５０ｃｐｓと書いておりますけれども、毎秒１６５０カウントの指示値に相当する

値になっております。これに対しまして、今回、モニタリングポストの指示値は最大で２１マ

イクロＳｖに対しまして

す。したがいまして、排気筒のこの４４～４７ｃｐｓという値ではどうやってもモニタリング

… … 

これの前の前のデータはない？

これだれが？ 

福島第一さん？

はい、福島第一。

●●です。火事でお世話になったですね、●●先生と南明興産の●●さんに、何か水素を逃が

すうまいアイデアはないかって、いま、教えを請うことにして電話かけました。両名とも喜ん

で引き受けてくださいまして、１つには、火災屋さんはですね、一般的に窒素をいっぱい入れ

て押し込むことをやるらしいですよね。そのようなアイデアもあるようなので、まず大急ぎで

聞いてみます。また改めて連絡します。

Ｎ２、封入するようなものなんでしよう？

そうです。Ｎ２封入。

おれもＮ２すぐ手に入らなかったら、Ｃ０２でもいいかと色々考えていたんだけど……、ちょ

っと聞いてください。

はい、分かりました。それから、そっちに南明の人がいるらしいので、その人たちにも意見を

聞いていただけるといいと思います。

はい。 

本店●●、聞こえますか。

●●です。 

すみません、オフサイトセンター●●です。ちょっと確認なんですが、今朝方お話のあった使

用済み燃料プールの温度を下げるための対策として、自衛隊のほうに何か本店さんのほうから

何かお願いされてますか。

ちょっとやった人に聞いてみます。状況を確認してみます。

すみません、私のほうに、分かる方電話ください。

●●からかけさせます。連絡させます、自衛隊に連絡ついているそうですので、はい。

発電班ですけれども、いま中操のほうから中操にいる人間が付けているＡＰＤの上がりが早く

なったと、多分柏崎タイプの物を付けていると０．０２ｍｓｖ／ｈ
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説明してもらいます。いま、出ていますのは２号機のドライウェルの圧力で最新のドライウェ

ルの圧力が４００キロ位まで落ちてます。もう一方、別のＭＰ４番付近の線量のほうを見ると、

同じ時刻にですね、ここの部分が１５００近くまで上がっています。可能性としてですね、格

納容器のラプチャーが破損したということが考えられるんじゃないかと本店は考えているんで

すけど。 

情報はそこまでなんですが、その付近で変わったことがありましたでしょうか。ＲＣＩＣ

っと動いていてその場で変わったことがありましたでしょうか。ＲＣＩＣ

入っているとすれば、こういうことが起こっても不思議がないと思いますけど。

すいません、可能性はあると思いますけれども……。
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あと、増田さんからそちらのカウンターパートと話をしてもらいます。カウンターパートは誰？

OK だな。連絡させます。

はい、お願いします。

バスが出ますので、至急ご参集ください。

保安班よりデータを共有したいと思います。３、４号の中操内でのＡＰＤのカウントが急上昇

しているということで情報を得ました。３秒ごとに上昇しているとピッピッピッと鳴っている

と、それはいま、当直員は８０ｍＳｖ

SV/ｈ中操平均で１２ｍＳｖ／ｈ

りケーブルを入れるために西側の扉を開けているそうです。そこの所がかなり高くなっていま

す。まだ３号のほうが若干高いと思います。いま指示として、４号のパネル側のほうに移動で

きる人は移動してくださいという話をしています。以上です。

すみません、３号ですけれども、若干、炉水位が上がっています。１５時２５分のデータです

けれども、１５００と１９００ですね。若
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やっぱりスピードマネージャーが必要だな。はいはい。ちょっと誰かマネージャーがとれるよ
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うん。みんなさあ、早く行った人がみんな持っていっちゃうから。
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になっていると思います。１、２号の中操の実績から、やは

りケーブルを入れるために西側の扉を開けているそうです。そこの所がかなり高くなっていま

す。まだ３号のほうが若干高いと思います。いま指示として、４号のパネル側のほうに移動で

きる人は移動してくださいという話をしています。以上です。

すみません、３号ですけれども、若干、炉水位が上がっています。１５時２５分のデータです

干上がって１００ずつ上がっています。

炉圧も上がっています。０．１３から０．１４ になっています。ドライウェルの圧力も上がっ

やっぱりスピードマネージャーが必要だな。はいはい。ちょっと誰かマネージャーがとれるよ

うに段取りとれないかな？本店資材部がやらないとさ、みんな火事場、火事泥棒になっちゃう

うん。みんなさあ、早く行った人がみんな持っていっちゃうから。

保安班からＭＰ４のデータが確認できましたのでお知らせいたします。先ほど１３時５０分で

で、５００マイクロＳｖを超えたということで、１５条通報させていただきましたが、

その後やはり上昇してございまして、１５５７、８２９、５９５、５１７、５００、６００、

その後若干、下降傾向を示していまして、最終の１４時４２分では１８４まで落ち着いてきま
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すみません、ちょっと書画見てください。３号のドライウェルの圧力を示しています。炉圧と

ドライウェル両方なんですけれども、すみません、どちらかというと薄い菱形で示している上

のほうで上がり下がりしているのがドライウェル圧力のデータです。いま、上がり勾配があり

まして、おそらくは一日はまた、開けたという弁が閉まっているか、閉まり気味でドライウェ

ル圧力が上昇に転じているんだと思います。このままのトレンドで行くと１９時００分には設

計圧力に達する見込みです。以上です。

爆発するよりいでしょ。

ダメージコントロール。

厚生班から１５時時点の各現場における作業員数について報告いたします。１／２号中操にお

きましては、発電班は１１名、復旧班はゼロ、１／２号の建屋の外には、発電班は２名、復旧

班は１０名、こちらはすでに退避済みだということです。３／４号の建屋の中操におきまして

は、発電班が３４名、復旧班は６名、それから保安班は１名となっております。また建屋の外

ですと、発電班は４名となっております。また５／６号の建屋につきましては、中操ですと、

発電班が３０名となってます。他の班はおりません。その他にモニタリングカーということで

保安班は１名現場に従事しております。消火班につきましては、すでに退避済みということで

す。以上です。

ところが、中途半端で、枝野の話も可能性があると言っただけで。可能性があると結論として

言ったもんだから。それはいい話し方、じゃないと思う－。

プレスをする、発表をするというのを先ほど、したところでございます。それでこれに対する

対策がなにかあるかというと、これは

そうするとディスクが何か、ジルコンか、何か知らんけれども、そうすると圧力容器の中？昨

日のメカニズムは圧力容器の中で水素が起きて建屋まで行った経路は？

ここはよく分からないんで－。

だって２段階通らなくてはならない。

そうなんです。どこかに穴があって、まずガスは圧力容器の上にたまるんだと思いますけれど

も、圧力容器には水を入れる配管とかいろんな物がついておりますので、そういう所を通って、

水素は・・・・。貫通していますから、それは全く漏れがないという訳ではありません。それ

から今回は温度、が高くなっています。それから設計の圧力を大幅に超えることになっていま

す。だいたい、設計の圧力は３キロ位、１号機は８キロ位までいきまして、；すくに破裂する

ことはないにしても、いろんなとこから漏れる可能性はあると思うんです＝。そういう所をと

おって水素が上の方にたまって最後、

この対策は？ 

これにつきましては、ここは本当はここに穴を開けて水素を抜いてやるのが一番正しいんです

けれども、そもそもは放射能を外に出さないためのものですので、

爆発しやすいっていうことね。

本当は、この、いつの間にか、水素を外に出すって言うことは、

だけどさ、こういう危機管理のとき、どっか、あれはないんですか。抜けるようなバルブ？ど

つかに穴はないの？
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すみません、ちょっと書画見てください。３号のドライウェルの圧力を示しています。炉圧と

ドライウェル両方なんですけれども、すみません、どちらかというと薄い菱形で示している上

のほうで上がり下がりしているのがドライウェル圧力のデータです。いま、上がり勾配があり

まして、おそらくは一日はまた、開けたという弁が閉まっているか、閉まり気味でドライウェ
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ですと、発電班は４名となっております。また５／６号の建屋につきましては、中操ですと、

発電班が３０名となってます。他の班はおりません。その他にモニタリングカーということで

１名現場に従事しております。消火班につきましては、すでに退避済みということで

す。以上です。 
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から今回は温度、が高くなっています。それから設計の圧力を大幅に超えることになっていま

す。だいたい、設計の圧力は３キロ位、１号機は８キロ位までいきまして、；すくに破裂する

ことはないにしても、いろんなとこから漏れる可能性はあると思うんです＝。そういう所をと
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言ったもんだから。それはいい話し方、じゃないと思う－。
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そうするとディスクが何か、ジルコンか、何か知らんけれども、そうすると圧力容器の中？昨
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も、圧力容器には水を入れる配管とかいろんな物がついておりますので、そういう所を通って、

水素は・・・・。貫通していますから、それは全く漏れがないという訳ではありません。それ

から今回は温度、が高くなっています。それから設計の圧力を大幅に超えることになっていま
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実は水素対策というのはとってございまして、１つは格納容器の内側は、窒素を満たします。

Ｎ２、そうすると水素が出ていましても酸素がございませんので－

源がないと動かない。水素対策の設備が使えなかった。

だめになった話ばかりじゃ、これを、ここにたまると仮定して、抜く方法はないの？

穴をあけることになるんですけども、放射能を閉じ込めると言うことと矛盾する、それでまあ

あの今回は早めにベントするということで早めに出したと言うことですけども、

水を入れたと言うことと、ここに逃がし弁というのがついておりまして、

炉心の中から H

ここの中にはございません。

圧力も低いのね。

福島第一さん。

はい、福島第一です。

増田さんがさつきの２号のベントの可能性について確認をとっていますけれども、その結果し

だいで、そのベントがいつのタイミングかでフィックスする必要がありますので、よろしくご

指導ください。

それは、うちの誰と話してましたっけ？

増田さんからそっちに電話するって言ってましたんで。

はい。 

はい、お願いします。

はい。 

復旧班の情報でデータが１つ上がってきております。開閉所、１／２号開閉所の旧展望台の所

ですが、そこで１１ｏｍＳｖ／ｈです。旧展望台、開閉所です。１／２号の開閉所の所という

ことです。 

モニタリングポスト最新１５時のデータ正門班が来ております。お知らせいたします。１５時

正門で８．３１１〆Ｓｖ／ｈです。このラインでの最大は１４時２０分の５７”Ｓｖ／ｈです

から、今のところ風向きの関係もあるのかもしれませんが、８まで下がっているという状況で

す。以上です。

お手元にトレンドいっていると思うんですけど、３号機最新で１５時３５分で、一１４００の

－１９００で炉水位が上がってきています。ただやっぱりドライウェル圧力はどんどん上がっ

ている状態です。いま３２０ですね。炉圧が０．１６です。

今のデータは３号機？

はい。 
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はい、了解。 

いま上がっている？急激に上がっている？

これだからね。

また弁が閉まっちゃった。

発電班です。３号の状況を確認いたします。３号のドライウェル圧力ですけれども、徐々に上

がっていったものが急激に上がって、ここで１回目のベントを開始して落ちてきましたが、Ａ

Ｏ 弁が閉まって、また上がり傾向になって、再度下がったって考えればいいのかな？●●、●

●？ＡＯ弁を開けたんでまた下がったんだけれども、上がり勝手になったんで、ＡＯ

かの理由で閉まったと。今は一定の上がり傾向なんでこのままドライウェル圧力が上がってい

く可能性がありますと。これを回避するためには、サブレッションチェンバーからベントする

ラインを生かす。生かすためには、いま閉まってしまったと思われる、このＡＯ弁を開けるた

めに、このＭＯ

弁は開いているんだけれど、ＡＯ

らリアクターの現場なんですぐアクセスするのは困難だろうということで……、どこだ

か、こっちだ、Ａ０‐２０６

ＩＡ を復旧させてやれば、こちら側のラインで開けることが可能ですと。この

ン建屋からコンプレッサーをつないで、いや両方です。ＩＡ

ルからのベントラインのＡＯ－２０８

ことができるので、３号についてはこれを試みます。で、３号、タ・・あどうぞ。

はい、トライしてください。あとさあ、２号機のさあ、パラメータって、全然改善されてない

の？ 

２号機のパワーセンター、電源関係ですが、損傷していたケーブルをですね、こちらに持って

くる手筈まで進んだんですが、ちょっとその後、ー旦、退避せよということで、ちょっと中断

しております。

２号もあれなの、ピンチなの？

ええ２号はですね・・。

ちょっと事象の状況がよく分かんねぇんな。

何分に出ます？

すみません、吉田所長いらっしゃいますか。

ちょっと社長おられるから、ちょうど。

もしもし。 

はい、吉田でございます。

どうもご苦労さま、忙しいときに悪いんだけど、いくつか整理させてほしいんだけど。そうい

う時間あります？

はい、ちょっと整理の前に、３号機はかなりトレンドとしてヤバいということなんなけど。そ

れと２号機もね、いつこうなるか分からないんで、色々前もって作業したいんですけども、実

は水素爆発があるかも分からないということで、いま、作業員を全部引き上げたんですよ。

はーはー。 

２号機の海水注入ラインはまだ生きてない。そこを生かしに行くにはかなりの勇気がいるんだ

けど……、ＳＲ弁はね、もう開くこと分かっているんで、これはもう「じじいの決死隊」で行
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はい、トライしてください。あとさあ、２号機のさあ、パラメータって、全然改善されてない

２号機のパワーセンター、電源関係ですが、損傷していたケーブルをですね、こちらに持って

くる手筈まで進んだんですが、ちょっとその後、ー旦、退避せよということで、ちょっと中断

しております。 

２号もあれなの、ピンチなの？

ええ２号はですね・・。 

ちょっと事象の状況がよく分かんねぇんな。

何分に出ます？ ではちょっとラップアップしましょう。ラップアップして。

すみません、吉田所長いらっしゃいますか。

ちょっと社長おられるから、ちょうど。

はい、吉田でございます。 

どうもご苦労さま、忙しいときに悪いんだけど、いくつか整理させてほしいんだけど。そうい

う時間あります？ 

はい、ちょっと整理の前に、３号機はかなりトレンドとしてヤバいということなんなけど。そ

れと２号機もね、いつこうなるか分からないんで、色々前もって作業したいんですけども、実

は水素爆発があるかも分からないということで、いま、作業員を全部引き上げたんですよ。

２号機の海水注入ラインはまだ生きてない。そこを生かしに行くにはかなりの勇気がいるんだ

けど……、ＳＲ弁はね、もう開くこと分かっているんで、これはもう「じじいの決死隊」で行

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

いま上がっている？急激に上がっている？ 

 

発電班です。３号の状況を確認いたします。３号のドライウェル圧力ですけれども、徐々に上

がっていったものが急激に上がって、ここで１回目のベントを開始して落ちてきましたが、Ａ

弁が閉まって、また上がり傾向になって、再度下がったって考えればいいのかな？●●、●

●？ＡＯ弁を開けたんでまた下がったんだけれども、上がり勝手になったんで、ＡＯ

かの理由で閉まったと。今は一定の上がり傾向なんでこのままドライウェル圧力が上がってい

く可能性がありますと。これを回避するためには、サブレッションチェンバーからベントする

ラインを生かす。生かすためには、いま閉まってしまったと思われる、このＡＯ弁を開けるた
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こうかな、ということをちょっといま、相談したんで。

●●、今の件さ、ちょっと検討してくれない？２号機の海水の復旧、復旧っちゅうか消火ポン

プのセッティングが中途半端なんだ、●●に聞けば分かるけど、●●に聞けば分かるけど、そ

こを復旧しておかないと、いっ２号が同じ状態になるか分かんないから、早めに対応するため

にも、そこだけ復旧しておきたい。それをどういう装備でどういう人間が行くかという、ちょ

っとさあ。はい、どうぞ。

吉田所長。 

はい。 

その部分を復旧していただくということですが、復旧すると海水のタイラインか何かが繋がる

ということですか。

タイラインを使うと圧力がどう分散するか分かんないんで、２号機専用に海水を注入するライ

ンを付けて、炉圧が下がれば自動的に注入されるような仕組みになってますんで、その系統だ

けは構成しておかないと２号機も同じ状態になるのは非常にまずいんで。

もちろん、そうですね。

そこをちょっと、そこだけ。他のことはやめても、そこだけやろうかと。

そういうことで現場詰めてください。色々安全とか被曝のことはありますけれども、ちょっと

ここはもう頑張ってやってもらうということかと思います。

はい。それからね、いま置いてある海水ポンプのエリアっていうのは、２

ルに極めて近い所なんで、万が一、あんな爆発が、２号機というか３号機に近い所なんで、あ

んな爆発が起こると、それこそ海水ポンプのシステムが死んじゃ

え一つと、３号機側の水素か蒸気があれですけど、それを回避する案はやはりちょっとあれで

すね。ちょっとできることは……

ちょっとごめんなさい、３号機側の水素か蒸気って何でしたつけ？

それが溜まって１号機のようにならないようにすると。

水素ね。 

水素。 

はい、はい。 

それは本店のほうでメーカーを入れて検討はさせていますけれども。簡単に近寄れないとかも

含めて、あんまり火花が散るような話ってむしろリスクがあったりするかもしれないんで、ち

ょっと非常に悩んでいるところです。サイト側も何かあれですか、その件については？

中でも議論しているんですけれども、あまりいい案がなくて、●●君が●●先生にご意見を聞

いたというのを期待しているんですけどね。

何かあります？●●。

柏崎の火災でお世話になった●●先生と。

前置きはいいけど。
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何かあります？●●。 

柏崎の火災でお世話になった●●先生と。

前置きはいいけど。 
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発言内容

こうかな、ということをちょっといま、相談したんで。

●●、今の件さ、ちょっと検討してくれない？２号機の海水の復旧、復旧っちゅうか消火ポン

プのセッティングが中途半端なんだ、●●に聞けば分かるけど、●●に聞けば分かるけど、そ

こを復旧しておかないと、いっ２号が同じ状態になるか分かんないから、早めに対応するため

にも、そこだけ復旧しておきたい。それをどういう装備でどういう人間が行くかという、ちょ

 

その部分を復旧していただくということですが、復旧すると海水のタイラインか何かが繋がる

タイラインを使うと圧力がどう分散するか分かんないんで、２号機専用に海水を注入するライ

ンを付けて、炉圧が下がれば自動的に注入されるような仕組みになってますんで、その系統だ

けは構成しておかないと２号機も同じ状態になるのは非常にまずいんで。

そこをちょっと、そこだけ。他のことはやめても、そこだけやろうかと。

そういうことで現場詰めてください。色々安全とか被曝のことはありますけれども、ちょっと

ここはもう頑張ってやってもらうということかと思います。

はい。それからね、いま置いてある海水ポンプのエリアっていうのは、２

ルに極めて近い所なんで、万が一、あんな爆発が、２号機というか３号機に近い所なんで、あ

んな爆発が起こると、それこそ海水ポンプのシステムが死んじゃ

え一つと、３号機側の水素か蒸気があれですけど、それを回避する案はやはりちょっとあれで

すね。ちょっとできることは…… いま……。

ちょっとごめんなさい、３号機側の水素か蒸気って何でしたつけ？

それが溜まって１号機のようにならないようにすると。

それは本店のほうでメーカーを入れて検討はさせていますけれども。簡単に近寄れないとかも

含めて、あんまり火花が散るような話ってむしろリスクがあったりするかもしれないんで、ち

ょっと非常に悩んでいるところです。サイト側も何かあれですか、その件については？

中でも議論しているんですけれども、あまりいい案がなくて、●●君が●●先生にご意見を聞

いたというのを期待しているんですけどね。

柏崎の火災でお世話になった●●先生と。 
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発言内容 

こうかな、ということをちょっといま、相談したんで。 

●●、今の件さ、ちょっと検討してくれない？２号機の海水の復旧、復旧っちゅうか消火ポン

プのセッティングが中途半端なんだ、●●に聞けば分かるけど、●●に聞けば分かるけど、そ

こを復旧しておかないと、いっ２号が同じ状態になるか分かんないから、早めに対応するため

にも、そこだけ復旧しておきたい。それをどういう装備でどういう人間が行くかという、ちょ

その部分を復旧していただくということですが、復旧すると海水のタイラインか何かが繋がる

タイラインを使うと圧力がどう分散するか分かんないんで、２号機専用に海水を注入するライ

ンを付けて、炉圧が下がれば自動的に注入されるような仕組みになってますんで、その系統だ

けは構成しておかないと２号機も同じ状態になるのは非常にまずいんで。

そこをちょっと、そこだけ。他のことはやめても、そこだけやろうかと。

そういうことで現場詰めてください。色々安全とか被曝のことはありますけれども、ちょっと

ここはもう頑張ってやってもらうということかと思います。

はい。それからね、いま置いてある海水ポンプのエリアっていうのは、２

ルに極めて近い所なんで、万が一、あんな爆発が、２号機というか３号機に近い所なんで、あ

んな爆発が起こると、それこそ海水ポンプのシステムが死んじゃ

え一つと、３号機側の水素か蒸気があれですけど、それを回避する案はやはりちょっとあれで

いま……。 

ちょっとごめんなさい、３号機側の水素か蒸気って何でしたつけ？

それが溜まって１号機のようにならないようにすると。 

それは本店のほうでメーカーを入れて検討はさせていますけれども。簡単に近寄れないとかも

含めて、あんまり火花が散るような話ってむしろリスクがあったりするかもしれないんで、ち

ょっと非常に悩んでいるところです。サイト側も何かあれですか、その件については？

中でも議論しているんですけれども、あまりいい案がなくて、●●君が●●先生にご意見を聞

いたというのを期待しているんですけどね。 
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ンを付けて、炉圧が下がれば自動的に注入されるような仕組みになってますんで、その系統だ

けは構成しておかないと２号機も同じ状態になるのは非常にまずいんで。 

そこをちょっと、そこだけ。他のことはやめても、そこだけやろうかと。 
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ょっと非常に悩んでいるところです。サイト側も何かあれですか、その件については？

中でも議論しているんですけれども、あまりいい案がなくて、●●君が●●先生にご意見を聞
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ごめんなさい、色々アイデアいただいたんですが、窒素で追い出すとかですね、とりあえず色々

といま詳細を詰めてもらってます、裏で。あのブローアウトパネルに隙間が開くはずなんで、

押し出せば抜けていくんじゃないかつてことを…

いやあ一、ブローアウトパネルだとは思うんだけど、ブローアウトパネルのそばに行けないか。

それでタービンの給気ファンがあるので、そこから押し込めば抜けていくんじゃないかと、ま

あそういう話なんですが、詳細を詰めています。

２号はよろしいですか。よろしいですか、吉田君さあ？

はい。 

最初に出た１F

はい、●●、３号機のトレンドについて、本店、ご説明して。

書画拡大して。

それ大きくならないの？

本店でトレンドの画像見えますか。

はい、何とか見えます。

はい、まず炉水位なんですけれど、これで赤い四角と黄色いラインはすごい見にくいですけど、

赤い四角で追ってもらえれば、だいだいいいと思うんですが、現在、２０００ミリから１５０

０ミリ位の間で推移しているんですが、海水を注入を開始して、切り替えも終わって入ってい

るはずなんですけれども、これが上昇トレンドにならないということが、１つ非常に懸念して

ます。もしかすると、主要配管のどこかでリークしていて、おそらくはジェットポンプのスタ

ンドパイプの所位までしか炉水位が上がっていかないんじゃないかなというのを、非常に気に

しています。もう１つは、ドライウェル圧力なんですけれども、このトレンドだと…

です。そこで下がってきているようには最後のところで見えるんですけども、実はこの後また

上がってきています。いま切り替えてもう１つ見せているものの、白抜きの菱形ですね、それ

がもう少し詳しいトレンドで一番右端の所を見てくると、１４時位から上がり傾向になってい

ると。これはおそらくは開けていたはずのＡＯ

た閉まって、それによってドライウェルのベントラインが閉塞して圧力が上昇していると。い

ま、最新の情報をちょっと口頭で聞いたら、このトレンドよりもさらに若干上がりが早いです。

なので、１８時か１８時より手前。

えっとドライウェルの設計圧力、これがその真ん中位のラインの所なんですが、これに達する

んじゃないかと思っているというのが今の現状です。以上です。

了解。いま言った設計圧力に達するのが１８時頃になっちゃうと、そういうことですね？

ええ。今のトレンドだとそんな感じです。

あの、今は・・。

さっき聞こえてたんですけど、その理由はその下に赤で書いてあるＭＯ

弁、エア駆動弁の所でエアのほうが閉じちやったというような話をしてましたが、そういうこ

とが原因なんでしょうか。

ええ。だと思ってます。エアが再びなくなって、閉じてしまったことによって、そこが下にず

っと安定していたものが、トレンドが上昇傾向に転じたんじゃないか。いま指してるのがボン

ベを取り付けて、開けていたはずのＡＯ

と思ってます。
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ごめんなさい、色々アイデアいただいたんですが、窒素で追い出すとかですね、とりあえず色々

といま詳細を詰めてもらってます、裏で。あのブローアウトパネルに隙間が開くはずなんで、

押し出せば抜けていくんじゃないかつてことを…

いやあ一、ブローアウトパネルだとは思うんだけど、ブローアウトパネルのそばに行けないか。

それでタービンの給気ファンがあるので、そこから押し込めば抜けていくんじゃないかと、ま

あそういう話なんですが、詳細を詰めています。

２号はよろしいですか。よろしいですか、吉田君さあ？

F３のトレンドまずいというのを簡単にまず紹介してくれます？

はい、●●、３号機のトレンドについて、本店、ご説明して。

書画拡大して。 

それ大きくならないの？ 

本店でトレンドの画像見えますか。

はい、何とか見えます。 

はい、まず炉水位なんですけれど、これで赤い四角と黄色いラインはすごい見にくいですけど、

赤い四角で追ってもらえれば、だいだいいいと思うんですが、現在、２０００ミリから１５０

０ミリ位の間で推移しているんですが、海水を注入を開始して、切り替えも終わって入ってい

るはずなんですけれども、これが上昇トレンドにならないということが、１つ非常に懸念して

ます。もしかすると、主要配管のどこかでリークしていて、おそらくはジェットポンプのスタ

ンドパイプの所位までしか炉水位が上がっていかないんじゃないかなというのを、非常に気に

ます。もう１つは、ドライウェル圧力なんですけれども、このトレンドだと…

です。そこで下がってきているようには最後のところで見えるんですけども、実はこの後また

上がってきています。いま切り替えてもう１つ見せているものの、白抜きの菱形ですね、それ

がもう少し詳しいトレンドで一番右端の所を見てくると、１４時位から上がり傾向になってい

ると。これはおそらくは開けていたはずのＡＯ

た閉まって、それによってドライウェルのベントラインが閉塞して圧力が上昇していると。い

情報をちょっと口頭で聞いたら、このトレンドよりもさらに若干上がりが早いです。

なので、１８時か１８時より手前。

えっとドライウェルの設計圧力、これがその真ん中位のラインの所なんですが、これに達する

んじゃないかと思っているというのが今の現状です。以上です。

了解。いま言った設計圧力に達するのが１８時頃になっちゃうと、そういうことですね？

ええ。今のトレンドだとそんな感じです。

あの、今は・・。 

さっき聞こえてたんですけど、その理由はその下に赤で書いてあるＭＯ

弁、エア駆動弁の所でエアのほうが閉じちやったというような話をしてましたが、そういうこ

とが原因なんでしょうか。 

ええ。だと思ってます。エアが再びなくなって、閉じてしまったことによって、そこが下にず

っと安定していたものが、トレンドが上昇傾向に転じたんじゃないか。いま指してるのがボン

ベを取り付けて、開けていたはずのＡＯ

と思ってます。 
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発言内容

ごめんなさい、色々アイデアいただいたんですが、窒素で追い出すとかですね、とりあえず色々

といま詳細を詰めてもらってます、裏で。あのブローアウトパネルに隙間が開くはずなんで、

押し出せば抜けていくんじゃないかつてことを…

いやあ一、ブローアウトパネルだとは思うんだけど、ブローアウトパネルのそばに行けないか。

それでタービンの給気ファンがあるので、そこから押し込めば抜けていくんじゃないかと、ま

あそういう話なんですが、詳細を詰めています。

２号はよろしいですか。よろしいですか、吉田君さあ？

３のトレンドまずいというのを簡単にまず紹介してくれます？

はい、●●、３号機のトレンドについて、本店、ご説明して。

本店でトレンドの画像見えますか。 

はい、まず炉水位なんですけれど、これで赤い四角と黄色いラインはすごい見にくいですけど、

赤い四角で追ってもらえれば、だいだいいいと思うんですが、現在、２０００ミリから１５０

０ミリ位の間で推移しているんですが、海水を注入を開始して、切り替えも終わって入ってい

るはずなんですけれども、これが上昇トレンドにならないということが、１つ非常に懸念して

ます。もしかすると、主要配管のどこかでリークしていて、おそらくはジェットポンプのスタ

ンドパイプの所位までしか炉水位が上がっていかないんじゃないかなというのを、非常に気に

ます。もう１つは、ドライウェル圧力なんですけれども、このトレンドだと…

です。そこで下がってきているようには最後のところで見えるんですけども、実はこの後また

上がってきています。いま切り替えてもう１つ見せているものの、白抜きの菱形ですね、それ

がもう少し詳しいトレンドで一番右端の所を見てくると、１４時位から上がり傾向になってい

ると。これはおそらくは開けていたはずのＡＯ

た閉まって、それによってドライウェルのベントラインが閉塞して圧力が上昇していると。い

情報をちょっと口頭で聞いたら、このトレンドよりもさらに若干上がりが早いです。

なので、１８時か１８時より手前。 

えっとドライウェルの設計圧力、これがその真ん中位のラインの所なんですが、これに達する

んじゃないかと思っているというのが今の現状です。以上です。

了解。いま言った設計圧力に達するのが１８時頃になっちゃうと、そういうことですね？

ええ。今のトレンドだとそんな感じです。 

さっき聞こえてたんですけど、その理由はその下に赤で書いてあるＭＯ

弁、エア駆動弁の所でエアのほうが閉じちやったというような話をしてましたが、そういうこ

 

ええ。だと思ってます。エアが再びなくなって、閉じてしまったことによって、そこが下にず

っと安定していたものが、トレンドが上昇傾向に転じたんじゃないか。いま指してるのがボン

ベを取り付けて、開けていたはずのＡＯ 弁の所だと思いますが、ここが閉まったんじゃないか

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

ごめんなさい、色々アイデアいただいたんですが、窒素で追い出すとかですね、とりあえず色々

といま詳細を詰めてもらってます、裏で。あのブローアウトパネルに隙間が開くはずなんで、

押し出せば抜けていくんじゃないかつてことを… …。 

いやあ一、ブローアウトパネルだとは思うんだけど、ブローアウトパネルのそばに行けないか。

それでタービンの給気ファンがあるので、そこから押し込めば抜けていくんじゃないかと、ま

あそういう話なんですが、詳細を詰めています。 

２号はよろしいですか。よろしいですか、吉田君さあ？ 

３のトレンドまずいというのを簡単にまず紹介してくれます？

はい、●●、３号機のトレンドについて、本店、ご説明して。

はい、まず炉水位なんですけれど、これで赤い四角と黄色いラインはすごい見にくいですけど、

赤い四角で追ってもらえれば、だいだいいいと思うんですが、現在、２０００ミリから１５０

０ミリ位の間で推移しているんですが、海水を注入を開始して、切り替えも終わって入ってい

るはずなんですけれども、これが上昇トレンドにならないということが、１つ非常に懸念して

ます。もしかすると、主要配管のどこかでリークしていて、おそらくはジェットポンプのスタ

ンドパイプの所位までしか炉水位が上がっていかないんじゃないかなというのを、非常に気に

ます。もう１つは、ドライウェル圧力なんですけれども、このトレンドだと…

です。そこで下がってきているようには最後のところで見えるんですけども、実はこの後また

上がってきています。いま切り替えてもう１つ見せているものの、白抜きの菱形ですね、それ

がもう少し詳しいトレンドで一番右端の所を見てくると、１４時位から上がり傾向になってい

ると。これはおそらくは開けていたはずのＡＯ 弁がまたエアの供給が滞って、それによってま

た閉まって、それによってドライウェルのベントラインが閉塞して圧力が上昇していると。い

情報をちょっと口頭で聞いたら、このトレンドよりもさらに若干上がりが早いです。
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っと安定していたものが、トレンドが上昇傾向に転じたんじゃないか。いま指してるのがボン
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いまやろうとしてるのは、この上のＡＯ

給源が、昨日の１号と同様、仮設のコンプレッサーを繋いで、この圧を立てて、中操から電気

信号を送ってやると開く可能性がありますんで、それを今からトライするところです。

はい、わかりました。

あのもう１つの話で、炉水位の話で、注入しても上がっていかないと。これはいま、心配され

てるのは、ＰＬＲのほうの配管に何かあったのではないかと、こういうふうに解釈してるとい

うことですか。

あの、ＰＬＲ 

何らかのバイパスフローができるような穴ができた可能性がある。

なるほど、分かりました。何かあと、よろしいですか。

まぁ、いずれ、べ、ベントをとにかく、３号機側は成功させてもらうということで最優先かな。

水、水は大丈夫ですね？

水はもう、あの、水、水って海水ね、海水のほうはとりあえず取り付けたまま、このエリアは

危ないんで人間は全員引き上げてこさせてます。

てことは、動いてない？

いや、動いてます。だから駆動しっぱなしにして、もう上がってきている。

上がっている。はい。

はい。 

ぜっ、是非、ベントを早く。今のとおりだと思うので、格納容器の圧力を上げれば上げるほど、

絡納容器の中のものが原子炉建屋の中に漏洩する量が増えるわけで、その中に必ず水素が含ま

れているので、それが上へ溜まると１号機みたいなことになると。ともかくベントをして外に

出しちゃうということが大事だと思いますんで、早くそのベントのそのＡＯ

きると思います。

だいたい以上でしょうか。よろしいですか。

あの一、情報ですが、１時間前に海水系注入に行

１号と同じようにスタックからですね、白い煙がモゴモゴ出てると。３０分、１時間前です。

３０分前？ 

３０分から１時間前と言ってました。なので、昨日と、１号機と同じような状況になっている

と思われますんで、やっぱり、何らかの手立てでやっぱり。

えっと一、昨日、白いモヤモヤが出たのは、ベント成功した時間だから、あれ何時何分だった

っけ？１号機。２時半だ。２時半にベント成功だっていう判断をして、武藤さんからもやが出

てるよって言われて、実際に爆発したのは１時間後の３時３５分位ですね。だから１時間位。

爆発した後はスタックから、もう出てないんですよ。明らかにあれはリアクタービルから、当

然、建屋の中から出てた。今回もそれともう同じ状況になりつつあるというのが傍証して上が

ってます。 

ちょっと、すごいヤバい状況だな。もやが３０分前に出ている。あと３０分位のオーダーか？

そう言えば、これ保安院にも言って、プレスに先に言うという話は、国は何て言っているのか
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然、建屋の中から出てた。今回もそれともう同じ状況になりつつあるというのが傍証して上が
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な？あれから時間経っちやったけど。どこがフォローしてくれてんの？

今のような状況、誰が保安院に言っているんだ？早く。

●●が言ってて、プレスで出すことはＯＫ

あの、すいません。ＯＳＣですけれどもすでに先ほどですね、官房長官がですね、水素爆発の

可能性があるということで、プレスされてました。

まぁ、それはそうなんだけれど、今の危機、危機についての状況については保安院と官邸のほ

うにちゃんと伝わってるか？

官邸は言っちやったんだから、官邸、ＯＫ

言っちやった、何を言ったんですか。

官房長官がその可能性を言ったって。

いやいや、その可能性は言ったんですけども、今のように蒸気が出てるというような話とか。

武黒さんに電話しろ。

高橋さん、すみません。武黒さんのお電話、こちらに。

ちょっと武黒さんにいいですか。私も。これはちょっとヤバい状態だと。

あの、１F、あります？どうぞ。

あの、実はですね。午後５時現在の取りまとめができておりまして、ご覧いただきたいと思っ

ていたところなんですけども。その中に新しい状況の変化として若干触れさせていただいてま

すので、その内容だけご覧をいただければと思いますが。１頁目が１５条通報と、それから燃

料プールの冷却についての記事ですので、ちょっと飛ばさせていただいて、２頁目にまいりた

いと思います。この真ん中のところですね。

保安院は？ 

いま、いま連絡します。

長時間にわたり、３号機のことですけれども。長時間にわたり、圧力容器の水位が上昇してい

ない状況や、建屋内の線量が上昇している状況を踏まえると、これには白い煙の話もあるのか

もしれませんけど、３月１２日に１号機で発生したものと同じ事象が起こる可能性があると…

…。 

保安院には伝わってます。

おれに言われてもさ。

小森さんに。 

なんかさっきのと変えてあるねぇ？

可能性は否定できないので。

そうですそうです。
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まぁ、それはそうなんだけれど、今の危機、危機についての状況については保安院と官邸のほ

 

いやいや、その可能性は言ったんですけども、今のように蒸気が出てるというような話とか。

ちょっと武黒さんにいいですか。私も。これはちょっとヤバい状態だと。 

あの、実はですね。午後５時現在の取りまとめができておりまして、ご覧いただきたいと思っ

ていたところなんですけども。その中に新しい状況の変化として若干触れさせていただいてま

すので、その内容だけご覧をいただければと思いますが。１頁目が１５条通報と、それから燃

料プールの冷却についての記事ですので、ちょっと飛ばさせていただいて、２頁目にまいりた

長時間にわたり、３号機のことですけれども。長時間にわたり、圧力容器の水位が上昇してい

ない状況や、建屋内の線量が上昇している状況を踏まえると、これには白い煙の話もあるのか

もしれませんけど、３月１２日に１号機で発生したものと同じ事象が起こる可能性があると…
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え、なんか直した？

や、まぁ、あの、認識しております、で終わるんじゃ、もう、その、事業者に指示しているみ

たいな話だろ？

ええ、ですから可能性も否定できないことから、それを未然に防ぐ対策について。

検討。 

ええ、検討を重ねております、という記述にしたいなと。

いや。だから、認識なんて全然甘い話もいいとこで。

はい、おっしゃるとおりで。

ちゃんと検討して、具体的にそこまで、なんか出せるかどうかだけどさ。

はい。そういうアナウンスをこのタイミングで。

何時のタイミングでやるの？

え－、あの、ご了解いただければ、可及的速やかにですね。はい。

先ほどの話は、●●さんは認識されてました。

先ほどの件は、保安院、首相官邸伝えてあります。で、保安院のほうも何か対策ないのかと聞

いてるようです。

ええ、それでいま対策のほうは、ちょっとどんな状況なの？

対策は建物の、あの、原子炉建屋の給気ファンがタービン建屋にあるもんですから、そこに電

源を繋いで、そこから強制的に送り込むことで水素をパージさせる、あるいは窒素を充満させ

て混ぜちゃうとか、あといろんな先生方のご意見も並行して伺ってます。なかなか決め手とい

う案はないですけれども、いま、それで進んでます。

それ、リアクタービルの給気ファン？

そうです。それがたまたまタービンにある。

それがタービン建屋にある。

はい。 

ただ電源が問題か。電源車？

はい、それを繋げてということです。

ちょっと、それをやるにしても、すぐにできる位じゃないと。電源車はあるのかな。

《電話》朝から現場ともね、ずっと相談してるんです。なかなかいいアイデアが出てこなくて、

いま、こんな状態です。そういうことです。

ちょっと、なかなか時間がかかりそうですね。
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え、なんか直した？ 

や、まぁ、あの、認識しております、で終わるんじゃ、もう、その、事業者に指示しているみ

たいな話だろ？ 

ええ、ですから可能性も否定できないことから、それを未然に防ぐ対策について。

ええ、検討を重ねております、という記述にしたいなと。

いや。だから、認識なんて全然甘い話もいいとこで。

はい、おっしゃるとおりで。 

ちゃんと検討して、具体的にそこまで、なんか出せるかどうかだけどさ。

はい。そういうアナウンスをこのタイミングで。

何時のタイミングでやるの？ 

え－、あの、ご了解いただければ、可及的速やかにですね。はい。

先ほどの話は、●●さんは認識されてました。

先ほどの件は、保安院、首相官邸伝えてあります。で、保安院のほうも何か対策ないのかと聞

いてるようです。 

ええ、それでいま対策のほうは、ちょっとどんな状況なの？

対策は建物の、あの、原子炉建屋の給気ファンがタービン建屋にあるもんですから、そこに電

源を繋いで、そこから強制的に送り込むことで水素をパージさせる、あるいは窒素を充満させ

て混ぜちゃうとか、あといろんな先生方のご意見も並行して伺ってます。なかなか決め手とい

う案はないですけれども、いま、それで進んでます。

それ、リアクタービルの給気ファン？

そうです。それがたまたまタービンにある。

それがタービン建屋にある。 

ただ電源が問題か。電源車？ 

はい、それを繋げてということです。

ちょっと、それをやるにしても、すぐにできる位じゃないと。電源車はあるのかな。

《電話》朝から現場ともね、ずっと相談してるんです。なかなかいいアイデアが出てこなくて、

いま、こんな状態です。そういうことです。

ちょっと、なかなか時間がかかりそうですね。
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時間かかりそう？ちょっと、そんな、こんな悠長なことでいいのかということだよな。《ピー

音》他に何か手はないか。

先ほど、●●さんが説明していたのが、こちらのＡＯ弁をどうにか開けるということ。もしく

は、それと並行で付いているＡＯ

して、このＡＯ

ていく。という２つ。こちらのほうがまず最初にやるべきかなと。ただこれをやってもリアク

タービルにすでに溜まってしまった水素を逃がす対策にはならないので、本店が言っているよ

うなＨＶ……どれだ、本店が言っているようにもうすでに溜まってしまった、こういう部分に

ついてを抜くという対策が、なんらか必要になると思います。今のところ本店からの提案は以

上です。 

まずさ、サイト案はもう入ってんだっけ？

サイト案の場所はここら辺が適切だということは分かったんですけども、なにぶんジャンクシ

ョンボックスで、行ったこともないですし、前回、１号は屋外だったからいいんですけど、今

回はタービン建屋の中ですし、場所もはっきりよく分からないんで

いま、言っているのはあれだよ、サイト案だよ。サイト案。それもタービンだろ？

タービンの中です。ちょっ、ちょっとただ、やらざるを得ないところ。

ちょっとすみません。先ほどの文書を直したものを読み上げさせていただきます。「また長時

間にわたり圧力容器の水位が上昇してない状況や建屋中の線量が上昇している状況などを踏ま

えると、３月１２日に１号機で発生した事象と同じことが起こる可能性も否定できず、それを

未然に防ぐ施策、検討を重ねております」と。

ええ、できればその具体的な施策を。このあと会見で、社長から仰って頂く。

これ、何時に発表すんの？

これは準備が整いしだい、１６時半頃。

ここはいずれにしても皆さんの関心のすごい高いところ。

速やかに情報を流すという意味でね。これでいきましょう。ただ、具体的対策と同時並行でし

っかり。 

検討を重ねていただいております。

これでいいんですよね。

よろしゅうございますか。これが一番の大きなポイントだと思いますので。

はい。 

あとは変更点ありますけれども。

あの一、会見の時間が、ちょっとずれこんでいるように、私、伺っているのですが。

あれさ、ちょっと、用意してたじゃないのよ、こんなんがありますよ、と。で、とりあえずこ

れはやります、みたいなの。効果はあまり期待できない。それは持ってってもらえるんでしょ？

はい。 
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時間かかりそう？ちょっと、そんな、こんな悠長なことでいいのかということだよな。《ピー

音》他に何か手はないか。 

先ほど、●●さんが説明していたのが、こちらのＡＯ弁をどうにか開けるということ。もしく

は、それと並行で付いているＡＯ

して、このＡＯ 弁を中操から開けて、サブレッションプールからこのラインを通してベントし

ていく。という２つ。こちらのほうがまず最初にやるべきかなと。ただこれをやってもリアク

タービルにすでに溜まってしまった水素を逃がす対策にはならないので、本店が言っているよ

うなＨＶ……どれだ、本店が言っているようにもうすでに溜まってしまった、こういう部分に

ついてを抜くという対策が、なんらか必要になると思います。今のところ本店からの提案は以

まずさ、サイト案はもう入ってんだっけ？

サイト案の場所はここら辺が適切だということは分かったんですけども、なにぶんジャンクシ

ョンボックスで、行ったこともないですし、前回、１号は屋外だったからいいんですけど、今

回はタービン建屋の中ですし、場所もはっきりよく分からないんで

いま、言っているのはあれだよ、サイト案だよ。サイト案。それもタービンだろ？

タービンの中です。ちょっ、ちょっとただ、やらざるを得ないところ。

ちょっとすみません。先ほどの文書を直したものを読み上げさせていただきます。「また長時

間にわたり圧力容器の水位が上昇してない状況や建屋中の線量が上昇している状況などを踏ま

えると、３月１２日に１号機で発生した事象と同じことが起こる可能性も否定できず、それを

未然に防ぐ施策、検討を重ねております」と。

ええ、できればその具体的な施策を。このあと会見で、社長から仰って頂く。

これ、何時に発表すんの？ 

これは準備が整いしだい、１６時半頃。

ここはいずれにしても皆さんの関心のすごい高いところ。

速やかに情報を流すという意味でね。これでいきましょう。ただ、具体的対策と同時並行でし

検討を重ねていただいております。

これでいいんですよね。 

よろしゅうございますか。これが一番の大きなポイントだと思いますので。

あとは変更点ありますけれども。

あの一、会見の時間が、ちょっとずれこんでいるように、私、伺っているのですが。

あれさ、ちょっと、用意してたじゃないのよ、こんなんがありますよ、と。で、とりあえずこ

れはやります、みたいなの。効果はあまり期待できない。それは持ってってもらえるんでしょ？
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タービルにすでに溜まってしまった水素を逃がす対策にはならないので、本店が言っているよ

うなＨＶ……どれだ、本店が言っているようにもうすでに溜まってしまった、こういう部分に
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ョンボックスで、行ったこともないですし、前回、１号は屋外だったからいいんですけど、今

回はタービン建屋の中ですし、場所もはっきりよく分からないんで

いま、言っているのはあれだよ、サイト案だよ。サイト案。それもタービンだろ？

タービンの中です。ちょっ、ちょっとただ、やらざるを得ないところ。

ちょっとすみません。先ほどの文書を直したものを読み上げさせていただきます。「また長時

間にわたり圧力容器の水位が上昇してない状況や建屋中の線量が上昇している状況などを踏ま
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あの一、会見の時間が、ちょっとずれこんでいるように、私、伺っているのですが。

あれさ、ちょっと、用意してたじゃないのよ、こんなんがありますよ、と。で、とりあえずこ

れはやります、みたいなの。効果はあまり期待できない。それは持ってってもらえるんでしょ？
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あの一、記者会見行くときに持ってって、もらえるようになって－。

そうですね。 

それ、もう１８時半とかにまだもう１本出すあいだの話があるんでしょ。

えーっと、状況見て、はい。

もう一回ぐらい出すタイミングはあります。

はい、基本的には－－

ちょっと、まぁいずれにしても至急検討してよ。ただ、本店さんのはちょっとやっぱ、大がか

りなのと、あと場所的にね、この爆発の危険あるというときに、この、サイト案は中操だけで

できるの？あっそうか。ＩＡを活かすとはそういうことね。

ＩＡ の空気の圧力を上げるということです。

まずは具体的に進めてください。ただ、非常に危険なんで、その装備だとか人数だとか。

本部長、続けて海水からの注入ラインについて説明したます。えー現在、３号機の東のリパー

シングバルブピットから、あの、それぞれ海水を注入してるんですが、この３号機のリパーシ

ングバルブピットの底が見えてきたので、この水を確保するために、入れるために４号機の放

水口から６インチのホースが準備できました。それから発電機と水中ポンプ２台が準備できま

したので、この放水口から３号機のりパーシングバルブビットに、まず海水をどんどん入れる

と。これを確保したいと思います。装備につきましては、あの、まあヘルメット等、３号機の

爆発、２号機の爆発に備えて装備は十分重視しておりますが、そろそろ暗くなるんで、早めに

これを装置を設定したいと思いますんで。

はい。それとね、２号機に差し込む位置はどこだっけ？

それとね、え－と一、２号機に差し込むやつは、この３号機から、いま、え－と消防ポンプが

ここ１台、それから自衛隊のポンプが１台、２台。それからポンプがありますんで。

でしょ。２号機に付ける所の作業ってもう終わってるんだっけ？

２号機には一応付いている？

状態になってるのね？

その場ですぐできるの？じゃあ、とにかく３号機のりパーシングバルブピットに海水を入れま

しょう。 

それは、じやあ至急しましょう。

はい。 

それは、どれ位の人数で、どれ位の時間でできますか。

操者、３人、というか、タービン側で３人、作業者で５、６人。で、そうです。

《ビー音》さん、簡単に説明して。

すいません。今考えておりますのは、ちょっとここにありますのは仮設の電源車を持ってきま

して、原子炉建屋の本設の給気ファンに電源を繋いで、原子炉建屋に空気を送ってあげると。
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それとね、え－と一、２号機に差し込むやつは、この３号機から、いま、え－と消防ポンプが

ここ１台、それから自衛隊のポンプが１台、２台。それからポンプがありますんで。

でしょ。２号機に付ける所の作業ってもう終わってるんだっけ？

 

ポンプはだいたいすぐ繋ぎ込める場所にあるってこと？

その場ですぐできるの？じゃあ、とにかく３号機のりパーシングバルブピットに海水を入れま
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すいません。今考えておりますのは、ちょっとここにありますのは仮設の電源車を持ってきま

して、原子炉建屋の本設の給気ファンに電源を繋いで、原子炉建屋に空気を送ってあげると。
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それで押し込んであげて希釈して外に押し出してあげると、いうことで、給気ファンがタービ

ンビルの中にありますんで、原子炉建屋に入らなくてもこの作業ができると。いうことを、唯

一いま残された案として考えております。ただ、問題なのは仮設電源車でケーブルを繋ぐのに、

だいたい今までの実績から５時間位かかっていると、いうことと、もう１つは、いま作業引き

上げ状態で現場に出ていけてない、ということで、案はここにありますけれどまだ動きだせて

いない、という状況です。

それに加えて窒素ボンベでね、圧で押し込むとか色々あるので、いろんな先生のご意見をいた

だいて。何か一番早い方法ですよね。

窒素ボンベって言うけどき、あるのかい？窒素ボンベは。２Ｆ

ンベでも何でも持っていってよ。とにかく不活性化するか、拡散するかなんだから。ちょっと

まず使うかどうかはあれだけどさ、持ってることには越したことないじゃない。手立てが多い

ほうがいいんだ。

了解です。 

Ｎ２ラインは制御できないんですよ。ぼくも最初Ｎ２ラインと思ったんだけど。

今はちょっと＠＠＠にあるし、あれもバルブすごく多いし、手動弁ばっかりじゃないから、電

源を持っていくというバルブもあると、いま電源なしだから、Ｎ２ラインを生かすのはきわめ

て難しいと思うんですよね。どう？

いやあ、できないな。

運転側？Ｎ２のパージラインなんか生かせられないでしょ？

ああ、窒素ボンベ室ってのは１

窒素ボンベだったら、１／４号にはまだ持っていけるだろうと思うんで、防災用の窒素だとか、

そういうのをまず１

吉田所長、聞こえますか。

はい。 

えっと、まあ窒素でパージするというようなことは大量にはできないでしょうけども、ボンベ

でもとにかく風を起こして拡散するとか。まぁそういうことも含めると５／６号側のほうの窒

素ボンベみたいなやつは期待っていうか、動かすこともどうするかっていうのもあるんだけど。

はい。いずれにしてもね、人間が運んでいかないといけないんで、危険が伴うんですけどね。

うん、やあ、まあもちろん、あれなんだけど。ちょっとベントを成功させるっちゅうのが、ま

ず最優……、いま最大やってもらってることですかね。まずそれお願いします。

すいません、こちらのほうはこれでよろしいですか

１F 保安班の●●です。先ほど、外に行ったメンバーが１号機の開閉所、山側ちょうど１号機

原子炉建屋の４階と面が同じ位のところの場所で線量１１０ｍＳｖ／ｈを確認してございま

す。また中操のほうで、３号中操で残っている操作員が３秒ごとに、鳴動というか１カウント

ずつ上がっているのを気にしていたものですから、その内容で、いま中操当直員は８０ｍＳｖ

設定のＡＰＤ 

環境になってると思われます。一部中燥におきましては、山側といたしまして、３号のパネル

と４号のパネル、ちょうど真ん中に山側を背にして、いま仮設の電源を入れている非常用扉を

開けております。中操の裏側境界関係に対しては、昨日の１号の建屋の一部と思われるような

放射性物質を含んだ粒子状が積もっておりまして、それも影響にあって３０ｍＳｖ／ｈ位あり

ました。そういった環境になっているということをご承知ください。

すみません。さっきの２つのサイトの対応なんですけども、ちょっと重大な決心をしなきやい

けなくて。というのは、海水の方はすぐにできるんですけど、同じ工具を、リフターとかを使
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わなきやいけないので、バラに走ることができません。

工具が２セットないっていうこと？

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

ＩＡ のほうは後にやる。

はい、じゃあまず、できるところで。

それでいいですか？

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

やりましょう。

分かりました。じゃ、海水からいきます。

４２７ かなんかだよねベントは？

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

たんだけど。 

そうそう。 

もうそれやれば開くような状態になっているから。

●●君を呼んでくれないかな？●●君。

はい、いま行きます。

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。

すいません、もう一度お願いします。

●●君、もう一回、だって。

●●さん、もう一回言います、すいません。えっと…原安委

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。

はい、はい。 

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

てくれてるから、違うんだっけ？デジタル値だけでもいいから。

これが一番細かいやつなんですけど、１２
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のほうは後にやる。 

はい、じゃあまず、できるところで。

それでいいですか？ 

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

やりましょう。 

分かりました。じゃ、海水からいきます。

かなんかだよねベントは？

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

 

もうそれやれば開くような状態になっているから。

●●君を呼んでくれないかな？●●君。

はい、いま行きます。 

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。

すいません、もう一度お願いします。

●●君、もう一回、だって。 

●●さん、もう一回言います、すいません。えっと…原安委

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。

 

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

てくれてるから、違うんだっけ？デジタル値だけでもいいから。

これが一番細かいやつなんですけど、１２
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わなきやいけないので、バラに走ることができません。

工具が２セットないっていうこと？ 

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

はい、じゃあまず、できるところで。 

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

分かりました。じゃ、海水からいきます。 

かなんかだよねベントは？ 

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

もうそれやれば開くような状態になっているから。

●●君を呼んでくれないかな？●●君。 

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。

すいません、もう一度お願いします。 

 

●●さん、もう一回言います、すいません。えっと…原安委

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

てくれてるから、違うんだっけ？デジタル値だけでもいいから。

これが一番細かいやつなんですけど、１２ 日の１５時３６分、これが直前で水位とドライウェ

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

わなきやいけないので、バラに走ることができません。 

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

 

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

もうそれやれば開くような状態になっているから。 

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。

●●さん、もう一回言います、すいません。えっと…原安委

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

てくれてるから、違うんだっけ？デジタル値だけでもいいから。

日の１５時３６分、これが直前で水位とドライウェ

３号機で冷却停止、ベント） 

 

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。

●●さん、もう一回言います、すいません。えっと…原安委 …あっ、えっといま、えと一、モ

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

てくれてるから、違うんだっけ？デジタル値だけでもいいから。 

日の１５時３６分、これが直前で水位とドライウェ

 

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

全部、燃料域のところだから、もう出てる状態だから、上はボツボツ出ている状態 だから、も

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

っていま調整をしてますってことを東電のほうに伝えてくれと、いうことです。 

…あっ、えっといま、えと一、モ

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

を通じて協力を調整をしています、ということを東電に伝えてくれということです。 

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

日の１５時３６分、これが直前で水位とドライウェ

 

あの、リフターとかそういうのが同じになるんで、あの一、どうしてもいま１個しかないんで。

それにメンバーもちょっと重複するところがあって、どうしてもそれがポララではできなくて、

シリーズでやらなくちゃいけない。で、すぐできるのは海水のほうです。というのは、ＩＡ の

ほうはまだ色々ちょっと検討しなきやいけないことがあるんで。で、海水のほうが先にやって

ベントはあれだけど、海水のほうはやっぱり熱源なんで、熱源というかシンクなんで、これを

ここで一回上がって、操作して、下がって対応してここでベントがなくなって、エアーフェー

ルクローズだから、でベントができなくなったら、内圧上がってっていうのが。ここは、もう

だから、も

っとほんとはもっと下げて圧力ない状態で、これだと消火ポンプでどんどんいけば大丈夫だっ

え－とちょっと、すいません、ちょっと情報なんですけど、保安院のかた、あ……、原子力安

全委員、保安院の方から連絡があって、えっと、原安委の方。いま、あのっ、えと一、モニタ

リングカーを各電力から借りて、いま協力しようとしていて、え－と保安院の方も電事連を通

じてちょうど協力しようとしてます。で、原安委もそれに基いてそれに対して協力しようと思

…あっ、えっといま、えと一、モ

ニタリングカー、電事連を通じて中部電力だとかいろんなところから集めています。それで、

それに対して保安院も電事連を通じて協力しますと言ってます。その話を聞いて原安委も専門

家がいるので、えっとーさらに協力したいと、原安委も協力したいと言っていて、いま保安院

いいや、デジタル値だけでも見せてくんねぇかな、おい。デジタル値だけでも、いま１号の見

日の１５時３６分、これが直前で水位とドライウェ
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ル、炉圧はないんですけど。

こんなもんだろ？

復旧班ですけど、すいません、吉田所長。

はい。じゃあ●●さん、どうぞ。

マイク入ってないよ。

広報班からお伝えいたします。えー、本日夕刻の社長の記者会見につきまして、いま、エネル

ギー記者会ならびに経産記者会社会部分室に対しまして、え一、エントリー予告をしておりま

す。予告した内容は、今晩１８時３０分、午後６時３０分に、清水社長の記者会見を、え－、

本館の３階で開きますと、そういう内容で、え－、各記者クラプに向けてアナウンスしており

ますので、え－、ご承知おきいただきたいと思います。以上です。

これは減っていったんだな、このときはな。

１４時半から。

ポンと出てな。

ベントをしている頃。

だから、どこで起こるか分かんねぇのか、これ。な、な、何がキーだったんだろうな？

復旧班ですが、いまちょっと、所長のご了解をいただきましたが、これからタービン建屋、２

号、あっ、３号タービン建屋にＩＡ

本当にすいません。あの、注意して行ってください。

Ａ系、Ｂ系とも両方見れるようになれるなりました。両方オーバースケール、Ａ系３７５０プ

ラス、Ｂ系 3800

３号にも１台・・・。

３号のデータ説明して。

いま書いているのは、３号機ＳＲ弁が動作したという情報があって、そうすると炉圧がゼロに

はなるんですけれども、ドライウェル側にエネルギーが移行しますんで、よろしくない、今の

ベントできない状態ではよろしくないです。

ＳＲ弁動作したのは？

なんで確認できたのかっていうのは、確認できないんですけれども。

え一と、ＳＲ弁。炉圧の変動があったということで、ＳＲ弁の状態を見たらば、Ｅ弁のほうが

レッド、グリーン、両点していますということで。中操にいた人ちょっとうろ覚えのようだっ

たんですけども、そのちょこっと前は両方とも消灯していたというようなことで、何か、あの、

今は、Ｅのほうが両点していて、何かショックがあった模様だ、ということです。炉水位のほ

うのＢ 系が、今まで一２０００

２０から０．２６

ほぼサチッてるというような状態だそうです。以上です。

えと、Ｅ は繋ぎ込んでるやつですんで、決して間違いではなくて、あの、Ａ

の結果ですから。あの、３０分位前に繋ぎ替えているんですけども。ＳＲ
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ル、炉圧はないんですけど。 

こんなもんだろ？ ずーっといって、・・・だめだ＝＝。

復旧班ですけど、すいません、吉田所長。

はい。じゃあ●●さん、どうぞ。

マイク入ってないよ。 

広報班からお伝えいたします。えー、本日夕刻の社長の記者会見につきまして、いま、エネル

ギー記者会ならびに経産記者会社会部分室に対しまして、え一、エントリー予告をしておりま

す。予告した内容は、今晩１８時３０分、午後６時３０分に、清水社長の記者会見を、え－、

本館の３階で開きますと、そういう内容で、え－、各記者クラプに向けてアナウンスしており

ますので、え－、ご承知おきいただきたいと思います。以上です。

これは減っていったんだな、このときはな。

１４時半から。 

ポンと出てな。 

ベントをしている頃。 

だから、どこで起こるか分かんねぇのか、これ。な、な、何がキーだったんだろうな？

復旧班ですが、いまちょっと、所長のご了解をいただきましたが、これからタービン建屋、２

号、あっ、３号タービン建屋にＩＡ

本当にすいません。あの、注意して行ってください。

Ａ系、Ｂ系とも両方見れるようになれるなりました。両方オーバースケール、Ａ系３７５０プ

3800 プラス。炉圧、５．８５Ｍｐａ、Ｄ／Ｗ圧力＠＠＠、Ｓ／Ｃは復旧中。

３号にも１台・・・。 

３号のデータ説明して。 

いま書いているのは、３号機ＳＲ弁が動作したという情報があって、そうすると炉圧がゼロに

はなるんですけれども、ドライウェル側にエネルギーが移行しますんで、よろしくない、今の

ベントできない状態ではよろしくないです。

ＳＲ弁動作したのは？ 

なんで確認できたのかっていうのは、確認できないんですけれども。

え一と、ＳＲ弁。炉圧の変動があったということで、ＳＲ弁の状態を見たらば、Ｅ弁のほうが

レッド、グリーン、両点していますということで。中操にいた人ちょっとうろ覚えのようだっ

たんですけども、そのちょこっと前は両方とも消灯していたというようなことで、何か、あの、

今は、Ｅのほうが両点していて、何かショックがあった模様だ、ということです。炉水位のほ

系が、今まで一２０００

２０から０．２６ に急に上がりましたけども、いまデータを読み終わった状態では０．２６で、

ほぼサチッてるというような状態だそうです。以上です。

は繋ぎ込んでるやつですんで、決して間違いではなくて、あの、Ａ

の結果ですから。あの、３０分位前に繋ぎ替えているんですけども。ＳＲ
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発言内容

 

ずーっといって、・・・だめだ＝＝。

復旧班ですけど、すいません、吉田所長。 

はい。じゃあ●●さん、どうぞ。 

広報班からお伝えいたします。えー、本日夕刻の社長の記者会見につきまして、いま、エネル

ギー記者会ならびに経産記者会社会部分室に対しまして、え一、エントリー予告をしておりま

す。予告した内容は、今晩１８時３０分、午後６時３０分に、清水社長の記者会見を、え－、

本館の３階で開きますと、そういう内容で、え－、各記者クラプに向けてアナウンスしており

ますので、え－、ご承知おきいただきたいと思います。以上です。

これは減っていったんだな、このときはな。

だから、どこで起こるか分かんねぇのか、これ。な、な、何がキーだったんだろうな？

復旧班ですが、いまちょっと、所長のご了解をいただきましたが、これからタービン建屋、２

号、あっ、３号タービン建屋にＩＡ の仮設コンプレッサーを繋ぐ調査に入ります。

本当にすいません。あの、注意して行ってください。

Ａ系、Ｂ系とも両方見れるようになれるなりました。両方オーバースケール、Ａ系３７５０プ

プラス。炉圧、５．８５Ｍｐａ、Ｄ／Ｗ圧力＠＠＠、Ｓ／Ｃは復旧中。

いま書いているのは、３号機ＳＲ弁が動作したという情報があって、そうすると炉圧がゼロに

はなるんですけれども、ドライウェル側にエネルギーが移行しますんで、よろしくない、今の

ベントできない状態ではよろしくないです。

なんで確認できたのかっていうのは、確認できないんですけれども。

え一と、ＳＲ弁。炉圧の変動があったということで、ＳＲ弁の状態を見たらば、Ｅ弁のほうが

レッド、グリーン、両点していますということで。中操にいた人ちょっとうろ覚えのようだっ

たんですけども、そのちょこっと前は両方とも消灯していたというようなことで、何か、あの、

今は、Ｅのほうが両点していて、何かショックがあった模様だ、ということです。炉水位のほ

系が、今まで一２０００ でしたけども、一１４００になってます。炉圧のほうは０．

に急に上がりましたけども、いまデータを読み終わった状態では０．２６で、

ほぼサチッてるというような状態だそうです。以上です。

は繋ぎ込んでるやつですんで、決して間違いではなくて、あの、Ａ

の結果ですから。あの、３０分位前に繋ぎ替えているんですけども。ＳＲ
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もう我々としては周知の事実です。ちょっとさっき所長には申し上げたんですけど、正式なア

ナウンスはしなかったです。すみません。あの、Ａ

えっと、福島第－さん。

はい。 

よろしいでしょうか。１号機の使用済み燃料プールの件なんですけども。

はい。 

温度が、まあデータなくて、でも、もやが出てると。

はい。 

それで、これがこのまま、もし燃料表面が出るとかなり調子が悪いということで、上空から水

を入れるっていうことを算段していて、今、一定にもう準備が整っているんですけれども。３

号のこと、これありで、失礼、１号のこと、これありなので、相当にその条件が揃わないと危

険な作業になること。それから１００ｍＳｖあるんですね、１００ｍ

えると、どういう、本当にやるのか、やらないのかという一定の方向性を確認しておきたいん

ですけれども。書画に基づいて確認させていただいてよろしいでしょうか。

はい。 

分かりました。じやあ、お願いします。

原子力設備管理部の●●です。書画のほうで準備の状況をまず説明させていただきます。今、

《ピー音》さんからご発言あったとおり、使用済み燃料プールのほうが冷却の状態が悪いとい

うことで、いまやり方を３つ考えました。いま、絵にありますように１つは、左下に手段１と

書いてありますように、消防車によって遠方から散水を、プールを狙って散水してそこに水を

注入する。それから２つ目としては、ヘリコプターから水を入れると。３つ目として、ヘリコ

プターから氷を投下するということです。で、今、準備ができてるのが、手段の３でありまし

て、ヘリコプターを使って、氷を投入するということを考えております。準備の状況としては、

いま、えっと、氷の手配が終わりまして、埼玉県の桶川のヘリポートのほうにその氷がありま

す。ヘリコプターへの吊り込みが完了しているという状況で、ゴーが出ればそこから１時間位

で一旦２Ｆ まで来てもらうと。そこで、あの一、線量計を持ってもらって、あの一、１

うに出発してもらうということで、段取りができているという状況でございます。それから、

手段の１のほうにつきましては、あらかた、どれ位の、どの辺りで散水するかつていう、あの

一、えっと目途を検討しておりますけれども、今のところ、給水車のほうの手配が終わってお

ります。消防車のほうはいままだ手配をしていないという状況であります。場所としては、い

ま、書画で示して矢印で書いてあるような山側の辺りを考えているという状況でございます。

検討の状況は以上でございますけれども、いま、燃料プールのほうは水位も温度も分からない

状況でありますが、もやが出ているということはやはりプール水が蒸発していっているという

状況が懸念されますので、なるべく早い段階で一回氷を投入しておくということで進めていき

たいというふうに思ってます。氷の量としては３．５ｔ程を、いま、細かく砕きまして、森林

火災用のバスケットに入れてヘリコプターからロープを使って燃料プールの上まで運んでもら

って、そこで投入するということを考えてます。ヘリコプターにつきましては、保安院の方が

手配をしていただいている自衛隊のヘリを使うということでございます。とりあえず以上です。

まあ、ただそうなんですけど。ただ、さっきちょっと発言したとおり、１号の爆発の経緯もこ

れありで、非常に線量も高いといった中で、この作業を夜間本当にやるのかと、夜間やらない

としてもいつかやるのか、といったところについては慎重な議論が必要だと思います。

えっと、あの、発電所としては、何らかの対策をしていただくのは非常にありがたいと思いま

す。で、なんだけども、今も●●さんが言ったのと同じで、いずれにしても今から用意してき

ても真っ暗けだよね？だから今日は多分無理なんで、じやあ明日やるかと言っても今の、その

隣のプラントの、隣の隣のプラントのことも気になるし、え－、という状況ですから、あと線

量の問題もあるということで、やっていただきたいのはものすごくやまやまなんだけど、そこ

はあれですね、やるタイミングはヘジテイトしますね。

１F●●ですが、よろしいですか。これ、効果のことを考えると、プールの水って３０００ｔ位

あって、今３ｔの氷って言ってましたよね？
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もう我々としては周知の事実です。ちょっとさっき所長には申し上げたんですけど、正式なア

ナウンスはしなかったです。すみません。あの、Ａ

えっと、福島第－さん。 

よろしいでしょうか。１号機の使用済み燃料プールの件なんですけども。

温度が、まあデータなくて、でも、もやが出てると。

それで、これがこのまま、もし燃料表面が出るとかなり調子が悪いということで、上空から水

を入れるっていうことを算段していて、今、一定にもう準備が整っているんですけれども。３

号のこと、これありで、失礼、１号のこと、これありなので、相当にその条件が揃わないと危

険な作業になること。それから１００ｍＳｖあるんですね、１００ｍ

えると、どういう、本当にやるのか、やらないのかという一定の方向性を確認しておきたいん

ですけれども。書画に基づいて確認させていただいてよろしいでしょうか。

分かりました。じやあ、お願いします。

原子力設備管理部の●●です。書画のほうで準備の状況をまず説明させていただきます。今、

《ピー音》さんからご発言あったとおり、使用済み燃料プールのほうが冷却の状態が悪いとい

うことで、いまやり方を３つ考えました。いま、絵にありますように１つは、左下に手段１と

書いてありますように、消防車によって遠方から散水を、プールを狙って散水してそこに水を

注入する。それから２つ目としては、ヘリコプターから水を入れると。３つ目として、ヘリコ

プターから氷を投下するということです。で、今、準備ができてるのが、手段の３でありまし

て、ヘリコプターを使って、氷を投入するということを考えております。準備の状況としては、

いま、えっと、氷の手配が終わりまして、埼玉県の桶川のヘリポートのほうにその氷がありま

す。ヘリコプターへの吊り込みが完了しているという状況で、ゴーが出ればそこから１時間位

まで来てもらうと。そこで、あの一、線量計を持ってもらって、あの一、１

出発してもらうということで、段取りができているという状況でございます。それから、

手段の１のほうにつきましては、あらかた、どれ位の、どの辺りで散水するかつていう、あの

一、えっと目途を検討しておりますけれども、今のところ、給水車のほうの手配が終わってお

ります。消防車のほうはいままだ手配をしていないという状況であります。場所としては、い

ま、書画で示して矢印で書いてあるような山側の辺りを考えているという状況でございます。

検討の状況は以上でございますけれども、いま、燃料プールのほうは水位も温度も分からない

すが、もやが出ているということはやはりプール水が蒸発していっているという

状況が懸念されますので、なるべく早い段階で一回氷を投入しておくということで進めていき

たいというふうに思ってます。氷の量としては３．５ｔ程を、いま、細かく砕きまして、森林

火災用のバスケットに入れてヘリコプターからロープを使って燃料プールの上まで運んでもら

って、そこで投入するということを考えてます。ヘリコプターにつきましては、保安院の方が

手配をしていただいている自衛隊のヘリを使うということでございます。とりあえず以上です。

まあ、ただそうなんですけど。ただ、さっきちょっと発言したとおり、１号の爆発の経緯もこ

れありで、非常に線量も高いといった中で、この作業を夜間本当にやるのかと、夜間やらない

としてもいつかやるのか、といったところについては慎重な議論が必要だと思います。

えっと、あの、発電所としては、何らかの対策をしていただくのは非常にありがたいと思いま

す。で、なんだけども、今も●●さんが言ったのと同じで、いずれにしても今から用意してき

ても真っ暗けだよね？だから今日は多分無理なんで、じやあ明日やるかと言っても今の、その

隣のプラントの、隣の隣のプラントのことも気になるし、え－、という状況ですから、あと線

量の問題もあるということで、やっていただきたいのはものすごくやまやまなんだけど、そこ

はあれですね、やるタイミングはヘジテイトしますね。

●●ですが、よろしいですか。これ、効果のことを考えると、プールの水って３０００ｔ位

あって、今３ｔの氷って言ってましたよね？
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発言内容

もう我々としては周知の事実です。ちょっとさっき所長には申し上げたんですけど、正式なア

ナウンスはしなかったです。すみません。あの、Ａ

よろしいでしょうか。１号機の使用済み燃料プールの件なんですけども。

温度が、まあデータなくて、でも、もやが出てると。

それで、これがこのまま、もし燃料表面が出るとかなり調子が悪いということで、上空から水

を入れるっていうことを算段していて、今、一定にもう準備が整っているんですけれども。３

号のこと、これありで、失礼、１号のこと、これありなので、相当にその条件が揃わないと危

険な作業になること。それから１００ｍＳｖあるんですね、１００ｍ

えると、どういう、本当にやるのか、やらないのかという一定の方向性を確認しておきたいん

ですけれども。書画に基づいて確認させていただいてよろしいでしょうか。
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書いてありますように、消防車によって遠方から散水を、プールを狙って散水してそこに水を
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出発してもらうということで、段取りができているという状況でございます。それから、

手段の１のほうにつきましては、あらかた、どれ位の、どの辺りで散水するかつていう、あの

一、えっと目途を検討しておりますけれども、今のところ、給水車のほうの手配が終わってお

ります。消防車のほうはいままだ手配をしていないという状況であります。場所としては、い

ま、書画で示して矢印で書いてあるような山側の辺りを考えているという状況でございます。

検討の状況は以上でございますけれども、いま、燃料プールのほうは水位も温度も分からない

すが、もやが出ているということはやはりプール水が蒸発していっているという

状況が懸念されますので、なるべく早い段階で一回氷を投入しておくということで進めていき
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状況が懸念されますので、なるべく早い段階で一回氷を投入しておくということで進めていき

たいというふうに思ってます。氷の量としては３．５ｔ程を、いま、細かく砕きまして、森林

火災用のバスケットに入れてヘリコプターからロープを使って燃料プールの上まで運んでもら

って、そこで投入するということを考えてます。ヘリコプターにつきましては、保安院の方が
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れありで、非常に線量も高いといった中で、この作業を夜間本当にやるのかと、夜間やらない
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ても真っ暗けだよね？だから今日は多分無理なんで、じやあ明日やるかと言っても今の、その

隣のプラントの、隣の隣のプラントのことも気になるし、え－、という状況ですから、あと線

量の問題もあるということで、やっていただきたいのはものすごくやまやまなんだけど、そこ

はあれですね、やるタイミングはヘジテイトしますね。 

●●ですが、よろしいですか。これ、効果のことを考えると、プールの水って３０００ｔ位
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実で、その上、被曝とこの夜間を考えればやるのは拙速だと思いますし、あとは、効果を考え

ると、本当にまさに焼け石に水。で、結構ボリュームのある水を流し続ける、流し続けるじゃ

ないですけどね、散水とかっていうほうが現実的かな。効果って観点からすると。繰り返し、

繰り返し氷を落とすっていうんだったら別ですけど。

本当はね、本当はだから、あの手段１みたいなのを、仮設なんだけどずっと置いておいて、適

宜水をね、入れていってあげるっていうのは一番いいんだけど。１号機の今、あの場所ってさ

っきもあったけど、ｌｏｏｍＳｖ／ｈ

しいと思ってるんだよね。その中でちょっとどういうチョイスするかっていうのはきわめて難

しいし、ちょっと今日やるというのは、まず、いずれにしても今この時間からだと、それはな

いと思うんですよね。

吉田さん、割り込んでいい？ヘリ

ほうがいいと思うけど。

それはね、もう今週の初めからお願いしてるけど、こちらに飛んできてくれる勇気のあるヘリ

コ、操縦士がいないっちゅうことで、今までホールドだったんですよ。

あのね、すいません、飛んでくれる人はいたんだけど、氷を落としてくれる人がいなかったの

よ。ところがこれだけ線量が上がっちゃうと、ちょっと条件が変わってるんで、前、飛んでく

れる人が飛んでくれなくなっちやった状態になってるからね。

あの、福島第一でタワー消防車ってありましたよね？あれは流れちやったんでしたっけ。

ちょっと分かんない。ごめん。

ああ、そうですか。それからあの、水位を見るだけで…

タワー消防車って●●が買ったやつか、輸入品の。あれは今回最初に捜したんだけど、いろん

な物がバラバラになってどっかに置かれてますよ。筑波山のとことか千葉とかに分割されて。

吉田さん、また割り込んでいい？ヘリコプターね、水があるかないか見るだけだったら近寄ら

なくてもいいじゃないですか。望遠の双眼鏡持っていけばいいんだから。

や、ぼくもそう思うんだけど、それすら行ってくれないみたいなんですよ。

た、高橋さん、だめなんですか、それは。

あの、私、そのいま、行ってくれる、あの、ヘリコプターにうんと高い、例えば３倍の高さだ

と、線量ずっと下がるので、それ位で飛んでもらうという手もあるのかなって感じはしますけ

どね。 

すいません、●●です。今日ですね、ヘリコプターを飛ばす予定をしていて準備もしていまし

た。１Fの燃料ＧＭがどうしても確認したいということだったんですが、そのヘリコプターに

乗る側の方が、今日はふさわしくないと言って中止したというふうに承知しています。で、改

めて調整することは可能ですし、もう絶対にだめだと言われている事実もありません。したが

って、見たいんだという声を上げていただければ具体的に行動したいと思っています。以上で

す。 

すいません、よろしいでしょうか、●●ですけども、自衛

にですね、うちの人間が行っておりまして、そこでいわゆるバスケット式で投下できるような

パイロットですとか、その辺りとは話がついておりますけれども、実際線量の話はつけており

ませんので……。

すいません、オフサイトセンターですけど。日本政府を通すんであればですね、アメリカ政府

が協力したいって言ってるんで、アメリカ政府の衛星からですね、写真なり動画を撮ってもら

うってことが交渉できるかもしれないんで、それをやってみるといいんじゃないでし

それはトライしてください。お願いします。
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の燃料ＧＭがどうしても確認したいということだったんですが、そのヘリコプターに

乗る側の方が、今日はふさわしくないと言って中止したというふうに承知しています。で、改

めて調整することは可能ですし、もう絶対にだめだと言われている事実もありません。したが

って、見たいんだという声を上げていただければ具体的に行動したいと思っています。以上で

隊に関しましては、いま、首相官邸

にですね、うちの人間が行っておりまして、そこでいわゆるバスケット式で投下できるような

パイロットですとか、その辺りとは話がついておりますけれども、実際線量の話はつけており

すいません、オフサイトセンターですけど。日本政府を通すんであればですね、アメリカ政府

が協力したいって言ってるんで、アメリカ政府の衛星からですね、写真なり動画を撮ってもら

うってことが交渉できるかもしれないんで、それをやってみるといいんじゃないでし

 

実で、その上、被曝とこの夜間を考えればやるのは拙速だと思いますし、あとは、効果を考え

ると、本当にまさに焼け石に水。で、結構ボリュームのある水を流し続ける、流し続けるじゃ

ないですけどね、散水とかっていうほうが現実的かな。効果って観点からすると。繰り返し、

本当はね、本当はだから、あの手段１みたいなのを、仮設なんだけどずっと置いておいて、適

宜水をね、入れていってあげるっていうのは一番いいんだけど。１号機の今、あの場所ってさ

ものすごい高い場所だから作業も基本的に難

しいと思ってるんだよね。その中でちょっとどういうチョイスするかっていうのはきわめて難

しいし、ちょっと今日やるというのは、まず、いずれにしても今この時間からだと、それはな

コプターでね、水があるのか、ないのかだけ確認しておいた

それはね、もう今週の初めからお願いしてるけど、こちらに飛んできてくれる勇気のあるヘリ

あのね、すいません、飛んでくれる人はいたんだけど、氷を落としてくれる人がいなかったの
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また割り込んでいい？

てもらったほうがいいよ。

や、だから、基本的にぼくは飛んでほしいってずっと思．ってたんで、それはお願いしたいん

です。水、入れる、入れないの話は別にして状況確認。

了解です。具体的に調整に入ります。それであの、そちらの方はですね、燃料関係のどなたか

が一緒に乗って、写真を撮るなりということを並行してちょっと検討してください。ヘリコプ

ターの可能性はこちらで探ります。以上です。

はい。じやあ●●君、ちょっと検討してくれる？

第一運転管理部燃料グループの●●です。私のほうで調整させていただきたいと思いますので。

後ほど連絡させていただきます。

それじゃ、この場の合意としては実際に投下する話についてはもう少し慎重に検討するにして

も、ヘリコプターで水位を見るということは進めると、いうことで確認できたということでよ

ろしいでしょうか？

はい。 

ありがとうございます。

あと、●●さんが言ってたやつも、ものすごく鮮明なやつがあるんだったら欲しいって言えば、

欲しいですけど。

保安班からモニタリングポスト近傍での測定結果が出ましたので情報を共有いたします。ＭＰ

１付近北側になります。１５時３０分で３４マイクロＳｖ／ｈ、正門１６時、５．１５４マイ

クロＳｖ／ｈ、ＭＰ４

失礼いたしました。保安班が３／４号中操に到着いたしました。中操全体を測定したところ１

５ｍＳｖ／ｈであることを測定で確認しております。以上です。

《電話》吉田でございます。

５０マイクロ・・。

全体的に１５ミリになってるんで、遮蔽を持ち込むことはもう無理かと思われます。遮蔽自体

がもう管理区域の中に入ってるんだと思いますんで、ちょっとその作業をするのはまだかなと

いうような感じがするんですが、あとは人海戦術になると思います。いえ、あのー、壁の最大

値を言っているのではなくて、全体で当然その壁の間の裂けた所を測定しても、だいたい１５

ｍＳｖ／ｈ。もう当直長席もどこも１５ｍＳｖ／ｈっていうことです。え－と、今回の所は西

側階段の所、非常扉の所、電源ケーブル

そこの所は１／２号でも弱かった所です。

ミリです。 

すいません。●●●●いまあの、うちの、放管員がメンバーいないので、電離箱を置いて戻し

たいのですが、よろしいでしょうか。了解。電離箱は置いていきます。で、別の電離箱をＨＰ

から持たせ、持って帰るようにします。いや、今の中操の。

緊対室の線量が分かりましたので紹介します。２０～３０マイクロＳｖ／ｈで、緊対室立ち上

げ時位に戻っております。以上です。

え－、３／４号中操のサーベイに行った保安班から続報が入りました。中操の場所は分かりま

せんが、７ｍｓｖ／ｈという比較的、中でも低いポイントが確認されたので、中操のメンバー

に連絡し待機時にはそこへ移るようにお願いしてます。
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全体的に１５ミリになってるんで、遮蔽を持ち込むことはもう無理かと思われます。遮蔽自体

がもう管理区域の中に入ってるんだと思いますんで、ちょっとその作業をするのはまだかなと
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側階段の所、非常扉の所、電源ケーブル

そこの所は１／２号でも弱かった所です。

すいません。●●●●いまあの、うちの、放管員がメンバーいないので、電離箱を置いて戻し
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●●さん、すいません、今の中操の中は了解しました。全体的に１５ｍｓｖでその半分位の所

があるからそこに集まってもらうと。そこに行くまでは今回は人は通ってるんだけれども、も

う線量はかなり上がってるんですか。

えっと、中操のパネルの脇というふうに聞いてますから、行くまでも短時間ていうか、本当に

中操内で移動することでＯＫ

なのか、すみません３号なのかまだ確認しておりませんが、え－、中操内部を詳細にサーベイ

して一番低い所を低

で、中操に入るまでのＳ

ここまでのコピーもらえば、情報班に渡したんです。今日。

でも６号線、全部まともかどうかもわからんよ。

本店ですけど、１

はい。 

あの、１Ｆ２号機のですね、海水の注入のラインナップはもうできたんでしょうか。

いや、まだ。 

あ、はい、ありがとうございます。もしもし。《携帯電話に出る》

それともう１つ情報が入ったんですが、３号機のりパーシングバルブビットの水が段々少なく

なってきて。 

え？ 

リパーシングバルブビットの水、海水。それが底つくと今度はいま、消火ポンプがぶっ壊れち

ゃうんで、いまレベルを確認してますから。そしたら強制的に一回ポンプとめますから。

補給するから。

補給。とめないと、補給。

そういうことね。汲む水がなくなってきてる、ていうこと？

そうそう。 

減圧沸騰して、いちどこう、、で戻ってきて・・・。

保安班からモニタリングの最新版をお知らせいたします。正門ですが、１６時現在、５．１５

４マイクロＳｖ／ｈ。変化が見られません。モニタリングポスト１番付近、北側です。１６時

４０分、６０マイクロＳｖ／ｈです。しかし１６時２０分の時に最大値１５０マイクロＳｖ／

ｈを確認しております。以上です。

資材班からご連絡です。ガソリン、軽油等の状況についてご説明させていただきます。ガソリ

ンはすでに所内に１６０Ｌ運び込んでおります。その他オフサイトセンター、コールセンター

等合わせますと、数日分のガソリンが確保されてるという状況です。それから軽油も１０ｋＬ

確保できております。これらは、実績から考えると５日分相当となっております。また水につ

いては散水車１．９ｔ、これが所内に到着しております。また消防の６ｔの水、これが近日中

に到着する予定です。それから氷は本日の３．５ｔと先ほどの話の他に、群馬、埼玉、栃木、

それから、それらの箇所から、とりあえず栃木については５０～６０ｔの氷が手配できるとい

うふうな状況になっております。またその他、コールセンターのほうに本日資材と応援要員が

届きますので、保安用品、サーベイメーターとかマスク、それから食料、そういった物をコー
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あ、はい、ありがとうございます。もしもし。《携帯電話に出る》

それともう１つ情報が入ったんですが、３号機のりパーシングバルブビットの水が段々少なく

リパーシングバルブビットの水、海水。それが底つくと今度はいま、消火ポンプがぶっ壊れち

ゃうんで、いまレベルを確認してますから。そしたら強制的に一回ポンプとめますから。

そういうことね。汲む水がなくなってきてる、ていうこと？
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保安班からモニタリングの最新版をお知らせいたします。正門ですが、１６時現在、５．１５
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資材班からご連絡です。ガソリン、軽油等の状況についてご説明させていただきます。ガソリ
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うふうな状況になっております。またその他、コールセンターのほうに本日資材と応援要員が
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３号機で冷却停止、ベント） 

 

●●さん、すいません、今の中操の中は了解しました。全体的に１５ｍｓｖでその半分位の所

があるからそこに集まってもらうと。そこに行くまでは今回は人は通ってるんだけれども、も

えっと、中操のパネルの脇というふうに聞いてますから、行くまでも短時間ていうか、本当に

だと。中操の中にあるということです。７ミリ。ですから、４号

なのか、すみません３号なのかまだ確認しておりませんが、え－、中操内部を詳細にサーベイ

線量エリアとして中操のメンバーに説明をしたと。 

ここまでのコピーもらえば、情報班に渡したんです。今日。 

あの、１Ｆ２号機のですね、海水の注入のラインナップはもうできたんでしょうか。

あ、はい、ありがとうございます。もしもし。《携帯電話に出る》 

それともう１つ情報が入ったんですが、３号機のりパーシングバルブビットの水が段々少なく

リパーシングバルブビットの水、海水。それが底つくと今度はいま、消火ポンプがぶっ壊れち

ゃうんで、いまレベルを確認してますから。そしたら強制的に一回ポンプとめますから。

そういうことね。汲む水がなくなってきてる、ていうこと？ 

保安班からモニタリングの最新版をお知らせいたします。正門ですが、１６時現在、５．１５

４マイクロＳｖ／ｈ。変化が見られません。モニタリングポスト１番付近、北側です。１６時

４０分、６０マイクロＳｖ／ｈです。しかし１６時２０分の時に最大値１５０マイクロＳｖ／

資材班からご連絡です。ガソリン、軽油等の状況についてご説明させていただきます。ガソリ

ンはすでに所内に１６０Ｌ運び込んでおります。その他オフサイトセンター、コールセンター

等合わせますと、数日分のガソリンが確保されてるという状況です。それから軽油も１０ｋＬ

確保できております。これらは、実績から考えると５日分相当となっております。また水につ

いては散水車１．９ｔ、これが所内に到着しております。また消防の６ｔの水、これが近日中

に到着する予定です。それから氷は本日の３．５ｔと先ほどの話の他に、群馬、埼玉、栃木、

ら、それらの箇所から、とりあえず栃木については５０～６０ｔの氷が手配できるとい

うふうな状況になっております。またその他、コールセンターのほうに本日資材と応援要員が

届きますので、保安用品、サーベイメーターとかマスク、それから食料、そういった物をコー

 

●●さん、すいません、今の中操の中は了解しました。全体的に１５ｍｓｖでその半分位の所

があるからそこに集まってもらうと。そこに行くまでは今回は人は通ってるんだけれども、も

えっと、中操のパネルの脇というふうに聞いてますから、行くまでも短時間ていうか、本当に

だと。中操の中にあるということです。７ミリ。ですから、４号

なのか、すみません３号なのかまだ確認しておりませんが、え－、中操内部を詳細にサーベイ

あの、１Ｆ２号機のですね、海水の注入のラインナップはもうできたんでしょうか。 

それともう１つ情報が入ったんですが、３号機のりパーシングバルブビットの水が段々少なく

リパーシングバルブビットの水、海水。それが底つくと今度はいま、消火ポンプがぶっ壊れち

ゃうんで、いまレベルを確認してますから。そしたら強制的に一回ポンプとめますから。

保安班からモニタリングの最新版をお知らせいたします。正門ですが、１６時現在、５．１５

４マイクロＳｖ／ｈ。変化が見られません。モニタリングポスト１番付近、北側です。１６時

４０分、６０マイクロＳｖ／ｈです。しかし１６時２０分の時に最大値１５０マイクロＳｖ／

資材班からご連絡です。ガソリン、軽油等の状況についてご説明させていただきます。ガソリ

ンはすでに所内に１６０Ｌ運び込んでおります。その他オフサイトセンター、コールセンター

等合わせますと、数日分のガソリンが確保されてるという状況です。それから軽油も１０ｋＬ

確保できております。これらは、実績から考えると５日分相当となっております。また水につ

いては散水車１．９ｔ、これが所内に到着しております。また消防の６ｔの水、これが近日中

に到着する予定です。それから氷は本日の３．５ｔと先ほどの話の他に、群馬、埼玉、栃木、

ら、それらの箇所から、とりあえず栃木については５０～６０ｔの氷が手配できるとい

うふうな状況になっております。またその他、コールセンターのほうに本日資材と応援要員が

届きますので、保安用品、サーベイメーターとかマスク、それから食料、そういった物をコー

 

●●さん、すいません、今の中操の中は了解しました。全体的に１５ｍｓｖでその半分位の所

があるからそこに集まってもらうと。そこに行くまでは今回は人は通ってるんだけれども、も

えっと、中操のパネルの脇というふうに聞いてますから、行くまでも短時間ていうか、本当に

だと。中操の中にあるということです。７ミリ。ですから、４号

なのか、すみません３号なのかまだ確認しておりませんが、え－、中操内部を詳細にサーベイ

それともう１つ情報が入ったんですが、３号機のりパーシングバルブビットの水が段々少なく

リパーシングバルブビットの水、海水。それが底つくと今度はいま、消火ポンプがぶっ壊れち

ゃうんで、いまレベルを確認してますから。そしたら強制的に一回ポンプとめますから。 

保安班からモニタリングの最新版をお知らせいたします。正門ですが、１６時現在、５．１５

４マイクロＳｖ／ｈ。変化が見られません。モニタリングポスト１番付近、北側です。１６時

４０分、６０マイクロＳｖ／ｈです。しかし１６時２０分の時に最大値１５０マイクロＳｖ／

資材班からご連絡です。ガソリン、軽油等の状況についてご説明させていただきます。ガソリ

ンはすでに所内に１６０Ｌ運び込んでおります。その他オフサイトセンター、コールセンター

等合わせますと、数日分のガソリンが確保されてるという状況です。それから軽油も１０ｋＬ 

確保できております。これらは、実績から考えると５日分相当となっております。また水につ

いては散水車１．９ｔ、これが所内に到着しております。また消防の６ｔの水、これが近日中

に到着する予定です。それから氷は本日の３．５ｔと先ほどの話の他に、群馬、埼玉、栃木、

ら、それらの箇所から、とりあえず栃木については５０～６０ｔの氷が手配できるとい

うふうな状況になっております。またその他、コールセンターのほうに本日資材と応援要員が

届きますので、保安用品、サーベイメーターとかマスク、それから食料、そういった物をコー



 

時刻

 

 

 

17:10 

17:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:12 

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

復旧班

本店 

本店 

本店 

高橋フェロー

復旧班

本店 

高橋フェロー

本店 

高橋フェロー

本店 

復旧班

本店 

復旧班

本店 

本店 

復旧班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

復旧班  

  

  

  

高橋フェロー  

復旧班  

  

高橋フェロー  

  

高橋フェロー  

  

復旧班  

  

復旧班  

  

  

復旧班  

テレビ会議 2011 年

 

ルセンターのほうに調達にいま行っている状況でございます。以上でございます。

●●君さ、サイトからの情報で、１

はい、海水のラインナップはやったんだけど、まだ注入はしてませんし、えっと、えっと、消

防車もいま２台向かってる最中。

あ、そういうことね。３号に使ってっから消防車がないって。

２台向かってて１台近くまで来てると、そういう状況です。

て、ことはさ、いま郡山から行くことになってるんだけど、それが届かないとだめってことか

い？ 

いやそれは、ＲＣＩＣがいつまで回るかですよね。

さっき。このままだとこのままほっておくと３号から２

よ。 

そうですよね。

そういうこと。

足りているのか、足りていないのか？

●●君さ、さっき●●君に聞いたときには、あるようなことを言ってたのよ、消防車が。２台

余ってるような話があったのよ。

余ってる？じゃあちょっと確認してみますよ。

それ違う……すみません。

違うだろ。 

違いました。OK

じゃあ、ちょっとマイク使って。

いま火力のほうからの。●●さん、いま火力のほうからの消防車なんですが、向かっておりま

して、１６時半頃ですね、中郷パーキングに２台到着してます。で、さらに＝；。

●●さん、それって、２号に向かってくれてるってやつですか。

オフサイトセンターに向かってます。

オフサイトセンター。

マニュアルにないですよ。

《電話》で、やり方なんですけれども、金曜日１７時、毎週、週間予定を出しまして、それに

対して前日、やる、やらない。この時間帯やる、この時間帯やらないってゆう通知をする。あ

と追加があれば追加ってことでいいですよね。基本は週間の計画ベースで、。

福島第一さん、ちょっと確認をさせてください。水源の話です。福島第一さん。
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すみません、吉田所長、いま電話中なんですが。

はい。あの水源の件で確認をさせていただきたいんですけど、どなたか専門の方お願いします。

●●です。 

どうもご苦労さまです。こっちの情報ではね、１号はポンプ３台で海水注入中で、３台はポン

プ１台で海水注入中で、

１号は、そうですね、ポンプ３台で、２号はいま２台です。

２台向かってるってことでしょ？

で、３号は？ 

ちょっと待って、ちょっと待って。２号はもう着いてるの？

いま付けてます。

いま付けてる？着いてるの、付けているの、どっちですか。

つい、つい…・・多分着いてると思います。時間的には。

そういうことね。だから今日届いたって感じなんですね？

いえいえ、昨日は３号をずっとやってましたんで、で、水源がどんどんと替わっていって、最

終的に海水になったんで一番近いんで１台でいいよと。で、そもそも３台でやってましたんで、

その内の２台を２号に回したということです。

なるほど。で、その水源は？

水源は、いま全部すべて海水です。

本当？ 

はい。そういう水のほうですね、そういった、なかなか来る予定はあったんですけど。結局、

間に合わなかったというのが実際でございます。

ふん。ちょっとこっちの高橋さんともう－回事実関係確認してください。うちの認識と違うの

で。申し訳ありません。

はい、●●です。はい、もしもし、はい、了解。只今水がないという話でしょ。どの位もつか

な。 

すいません、保安班の●●ですけども、中操のですね、線量の状況をちょっと共有したいと思

います。４号中操のですね雰囲気線量が、もうほぼ全面的に１５ｍＳｖ／ｈ

現在でっていうことになっております。緊急時の作業者の限度が１００っていうことですので、

ここの時間も限られてございます。それでただ室内に７ｍｓｖ位の少し低い所があるというこ

とで、そこを待機場所みたいにしてですね、利用していただいているというところです。です

ので運転員のほうのバックアップも、他のサイトのバックアップも含めてですね、ご検討いた

だければと思います。

復旧班ですけれども、１／２号中操の照明の仮設の燃料がなくなってきましたので、しょうが

ないんで、これ照明なくなったらどうにもならないんで、今から３人で燃料を届けに行きます。
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すいません、確認したいんですが。今後はどうするんですか、今後。だから交替要員とかね、

そういう話になるんですけれども、それが現実的なのかどうかとか、彼らを守るためにどうい

う手段があるかとか、そこをちゃんと考えなきやいけないんですけども。そこはどうなってま

すか。 

線量の問題で。

サイトの中でもちょっと検討しております。

協力してやってほしいけど、あのね、●●いい？

うになるとかさ、そういう検討もされてる？

確認します、すみません。中操にアクセスの仕方も。

もし不在にしなきやいけないって時になると、支障が出るよね。その評価もちゃんと。だから

必要な時だけ行けばいいんですというのかね？

わかりました。

常時いなきやいけないのかって、そういうこともちょっと調べてくれる。

はい、わかりました。

ちょっと一回、確認します。福島第一さん。

はい、福島第一です。

ご苦労さま、●●ですが。２号と３号の電源のね、構成について、２号はあと３時間位で構成

できるって話を聞いてたんですけど、いま聞いた話によるとみんな避難、退去していて、作業

が止まってるっていう情報が来たんですけれども。この事実関係を確認したいんですが。
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それはいま現場の調査を行なっております。ただ、今やってます先ほどの海水のルート替えと

言いますか、その作業と使う工具とか一緒なんで、どうしても並行作業はできずですね、いま

は現場の調査に行っております。

はい、分かりました。ご安全にお願いします。

ちょっと、もうちょっと教えてほしいんだけど、１

消防車はいま運ぼうとしてるやつを待ってる状況ですか。

待っていません。いまうちであるやつでやろうとしてます。

そうですか、それはそこに。

ただし消防車、水を注入する車はこれからも必要になると思いますので。

それで欲しいということね。はい。

そうそうそう。

その車はですね、今日猪苗代電力所にお願いして、とりあえず今日中にオフサイトセンターか

発電所の中に入る予定になっています。

ちょっともう少し正確に教えてほしいんだけど、いま１

ですが、それで正しいですか。

１号機用に３台、シリーズで使ってますので３台。あと２台を３号機用といま２号機用に据え

付けようとしていますので、トータル５台あります。

はい、ありがとうございました。

本店さんのほうからちょっと連絡がありまして、先ほど原子炉建屋換気空調系を生かすという

本店さんの案なんですけども、正式に回答が欲しいということなんですが、あまりにも電源復

旧に時間がかかるということと、ちょっと危険な区域に立ち寄らなきやいけないということで、

事実上不可能かなと考えております。

併せて窒素ガス管でのパージをね、したらどうかってアイデアも一応候補として挙げて、作業、

５、６号からの準備はできないかつて話はしたと思うんですけど、それはいかがでしょうか。

まだちょっとサイトのほうで検討していませんので、これから検討したいと思います。

分かりました、こちらから連絡させます。

ちょっと申し訳ないんだけども、検討するときに一緒にやらせてもらえると、いきなりここで

意見求められるよりはいいんだけど。

カウンターパート決めてあって、それから連絡させてるんですけども、そちらからご発言があ

ったのですみません、私が答えてしまいました。申し訳ありません。カウンターパート同士で

やらせてもらいます。

ひょっとして、いま、水とめてます？水とめてます、いま？まだとめてない。若干水位が落ち

てるみたいなんで

１号機の原子炉圧力、０．

すいません、オフサイトセンターの《ピ．‐音》ですけども。１

うか、お伺いしたいんですが。これからですね、火力からの応援で消防車がですね、４台オフ
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ちょっと申し訳ないんだけども、検討するときに一緒にやらせてもらえると、いきなりここで

意見求められるよりはいいんだけど。

カウンターパート決めてあって、それから連絡させてるんですけども、そちらからご発言があ

ったのですみません、私が答えてしまいました。申し訳ありません。カウンターパート同士で

やらせてもらいます。 

ひょっとして、いま、水とめてます？水とめてます、いま？まだとめてない。若干水位が落ち
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テレビ会議 2011 年

 

サイトセンターに到着する予定なんですけども、消防車のニーズというのは１

りますでしょうか。

消防車は私が欲しいと言いましたんで来てもらったと思いますけども。

消防車ですか。

消防車。 

ああ、わかりました。

夜になると思うんですけど、９時過ぎ位にですね、４台郡山方面から行くと思います。

ああ、そうですね、その話だと思います。

●●さんが知ってると思いますが。

はい？あの一、分かりました。今日９時位ですか。分かりました、じやあ着いたらちょっと伝

えます。 

猪苗代電力所の方が運転をされて、９時過ぎになると思います。９時か１０時か、まぁそんな

時間になると思います。

はい、分かりました。連絡します

復旧班●●さん、●●さん、ちょっと来てください。●●さん。増田さんじゃなくて。すいま

せん増田さんじゃなくて●●さん。すいません。

大丈夫、できるだけ・・

トータルえーと

富岡は川内のここに行っている？

えっと、役場と、第一中学校どっちかですね？

夜には入るっていう－

●●さ、●●。うちはさ、Ｄ／Ｇとかがさ、ちゃんとリアクタービルの中にあるっていう図も

付けといたほうがいい。あとあれ、非常用電気品室とかさ。でもＣＶＣＦ

ま、そっか。 

ちょっと情報共有ってことでお願いをします。県と保安院からの質問です。福島第二、１から

４のベントの開始予測時刻について、以前報告していたものと比べて時間が変更になっている

ので報告をしてもらいます。するか、おれが。まず２ＦＩ号機ですけれども、これが３月１４

日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の

３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ

たということのようです。それから福島第二の３号機はすでに冷

機は３月１５日の２０時以降ということで、前回の報告よりも１日以上後ろ倒しになっていま

す。細かい数字ですけれども、いずれにしても明日以降といったことになってます。以上です。

3 号、４号の当直長・・。
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はい？あの一、分かりました。今日９時位ですか。分かりました、じやあ着いたらちょっと伝

猪苗代電力所の方が運転をされて、９時過ぎになると思います。９時か１０時か、まぁそんな

時間になると思います。 

はい、分かりました。連絡します

復旧班●●さん、●●さん、ちょっと来てください。●●さん。増田さんじゃなくて。すいま

せん増田さんじゃなくて●●さん。すいません。

大丈夫、できるだけ・・ 

トータルえーと 

富岡は川内のここに行っている？

えっと、役場と、第一中学校どっちかですね？

夜には入るっていう－ 

●●さ、●●。うちはさ、Ｄ／Ｇとかがさ、ちゃんとリアクタービルの中にあるっていう図も

付けといたほうがいい。あとあれ、非常用電気品室とかさ。でもＣＶＣＦ

 

ちょっと情報共有ってことでお願いをします。県と保安院からの質問です。福島第二、１から

４のベントの開始予測時刻について、以前報告していたものと比べて時間が変更になっている

ので報告をしてもらいます。するか、おれが。まず２ＦＩ号機ですけれども、これが３月１４

日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の

３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ

たということのようです。それから福島第二の３号機はすでに冷

機は３月１５日の２０時以降ということで、前回の報告よりも１日以上後ろ倒しになっていま

す。細かい数字ですけれども、いずれにしても明日以降といったことになってます。以上です。

号、４号の当直長・・。 
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発言内容

サイトセンターに到着する予定なんですけども、消防車のニーズというのは１

消防車は私が欲しいと言いましたんで来てもらったと思いますけども。

夜になると思うんですけど、９時過ぎ位にですね、４台郡山方面から行くと思います。

ああ、そうですね、その話だと思います。 

●●さんが知ってると思いますが。 
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３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ

たということのようです。それから福島第二の３号機はすでに冷
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夜になると思うんですけど、９時過ぎ位にですね、４台郡山方面から行くと思います。
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ので報告をしてもらいます。するか、おれが。まず２ＦＩ号機ですけれども、これが３月１４

日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の

３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ
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４のベントの開始予測時刻について、以前報告していたものと比べて時間が変更になっている

ので報告をしてもらいます。するか、おれが。まず２ＦＩ号機ですけれども、これが３月１４

日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の
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機は３月１５日の２０時以降ということで、前回の報告よりも１日以上後ろ倒しになっていま
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日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の

３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ

温状態、それから第二の４号

機は３月１５日の２０時以降ということで、前回の報告よりも１日以上後ろ倒しになっていま

す。細かい数字ですけれども、いずれにしても明日以降といったことになってます。以上です。
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猪苗代電力所の方が運転をされて、９時過ぎになると思います。９時か１０時か、まぁそんな
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ちょっと情報共有ってことでお願いをします。県と保安院からの質問です。福島第二、１から

４のベントの開始予測時刻について、以前報告していたものと比べて時間が変更になっている

ので報告をしてもらいます。するか、おれが。まず２ＦＩ号機ですけれども、これが３月１４

日の５時で、前回の報告よりも１時間半、後ろに倒れています。２号が。これが３月１４日の

３時、これは前回の報告よりも３時間３０分前に倒れています。これは圧力上昇傾向が強まっ

温状態、それから第二の４号

機は３月１５日の２０時以降ということで、前回の報告よりも１日以上後ろ倒しになっていま

す。細かい数字ですけれども、いずれにしても明日以降といったことになってます。以上です。 
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ゆっくりですけど、いまは変わらなかったですけれども。

復旧班、復旧班より。現在１号機、３号機は海水を注入してるんですが、２号機のほうも海水

の積み込みの準備終わりました。しかしその積み込み、あの、サクション側の水槽のほうはも

うかなり水が少なくなってきていて、この水が切れちゃうと、現在使っている自衛隊のポンプ

も含めて壊れる可能性がありますんで、いま注入しているポンプの容量を半分位に落として注

入し続けて、その間に４号機の放水口から３号機のりパーシングバルブビットのほうの水の移

送のほうの工事を急ぐと、そういうことにしたいんですけど、よろしいですかね。

はい半分、半分に落とすのはあれだね。だから、全部いっぺんに使ってていきなりからっけつ

になることを、ずっと使えなくなることを防ぐために、使用量をそのメイキャップするあいだ

だけ抑えとこうと。

そうです。人もかなり、待機してる人も線量くっちゃうんで。そういったセットをして一日上

がってくるということで進めたいと思うんですが。

はい、了解。それでさ、監視にテレビか何か使えないんだっけ？電源ないから難しいか。

カメラ？ 

カメラ。 

カメラ、いま、準備ないんで。

分かった、分かった。

本店の●●です。ちょっと割り込んでいいですか、吉田さん。

はい。はいどうぞ。

消防車の予定なんですが、一応猪苗代電力所のほうから各消防署のほうに行っていただいて、

いまオフサイトセンターに２１

ありがとうございます。

で、その後、これをできればそういった形でサイトの中に引き入れて、活用いただくことも手

かなと思っていますが。

はい。はい。そうさせていただきます。

はい。●●さんと引き続き調整したいと思います。

結構、中、汚染の問題もあるんで、そこは少しよく検討してから中に入れるほうは考えたいと

思ってますんで。ありがとうございました。

ありがとうございました。

ただ必要なんであれば、そんな恐れもあることも含めて消防庁にお話をしたいと思いますけど

も。 

はい、ありがとうございます。

これ、４台とかじゃないんですか、これポンプ付いてる。
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はい半分、半分に落とすのはあれだね。だから、全部いっぺんに使ってていきなりからっけつ
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復旧班、復旧班より。現在１号機、３号機は海水を注入してるんですが、２号機のほうも海水

の積み込みの準備終わりました。しかしその積み込み、あの、サクション側の水槽のほうはも

うかなり水が少なくなってきていて、この水が切れちゃうと、現在使っている自衛隊のポンプ

も含めて壊れる可能性がありますんで、いま注入しているポンプの容量を半分位に落として注

入し続けて、その間に４号機の放水口から３号機のりパーシングバルブビットのほうの水の移
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復旧班、復旧班より。現在１号機、３号機は海水を注入してるんですが、２号機のほうも海水

の積み込みの準備終わりました。しかしその積み込み、あの、サクション側の水槽のほうはも

うかなり水が少なくなってきていて、この水が切れちゃうと、現在使っている自衛隊のポンプ

も含めて壊れる可能性がありますんで、いま注入しているポンプの容量を半分位に落として注

入し続けて、その間に４号機の放水口から３号機のりパーシングバルブビットのほうの水の移

送のほうの工事を急ぐと、そういうことにしたいんですけど、よろしいですかね。

はい半分、半分に落とすのはあれだね。だから、全部いっぺんに使ってていきなりからっけつ

になることを、ずっと使えなくなることを防ぐために、使用量をそのメイキャップするあいだ

そうです。人もかなり、待機してる人も線量くっちゃうんで。そういったセットをして一日上

はい、了解。それでさ、監視にテレビか何か使えないんだっけ？電源ないから難しいか。

本店の●●です。ちょっと割り込んでいいですか、吉田さん。 

消防車の予定なんですが、一応猪苗代電力所のほうから各消防署のほうに行っていただいて、

時から２２時に４台着くという段取りまでついてます。

で、その後、これをできればそういった形でサイトの中に引き入れて、活用いただくことも手

結構、中、汚染の問題もあるんで、そこは少しよく検討してから中に入れるほうは考えたいと

ただ必要なんであれば、そんな恐れもあることも含めて消防庁にお話をしたいと思いますけど

 

 

復旧班、復旧班より。現在１号機、３号機は海水を注入してるんですが、２号機のほうも海水

の積み込みの準備終わりました。しかしその積み込み、あの、サクション側の水槽のほうはも

うかなり水が少なくなってきていて、この水が切れちゃうと、現在使っている自衛隊のポンプ

も含めて壊れる可能性がありますんで、いま注入しているポンプの容量を半分位に落として注

入し続けて、その間に４号機の放水口から３号機のりパーシングバルブビットのほうの水の移

送のほうの工事を急ぐと、そういうことにしたいんですけど、よろしいですかね。 

はい半分、半分に落とすのはあれだね。だから、全部いっぺんに使ってていきなりからっけつ

になることを、ずっと使えなくなることを防ぐために、使用量をそのメイキャップするあいだ

そうです。人もかなり、待機してる人も線量くっちゃうんで。そういったセットをして一日上

はい、了解。それでさ、監視にテレビか何か使えないんだっけ？電源ないから難しいか。

消防車の予定なんですが、一応猪苗代電力所のほうから各消防署のほうに行っていただいて、

時から２２時に４台着くという段取りまでついてます。 

で、その後、これをできればそういった形でサイトの中に引き入れて、活用いただくことも手

結構、中、汚染の問題もあるんで、そこは少しよく検討してから中に入れるほうは考えたいと

ただ必要なんであれば、そんな恐れもあることも含めて消防庁にお話をしたいと思いますけど

 

復旧班、復旧班より。現在１号機、３号機は海水を注入してるんですが、２号機のほうも海水

の積み込みの準備終わりました。しかしその積み込み、あの、サクション側の水槽のほうはも

うかなり水が少なくなってきていて、この水が切れちゃうと、現在使っている自衛隊のポンプ

も含めて壊れる可能性がありますんで、いま注入しているポンプの容量を半分位に落として注

入し続けて、その間に４号機の放水口から３号機のりパーシングバルブビットのほうの水の移

はい半分、半分に落とすのはあれだね。だから、全部いっぺんに使ってていきなりからっけつ

になることを、ずっと使えなくなることを防ぐために、使用量をそのメイキャップするあいだ

そうです。人もかなり、待機してる人も線量くっちゃうんで。そういったセットをして一日上

はい、了解。それでさ、監視にテレビか何か使えないんだっけ？電源ないから難しいか。 

消防車の予定なんですが、一応猪苗代電力所のほうから各消防署のほうに行っていただいて、

 

で、その後、これをできればそういった形でサイトの中に引き入れて、活用いただくことも手

結構、中、汚染の問題もあるんで、そこは少しよく検討してから中に入れるほうは考えたいと

ただ必要なんであれば、そんな恐れもあることも含めて消防庁にお話をしたいと思いますけど



 

時刻

 

 

 

 

 

17:46 

 

 

17:56 

 

 

 

17:47 

 

 

 

 

 

 

 

17:48 

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

総務班

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

１Ｆ 

本店 

吉田所長

本店 

本店 

吉田所長

本店 

吉田所長

本店 

保安班

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

総務班  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

  

  

吉田所長  

  

吉田所長  

  

保安班  

テレビ会議 2011 年

 

じゃあ、汚染の可能性もあるけど、サイトの中に今日中入れちゃうよっていうことでいいです

か。 

はい、何ですか。

汚染の可能性もあるけども、サイトのほうに構内に今日中に搬入しちゃいますって、いうよう

な段取りでよろしいですか。

いや、サイト内が汚染してるんで、基本的にはあそこで一回、引き渡しはオフサイトセンター

で、●●さんがその辺細かいこと対応しますので、話ししてください。

はい、分かりました。すいません。

すいません、●●です。消防車の情報混じらないように区別してもう１つ申し上げます。さっ

き申し上げた火力部さんがずっと手配してくれた消防車４台、そちらにいろんな火力から向か

ってます。中郷、４時半に着いたとかそういう情報もありますんで、もう具体的にオフサイト

センターに向かってます。それから最後に、その中の２台ないし３台は首が長い、さっき言っ

てた、その、遠くに届くやつです。

なるほど。 

ちょっと頭にだけ入れといてください。お願いします。

はい、分かりました。ありがとうございます。

吉田所長、よろしいですか。●●ですけど、もしもし？

咳が止まらないので、代わりに出て……

はい、第一です。

いま、電事連のほうから他電力でも消防車何台か頼むっていうことができるみたいな話が来て

いるんですが。

お願いしました火力さんの４台と《ピー音》君の４台があれば、もうとりあえず問題ないと思

います。ありがとうございます。

保安院長が電事連に「やれ」という要請をしているようなんですけど。

で、それを電事連が受けて動いていいかということ。

じゃあ、好意を無にするのはなんなんで、１台だけお願いできたらいいかな。

はい、了解しました。

ちょっと第二と相談して●●のほうに対応させます。

はい、わかりました。

保安班より最新のモニタリングポストのデータが入りましたので、お知らせいたします。１７

時現在正門、１７時現在、正門で４．３マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰの４でござ

いますが、１７時１６分現在で５５．４マイクロＳｖ／ｈでございます。大きく変化されてい

るということはございません。またＭＰ１近傍、これは北側になりますが、１６時４０分現在

で６０マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。
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時現在正門、１７時現在、正門で４．３マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰの４でござ

いますが、１７時１６分現在で５５．４マイクロＳｖ／ｈでございます。大きく変化されてい

るということはございません。またＭＰ１近傍、これは北側になりますが、１６時４０分現在
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17:51 
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17:57 

17:58 

 

 

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不明

東京電力
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総務班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

復旧班

復旧班

技術班

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

発話場所不明  
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発言者  

総務班  

  

  

  

  

吉田所長  

  

  

復旧班  

  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

  

復旧班  

復旧班  

技術班  

発電班  

  

  

 

テレビ会議 2011 年

 

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

無線機 借りよう

何台？ 

２０台。 

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

鍵を壊して中にはいれちゃう。で、電源装置壊して；

１F には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。

近すぎるからな。

ちょっと危険＝。

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

れなくて困って・・。

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

てすぐ、ドンで行きますので。

いま行っちやったので。

あ、もう行っちゃった。

でも無線持っていかせたらいいんじゃないの？

無線、いま、着いたから。追っかけられる？

もう行っちゃって、着いちやってます。

あぁ、勇み足、ちょっとすみません、そういう状況です。

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

ａですね。え－

若干ねてますよ、ええ。書いてますから、また配ります

もちろんね、ＳＧの方がいいんですよ。

上がっているのは？

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

めただけで。 

あれ、新しいやつ、充電器か、バッテリー。

年 3月 13 日 
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すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

借りよう   

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

鍵を壊して中にはいれちゃう。で、電源装置壊して；

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。

近すぎるからな。 

ちょっと危険＝。 

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

れなくて困って・・。 

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

てすぐ、ドンで行きますので。

いま行っちやったので。 

あ、もう行っちゃった。 

でも無線持っていかせたらいいんじゃないの？

無線、いま、着いたから。追っかけられる？

もう行っちゃって、着いちやってます。

あぁ、勇み足、ちょっとすみません、そういう状況です。

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

ａですね。え－ とだから１時間程前に比べると若干、なま

若干ねてますよ、ええ。書いてますから、また配ります

もちろんね、ＳＧの方がいいんですよ。

上がっているのは？ 

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

 

あれ、新しいやつ、充電器か、バッテリー。

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

鍵を壊して中にはいれちゃう。で、電源装置壊して；

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

てすぐ、ドンで行きますので。 

でも無線持っていかせたらいいんじゃないの？

無線、いま、着いたから。追っかけられる？

もう行っちゃって、着いちやってます。 

あぁ、勇み足、ちょっとすみません、そういう状況です。

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

とだから１時間程前に比べると若干、なま

若干ねてますよ、ええ。書いてますから、また配ります

もちろんね、ＳＧの方がいいんですよ。 

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

あれ、新しいやつ、充電器か、バッテリー。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

鍵を壊して中にはいれちゃう。で、電源装置壊して； で繋げることにしました。２Ｆの電源車、

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

でも無線持っていかせたらいいんじゃないの？ 

無線、いま、着いたから。追っかけられる？ 

あぁ、勇み足、ちょっとすみません、そういう状況です。 

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

とだから１時間程前に比べると若干、なまってきましたけれども上がってます。

若干ねてますよ、ええ。書いてますから、また配ります 

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

あれ、新しいやつ、充電器か、バッテリー。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

で繋げることにしました。２Ｆの電源車、

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

 

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

ってきましたけれども上がってます。

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

 

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

で繋げることにしました。２Ｆの電源車、

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

一を開放。それでいま内側のほうをどう対応するか労務で話し合ってます。 

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

ってきましたけれども上がってます。

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止

 

すみません、総務班ですけれども、使える無線機が届きました。浜電から届きまＬたんで、必

要な部署は総務班まで来てください。無線機必要な部署は総務班まで来てください。以上です。 

先ほどの●●ですけど、班はなんか作ろうとしている。こちらに来てもらえるように電話はし

てます。それと向こうに行った汚染してる方々。それは富岡荘に運んでいくことにしました。

で繋げることにしました。２Ｆの電源車、

には来てくれないそうです。そこで、しょうがないのでそういう措置をとって、富岡荘を

はい、メディカルの方々なのでちょっと遠目にしました。あとは、我々の服はですね、集めら

すみません、復旧班です。ベント、ベント弁をもう一回開けるためのコンプレッサーの加圧の

準備ができましたので、現場に行って作業やります。ただ、無線等が通じないですので、行っ

復旧班より、先ほどの海水注入の１号機と３号機、いま、吐出圧６キロだったのを量を減らし

て４キロに減らしました。その間やっぱり心配なので、ろ過水が容易に手に入りそうなのでろ

過水を汲んで３号機のリパーシングビットに入れたいのですが、４ｔのやつ約３台分。はい。 

いや、あんまり上がっていない、いやドライウェルの圧力は上がってきてますけど、水位は１

８００、２１００ですから、ほとんど変わらずですね、はい。ドライウェル圧力は４１５ｋｐ

ってきましたけれども上がってます。

１４：３０に止めているんですね、まだ再開していないんですね。これは水を入れるために止
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１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不明
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１Ｆ 

１Ｆ 
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東京電力

 

場所 発言者
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総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

発電班

１Ｆ 

発電班

総務班

発電班

技術班

発話場所不明

非公開> 
 

１Ｆ 

技術班

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

 

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

発電班  

  

発電班  

総務班  

発電班  

技術班  

 

  

技術班  

  

テレビ会議 2011 年

 

総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

かバッテリーか。それ分かってる、電源だろう？電源。

吉田所長、聞こえますか。

はい。 

お手がすいたらば、●●を呼んでもらっていいですか。

いいですよ。 

あの一、言ってなかった話があるので。１

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

がある状態が今晩位から生まれるんで、ご活用ください。お願いします。

それは借用書かけば、貸してくれるということですね？

え一、信用貸しといたしましょう。

はい、分かりました。ありがとうございます。

よろしくお願いします。

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。

一旦、食事もあるので、ここにして。

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

そこは。全体の話も含めて。

部屋のほうは手配いたしました。食事のほうも手配しますんで。

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

に復帰の努力をしております。

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

いとこれ以上水位が上がらない状態。

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

ＴＡＦ 位でしょ。確か

いや、ＴＡＦ 

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと

高いかくらいです。
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総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

かバッテリーか。それ分かってる、電源だろう？電源。

吉田所長、聞こえますか。 

お手がすいたらば、●●を呼んでもらっていいですか。

 

あの一、言ってなかった話があるので。１

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

がある状態が今晩位から生まれるんで、ご活用ください。お願いします。

それは借用書かけば、貸してくれるということですね？

え一、信用貸しといたしましょう。

はい、分かりました。ありがとうございます。

よろしくお願いします。 

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。

一旦、食事もあるので、ここにして。

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

そこは。全体の話も含めて。 

部屋のほうは手配いたしました。食事のほうも手配しますんで。

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

に復帰の努力をしております。

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

いとこれ以上水位が上がらない状態。

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

位でしょ。確か 

 より下です。３分の２ですね。

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと

高いかくらいです。 

 （３号機で冷却停止、ベント
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総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

かバッテリーか。それ分かってる、電源だろう？電源。

 

お手がすいたらば、●●を呼んでもらっていいですか。

あの一、言ってなかった話があるので。１Fの人たちは外に出にくいから、現金が持ちにくく

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

がある状態が今晩位から生まれるんで、ご活用ください。お願いします。

それは借用書かけば、貸してくれるということですね？

え一、信用貸しといたしましょう。 

はい、分かりました。ありがとうございます。

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。

一旦、食事もあるので、ここにして。 

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

 

部屋のほうは手配いたしました。食事のほうも手配しますんで。

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

に復帰の努力をしております。 

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

いとこれ以上水位が上がらない状態。 

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

より下です。３分の２ですね。

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

かバッテリーか。それ分かってる、電源だろう？電源。 

お手がすいたらば、●●を呼んでもらっていいですか。 

の人たちは外に出にくいから、現金が持ちにくく

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

がある状態が今晩位から生まれるんで、ご活用ください。お願いします。

それは借用書かけば、貸してくれるということですね？ 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

部屋のほうは手配いたしました。食事のほうも手配しますんで。

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

より下です。３分の２ですね。 

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと

３号機で冷却停止、ベント） 

 

総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

の人たちは外に出にくいから、現金が持ちにくく

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

がある状態が今晩位から生まれるんで、ご活用ください。お願いします。 

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

部屋のほうは手配いたしました。食事のほうも手配しますんで。 

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと
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て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

 

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

かあればここから出動してもらう、という体制に変えたいと思っております。 

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと

 

総務班、総務班、すみません、ＰＨＳのバッテリーないですかね？あれ、新しいやつ？充電器

の人たちは外に出にくいから、現金が持ちにくく

て、昨日の夜にバッテリーで会費徴収の話がありましてですね。それでですね、本店から相当

多額のお金を持ってオフサイトセンターに１人向かわしています。オフサイトセンターに現金

では発電班からですけれども、プラント情報はいま、ボードに書いてあるとおりで極端な変化

はございません。１時間前から若干、各パラメータとも悪い方向側に進んでいる、という状態

です。それで、中操の要員なんですけれども、１号機に４０名位、２号機に３０名位、５号機

に５０名位いて、もうほとんど期待する操作がなくていま監視機能だけなんで、各中操３～４

名、いま４名を考えておりますけれども、を置いて、残して、ー旦こちらのほうにあげて、何

そうなんですが、そういう意味で７０人増えますので、総務さんとご相談しなければならない、

で、１個だけ言い忘れましたが、どこのデータだっけ、１号の炉圧のデータかな？いま線が一

回外れてしまっていて、見えない状態になっているんで、計装さんとやりとりして見えるよう

スタンドパイプの所まで、炉水位が上がらなくて、でもってあとはＰＣＶがいっぱいにならな

主蒸配管でも、あれ、したにジェットポンプの下のＰＬＲのサクションが一個あるだけで、他

はない。他はないんだけどな。ジェットポンプの所、ジェットポンプの下部くらいでしょ。 

３分の２ですね、ＴＡＦの。３分の２ですね。だから、それ考えるとちょうど合うかちょっと
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ＰＬＲのサクションがいかれていると。

いかれている。

可能性がある。

あのーシュラウドがへこんでいて、外側にジェットポンプがあって、漏れるはずがないから、

ＰＲＶがいかれない限りは・・・。

吉田さん。 

はい。 

いま、３号機のベントはできたんですか。まだですか。

まだです。 

まだですか。 

はい。 

２号機は？ 

２号機もポンプの組み込みは終わったんですけれども、海水の溜まりの所の水が少なくなって

きているんで、その水をいまメイキャップしています。

なるほど。分かりました。

はい。 

了解。 

３号は保全方でＩＡの予備のコンプレッサーを持ってって、それを繋ぐという作業をやってい

るので、あと二、三十分でうまくいけばＩＡ

ることでベントラインが確保できるかどうかが３０分後に分かります。

えっと、両方できるんで。まずはウエットウエル側から。

圧さえ上がれば、いま閉じちやったウエットウェルのやつは電源が入ってるんで、自動的に開

くんです。それプラス、ドライウェル側も信号を与えて開けようとしています。

だったらいいです、だったら追加はしない。うん、うん。了解。

●●君さ、１号のプールに入れるタワー消防車ってあるでしょ。それを一生懸命検討している

んだけど、どこにあるの？

はい、第二にあるって言ってました。
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可能性がある。 

あのーシュラウドがへこんでいて、外側にジェットポンプがあって、漏れるはずがないから、
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あのーシュラウドがへこんでいて、外側にジェットポンプがあって、漏れるはずがないから、

ＰＲＶがいかれない限りは・・・。 

いま、３号機のベントはできたんですか。まだですか。

２号機もポンプの組み込みは終わったんですけれども、海水の溜まりの所の水が少なくなって

きているんで、その水をいまメイキャップしています。
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るので、あと二、三十分でうまくいけばＩＡ
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はい、第二にあるって言ってました。 
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発言内容 

あのーシュラウドがへこんでいて、外側にジェットポンプがあって、漏れるはずがないから、

いま、３号機のベントはできたんですか。まだですか。 

２号機もポンプの組み込みは終わったんですけれども、海水の溜まりの所の水が少なくなって

きているんで、その水をいまメイキャップしています。 

３号は保全方でＩＡの予備のコンプレッサーを持ってって、それを繋ぐという作業をやってい

るので、あと二、三十分でうまくいけばＩＡ の圧力が確立して、そうすると、ＡＯ

ることでベントラインが確保できるかどうかが３０分後に分かります。

えっと、両方できるんで。まずはウエットウエル側から。 
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第二にもうあるの？

はい。 

第二にあるのはタワー消防車なのか。

はい、タワー消防車があるんだそうです。そこは●●が把握しているんだけれども。

南明でしょ？うちの持ち物でしょ？

うちの持ち物だと思いますが……確認しますが。

えーと復旧班です。すみません、１点お願いがございます。２号でいずれ似たような状況に当

然なってくると思うんですが、いま、ベントライン、格納容器ベントラインは一応ラインナッ

プはできておりまして、これは大きなＡＯ

とか全然噛ませられないタイプで、いまは空気ボンベの圧で開いているという状態ですので、

空気ボンベのほうが劣化してくれば、当然また閉まってくることも考えられるんで、また今回、

１号、３号と続いてたように、いずれのＩＡ

う状況が想定されますんで、いま、もうコンプレッサーの数に限りがありますんで、是非、本

店さんなりから、どこかからエアコンプレッサーを入れていただくようにお願いしたいのです

が。 

了解。いまさ、コンプレッサーの手配ってどこかでやってる？

します。それで、いつ頃までに欲しいですか。

できる限り早くです、もちろん。

できる限り早く。はい。

あの福島第一ですけれども、コンプレッサーの手配は福島第一のほうではやっていません。

当然あのコンプレッサーを運ぶリフタ一等も必要になりますので、そこら辺もご配慮お願いし

ます。 

はい、分かりました。いま、●●にお願いをしまして、その窓口同士でやってください。●●。

高橋さん、今の話、発話していいですか。

ああ、どうぞ。

え一と、福島第一さん？

はい。 

●●ですけれども、先ほどこちらのほうに、そちらのサイトでいま次に何が肝心かと話し合い

を始めた、という情報が入ってます。そのことに関して、こちらのほうと情報共有と、今後の

方向性のある程度の確認をしておきたいんですけど、よろしいでしょうか。

了解です。 

聞くところによると４つ主な柱があって、２つは技術的な話、１つは当直の人の要望というの

が、いわゆるＣＡＭＳみたいなモニターを早く生かしたい、状況を把握したいということ。そ

れから機械屋さんの意見は、１号のとにかく燃料プールの燃料がとにかく心配なんで、水を満

たしたいっていう話。それから２つはあと労務系の話で、協力企業さんがとても高い線量環境

下での仕事に対して困難な気持ちを持っているんではないか、という懸念が強まっているとい

う話。そしてもう１つは、メンバーの人たちが若い人たちが１００ミリ超えっていう人がいっ

ぱいあって、もうパンパンになっちゃってるという話。で、この４つのことについて、とにか

く手当てをしないといけないだろうという話を聞いたんですけれども、他にもあるでしょうか。
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て、もうパンパンになっちゃってるという話。で、この４つのことについて、とにか

く手当てをしないといけないだろうという話を聞いたんですけれども、他にもあるでしょうか。
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店さんなりから、どこかからエアコンプレッサーを入れていただくようにお願いしたいのです

コンプレッサー。ちょっと確認

あの福島第一ですけれども、コンプレッサーの手配は福島第一のほうではやっていません。 

当然あのコンプレッサーを運ぶリフタ一等も必要になりますので、そこら辺もご配慮お願いし

はい、分かりました。いま、●●にお願いをしまして、その窓口同士でやってください。●●。

●●ですけれども、先ほどこちらのほうに、そちらのサイトでいま次に何が肝心かと話し合い

を始めた、という情報が入ってます。そのことに関して、こちらのほうと情報共有と、今後の

聞くところによると４つ主な柱があって、２つは技術的な話、１つは当直の人の要望というの

が、いわゆるＣＡＭＳみたいなモニターを早く生かしたい、状況を把握したいということ。そ

れから機械屋さんの意見は、１号のとにかく燃料プールの燃料がとにかく心配なんで、水を満
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下での仕事に対して困難な気持ちを持っているんではないか、という懸念が強まっているとい

う話。そしてもう１つは、メンバーの人たちが若い人たちが１００ミリ超えっていう人がいっ

て、もうパンパンになっちゃってるという話。で、この４つのことについて、とにか
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あの一、最初のまさに４つのお願いを先ほど●●さんに電話で連絡させていただいたわけなん

ですけれども、まず、我々として喫緊にやらなければいけないという最初の２つ、とくにＣＡ

ＭＳの中でもウエットウェルとホットウェルのガンマ線の測定と言いますのは、当直側で喫緊

の課題になっておりますので、電気、計装、協力してなんとかした

と・・・・、すみません１号と３号は計測用分電盤を繋ぎ込みを完了しているのですが、２号

は、まったく確か、してない状態なんで、ここが苦労を感じているところでございます。

はい。あのちょっと。

当直さんの要望として極力、目が多いほうがいいということで、とにかく喫緊の課題はこれだ

けなんですけど、ちょっとお互い協力して、もっと何が見たいか、そのためにはどうしたらい

いかっていうのを、目を増やす方法をとにかく考えなきやいけないなと思ってます。２

メーカーさんは、やっぱりメーカーさんないし協力企業さんは、線量の、一応契約で１００ｍ

Ｓｖってとこまで大丈夫だとは聞いているんですけれども、非常にやっぱり気の毒であるのと、

どうしても及び腰になっているというところが強いです。それでメーカーさんならではの対策

とかもあると思いますし、メーカーさんの手じゃないとどうしても結線の最後のところができ

ないんですね。そういうところの支援態勢を東電だけでなくて、メーカーさんとか協力企業さ

んの総合的な支援態勢というのをお願いしたいと思っております。後半の２つのお願いはまさ

に言ったとおりなんで、そのままとさしていただきます。

はい、分かりました。●●のところでメンバ

検討を始めてもらっていますので、協力企業さんのことについてもおそらく同じ枠の中で協力

態勢を得るという活動が必要だと思いますので、ここは●●の範囲で、あるいは総務、いや労

務か、の範囲でお願いできればというふうに思います。それから前の２つの燃料とモニターの

件は、それぞれ代表者を決めて、カウンターパート同士でやるのがいいだろうということで、

●●、ＣＡＭＳは本店は●●で、燃料の件はさっき●●がやっていましたので●●でお願いし

ます。 

後半の２つですけれども、柏崎のほうでだいぶすでに先行的にやっていただいてまして、現在

４９名プラス今日４名入ってますんで、５４名の人が応援に入ってます。それから明日の朝か

今晩になるか、ちょっといま調整中なんですけれども、さらに本店からですね、５名の人がそ

ちらの応援に入る予定です。多分線量の問題もありますし、皆さん不眠不休だと思いますんで、

ローテーションを組んでやってく長丁場になる可能性が高いと思いますんで、ローテーション

を組んでやっていきたいなと思っております。例えば、いま営業店に当直の方が、副長さんが

１年間配属で行ってますけど、ああいった方々もこういった緊急事態ですので、戻っていただ

くことも併せて考えたいと思います。それから協力企業の方については、ちょっとなかなか難

しいと思うんですが、あの一、他のサイトにいる方にちょっと協力いただけないか、というこ

とをですね、まだこれ手がついてませんけれども、お願いをするつもりです。それから加えま

して、政府のほうから、メーカーなんかも政府側から声をかけてもいい、なんていう話がちょ

っと出ているようですけれども、まったく原子力を知らない方が来ても大変だと思いますんで、

そこら辺はよく調整をとりながらやっていきたいと思っております。以上です。

●●さん？ 

はい、●●です。

あのちょっと１点だけ連絡あるんですけどね、例の水素抜く話、水素抜くっちゅうかベントの

話でですね、東芝の●●技官さん、総括技師長、技師長殿がですな、水平ベント、サプチャン

の水平ベントがいいんじゃないかということをおっしゃってるらしいんだけど、聞いたことあ

る？ 

ありません。 

それで今日たまたま電話でお話しする機会があったら、それはいま検討してメモにまとめてる

と言ってるんですよ。東芝さんのこちらの所長の《ピー音》さんにも話をして繋ぎはしてもら

ってるんですけど、是非一回本店で早めに聞いてもらうと、ありがたいと思っている。

了解しました。東芝さんもお見えになっているので、こっちに●●君がいますからと、彼と調

整してもらいたいと思います。

はい。 
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あの一、最初のまさに４つのお願いを先ほど●●さんに電話で連絡させていただいたわけなん

ですけれども、まず、我々として喫緊にやらなければいけないという最初の２つ、とくにＣＡ

ＭＳの中でもウエットウェルとホットウェルのガンマ線の測定と言いますのは、当直側で喫緊

の課題になっておりますので、電気、計装、協力してなんとかした

と・・・・、すみません１号と３号は計測用分電盤を繋ぎ込みを完了しているのですが、２号

は、まったく確か、してない状態なんで、ここが苦労を感じているところでございます。

はい。あのちょっと。 

当直さんの要望として極力、目が多いほうがいいということで、とにかく喫緊の課題はこれだ

けなんですけど、ちょっとお互い協力して、もっと何が見たいか、そのためにはどうしたらい

いかっていうのを、目を増やす方法をとにかく考えなきやいけないなと思ってます。２

メーカーさんは、やっぱりメーカーさんないし協力企業さんは、線量の、一応契約で１００ｍ

Ｓｖってとこまで大丈夫だとは聞いているんですけれども、非常にやっぱり気の毒であるのと、

どうしても及び腰になっているというところが強いです。それでメーカーさんならではの対策

もあると思いますし、メーカーさんの手じゃないとどうしても結線の最後のところができ

ないんですね。そういうところの支援態勢を東電だけでなくて、メーカーさんとか協力企業さ

んの総合的な支援態勢というのをお願いしたいと思っております。後半の２つのお願いはまさ

に言ったとおりなんで、そのままとさしていただきます。

はい、分かりました。●●のところでメンバ

検討を始めてもらっていますので、協力企業さんのことについてもおそらく同じ枠の中で協力

るという活動が必要だと思いますので、ここは●●の範囲で、あるいは総務、いや労

務か、の範囲でお願いできればというふうに思います。それから前の２つの燃料とモニターの

件は、それぞれ代表者を決めて、カウンターパート同士でやるのがいいだろうということで、

●●、ＣＡＭＳは本店は●●で、燃料の件はさっき●●がやっていましたので●●でお願いし

後半の２つですけれども、柏崎のほうでだいぶすでに先行的にやっていただいてまして、現在

４９名プラス今日４名入ってますんで、５４名の人が応援に入ってます。それから明日の朝か

今晩になるか、ちょっといま調整中なんですけれども、さらに本店からですね、５名の人がそ

ちらの応援に入る予定です。多分線量の問題もありますし、皆さん不眠不休だと思いますんで、

ローテーションを組んでやってく長丁場になる可能性が高いと思いますんで、ローテーション

を組んでやっていきたいなと思っております。例えば、いま営業店に当直の方が、副長さんが

配属で行ってますけど、ああいった方々もこういった緊急事態ですので、戻っていただ

くことも併せて考えたいと思います。それから協力企業の方については、ちょっとなかなか難

しいと思うんですが、あの一、他のサイトにいる方にちょっと協力いただけないか、というこ

とをですね、まだこれ手がついてませんけれども、お願いをするつもりです。それから加えま

して、政府のほうから、メーカーなんかも政府側から声をかけてもいい、なんていう話がちょ

っと出ているようですけれども、まったく原子力を知らない方が来ても大変だと思いますんで、

く調整をとりながらやっていきたいと思っております。以上です。

はい、●●です。 

あのちょっと１点だけ連絡あるんですけどね、例の水素抜く話、水素抜くっちゅうかベントの

話でですね、東芝の●●技官さん、総括技師長、技師長殿がですな、水平ベント、サプチャン

の水平ベントがいいんじゃないかということをおっしゃってるらしいんだけど、聞いたことあ

 

それで今日たまたま電話でお話しする機会があったら、それはいま検討してメモにまとめてる

と言ってるんですよ。東芝さんのこちらの所長の《ピー音》さんにも話をして繋ぎはしてもら

ってるんですけど、是非一回本店で早めに聞いてもらうと、ありがたいと思っている。

了解しました。東芝さんもお見えになっているので、こっちに●●君がいますからと、彼と調

整してもらいたいと思います。
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に言ったとおりなんで、そのままとさしていただきます。

はい、分かりました。●●のところでメンバ
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して、政府のほうから、メーカーなんかも政府側から声をかけてもいい、なんていう話がちょ
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話でですね、東芝の●●技官さん、総括技師長、技師長殿がですな、水平ベント、サプチャン

の水平ベントがいいんじゃないかということをおっしゃってるらしいんだけど、聞いたことあ

それで今日たまたま電話でお話しする機会があったら、それはいま検討してメモにまとめてる

と言ってるんですよ。東芝さんのこちらの所長の《ピー音》さんにも話をして繋ぎはしてもら

ってるんですけど、是非一回本店で早めに聞いてもらうと、ありがたいと思っている。
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いかっていうのを、目を増やす方法をとにかく考えなきやいけないなと思ってます。２

メーカーさんは、やっぱりメーカーさんないし協力企業さんは、線量の、一応契約で１００ｍ

Ｓｖってとこまで大丈夫だとは聞いているんですけれども、非常にやっぱり気の毒であるのと、

どうしても及び腰になっているというところが強いです。それでメーカーさんならではの対策

もあると思いますし、メーカーさんの手じゃないとどうしても結線の最後のところができ

ないんですね。そういうところの支援態勢を東電だけでなくて、メーカーさんとか協力企業さ
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配属で行ってますけど、ああいった方々もこういった緊急事態ですので、戻っていただ

くことも併せて考えたいと思います。それから協力企業の方については、ちょっとなかなか難

しいと思うんですが、あの一、他のサイトにいる方にちょっと協力いただけないか、というこ

とをですね、まだこれ手がついてませんけれども、お願いをするつもりです。それから加えま

して、政府のほうから、メーカーなんかも政府側から声をかけてもいい、なんていう話がちょ

っと出ているようですけれども、まったく原子力を知らない方が来ても大変だと思いますんで、

く調整をとりながらやっていきたいと思っております。以上です。

あのちょっと１点だけ連絡あるんですけどね、例の水素抜く話、水素抜くっちゅうかベントの

話でですね、東芝の●●技官さん、総括技師長、技師長殿がですな、水平ベント、サプチャン

の水平ベントがいいんじゃないかということをおっしゃってるらしいんだけど、聞いたことあ

それで今日たまたま電話でお話しする機会があったら、それはいま検討してメモにまとめてる

と言ってるんですよ。東芝さんのこちらの所長の《ピー音》さんにも話をして繋ぎはしてもら

ってるんですけど、是非一回本店で早めに聞いてもらうと、ありがたいと思っている。

了解しました。東芝さんもお見えになっているので、こっちに●●君がいますからと、彼と調
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それから話が元に戻るんですけど、モニターと燃料のフィルアップについて、サイトのカウン

ターパートを教えていただけますか。

えっ、燃料の？

えっと、いや水浸けの話。

使用済み燃料問題？

そうです。 

１F は誰にしたんだっけ？

使用済み燃料問題は、●●ですから、１、２号で言えば●●、３、４号で言えば、３、４号は

こっちにはいないんですけど、そういう意味では、《ピー音》、それから……。

そんなにまた、分散しないでさ。

分散しないでさ。あっ。

１人という意味では、●●でお願いします。

そういうこと。

●●ちゃんね、モニターは？ＣＡＭＳは？

それでモニタリングは、そういう意味では難しいですけど、●●でお願いできますでしょうか。

●●、了解いたしました。

後半の人の話は●●さんあたりでよろしいですか。

はい。 

後半の人の問題については、●●あたりでよろしいでしょうか。

いいですよ。●●さん、東京にずっといると思いますけど。

あ、東京？分かりました。そちらと連絡とってもらいます。すみません。

はい。 

協力企業さんのお願いは、メーカーさんだけでなく、東電工業さんとか・・・さんもおなじで

すよね？ 

もちろん、そうです。

本部内の話になりますけども、こういう人だとかですね、そういう物を輸送しなければいけな

いんですけれども、その辺ちょっと資材班と、それからもう１つは、え－、いわゆる退避勧告

されている範囲内、エリアに入っていけないんでですね、一旦どこかでですね、車両なんかも

交替していく基地を作んなければならないんですけれども、その辺も含めてですね、資材班、

それから厚生班にもちょっと調整させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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それでモニタリングは、そういう意味では難しいですけど、●●でお願いできますでしょうか。

 

後半の人の話は●●さんあたりでよろしいですか。

後半の人の問題については、●●あたりでよろしいでしょうか。

いいですよ。●●さん、東京にずっといると思いますけど。

あ、東京？分かりました。そちらと連絡とってもらいます。すみません。

協力企業さんのお願いは、メーカーさんだけでなく、東電工業さんとか・・・さんもおなじで

本部内の話になりますけども、こういう人だとかですね、そういう物を輸送しなければいけな

いんですけれども、その辺ちょっと資材班と、それからもう１つは、え－、いわゆる退避勧告

されている範囲内、エリアに入っていけないんでですね、一旦どこかでですね、車両なんかも

交替していく基地を作んなければならないんですけれども、その辺も含めてですね、資材班、
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それでは、今のような方針でよろしくお願いいたします。

あの一、すみません、割り込んでいいですか。

はい、どうぞ。

１F の２号の健全性を確保しておくのもすごく大事だと思って、今はまだ２号機の建屋の中に

入れるわけですよね。さっき、サプチャンからのベントライン、大弁開けたと言ってるけど小

弁も開けてギャグ噛ますべきだし、あと早いとこね、オペフロに行って、あれ……なんだっけ？

ブローアウトパネルを開けておくべきだし、そういうのをやられてます？

１F さんにそれを確認したんですけれども、２号が入れないという状況があったので、少なく

てもベントについては、今日ひょっとしたらベントしたかもしれないですけれども、１

お願いします。

すみません、手が回ってません。

と、いうようなことですけれども、こっちからもサポートしながらやって。

いずれにしても、格納容器ベントの小弁にギャグを噛ましておかないとまずいと思いますよ。

はい、はい。 

ブローアウトパネルを外すのは手が足りないんで、手があれば外しに、いま、現場に行けるん

だつけ？ 

今、まだ余震とか、かなり続いてるんで厳しいと思います。

１、３号を開けたいんですけど、３号開けたいんだけど、３号の中が……。

３号はもうだめだけど、２号？

あのね、いま言っているのは、２号はまだきれいなんだから、次のことを考えて、横村さんが

言っているのは正しいんだよ。ブローアウトパネルを開けといて、水素が溜まらないようにし

たり、それからベントラインは１系統だけじゃなくて両系統をもう開けて、ギャグ噛まして、

絶対に閉まらないようにするとか、ね。そういうことをしておくべきでしょと、私もそのとお

りだと思うんだけど、そこの手が割けなかったというのがいま事実だから、ちょっとそれ検討

して。 

コンプレッサーの問題ですけど、コンプレッサーだけ来ればおそらくタービン・・・・。

●●さん、悪いけど人手の問題だけでできるんであれば、こちらでちょっと人手は手配するこ

と考えてくれる？急ぎであればヘリコプター飛ばして運ぶと。

分かりました。先ほど、柏崎からもうすでに行ってる方もおいでなんで、そういう方も使って

いただいてかまわないと思うんですけど、それでも多分足りないんだと思いますんで、さらに

加勢したいと思います。

え一と、それは運転屋さんとか何とかじゃなくて建築屋さんが必要かもしれないから、あれを

外すのに。 

ブローアウトパネルにつきましては、建築でちょっとロックがかかっているようになっている

ので、そこのところを建築屋さんに聞かないと分からないので、確認しておきます。

そうしてください。なるべく早くやったほうがいいから。
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分かりました。先ほど、柏崎からもうすでに行ってる方もおいでなんで、そういう方も使って

いただいてかまわないと思うんですけど、それでも多分足りないんだと思いますんで、さらに

え一と、それは運転屋さんとか何とかじゃなくて建築屋さんが必要かもしれないから、あれを

ブローアウトパネルにつきましては、建築でちょっとロックがかかっているようになっている

ので、そこのところを建築屋さんに聞かないと分からないので、確認しておきます。
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ちょっとヘリで輸送することを優先したいと思います。建設部さん、よろしくお願いします。

発電班から、発電所の中ですけれども、書画に替えてください。え－と、いま、炉に注入する

Ｄ／Ｄ の消火ポンプＦＰの水源となっているリバーシブルバルブビットというのがあって、そ

こにろ過水のＮｏ．１、Ｎｏ．２タンクから水を供給しております。ろ過水のＮｏ．１がほぼ

下限になって、ここのビットの中の水位がほとんどなくなってきましたんでＮｏ．１のほうを

こちらを開にして、開にするとＮｏ．１、Ｎｏ．２がイー

いんで、そこを開けていきますんで。今まで変に下がるのがいやだと言って、シルク・・・。

３号、３号。 

今の補足しますと、デミトラがいま動く可能性があるんで、それでコントラ繋ぐと、え－、注

水できる可能性がありますんで、その、いま配管を繋く、治具を持ってって接続作業を試みる

ということでございます。

保安班より、モニタリングポストの最新の情報についてお知らせいたします。ＭＰ１、北側に

なります、１７時５０分、繰り返しになるかも分かりません、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門の

所です、１８ 

ますが、検出限界以下です。ＭＰ

変動してるものはございません。以上です。

あれさあ、流量、若干絞ってるでしょ。海水の。え？で、データは？異常なし？異常なしのほ

うがおかしいんだけどな。

すいません。NHK

福島第二、増田所長、いらっしゃいますか。

３号の中繰 N２のボンベで、ベント弁を・・・。

福島第二、増田さーん。じゃ、●●さん、いない？●●さん、いませんか。聞こえてねぇんだ

な、これ。 

はい、福島第一ですが。

あ－、お疲れさまです。第二……第二ですよね？

はい一。えつ？

えっ？聞こえない。第二、呼んでます。●●ですけど、どなたですか。どなたか出ていただけ

ませんか、福島第二さん。第二って言ってるよ。増田さん、第二だよ。

あ－、第二増田です。ごめんごめん。すいませんでした。

あ、どうもどうも、ごめんなさい。声があれで。あのね、え一つとこれ明日か、まあ明後日位

にラプチャーが飛ぶようにしてくれてるよね。

はい。 

はい。それでね、さっき横村さんがダブルでギャグを噛ましといたほうが良いとかいうアドバ

イスがあったんですけど。

ギャグを？ 

ええ。あの、要するに、それで必ずそのラブチャーが飛ぶようにしておいたほうがいいってい

うふうに、そういう趣旨だと思うんだけども。
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いんで、そこを開けていきますんで。今まで変に下がるのがいやだと言って、シルク・・・。

 

今の補足しますと、デミトラがいま動く可能性があるんで、それでコントラ繋ぐと、え－、注
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なります、１７時５０分、繰り返しになるかも分かりません、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門の
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ませんか、福島第二さん。第二って言ってるよ。増田さん、第二だよ。

あ－、第二増田です。ごめんごめん。すいませんでした。

あ、どうもどうも、ごめんなさい。声があれで。あのね、え一つとこれ明日か、まあ明後日位

にラプチャーが飛ぶようにしてくれてるよね。

はい。それでね、さっき横村さんがダブルでギャグを噛ましといたほうが良いとかいうアドバ

イスがあったんですけど。 

ええ。あの、要するに、それで必ずそのラブチャーが飛ぶようにしておいたほうがいいってい

うふうに、そういう趣旨だと思うんだけども。
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なります、１７時５０分、繰り返しになるかも分かりません、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門の

分、５．１６８マイクロＳｖ／ｈ。希ガスヨウ素について確認しており

の４番、西側になります、１７時５２分、５１．８。大きく

あれさあ、流量、若干絞ってるでしょ。海水の。え？で、データは？異常なし？異常なしのほ

福島第二、増田さーん。じゃ、●●さん、いない？●●さん、いませんか。聞こえてねぇんだ

えっ？聞こえない。第二、呼んでます。●●ですけど、どなたですか。どなたか出ていただけ

あ、どうもどうも、ごめんなさい。声があれで。あのね、え一つとこれ明日か、まあ明後日位

はい。それでね、さっき横村さんがダブルでギャグを噛ましといたほうが良いとかいうアドバ

ええ。あの、要するに、それで必ずそのラブチャーが飛ぶようにしておいたほうがいいってい

 

ちょっとヘリで輸送することを優先したいと思います。建設部さん、よろしくお願いします。 
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下限になって、ここのビットの中の水位がほとんどなくなってきましたんでＮｏ．１のほうを
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いんで、そこを開けていきますんで。今まで変に下がるのがいやだと言って、シルク・・・。 
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あ、どうもどうも、ごめんなさい。声があれで。あのね、え一つとこれ明日か、まあ明後日位
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間違いなくラインナップはもう全部でき上がっていて、間違いなくラプチャーが飛ぶっていう

形になってます。

なってますか。その前後のバルブが間違えて閉まるようなことはない？

それはないです。

ないですね。はい、分かりました。

元々、電源喪失してるやつなんかも無理矢理開けてきてますので。はい、ありがとうございま

す。ちゃんとしてると思ってます。

はい。よろしくお願いします。

はい、どうもありがとうございます。

本部長、すいません。えーっとあの、消防車なんですけど、

はい。 

給油の時間が来ましたんで順次１号からですね、ちょっと１０分以内だと思うんですがとめて、

再起動というようなことを、これから準備してやりたいと思うんですが。

はい。お願いします。

はい。 

あの、短時間でお願いします。

はい。 

すいません、復旧班と火力班、ちょっと聞いてください。復旧班さん、●●さん、●●さん、

すいません。●●さん、お願いします。いま保安院からですね、５分、１０分で答えをよこせ、

という連絡があったそうです。それは、東電が欲しい消防車のスペックを言えと。で、復旧班

さんスペックを言ってほしいんですけど、知ってるはずがない。で、《ピー音》のサポートを

受けて、お答えを作ってしまわれたほうが良いかなと思います。

あの一いま、火力から、いまあの、原子力に行っている消防車、あのスペックをいま、

すから、それをお答えします。

すみません、じゃあそれを。首の長いのと普通のと２種類ですかね。２種類がいいですね。

それから、あの、水源ですよ、水源。

何ですか？ 

すい・・・・みず。

水源。ごめんなさい、いま保安院から聞かれてるのはまずこれなんで。じゃあそのときにプラ

スアルファ、水源もと答えるようにしましょう。分かりました。

てんこ盛りでお願いします。

もしかして注水できれば何でもいいってイメージなんですかね。
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すい・・・・みず。 

水源。ごめんなさい、いま保安院から聞かれてるのはまずこれなんで。じゃあそのときにプラ

スアルファ、水源もと答えるようにしましょう。分かりました。

てんこ盛りでお願いします。 

もしかして注水できれば何でもいいってイメージなんですかね。
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え？何？いやいまはだから向こうに行っているのは化学、粉末化学消防車ですけども、ちゃん

と放水できますから。だから、現物のスペック、いま出します。

それではそれでは、●●、すいません。《ピー音》と。じやあ、そちらの希望は向こうに代弁

してもらうということ。

お願いします。

それは開いたかということ、ベントが。

それはね、総理の会見が１９時なんだって。そのとき社長の会見が２０時なんだよ。だから総

理の会見の時に、そのときにメルトダウンがありうるか言うらしいんだよ。

ああ、そうですか。

それはね、総理の会見は１９時なんだし、それこそ、社長の会見が２０時なんだよ。だから、

総理の会見の時に、そのう、メルトダウンはありうるか、それらしいとか。

【電話】もしもし、すいません、高橋です。はい、すいません。ええ、社長はですね、社長室

で会見の準備中ですね。社長会見の準備中です。社長室で。で私の隣に会長がいらっしゃいま

す。 

【勝俣会長】、はい。うん。はい、うん、うん。うん。うん。うん。うん。うん。あの１の３

はベントを開けれそう

そんな話をしてね、国民をあ《電話》もしもし、うん、うん、うん。あのねえ、あの、１の３

はベントをね、開けれそうなのよ。うん。水素？水素の問題？あー、それを言ってんの。それ

は、まぁ確率的には非常に少ないと思うよ。だから、あのー、そんな話をしてね、国民を、あ

の一、まあ騒がせるのがいいのかどうか難しい首相判断だけど。逆に言うとこっちに、次の社

長記者会見でそれを聞かれたら、それは否定するよ。おそらくあり得ないと。うん。いや、だ

から結局、だから、ベントを

るけれど、結構逃がせばなんとかなるかな。うん？

あの、今ですね、資材なんですけど。

うん・ 

資材、小名浜で止まってます。

何の資材？ 

１F１，燃料とかあの、いろんな物資。１

あの一、燃料とかそういうの入ってるの？

いろんな物含めて。なんで止まってるかと言うと、結局運転手さんがあそこで嫌がって帰っち

ゃうんですよ。運転手さんが、大型免許を持っている人間たくさん要るんですよ。厚生班長。

《電話》まあ、そうだけど。そういうことでして、現状認識としては、可能性は小さいという

ことで。会見は２０時。だから１９時はあとすぐだから、そこに集中して。よろしく、はい。

本店さん、本店さん、１

本店、聞こえてます。そのまま続けてください。

あの一、いまですね、あの、ＦＮＮ

る写真が映りまして、見てると、プールは見えなくて、屋根がなんかそのまま落っこったよう

な風景が見えてるんですよ。でフジテレビさんに言って入手して、事前にヘリコプター飛ばす
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それではそれでは、●●、すいません。《ピー音》と。じやあ、そちらの希望は向こうに代弁

してもらうということ。 

お願いします。 

それは開いたかということ、ベントが。

それはね、総理の会見が１９時なんだって。そのとき社長の会見が２０時なんだよ。だから総

理の会見の時に、そのときにメルトダウンがありうるか言うらしいんだよ。

ああ、そうですか。 

それはね、総理の会見は１９時なんだし、それこそ、社長の会見が２０時なんだよ。だから、

総理の会見の時に、そのう、メルトダウンはありうるか、それらしいとか。

【電話】もしもし、すいません、高橋です。はい、すいません。ええ、社長はですね、社長室

で会見の準備中ですね。社長会見の準備中です。社長室で。で私の隣に会長がいらっしゃいま

【勝俣会長】、はい。うん。はい、うん、うん。うん。うん。うん。うん。うん。あの１の３

はベントを開けれそうなんだよ。うん、水素の問題。あーそれを言っているの、それはだから、

そんな話をしてね、国民をあ《電話》もしもし、うん、うん、うん。あのねえ、あの、１の３

はベントをね、開けれそうなのよ。うん。水素？水素の問題？あー、それを言ってんの。それ

は、まぁ確率的には非常に少ないと思うよ。だから、あのー、そんな話をしてね、国民を、あ

の一、まあ騒がせるのがいいのかどうか難しい首相判断だけど。逆に言うとこっちに、次の社

長記者会見でそれを聞かれたら、それは否定するよ。おそらくあり得ないと。うん。いや、だ

から結局、だから、ベントを開いちゃうから恐らく消えてくれるかと思うよ。うんまああり得

るけれど、結構逃がせばなんとかなるかな。うん？

あの、今ですね、資材なんですけど。

資材、小名浜で止まってます。

１，燃料とかあの、いろんな物資。１

あの一、燃料とかそういうの入ってるの？

いろんな物含めて。なんで止まってるかと言うと、結局運転手さんがあそこで嫌がって帰っち

ゃうんですよ。運転手さんが、大型免許を持っている人間たくさん要るんですよ。厚生班長。

《電話》まあ、そうだけど。そういうことでして、現状認識としては、可能性は小さいという

ことで。会見は２０時。だから１９時はあとすぐだから、そこに集中して。よろしく、はい。

本店さん、本店さん、１F●●の●●ですけど。いまです、いま、あれ、どなたかいるかな？

本店、聞こえてます。そのまま続けてください。

あの一、いまですね、あの、ＦＮＮ

る写真が映りまして、見てると、プールは見えなくて、屋根がなんかそのまま落っこったよう

な風景が見えてるんですよ。でフジテレビさんに言って入手して、事前にヘリコプター飛ばす
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前の参考にするとかって、そういうアクションってとれますかね。

分かりませんが、いただきます。ＦＮＮ。

ええ、ＦＮＮ 

了解。電通さん、いま、映せますう？

フジテレビ、８番。地上デジタルは分かんないです。

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？

ＯＫですか。 

これはなに、ＦＮＮ

そういうことになるかもしれない。

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ばいいから。ちょっと「マスコミから写真もらえるかもしれ

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

いますので、重機の準備と土木関係の人の準備を始めます。

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

に復旧していったほうがいいんだよね。

りよ、了解しました。

じゃあ、重機の準備だとか人の手配をして、明日から…・。

あれ、なんか、航空写真ての……

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

ｇｌｅＥａｒｔｈ。

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。

え一つと●●さん、どうだったんでしたつけ？ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ

け？ 

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

どうか分からないですけど、はい。

すいません。失礼しました。

本店高橋さん、本店高橋さん。

はい。 

年 3月 13 日 
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前の参考にするとかって、そういうアクションってとれますかね。

分かりませんが、いただきます。ＦＮＮ。

 ニュース。いまやってる、フジテレビのＦＮＮ

了解。電通さん、いま、映せますう？

フジテレビ、８番。地上デジタルは分かんないです。

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？

 

これはなに、ＦＮＮ にちょうだいって言うんでしょ？石崎さんの出番かもしれない。

そういうことになるかもしれない。

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ばいいから。ちょっと「マスコミから写真もらえるかもしれ

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

いますので、重機の準備と土木関係の人の準備を始めます。

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

に復旧していったほうがいいんだよね。

りよ、了解しました。 

じゃあ、重機の準備だとか人の手配をして、明日から…・。

あれ、なんか、航空写真ての……

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

ｇｌｅＥａｒｔｈ。 

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。

え一つと●●さん、どうだったんでしたつけ？ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

どうか分からないですけど、はい。

すいません。失礼しました。 

本店高橋さん、本店高橋さん。
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発言内容

前の参考にするとかって、そういうアクションってとれますかね。

分かりませんが、いただきます。ＦＮＮ。 

ニュース。いまやってる、フジテレビのＦＮＮ

了解。電通さん、いま、映せますう？ 

フジテレビ、８番。地上デジタルは分かんないです。

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？

にちょうだいって言うんでしょ？石崎さんの出番かもしれない。

そういうことになるかもしれない。 

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ばいいから。ちょっと「マスコミから写真もらえるかもしれ

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

いますので、重機の準備と土木関係の人の準備を始めます。

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

に復旧していったほうがいいんだよね。 

じゃあ、重機の準備だとか人の手配をして、明日から…・。

あれ、なんか、航空写真ての…… 

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。

え一つと●●さん、どうだったんでしたつけ？ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

どうか分からないですけど、はい。 

 

本店高橋さん、本店高橋さん。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

前の参考にするとかって、そういうアクションってとれますかね。

 

ニュース。いまやってる、フジテレビのＦＮＮ

フジテレビ、８番。地上デジタルは分かんないです。 

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？

にちょうだいって言うんでしょ？石崎さんの出番かもしれない。

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ばいいから。ちょっと「マスコミから写真もらえるかもしれ

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

いますので、重機の準備と土木関係の人の準備を始めます。

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

じゃあ、重機の準備だとか人の手配をして、明日から…・。

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。

え一つと●●さん、どうだったんでしたつけ？ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

３号機で冷却停止、ベント） 

 

前の参考にするとかって、そういうアクションってとれますかね。 

ニュース。いまやってる、フジテレビのＦＮＮ ‐ ユース。

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？

にちょうだいって言うんでしょ？石崎さんの出番かもしれない。

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ばいいから。ちょっと「マスコミから写真もらえるかもしれ ない作戦」をやるらしい。

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

いますので、重機の準備と土木関係の人の準備を始めます。 

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

じゃあ、重機の準備だとか人の手配をして、明日から…・。 

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。

え一つと●●さん、どうだったんでしたつけ？ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ の話って何でしたつ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

 

ユース。 

番組名、ちょっとチェックしといてくれるぅ？復旧班の誰か、今の聞いてます？ いいですか、

にちょうだいって言うんでしょ？石崎さんの出番かもしれない。 

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ない作戦」をやるらしい。

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

いや、なんだかね、煙の出てるやっとか何とか、それが出てるっだっちゅうんで。 

の話って何でしたつ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは

 

いいですか、

広報班、広報班１人、石崎部長の横に行ってもらえますか。広報か立地か強いほうが手を出せ

ない作戦」をやるらしい。 

復旧班より、ヤード、東側ヤードなんですが、かなりタンクというか、ゴミだとかそういった

ものが、ちら、散乱しているようなので、明日以降どういった物があるのかの調査とか、それ

から重機を用意して、邪魔をしているような、道路で邪魔をしてるようなのを片づけたいと思

はい、始めてください。で－、やっぱり気になったのは、５号機周りとかも含めてね、アクセ

スが制限され、被曝で制限されている所もあるんだけど、その物理的に制限されている所は徐々

言い忘れてました、●●さん。さっき、さっき人事部長が教えてくれたんですけど、Ｇｏｏｇ

ｌｅＥａｒｔｈに航空写真でもちょっと参考になる絵が見れるんですって。パソコンのＧｏｏ

の話って何でしたつ

ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ‘まですね、今回の地震の前後で写真を掲載してまして、３月１２日

の写真が出てます。それで福島第一の、あのサイトの写真がその中に入ってるんですけども、

今ちょっと見たらば、建物が爆発する前と書いてありますから、まあちょっと参考になるかは
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発言者  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

復旧班  

高橋フェロー  

  

保安班  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

テレビ会議 2011 年

 

１F サイトの●●です。

はい。 

１F の発電所周りの道路の状況を確認したいんで、航空写真か何か撮ってもらえないですかね。

分かりました。それで、いまあの一、なんかＦＮＮ

んで、それをまず見て、それを入手するようなことをやりたいと思うんですけど。

すいません。お願いいたします。

はい。これ、石崎さんやってくれてるのかな？

広報に頼みましたよ。営業に頼んだ？

保安班より、最新のモニタリングポストの近傍のデータをお知らせします。ＭＰ１、ＭＰ１近

く、北側ですが、１７時５０分、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門、１８時１０分、５．１６８マ

イクロＳｖ／ｈ。ＭＰ１、１８

あのね、●●から、いま、ここでやっているモニターが、状況が、もう昨日、一昨日からまっ

たく、猪苗代の発電所に繋がっないんだって。だから応援しようにも、応援もできないんだっ

て。で、ＮＨＫ

で、猪苗代発電所だけでも見れるようにできない？

そしたら、ここでもう一回ですね、猪苗代からそういう要請があるっていうのを。

いま所長から要請がありました、ぼくに。

では、ここでもう一回聞かないといけないですね。

直接、もしあれなら、直接ルートで所長に連絡してもらって。だからさっきの郡山まで人を出

している話も、こっちから言われて初めて聞いた。で、ここで起こっていることがまったく分

からない。●●の、他にもほら、経験の人は意外といるでしょ？もう、やきもきしてるって。

ちょっと相談してみます。

ちょっとすいません、先ほどのコンプレッサーは、いま、技術部門の者に仕様確認中です。

仕様確認中？誰がやってんの？

えっと、電気の●●がやってます。

じゃあ、動きゃあ、いいんだね。

動いてます。はい、ええ。はい。すいません。

・・・じゃなくてもいいんだよね。

はい。 

了解、了解。 
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サイトの●●です。 

の発電所周りの道路の状況を確認したいんで、航空写真か何か撮ってもらえないですかね。

分かりました。それで、いまあの一、なんかＦＮＮ

んで、それをまず見て、それを入手するようなことをやりたいと思うんですけど。

すいません。お願いいたします。

はい。これ、石崎さんやってくれてるのかな？

広報に頼みましたよ。営業に頼んだ？

保安班より、最新のモニタリングポストの近傍のデータをお知らせします。ＭＰ１、ＭＰ１近

く、北側ですが、１７時５０分、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門、１８時１０分、５．１６８マ

イクロＳｖ／ｈ。ＭＰ１、１８

あのね、●●から、いま、ここでやっているモニターが、状況が、もう昨日、一昨日からまっ

たく、猪苗代の発電所に繋がっないんだって。だから応援しようにも、応援もできないんだっ

て。で、ＮＨＫ のテレビ見て、判断して、●●に直接電話してるんだって。

で、猪苗代発電所だけでも見れるようにできない？

そしたら、ここでもう一回ですね、猪苗代からそういう要請があるっていうのを。

いま所長から要請がありました、ぼくに。

では、ここでもう一回聞かないといけないですね。

直接、もしあれなら、直接ルートで所長に連絡してもらって。だからさっきの郡山まで人を出

している話も、こっちから言われて初めて聞いた。で、ここで起こっていることがまったく分

からない。●●の、他にもほら、経験の人は意外といるでしょ？もう、やきもきしてるって。

ちょっと相談してみます。 

ちょっとすいません、先ほどのコンプレッサーは、いま、技術部門の者に仕様確認中です。

仕様確認中？誰がやってんの？

えっと、電気の●●がやってます。

じゃあ、動きゃあ、いいんだね。

動いてます。はい、ええ。はい。すいません。

・・・じゃなくてもいいんだよね。
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発言内容

の発電所周りの道路の状況を確認したいんで、航空写真か何か撮ってもらえないですかね。

分かりました。それで、いまあの一、なんかＦＮＮ

んで、それをまず見て、それを入手するようなことをやりたいと思うんですけど。

すいません。お願いいたします。 

はい。これ、石崎さんやってくれてるのかな？

広報に頼みましたよ。営業に頼んだ？ 

保安班より、最新のモニタリングポストの近傍のデータをお知らせします。ＭＰ１、ＭＰ１近

く、北側ですが、１７時５０分、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門、１８時１０分、５．１６８マ

イクロＳｖ／ｈ。ＭＰ１、１８ 時３０分、２６マイクロＳｖ／ｈ

あのね、●●から、いま、ここでやっているモニターが、状況が、もう昨日、一昨日からまっ

たく、猪苗代の発電所に繋がっないんだって。だから応援しようにも、応援もできないんだっ

のテレビ見て、判断して、●●に直接電話してるんだって。

で、猪苗代発電所だけでも見れるようにできない？

そしたら、ここでもう一回ですね、猪苗代からそういう要請があるっていうのを。

いま所長から要請がありました、ぼくに。 

では、ここでもう一回聞かないといけないですね。

直接、もしあれなら、直接ルートで所長に連絡してもらって。だからさっきの郡山まで人を出

している話も、こっちから言われて初めて聞いた。で、ここで起こっていることがまったく分

からない。●●の、他にもほら、経験の人は意外といるでしょ？もう、やきもきしてるって。

 

ちょっとすいません、先ほどのコンプレッサーは、いま、技術部門の者に仕様確認中です。

仕様確認中？誰がやってんの？ 

えっと、電気の●●がやってます。 

じゃあ、動きゃあ、いいんだね。 

動いてます。はい、ええ。はい。すいません。

・・・じゃなくてもいいんだよね。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

の発電所周りの道路の状況を確認したいんで、航空写真か何か撮ってもらえないですかね。

分かりました。それで、いまあの一、なんかＦＮＮ で、なんか上から写したのがあるっていう

んで、それをまず見て、それを入手するようなことをやりたいと思うんですけど。

はい。これ、石崎さんやってくれてるのかな？ 

保安班より、最新のモニタリングポストの近傍のデータをお知らせします。ＭＰ１、ＭＰ１近

く、北側ですが、１７時５０分、３５マイクロＳｖ／ｈ。正門、１８時１０分、５．１６８マ

時３０分、２６マイクロＳｖ／ｈ

あのね、●●から、いま、ここでやっているモニターが、状況が、もう昨日、一昨日からまっ

たく、猪苗代の発電所に繋がっないんだって。だから応援しようにも、応援もできないんだっ

のテレビ見て、判断して、●●に直接電話してるんだって。

で、猪苗代発電所だけでも見れるようにできない？ 

そしたら、ここでもう一回ですね、猪苗代からそういう要請があるっていうのを。

 

では、ここでもう一回聞かないといけないですね。 

直接、もしあれなら、直接ルートで所長に連絡してもらって。だからさっきの郡山まで人を出

している話も、こっちから言われて初めて聞いた。で、ここで起こっていることがまったく分

からない。●●の、他にもほら、経験の人は意外といるでしょ？もう、やきもきしてるって。

ちょっとすいません、先ほどのコンプレッサーは、いま、技術部門の者に仕様確認中です。

動いてます。はい、ええ。はい。すいません。 
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たく、猪苗代の発電所に繋がっないんだって。だから応援しようにも、応援もできないんだっ
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すいません。 

すいません、失礼しました。消防班の方ですか？こちらなんですが、資源エネルギー庁の・・・

のに関して石油連合に・・・だと思います。

これ、Ｇｏｏｇｌｅ

前らしくて、これが使用後らしいんですよ。で、ちょうど肝心なところが見えないんです。で、

さらによーく見るとですね、これなんか元があって、これかな、これで、これを見ると、ちゃ

んとあの一、建屋爆発前と書いてあるんです。もうちょっと左によって爆発後に撮ってくれる

と。でもＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈって、ねえ、航空写真ですよね。

そうですよね。

どっかと契約しているんだろうな、きっとなあ。で、多分依頼して飛ばしてるはずですから、

それ位だったら、ねぇ、ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈに協力してもいい位ですよね。

ええ。 

これ、てっきりこれ爆発した煙かと思ったら違うんですね、雲なんですね。ええ。

これだよ。 

あっ、これか。１、２、３、４。あ、これか。

あ、これか。 

あ、もしもし一。繋がりました。はい。

それ自分の所だけみえるだけだから。

あ、すいませーん。書画カメラにしてください。●●さん、書画カメラお願いします。

１F 土建の●●ですけども、２号機のブローアウトパネルちょっと説明をさせていただきます。

えっと、書画カメラのほうをご覧ください。２号機のブローアウトパネルなんですけども、え

っと、オペフロ上に１カ所ございまして。この、西側、あっ、東側、海側のほうになります。

ここが O．Ｐ．３９．９２ですから、ここがオペフロのフロアになりまして、そこの所の中間

部分位の所に幅が６ｍ、高さが４．３ｍのパネルが付いております。パネルなんですけれども、

この下側のほうに７ヵ所のヒンジが付いておりまして、この長方形の形をしていると。で、こ

れが断面図になりますけれども、ええ、こちら側が外側、こちら側が中側になります。コンク

リートの躯体にですね、アングルが、スタッド付きのアングルが打ち込まれておりまして。こ

この所にパネルが付いてる形になっておりまして。このパネル自体はですね、これ水平方向に

切った断面図なんですけども、このようなフックで４ヵ所止まっておりまして。ただこのフッ

クを外してもですね、圧力１１ｔで水平方向に開くような構造になっておりますので、ちょっ

と人力でこのパネルを開けるのはちょっとできませんので、何か工具を使って穴をあげるとか

ですね、あと火薬類でちょっと、ここを飛ばしてしまうとかっていうような対応が必要かと思

われます。 

あんまりね。ごめん。あの、この隣も……。使わないほうがいいな。

電動工具等で穴をあけるというような形になるかと思います。

これ、構造上、なんか外側にフックみたいなのがあって、引っかけて、ぴゅ－って引っ張るっ

ていうものはないんですね？

えっと、ここにもう非常に高い所に付いてますので、足場が必要になりますし、構造的に何か

そういう物を付けるとなるとフックを……。
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すいません、失礼しました。消防班の方ですか？こちらなんですが、資源エネルギー庁の・・・

のに関して石油連合に・・・だと思います。

これ、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈなんですけど。ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈで、これがなんか使用

前らしくて、これが使用後らしいんですよ。で、ちょうど肝心なところが見えないんです。で、

さらによーく見るとですね、これなんか元があって、これかな、これで、これを見ると、ちゃ

んとあの一、建屋爆発前と書いてあるんです。もうちょっと左によって爆発後に撮ってくれる

と。でもＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈって、ねえ、航空写真ですよね。

そうですよね。 

どっかと契約しているんだろうな、きっとなあ。で、多分依頼して飛ばしてるはずですから、

それ位だったら、ねぇ、ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈに協力してもいい位ですよね。

これ、てっきりこれ爆発した煙かと思ったら違うんですね、雲なんですね。ええ。

あっ、これか。１、２、３、４。あ、これか。

 

あ、もしもし一。繋がりました。はい。

それ自分の所だけみえるだけだから。

あ、すいませーん。書画カメラにしてください。●●さん、書画カメラお願いします。

土建の●●ですけども、２号機のブローアウトパネルちょっと説明をさせていただきます。

えっと、書画カメラのほうをご覧ください。２号機のブローアウトパネルなんですけども、え

っと、オペフロ上に１カ所ございまして。この、西側、あっ、東側、海側のほうになります。

．Ｐ．３９．９２ですから、ここがオペフロのフロアになりまして、そこの所の中間

部分位の所に幅が６ｍ、高さが４．３ｍのパネルが付いております。パネルなんですけれども、

この下側のほうに７ヵ所のヒンジが付いておりまして、この長方形の形をしていると。で、こ

断面図になりますけれども、ええ、こちら側が外側、こちら側が中側になります。コンク

リートの躯体にですね、アングルが、スタッド付きのアングルが打ち込まれておりまして。こ

この所にパネルが付いてる形になっておりまして。このパネル自体はですね、これ水平方向に

切った断面図なんですけども、このようなフックで４ヵ所止まっておりまして。ただこのフッ

クを外してもですね、圧力１１ｔで水平方向に開くような構造になっておりますので、ちょっ

と人力でこのパネルを開けるのはちょっとできませんので、何か工具を使って穴をあげるとか

火薬類でちょっと、ここを飛ばしてしまうとかっていうような対応が必要かと思

あんまりね。ごめん。あの、この隣も……。使わないほうがいいな。

電動工具等で穴をあけるというような形になるかと思います。

これ、構造上、なんか外側にフックみたいなのがあって、引っかけて、ぴゅ－って引っ張るっ

ていうものはないんですね？ 

えっと、ここにもう非常に高い所に付いてますので、足場が必要になりますし、構造的に何か

そういう物を付けるとなるとフックを……。
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発言内容

すいません、失礼しました。消防班の方ですか？こちらなんですが、資源エネルギー庁の・・・

のに関して石油連合に・・・だと思います。

Ｅａｒｔｈなんですけど。ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈで、これがなんか使用

前らしくて、これが使用後らしいんですよ。で、ちょうど肝心なところが見えないんです。で、

さらによーく見るとですね、これなんか元があって、これかな、これで、これを見ると、ちゃ

んとあの一、建屋爆発前と書いてあるんです。もうちょっと左によって爆発後に撮ってくれる

と。でもＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈって、ねえ、航空写真ですよね。

どっかと契約しているんだろうな、きっとなあ。で、多分依頼して飛ばしてるはずですから、

それ位だったら、ねぇ、ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈに協力してもいい位ですよね。

これ、てっきりこれ爆発した煙かと思ったら違うんですね、雲なんですね。ええ。

あっ、これか。１、２、３、４。あ、これか。

あ、もしもし一。繋がりました。はい。 

それ自分の所だけみえるだけだから。 

あ、すいませーん。書画カメラにしてください。●●さん、書画カメラお願いします。

土建の●●ですけども、２号機のブローアウトパネルちょっと説明をさせていただきます。

えっと、書画カメラのほうをご覧ください。２号機のブローアウトパネルなんですけども、え

っと、オペフロ上に１カ所ございまして。この、西側、あっ、東側、海側のほうになります。

．Ｐ．３９．９２ですから、ここがオペフロのフロアになりまして、そこの所の中間

部分位の所に幅が６ｍ、高さが４．３ｍのパネルが付いております。パネルなんですけれども、

この下側のほうに７ヵ所のヒンジが付いておりまして、この長方形の形をしていると。で、こ

断面図になりますけれども、ええ、こちら側が外側、こちら側が中側になります。コンク

リートの躯体にですね、アングルが、スタッド付きのアングルが打ち込まれておりまして。こ

この所にパネルが付いてる形になっておりまして。このパネル自体はですね、これ水平方向に

切った断面図なんですけども、このようなフックで４ヵ所止まっておりまして。ただこのフッ

クを外してもですね、圧力１１ｔで水平方向に開くような構造になっておりますので、ちょっ

と人力でこのパネルを開けるのはちょっとできませんので、何か工具を使って穴をあげるとか

火薬類でちょっと、ここを飛ばしてしまうとかっていうような対応が必要かと思

あんまりね。ごめん。あの、この隣も……。使わないほうがいいな。

電動工具等で穴をあけるというような形になるかと思います。

これ、構造上、なんか外側にフックみたいなのがあって、引っかけて、ぴゅ－って引っ張るっ

 

えっと、ここにもう非常に高い所に付いてますので、足場が必要になりますし、構造的に何か

そういう物を付けるとなるとフックを……。
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発言内容 

すいません、失礼しました。消防班の方ですか？こちらなんですが、資源エネルギー庁の・・・

のに関して石油連合に・・・だと思います。 

Ｅａｒｔｈなんですけど。ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈで、これがなんか使用

前らしくて、これが使用後らしいんですよ。で、ちょうど肝心なところが見えないんです。で、

さらによーく見るとですね、これなんか元があって、これかな、これで、これを見ると、ちゃ

んとあの一、建屋爆発前と書いてあるんです。もうちょっと左によって爆発後に撮ってくれる

と。でもＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈって、ねえ、航空写真ですよね。

どっかと契約しているんだろうな、きっとなあ。で、多分依頼して飛ばしてるはずですから、

それ位だったら、ねぇ、ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈに協力してもいい位ですよね。

これ、てっきりこれ爆発した煙かと思ったら違うんですね、雲なんですね。ええ。

あっ、これか。１、２、３、４。あ、これか。 

あ、すいませーん。書画カメラにしてください。●●さん、書画カメラお願いします。

土建の●●ですけども、２号機のブローアウトパネルちょっと説明をさせていただきます。

えっと、書画カメラのほうをご覧ください。２号機のブローアウトパネルなんですけども、え

っと、オペフロ上に１カ所ございまして。この、西側、あっ、東側、海側のほうになります。

．Ｐ．３９．９２ですから、ここがオペフロのフロアになりまして、そこの所の中間

部分位の所に幅が６ｍ、高さが４．３ｍのパネルが付いております。パネルなんですけれども、

この下側のほうに７ヵ所のヒンジが付いておりまして、この長方形の形をしていると。で、こ

断面図になりますけれども、ええ、こちら側が外側、こちら側が中側になります。コンク

リートの躯体にですね、アングルが、スタッド付きのアングルが打ち込まれておりまして。こ

この所にパネルが付いてる形になっておりまして。このパネル自体はですね、これ水平方向に

切った断面図なんですけども、このようなフックで４ヵ所止まっておりまして。ただこのフッ

クを外してもですね、圧力１１ｔで水平方向に開くような構造になっておりますので、ちょっ

と人力でこのパネルを開けるのはちょっとできませんので、何か工具を使って穴をあげるとか

火薬類でちょっと、ここを飛ばしてしまうとかっていうような対応が必要かと思

あんまりね。ごめん。あの、この隣も……。使わないほうがいいな。

電動工具等で穴をあけるというような形になるかと思います。

これ、構造上、なんか外側にフックみたいなのがあって、引っかけて、ぴゅ－って引っ張るっ

えっと、ここにもう非常に高い所に付いてますので、足場が必要になりますし、構造的に何か

そういう物を付けるとなるとフックを……。 

３号機で冷却停止、ベント） 

 

すいません、失礼しました。消防班の方ですか？こちらなんですが、資源エネルギー庁の・・・

Ｅａｒｔｈなんですけど。ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈで、これがなんか使用

前らしくて、これが使用後らしいんですよ。で、ちょうど肝心なところが見えないんです。で、

さらによーく見るとですね、これなんか元があって、これかな、これで、これを見ると、ちゃ

んとあの一、建屋爆発前と書いてあるんです。もうちょっと左によって爆発後に撮ってくれる

と。でもＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈって、ねえ、航空写真ですよね。 

どっかと契約しているんだろうな、きっとなあ。で、多分依頼して飛ばしてるはずですから、

それ位だったら、ねぇ、ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈに協力してもいい位ですよね。

これ、てっきりこれ爆発した煙かと思ったら違うんですね、雲なんですね。ええ。

あ、すいませーん。書画カメラにしてください。●●さん、書画カメラお願いします。

土建の●●ですけども、２号機のブローアウトパネルちょっと説明をさせていただきます。

えっと、書画カメラのほうをご覧ください。２号機のブローアウトパネルなんですけども、え

っと、オペフロ上に１カ所ございまして。この、西側、あっ、東側、海側のほうになります。

．Ｐ．３９．９２ですから、ここがオペフロのフロアになりまして、そこの所の中間

部分位の所に幅が６ｍ、高さが４．３ｍのパネルが付いております。パネルなんですけれども、

この下側のほうに７ヵ所のヒンジが付いておりまして、この長方形の形をしていると。で、こ
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リートの躯体にですね、アングルが、スタッド付きのアングルが打ち込まれておりまして。こ
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いいや。私が言ってるのは、内側じゃなくて外側から。

外側ですから、フックを外側から溶接するなり、そのために足場を組んでこの位置まで上がる

というような形になりますんで。その資材をそろえて足場を組むだけでも相当時間がかかると

思います。 

そんでね、これ、オペフロだろ？

そうです。 

だから、元々オペフロはさ、これ、一緒に行く人間が必要だと思うんだけど、あの、スロッシ

ングでかなり水がちゃぶちやぶになってる可能性もあるし、いろんなもん散乱してる可能性も

あるし、元々危ないんだよね。で、線量っていうか汚染っていうか、ものもあるし、というの

があるんで、あと、あの一、燃料プールのお水がどうなってるかも非常に重要なんで、ちょっ

とこのブローアウトパネルチームだけじゃなくて、オペフロチームで行ったほうがいいんじゃ

ないかな一と思うんだけどさ。なあ？これ、だから、ちょっと復旧班とさ、まあ、ちょっと線

量ちんちんであれかも、うまくあれしてほしいんだけど。ちょっとその辺も含めて、どうやる

のかつてのをやらないと、ブローアウトパネルだけじゃ、あれだと思うんだよな。ほんで、も

しできれば水が、水のメイキャップもですね、なんか、ＭＵＷが、まあ、でもポンプが動いて

なきやだめなんだけど、多分ＦＰ

ど、消火栓だとか、色々水源はないことはないんで、水を入れるチャレンジをするとかね？ち

ょっとそこを含めてさ、検討してくんねぇかな、な？一緒に行ったほうが効率的だろ？

わかりました。

ほんで、線量がないうちに行きたいんで、早く行きたいってのが、ちょっと、かなり、迫るし、

また、この、いま暗い中で行くのはさ、大変でしょ、真っ暗でしょ、ここ。だからちょっとそ

のタイミングも含めて、計画よく練って、行ったほうがいいと思うんだけど。いつ行こうとし

てたの？ いま行こうとしてたの？明日でしょ。

い、いま、方法とか時間も含めて、ちょっと相談しなきやいけないんで。

そういうことか。だって、いま、真っ黒けでしょ。

照明はまったくないそうです。

でしょ。 

はい。 

ほんで、このオペフロも何にもないわけだよな、照明が。

ええ。あと、実際、いま、地震後に燃料プールが揺れて、その水が多分溢れてるんじゃないか

と思うんですけど。

だから、それを真っ暗な中行くのは極めて危険だからさ。そういうとこのタイミングも含めて、

ちょっと検討して。これやることについては全然ノーじやないんで。いいでしょうか。ちょっ

と燃料プールがあるんで燃料屋さんと、それからメイキャップがあるとか、ちょっとメンテナ

ンスあるから復旧屋さんとなるか分かんない。ちょっとそこで検討してください。いいですか

－。なんかコメントあります？

ないんだけど。

オペフロの線量上がるタイミングって、どのタイミングで上がり出すいんだっけ？

いずれまた圧が落ちて……。

オペフロ行くまでのリアクタービルを考えると、えっと、ＳＲ弁とかベントとかの操作をして

からあんまり時間をおかないあいだに行かないと、また燃料、水位がグーッと下がって、水の
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と燃料プールがあるんで燃料屋さんと、それからメイキャップがあるとか、ちょっとメンテナ

ンスあるから復旧屋さんとなるか分かんない。ちょっとそこで検討してください。いいですか
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注入がうまくいかなかったら３

暗い中で行ってもだめでしょ。うーん。ちょっとやるタイミングと時間とスケジュール感と、

やる内容決めてさ、ほんで、やりましょうよ。

福一さーん。 

はい。 

あの一、●●ですけど、いま、ちょっとあの、●●の●●さんからちょっと提案があったんで

すが、あの、えっと、はしご車とかですね、レスキュー用のそういうやつを国に頼んで持って

きてですね、外側からドリルであげるってことができないかって話があったんですが。必要で

したらそういうところにちょっと頼んでもいいんですけど。

外側から？ 

はい、外側です。

どうやって、のぼるんでしたっけ。

いや、なんか、はしご車かなんかで。

ああ。ああ。ああ。ああ。

上がって、そこで作業すると。

うん。 

あの、消防とか自衛隊のレスキューとか、そういうの持ってるかもしんないんで、そういうと

ころ、場合によっては国に頼む方法もあるのかなっていう話があったんですけど。

あ、そういう意味ね。それはいいかも分かんない。工具類はうちなんか大したもんないから。

ええ。 

そこはちょっと、ご協力いただけるんならありがたいっすね。

じゃあちょっと、あの、えっと、当たってみます。

じゃあ、●●さん、ちょっと調整して、●●さん。本店、本店。●●さんが、なんか、これ開

けるような工具だとか含めて協力するって言ってるから。ＯＫ。はい。

原子炉建屋のブローアウトパネル、いま中からじゃあ、なかなか難しいんで、じやあ、外から

はしご車を行って、ハイパーレスキュー隊は破る工具持つてんですよ。ハイパーレスキュー、

だから、十分届くはしご車。

じゃあ、あの、えっと、●●さんですか。

はい。１F の●●さんがこれをやりますのでお願いします。

はい。はい。はい。はーい。

すいません。ちょっと画面をＮＨＫのテレビに変えてもらえますか。
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菅さん。菅さん。

菅さんがね。やらないんだね。武黒君がいまそう言ってきたんだけど。

後でまとめてニュースですかね？後で編集してニュースですかね？直接、じゃなくて。

どこもおんなじだな。これ。

これから総理がお見えになるそうです。

●●君さ、●●君。ちょっとだいぶ時間経ったんで、もう一度、１

らおっか。 

福島第－さん、福島第一吉田所長。

あー、そうなの。福島第一です。所長、ちょっと席外してますけど、まもなく戻ると思います

けど。 

えっと、だいぶ時間も経ったので、情報共有をしたいというふうに思います。とくにですね、

３号のベントに向けた動きと、それから水位の上がりがずいぶん遅いことに対して、保安院か

ら色々きついコメントが出てるようなので、まずその辺を皮切りにそちらの情報共有させてい

ただければと思いますが。

えっと、こちらのいただいてる情報は、そのまず、ベントに向けてバタ弁を開けるんだけども、

えっと。 

弱いのでコンプレッサーを繋ぐまでは繋いだと。ところがそのコンプレッサーの威力が少なす

ぎてなかなかうまい具合に開いてくれないので、もっと力のあるコンプレッサーを用意したい

ねってことを東京と一緒に検討したいって話をまず伺ってます。それから、今日の●●さんが

言ってたんだけど、途中で水量を少し下げてますよね？

ういうふうに見ておられるかって、この辺りからまずお願いしたいと思うんですが。

まずね、これは下げざるを得ないんですよ。１つは燃料のですね

ら元々のビットの中の水が少なくなってるからそのままにいくとすると、一気に水がなくなっ

てポンプが焼けちゃうという可能性もあるんで。メイキャップをしつつもちょっと若干流量を

落としたということでございますが、炉のパラメータに有意な変化が出ていないという状況で

ございます、今のところ。

はい。それに対して燃料の補給ですとか、要は水をちょっと汲み足しては少しずつ送ってると

いう認識ですけども、それは今後は状況は変わっていくんでしょうか。

えっとこれで、４号機の取水路からビット内に水を移送してるんですけども、この、移送して

いる水のですね……。

所長、あと代わりましょうか。

あと、《ビー音》からやります。

お願いします。

放水口からの海水の汲み上げなんですが、ちょっと長さが足りなかったので、コードとかそう

いった物を付け足すことにします。で、ちょっとまた３０分か４０分、時間が必要になります。

その間、ろ過水かあるいは構内の池の所から真水を汲んでですね、いま、あのー、３号機のリ

パーシングバルブビットに水を移送してるところです。

分かりました。３号機のりパーシングバルブビットの所から汲み上げてるんだけど、そこの水

量が下がってるので水を足すんだと、それがいずれあと少しで４号から繋がるということです
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弱いのでコンプレッサーを繋ぐまでは繋いだと。ところがそのコンプレッサーの威力が少なす

ぎてなかなかうまい具合に開いてくれないので、もっと力のあるコンプレッサーを用意したい

ねってことを東京と一緒に検討したいって話をまず伺ってます。それから、今日の●●さんが

あのポンプアップのその後の動きをど

、補給もありますし、それか

ら元々のビットの中の水が少なくなってるからそのままにいくとすると、一気に水がなくなっ

てポンプが焼けちゃうという可能性もあるんで。メイキャップをしつつもちょっと若干流量を

落としたということでございますが、炉のパラメータに有意な変化が出ていないという状況で

はい。それに対して燃料の補給ですとか、要は水をちょっと汲み足しては少しずつ送ってると

えっとこれで、４号機の取水路からビット内に水を移送してるんですけども、この、移送して

放水口からの海水の汲み上げなんですが、ちょっと長さが足りなかったので、コードとかそう

いった物を付け足すことにします。で、ちょっとまた３０分か４０分、時間が必要になります。

その間、ろ過水かあるいは構内の池の所から真水を汲んでですね、いま、あのー、３号機のリ

分かりました。３号機のりパーシングバルブビットの所から汲み上げてるんだけど、そこの水

量が下がってるので水を足すんだと、それがいずれあと少しで４号から繋がるということです
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ね。 

そうです。４号の放水口から３号のりパーシングバルブビットに海水を流すというところに繋

がります。 

あれ、《ビー音》君さ、高橋ですけど、ずいぶん、なんかあの一、ビットへの供給に時間がか

かってるように思うんだけど、いまどんな状況にあるんですか。

放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

です。 

ってことは、まだビットには水が供給されてないってことですか。

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

移送してます。

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

ような予定になってます？見込み。

あと、３０分か４０分で注入するようにします。

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

します。 

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

てるデータを信じられる状況にあるというふ

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干

余裕があると思ってるんです。

はい、分かりました。

その辺を総合的に発電所として判断さしていただきたいと思います。

一応、３号をやっぱり優先に、続けるということですね。

はい。 

はい、了解。 

その件でですね、本店から差し出がましいんですけど、２号のですね、水はないということは

認識しつつも、海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて。あの、これは…

海水からやりますよ。海水。

ちょっとね、ちょっとそこはね、何か考え方が混乱してるみたいなんだけども。

はい、混乱してます。

要するに、元々、１号機はもうお水がどこにもないんで海水でやりました。で、２号機は、す

いません、３号機はかなり真水があったんで真水から始めましたが、結局、え－、その一、量
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そうです。４号の放水口から３号のりパーシングバルブビットに海水を流すというところに繋

あれ、《ビー音》君さ、高橋ですけど、ずいぶん、なんかあの一、ビットへの供給に時間がか

かってるように思うんだけど、いまどんな状況にあるんですか。

放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

ってことは、まだビットには水が供給されてないってことですか。

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

移送してます。 

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

ような予定になってます？見込み。

あと、３０分か４０分で注入するようにします。

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

てるデータを信じられる状況にあるというふ

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干

余裕があると思ってるんです。

はい、分かりました。 

その辺を総合的に発電所として判断さしていただきたいと思います。

一応、３号をやっぱり優先に、続けるということですね。

 

その件でですね、本店から差し出がましいんですけど、２号のですね、水はないということは

認識しつつも、海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて。あの、これは…

海水からやりますよ。海水。 

ちょっとね、ちょっとそこはね、何か考え方が混乱してるみたいなんだけども。

はい、混乱してます。 

要するに、元々、１号機はもうお水がどこにもないんで海水でやりました。で、２号機は、す

いません、３号機はかなり真水があったんで真水から始めましたが、結局、え－、その一、量
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発言内容

そうです。４号の放水口から３号のりパーシングバルブビットに海水を流すというところに繋

あれ、《ビー音》君さ、高橋ですけど、ずいぶん、なんかあの一、ビットへの供給に時間がか

かってるように思うんだけど、いまどんな状況にあるんですか。

放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

ってことは、まだビットには水が供給されてないってことですか。

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

ような予定になってます？見込み。 

あと、３０分か４０分で注入するようにします。

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

てるデータを信じられる状況にあるというふ

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干

余裕があると思ってるんです。 

その辺を総合的に発電所として判断さしていただきたいと思います。

一応、３号をやっぱり優先に、続けるということですね。

その件でですね、本店から差し出がましいんですけど、２号のですね、水はないということは

認識しつつも、海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて。あの、これは…

 

ちょっとね、ちょっとそこはね、何か考え方が混乱してるみたいなんだけども。

要するに、元々、１号機はもうお水がどこにもないんで海水でやりました。で、２号機は、す

いません、３号機はかなり真水があったんで真水から始めましたが、結局、え－、その一、量

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

そうです。４号の放水口から３号のりパーシングバルブビットに海水を流すというところに繋

あれ、《ビー音》君さ、高橋ですけど、ずいぶん、なんかあの一、ビットへの供給に時間がか

かってるように思うんだけど、いまどんな状況にあるんですか。

放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

ってことは、まだビットには水が供給されてないってことですか。

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

あと、３０分か４０分で注入するようにします。 

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

てるデータを信じられる状況にあるというふうに判断されるということ？

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干

その辺を総合的に発電所として判断さしていただきたいと思います。

一応、３号をやっぱり優先に、続けるということですね。 

その件でですね、本店から差し出がましいんですけど、２号のですね、水はないということは

認識しつつも、海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて。あの、これは…

ちょっとね、ちょっとそこはね、何か考え方が混乱してるみたいなんだけども。

要するに、元々、１号機はもうお水がどこにもないんで海水でやりました。で、２号機は、す

いません、３号機はかなり真水があったんで真水から始めましたが、結局、え－、その一、量
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そうです。４号の放水口から３号のりパーシングバルブビットに海水を流すというところに繋

あれ、《ビー音》君さ、高橋ですけど、ずいぶん、なんかあの一、ビットへの供給に時間がか

かってるように思うんだけど、いまどんな状況にあるんですか。 

放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

ってことは、まだビットには水が供給されてないってことですか。 

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

うに判断されるということ？ 

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干

その辺を総合的に発電所として判断さしていただきたいと思います。 
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放水口に水中ポンプを落としたんですが、ちょっとあの、コードとかそういった長さが足りな

かったので、付け足さなくちゃいけないのが分かりましたんで、それをいまやっているところ

海水はやられてませんが、ろ過水から別のルートでリパーシングバルブビットのほうには水を

で、ちょっと昼間大変心配した１Ｆ２への海水の供給なんですが、これはどの位に始められる

いやいや、ちょっと待って。あの、２号機については早めにやりたいんですけども、今のとこ

ろデータは安定してるということ、が１点、それから３号機、１号機への供給を元に戻すとい

うことが、まず一義的にやりますんで、そこはしっかりやると。条件をまず、今の●●が言っ

てる条件をしっかりやった上で判断したいと思いますんで、また時間については改めてご説明

ということはね、昼間の段階で２号のデータをずいぶん心配したんだけど、とりあえず今は出

 

ええ。要するに、午前中は炉水計しかなかったんですけど今、炉圧、ドライウェル圧力等々、

もうちょっと、細かいデータがあってそのトレンドを見ている限り、それから水位計も２つの

水位計で同じような一応値を、午前中は１つだったんですけどね、というところを考えて若干
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が足りなくて海水に切り替えたというのが３号機。で、２号機も本当は真水でやりたくて手配

をしてたんですが、今日の昼の段階で場合によっては急遮始める必要があるということを考え

て、海水での供給で考えたというのが今日の昼の段階。それで、その時に３号機が大丈夫かと

思ったら３号機が危なくなってきたんで、今度は２号機よりも３号機にウェイトを置いて今ま

で見てきてるというのが今の状況。で、その間に２号機用の真水の用意はしてませんでしたか

ら、もうそのまま海水でやるということで進めている、こういうことです。

はい、分かりました。そうなると、あの、こちら側の勝手な考えだと、いきなり海水っていう

のはそのまま材料が腐っちやったりしてもったいないので、なるべく粘って真水を待つという

選択肢もあるというふうに理解していいでしょうか。

えっ、理解してはいけなくて、もうラインナップがあそこのラインナップをして供給源を海の

供給源にしてしまいましたから、今から真水というのはないんです。時間が遅れます、また。

昼間ね、そういう方向で決めたんだけど、●●君がいま、改めて質問してる趣旨を説明しても

らったらいいと思うんだけど。

●●君が言いたいのは、あの、真水でやっといたほうが、要するに塩にやられないから後で使

えるということでしょ。

はい、そういうことです。

それは、私もずっとそれを考えたんだけど、今みたいに供給量がですね、圧倒的に多量必要な

時に、やっぱり真水にこだわってるとえらい大変なんですよ。

はい。 

だからもうこれは海水で行かざるを、この状況で行けば海水で行かざるを得ないと考えてると、

こういうことです。

はい、現段階のことは理解しました。

それじゃあ、あの一、この供給の話はよくて、次に行っていいのかな？

じゃあ、すみません、次の話題。先ほど冒頭のベントのコンプレッサーの話ですけれども、そ

のことについて。

いま、●●が話し中なんであれですけども、今のところコンプレッサーを入れて圧力を上げに

行って小一時間経つんですけども、圧力が低下傾向に見られない、要するに一定値でずっと推

移してると、こういう状況です、３号機のドライウェル、サプチャンの圧力。で、それはさっ

き言ったみたいに今回使ってるコンプレッサーの容量が小さくてＩＡ

のに時間がかかると、こういうことであろうというふうに思っております。でも、それにして

もちょっと時間がかかりすぎてるんで、もっと容量の大きい物はないのかというようなことを

検討せい、という話を●●君にしたところであります。

資材班です、本店の資材班ですけれども、容量の大きいコンプレッサー、仕様をいまお聞きし

てるかと思うんですけれども、それ、あの、把握次第、探したい、手配したいと思います。以

上です。 

すいません。 

３号はそれ位ですか。その他に３号の件、確認しておくべきことは何があるでしょうか。

あの、一番大きな懸案の２つをいまお聞きしたわけですが、発電所のほうからさらに何かご報

告がありますか。要望でも結構ですが。

何だ、うるさいな－。あのですね、どこのノイズだおい、うるさいんだよ。
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すみません。例のはしご・・・。ちょっとノイズが入っちゃって聞こえなくて。いくつかある

のですが。 

ちょっとやめてよ、誰かやってよ、もう！誰なんだよ、このノイズ出してんのは。いいですか、

１つは使用済み燃料プール問題です。使用済み燃料に関して言うと、ちょっと私、疲れてきた

んで代わりますけども、使用済み燃料問題は１つは１号機をどうするかって話と、それから、

いままだきれいなっていうか、比較的きれいな２号、４号、５号、６号のところをどうするか

と、いう話があります。で、あの、１号機について言うと、昨日、ああいう提案を受けたわけ

ですけれども、ヘリで氷を入れる、というのを受けたんですが、もう１つの手法、ちょっとあ

の、はしご車が来たものですから、ちょっといま南明さんと検討してるのは、どっかに置いて

ＦＰ でメイキャップできないかというのをいま、検討しております。で、もう１つは点検のた

めにヘリコプターに乗ると。これは前向きに進めていきたいと思っておりますのでよろしくお

願いしたいと。

吉田所長ね、この件は私の認識は明日とにかく上から一度写真を撮って、はしごがいいのか、

あるいは氷を落とすのがいいのかということを選択すると、その上で冷却を始めるということ

ですけど、そういうことでよろしいですね？

基本的にそれでいいんだけど、はしごにやれるのかどうかっていうことの検討だとかも始めて

おかないといけないから、それやってるということです。

これ、●●君、本店もやってるんでしょ？

はい、やってます。共同でやってます。

はい。 

それで、ちょうどいいはしご車が入手できたものですから、それでいけるのかなと思ってます。

本店もそう思ってまして、ただ、作業する方が線量のこととかをちゃんと認識してくれるかと、

それだけですね。

そうです。それだけです。作業線量だけです。

あれ、吉田所長さぁ、すいません、せっかくお話を伺ってたところなんですが、ちょっと社長

会見が始まりましたんで、ちょっとー旦中断させていただけますか。すいません。

●●君、いいんですか。１

はい、吉田です。

すいませんでした。中断させてしまいまして。じやあ、続きをお願いします。使用済み燃料プ

ールの供給のところからですけど。

使用済み燃料プールはさっき言ったみたいに１号機と３号機で違うっていうこと。クリーンな

プラントを早めに見る必要があるというふうに考えてます。それから併せてオペフロのほうな

んでですね、今回のことを考えますと、２号について言うと、クリーンなうちにさっき横村さ

んが言ったみたいに、ブローアウトパネルを開けておくと、万が一の水素、滞留を防ぐという

意味で。そのチャレンジをしたいと思ってます。

これは、あれですか、建築さんの協力を得て、本店はどうなってるの？

それで、いま、本店の建築さんも、知恵を貸していただくということなんで、サイトといま色々

考えてます。 

はい。よろしくお願いします。
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プラントを早めに見る必要があるというふうに考えてます。それから併せてオペフロのほうな

んでですね、今回のことを考えますと、２号について言うと、クリーンなうちにさっき横村さ

んが言ったみたいに、ブローアウトパネルを開けておくと、万が一の水素、滞留を防ぐという

それで、いま、本店の建築さんも、知恵を貸していただくということなんで、サイトといま色々
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んでですね、今回のことを考えますと、２号について言うと、クリーンなうちにさっき横村さ
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はい。それからですね。ええ一、何だっけ。使用済み燃料でしょ。

すいません。１ついいですか。

いいよ。 

さっきもそちらの●●さんに連絡したんですけど、線量が低いうちにベントをどうするかとい

うことで、やれる対策をいま考えていますが、１つはですね、いま開けてるウエットウェルか

らのＡＯ弁ならびにその小弁はどうやってもギャグが噛ませないタイプなので、今回の３号と

同じようなリスクを持っています。したがいましてこれらのＡＯ

は、いま、またバックアップのコンプレッサーをどこに付けるかというのをいま検討していま

す。一方で、ドライウェルから出るラインのＡＯ

ャグを噛まして強制開にすることが可能です。ただ、当然ここを強制開にするとドライウェル

からのベントということになりますので、放出の影響が圧倒的に違うということで、いま、本

店の方に影響評価ならびにご意見を求めているところでございます。

分かりました。だいたい以上ですか。

あの一、ちょっと細かい話になって恐縮ですけど、●●ですが。今日話にあったように海水の

注入とＰＣＶのベントの関係に注力したということで電源を含んだ電気関係のですね、復旧が

後回しになってるんですね、ご承知のように。で、具体的に言うと、２号のＳＬＣ、３

ＬＣ、あと２ 

投入のほうとベントのほうに力を投入したっていうことになってます。それで、明日以降です

ね、この残ってるＳＬＣ

の作業が例えば小一時間やれば終わるみたいな作業ではなくて、やっぱりまだ作業時間とかで

すね、準備も含めると結構な時間かかることになるんですね。で、あのーいざ現場に入るとや

っぱりその水素の話とかが残っているので、あまりそのむやみやたらと現場に行って作業を進

めるということも、あまりやりたくないなというふうに考えております。

はい、その話は伺っております。とりあえず、まだ、まだ電源の復旧が遅れているので最終的

にコアスプレイから水を入れるんだけれども、そこのチェッキ弁の前のＭＯ弁までは開けてお

くという作業までは進めておくということは確認しております。それからその後、電源が復旧

した後にＳＬＣとかＣＲＤ

ますが、電源の復旧がいまおっしゃったとおり遅れてるってことは認識しております。その辺

の工程等は調整しながら、無駄な、あの、作業にならないようによろしくお願いします。

はい。あのよく相談して進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。

●●君ね、え－っと、まあ、人手が非常に難しいとは思うんだけど、要するに具体的にこうい

う人をこの位ということで本店が協力できるんであれば、それを早めに提示していただければ、

我々のほうからメーカーとか協力企業にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

あっ、分かりました。

それから２号のですね、失礼、３号の原子炉建屋の水素抜きの話が、あの、一応こっちで《ピ

ー音》さんを中心に検討してくれてるんですけれども、その情報は伝わってますかね？

え一と－、ちょっと検討の中身はおいておいて、●●さんをカウンターパートにしたというこ

とになりましたんで、ていうところまでは承知してますけれど、具体的な中身についてはこっ

ちに聞こえてきてないので、まったく白紙の状態です。

ああ、そうですか。

あの、いまやってる、いまやってるあれでしょ、ベントとは違ってＨＶＨ

違う？ 

ＨＶＨ を動かすのと、あと窒素、二酸化炭素を突っ込んで水素と混ぜちゃうってやっです。
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はい。それからですね。ええ一、何だっけ。使用済み燃料でしょ。

すいません。１ついいですか。

さっきもそちらの●●さんに連絡したんですけど、線量が低いうちにベントをどうするかとい

うことで、やれる対策をいま考えていますが、１つはですね、いま開けてるウエットウェルか

らのＡＯ弁ならびにその小弁はどうやってもギャグが噛ませないタイプなので、今回の３号と

同じようなリスクを持っています。したがいましてこれらのＡＯ

は、いま、またバックアップのコンプレッサーをどこに付けるかというのをいま検討していま

す。一方で、ドライウェルから出るラインのＡＯ

ャグを噛まして強制開にすることが可能です。ただ、当然ここを強制開にするとドライウェル

からのベントということになりますので、放出の影響が圧倒的に違うということで、いま、本

店の方に影響評価ならびにご意見を求めているところでございます。

分かりました。だいたい以上ですか。

あの一、ちょっと細かい話になって恐縮ですけど、●●ですが。今日話にあったように海水の

注入とＰＣＶのベントの関係に注力したということで電源を含んだ電気関係のですね、復旧が

後回しになってるんですね、ご承知のように。で、具体的に言うと、２号のＳＬＣ、３

 号のＣＲＤ、この３つが、あの一、今日とりあえず作業を中断したまま、海水の

投入のほうとベントのほうに力を投入したっていうことになってます。それで、明日以降です

ね、この残ってるＳＬＣ とＣＲＤ

作業が例えば小一時間やれば終わるみたいな作業ではなくて、やっぱりまだ作業時間とかで

すね、準備も含めると結構な時間かかることになるんですね。で、あのーいざ現場に入るとや

っぱりその水素の話とかが残っているので、あまりそのむやみやたらと現場に行って作業を進

めるということも、あまりやりたくないなというふうに考えております。

はい、その話は伺っております。とりあえず、まだ、まだ電源の復旧が遅れているので最終的

にコアスプレイから水を入れるんだけれども、そこのチェッキ弁の前のＭＯ弁までは開けてお

くという作業までは進めておくということは確認しております。それからその後、電源が復旧

した後にＳＬＣとかＣＲＤ が動き始めるので、その辺りを期待したいということは聞いており

ますが、電源の復旧がいまおっしゃったとおり遅れてるってことは認識しております。その辺

の工程等は調整しながら、無駄な、あの、作業にならないようによろしくお願いします。

はい。あのよく相談して進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。

●●君ね、え－っと、まあ、人手が非常に難しいとは思うんだけど、要するに具体的にこうい

う人をこの位ということで本店が協力できるんであれば、それを早めに提示していただければ、

我々のほうからメーカーとか協力企業にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

あっ、分かりました。 

それから２号のですね、失礼、３号の原子炉建屋の水素抜きの話が、あの、一応こっちで《ピ

ー音》さんを中心に検討してくれてるんですけれども、その情報は伝わってますかね？

え一と－、ちょっと検討の中身はおいておいて、●●さんをカウンターパートにしたというこ

とになりましたんで、ていうところまでは承知してますけれど、具体的な中身についてはこっ

ちに聞こえてきてないので、まったく白紙の状態です。

ああ、そうですか。 

あの、いまやってる、いまやってるあれでしょ、ベントとは違ってＨＶＨ

を動かすのと、あと窒素、二酸化炭素を突っ込んで水素と混ぜちゃうってやっです。
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あの一、ちょっと細かい話になって恐縮ですけど、●●ですが。今日話にあったように海水の
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の工程等は調整しながら、無駄な、あの、作業にならないようによろしくお願いします。

はい。あのよく相談して進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。

●●君ね、え－っと、まあ、人手が非常に難しいとは思うんだけど、要するに具体的にこうい

う人をこの位ということで本店が協力できるんであれば、それを早めに提示していただければ、

我々のほうからメーカーとか協力企業にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

それから２号のですね、失礼、３号の原子炉建屋の水素抜きの話が、あの、一応こっちで《ピ

ー音》さんを中心に検討してくれてるんですけれども、その情報は伝わってますかね？

え一と－、ちょっと検討の中身はおいておいて、●●さんをカウンターパートにしたというこ

とになりましたんで、ていうところまでは承知してますけれど、具体的な中身についてはこっ

ちに聞こえてきてないので、まったく白紙の状態です。

あの、いまやってる、いまやってるあれでしょ、ベントとは違ってＨＶＨ
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発言内容 
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さっきもそちらの●●さんに連絡したんですけど、線量が低いうちにベントをどうするかとい

うことで、やれる対策をいま考えていますが、１つはですね、いま開けてるウエットウェルか

らのＡＯ弁ならびにその小弁はどうやってもギャグが噛ませないタイプなので、今回の３号と

同じようなリスクを持っています。したがいましてこれらのＡＯ

は、いま、またバックアップのコンプレッサーをどこに付けるかというのをいま検討していま

す。一方で、ドライウェルから出るラインのＡＯ 弁は今から行けばちょっとした分解点検でギ
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からのベントということになりますので、放出の影響が圧倒的に違うということで、いま、本

店の方に影響評価ならびにご意見を求めているところでございます。

あの一、ちょっと細かい話になって恐縮ですけど、●●ですが。今日話にあったように海水の

注入とＰＣＶのベントの関係に注力したということで電源を含んだ電気関係のですね、復旧が
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店の方に影響評価ならびにご意見を求めているところでございます。 

あの一、ちょっと細かい話になって恐縮ですけど、●●ですが。今日話にあったように海水の

注入とＰＣＶのベントの関係に注力したということで電源を含んだ電気関係のですね、復旧が

後回しになってるんですね、ご承知のように。で、具体的に言うと、２号のＳＬＣ、３

号のＣＲＤ、この３つが、あの一、今日とりあえず作業を中断したまま、海水の

投入のほうとベントのほうに力を投入したっていうことになってます。それで、明日以降です

について、まあ作業を進めていくんですけれど、それぞれ

作業が例えば小一時間やれば終わるみたいな作業ではなくて、やっぱりまだ作業時間とかで

すね、準備も含めると結構な時間かかることになるんですね。で、あのーいざ現場に入るとや

っぱりその水素の話とかが残っているので、あまりそのむやみやたらと現場に行って作業を進

めるということも、あまりやりたくないなというふうに考えております。 

はい、その話は伺っております。とりあえず、まだ、まだ電源の復旧が遅れているので最終的

にコアスプレイから水を入れるんだけれども、そこのチェッキ弁の前のＭＯ弁までは開けてお

くという作業までは進めておくということは確認しております。それからその後、電源が復旧

が動き始めるので、その辺りを期待したいということは聞いており

ますが、電源の復旧がいまおっしゃったとおり遅れてるってことは認識しております。その辺

の工程等は調整しながら、無駄な、あの、作業にならないようによろしくお願いします。

はい。あのよく相談して進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。

●●君ね、え－っと、まあ、人手が非常に難しいとは思うんだけど、要するに具体的にこうい

う人をこの位ということで本店が協力できるんであれば、それを早めに提示していただければ、

我々のほうからメーカーとか協力企業にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

それから２号のですね、失礼、３号の原子炉建屋の水素抜きの話が、あの、一応こっちで《ピ

ー音》さんを中心に検討してくれてるんですけれども、その情報は伝わってますかね？

え一と－、ちょっと検討の中身はおいておいて、●●さんをカウンターパートにしたというこ

とになりましたんで、ていうところまでは承知してますけれど、具体的な中身についてはこっ

あの、いまやってる、いまやってるあれでしょ、ベントとは違ってＨＶＨ を動かすやつでしょ？

を動かすのと、あと窒素、二酸化炭素を突っ込んで水素と混ぜちゃうってやっです。
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うことで、やれる対策をいま考えていますが、１つはですね、いま開けてるウエットウェルか
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はい。あの、要するに緩和ね、緩和。

緩和です。はい。

はい。で、まだちょっと具体的な話はこっちまで聞いてない。

分かりました。じやあ、ここではちょっと詳細すぎるので、後でもう少しそちらと共有してか

ら交換したいと思います。

すいません。オフサイトセンターに本部長いらっしゃいます？

はい、いるよ。

あっ、いま、ちょっと１Ｆさんと本店で今の状況を確認させていただいたんですが、ちょ

と本部長のほうからお話がございましたらお願いします。

えっと、すいません。全部聞けていなかったので、やりますけれども、３号機のベント、それ

から水素を抜く方法について議論してたんだと思いますけれども、３号機、どこまで水素があ

るかというのがよく分からない。ま、１号機よりは早く格納容器のベントを入れているという

ことで格納容器の圧力が上がって原子炉建屋にいろんなものが抜けてくる時間が短かったとい

うことは期待事項としてあると思いますけれども、まあ、あのー、念のために色々検討してお

くということが大事かなと思います。それから、あと２号機についても議論があったように少

し先回りをして打てる手は打っておくということが大事だというふうに思います。それから昨

日も言いましたけれども、少しこの後の中期的課題ということになると思うけども、最後どう

いうふうに収束させていくかということについてはとくに本店側でしっかり絵を描いて準備を

していくということが大事だというふうに思いますのでよろしくお願いします。それから、あ

一、あの一、おー、菅首相それから、あ一、枝野官房長官のプレス等、テレビに流れておりま

したけれども、この後もちろん官邸も含めて適時的確にプラントの状況をインプットしていく

ということが大

ので、情報をしっかり共有していきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。まあ、とにかく昼間も確認しましたが、ベントはいま閉まっていて、

しかも圧が上がっていないという、どこかから漏れてる心配を考えざるを得ないわけで、これ

を最優先課題として、あの一、１

ちょっといいですか、すいません。●●です。燃料プールの件で、ぜひ見たいねっていうお話

についてですね、明日の朝になっちゃいそうなんで、今の状況をきちっと共有したいと思いま

す。新日本ヘリコプターは、あ－、まずバツでした。それから次に自衛隊のほうもいまバツだ

というふうに伺ってます。自衛隊のほうの交渉はそちらの復旧班のほうで●●さんとか●●さ

ん、お二方がやっておられる。新日本ヘリは私のほうが１人で。２つの方策を並行してやって

両方ともバツでした。ただ、両方ともバツが－綾の望みがあってですね、新日本ヘリコプター

についてはちょっと誤解を招いちゃいけないんですけども、中堅層とか、それからパイロット

さんは何とかしてあげたいなと思ってくれてるんだけれども、会社の上層部はやはり周りが汚

染されてるということで、なかなかそこまで踏み切れないなという、会社として許せない、パ

イロットが飛ぶことを許せないという、そういう面もありそうに聞こえております。これ、も

しも、もう一押しするんであれば、東京電力として新日ペリに安全確保は大前提です。それは

うちの放管員も一緒に乗りますからと、そういうことでですね、会社として新日ペリに申し出

る手がもう１つ残

衛隊のほうは伝え聞きですが、もしもいまいらっしゃらなければ私がやってしまいますけれど

も、自衛隊の本部に行ったらば、これはちょっとずるい言い方なんですけれども、防衛省とし

ては法律の問題もあってちょっと言えないと、許可できないと、ただ、現場はいまも放射線測

定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現

場に行ってみれば、という、そういうことを言っているそうで、いまオフサイトセンターで《ピ

ー音》さんが動いてくれ

っちゃうので、どうしても明日プールが見たいとすれば、行けるかどうか分からないけども、

その一綾の望みにかけて動こうと意思統一をしておかないと、この先進まないかなと思います。

ちょっと長くなりました。以上です。

えっと、もしも新日ペリの上のほうに話をしたほうがよければ、私から話をしたいと思います

ので、後、●●さんと少し相談をしたいと思います。
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から水素を抜く方法について議論してたんだと思いますけれども、３号機、どこまで水素があ

るかというのがよく分からない。ま、１号機よりは早く格納容器のベントを入れているという

ことで格納容器の圧力が上がって原子炉建屋にいろんなものが抜けてくる時間が短かったとい

うことは期待事項としてあると思いますけれども、まあ、あのー、念のために色々検討してお

くということが大事かなと思います。それから、あと２号機についても議論があったように少

りをして打てる手は打っておくということが大事だというふうに思います。それから昨

日も言いましたけれども、少しこの後の中期的課題ということになると思うけども、最後どう

いうふうに収束させていくかということについてはとくに本店側でしっかり絵を描いて準備を

していくということが大事だというふうに思いますのでよろしくお願いします。それから、あ
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を最優先課題として、あの一、１
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ては法律の問題もあってちょっと言えないと、許可できないと、ただ、現場はいまも放射線測

定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現

場に行ってみれば、という、そういうことを言っているそうで、いまオフサイトセンターで《ピ
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ちょっと長くなりました。以上です。

えっと、もしも新日ペリの上のほうに話をしたほうがよければ、私から話をしたいと思います

ので、後、●●さんと少し相談をしたいと思います。
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るかというのがよく分からない。ま、１号機よりは早く格納容器のベントを入れているという

ことで格納容器の圧力が上がって原子炉建屋にいろんなものが抜けてくる時間が短かったとい

うことは期待事項としてあると思いますけれども、まあ、あのー、念のために色々検討してお

くということが大事かなと思います。それから、あと２号機についても議論があったように少

りをして打てる手は打っておくということが大事だというふうに思います。それから昨

日も言いましたけれども、少しこの後の中期的課題ということになると思うけども、最後どう

いうふうに収束させていくかということについてはとくに本店側でしっかり絵を描いて準備を

していくということが大事だというふうに思いますのでよろしくお願いします。それから、あ

一、あの一、おー、菅首相それから、あ一、枝野官房長官のプレス等、テレビに流れておりま

したけれども、この後もちろん官邸も含めて適時的確にプラントの状況をインプットしていく

事だというふうに思います。国を挙げて支援体制を組んでいただいております

ので、情報をしっかり共有していきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。まあ、とにかく昼間も確認しましたが、ベントはいま閉まっていて、

しかも圧が上がっていないという、どこかから漏れてる心配を考えざるを得ないわけで、これ

を最優先課題として、あの一、１F さん、申し訳ないですけどよろしくお願いいたします。

ちょっといいですか、すいません。●●です。燃料プールの件で、ぜひ見たいねっていうお話

についてですね、明日の朝になっちゃいそうなんで、今の状況をきちっと共有したいと思いま

す。新日本ヘリコプターは、あ－、まずバツでした。それから次に自衛隊のほうもいまバツだ

というふうに伺ってます。自衛隊のほうの交渉はそちらの復旧班のほうで●●さんとか●●さ

ん、お二方がやっておられる。新日本ヘリは私のほうが１人で。２つの方策を並行してやって

両方ともバツでした。ただ、両方ともバツが－綾の望みがあってですね、新日本ヘリコプター

はちょっと誤解を招いちゃいけないんですけども、中堅層とか、それからパイロット

さんは何とかしてあげたいなと思ってくれてるんだけれども、会社の上層部はやはり周りが汚

染されてるということで、なかなかそこまで踏み切れないなという、会社として許せない、パ

イロットが飛ぶことを許せないという、そういう面もありそうに聞こえております。これ、も

しも、もう一押しするんであれば、東京電力として新日ペリに安全確保は大前提です。それは

うちの放管員も一緒に乗りますからと、そういうことでですね、会社として新日ペリに申し出

っているとは感じております。ただ私はまだ手を出しておりません。で、自

衛隊のほうは伝え聞きですが、もしもいまいらっしゃらなければ私がやってしまいますけれど

も、自衛隊の本部に行ったらば、これはちょっとずるい言い方なんですけれども、防衛省とし

ては法律の問題もあってちょっと言えないと、許可できないと、ただ、現場はいまも放射線測

定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現

場に行ってみれば、という、そういうことを言っているそうで、いまオフサイトセンターで《ピ

てると聞いています。で、このままだとボヤボヤッと明日の朝までな

っちゃうので、どうしても明日プールが見たいとすれば、行けるかどうか分からないけども、

その一綾の望みにかけて動こうと意思統一をしておかないと、この先進まないかなと思います。

ちょっと長くなりました。以上です。 

えっと、もしも新日ペリの上のほうに話をしたほうがよければ、私から話をしたいと思います

ので、後、●●さんと少し相談をしたいと思います。
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していくということが大事だというふうに思いますのでよろしくお願いします。それから、あ
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ちょっといいですか、すいません。●●です。燃料プールの件で、ぜひ見たいねっていうお話
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というふうに伺ってます。自衛隊のほうの交渉はそちらの復旧班のほうで●●さんとか●●さ

ん、お二方がやっておられる。新日本ヘリは私のほうが１人で。２つの方策を並行してやって
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はちょっと誤解を招いちゃいけないんですけども、中堅層とか、それからパイロット

さんは何とかしてあげたいなと思ってくれてるんだけれども、会社の上層部はやはり周りが汚

染されてるということで、なかなかそこまで踏み切れないなという、会社として許せない、パ
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衛隊のほうは伝え聞きですが、もしもいまいらっしゃらなければ私がやってしまいますけれど

も、自衛隊の本部に行ったらば、これはちょっとずるい言い方なんですけれども、防衛省とし
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定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現

場に行ってみれば、という、そういうことを言っているそうで、いまオフサイトセンターで《ピ
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染されてるということで、なかなかそこまで踏み切れないなという、会社として許せない、パ

イロットが飛ぶことを許せないという、そういう面もありそうに聞こえております。これ、も

しも、もう一押しするんであれば、東京電力として新日ペリに安全確保は大前提です。それは

うちの放管員も一緒に乗りますからと、そういうことでですね、会社として新日ペリに申し出

っているとは感じております。ただ私はまだ手を出しておりません。で、自

衛隊のほうは伝え聞きですが、もしもいまいらっしゃらなければ私がやってしまいますけれど

も、自衛隊の本部に行ったらば、これはちょっとずるい言い方なんですけれども、防衛省とし

ては法律の問題もあってちょっと言えないと、許可できないと、ただ、現場はいまも放射線測

定の名目で飛んでいるはずであり、その名目で飛ぶ分には防衛省として文句も言わないから現

場に行ってみれば、という、そういうことを言っているそうで、いまオフサイトセンターで《ピ

てると聞いています。で、このままだとボヤボヤッと明日の朝までな

っちゃうので、どうしても明日プールが見たいとすれば、行けるかどうか分からないけども、

その一綾の望みにかけて動こうと意思統一をしておかないと、この先進まないかなと思います。

えっと、もしも新日ペリの上のほうに話をしたほうがよければ、私から話をしたいと思います
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了解です。じゃあ、個別にお願いします。

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

しくお願いをいたします。

はい、よろしくお願いします。

それではですね、１

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。

福島第二、増田所長？

はい。福島第二、増田です。

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

確認をさせてもらえればと思います。

はい、了解いたしました。えっと一、よろしいですか。

どうぞ。 

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

３月１４日の朝の３時に想定されておりますが、いまＲＨＲＳの

できました。それと、ＲＨＲＣ

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

ります。ただ、これがＲＨＲＣのＤ

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

ことをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

Ｆ、以上です。

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

たいと、こういうことですね。

あの、ごめんなさい。翌朝まではすべては無理です。

ケーブルだけ？

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

動かしたいっていうのが．２Ｆの今の感覚です。

はい、分かりました。それで、増田さんのほうからですね、いま２Ｆ

問題点があったら、ちょっと紹介してほしいんですが、今のような話であれですか。お願い

ます。 

２Ｆの抱えている問題点は、あの、１

ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

してます。正門出てすぐの所、ビジターズホールに傷病者、１

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１
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了解です。じゃあ、個別にお願いします。

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

しくお願いをいたします。 

はい、よろしくお願いします。

それではですね、１F さんのやつを終わりにして。もしもし、いま２Ｆ

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。

福島第二、増田所長？ 

はい。福島第二、増田です。 

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

確認をさせてもらえればと思います。

はい、了解いたしました。えっと一、よろしいですか。

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

３月１４日の朝の３時に想定されておりますが、いまＲＨＲＳの

できました。それと、ＲＨＲＣ

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

ります。ただ、これがＲＨＲＣのＤ

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

とをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

Ｆ、以上です。 

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

たいと、こういうことですね。

あの、ごめんなさい。翌朝まではすべては無理です。

ケーブルだけ？ 

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

動かしたいっていうのが．２Ｆの今の感覚です。

はい、分かりました。それで、増田さんのほうからですね、いま２Ｆ

問題点があったら、ちょっと紹介してほしいんですが、今のような話であれですか。お願い

２Ｆの抱えている問題点は、あの、１

ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

してます。正門出てすぐの所、ビジターズホールに傷病者、１

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１
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発言内容

了解です。じゃあ、個別にお願いします。 

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

 

はい、よろしくお願いします。 

さんのやつを終わりにして。もしもし、いま２Ｆ

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。

 

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

確認をさせてもらえればと思います。 

はい、了解いたしました。えっと一、よろしいですか。

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

３月１４日の朝の３時に想定されておりますが、いまＲＨＲＳの

できました。それと、ＲＨＲＣ の D 号機を運転に入れようとしていま現場の巡視をやっている

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

ります。ただ、これがＲＨＲＣのＤ がちゃんと動くことが大事です。あとはＲＨＲＳのほうも

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

とをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

たいと、こういうことですね。 

あの、ごめんなさい。翌朝まではすべては無理です。

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

動かしたいっていうのが．２Ｆの今の感覚です。

はい、分かりました。それで、増田さんのほうからですね、いま２Ｆ

問題点があったら、ちょっと紹介してほしいんですが、今のような話であれですか。お願い

２Ｆの抱えている問題点は、あの、１Fの傷病者等が出た場合にいま積極的に２Ｆ

ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

してます。正門出てすぐの所、ビジターズホールに傷病者、１

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

 

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

さんのやつを終わりにして。もしもし、いま２Ｆ

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

はい、了解いたしました。えっと一、よろしいですか。 

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

３月１４日の朝の３時に想定されておりますが、いまＲＨＲＳの

号機を運転に入れようとしていま現場の巡視をやっている

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

がちゃんと動くことが大事です。あとはＲＨＲＳのほうも

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

とをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

あの、ごめんなさい。翌朝まではすべては無理です。 

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

動かしたいっていうのが．２Ｆの今の感覚です。 

はい、分かりました。それで、増田さんのほうからですね、いま２Ｆ

問題点があったら、ちょっと紹介してほしいんですが、今のような話であれですか。お願い

の傷病者等が出た場合にいま積極的に２Ｆ

ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

してます。正門出てすぐの所、ビジターズホールに傷病者、１

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１

３号機で冷却停止、ベント） 

 

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

さんのやつを終わりにして。もしもし、いま２Ｆ さんはいらっしゃいま

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

３月１４日の朝の３時に想定されておりますが、いまＲＨＲＳの B 号機を運転に入れることが

号機を運転に入れようとしていま現場の巡視をやっている

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

がちゃんと動くことが大事です。あとはＲＨＲＳのほうも

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

とをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

はい、分かりました。それで、増田さんのほうからですね、いま２Ｆ の抱えている課題いうか、

問題点があったら、ちょっと紹介してほしいんですが、今のような話であれですか。お願い

の傷病者等が出た場合にいま積極的に２Ｆ

ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

してます。正門出てすぐの所、ビジターズホールに傷病者、１F のほうのちょっと具合悪くな

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１

 

まぁ、ともかく、皆さん大変にご苦労さまでありますけれども、まぁ本当に未曽有の状態を経

験しているわけだけれども、こんな時こそ東電テプコスピリッツの発揮どころだというふうに

思います。みんなで力を合わせたら必ずこの危機も乗り越えることができるというふうに信じ

ています。みんなで力を合わせて、また一歩一歩進めていきたいというふうに思います。よろ

さんはいらっしゃいま

す？福島第二は人がそろってますか。いないのか？これ聞こえないのかな。 

いま、情報共有会議やってるんですが、福島第二さんのほうの状況についても、とくに明日ラ

プチャーの破損が予想されるようなタイミングになってきますので、その前後の動きについて

では、えーっと－、２ＦＩですけども、ラブチャーの破損が３月１３日、今日、ごめんなさい、

号機を運転に入れることが

号機を運転に入れようとしていま現場の巡視をやっている

ところです。これから入れます。この２台がまず、入れば多少は除熱が始められると思ってお

がちゃんと動くことが大事です。あとはＲＨＲＳのほうも

Ｂ号機動いたんですがラプチャーディスクは破損しましたので、水をちゃんと外に導くという

とをやる必要があります。ただ、一応除熱機能の確保に向けて第一歩は切れたと思ってます。

２号機、４号機についても、いまその除熱機能を持つポンプ類を動かすためのケーブル引きを

行なっておりまして８０％程ケーブル引きが終わったところです。これから端末処理とか電源

車との接続とか、そういったことを行なうことで、今夜深夜、それと明日の翌朝には優先順位

を決めて２号、４号、１号の他の補機類すべて動かすことで進めていきたいと思ってます。２

はい、ありがとうございました。翌朝までにはすべて、要するに除熱機能を各号機とも回復し

いま、１号は間違いなく今夜深夜まで、２号は翌朝まで、４号はもうちょっと余裕があるんで、

多分、明日一杯。ただ、４号は逆に使用済みの燃料プールの温度が５２℃位まで上がってきて

ますので、それを考えると他の理由で、ラプチャーディスクの破損以外の理由でなるべく早く

の抱えている課題いうか、
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ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域

の設定とかで色々難しくなってきたものですから、いま、ビジターズホールに切り替えようと

のほうのちょっと具合悪くな

った方々をうまく受け入れられる場所を作ってあげて、そこがうまく運用できればいいと思っ

てるんですが、ガソリンがありません。ガソリンが何とか欲しいっていうのが１ つ、それと１
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ておりますが、その受け入れ先として今まで我々の健康管理室を使ってたんですが、管理区域
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Ｆ と行ったり来たりすると車も汚染してしまうんですけれども、何とか１

てもらって途中で１

ば、もう少し少ない人数で効率的に運用ができると思ってます。ということで、１

訳ないですけど、車と運転手を確実に確保していただく、必ず２Ｆ

をとっていただくと効率的になると思ってます。それが一番いまやってほしいことでございま

す。以上。 

まず、ガソリンの問題は、ちょっとお答えしていただけます？

はい、資材班でございますけども、確認します。

じゃ、確認して後ほど回答します。それから、増田さん、え－と、あの、車の問題は１

談されているんでしょ？

１F と相談しても１

いう意味では１

染してもよいという覚悟か、汚染した車でも運転手を本店側で１人誰か専属で確保してくれる

と助かります。

わかりました。

今の１Fにはかわいそうで、お願いはできません。

本店が協力すべき話は運転手ですか、車ですか、両方ですか。

運転手と車、それと２Ｆのビジターズホールに来たところの医師です。

お医者さん？ 

はい。そこはいま、労務人事で動いてくれていると聞いてますので、そこは大丈夫だと思って

ますので、ここでお願いしたいのは。

お医者さんの話は受けてるそうです。それじゃあね、後でちょっとこれも相談して、運転手と

車ですね、これ何台でいいの？１

ええ、１台でいいと思います。

はい、分かりました。検討して後ほど回答したいと思います。

ぜひよろしくお願いします。

あと、なに、技術的には大丈夫なんですか。

技術的にはですね、配電部さんの協力ももらっておりまして、仮設ケーブルでの復旧は何とか

いくんじゃないかといま思っています。何しろ除熱がうまくできないとまずいですから、そこ

までは予断は許しませんけれども、明日一杯で２Ｆ

仮設ケーブルで運転してるってことは運転員から見たら、めくら運転です。

そ、そうだね。はい。

インターロックも保護装置も何もない状態で運転するわけですから、その後、水をたっぷりか

ぶっちやった、海水をどっぷりかぶった遮断機とかメタクラ、パワーセンター、モーターポン

プ類をぜーんぶ洗ってきれいにしないと元に戻せません。ということで、ここはまた、配電部

さんの電気のプロにですね、ちょっとしばらくいていただいて、その方々と福島第二の人間で

一生懸命みんなで水で洗うと。そして充電を順番にしていって運転員が監視できる運転に持っ

ていくというふうにしないとだめだと思ってます。そこまでやって初めてシャットダウンクー

リングができ上がると思ってます。
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と行ったり来たりすると車も汚染してしまうんですけれども、何とか１

てもらって途中で１F の車から２Ｆの車に乗り換えるっていう方法を取り続けることができれ

ば、もう少し少ない人数で効率的に運用ができると思ってます。ということで、１

訳ないですけど、車と運転手を確実に確保していただく、必ず２Ｆ

をとっていただくと効率的になると思ってます。それが一番いまやってほしいことでございま

まず、ガソリンの問題は、ちょっとお答えしていただけます？

はい、資材班でございますけども、確認します。

じゃ、確認して後ほど回答します。それから、増田さん、え－と、あの、車の問題は１

談されているんでしょ？ 

と相談しても１Fかわいそうで、１

いう意味では１F といっくら相談したって無理です。できるだけ本店が別の車を持ってきて汚

染してもよいという覚悟か、汚染した車でも運転手を本店側で１人誰か専属で確保してくれる

と助かります。 

わかりました。 

にはかわいそうで、お願いはできません。

本店が協力すべき話は運転手ですか、車ですか、両方ですか。

運転手と車、それと２Ｆのビジターズホールに来たところの医師です。

 

はい。そこはいま、労務人事で動いてくれていると聞いてますので、そこは大丈夫だと思って

ますので、ここでお願いしたいのは。

お医者さんの話は受けてるそうです。それじゃあね、後でちょっとこれも相談して、運転手と

車ですね、これ何台でいいの？１

ええ、１台でいいと思います。

はい、分かりました。検討して後ほど回答したいと思います。

ぜひよろしくお願いします。 

あと、なに、技術的には大丈夫なんですか。

技術的にはですね、配電部さんの協力ももらっておりまして、仮設ケーブルでの復旧は何とか

いくんじゃないかといま思っています。何しろ除熱がうまくできないとまずいですから、そこ

までは予断は許しませんけれども、明日一杯で２Ｆ

仮設ケーブルで運転してるってことは運転員から見たら、めくら運転です。

そ、そうだね。はい。 

インターロックも保護装置も何もない状態で運転するわけですから、その後、水をたっぷりか

ぶっちやった、海水をどっぷりかぶった遮断機とかメタクラ、パワーセンター、モーターポン

プ類をぜーんぶ洗ってきれいにしないと元に戻せません。ということで、ここはまた、配電部

さんの電気のプロにですね、ちょっとしばらくいていただいて、その方々と福島第二の人間で

一生懸命みんなで水で洗うと。そして充電を順番にしていって運転員が監視できる運転に持っ

ていくというふうにしないとだめだと思ってます。そこまでやって初めてシャットダウンクー

でき上がると思ってます。
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と行ったり来たりすると車も汚染してしまうんですけれども、何とか１

の車から２Ｆの車に乗り換えるっていう方法を取り続けることができれ

ば、もう少し少ない人数で効率的に運用ができると思ってます。ということで、１

訳ないですけど、車と運転手を確実に確保していただく、必ず２Ｆ

をとっていただくと効率的になると思ってます。それが一番いまやってほしいことでございま

まず、ガソリンの問題は、ちょっとお答えしていただけます？

はい、資材班でございますけども、確認します。

じゃ、確認して後ほど回答します。それから、増田さん、え－と、あの、車の問題は１

かわいそうで、１F の車はもうすべて汚染されているわけですから、そう

といっくら相談したって無理です。できるだけ本店が別の車を持ってきて汚

染してもよいという覚悟か、汚染した車でも運転手を本店側で１人誰か専属で確保してくれる

にはかわいそうで、お願いはできません。

本店が協力すべき話は運転手ですか、車ですか、両方ですか。

運転手と車、それと２Ｆのビジターズホールに来たところの医師です。

はい。そこはいま、労務人事で動いてくれていると聞いてますので、そこは大丈夫だと思って

ますので、ここでお願いしたいのは。 

お医者さんの話は受けてるそうです。それじゃあね、後でちょっとこれも相談して、運転手と

車ですね、これ何台でいいの？１ 台でいいの？

ええ、１台でいいと思います。 

はい、分かりました。検討して後ほど回答したいと思います。

 

あと、なに、技術的には大丈夫なんですか。

技術的にはですね、配電部さんの協力ももらっておりまして、仮設ケーブルでの復旧は何とか

いくんじゃないかといま思っています。何しろ除熱がうまくできないとまずいですから、そこ

までは予断は許しませんけれども、明日一杯で２Ｆ

仮設ケーブルで運転してるってことは運転員から見たら、めくら運転です。

インターロックも保護装置も何もない状態で運転するわけですから、その後、水をたっぷりか

ぶっちやった、海水をどっぷりかぶった遮断機とかメタクラ、パワーセンター、モーターポン

プ類をぜーんぶ洗ってきれいにしないと元に戻せません。ということで、ここはまた、配電部

さんの電気のプロにですね、ちょっとしばらくいていただいて、その方々と福島第二の人間で

一生懸命みんなで水で洗うと。そして充電を順番にしていって運転員が監視できる運転に持っ

ていくというふうにしないとだめだと思ってます。そこまでやって初めてシャットダウンクー

でき上がると思ってます。 
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と行ったり来たりすると車も汚染してしまうんですけれども、何とか１

の車から２Ｆの車に乗り換えるっていう方法を取り続けることができれ

ば、もう少し少ない人数で効率的に運用ができると思ってます。ということで、１

訳ないですけど、車と運転手を確実に確保していただく、必ず２Ｆ

をとっていただくと効率的になると思ってます。それが一番いまやってほしいことでございま

まず、ガソリンの問題は、ちょっとお答えしていただけます？

はい、資材班でございますけども、確認します。 

じゃ、確認して後ほど回答します。それから、増田さん、え－と、あの、車の問題は１

の車はもうすべて汚染されているわけですから、そう

といっくら相談したって無理です。できるだけ本店が別の車を持ってきて汚

染してもよいという覚悟か、汚染した車でも運転手を本店側で１人誰か専属で確保してくれる

にはかわいそうで、お願いはできません。 

本店が協力すべき話は運転手ですか、車ですか、両方ですか。

運転手と車、それと２Ｆのビジターズホールに来たところの医師です。

はい。そこはいま、労務人事で動いてくれていると聞いてますので、そこは大丈夫だと思って

お医者さんの話は受けてるそうです。それじゃあね、後でちょっとこれも相談して、運転手と

台でいいの？ 

はい、分かりました。検討して後ほど回答したいと思います。

あと、なに、技術的には大丈夫なんですか。 

技術的にはですね、配電部さんの協力ももらっておりまして、仮設ケーブルでの復旧は何とか

いくんじゃないかといま思っています。何しろ除熱がうまくできないとまずいですから、そこ

までは予断は許しませんけれども、明日一杯で２Ｆ は踏ん張るつもりです。その後、実はその

仮設ケーブルで運転してるってことは運転員から見たら、めくら運転です。

インターロックも保護装置も何もない状態で運転するわけですから、その後、水をたっぷりか

ぶっちやった、海水をどっぷりかぶった遮断機とかメタクラ、パワーセンター、モーターポン

プ類をぜーんぶ洗ってきれいにしないと元に戻せません。ということで、ここはまた、配電部

さんの電気のプロにですね、ちょっとしばらくいていただいて、その方々と福島第二の人間で

一生懸命みんなで水で洗うと。そして充電を順番にしていって運転員が監視できる運転に持っ

ていくというふうにしないとだめだと思ってます。そこまでやって初めてシャットダウンクー
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と行ったり来たりすると車も汚染してしまうんですけれども、何とか１

の車から２Ｆの車に乗り換えるっていう方法を取り続けることができれ

ば、もう少し少ない人数で効率的に運用ができると思ってます。ということで、１

訳ないですけど、車と運転手を確実に確保していただく、必ず２Ｆは途中で受け取るという形

をとっていただくと効率的になると思ってます。それが一番いまやってほしいことでございま

まず、ガソリンの問題は、ちょっとお答えしていただけます？ 

じゃ、確認して後ほど回答します。それから、増田さん、え－と、あの、車の問題は１

の車はもうすべて汚染されているわけですから、そう

といっくら相談したって無理です。できるだけ本店が別の車を持ってきて汚

染してもよいという覚悟か、汚染した車でも運転手を本店側で１人誰か専属で確保してくれる

本店が協力すべき話は運転手ですか、車ですか、両方ですか。 

運転手と車、それと２Ｆのビジターズホールに来たところの医師です。 

はい。そこはいま、労務人事で動いてくれていると聞いてますので、そこは大丈夫だと思って

お医者さんの話は受けてるそうです。それじゃあね、後でちょっとこれも相談して、運転手と

はい、分かりました。検討して後ほど回答したいと思います。 

技術的にはですね、配電部さんの協力ももらっておりまして、仮設ケーブルでの復旧は何とか

いくんじゃないかといま思っています。何しろ除熱がうまくできないとまずいですから、そこ

は踏ん張るつもりです。その後、実はその

仮設ケーブルで運転してるってことは運転員から見たら、めくら運転です。

インターロックも保護装置も何もない状態で運転するわけですから、その後、水をたっぷりか

ぶっちやった、海水をどっぷりかぶった遮断機とかメタクラ、パワーセンター、モーターポン

プ類をぜーんぶ洗ってきれいにしないと元に戻せません。ということで、ここはまた、配電部

さんの電気のプロにですね、ちょっとしばらくいていただいて、その方々と福島第二の人間で

一生懸命みんなで水で洗うと。そして充電を順番にしていって運転員が監視できる運転に持っ

ていくというふうにしないとだめだと思ってます。そこまでやって初めてシャットダウンクー
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はい、じゃあこちらからも配電部さんによくお願いしておきます。

ぜひ。いま、１５０人も来ていただいていて本当に心強く思ってます。ありがとうございます。

ぜひ、もうしばらくお願いします。

はい。 

増田さーん、石崎です。聞こえますか。

はい、増田です。はい、聞こえます。

富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

くなって困ってるという話がありました。

わかりました。

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し

てくれてるそうなんですけども、富岡の議長もですね、２Ｆとちょっと連絡が取りづらくて２

Ｆ の状況が最近、至近の状況が分かんなくて、町民に説明できずに困っているという話があり

ました。 

わかりました。

ということで、ちょっと、あの、ぜひ番号を控えてもらえますか。

電話がですね、ほとんど通じないんです。あの、電話番号は控えますが、富岡は川内、楢葉は

平にいますので、明日、両方ともうちの人間がしっかりと説明に行くようにします。その上で

すみません、電話番号をお願いいたします。

はい、お願いします。それからですね、ちょっと、１

はい、１F、聞こえます。

１F ですね、ちょっとマスコミからこんな話が来ました。１

員２名、その社員の捜索はどうなってるのかと。人命救助の観点からも急ぐべきではないのか

と、とくにそういう説明がないので、マスコミの中で不信感を持っている人がいると、そんな

情報が入ってきましたんで、よろしくお願いします。

はい。 

すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ

こまで確認してます。ただ、そこでもう水が一杯になっていて掻き出せないというとこまで止

まってるというような状況です。

そういったことを丁寧に説明してあげてください。こちらも問い合わせがあれば言っておきま

すけどもお願いします。

はい。 

それから２Ｆ 

お願いいたします。

この電話が●●さんが出ますから、●●さんを通して●●に繋いでもらうと、いうことになり
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はい、じゃあこちらからも配電部さんによくお願いしておきます。

ぜひ。いま、１５０人も来ていただいていて本当に心強く思ってます。ありがとうございます。

ぜひ、もうしばらくお願いします。

増田さーん、石崎です。聞こえますか。

はい、増田です。はい、聞こえます。

富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

くなって困ってるという話がありました。

わかりました。 

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し

てくれてるそうなんですけども、富岡の議長もですね、２Ｆとちょっと連絡が取りづらくて２

の状況が最近、至近の状況が分かんなくて、町民に説明できずに困っているという話があり

わかりました。 

ということで、ちょっと、あの、ぜひ番号を控えてもらえますか。

電話がですね、ほとんど通じないんです。あの、電話番号は控えますが、富岡は川内、楢葉は

平にいますので、明日、両方ともうちの人間がしっかりと説明に行くようにします。その上で

すみません、電話番号をお願いいたします。

はい、お願いします。それからですね、ちょっと、１

、聞こえます。 

ですね、ちょっとマスコミからこんな話が来ました。１

員２名、その社員の捜索はどうなってるのかと。人命救助の観点からも急ぐべきではないのか

と、とくにそういう説明がないので、マスコミの中で不信感を持っている人がいると、そんな

情報が入ってきましたんで、よろしくお願いします。

すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ

こまで確認してます。ただ、そこでもう水が一杯になっていて掻き出せないというとこまで止

まってるというような状況です。

そういったことを丁寧に説明してあげてください。こちらも問い合わせがあれば言っておきま

すけどもお願いします。 

 の増田さん、先ほどの電話番号ですけど、念のために言っておきます。●●。

お願いいたします。 

この電話が●●さんが出ますから、●●さんを通して●●に繋いでもらうと、いうことになり
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発言内容

はい、じゃあこちらからも配電部さんによくお願いしておきます。

ぜひ。いま、１５０人も来ていただいていて本当に心強く思ってます。ありがとうございます。

ぜひ、もうしばらくお願いします。 

増田さーん、石崎です。聞こえますか。 

はい、増田です。はい、聞こえます。 

富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

くなって困ってるという話がありました。 

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し
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と、とくにそういう説明がないので、マスコミの中で不信感を持っている人がいると、そんな

情報が入ってきましたんで、よろしくお願いします。

すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ
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富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

 

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し

てくれてるそうなんですけども、富岡の議長もですね、２Ｆとちょっと連絡が取りづらくて２
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すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ

こまで確認してます。ただ、そこでもう水が一杯になっていて掻き出せないというとこまで止
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ぜひ。いま、１５０人も来ていただいていて本当に心強く思ってます。ありがとうございます。

富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し

てくれてるそうなんですけども、富岡の議長もですね、２Ｆとちょっと連絡が取りづらくて２

の状況が最近、至近の状況が分かんなくて、町民に説明できずに困っているという話があり

電話がですね、ほとんど通じないんです。あの、電話番号は控えますが、富岡は川内、楢葉は

平にいますので、明日、両方ともうちの人間がしっかりと説明に行くようにします。その上で

 

でいま、行方不明になってる社

員２名、その社員の捜索はどうなってるのかと。人命救助の観点からも急ぐべきではないのか

と、とくにそういう説明がないので、マスコミの中で不信感を持っている人がいると、そんな

すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ

こまで確認してます。ただ、そこでもう水が一杯になっていて掻き出せないというとこまで止

そういったことを丁寧に説明してあげてください。こちらも問い合わせがあれば言っておきま

の増田さん、先ほどの電話番号ですけど、念のために言っておきます。●●。

この電話が●●さんが出ますから、●●さんを通して●●に繋いでもらうと、いうことになり

 

ぜひ。いま、１５０人も来ていただいていて本当に心強く思ってます。ありがとうございます。

富岡のですね、議会の●●から先ほど電話があって、２Ｆの皆さんとちょっと連絡が取りづら

それで、先方もですね、避難場所がいくつかあって、そこをいま移動して２Ｆの状況を説明し

てくれてるそうなんですけども、富岡の議長もですね、２Ｆとちょっと連絡が取りづらくて２

の状況が最近、至近の状況が分かんなくて、町民に説明できずに困っているという話があり

電話がですね、ほとんど通じないんです。あの、電話番号は控えますが、富岡は川内、楢葉は

平にいますので、明日、両方ともうちの人間がしっかりと説明に行くようにします。その上で

でいま、行方不明になってる社

員２名、その社員の捜索はどうなってるのかと。人命救助の観点からも急ぐべきではないのか

と、とくにそういう説明がないので、マスコミの中で不信感を持っている人がいると、そんな

すいません。その話ですが、ま、まずは、タービンの地下面が完全に水没してること、そこま

では確認してます。どのエリアが水没してるかというのを現場のパトロールをしてもらってそ

こまで確認してます。ただ、そこでもう水が一杯になっていて掻き出せないというとこまで止

そういったことを丁寧に説明してあげてください。こちらも問い合わせがあれば言っておきま

の増田さん、先ほどの電話番号ですけど、念のために言っておきます。●●。 

この電話が●●さんが出ますから、●●さんを通して●●に繋いでもらうと、いうことになり



 

時刻

 

 

20:57 

 

 

 

20:58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:59 

 

 場所

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

東京電力

 

場所 発言者

増田所長

本店 

増田所長

本店 

増田所長

本店 

増田所長

本店 

増田所長

高橋フェロー

厚生班

増田所長

厚生班

増田所長

厚生班

増田所長

厚生班

増田所長

厚生班

増田所長

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

増田所長  

  

増田所長  

  

増田所長  

  

増田所長  

  

増田所長  

高橋フェロー  

厚生班  

増田所長  

厚生班  

増田所長  

厚生班  

増田所長  

厚生班  

増田所長  

厚生班  

増田所長  

テレビ会議 2011 年

 

ます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

せん、我々、そこはいま、自分たちのやつを一生懸命洗ってるんで

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

えっと一、３００ｋＶＡ用の

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね…

ありがとうございます。使わせていただきます。

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

どうもありがとうございます。

じゃ、●●さん、お願いします。

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

ましたんで、それだけお答えしておきますが。

ありがとうございます。

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

ほうからお医者さんがお１人、内科の先生が行きます。

ありがとうございます。

それから、看護師さんが２人。

看護師さん２人。

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

島第二の正門に来てください。

分かりました。それはそういうふうに伝えます。

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

というのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。

年 3月 13 日 

  215 / 236

ます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

せん、我々、そこはいま、自分たちのやつを一生懸命洗ってるんで

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

えっと一、３００ｋＶＡ用の 

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね…

ありがとうございます。使わせていただきます。

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

どうもありがとうございます。

じゃ、●●さん、お願いします。

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

ましたんで、それだけお答えしておきますが。

ありがとうございます。 

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

ほうからお医者さんがお１人、内科の先生が行きます。

ありがとうございます。 

それから、看護師さんが２人。

看護師さん２人。 

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

島第二の正門に来てください。

分かりました。それはそういうふうに伝えます。

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

というのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

ます。よろしくお願いします。 

はい、ありがとうございました。 

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

せん、我々、そこはいま、自分たちのやつを一生懸命洗ってるんで

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

 のですね、トランスが１台です。

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね…

ありがとうございます。使わせていただきます。

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

どうもありがとうございます。 

じゃ、●●さん、お願いします。 

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

ましたんで、それだけお答えしておきますが。

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

ほうからお医者さんがお１人、内科の先生が行きます。

それから、看護師さんが２人。 

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

島第二の正門に来てください。 

分かりました。それはそういうふうに伝えます。

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

というのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

せん、我々、そこはいま、自分たちのやつを一生懸命洗ってるんで

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

のですね、トランスが１台です。

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね…

ありがとうございます。使わせていただきます。 

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

ましたんで、それだけお答えしておきますが。 

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

ほうからお医者さんがお１人、内科の先生が行きます。 

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

分かりました。それはそういうふうに伝えます。 

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

というのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

せん、我々、そこはいま、自分たちのやつを一生懸命洗ってるんですけど、メガーが上がらな

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

のですね、トランスが１台です。 

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね…

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

というのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。 

 

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

いて持っていっていただければいいと思いますので。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

すけど、メガーが上がらな

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。

すいません、ちょっとごめんなさい、何ｋＶＡ、ちょっと、つかみ損ねたんですが。 

３０００ｋＶＡ。ごめんなさい。３０００ｋＶＡ。３０００、いやちょっとね… …。 

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、

 

じゃあ、すいません、あの、パワーセンターの変圧器が川崎火力からもう福二用ということで、

あの、広野火力まで持っていってるんですね、そこのところはご存じなのかどうか。もう、忙

しいんでしょうけども、一応、広野にありますからと、あの、ぜひ、そこのところ承知してお

ありがとうございます。パワーセンターのトランスがあるとですね、かなり便利です。すいま

すけど、メガーが上がらな

くて困ってましたので、ぜひ、広野に行っていただいてきます。何台あるんでしょうか。 

詳細のスペックが知りたかったら連絡ください。こちらからファックスか何かで送りますから。 

すいません、厚生班の●●でございますけれども。増田さんのほうからお医者さんの話があり

福島地区のですね、全体の強化ということで健康管理室の応援ということにいたしますが、明

日から福島第二のサービスホールに拠点を置くということにいたしましてですね、東電病院の

はい。それから、事務総括で、事務職がですね１名、トータル４名のスタッフで福島第二のサ

ービスホールに行きます。これは福島第二と福島第一両方を診るということで行きますので。 

はい、ありがとうございます。サービスホールに行かれますと、ちょっと困ります。あの、福

えーっとですね、広野辺りまで来ますと、それからは立ち入り禁止区間だということで別の場

所に誘導されて、色々資機材もですね、広野まで来て、あと１０分、１５分だと思っていると

みんな三春のほうに回されて１時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。ぜひ、広野ま

で来たときに福島第二に行くんだって言って、よく説明していただいて来ていただくように、



 

時刻

 

 

 

 

21:00 

 

 

 

 

21:01 

 

21:02 

 

 

 

 

 

 

 

 場所

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

東京電力

 

場所 発言者

厚生班

増田所長

厚生班

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

厚生班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

資材班

オフサイトセ ＯＳＣ

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

厚生班  

増田所長  

厚生班  

増田所長  

ＯＳＣ  

増田所長  

ＯＳＣ  

増田所長  

ＯＳＣ  

増田所長  

厚生班  

ＯＳＣ  

増田所長  

ＯＳＣ  

増田所長  

ＯＳＣ  

資材班  

ＯＳＣ  

テレビ会議 2011 年

 

わかりました。

なかなかいま、この地区に車が入ってこられないようになってますので、資機材がなかなかス

ムーズに届きません。その辺ちょっとご承知おきいただくと、スムーズに来られると思います。

よろしくお願いします。

はい。分かりました。なお、長期戦覚悟ですので、交替制で回していきますのでよろしくお願

いします。 

どうぞよろしくお願いいたします。

すいません、オフサイトセンター●●ですが、増田所長、この度１

けていただきまして大変ありがとうございました。もうすぐそちらのほうに移送ができるかと

思いますけども、よろしくお願いいたします。

すでにですね、５人、６人の方がいらっしゃってますし、何人かの方はよくなってしかも除染

もうまくいってですね、お帰りになった方もいらっしやいます。

ありがとうございます。

明日また１７人位来ると聞いてますので、手厚くケアしますんで。手厚くケアさせていただき

ます。 

それからですね、いま、こちらに県警の方がおられるんですが、今の避難区域の中に入る時に

はですね、車の番号と運転手のお名前をいただければ、こちらのほうでスムーズに入る手続き

ができますので、ぜひ教えてください。

これが逆にですね、資機材を本店のほうで頼んでいただいて送っていただいている物が、一番

我々って欲しいのに、いなくなっちゃうんですよ。ですから、本店で資材を送っていただく時

にその会社の運転手さんによく説明していただく必要があります。また、そういう会社の方々

はここは立ち入り禁止区域なんだからということで、中に来たとしてもすぐ帰ろうとします。

ですから、その辺もよく諭していただいて、立ち入り禁止区域といっても決して危ない場所じ

ゃないんだと、そういう所には行かないようにするからちゃんと言うことを聞いてくれ、と言

ってくれると、我々、来てくれるトラックとか資機材含めて全部有効活用ができると思ってま

すので、ぜひ、本店で資機材調達の時に少しご配慮いただけると助かります。

手続きの件、了解しました。

いずれにしても、資機材は小名浜のコールセンターのほうに集中して集められるようになって

いるので、そこから運ぶ時にはきっとそれぞれの車両でやっていくことになるかと思いますが。

であればですね、我々のほうから小名浜のコールセンターに人を行かせてですね、そこで一緒

に見たほうが効率的かもしれませんので、明日、小名浜のコールセンターに人を行かせるよう

にちょっと手配します。

あっ、分かりました。

よろしくお願いします。

はい、あの、本店の資材さんと厚生班に色々とお世話になってます。よろしくお願いいたしま

す。 

本店資材班でございます。よろしくお願いいたします。

あっ、もう１個、情報なんですが、こちらのほうに航空自衛隊の方がおられてですね、航空写

真みたいなものを撮られてるかどうかというところを問い合わせさせていただいたんですが、
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市ヶ谷にある航空幕僚監部というところでそのような行為を行なっているかもしれないという

情報をいただきましたんで、本店のほうの●●さんにそれを伝えてあります。よろしくお願い

します。 

もしもーし、１

さい。今回の件で、立地４町プラス合わせて８力町村の皆さんが避難をされています。約７万

から８万人と言われてますけども、それぞれの町にですね、どういったものが必要かをいま聞

いてもらってまして、いまそれを全部こういった表でまとめてありますが、いずれ品物、資材

さんの協力の下に用意をして現地に搬入する予定をしております。それぞれの避難先にですね、

米とか食料と暖房関係とか取り揃えて持ってまいりますので、ご承知おきください。また行く

時は連絡しますけども。以上です。

はい、すいません。よろしくお願いします。

えっと、福島第二もですね、すでに４町の避難場所にはクッキーとか毛布とかそんなに数は出

せないんですけど、ごめんなさい、２町の富岡と楢葉の２町にはそういうことをやっておりま

す。 

はい、あの一、了解しました。こちらはですね、すでに具体的に町長さんに直接どんな物が必

要か聞いてそれに沿った物を用意してますんで。そういったサイトの独自の活動に合わせて本

店でもバックアップいたしますので、ご承知おきください。以上です。

本店、資材班、了解いたしました。

それでは、本部長、何か２Ｆの話を聞いて、何かございますか。

あの、プラントの状態は安定をしていると理解しますけれども、あの、ラプチャーディスクが

はじけるということになるので、できるだけ早く海水系を復旧するということで努力をされて

いることだと思います。あの、電源系は外部電源、岩井戸線も入ったし、だいぶ安定感を増し

たんだろうと思いますけれども、まだ正常な状態というにはちょっとまだ距離が１、２、４号

はあるので予断を持たずに、しっかりとよく監視をしながら復旧を進めていただければと思い

ます。よろしくお願いをいたします。

ありがとうございます。工務部さん、ありがとうございました。岩井戸線２ラインを復旧して

いただいたおかげでとっても安心感を持って復旧作業を行なっております。ありがとうござい

ます。 

じゃあ、ちょっと最後になっちゃいましたが、いつもあの、応援でお世話になってます柏崎の

横村さん、いらっしゃいます？

はい、聞こえてます。

何かございましたら。こちらからはもうお礼しかないんですけど。

ええ、あの一、こっちもですね、ずっとウォッチしてますので、気がついたらどんどん会議に

参加させていただきますんで、引き続きよろしくお願いします。

はい、こちらこそ、よろしくお願いします。

色々とサポート、ありがとうございます。

ええ。それからですね、ちょっとあの、こっちの電源、すごい貴重なんで、すいませんが、地

震の復旧工事は一時中断ということで不要不急の工事やめてますんで。そこだけちょっと本部

長お知りおきください。

了解しました。
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はあるので予断を持たずに、しっかりとよく監視をしながら復旧を進めていただければと思い

ありがとうございます。工務部さん、ありがとうございました。岩井戸線２ラインを復旧して

いただいたおかげでとっても安心感を持って復旧作業を行なっております。ありがとうござい

じゃあ、ちょっと最後になっちゃいましたが、いつもあの、応援でお世話になってます柏崎の

ええ、あの一、こっちもですね、ずっとウォッチしてますので、気がついたらどんどん会議に

ええ。それからですね、ちょっとあの、こっちの電源、すごい貴重なんで、すいませんが、地

震の復旧工事は一時中断ということで不要不急の工事やめてますんで。そこだけちょっと本部
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はい、ありがとうございます。

ほかになければこれでちょっと情報共有会議は終わりたいと思います。

すいません、じやあ、１点、いま福島事務所がですね、県庁対応を一手に引き受けて頑張って

くれてます。ただ県庁対応をやる技術系の人がですね、１人しかいないんですね。それで、そ

の人がもう３日間徹夜で頑張ってくれてるんですけど、そろそろ体力的に限界＝。

で、ぜひ技術系のバックアップ支援者をですね。最低１人欲しいという要望が福島事務所から

来てますんで、具体的にこれから●●さん等々と相談させてもらいますんで、ぜひよろしくお

願いします。 

あのー、調整をよろしくお願いします。よろしいですか。じやあ、あのーまだまだ大変ですけ

どもよろしくお願いいたします。じやあ、会議終わりにします。ありがとうございました。

あの、一点だけ追加で。

どうぞどうぞ。

プラントの情報なんですけど、結局３号機のドライウェル圧力、サプチャー圧力、サプチャン

圧力はあれなんですけど、ドライウェル圧力がですね。え－、４２５でずーっと安定していた

のが、つい先ほど２０時４５分からですね、若干下がり傾向で、４２５が４１０、４０５、４

００、３９５ 

ああ、やあベントが開いていることを期待してます。はい。

ベントが開いたのかな、ということが期待できる、ということです。

はい。ああ、じやあ、引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。

２Ｆ１のほうもＲＨＲＣのＤ

ああ、よかったね。

RＣＷ が動いてないから長時間は無理ですけど、まずは除熱ができる状況になりました。引き

続き２号機、４号機のほうに取り組みます。

はい。２Ｆも頑張ってください。

よかった。 

ご安全に。 

あのぅ、１つ、１つ確認と提案があるんですが、よろしいでしょうか。え－と、この輪番停電

のニュースが流れていますけど、あのぅ、各ですね、１０支店とそれから４５支社。え－と、

要するに需給逼迫と同じようにですね、各自治体の長、市町村長からあるいは県庁それから各

警察と消防、これにこの状況をですね、電話でも、あるいは訪問でも、とりあえず筋を通して

その長に説明をしておいたほうがいいと思うんですね。例えば、警察であれば交通整理に出て

いただくことになると思いますし、それから各県庁あるいは市区町村もおそらく対応があると

思いますんで、一言でいいから「こういうことになっておりますのでよろしく」ということを

言ってあげたほうがいいんじゃないかなと思います。これはおそらく営業ラインで需給逼迫と

同じように各店長、支社長にお願いするほうがいいんじゃないかと思いますけど、この辺は営

業のほうでは。

あっ、す、すいません。その件は実は情報共有しようと思っておりましたけど、情報班第二の

ほうで営業方とも調整していただいてる内容、ちょっとご紹介いただいていいですか。お話出
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ほうで営業方とも調整していただいてる内容、ちょっとご紹介いただいていいですか。お話出
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ましたんで。 

じゃあ、営業情報第一のほうがおられないんで、第二のほうからお願いします。

一応ですね、え－、今日の２時にですね、各●●等々ですね、各支店、支店長とですね、テレ

ビ会議をやりまして、この輪番停電についての説明をしてあります。それによって各自治体、

警察関係ですね、いわゆる地域対応の人間とですね、営業とで回ると、明日から回るというこ

との準備をしていただくようにはなってます。してあります。それから併せて、先ほど出まし

た警視庁、警察庁、消防庁、これは個別にですね、こちら本店のほう

す。以上です。

はい、分かりました。ありがとうございます。

あっ、すいません。あの一、オフサイトセンターの●●です。先ほど２Ｆの増田所長からです

ね、ガソリンの必要性についてお話がありましたけども、いまですね、我々がやろうとしてお

りますのは、小名浜コールセンターにガソリンが８００Ｌ位ありますので、それを取りに行こ

うと思っておりますけども。これはちょっと自力では取りに行けないので、自衛隊に運搬をお

願いしております。ただ、いまですね、自衛隊はですね、２Ｆ

で、それが戻ってきたらですね、調整をして出発していただくということになりますので、ち

ょっとですね、時間はかかりそうな気がいたします。これは最終的に２Ｆ

てますが、ガソリンの必要性はかなり逼迫してます？

感じでしょうか。

あっ、すいません、オフサイトセンターの●●です。それではちょっと個別に調整させてくだ

さい。以上です。

福島第一も厳しいので、よろしくお願いいたします。

すいません。２Ｆさんの回答が聞こえませんでした。もう一回お願いいたします。

えっと、復旧班です。本店のかたもよろしくお願いします。先ほど、吉田所長からありました

ように、ドライウェル、サブレッションチェンバーの圧力ともに下がり傾向に入り始めました。

あっ、ちょっとテレビに入ってるんで、はい。

したがいまして９時１０分に１

しております。本店さん、よろしいでしょうか。本店●●、今の、聞こえましたでしょうか。

テレビに入ってて聞こえませんでした。もう一度お願いします。

先ほど、吉田部長、いや吉田所長からありましたように、サブレッションプール、ドライウェ

ルともにですね、２号、圧力が下がり始めました。９時１０分にですね、１Ｆとしてはベント

弁が再び開になったものと判断しております。これからコンプレッサーの燃料補給に向かいま

す。 

えっ、今の３、あの、３号の話でしょ？

あっ、ごめんなさい。３号です。すいません、もう頭ぼけています、はい、３号です。

ああ、はい、いえ。頑張って。よかったね、はい。どうもありがとう。

あれ、●●さんさ。●●さん。３号、ベント弁、開してるから、モニタリングポストとかその

辺ちょっと注意してください。監視。

はい、ごめんなさい。３号です、３号。

モニタリングポスト、ＭＰ
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じゃあ、営業情報第一のほうがおられないんで、第二のほうからお願いします。

一応ですね、え－、今日の２時にですね、各●●等々ですね、各支店、支店長とですね、テレ

ビ会議をやりまして、この輪番停電についての説明をしてあります。それによって各自治体、

警察関係ですね、いわゆる地域対応の人間とですね、営業とで回ると、明日から回るというこ

との準備をしていただくようにはなってます。してあります。それから併せて、先ほど出まし

た警視庁、警察庁、消防庁、これは個別にですね、こちら本店のほうから説明に行っておりま
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ね、ガソリンの必要性についてお話がありましたけども、いまですね、我々がやろうとしてお

りますのは、小名浜コールセンターにガソリンが８００Ｌ位ありますので、それを取りに行こ
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それともある程度、半日位待てるような

あっ、すいません、オフサイトセンターの●●です。それではちょっと個別に調整させてくだ

すいません。２Ｆさんの回答が聞こえませんでした。もう一回お願いいたします。

えっと、復旧班です。本店のかたもよろしくお願いします。先ほど、吉田所長からありました

ように、ドライウェル、サブレッションチェンバーの圧力ともに下がり傾向に入り始めました。

としましては、ベント弁が開になったものというふうに判断
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あれ、●●さんさ。●●さん。３号、ベント弁、開してるから、モニタリングポストとかその
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後して見ますと変化はまだ見られていません。ちょうど西側です、西側。また正門のほうにお

きましても、１９時から２０

のが２４位まで上がっています。これＭＰ

北側です。正門ですと、正門にも変化ありません。１９時５０分ですと５．５マイクロＳｖ／

ｈ に対して、２０

まぁ、いずれにしても、確実に放出もう始まってるから、監視よろしく。

了解しました。

すいません、資材班ですが、業務、すいません業務連絡です。業務車Ｎｏ．２５番、エルグラ

ンド、昨日から戻っておりません。ちょっと救急車の燃料が少なくなって、病人の搬送に困っ

ております。代わりにエルグランドを使いたいと思っております。エルグランドの鍵をお持ち

の方、至急資材班までご連絡お願いします。よろしくお願いします。

えーと、いいですか。

どうぞ。 

はい、どうぞ。

２号機なんですけども。

はい。 

海水のメイキャップがこれからなんですけど、これからっていうか、もう後はケーブル持って

いって繋ぐというところで、できるんですが。

はい。 

ろ過水を入れた等でメイキャップしたんで、一応除熱源がそれなりに回復したということで、

２号機はいつでも入ることができます。あの除熱のほうに。

ああ、要はビットが満杯になった、ということですか。

ええ。それでまた海水からのメイキャップをこれから引き続きやるんですけども。

ええ。 

ろ過水等々で、まず一杯にしたということですね。

ああ、はい。 

ですから時間的には動かした後でもまた海水がメイキャップすれば、ずっと満たされると。

わかりました。

そういう状況ですので、いつでもスタートできる状態にあります。

そうするとＲＣＩＣを見ながらということになりますかね？

そうです。それでＲＣＩＣのですね、運転状態を確認して、これはもう危ないと判断したらで

すね。 

ええ。 
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そこで給水喪失という判断でですね。

ええ。 

やっていきたいと思っております。本店さん、よろしいでしょうか。

はい。これはもう、そういう方向で昼間に確認してますんで、それで行きましょう。よろしい

ですね？原子力の方、何か意見あります？いいでしょ？

いかにももったいないなという感じがするんですけどもね。ええ。

もう今から水源切り替えてたら、それこそ時間がいくらあっても足りないということで。
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超えないために、今日数名の方にオフサイトセンターに移動していただきましたが、これから

戻られたり、明日からのメンバー構成なんですけど、当直を含めてですね、どういうふうに構

成すべきかという、各班でちょっとこう。そのトリガーとしてはやはり、今回の事象で１００

食らった……あっ、すみません、１００被曝してしまった人は出れないというような形になろ

うかと思います。これについては再確認いたしますけども、それを考慮した形の人員選択とい

う形でお願いしたいと思うのですが。

ああもうそれは常識でしょ。それでやらざるを得ないから、それでやりましょう。
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だから、それでちょっと足りない部分は、他から人を借りてくるとか、それでメイキャップす

るしかないんで、それでやりましょう。

じゃあ、今の話でありましたように各班長さんは大変申し訳ありません、保安のほうで今日ま

でに線量的に集積した情報として、あのー、お渡しいたしますので、その中で考慮してですね、

作業に回したりですね、本部に残したりするメンバーを効率的に決めていただきたいと思いま

す。個人情報ではありますが、申し訳ございませんけど、活用していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。
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運転の、発電のほうでさ、ＲＣＩＣがどうなんだって判断を、要するにもうこれ以上ＲＣＩＣ

に「頼れないよね？」っていう判断を、何をもって決めるか、ちょっと決めておいてくれよ。

要するにＲＣＩＣインノペにするわけだから。そうそうそう。

基本的には炉圧がなくなるまでは回ってるという判断で、多分コンマいくつ位になってきて炉

圧が、で、後は結果指標である他の圧力が上がってくると１
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違う、違う。違う、違う。そうじ

せるのはＨＰＣＩとＲＣＩＣが使えなくなった時だから。で、吹かせるわけだよ。で、今は中

途半端に生きてるわけだから、中途半端によく生きててくれてるんだけど。そっからＳＲ弁を

吹かせるというステップに移行する時の考え方として、ＲＣＩＣ

吐出圧がもうこれ位になっていたから、もうこれ以上除熱機能は期待できないというふうに判

断したので、ＳＲ弁吹かして、というステップに移ります、っていう、その考え方をちゃんと

まとめておいてって言ってるだけなん

え、ああそういう意味ね。はいはい。

すいません。●●さんですか。ああ、じゃあ直接電話します。

２Ｆ、聞こえますか。２Ｆの増田所長、聞こえますか－。２Ｆの増田所長、聞こえます？

すいません、お待たせしました、増田です。

はい。本店立地の石崎です。

はい、どうもお疲れ様です。

お疲れさまです。実は福島県知事がですね、福島事務所を通して、こんなこと言ってきました。

２Ｆ の発電所の状況の横長の表の中の一番下のベント予想時刻、２Ｆ

４号ですか、入っている日にちがありますね、３月１４日、５時、３時、２０時とありますけ

ども、これについて県としてですね、今日もうすでに事務所が呼ばれてますけども、２１時３

０分に県が福島事務所からこの話を聞いたという前提で、それをプレス広報したいと、県とし

てですね。そんな話があります。

え、ごめんなさい。え－と、県として何をするんですか、すいません。

２Ｆ のベント予想時刻を、県として、東電から聞いてそれを公表したいと。

あっ、そういうことですか。分かりました。

こんなこと言ってますので、ご承知おきください。

分かりました。分かりました。

ただ、あの、こちらはいま、官邸のほうに仁義を切る手続きをやってもらっておりますけども、

ちょっとそんな話がありますんで。

ありがとうございます。少なくとも先ほどお話ししたように、１号機はラプチャーディスクの

破損はないと思ってます。２号、４号も今のままいけば起こさないで済むと思ってます。私の

ところにも、実は菅総理大臣から電話がありまして「何時頃、どうなるんだ」と。今朝の１１

時です。菅総理大臣から電話がありまして、「ＰＣＶベントに関しては最悪の状態を考えろ」

と、「微量であって

から、なるべく早く連絡をよこせ」というお電話をいただきまして。「分かりましたと、変わ

るようでしたら、今夜連絡します」というふうに答えてありますが、変わらないと思ってます

ので、連絡はしません。

え－と、えとさ、まずその１

イトセンターと共有してほしいんだけども。

了解。ちょっと待ってください。

あと、それから大事なことは２Ｆの場合は燃料は壊れていないので、外部電源もあって原子炉

はちゃんと冷えてるんで、ただ蒸気がサブレッションプールに溜まってるだけなんだから、そ

の圧力がラプチャーディスクの破損を引き起こしたとしても、出てくるのは蒸気なんで、した

がって、それによって大量の放射能がベントされて、なにかすごいことが起きるっていうこと
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４号ですか、入っている日にちがありますね、３月１４日、５時、３時、２０時とありますけ

ども、これについて県としてですね、今日もうすでに事務所が呼ばれてますけども、２１時３

０分に県が福島事務所からこの話を聞いたという前提で、それをプレス広報したいと、県とし

ただ、あの、こちらはいま、官邸のほうに仁義を切る手続きをやってもらっておりますけども、

ありがとうございます。少なくとも先ほどお話ししたように、１号機はラプチャーディスクの

破損はないと思ってます。２号、４号も今のままいけば起こさないで済むと思ってます。私の

ところにも、実は菅総理大臣から電話がありまして「何時頃、どうなるんだ」と。今朝の１１

時です。菅総理大臣から電話がありまして、「ＰＣＶベントに関しては最悪の状態を考えろ」

に変えるんだ

から、なるべく早く連絡をよこせ」というお電話をいただきまして。「分かりましたと、変わ

るようでしたら、今夜連絡します」というふうに答えてありますが、変わらないと思ってます

号から４号のラプチャーが割ける時間の資料っていうのをオフサ

あと、それから大事なことは２Ｆの場合は燃料は壊れていないので、外部電源もあって原子炉

はちゃんと冷えてるんで、ただ蒸気がサブレッションプールに溜まってるだけなんだから、そ

の圧力がラプチャーディスクの破損を引き起こしたとしても、出てくるのは蒸気なんで、した

がって、それによって大量の放射能がベントされて、なにかすごいことが起きるっていうこと
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じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

被曝の評価をしっかりね。蒸気が出たと

ｋｍ になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

る。 

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

あっても、そういうのはもっと先に手を打つんだ」とおっしやって。

聞こえない。聞こえない。

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

す、と答えました。

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

再度ご説明する必要があると思います。

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ちょっと本店のほうでよろしくお願いします。

本店、誰か聞いていますか？

はい、●●聞いてます。了解しました。

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

りをして説明するように、よろしくお願いします。

はい。了解しました。

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

かっていう前に、まず回してですね、そのうちＲＣＩＣ

も、回す、うまくすれば回す。

ま、回すって何を回すの？

消火系のほうを。

だけど炉圧がもうコンマ４メガ位になんないと…

いまもう、その位にひょっとしてなっているかも。

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。

はい、じゃあ。

だから値、値、全然間違ってると思う。

はい。 
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じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

被曝の評価をしっかりね。蒸気が出たと

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

あっても、そういうのはもっと先に手を打つんだ」とおっしやって。

聞こえない。聞こえない。  

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

す、と答えました。 

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

再度ご説明する必要があると思います。

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ちょっと本店のほうでよろしくお願いします。

本店、誰か聞いていますか？ 

はい、●●聞いてます。了解しました。

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

りをして説明するように、よろしくお願いします。

はい。了解しました。 

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

かっていう前に、まず回してですね、そのうちＲＣＩＣ

も、回す、うまくすれば回す。

ま、回すって何を回すの？ 

消火系のほうを。 

だけど炉圧がもうコンマ４メガ位になんないと…

いまもう、その位にひょっとしてなっているかも。

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。

はい、じゃあ。 

だから値、値、全然間違ってると思う。
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じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

被曝の評価をしっかりね。蒸気が出たときの被曝の評価を合わせれば、それが１０ｋｍ

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

あっても、そういうのはもっと先に手を打つんだ」とおっしやって。

   

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

再度ご説明する必要があると思います。 

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ちょっと本店のほうでよろしくお願いします。

 

はい、●●聞いてます。了解しました。 

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

りをして説明するように、よろしくお願いします。

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

かっていう前に、まず回してですね、そのうちＲＣＩＣ

も、回す、うまくすれば回す。 

 

だけど炉圧がもうコンマ４メガ位になんないと…

いまもう、その位にひょっとしてなっているかも。

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。

だから値、値、全然間違ってると思う。 

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

きの被曝の評価を合わせれば、それが１０ｋｍ

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

あっても、そういうのはもっと先に手を打つんだ」とおっしやって。

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ちょっと本店のほうでよろしくお願いします。 

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

りをして説明するように、よろしくお願いします。 

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

かっていう前に、まず回してですね、そのうちＲＣＩＣ はもうだめになってしまうんですけど

だけど炉圧がもうコンマ４メガ位になんないと… … 

いまもう、その位にひょっとしてなっているかも。 

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。

３号機で冷却停止、ベント） 

 

じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

きの被曝の評価を合わせれば、それが１０ｋｍ

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

あっても、そういうのはもっと先に手を打つんだ」とおっしやって。 

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

はもうだめになってしまうんですけど

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。

 

じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

きの被曝の評価を合わせれば、それが１０ｋｍ が２０

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

はもうだめになってしまうんですけど

いやなってない。なってないよ。あれダウンスケールしてるだけで、途中までは５８．６ 

たんだよ。５８．６キロ。要するに５．８メガ位だったんですよ。うん、そう。 

 

じゃないんですよっていうことをしっかり併せてご説明をしないと。今みたいに退避の区域と、

が２０

になるっていう話にはならないはずなので、そこはしっかり併せてご説明する必要があ

それはお伝えしました。しかも被曝評価上も１０－７のオーダーですと伝えました。「それで

私のほうからも被曝評価上、１０－７のオーダーであって、福島第一とはまったく事情が違い

ますと伝えたんですが、それであっても「避難のキロメーターは変えるから、先に手を打つん

だ」と、「それを考えながらやれ」というのが総理大臣からのコメントでございましたので、

では今夜、もし避難の区域を変えるようなことになるんであれば、ご連絡をさせていただきま

まあ、そういうことなんでね、ラプチャーディスクの割ける時間を、そのプレスをしたときに

そういうリアクションになってしまう可能性というかリスクがあるということだと思うので、

そこはもう一回その表に向かって言うときには官邸に対してしっかりインプットをして、で、

はい、そうですね。そのときには本店の手助けを借りないと官邸へのご説明はできませんので、

ということなので、ということなので、明日の朝、話しに行った途端２０ｋｍになっちやった

りすると、これはまた、何万人か退避をすることになっちゃうので、ちょっとここはぜひ先回

本部長、本部長、いいですか。いま、ＲＣＩＣを消防のポンプでいつ切り替えるということで、

いまちょっと言われてましたけど、いまもうかなり炉圧が下がっていてですね、切り替えると

はもうだめになってしまうんですけど
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え－と、どのグループだ。放射線化学？

保安班より連絡します。保安班より連絡します。え－

双葉寄り、北側の双葉寄りのポイントに２０時１０分より変更してサーベイを開始しました。

２０時１０分、０．４５ミリＳｖ／ｈ。単位が変わってます。４５０マイクロです。

ぎりぎりってことだろ？

ええ、ぎりぎりです。え－と、２０時２０分。

ちょっと申し訳ありません、広報班から。先ほど、社長の会見でですね、明日以降の節電のお

願いについて資料を配りましたところ、いまホームページのアクセスがすごい勢いで上がって

いるようです。現在ちょっと作業をしている関係もございまして、これまでの当社ホームペー

ジ、当社のホームページへのアクセスはですね、ご遠慮いただくようにお願いいたします。ち

ょっとアクセスが急に伸びているというところでございまして、申し訳ございませんが、よろ

しくお願いします。ちょっとあと、資料に一部誤りがございまして、その訂正も早急にしてい

るというところでございますので、よろしくお願いいたします。

え一と、あと変わらず２１時２０分まで４４０。かなり風で変わってるような感じはします。

以上です。 

違うんだよ。向こうに行ってデータ取ってくるのはリアルタイムで来ないから、取りに行って

るから。時間がバラバラ？あっ、そこは違うな。

２号、起動せんといかんな。任せていい？単純にもうＳＲ弁は準備できてるんで。《ピー音》

がちょっと薬取りに行ったから、あいつ帰ってきてからでもいいと思う。いまメイキャップの

状態を、海水のさ、メイキャップの状態、確認して。それからやりましょうと。んで、あとＲ

ＣＩＣの運転状態確認して。で、炉圧がまだ戻ってないんで、あれが戻ってから。じやあちょ

っと一回、一回あれしてきますわ。よいしよっと。

対策本部の線量を確認いたしました。対策本部では２０マイクロから２５マイクロ程度でかな

り戻っております。以上です。

本部長付からちょっと皆さんにアナウンスさせていただきます。只今まだ社長の記者会見が続

いておるところなんですが、え－、まぁ、あの１０時位にはお戻りいただければ、本部長の下

でお話を伺い情報共有をして、と思っておりました。ただ、ちょっと長期戦にもなりますので、

各班の判断でですね、規模縮小するのであれば縮小する、ということも考えていただきたいと

思います。あのー、本部態勢はこのまま継続、ということになります。もしあのお時間があれ

ばその場で短時間の情報共有をする可

日以降の予定、こういったものをちょっと各班長までまとめておいていただければと思います。

よろしくお願いします。

はい、皆さーん、聞いてください。

はい。 

皆さん、聞いてください。今日も朝から３号機で色々ありまして、ご苦労さんでした。まだそ

んなにちゃんと落ち着いたわけじゃないんだけど、まあ１号機、３号機、かなり線量高いんだ

けど、でも主要パラメータが安定してきているというのと、あとやることは２号機の、え－、

あれですね、あのー、切り替えですね、これがまだ今日残っているんですが、その業務に関連

する人以外はですね、一回リセット、リセットと言いますか、ここで締めて、え－

かといって、すぐ帰れるわけでもないんだけれども、ちょっと

て、各班で今後の態勢、決めてやっていただきたいと思います。で、今日の夜、やることはメ

インは２号機の話があるわけですけれども、それ以外何をやらないといけないかというのをち

ょっと整理して、その上で役割分担していただければと思います。いずれにしましても、協力

企業の皆さんも含めて、本当に地震の初日から３日間、不眠不休でですね、頑張っていただい

てありがとうございます。ま、色々とありましたですけれども、これからもまた、もっといろ

んなことがあると思いますけれども、一緒にやっていこうと思ってます

いたします。以上です。《拍手》
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する人以外はですね、一回リセット、リセットと言いますか、ここで締めて、え－

かといって、すぐ帰れるわけでもないんだけれども、ちょっと気持ちのうえですね、一回締め

て、各班で今後の態勢、決めてやっていただきたいと思います。で、今日の夜、やることはメ

インは２号機の話があるわけですけれども、それ以外何をやらないといけないかというのをち

ょっと整理して、その上で役割分担していただければと思います。いずれにしましても、協力

企業の皆さんも含めて、本当に地震の初日から３日間、不眠不休でですね、頑張っていただい

てありがとうございます。ま、色々とありましたですけれども、これからもまた、もっといろ

んなことがあると思いますけれども、一緒にやっていこうと思ってますので、よろしくお願い

 

と、モニタリングポストＮｏ．２。若干、

双葉寄り、北側の双葉寄りのポイントに２０時１０分より変更してサーベイを開始しました。

２０時１０分、０．４５ミリＳｖ／ｈ。単位が変わってます。４５０マイクロです。 

ちょっと申し訳ありません、広報班から。先ほど、社長の会見でですね、明日以降の節電のお

願いについて資料を配りましたところ、いまホームページのアクセスがすごい勢いで上がって

いるようです。現在ちょっと作業をしている関係もございまして、これまでの当社ホームペー

ジ、当社のホームページへのアクセスはですね、ご遠慮いただくようにお願いいたします。ち

ょっとアクセスが急に伸びているというところでございまして、申し訳ございませんが、よろ

しくお願いします。ちょっとあと、資料に一部誤りがございまして、その訂正も早急にしてい

え一と、あと変わらず２１時２０分まで４４０。かなり風で変わってるような感じはします。

違うんだよ。向こうに行ってデータ取ってくるのはリアルタイムで来ないから、取りに行って

２号、起動せんといかんな。任せていい？単純にもうＳＲ弁は準備できてるんで。《ピー音》

がちょっと薬取りに行ったから、あいつ帰ってきてからでもいいと思う。いまメイキャップの

状態を、海水のさ、メイキャップの状態、確認して。それからやりましょうと。んで、あとＲ

ＣＩＣの運転状態確認して。で、炉圧がまだ戻ってないんで、あれが戻ってから。じやあちょ

対策本部の線量を確認いたしました。対策本部では２０マイクロから２５マイクロ程度でかな

本部長付からちょっと皆さんにアナウンスさせていただきます。只今まだ社長の記者会見が続
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各班の判断でですね、規模縮小するのであれば縮小する、ということも考えていただきたいと
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総務から１つだけ、あの、今後の体制を作る際にですね、各グループ、各チーム、各班さんの

ほうにですね、だいたい２交替位の体制のイメージを作ってもらいたいなと思ってます。それ

とあと、帰るルートについては、ちょっと、追って紙を配りますので、班長さん申し訳ないん

ですが、だいたい１５分位あとかなと思ったときに、総務の私のところに来てください。以上

です。あと、本部のほうは、本部補佐の●●さん、いいですか？

よろしくお願いします。

すいません。●●とも話しているんですけどね、線量が相当高くなっているんですよ、中操も

そうですし、ここの部屋もね。ええ。なので、ちょっといろんなところから人を集めて交代さ

せないとパンクしちゃうと思うんですけども。

はい。あの●●さんとよく相談してますので、必ず限定してる範囲内で仕事しなくちゃいけな

いので、それはきっちりやりたいと思いますんで。

発電班からいいですか。あの２号の状況で、いま、原子炉の水位が見えない状況になっていま

す。で、この状態でＲＣＩＣが動いているかどうかを判断して、ＳＲ弁を吹かせて水位をグー

ッと下げてＦＰ

で、計装のほうで見えるように復旧してくれてるんだけど、いま確認したらネックは電源。で、

電源を確保するためには車のバッテリーを１０個、直列で繋いでやっていたのが枯渇したんで、

こんなことになっているので、バッテリーが５０

うになる。なんで、発電所のほうの物品支援の側と、あと本店側にも手伝ってもらって、バッ

テリーをとりあえず確保しないといけない、という状況です。で、●●ちょっと後ろから呼ん

でもらっていいですか。

●●さん、聞こえる？１

１Ｆさん、聞こえてますか？

１Ｆさん、聞こえます？

１Ｆさん、柏崎から。

今の件ですか？

今のバッテリー、今のバッテリー、横村ですけど。こっち昼に出た便にね、１２Ｖ

ー３０個位積んであるから。

ありがとうございます。

いまね、そっちのね、コールセンターだっけ、あそこでそっちから来るバス待って、いま、え

っさえっさ積んでるとこだと思うけど。

ああ、そうですか、ありがとうございます。

聞いてみて。 

で、●●のほうで、いま、柏崎の横村さんとこで言ってくれた１２Ｖ

て送ってもらったら、それすぐもらって、何個か直列で中操に置けば２４Ｖの電源はすぐに確

保できるし、１２５Ｖ

ようにするのと、バラでこっちで接続できないですか、どうにか。バッテリーはいくつあって

もいい。 

バッテリーは今日買い出しに行ったので８個。なるべくたくさんということ言って、８個買っ

てきて、それはお渡ししてるんですね。で、それはもう使ってらっしやるというふうに伺って

ます。で、必要があれば明日また買い出しに行こうというふうに思っていたんですが、とりあ

えず３０個ということであれば、まあ２、３日はもつのかなというふうに。そんなことない？

福島第一さん、本店資材部ですけど、聞こえますでしょうか。
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ッと下げてＦＰ で注入するんだけれども、とてもメクラな状態でやるのでよろしくないです。

で、計装のほうで見えるように復旧してくれてるんだけど、いま確認したらネックは電源。で、
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で、●●のほうで、いま、柏崎の横村さんとこで言ってくれた１２Ｖ

て送ってもらったら、それすぐもらって、何個か直列で中操に置けば２４Ｖの電源はすぐに確

保できるし、１２５Ｖ も確保できるから、それをもらってください。で、帰らないでもらえる
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で注入するんだけれども、とてもメクラな状態でやるのでよろしくないです。

で、計装のほうで見えるように復旧してくれてるんだけど、いま確認したらネックは電源。で、

電源を確保するためには車のバッテリーを１０個、直列で繋いでやっていたのが枯渇したんで、

こんなことになっているので、バッテリーが５０ 個、１００個のオーダーであったら見えるよ

うになる。なんで、発電所のほうの物品支援の側と、あと本店側にも手伝ってもらって、バッ

テリーをとりあえず確保しないといけない、という状況です。で、●●ちょっと後ろから呼ん

●●さん、聞こえる？１F●●さん、聞こえますか。入ってる？

今のバッテリー、今のバッテリー、横村ですけど。こっち昼に出た便にね、１２Ｖ

いまね、そっちのね、コールセンターだっけ、あそこでそっちから来るバス待って、いま、え

ああ、そうですか、ありがとうございます。 

で、●●のほうで、いま、柏崎の横村さんとこで言ってくれた１２Ｖ

て送ってもらったら、それすぐもらって、何個か直列で中操に置けば２４Ｖの電源はすぐに確

も確保できるから、それをもらってください。で、帰らないでもらえる

ようにするのと、バラでこっちで接続できないですか、どうにか。バッテリーはいくつあって

バッテリーは今日買い出しに行ったので８個。なるべくたくさんということ言って、８個買っ

てきて、それはお渡ししてるんですね。で、それはもう使ってらっしやるというふうに伺って

ます。で、必要があれば明日また買い出しに行こうというふうに思っていたんですが、とりあ

えず３０個ということであれば、まあ２、３日はもつのかなというふうに。そんなことない？

福島第一さん、本店資材部ですけど、聞こえますでしょうか。
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総務から１つだけ、あの、今後の体制を作る際にですね、各グループ、各チーム、各班さんの
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です。あと、本部のほうは、本部補佐の●●さん、いいですか？ １５分位あとに来てください。
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じゃ、そのリスクを考えて、また数十個オーダーで明日買いに行くことにします。

福島第－さん、本店の資材部ですけど。

はい。 

いまバッテリーの件でお話ありましたけれども、こちらで手配する物ございますか。

２４Ｖ の電源を複数、長いあいだいただきたいなと思って、その候補としていまバッテリーと

言いました。で、車のバッテリーを直列でいくつか繋いで、いま現場で対応してますけれども、

それが枯渇しましたんで、大きめのバッテリー、もしくは車のバッテリー程度でも５０個、１

００個あると非常に助かります。

はい。車のバッテリー５０個、１００個か、大きめのバッテリーということですね？はい。ち

ょっと相談します。

はい。お願いします。ありがとうございます。

私どもも地元で調達しようというふうには努力してるんですが、なんせ、いわきに行くまで６

時間位どうもかかっているようなんで。明日買いに行っても、また帰ってくるのが夕方という

ことになってしまいますので、パラで入手しようと思いますが、ぜひ本店さんにもご協力いた

だけたらと思いますので、よろしくお願いします。

●●さん、今日うちのほうでいわき方面にバッテリー買いに行ったんですけども、どこも買え

ませんでした。いわきの方面は。明日また買い出しやるんで、ちょっとトライしてみたいと思

います。 

はい、すみません、お願いします。

すみません。●●さんはいらっしゃいますか。

席外しているみたいですね。

すみません、資材班ですけど、各班にお願いがあります。明日また買い出しに行きますので、

ホームセンター等で手に入るような物で何かご希望の物があれば、リストを持って、まぁ口頭

で構いませんから資材班のほうまでお越しください。よろしくお願いします。

本店●●、１F

ちょっと待って、すぐ返します。

はい。 

１F の●●さん、●●です。

はい。すみません。

お待ちどうさま。

あの、夕方位のテレビ会議で、ベント、いま３号はようやくバックアップのコンプレッサー効

いてるんですけど、２

を替わってもらって付けてもらってですね、タイプとか話してるんですが、実は２号について

は、もう予備のエンジン付きエアコンプレッサーがまったくありません。ということで非常に

緊急の課題なんで、どんなタイプでもいいんでエンジン付きのコンプレッサーを少なくても１

台、早急に送っていただきたいんですけれども。
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はい。あの、●●は４台用意してあるっていうふうに言ってくれてますけど。コンプレッサー、

コンプレッサー４台ですよね？仕

４台持ってるんだけど、仕様が変わるって言うんで、いま、あっ、ごめんなさい、どうぞ。

４台持ってるんじゃなくて、４台手配しようとしたんですけども、仕様が変わるということだ

ったんで、一回いま、手配とめてます。ええ。確定しだい、またご連絡いただければ。

なんか大至急いただきたいそうです。

仕様うんぬんはもう言ってられなくてですね。いま１台も予備が１

様でもいいから、まず真っ先に送ってほしいんですけど。

はい。了解しました。

そんなに夜中に運ばなきやいけない？夜中でも欲しいの？

あの、２号は今のところ、ＲＣＩＣの上で安定してますけど、ＲＣＩＣがなくなった瞬間から、

当然炉圧、ドライウェルの圧力が上がってきますので、－旦、ドライウェルの圧力が上がって

くると、非常に対応が難しくなってくる。

分かった。分かった。

そういう意味ではドライウェル圧力が安定してるうちにですね、コンプレッサーを何とかター

ビンの大物搬入口に付ける準備をしておきたいと思います。すみません。その際、言い忘れて

ましたけれども、エンジ

おります。 

資材はないんだな？そっち。そっちには。じゃ、どつかで調達して、大急ぎで運ぶことを考え

てあげないといけないと思いますけども。

はい、本店資材班ですけども、了解しました。手配します。

じゃあ、気をつけて帰ってきてください。

もし第二さんとかにもあれば、調達してもらえばいいんじゃないかというふうに思うんですけ

ど。 

第二にコンプレッサーあるんですか。

実現的にはないよな。あんまりな。

福島第二。 

福島第二さん？聞こえてねぇな。

そっちにエンジン式のコンプレッサーってないですか。エンジン式。第一で欲しいって言って

んですよ。お願いします。もしあったら、●●さんに連絡してやってくれます？

保安班よりモニタリングポストのデータが出ましたので、お知らせいたします。モニタリング

ポスト２番近傍で２１時２０分の値でございますが、４４０マイクロＳｖ／ｈ。正門の所で２

１ 時３０ 分、４．５５マイクロＳｖ／ｈ。モニタリングポスト４

４”Ｓｖ／ｈ 
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保安班よりモニタリングポストのデータが出ましたので、お知らせいたします。モニタリング

ポスト２番近傍で２１時２０分の値でございますが、４４０マイクロＳｖ／ｈ。正門の所で２

分、４．５５マイクロＳｖ／ｈ。モニタリングポスト４ 番、２１

 

はい。あの、●●は４台用意してあるっていうふうに言ってくれてますけど。コンプレッサー、

様が変わる？言われた、ああ、そうですか。あの、●●がね、

４台持ってるんだけど、仕様が変わるって言うんで、いま、あっ、ごめんなさい、どうぞ。

４台持ってるんじゃなくて、４台手配しようとしたんですけども、仕様が変わるということだ

ったんで、一回いま、手配とめてます。ええ。確定しだい、またご連絡いただければ。 

にはないので、どんな仕

あの、２号は今のところ、ＲＣＩＣの上で安定してますけど、ＲＣＩＣがなくなった瞬間から、

当然炉圧、ドライウェルの圧力が上がってきますので、－旦、ドライウェルの圧力が上がって

そういう意味ではドライウェル圧力が安定してるうちにですね、コンプレッサーを何とかター

ビンの大物搬入口に付ける準備をしておきたいと思います。すみません。その際、言い忘れて

ン付きコンプレッサーと、ぜひホースも一式でお願いしたいと思って

資材はないんだな？そっち。そっちには。じゃ、どつかで調達して、大急ぎで運ぶことを考え

もし第二さんとかにもあれば、調達してもらえばいいんじゃないかというふうに思うんですけ

そっちにエンジン式のコンプレッサーってないですか。エンジン式。第一で欲しいって言って

んですよ。お願いします。もしあったら、●●さんに連絡してやってくれます？ 
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番、２１ 時３５ 分で４０．
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みんな聞いてください。私がちょっとぴんとこないので、こんな物持っている人がいたら言っ

てくれ。エンジン付きコンプ＝。

資材班いる？資材班。うちもさ、エンジン付きコンプレッサーって持ってんの？

出すの、明日になっちゃう。

福島第二増田です。第一の吉田所長、聞こえますか。

はい。 

●●、２Ｆの増田です。いまですね、エンジン付きのコンプレッサーがないかという話を受け

たんですけども、エンジン付きの発電機とコンセントで動くエアコンプレッサーなら１

あると思うんで、発電機とコンプレッサーで組み合わせたらどうだろう。

それでもいいです。

それでもいいそうです。

じゃ、それだったら、１

それをね、使い切っちやったんですよ、１

じゃ、２Ｆ からエンジン付きの発電機を。あっ、エアレンチを使うような、そういうちっちゃ

いやつでいいのかい？

いや、それではちょっと無理だと思いますね。

どの位の流量が出りやいいんだ？

大きければ容量は大きいほどいいです。系統全体を加圧することになるんで、できるだけ早め

に弁を開けたいという意味では、できるだけ大きい容量の物がいいです。

ごめん、できるだけ大きいって、どの位のイメージなの？何インチ位の配管の中にエア入れる

んだい？ 

配管の取り合いは、現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て取り合

うところで、もう入れるということです。で、リアクタービルには行けないので、タービンビ

ル側からもコンプレッサーの出口辺りからも系統全体を加圧するというような形になります。

で、取り合いの配管は現場を見てからです。

そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？

圧力７キロです。

７キロね？じゃ、７キロ以上の出るようなやつ探して、ちょっと１Ｆ

調整します。 

はい。一般にコンプレッサー、７キロで設計されてると思うので、７キロの物で容量はできる

だけ大きいものでということで、すみません、お願いします。

はい、ちょっと探してみまーす。

すみません、お手数かけます。
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福島第二増田です。第一の吉田所長、聞こえますか。

●●、２Ｆの増田です。いまですね、エンジン付きのコンプレッサーがないかという話を受け

たんですけども、エンジン付きの発電機とコンセントで動くエアコンプレッサーなら１

あると思うんで、発電機とコンプレッサーで組み合わせたらどうだろう。

それでもいいです。 

それでもいいそうです。 

じゃ、それだったら、１F の企業にもあると思うよ。エンジン付きの……。

それをね、使い切っちやったんですよ、１

からエンジン付きの発電機を。あっ、エアレンチを使うような、そういうちっちゃ

いやつでいいのかい？ 

いや、それではちょっと無理だと思いますね。

どの位の流量が出りやいいんだ？

大きければ容量は大きいほどいいです。系統全体を加圧することになるんで、できるだけ早め

に弁を開けたいという意味では、できるだけ大きい容量の物がいいです。

ごめん、できるだけ大きいって、どの位のイメージなの？何インチ位の配管の中にエア入れる

配管の取り合いは、現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て取り合

うところで、もう入れるということです。で、リアクタービルには行けないので、タービンビ

ル側からもコンプレッサーの出口辺りからも系統全体を加圧するというような形になります。

で、取り合いの配管は現場を見てからです。

そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？

圧力７キロです。 

７キロね？じゃ、７キロ以上の出るようなやつ探して、ちょっと１Ｆ

 

はい。一般にコンプレッサー、７キロで設計されてると思うので、７キロの物で容量はできる

だけ大きいものでということで、すみません、お願いします。

はい、ちょっと探してみまーす。

すみません、お手数かけます。
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たんですけども、エンジン付きの発電機とコンセントで動くエアコンプレッサーなら１

あると思うんで、発電機とコンプレッサーで組み合わせたらどうだろう。

の企業にもあると思うよ。エンジン付きの……。
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からエンジン付きの発電機を。あっ、エアレンチを使うような、そういうちっちゃ
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配管の取り合いは、現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て取り合

うところで、もう入れるということです。で、リアクタービルには行けないので、タービンビ

ル側からもコンプレッサーの出口辺りからも系統全体を加圧するというような形になります。

で、取り合いの配管は現場を見てからです。

そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？

７キロね？じゃ、７キロ以上の出るようなやつ探して、ちょっと１Ｆ
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そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？

７キロね？じゃ、７キロ以上の出るようなやつ探して、ちょっと１Ｆ に送れるようにちょっと

はい。一般にコンプレッサー、７キロで設計されてると思うので、７キロの物で容量はできる

だけ大きいものでということで、すみません、お願いします。 

 

みんな聞いてください。私がちょっとぴんとこないので、こんな物持っている人がいたら言っ

資材班いる？資材班。うちもさ、エンジン付きコンプレッサーって持ってんの？ 

●●、２Ｆの増田です。いまですね、エンジン付きのコンプレッサーがないかという話を受け

たんですけども、エンジン付きの発電機とコンセントで動くエアコンプレッサーなら１F にも

  

の企業にもあると思うよ。エンジン付きの……。 

からエンジン付きの発電機を。あっ、エアレンチを使うような、そういうちっちゃ

大きければ容量は大きいほどいいです。系統全体を加圧することになるんで、できるだけ早め

 

ごめん、できるだけ大きいって、どの位のイメージなの？何インチ位の配管の中にエア入れる

配管の取り合いは、現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て取り合

うところで、もう入れるということです。で、リアクタービルには行けないので、タービンビ

ル側からもコンプレッサーの出口辺りからも系統全体を加圧するというような形になります。

そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？

に送れるようにちょっと

はい。一般にコンプレッサー、７キロで設計されてると思うので、７キロの物で容量はできる

 

みんな聞いてください。私がちょっとぴんとこないので、こんな物持っている人がいたら言っ

●●、２Ｆの増田です。いまですね、エンジン付きのコンプレッサーがないかという話を受け

にも

からエンジン付きの発電機を。あっ、エアレンチを使うような、そういうちっちゃ

大きければ容量は大きいほどいいです。系統全体を加圧することになるんで、できるだけ早め

ごめん、できるだけ大きいって、どの位のイメージなの？何インチ位の配管の中にエア入れる

配管の取り合いは、現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て取り合

うところで、もう入れるということです。で、リアクタービルには行けないので、タービンビ

ル側からもコンプレッサーの出口辺りからも系統全体を加圧するというような形になります。

そうするとなに、最終的にさ圧力どの位上がればいいの？圧力何キロかかるか分からない？ 

に送れるようにちょっと

はい。一般にコンプレッサー、７キロで設計されてると思うので、７キロの物で容量はできる



 

時刻

 

 

 

22:22 

 

 

 

22:23 

 

22:24 

 

 

 

22:25 

 

22:26 

 

 

 

 

 

 場所

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

東京電力

 

場所 発言者

横村所長

復旧班

横村所長

復旧班

横村所長

発電班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

発電班

横村所長

発電班

１Ｆ 

発電班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

本店 

石崎部長

発電班

石崎部長

増田所長

石崎部長

東京電力 テレビ会議

 

発言者  

横村所長  

復旧班  

横村所長  

復旧班  

横村所長  

発電班  

ＯＳＣ  

発電班  

横村所長  

発電班  

  

発電班  

ＯＳＣ  

ＯＳＣ  

  

石崎部長  

発電班  

石崎部長  

増田所長  

石崎部長  

テレビ会議 2011 年

 

１F 聞こえますか。●●さん、聞こえる？１

●●、はい。すみません。

あの、柏崎にもね、エンジン付きコンプレッサーあるから、とりあえずかき集めて、そっち送

るよ。 

すみません、ありがとうございます。

それから、さっきの●●さんところのバッテリーはね、あと３０分で小名浜のコールセンター

出ると言ってるから、ちょっとそこからどれ位かかるか分かんないけど。１０個、２０個積ん

でいけるみたいだから。

ありがとうございます。それで１

があります。今の柏崎からのバッテリーを、一度オフサイトセンターに降ろしてくれという話

が、どっかから出てるようなんですけれども、今の形で２号の計装のほうに使いたいので、で

きれば直接、１

げてほしいと思ってます。で、●●さん、それでよろしければ、そのように指示してほしいん

ですが。 

了解しました。えっとね、むしろオフサイトセンターに持ってきていただいても、本当にスペ

ースがなくて大変なので、直接持っていっていただいたほうがこちらも助かります。それでよ

ろしいですか。

はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。

資材班、資材班。えっと。

発電班からですけれども、えっと、２号だよね、ええ、３号？

３号？２号だよ。

３号の、いま、注水系ですけれども、ＦＰ、消防車の注水ポンプを使って、いま海水を入れて

ます。それと同じ平行したラインで、ディーゼル駆動のファイヤーポンプ、ＦＰ

れるラインがあるんですけども、いまＦＰ

れから入れますけれども、３０分、４０分、３０分位かかります。

了解。 

いま衛星携帯電話で・・・。

それで気になって何度も・・・。

皆さん、ちょっと聞いてください。１

はい、１Ｆ聞こえます。

２Ｆ，聞こえますか？

はい、２Ｆ、聞こえます。

はい。それからちょっと広報もよく聞いてください。いま、福島県の情報が入ってきまして、

本日２１時５０分から県知事以下の関係部長会議があり、そこに東電福島事務所が呼ばれて、

厳しく、まあ色々指摘をされたということの中にですね、１つはベント操作と、電事連大でや

らないのかと、東電単独でやるのかと、それで大丈夫なのかって。いまそれは知事の１つのご
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聞こえますか。●●さん、聞こえる？１

●●、はい。すみません。 

あの、柏崎にもね、エンジン付きコンプレッサーあるから、とりあえずかき集めて、そっち送

すみません、ありがとうございます。

それから、さっきの●●さんところのバッテリーはね、あと３０分で小名浜のコールセンター

出ると言ってるから、ちょっとそこからどれ位かかるか分かんないけど。１０個、２０個積ん

でいけるみたいだから。 

ありがとうございます。それで１

があります。今の柏崎からのバッテリーを、一度オフサイトセンターに降ろしてくれという話

が、どっかから出てるようなんですけれども、今の形で２号の計装のほうに使いたいので、で

きれば直接、１F の緊対の玄関の前にビニールシートを用意しておきますんで、そこに積み上

げてほしいと思ってます。で、●●さん、それでよろしければ、そのように指示してほしいん

了解しました。えっとね、むしろオフサイトセンターに持ってきていただいても、本当にスペ

ースがなくて大変なので、直接持っていっていただいたほうがこちらも助かります。それでよ

ろしいですか。 

はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。

資材班、資材班。えっと。 

発電班からですけれども、えっと、２号だよね、ええ、３号？

３号？２号だよ。 

３号の、いま、注水系ですけれども、ＦＰ、消防車の注水ポンプを使って、いま海水を入れて

ます。それと同じ平行したラインで、ディーゼル駆動のファイヤーポンプ、ＦＰ

れるラインがあるんですけども、いまＦＰ

れから入れますけれども、３０分、４０分、３０分位かかります。

いま衛星携帯電話で・・・。 

それで気になって何度も・・・。

皆さん、ちょっと聞いてください。１

はい、１Ｆ聞こえます。 

２Ｆ，聞こえますか？ 

はい、２Ｆ、聞こえます。 

はい。それからちょっと広報もよく聞いてください。いま、福島県の情報が入ってきまして、

本日２１時５０分から県知事以下の関係部長会議があり、そこに東電福島事務所が呼ばれて、

厳しく、まあ色々指摘をされたということの中にですね、１つはベント操作と、電事連大でや

らないのかと、東電単独でやるのかと、それで大丈夫なのかって。いまそれは知事の１つのご

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

聞こえますか。●●さん、聞こえる？１

 

あの、柏崎にもね、エンジン付きコンプレッサーあるから、とりあえずかき集めて、そっち送

すみません、ありがとうございます。 

それから、さっきの●●さんところのバッテリーはね、あと３０分で小名浜のコールセンター

出ると言ってるから、ちょっとそこからどれ位かかるか分かんないけど。１０個、２０個積ん

ありがとうございます。それで１F の《ピー音》ですけれども、オフサイトセンターにお願い

があります。今の柏崎からのバッテリーを、一度オフサイトセンターに降ろしてくれという話

が、どっかから出てるようなんですけれども、今の形で２号の計装のほうに使いたいので、で

の緊対の玄関の前にビニールシートを用意しておきますんで、そこに積み上

げてほしいと思ってます。で、●●さん、それでよろしければ、そのように指示してほしいん
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意見ですけども。もう１つですね。モニタリングのデータをですね、出せと。出してほしいと

いう強い要請があると。これに対していま当社は、表にしたものは出さないというスタンスで

いってるようですけども、これについてちょっと、お諮りをしたいと。１つは枝野長官がもう、

必ず会見の中でモニタリングのデータをですね、口頭で公表してます。そういう実態にありな

がら、当社がモニタリングデータを公表しないというのはいかがなものかという言い方も一理

あるかなと思いますけども。これについて、ご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

これはさ、ちょっと事実関係を知りたいんだけど、出さないの？

は、あのイントラにでしょ？

えっとですね、これは福島事務所の発言ですけども、福島事務所が本店にモニタリングのデー

タを出そうとしたらですね、表にしたものを出してはいけないと言われたと、というふうに言

っておりますが。

えっ、出しちゃいけないと言ったの、どこの指示？どこの指示ですか。

これは本店広報部に問い合わせしたらという言い方でしたけども。広報部、どうですか。見解

を教えてください。

広報部さん、いらっしゃいます？

数字出してんじゃないの？もう。

広報はホームページで数字を出しています。

えっ？ 

ホームページ上に数字を出してます。

ホームページにもう出してるの？

はい。 

オープンしてんだろ。

はい、そうです。

オープンにしないほうがおかしいんだけど。

何か困ることあるの？出したらいいじゃない。

いま、毎正時で出してる公表資料に載ってる。

いや、サイトがさ、自動転送できないとか、そういう問題があるんだろうと、ぼくは思うんだ

けど。 

そうですね。いまですね、モニタリングポストのデータにつきましては、１

サーベイしたりですね。

えっ？ 

現場行って測ったり、モニタリングカーを使ったデータを使ってます。それを表にして各所に

配付してます。
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いう強い要請があると。これに対していま当社は、表にしたものは出さないというスタンスで

ようですけども、これについてちょっと、お諮りをしたいと。１つは枝野長官がもう、

必ず会見の中でモニタリングのデータをですね、口頭で公表してます。そういう実態にありな

がら、当社がモニタリングデータを公表しないというのはいかがなものかという言い方も一理

あるかなと思いますけども。これについて、ご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いし

これはさ、ちょっと事実関係を知りたいんだけど、出さないの？

 

えっとですね、これは福島事務所の発言ですけども、福島事務所が本店にモニタリングのデー

タを出そうとしたらですね、表にしたものを出してはいけないと言われたと、というふうに言

えっ、出しちゃいけないと言ったの、どこの指示？どこの指示ですか。

これは本店広報部に問い合わせしたらという言い方でしたけども。広報部、どうですか。見解

広報部さん、いらっしゃいます？ 

数字出してんじゃないの？もう。 

広報はホームページで数字を出しています。

ホームページ上に数字を出してます。 

ホームページにもう出してるの？ 

オープンにしないほうがおかしいんだけど。

何か困ることあるの？出したらいいじゃない。

いま、毎正時で出してる公表資料に載ってる。

いや、サイトがさ、自動転送できないとか、そういう問題があるんだろうと、ぼくは思うんだ

そうですね。いまですね、モニタリングポストのデータにつきましては、１

現場行って測ったり、モニタリングカーを使ったデータを使ってます。それを表にして各所に
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えっと、ちよ、ちょっとよろしいですか。モニタリングポストの、常設のモニタリングポスト

のデータはおっしゃるとおりだし、ＳＰＤＳとか、そういう形でも常時伝送してるし、県のほ

うにも常時オープンに出ちゃってる。それでも欲しいんであれば、今回止まっちやったのを見

に行ってるのは、もう出せなくなっちやってますよね？臨時で。それからモニタリングカーか

なんかを臨時で配置したデータなんかも、いま、常時公開のほうには当たってない。それを出

せという話なのか、それとも、どうなのか前提を揃えないとちょっと議論できない。

これはですね、当然モニタリングポストが正常なものが、時々刻々、データが当然県に自動的

に行ってますから、それを問題にしてるのではなくて、今回の例えばベント操作をしたときに、

その前後でどういうふうにモニターが変わったのかと、それを示せと。こう言われて、それに

対して東電は出さないというふうに、え－、まぁ、言わされてるというのが福島事務所の見解

でした。 

それさ、ちょっとどっか誤解があると、ぼく思うんだけど、出すのは当然の話で、だから要は

ね、自動転送できないんだから、イントラに手入力で１時間に１回とか測った、まぁそれも測

れないけども、定期的に測ったものを新しくして、それを出すというのは、ぼくは普通のこと、

やらなきやいけないことだというふうに思いますけど。違うの？

いやいや、それね、柏崎ですけど、やれてますよ。うちはそれで、エクセルでトレンドグラフ

にしてますから。全部公開。

うん。中越沖地震の時も自動転送できなかったんで、みんな一生懸命それで出してたんですよ。

私もまったく同感なんですけども、ちょっとだからその辺、意思の疎通に岨酷があったのかも

しれませんけども。じゃ、これからは出してもらってよろしいですね？

と、思います。

はい、分かりました。

あれっ、本部長、当然そうですよね、武藤さん？

出して下さい。

そうですよね？ええ。

同感しました。

それで、丁重になんか謝ったほうがいいよね？そういう誤解があった、あるいは失礼があった

としたら。よく謝っておいてください。

はい。 

はい、分かりました。これで事務所も安心して仕事ができると思いますんで。ありがとうござ

いました。 

保安班、いまのやつさ。

石崎さん、石崎さん。今の話はもしかするとですね、いまホームページ渋滞してますけども、

１時間ごとのプレスの中で、表に、表というかな、書いた書き物として広報部が入れてもらっ

てるんです。それを見せることはいつでも可能なんです。もしかしたら県で言ってるのは、自

動転送が途絶えてるじゃないか、それを途絶えてるのを回復しろっていうんであれば。

それは違う、物理的に。それはそうじゃない。

そうじゃない！そうじゃない！

年 3月 13 日 
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これはですね、当然モニタリングポストが正常なものが、時々刻々、データが当然県に自動的

に行ってますから、それを問題にしてるのではなくて、今回の例えばベント操作をしたときに、

その前後でどういうふうにモニターが変わったのかと、それを示せと。こう言われて、それに
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そうじゃないですね？じやあ、もう今でもできます？

資材班、コンプレッサーね、こっ－。

あれ、●●君さ、例のコンプレッサーのやつは、２Ｆのやつが使えるんだつけ？

えっとね、使えないらしい。それで。

あっ、使えないのか。うわ－。

それで柏崎からとにかく送ると。

それから資材部からも送ってもらうと。要は一番近い所から送るっていう話です。

ま、両方送っておいたほうがいいよな。

そうですね、はい。

もしもし、２Ｆ

はい。 

おい、つないでくれ。

つながっているよ。

あっ、ごめん。２Ｆ

ちょっと持ってって試してもらおうと思ってます。

了解。それでうまくいけばいいってことだよね。

動けばいいんだけど、まだ容量がどうなのか、ちょっと１Ｆの言い分で分かんなかったので、

まずは使ってみてもらおうと思ってます。

ま、多少は無駄になったとしても、かき集めとげばいいってことだよね？

そうだよね？何台あってもいいよね？

はい、分かりました。

●●さん、聞こえる？

はい、聞こえてます。

あのね、うちのやつはね、潜水作業用のね、エア送るやつでね、１０馬力のやつが。

おー。 

あるから。でもね、ちょっとでかすぎてユニックとかで積まなくちゃいけないんで。

ははあ。 
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動けばいいんだけど、まだ容量がどうなのか、ちょっと１Ｆの言い分で分かんなかったので、

 

あのね、うちのやつはね、潜水作業用のね、エア送るやつでね、１０馬力のやつが。 

あるから。でもね、ちょっとでかすぎてユニックとかで積まなくちゃいけないんで。 
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ちょっとそういうのでも送れるようにいま算段してますけど、ちょっと明日の朝になっちゃう

と思う、出せるの。

あっ、そうですか。ああ、そうだね。《ピー音》さん。

はい。 

あの、●●、みんながそういうふうにやってくれてるので、よく話聞いて調整しながら進めて

ください。 

皆さまのご厚意、感謝しております。

はい。よろしくがんばってください。

●●さん、すみません。資材のほうもコンプレッサー、手配…

はい、はい。 

手をゆるめないようにな。

あっ、手をゆるめずに、調達お願いしますということで。

もちろんやっております。はい、はい。

福島第－さん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

すみません。防災安全●●です。プールの写真というか映像を見るためのヘリコプターの件で、

私、担当者とお話がしたいんです。●●かなと思うんですけど、ＰＨＳで私に電話いただけな

いでしょうか。本店の△△△△になります。

じゃ、かけるようにいたします

お願いします。

はいはい。 

●●君さ、それで昨日●●君だったと思うんだけど、１

のがあったと思うんだよね。

ええ、ええ。そうです

それで、それはプールだけじゃなくて、全体なんだよね？

へっ。 

えっ、１号機のプールの上だけじゃなくて、敷地全体ということでしょ？道も。

ああ、あの、●●が言ってたのは全体っていう話ですね。

うん、分かりました。ちょっとそれも●●さんにお願いしときましょう。
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それで、それはプールだけじゃなくて、全体なんだよね？

えっ、１号機のプールの上だけじゃなくて、敷地全体ということでしょ？道も。

ああ、あの、●●が言ってたのは全体っていう話ですね。

うん、分かりました。ちょっとそれも●●さんにお願いしときましょう。
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発言内容 

ちょっとそういうのでも送れるようにいま算段してますけど、ちょっと明日の朝になっちゃう

あっ、そうですか。ああ、そうだね。《ピー音》さん。 

あの、●●、みんながそういうふうにやってくれてるので、よく話聞いて調整しながら進めて

●●さん、すみません。資材のほうもコンプレッサー、手配…

あっ、手をゆるめずに、調達お願いしますということで。 

すみません。防災安全●●です。プールの写真というか映像を見るためのヘリコプターの件で、

私、担当者とお話がしたいんです。●●かなと思うんですけど、ＰＨＳで私に電話いただけな

いでしょうか。本店の△△△△になります。 

●●君さ、それで昨日●●君だったと思うんだけど、１F、あの、航空写真を撮ってほしいって

それで、それはプールだけじゃなくて、全体なんだよね？ 

えっ、１号機のプールの上だけじゃなくて、敷地全体ということでしょ？道も。

ああ、あの、●●が言ってたのは全体っていう話ですね。 

うん、分かりました。ちょっとそれも●●さんにお願いしときましょう。
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すみません。防災安全●●です。プールの写真というか映像を見るためのヘリコプターの件で、
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あっ、はいはい、お願いいたします。

すみません、すみません、いいですか。あの、営業のほうからのお願いなんですけども、あの

記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

で、安易にまずＯＫ

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

個別についてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな

がらやることになってますんで、よろしくお願いします。

保安班より最新のモニタリングポスト近傍でのデータの報告をいたします。正門付近で２１時

１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

２２ 時１７ 分で、３９マイクロＳｖ／ｈ

●●さんさ、●●さん。明日、コンプレッサー、何時位に送れる？

； 用の電源などを使っ－－。

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

れをご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

しました、え－、３２２７万ｋｗ

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

が残念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

して、え－、それから１０％

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

う。明日から、

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

キロ程、え－、差が

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

電班から以上でございます。

茨城の停電の件は、もし、分かれば。

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して

いる所がございますので、工務復旧班のほうからお願いします。
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あっ、はいはい、お願いいたします。

すみません、すみません、いいですか。あの、営業のほうからのお願いなんですけども、あの

記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

で、安易にまずＯＫ は絶対に言わないでください。そしてですね、営業のですね、●●君のと

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

ついてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな

がらやることになってますんで、よろしくお願いします。

保安班より最新のモニタリングポスト近傍でのデータの報告をいたします。正門付近で２１時

１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

分で、３９マイクロＳｖ／ｈ

●●さんさ、●●さん。明日、コンプレッサー、何時位に送れる？

用の電源などを使っ－－。

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

れをご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

しました、え－、３２２７万ｋｗ

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

、それから１０％ 

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

う。明日から、あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

キロ程、え－、差があると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

電班から以上でございます。 

茨城の停電の件は、もし、分かれば。

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して

いる所がございますので、工務復旧班のほうからお願いします。

 （３号機で冷却停止、ベント

236 

発言内容

あっ、はいはい、お願いいたします。 

すみません、すみません、いいですか。あの、営業のほうからのお願いなんですけども、あの

記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

は絶対に言わないでください。そしてですね、営業のですね、●●君のと

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

ついてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな

がらやることになってますんで、よろしくお願いします。

保安班より最新のモニタリングポスト近傍でのデータの報告をいたします。正門付近で２１時

１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

分で、３９マイクロＳｖ／ｈ でございました。以上です。

●●さんさ、●●さん。明日、コンプレッサー、何時位に送れる？

用の電源などを使っ－－。 

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

れをご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

しました、え－、３２２７万ｋｗ というのが、実績でございます。で、え－と、朝方の、え－、

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

 程、え－まあ、地震等の影響で、需要が下がってると、今日まで

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

あると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

 

茨城の停電の件は、もし、分かれば。 

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して

いる所がございますので、工務復旧班のほうからお願いします。

３号機で冷却停止、ベント

 

発言内容 

すみません、すみません、いいですか。あの、営業のほうからのお願いなんですけども、あの

記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

は絶対に言わないでください。そしてですね、営業のですね、●●君のと

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

ついてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな

がらやることになってますんで、よろしくお願いします。 

保安班より最新のモニタリングポスト近傍でのデータの報告をいたします。正門付近で２１時

１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

でございました。以上です。

●●さんさ、●●さん。明日、コンプレッサー、何時位に送れる？

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

れをご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

というのが、実績でございます。で、え－と、朝方の、え－、

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

程、え－まあ、地震等の影響で、需要が下がってると、今日まで

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

あると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して

いる所がございますので、工務復旧班のほうからお願いします。
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記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

は絶対に言わないでください。そしてですね、営業のですね、●●君のと

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

ついてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな

 

保安班より最新のモニタリングポスト近傍でのデータの報告をいたします。正門付近で２１時

１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

でございました。以上です。 

●●さんさ、●●さん。明日、コンプレッサー、何時位に送れる？ 

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

れをご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。 

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

というのが、実績でございます。で、え－と、朝方の、え－、

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

程、え－まあ、地震等の影響で、需要が下がってると、今日まで

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

あると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して

いる所がございますので、工務復旧班のほうからお願いします。 
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記者会見の後ですね、政府の関係各省とか、それからいろんなとこからですね、自分のところ

はとにかく外してくれっていう要望がものすごく来てます。それでですね、それに答えてると

ですね、せっかく計画停電をしようとしていた量が、すべてなくなってしまいます。それなん

は絶対に言わないでください。そしてですね、営業のですね、●●君のと

ころ、それに全部集めるようにしてください。こういう要望があったということを。それで、

ついてどういうふうにするかというのは、まずは答えられません。それはまずベースで

すけども、それでどうしてもっていうとこについて、何かはしょうがないというのは出てくる

かもしれないけれども、とにかくまずは安易に答えないで、それで●●のとこにあげてくださ

い。よろしくお願いします。で、これはですね、電力基盤整備課エネ庁長官と情報を共有しな
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１０分に測定いたしました値でございますが、４．６マイクロＳｖ／ｈ。２２時１０分、正門

付近で測定いたしました線量ですが、４．６マイクロＳｖ／ｈでございます。またＭＰ２ 

側のほうになりますが、２２時００分で４３０でございます。ＭＰ４の西側におきましては、

 

はい。それではあの、社長、お疲れのところお戻りになりましたので、え－、本部会議と言い

ますか、短くですね、え－、明日の話を中心に、え－、情報共有をしたいと思います。え－、

最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ

ちょっと停電、続いてるところありますので、その辺の復旧見込み等も含めて、え－、給電班

のほうからお願いしたいと思います。あっ、いま、あの一、紙をお配りしておりますので、そ

はい、それでは給電班より、え－、需要の実績、それから明日の需給見通しについてご報告申

し上げます。え－、本日の、え－、需要の実績ですけども、これは、あの、１９時に発生いた

というのが、実績でございます。で、え－と、朝方の、え－、

予想では３７００万キロと予想してましたので、だいぶ、まあ５００万近く下がってることに

なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた

だきたいと思います。明日１４日、月曜日、平日になりますけども、この需要見通しにつきま

しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、
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程、え－まあ、地震等の影響で、需要が下がってると、今日まで
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方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、
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０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

あると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して
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最初にですね、あのー、明日の需給の話、あるいはあの、え－、サービスエリアの中でもまだ
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なりますけども、まあ、今日は気温が暖かかったこと、それから、え－、茨城方面の停電復旧

が、まあ今日には、できるだろうということで、２００万位を見込んでたんですけども、それ

念ながら、１９時段階では復旧できなかったっていうことで落ちております。え－、その

状況を踏まえまして、え－、明日の需給見通しを変更してございますので、それをご確認いた
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しては、え一、想定需要は、え－、３９００万ｋｗ。え－、今朝方の予想では４１００万キロ

と言っておりましたが、２００万キロ程、え－、減少させたいと思います。で、これは、え－、

温度が明日もですね、１８℃位と高いと予想してございます。それで、まあ、類似日を考えま

程、え－まあ、地震等の影響で、需要が下がってると、今日まで

の実績をみまして、それを反映いたしました。また供給力のほうにつきましては、え－、今朝

方では３１００万キロと言っておりましたけど、プラス１００万キロ、乗っけております。で、

これはですね、本日の予想では、え－、え－、揚水のほうを、まあすべて使い切ると、３７０

０万キロ需要があった場合には、と思っておりましたが、需要が出ませんでしたので揚水の水

が上池のほうに、まだ温存されてるのがございます。で、それを、え－、明日以降に、まあ使

あの計画停電に入りますので、え－、周波数が、相当荒れることが考えられま

す。その対応としまして揚水をやっぱり使いたいと思っております。揚水を使いながら、え－、

月曜からの運用はしたいと考えまして、１００万キロ程揚水を使うと。え－、揚げることはで

きないかもしれませんけど、発電をしていくという計画にしてございます。そういたしますと、

ギャップとしての予備力、－７００万キロ、これ、朝の段階では、え－、１０００万キロ、ギ

ャップがあると申し上げましたが、ギャップはちょっと減少してございますが、まだ７００万

あると。で、この分につきまして、明日から計画停電をさせていただきた

いと。で、これについては予定どおり行ないたいと、このように考えてございます。え－、給

わ、分からない？あっ、工務のほうでいいですか。ちょっと、あの、茨城中心にまだ停電して
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はい。あ一の一、復旧が遅れております、茨城の方面でございますが、ここはあの、上のほう、

まぁ栃木支店の管内にございますけども、新茂木変電所、ここが現在、復旧をいたしました。

そして、いまそこから出ております２７万の送電線の那珂線まで生きております。そこが生き

ましたのが２３時１１分に。那珂線が生きております。このあと、そこから供給を受けます２

７万Ｖ の那珂変電所、ここと２７万Ｖ

電所、まぁここが、順次生きてまいりますので、これによって復旧、停電が順次減っていくと、

いうことになるというふうに考えております。以上でございます。

はい、以上でございます。原子力のサイトも含めて、本店各班、高橋フェロー中心にですね、

すでにやりとりはして、これまで、それから今後の支援計画等も立ててある、というところで

ございます。ほかに、あの、各班からどうしてもというもの、ございましたら。すでにこの場

では、情報共有をしてきておりますけども。よろしいでしょうか。それからですね、明日、あ

のー、本日と同じように、え－、一応念のためですね、９時にこの本部会議をということにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。あの、原子力のほうで緊急事態あればそれまでのあ

いだにも、招集ということになろうかと思いますが。

いいですか。え－っと。

本部長、どうぞよろしくお願いします。

はい。あの、清水です。あの、ご苦労さまでした。ちょっと記者会見で、だいぶ、長時間かか

りまして、あの、この、福島の件については、ま、ま、もちろん、関心が高くて、今の現状が

どうだ、先の見通しはどうなんだと、いうようなことについて、かなりのやりとりがありまし

た。それからあの一、明日から始まるようになりました、いわゆる輪番停電、ま、計画停電で

すね。これは、やっぱり、原子力にほぼ匹敵する位の、まあ関心と言うとおかしいんですけど、

あれがありましてね。具体的な質問が多かったです。うーん、明日なんだけども、いつ分かる

のかとか、自分の住んでるとこが止まるか止まんないのか、分かるのかとかですね。まあいろ

んな資料あるわけですが、まあ正直言って、え－、まあ色々このデータ、あの住所の示し方等

の関係もあって、百パーセント自分の住んでる所が止まるかどうかってのは分からない部分も

実はある、と、これが営業現場でか、だいぶ、そういう意味の、ご苦労もあるんだろうと思い

ますが、え－、まあいずれにしても基本的には、今のこういう需給状況の中で、え－、やっぱ

り全体のとにかく供給力を確保するということがまあ最大の、目的になるわけで、まあ、そう

いう意味では大

とか、え－、ここ、これも、乗り越えていきたいと、まあお客様サービスも徹していきたいと、

まあ、こんなふうに考えております。あの、関係部門もどうぞよろしく。あの一、一致協力で、

あ－、対応していただきたいと思います。え－、それからあの一、まあ、福島の今の状況も、

必ずしもまったく予断を許さないというのは基本認識で、え一、まあ、したがって、まあ常に

そうでありますが、やっぱり最大のリスク考えて行動する、対応すると、これはもう言わずも

がなでありますが、

ってるわけですけど、あの一、ぜひここはまあ踏ん張りどころということで、あの一、よろし

くお願いしたいと思います。え－、したがっていま、時間というのがもう１１時、もう半に、

もうなりましたので、一応ここで、え－、まあ締めてですね、まあ交替の方もいらっしゃるだ

ろうし、やはり状況判断に基づいて、そのいま、それぞれの班ごとに、いまどういう態勢にす

るか、そういうあの、今朝もそうだったですけど、うーん、あ－、比較的朝早い時間に、い－、

ま、ちょっと１Ｆ３のあれ

あの一、そこは対応に遺漏なきように、あの緊急は、かかるべしということで、重ねてよろし

くお願いしたいと思います。はい。じやあ、一応ここで、あの一、区切りをつけたいと思いま

す。はい、どうもご苦労さまでした。

はい。清水本部長、ありがとうございました。それでは、あの、定例の会議は明日９時からと

いうことにしたいと思います。どうもお疲れさまでございました。

あれ－、原子力のほうは何かラップアップを、ちょっとあれかな。●●さん、いますかね。

原子力、ラップアップというか、状況の確認と……。

あれ、ラップアップはしたのかな？

いま、ちょっとマスコミに聞かれてるので、それ対応しているのと、武黒さん対応をしていま

す。 

では待ちましょう。で、残る人はアサインされているのかね？今日、各班？
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はい。あ一の一、復旧が遅れております、茨城の方面でございますが、ここはあの、上のほう、

まぁ栃木支店の管内にございますけども、新茂木変電所、ここが現在、復旧をいたしました。

そして、いまそこから出ております２７万の送電線の那珂線まで生きております。そこが生き

ましたのが２３時１１分に。那珂線が生きております。このあと、そこから供給を受けます２

の那珂変電所、ここと２７万Ｖ

電所、まぁここが、順次生きてまいりますので、これによって復旧、停電が順次減っていくと、

うことになるというふうに考えております。以上でございます。

はい、以上でございます。原子力のサイトも含めて、本店各班、高橋フェロー中心にですね、

すでにやりとりはして、これまで、それから今後の支援計画等も立ててある、というところで

ございます。ほかに、あの、各班からどうしてもというもの、ございましたら。すでにこの場

では、情報共有をしてきておりますけども。よろしいでしょうか。それからですね、明日、あ

のー、本日と同じように、え－、一応念のためですね、９時にこの本部会議をということにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。あの、原子力のほうで緊急事態あればそれまでのあ

、招集ということになろうかと思いますが。

いいですか。え－っと。 

本部長、どうぞよろしくお願いします。

はい。あの、清水です。あの、ご苦労さまでした。ちょっと記者会見で、だいぶ、長時間かか

りまして、あの、この、福島の件については、ま、ま、もちろん、関心が高くて、今の現状が

どうだ、先の見通しはどうなんだと、いうようなことについて、かなりのやりとりがありまし

た。それからあの一、明日から始まるようになりました、いわゆる輪番停電、ま、計画停電で

すね。これは、やっぱり、原子力にほぼ匹敵する位の、まあ関心と言うとおかしいんですけど、

あれがありましてね。具体的な質問が多かったです。うーん、明日なんだけども、いつ分かる

か、自分の住んでるとこが止まるか止まんないのか、分かるのかとかですね。まあいろ

んな資料あるわけですが、まあ正直言って、え－、まあ色々このデータ、あの住所の示し方等

の関係もあって、百パーセント自分の住んでる所が止まるかどうかってのは分からない部分も

実はある、と、これが営業現場でか、だいぶ、そういう意味の、ご苦労もあるんだろうと思い

ますが、え－、まあいずれにしても基本的には、今のこういう需給状況の中で、え－、やっぱ

り全体のとにかく供給力を確保するということがまあ最大の、目的になるわけで、まあ、そう

いう意味では大変つらくて、え－、各第一線も、あの一、大変苦労が多いんですが、まあなん

とか、え－、ここ、これも、乗り越えていきたいと、まあお客様サービスも徹していきたいと、

まあ、こんなふうに考えております。あの、関係部門もどうぞよろしく。あの一、一致協力で、

あ－、対応していただきたいと思います。え－、それからあの一、まあ、福島の今の状況も、

必ずしもまったく予断を許さないというのは基本認識で、え一、まあ、したがって、まあ常に

そうでありますが、やっぱり最大のリスク考えて行動する、対応すると、これはもう言わずも

がなでありますが、これまでもそうだと思いますが、え－、まあぜひ、大変、まぁ疲れもたま

ってるわけですけど、あの一、ぜひここはまあ踏ん張りどころということで、あの一、よろし

くお願いしたいと思います。え－、したがっていま、時間というのがもう１１時、もう半に、

もうなりましたので、一応ここで、え－、まあ締めてですね、まあ交替の方もいらっしゃるだ

ろうし、やはり状況判断に基づいて、そのいま、それぞれの班ごとに、いまどういう態勢にす

るか、そういうあの、今朝もそうだったですけど、うーん、あ－、比較的朝早い時間に、い－、

ま、ちょっと１Ｆ３のあれが出ましたんでね、そういうことありうべしということで、ぜひ、

あの一、そこは対応に遺漏なきように、あの緊急は、かかるべしということで、重ねてよろし

くお願いしたいと思います。はい。じやあ、一応ここで、あの一、区切りをつけたいと思いま

す。はい、どうもご苦労さまでした。

はい。清水本部長、ありがとうございました。それでは、あの、定例の会議は明日９時からと

いうことにしたいと思います。どうもお疲れさまでございました。

あれ－、原子力のほうは何かラップアップを、ちょっとあれかな。●●さん、いますかね。

原子力、ラップアップというか、状況の確認と……。

あれ、ラップアップはしたのかな？

いま、ちょっとマスコミに聞かれてるので、それ対応しているのと、武黒さん対応をしていま

では待ちましょう。で、残る人はアサインされているのかね？今日、各班？
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発言内容

はい。あ一の一、復旧が遅れております、茨城の方面でございますが、ここはあの、上のほう、

まぁ栃木支店の管内にございますけども、新茂木変電所、ここが現在、復旧をいたしました。

そして、いまそこから出ております２７万の送電線の那珂線まで生きております。そこが生き

ましたのが２３時１１分に。那珂線が生きております。このあと、そこから供給を受けます２

の那珂変電所、ここと２７万Ｖ の常磐変電所、そして西、西水戸、あー、水戸北部変

電所、まぁここが、順次生きてまいりますので、これによって復旧、停電が順次減っていくと、

うことになるというふうに考えております。以上でございます。

はい、以上でございます。原子力のサイトも含めて、本店各班、高橋フェロー中心にですね、

すでにやりとりはして、これまで、それから今後の支援計画等も立ててある、というところで

ございます。ほかに、あの、各班からどうしてもというもの、ございましたら。すでにこの場

では、情報共有をしてきておりますけども。よろしいでしょうか。それからですね、明日、あ

のー、本日と同じように、え－、一応念のためですね、９時にこの本部会議をということにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。あの、原子力のほうで緊急事態あればそれまでのあ

、招集ということになろうかと思いますが。

本部長、どうぞよろしくお願いします。 

はい。あの、清水です。あの、ご苦労さまでした。ちょっと記者会見で、だいぶ、長時間かか

りまして、あの、この、福島の件については、ま、ま、もちろん、関心が高くて、今の現状が

どうだ、先の見通しはどうなんだと、いうようなことについて、かなりのやりとりがありまし

た。それからあの一、明日から始まるようになりました、いわゆる輪番停電、ま、計画停電で

すね。これは、やっぱり、原子力にほぼ匹敵する位の、まあ関心と言うとおかしいんですけど、

あれがありましてね。具体的な質問が多かったです。うーん、明日なんだけども、いつ分かる

か、自分の住んでるとこが止まるか止まんないのか、分かるのかとかですね。まあいろ

んな資料あるわけですが、まあ正直言って、え－、まあ色々このデータ、あの住所の示し方等

の関係もあって、百パーセント自分の住んでる所が止まるかどうかってのは分からない部分も
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変つらくて、え－、各第一線も、あの一、大変苦労が多いんですが、まあなん

とか、え－、ここ、これも、乗り越えていきたいと、まあお客様サービスも徹していきたいと、

まあ、こんなふうに考えております。あの、関係部門もどうぞよろしく。あの一、一致協力で、

あ－、対応していただきたいと思います。え－、それからあの一、まあ、福島の今の状況も、

必ずしもまったく予断を許さないというのは基本認識で、え一、まあ、したがって、まあ常に

そうでありますが、やっぱり最大のリスク考えて行動する、対応すると、これはもう言わずも

これまでもそうだと思いますが、え－、まあぜひ、大変、まぁ疲れもたま

ってるわけですけど、あの一、ぜひここはまあ踏ん張りどころということで、あの一、よろし

くお願いしたいと思います。え－、したがっていま、時間というのがもう１１時、もう半に、

もうなりましたので、一応ここで、え－、まあ締めてですね、まあ交替の方もいらっしゃるだ

ろうし、やはり状況判断に基づいて、そのいま、それぞれの班ごとに、いまどういう態勢にす

るか、そういうあの、今朝もそうだったですけど、うーん、あ－、比較的朝早い時間に、い－、
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発言内容 
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た。それからあの一、明日から始まるようになりました、いわゆる輪番停電、ま、計画停電で

すね。これは、やっぱり、原子力にほぼ匹敵する位の、まあ関心と言うとおかしいんですけど、

あれがありましてね。具体的な質問が多かったです。うーん、明日なんだけども、いつ分かる

か、自分の住んでるとこが止まるか止まんないのか、分かるのかとかですね。まあいろ

んな資料あるわけですが、まあ正直言って、え－、まあ色々このデータ、あの住所の示し方等

の関係もあって、百パーセント自分の住んでる所が止まるかどうかってのは分からない部分も

実はある、と、これが営業現場でか、だいぶ、そういう意味の、ご苦労もあるんだろうと思い

ますが、え－、まあいずれにしても基本的には、今のこういう需給状況の中で、え－、やっぱ

り全体のとにかく供給力を確保するということがまあ最大の、目的になるわけで、まあ、そう

変つらくて、え－、各第一線も、あの一、大変苦労が多いんですが、まあなん

とか、え－、ここ、これも、乗り越えていきたいと、まあお客様サービスも徹していきたいと、

まあ、こんなふうに考えております。あの、関係部門もどうぞよろしく。あの一、一致協力で、

あ－、対応していただきたいと思います。え－、それからあの一、まあ、福島の今の状況も、

必ずしもまったく予断を許さないというのは基本認識で、え一、まあ、したがって、まあ常に

そうでありますが、やっぱり最大のリスク考えて行動する、対応すると、これはもう言わずも

これまでもそうだと思いますが、え－、まあぜひ、大変、まぁ疲れもたま

ってるわけですけど、あの一、ぜひここはまあ踏ん張りどころということで、あの一、よろし

くお願いしたいと思います。え－、したがっていま、時間というのがもう１１時、もう半に、

もうなりましたので、一応ここで、え－、まあ締めてですね、まあ交替の方もいらっしゃるだ

ろうし、やはり状況判断に基づいて、そのいま、それぞれの班ごとに、いまどういう態勢にす

るか、そういうあの、今朝もそうだったですけど、うーん、あ－、比較的朝早い時間に、い－、

が出ましたんでね、そういうことありうべしということで、ぜひ、

あの一、そこは対応に遺漏なきように、あの緊急は、かかるべしということで、重ねてよろし

くお願いしたいと思います。はい。じやあ、一応ここで、あの一、区切りをつけたいと思いま

はい。清水本部長、ありがとうございました。それでは、あの、定例の会議は明日９時からと

いうことにしたいと思います。どうもお疲れさまでございました。

あれ－、原子力のほうは何かラップアップを、ちょっとあれかな。●●さん、いますかね。

原子力、ラップアップというか、状況の確認と……。 

いま、ちょっとマスコミに聞かれてるので、それ対応しているのと、武黒さん対応をしていま

では待ちましょう。で、残る人はアサインされているのかね？今日、各班？
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それは一応やってます。

ではちょっと、待ちましょう。

今日まで一応分煙なんで。

こっちはいいの？

いえ、中途半端な感じで……。

どこかのプラグが＝

圧力下がったんだもんね－。

保安班よりご連絡いたします。モニタリングポスト近傍での、えぇ＝。

保安班からお願いです。保安班からお願い

ます。そこで皆さんの被曝評価のためにですね、１階の正面玄関の入り口に、作業の時にはＡ

ＰＤ を付けていただいて管理しますから、その点については問題ございませんが、新たにこち

らに来られる方、ここから退出する場合については記録を書かさしていただきます。いま、玄

関の扉の所で出入り管理をしていただいている人にお願いしてありますので、ぜひ協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。
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