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発言者  

発電班  あの、本店とラップアップミーティングやってるみたいなんで、え一と、サイトのほうの、え－

と音声、入れてください。

復旧班  圧力、ちょっと分かるかなあ？

  ちょっと指示出してくれる？

てくれる。本店の。

復旧班  見えねぇ。

発電班  これ、これか、画面変えますか。

復旧班  復旧班から報告します。え－と、３号機のリバーシングバルブビットに水がなくて、ほとんど１

号機と３号機に供給がしてないってことで、ポンプの焼け付きを防ぐために一回１号機と３号機

とめます。とめさせてください、ちょっと、エンジンが焼き付くと困るので、ポンプが。で、す

ぐ水の補給してもう一回起動しますから。

  水が来てないの？

復旧班  水がもう、リパーシングバルブビット、カラみたいなんですよ。

復旧班  補給、海水ポンプ１台じゃ、もう足りないんですね。ちょっと一回とめます。

吉田所長  まぁ、いずれにしても水源確保、非常に重要だから、ちょっと手厚く対応してください。

  はい、分かりました。

復旧班  猪苗代からの消防車、２８００が２台届いたんですよ。すぐ入れましょうか。

吉田所長  入れてください、すぐ入れてください。

  何トン？

  ２８００ｔ。

吉田所長  ２

  ４台じゃない？

発電班  発電班ですけれども、今の消防車のポンプは１号にそれから３号に、それぞれ逆洗弁ビットから

水を取って入れています。それが仮になくなったとしても、３号には３号機のＤ／ＤＦＰが、１

号には、１号と２号には１号用のＤ／ＤＦＰが２プラントに補給してるんで、量はどの位か分か

らないですけど、チョロチョロとは入ってると思ってます。

吉田所長  あんまり、でも昨日の状況見るとＤ／Ｄだと補給してないと思ったほうが正しいから、ポンプだ

めだったとき用の代替のポンプは消防ポンプだろ？●●さんさあ、消防ポンプそのものは追加の

やつ、来てるんだつけ？

  猪苗代から。

吉田所長  猪苗代か。それがバックアップできるかどうかも含めてちょっと検討して。

  バックアップっていうのは？
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てくれる。本店の。

見えねぇ。 

これ、これか、画面変えますか。
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あの、本店とラップアップミーティングやってるみたいなんで、え一と、サイトのほうの、え－

と音声、入れてください。 

圧力、ちょっと分かるかなあ？

ちょっと指示出してくれる？ 本店の＝。通常の場合には＝

てくれる。本店の。 

これ、これか、画面変えますか。

復旧班から報告します。え－と、３号機のリバーシングバルブビットに水がなくて、ほとんど１

号機と３号機に供給がしてないってことで、ポンプの焼け付きを防ぐために一回１号機と３号機

とめます。とめさせてください、ちょっと、エンジンが焼き付くと困るので、ポンプが。で、す

ぐ水の補給してもう一回起動しますから。

水が来てないの？ 

水がもう、リパーシングバルブビット、カラみたいなんですよ。

補給、海水ポンプ１台じゃ、もう足りないんですね。ちょっと一回とめます。

まぁ、いずれにしても水源確保、非常に重要だから、ちょっと手厚く対応してください。

はい、分かりました。 

猪苗代からの消防車、２８００が２台届いたんですよ。すぐ入れましょうか。

入れてください、すぐ入れてください。

台でしょ。じゃあ５．６ｔ、はい。

 ４台って言ってた－。

発電班ですけれども、今の消防車のポンプは１号にそれから３号に、それぞれ逆洗弁ビットから

水を取って入れています。それが仮になくなったとしても、３号には３号機のＤ／ＤＦＰが、１

号には、１号と２号には１号用のＤ／ＤＦＰが２プラントに補給してるんで、量はどの位か分か

らないですけど、チョロチョロとは入ってると思ってます。

あんまり、でも昨日の状況見るとＤ／Ｄだと補給してないと思ったほうが正しいから、ポンプだ

めだったとき用の代替のポンプは消防ポンプだろ？●●さんさあ、消防ポンプそのものは追加の

やつ、来てるんだつけ？ 
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ぐ水の補給してもう一回起動しますから。 
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台でしょ。じゃあ５．６ｔ、はい。 
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発言者  

吉田所長  要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

た場合に。

  えっと、でかいですけど。

吉田所長  でかい。

  明日その＝

吉田所長  なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

ておかないといけないんだ。

  自衛隊の、自衛隊のやつ……・

  あっ、やめちゃったの？

  やめてない。

  きてんの？

  きてる。だってあの車が＝

  なんか、それは、あのなんか・・・・・・。

  南明も、２号にも、なんか怖がっちゃって。

吉田所長  それは何？

  南明さん。ポンプ。で、あの、自衛隊の給水車が全部２

吉田所長  全部行っちやったの？怖いから？

発電班  ●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

いうのをできるだけ早くしたい。

  行ければいいんですよね。

発電班  行ければ？

  いま使っているやつを、結局水中ポンプはだめ？

吉田所長  はい、いいですよ。

吉田所長  ●●君、３プラントのパラメータ、ずっと見といてな？

  はい。

吉田所長  異常あったら。

吉田所長  あれ４号機の４号取水路なんだけど、やったじゃないの、海水で。
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えっと、でかいですけど。 

多く入れたほうがいいんだっていうのなら。

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

ておかないといけないんだ。 

自衛隊の、自衛隊のやつ……・

あっ、やめちゃったの？ 

あの自衛隊のやつ？

きてる。だってあの車が＝ トラックが＝

なんか、それは、あのなんか・・・・・・。

南明も、２号にも、なんか怖がっちゃって。

ポンプごといるわけ？

南明さん。ポンプ。で、あの、自衛隊の給水車が全部２

全部行っちやったの？怖いから？

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

いうのをできるだけ早くしたい。

行ければいいんですよね。 

ひければ？ 行ければ？

いま使っているやつを、結局水中ポンプはだめ？

はい、いいですよ。 

●●君、３プラントのパラメータ、ずっと見といてな？

 

あれ４号機の４号取水路なんだけど、やったじゃないの、海水で。
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発言内容

要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

多く入れたほうがいいんだっていうのなら。

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

 

自衛隊の、自衛隊のやつ……・ 

あの自衛隊のやつ？ 

トラックが＝ 

なんか、それは、あのなんか・・・・・・。 

南明も、２号にも、なんか怖がっちゃって。 

ポンプごといるわけ？ 南明さん。

南明さん。ポンプ。で、あの、自衛隊の給水車が全部２

全部行っちやったの？怖いから？ 

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

いうのをできるだけ早くしたい。 

行ければ？ 

いま使っているやつを、結局水中ポンプはだめ？

●●君、３プラントのパラメータ、ずっと見といてな？

あれ４号機の４号取水路なんだけど、やったじゃないの、海水で。
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発言内容 

要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

多く入れたほうがいいんだっていうのなら。 

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

 

 

南明さん。 

南明さん。ポンプ。で、あの、自衛隊の給水車が全部２F 行っちゃった。

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

いま使っているやつを、結局水中ポンプはだめ？ 

●●君、３プラントのパラメータ、ずっと見といてな？ 

あれ４号機の４号取水路なんだけど、やったじゃないの、海水で。
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要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

行っちゃった。 

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

あれ４号機の４号取水路なんだけど、やったじゃないの、海水で。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と

 

要するにいま使っている消防ポンプ。注水してる３号、１号用の注水ポンプがさ、もしだめだっ

なるべく多く入れたほうがいいと思うんだよな。まあ、バランスなんだけど。要するに両方考え

●●さん、プラントのほうはどれ位の期間とめるのか心配してます。１号のほうはＤ／ＤＦＰで

供給してるって言ったけど、私の勘違いで供給してないので、いま、そこのさっきの海水注入だ

けに頼っているんですよ。だからとめる時間、とめるというか、もう一回供給始められる時間と
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発言者  

  はいはい。

吉田所長  あれ１ヵ所？

  ４号の海水から取ろうとしたやっ？

吉田所長  生きてない？

  ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

てないって言っている間に水が下がっちやった＝。

吉田所長  なんでできてない？

  え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

吉田所長  足りなかった？

  はい。

  それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

だと、搬入した新たなやつは、１０ｍ

吉田所長  やっといいやつが入ってきた状態？

  はい。吸い込み口が足りなかったのが原因。

吉田所長  それをトライしてるの、いま？

  はい。

吉田所長  これ、そことそれで通じるの？

  それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

吉田所長  復旧班？

  はい。

吉田所長  ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

ほんで、そのつど報告してもらえればと思います。

技術班  はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

で上がっています。サブレッションプールも２６０

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ

りこれも若干上がってますね。こんなとこです。
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はいはい。 

あれ１ヵ所？ 

４号の海水から取ろうとしたやっ？

生きてない？ なんで生かさない？

ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

てないって言っている間に水が下がっちやった＝。

なんでできてない？

え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

足りなかった？ 

はい。 

それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

だと、搬入した新たなやつは、１０ｍ

やっといいやつが入ってきた状態？

はい。吸い込み口が足りなかったのが原因。

それをトライしてるの、いま？

はい。 

これ、そことそれで通じるの？

それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

復旧班？ 

はい。 

ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

ほんで、そのつど報告してもらえればと思います。

はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

で上がっています。サブレッションプールも２６０

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ

りこれも若干上がってますね。こんなとこです。
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４号の海水から取ろうとしたやっ？

なんで生かさない？

ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

てないって言っている間に水が下がっちやった＝。

なんでできてない？ 

え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

 

それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

だと、搬入した新たなやつは、１０ｍ

やっといいやつが入ってきた状態？

はい。吸い込み口が足りなかったのが原因。

それをトライしてるの、いま？

これ、そことそれで通じるの？

それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

ほんで、そのつど報告してもらえればと思います。

はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

で上がっています。サブレッションプールも２６０

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ

りこれも若干上がってますね。こんなとこです。
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発言内容

４号の海水から取ろうとしたやっ？ あれはまだ生きてないです。

なんで生かさない？ 

ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

てないって言っている間に水が下がっちやった＝。

え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

だと、搬入した新たなやつは、１０ｍ でも吸い込める。これならいけるかなと。

やっといいやつが入ってきた状態？ 

はい。吸い込み口が足りなかったのが原因。 

それをトライしてるの、いま？ 

これ、そことそれで通じるの？ 

それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

ほんで、そのつど報告してもらえればと思います。

はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

で上がっています。サブレッションプールも２６０

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ

りこれも若干上がってますね。こんなとこです。
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発言内容 

あれはまだ生きてないです。

ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

てないって言っている間に水が下がっちやった＝。 

え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

でも吸い込める。これならいけるかなと。

 

それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

ほんで、そのつど報告してもらえればと思います。 

はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

で上がっています。サブレッションプールも２６０ から２６５、ここまで上がっていますね。若

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ

りこれも若干上がってますね。こんなとこです。 
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あれはまだ生きてないです。 

ずっとトライはしてるとは思ってるんですけど、まあちょっと早くと言ってみますが、まだでき

え、え一と、１回ポンプを入れたら、下が低くて、吸い込み圧が足らないんです。

それは同じように消防で行ったんだけど、まあ１０ｍ位だとけっこう厳しい＝

でも吸い込める。これならいけるかなと。

それは●●●●とめちゃったラインの確認で、海から引くのは復旧班のほうで。

ちょっと聞いてください。本部長です。すいません。今、ちょっとトランジェントな状態になっ

てきまして、１号機と３号機の海水系のラインがですね、え－、海水のラインがですね、とめざ

るを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、が、になっています。したがいまし

て、いろんなパラメータが悪い側に、今、転じているんで、メイキャップの海水のメイキャップ

等々、いま現場でしてもらってますけども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんな

ことをしないといけないんで、－旦態勢としてですね、対応できるようにスタンバイできるよう

にしといていただけますか？各グループ、各班お願いします。それで一番重要なのはヒート

クということで、海水を、系の、メイキャップをすることで、これいま、現場のほうに復旧班と

消火班と行っています、消防班と行っていますけれども。あとちょっと●●さんのほうで、パラ

メータが変わったところは、急激に変わったところ、ぜひ、よく見てていただきたいと思います。

はい。１時１０分に仮設ポンプ停止。その後のパラメータなんですけど、水位はあまり信用でき

ないかもしれないんですが、あまり変わってないんですが、ドライウェル圧力はやはり上がって

きていて、１時１０分に２４５だったものが、１時２０分に２５０、１時半で２５５まで５刻み

から２６５、ここまで上がっていますね。若

干上昇してます。炉圧は１時と比べるとですね、コンマ０５７からコンマ０６６ですね。やっぱ
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発言者  

吉田所長  ちょっと１号も見ててね。１号も、変わったとしたら、変わったとこら辺をちょっと重点的に見

ててください。

技術班  今のところ１時１５分ではまだ変化がないですね。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってくだ

さい。これはなんだ？炉圧が、あっ、でも、炉圧が、Ａ系が若干上がってるかな。そうですね、

０．０５０から０．１３５ですね。その前のデータ見ても若干ハンチングしてるんでちょっと分

かんないですけども。そんなとこです。引き続き注意します。

官庁連絡班  繋がってるのかな。１Ｆさん、聞こえますか。

  はい、聞こえます。

官庁連絡班  至急の話なんですけど、今までからずっと言われてることなんですが、保安院からまた督促がき

て、１Ｆ２の消火系への切り替え時期のことです。それで保安院の立場は、確かにいまＲＣＩＣ

動いてはいるものの３号のようにＨＰＣＩもずっと動いてて急に止まってしまって、そのあと結

局相当、炉心が▼▼なっちやったことから考えると、いまＲＣＩＣ

水位が確保されているうちに、消防ポンプへの切り替えをやらない理由がまったく分からないと

いう、そういうことです。要は、そういう、そう早く意思決定をして、やるべきではないかと、

そう言われてます。それについて、ここで早く決めたいと思ってます。これについてサイトさん

の見解はどうでしょうか。いまは本店では、ＳＲ弁の健全性と、ＦＰのほうのラインナップ、そ

れから例えばミニフローでやるのか何だか知らないけども、確実に動くっていうことを確認でき

るのであれば、保安院が言ってるほうがメリットが多いと思っ

サイトさんの見解をお聞きして、ここで意思決定して保安院に返したいと思ってます。趣旨はい

ま言ったような話です。

  はい。昨夜というか、にも説明したとおりで、２号への消火系の切り替えについては準備が整っ

てまして。え－と、整ってますと。ただし、いまですね、海水のビットがやっぱりまたカラにな

っちやっていまして、そういうことで１と３への消火系の注入もいまちょっとー旦停止して、現

場の対応をやってます。現場の対応をやってるっていうのは、海水のビットをまた満たす操

やっているところで、海水系の注入が１も３もいま止まっている状態です。ただし、海水ビット

がまた満たされれば、１も３も、同じように継続か復活して、かつ、２号も準備が整うというこ

とになります。ただし２号については、これも昨夜言ったように、ＰＣＶ

コンプレッサーの追加、要するに強烈なエンジン付きのコンプレッサーを事前に追加しておくと

いうのがまだできていないんだな？

官庁連絡班  ああなるほどね

復旧班  すいません。これはですね、いま２Ｆ

から現場に持ち込んで繋ぎ込みたいと思ってます。

  それと、消火系への切り替えに関連して、いま、主要なパラメータのうちの、原子炉圧力が見え

てないんですよ。これもいま見えるように。

  バッテリーを繋ぎ込んでる。

  バッテリーを繋ぎ込んでますので、このパラメータが見えるようになれば、諸々の条件が整うの

で、海水系の投入ができるようになると、そういうような状態になっています。

官庁連絡班  じゃあ、基本的にこれは保安院の言うように、その方向を目指しますけれども、その条件がまだ

整っていないので、その条件整う努力を一生懸命続けていて、それが整いしだいやります、そう

いうことでいいね。

  はい。そういうことです。

官庁連絡班  じゃ、そういうふうに回答するってことでよろしいですかね。小森さん、いいですかね、じやあ。

小森常務  じゃあ、そのコンプレッサーを繋ぎ込んでもらうということで、どの位の時間の目安かはあれだ

けども、それと、海水ビットの満水っていうか、ただし、それを入れるとそのビットの水の減る

量が多くなるってこと？
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今のところ１時１５分ではまだ変化がないですね。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってくだ

さい。これはなんだ？炉圧が、あっ、でも、炉圧が、Ａ系が若干上がってるかな。そうですね、

０．０５０から０．１３５ですね。その前のデータ見ても若干ハンチングしてるんでちょっと分

かんないですけども。そんなとこです。引き続き注意します。

繋がってるのかな。１Ｆさん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

至急の話なんですけど、今までからずっと言われてることなんですが、保安院からまた督促がき

て、１Ｆ２の消火系への切り替え時期のことです。それで保安院の立場は、確かにいまＲＣＩＣ

動いてはいるものの３号のようにＨＰＣＩもずっと動いてて急に止まってしまって、そのあと結

局相当、炉心が▼▼なっちやったことから考えると、いまＲＣＩＣ

水位が確保されているうちに、消防ポンプへの切り替えをやらない理由がまったく分からないと

いう、そういうことです。要は、そういう、そう早く意思決定をして、やるべきではないかと、

そう言われてます。それについて、ここで早く決めたいと思ってます。これについてサイトさん
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ちょっと１号も見ててね。１号も、変わったとしたら、変わったとこら辺をちょっと重点的に見

今のところ１時１５分ではまだ変化がないですね。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってくだ

さい。これはなんだ？炉圧が、あっ、でも、炉圧が、Ａ系が若干上がってるかな。そうですね、

０．０５０から０．１３５ですね。その前のデータ見ても若干ハンチングしてるんでちょっと分

かんないですけども。そんなとこです。引き続き注意します。

繋がってるのかな。１Ｆさん、聞こえますか。

至急の話なんですけど、今までからずっと言われてることなんですが、保安院からまた督促がき

て、１Ｆ２の消火系への切り替え時期のことです。それで保安院の立場は、確かにいまＲＣＩＣ

動いてはいるものの３号のようにＨＰＣＩもずっと動いてて急に止まってしまって、そのあと結
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水位が確保されているうちに、消防ポンプへの切り替えをやらない理由がまったく分からないと

いう、そういうことです。要は、そういう、そう早く意思決定をして、やるべきではないかと、

そう言われてます。それについて、ここで早く決めたいと思ってます。これについてサイトさん

の見解はどうでしょうか。いまは本店では、ＳＲ弁の健全性と、ＦＰのほうのラインナップ、そ

れから例えばミニフローでやるのか何だか知らないけども、確実に動くっていうことを確認でき

るのであれば、保安院が言ってるほうがメリットが多いと思っ

サイトさんの見解をお聞きして、ここで意思決定して保安院に返したいと思ってます。趣旨はい

はい。昨夜というか、にも説明したとおりで、２号への消火系の切り替えについては準備が整っ

てまして。え－と、整ってますと。ただし、いまですね、海水のビットがやっぱりまたカラにな

っちやっていまして、そういうことで１と３への消火系の注入もいまちょっとー旦停止して、現

場の対応をやってます。現場の対応をやってるっていうのは、海水のビットをまた満たす操

やっているところで、海水系の注入が１も３もいま止まっている状態です。ただし、海水ビット

がまた満たされれば、１も３も、同じように継続か復活して、かつ、２号も準備が整うというこ

とになります。ただし２号については、これも昨夜言ったように、ＰＣＶ

コンプレッサーの追加、要するに強烈なエンジン付きのコンプレッサーを事前に追加しておくと

いうのがまだできていないんだな？ 

すいません。これはですね、いま２Ｆ のほうから到着しまして、これは受け入れてですね、これ

から現場に持ち込んで繋ぎ込みたいと思ってます。

それと、消火系への切り替えに関連して、いま、主要なパラメータのうちの、原子炉圧力が見え

てないんですよ。これもいま見えるように。 

 

バッテリーを繋ぎ込んでますので、このパラメータが見えるようになれば、諸々の条件が整うの

で、海水系の投入ができるようになると、そういうような状態になっています。

じゃあ、基本的にこれは保安院の言うように、その方向を目指しますけれども、その条件がまだ

整っていないので、その条件整う努力を一生懸命続けていて、それが整いしだいやります、そう

じゃ、そういうふうに回答するってことでよろしいですかね。小森さん、いいですかね、じやあ。

じゃあ、そのコンプレッサーを繋ぎ込んでもらうということで、どの位の時間の目安かはあれだ

けども、それと、海水ビットの満水っていうか、ただし、それを入れるとそのビットの水の減る
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発言内容 

ちょっと１号も見ててね。１号も、変わったとしたら、変わったとこら辺をちょっと重点的に見

今のところ１時１５分ではまだ変化がないですね。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってくだ

さい。これはなんだ？炉圧が、あっ、でも、炉圧が、Ａ系が若干上がってるかな。そうですね、

０．０５０から０．１３５ですね。その前のデータ見ても若干ハンチングしてるんでちょっと分

かんないですけども。そんなとこです。引き続き注意します。

繋がってるのかな。１Ｆさん、聞こえますか。 

至急の話なんですけど、今までからずっと言われてることなんですが、保安院からまた督促がき

て、１Ｆ２の消火系への切り替え時期のことです。それで保安院の立場は、確かにいまＲＣＩＣ

動いてはいるものの３号のようにＨＰＣＩもずっと動いてて急に止まってしまって、そのあと結

局相当、炉心が▼▼なっちやったことから考えると、いまＲＣＩＣ

水位が確保されているうちに、消防ポンプへの切り替えをやらない理由がまったく分からないと

いう、そういうことです。要は、そういう、そう早く意思決定をして、やるべきではないかと、

そう言われてます。それについて、ここで早く決めたいと思ってます。これについてサイトさん

の見解はどうでしょうか。いまは本店では、ＳＲ弁の健全性と、ＦＰのほうのラインナップ、そ

れから例えばミニフローでやるのか何だか知らないけども、確実に動くっていうことを確認でき

るのであれば、保安院が言ってるほうがメリットが多いと思っ

サイトさんの見解をお聞きして、ここで意思決定して保安院に返したいと思ってます。趣旨はい

はい。昨夜というか、にも説明したとおりで、２号への消火系の切り替えについては準備が整っ

てまして。え－と、整ってますと。ただし、いまですね、海水のビットがやっぱりまたカラにな

っちやっていまして、そういうことで１と３への消火系の注入もいまちょっとー旦停止して、現

場の対応をやってます。現場の対応をやってるっていうのは、海水のビットをまた満たす操

やっているところで、海水系の注入が１も３もいま止まっている状態です。ただし、海水ビット

がまた満たされれば、１も３も、同じように継続か復活して、かつ、２号も準備が整うというこ

とになります。ただし２号については、これも昨夜言ったように、ＰＣＶ

コンプレッサーの追加、要するに強烈なエンジン付きのコンプレッサーを事前に追加しておくと

のほうから到着しまして、これは受け入れてですね、これ

から現場に持ち込んで繋ぎ込みたいと思ってます。 
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じゃあ、基本的にこれは保安院の言うように、その方向を目指しますけれども、その条件がまだ

整っていないので、その条件整う努力を一生懸命続けていて、それが整いしだいやります、そう

じゃ、そういうふうに回答するってことでよろしいですかね。小森さん、いいですかね、じやあ。

じゃあ、そのコンプレッサーを繋ぎ込んでもらうということで、どの位の時間の目安かはあれだ

けども、それと、海水ビットの満水っていうか、ただし、それを入れるとそのビットの水の減る
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の見解はどうでしょうか。いまは本店では、ＳＲ弁の健全性と、ＦＰのほうのラインナップ、そ

れから例えばミニフローでやるのか何だか知らないけども、確実に動くっていうことを確認でき

るのであれば、保安院が言ってるほうがメリットが多いと思っています。その前提条件を含めて

サイトさんの見解をお聞きして、ここで意思決定して保安院に返したいと思ってます。趣旨はい

はい。昨夜というか、にも説明したとおりで、２号への消火系の切り替えについては準備が整っ

てまして。え－と、整ってますと。ただし、いまですね、海水のビットがやっぱりまたカラにな

っちやっていまして、そういうことで１と３への消火系の注入もいまちょっとー旦停止して、現

場の対応をやってます。現場の対応をやってるっていうのは、海水のビットをまた満たす操

やっているところで、海水系の注入が１も３もいま止まっている状態です。ただし、海水ビット
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整っていないので、その条件整う努力を一生懸命続けていて、それが整いしだいやります、そう

じゃ、そういうふうに回答するってことでよろしいですかね。小森さん、いいですかね、じやあ。
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れから例えばミニフローでやるのか何だか知らないけども、確実に動くっていうことを確認でき

ています。その前提条件を含めて

サイトさんの見解をお聞きして、ここで意思決定して保安院に返したいと思ってます。趣旨はい
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場の対応をやってます。現場の対応をやってるっていうのは、海水のビットをまた満たす操
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吉田所長
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テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  多くなります。２号機のやつでしょ。

小森常務  ２号機の、繋いだら。

吉田所長  ええ。繋ぎ込むと当然多くなりますんで。

小森常務  だよね。なくなる時間が増えるっていうこと。

吉田所長  ええ。

官庁連絡班  海水ビットで補給するポンプって全然増やせないんだっけ。

吉田所長  うん、あの……。

官庁連絡班  いま消防車着いたって聞いたんだけど。

吉田所長  うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

官庁連絡班  いまやってんのね、それは。

吉田所長  やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

てます。

官庁連絡班  ああ、分かりました。

吉田所長  それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

官庁連絡班  了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

吉田所長  いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。

官庁連絡班  あっ、そうか。じゃ、そろそろなんだ。

吉田所長  取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

けどね。

官庁連絡班  四、五十分でね。

吉田所長  はい、はい。

官庁連絡班  あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

復旧班  すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

りますので、これも１時間位かなと思ってるんですけど。

官庁連絡班  １時間位かかる？

吉田所長  ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

官庁連絡班  ああ、そうなの。

復旧班  ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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多くなります。２号機のやつでしょ。

２号機の、繋いだら。

ええ。繋ぎ込むと当然多くなりますんで。

だよね。なくなる時間が増えるっていうこと。

ええ。 

海水ビットで補給するポンプって全然増やせないんだっけ。

うん、あの……。

いま消防車着いたって聞いたんだけど。

うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

いまやってんのね、それは。

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

てます。 

ああ、分かりました。

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。

あっ、そうか。じゃ、そろそろなんだ。

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

けどね。 

四、五十分でね。

はい、はい。 

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

りますので、これも１時間位かなと思ってるんですけど。

１時間位かかる？

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

ああ、そうなの。

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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多くなります。２号機のやつでしょ。

２号機の、繋いだら。 

ええ。繋ぎ込むと当然多くなりますんで。

だよね。なくなる時間が増えるっていうこと。

海水ビットで補給するポンプって全然増やせないんだっけ。

うん、あの……。 

いま消防車着いたって聞いたんだけど。

うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

いまやってんのね、それは。 

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

ああ、分かりました。 

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。

あっ、そうか。じゃ、そろそろなんだ。

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

四、五十分でね。 

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

りますので、これも１時間位かなと思ってるんですけど。

１時間位かかる？ みんな含めて１時間内外。

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

ああ、そうなの。 

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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発言内容

多くなります。２号機のやつでしょ。 

ええ。繋ぎ込むと当然多くなりますんで。 

だよね。なくなる時間が増えるっていうこと。

海水ビットで補給するポンプって全然増やせないんだっけ。

いま消防車着いたって聞いたんだけど。 

うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

 

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。

あっ、そうか。じゃ、そろそろなんだ。 

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

りますので、これも１時間位かなと思ってるんですけど。

みんな含めて１時間内外。 

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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発言内容 

だよね。なくなる時間が増えるっていうこと。 

海水ビットで補給するポンプって全然増やせないんだっけ。 

うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

りますので、これも１時間位かなと思ってるんですけど。 

 

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。

いまね、バッテリーが着いて、現場にこれから持っていくところなんで。 

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。
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うん、それでいまね、消防車による海水のメイキャップも含めて、それをやってる。 

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

それと、海水からのラインをもって、生かすっていう、２つにいま全力を挙げています。 

了解。で、あとリアクター圧力が監視できるようになるのっていうのは、見通しは。 

 

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

あと、ベント弁のコンプレッサーのほうは、これはどれ位時間かかりそうなんだっけ？ 

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや

ごめん。来てると思いますんでっていうのはまだ確認してないってことなの。 

ローソンの所で、２Ｆの●●さんから東芝さんに引き継いだのは確認してますんで。 

 

やってる、やってる。いま着いた消防車の水をそこに運んで入れられないかっていうことをやっ

 

取り付ければということ、ただ移動もありますから４０分から５０分位かかると思ってるんです

すいません、これ、いま事務本館のほうに来てると思いますので、これから現地に運び込んでや
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吉田所長
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小森常務
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小森常務
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小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

官庁連絡班  ああ、そうか、それ確認しないとだめだな。

吉田所長  はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

復旧班  ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

至急確認します。

小森常務  じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

にかく。

吉田所長  ２号機についてね。

小森常務  ２号機について。ということで判断したいと思いますけども。

吉田所長  はい。

小森常務  とにかく。

吉田所長  一番重要なのは。

小森常務  はい、どうぞ。

吉田所長  なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。

小森常務  そうね。

官庁連絡班  了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。

吉田所長  はい。了解です。

小森常務  条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

しくお願いします。

吉田所長  はい。

小森常務  ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。

吉田所長  はい、お願いします。

小森常務  ２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

います？どなたか。●●君と●●さん。

 はい、何でしょうか。

小森常務  えっとですねぇー。

 本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま

すけど。

小森常務  えっとね、いまね、１Ｆ２をね、保安院からという話もあるけど、１Ｆ２

は動いてるようではありますが、そのリスクもあるし、１Ｆ１

かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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ああ、そうか、それ確認しないとだめだな。

はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

至急確認します。

じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

にかく。 

２号機についてね。

２号機について。ということで判断したいと思いますけども。

はい。 

とにかく。 

一番重要なのは。

はい、どうぞ。 

なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。

そうね。 

了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。

はい。了解です。

条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

しくお願いします。

はい。 

ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。

はい、お願いします。

２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

います？どなたか。●●君と●●さん。

はい、何でしょうか。

えっとですねぇー。

本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま

すけど。 

えっとね、いまね、１Ｆ２をね、保安院からという話もあるけど、１Ｆ２

は動いてるようではありますが、そのリスクもあるし、１Ｆ１

かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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ああ、そうか、それ確認しないとだめだな。

はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

至急確認します。 

じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

２号機についてね。 

２号機について。ということで判断したいと思いますけども。

一番重要なのは。 

 

なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。

了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。

はい。了解です。 

条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

しくお願いします。 

ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。

はい、お願いします。 

２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

います？どなたか。●●君と●●さん。

はい、何でしょうか。 

えっとですねぇー。 

本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま

えっとね、いまね、１Ｆ２をね、保安院からという話もあるけど、１Ｆ２

は動いてるようではありますが、そのリスクもあるし、１Ｆ１

かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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発言内容

ああ、そうか、それ確認しないとだめだな。 

はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

２号機について。ということで判断したいと思いますけども。

なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。

了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。

条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。

２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

います？どなたか。●●君と●●さん。 

本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま

えっとね、いまね、１Ｆ２をね、保安院からという話もあるけど、１Ｆ２

は動いてるようではありますが、そのリスクもあるし、１Ｆ１

かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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発言内容 

 

はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

２号機について。ということで判断したいと思いますけども。

なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。

了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。

条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。

２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま

えっとね、いまね、１Ｆ２をね、保安院からという話もあるけど、１Ｆ２

は動いてるようではありますが、そのリスクもあるし、１Ｆ１

かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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はい。引き継いだ物が仕様に合っているかどうかは確認しておいてよ、本当に。

ちょっとまだ現物が見れてるかどうか。《ビー音》が戻ってきてないので分からないんですけど、

じゃあ、まぁ、いずれにしても、かなりはっきりとした前提条件を我々のほうで共有して、条件

が圧力計の指示値も含めてね、条件が整ったらやるというのが一番保守的、安全側の判断で、と

２号機について。ということで判断したいと思いますけども。 

なんせ海水をビットに、何でもかんでもビットに水を突っ込むことなんで。 

了解。じやあ、その旨で保安院にとにかく回答しておきます。 

条件が整ったらご連絡しますということで。そういう方向で。現場のほう、本当に大変で、夜中

で申し訳ないけど、まずとにかく、今の安全確保の条件、というか前提を作るためにもぜひよろ

ちょっと本部長に電話だけ、ちょっと入れたいと思いますけど。 

２４時間いるのかな。オフサイトセンターは誰もいるように見えないけど。オフサイトセンター、

本部長はいまさっき、お休みになっちゃいましたね。いますけど。どっかに転がってると思いま
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かなか、スムーズにさっさと行くという保証もないので、減圧をして海水を入れるというのをや
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発言者  

ったほうが安全だろうと、まぁ、そういう話です。

 はい。えっと、ただ、さっきの話を聞いてると、ビットはまだカラなんですよね。

小森常務  いや、だから条件ははっきりしてて。ビットがカラでは入らないから。１Ｆ１

も重要なんで、いまビットを入れてるっていう話が１つと。それからコンプレッサーの強力なや

つで、ベント側のほうが空気をしっかり確保するということと、あと原子炉の炉圧を電源繋ぎ込

んで、ブラインド状態から見えるようにする、ということを鋭意、１Ｆさんのほうでやってもら

ってるようなので、その条件がちゃんと確立すれば、減圧してポンプで注入するというのが一番

安全な状態になるだろうと。あるいは炉心の損傷についてあんまり懸念しない状態で海水浸けに

できるだろうと。そういうことなんで、まあ、いいんじゃないかと私は思ってる

武藤さんにその旨伝えて……。

 伝えておきます。

小森常務  伝えておいて、なんか意見があったら、また、いま、つかまるかね。

 えっと、いま、どこだろうな。どっかでつかまると思うんですけど。きっと。

 お休みになられたんじゃないかと思いますが、急ぎですね？はい。

小森常務  まあ急ぎ。話は違うけどオフサイトセンターの人たちって、どこに、オフサイトセンターの中に

泊まれるの？そんなことないよね。

 泊まれませんよ。もうだからずっと座ってるか、どこかその辺でしゃがみ込んでるだけです。

小森常務  ほんと？明日から私そっち行くんだけど。

 大変ですよ。

小森常務  よろしくお願いします。

 はい。

小森常務  ちょっと確認してもらえます？

 分かりました。

吉田所長  ●●さんね、●●さんね。これがちょっとトランジェントだっていうことは、国もそれでいろん

な形で指示を出しつつあるので、多分オフサイトセンターの中でも状況は、かなりあれだと思う

んですよ。

 なるほど。

吉田所長  だからちょっと動きになると思うんで、ちょっとお知らせするというよりは、連携とるっていう

形になると思う。

 ちゃんと議論しておくということですね。分かりました。
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伝えておいて、なんか意見があったら、また、いま、つかまるかね。

えっと、いま、どこだろうな。どっかでつかまると思うんですけど。きっと。
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●●さんね、●●さんね。これがちょっとトランジェントだっていうことは、国もそれでいろん

な形で指示を出しつつあるので、多分オフサイトセンターの中でも状況は、かなりあれだと思う
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形になると思う。 
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３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容
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はい。えっと、ただ、さっきの話を聞いてると、ビットはまだカラなんですよね。

いや、だから条件ははっきりしてて。ビットがカラでは入らないから。１Ｆ１

も重要なんで、いまビットを入れてるっていう話が１つと。それからコンプレッサーの強力なや

つで、ベント側のほうが空気をしっかり確保するということと、あと原子炉の炉圧を電源繋ぎ込

んで、ブラインド状態から見えるようにする、ということを鋭意、１Ｆさんのほうでやってもら

ってるようなので、その条件がちゃんと確立すれば、減圧してポンプで注入するというのが一番
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武藤さんにその旨伝えて……。 

伝えておいて、なんか意見があったら、また、いま、つかまるかね。

えっと、いま、どこだろうな。どっかでつかまると思うんですけど。きっと。

お休みになられたんじゃないかと思いますが、急ぎですね？はい。

まあ急ぎ。話は違うけどオフサイトセンターの人たちって、どこに、オフサイトセンターの中に
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だからちょっと動きになると思うんで、ちょっとお知らせするというよりは、連携とるっていう

ちゃんと議論しておくということですね。分かりました。
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発言者  

小森常務  うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

で、武藤さんにまず言ってください。

 ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

わけですね。

小森常務  私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

 いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

小森常務  いやいや、それをやりたいのは、ほかのプラントだけど。

 もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

ま起こしてきて、探してきます。

小森常務  じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ

復旧班  すいません、１Ｆ

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

ろしくお願いいたします。

小森常務  大体どの位もちそうなのかね、６０Ｌ

復旧班  やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

小森常務  ちょっと本店のほうで……。

ＯＳＣ  すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ

復旧班  ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

すけど。

ＯＳＣ  分かりました。

復旧班  ６０Ｌ

ＯＳＣ  実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

回してもらえる６０Ｌ

ます。すぐ必要ってことですよね？

吉田所長  すぐ必要です、すぐ必要です。

ＯＳＣ  そういうことですよね。了解しました、善処します。

小森常務  加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。

ＯＳＣ  何時位の時点で要ります？

2011 年 3 月 1

 

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

で、武藤さんにまず言ってください。

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

わけですね。 

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

いやいや、それをやりたいのは、ほかのプラントだけど。

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

ま起こしてきて、探してきます。

じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ

すいません、１Ｆ

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

ろしくお願いいたします。

大体どの位もちそうなのかね、６０Ｌ

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

ちょっと本店のほうで……。

すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

すけど。 

分かりました。 

６０Ｌ まもなく届くって聞いてます。

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

回してもらえる６０Ｌ

ます。すぐ必要ってことですよね？

すぐ必要です、すぐ必要です。

そういうことですよね。了解しました、善処します。

加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。

何時位の時点で要ります？
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うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

で、武藤さんにまず言ってください。

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

いやいや、それをやりたいのは、ほかのプラントだけど。

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

ま起こしてきて、探してきます。

じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ

すいません、１Ｆ の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

ろしくお願いいたします。 

大体どの位もちそうなのかね、６０Ｌ

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

ちょっと本店のほうで……。 

すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

 

まもなく届くって聞いてます。

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

回してもらえる６０Ｌ がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し

ます。すぐ必要ってことですよね？

すぐ必要です、すぐ必要です。

そういうことですよね。了解しました、善処します。

加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。

何時位の時点で要ります？ その追加の６０より以降の話ですけど。
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発言内容

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

で、武藤さんにまず言ってください。 

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

いやいや、それをやりたいのは、ほかのプラントだけど。

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

ま起こしてきて、探してきます。 

じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ

の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

大体どの位もちそうなのかね、６０Ｌ で。分かんない？やってみないと分かんない？

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

 

すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

まもなく届くって聞いてます。 

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し

ます。すぐ必要ってことですよね？ 

すぐ必要です、すぐ必要です。 

そういうことですよね。了解しました、善処します。

加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。

その追加の６０より以降の話ですけど。
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発言内容 

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

いやいや、それをやりたいのは、ほかのプラントだけど。 

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ

の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

で。分かんない？やってみないと分かんない？

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し

そういうことですよね。了解しました、善処します。 

加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。

その追加の６０より以降の話ですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

は着々と進めてもらって、本当にゴーする前には、条件の確立のサインをＩ 

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

じゃあ、まぁ、そういうことでまず準備を進めてください、１Ｆ さん。 

の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

で。分かんない？やってみないと分かんない？

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。

すいません、オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。いま６０Ｌ 

は、急遮、こう自衛隊から貸してもらうっていう、そういう６０Ｌ ですよね。

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し

加えていま要望あるのは６０。追加のガソリンも要るってことだよね。 

その追加の６０より以降の話ですけど。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

Ｆから出してもらっ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

私、今日はだいぶ欠席してたんで、はずれてたんで、そういう話もあったわけね？ 

いやいや、要するに水素ガスの爆発対策みたいな話があったじゃないですか。 

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

で。分かんない？やってみないと分かんない？ 

やってみないと分かんないです、すいません。どれ位の消費量だか見えてこないんで。 

ガソリンっていうの

ですよね。 

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し

 

うん。だから方向としてはまず、説明してもらって、１Ｆのほうはその条件をつくるように準備

Ｆから出してもらっ

て、本店のほうも保安院にはちゃんと話をして、それでオフサイトセンター側もちょっとその期

間は起きておいてもらって、減圧するので、ある面じゃ、小ＬＯＣＡになるから、そういうこと

ええと、あれか、オペフロに窒素、ヘリウムを入れるというのは、さすがにそこまではやらない

もちろんそうなんですけどもね、事前に埋めとく手もあるのかなと、一瞬思っただけなんで。い

の●●ですが。コンプレッサー現物確認しまして使えることは分かったんです

が、ガソリンがカラな状態です。で、ガソリンがまもなく６０Ｌ届きますんで当面はそれでしの

げますけれども、その先がないんで、ぜひとも本店さんのほうから、ガソリンのほうをご協力よ

ガソリンっていうの

ちょっと内容はすいません、私のほうで把握してなくて、いま●●いないもんですから、あれで

実はそういう話があったんですけど、ちょっとある事情からですね、あの一、そのとき自衛隊が

がなくて、で、いままさに自衛隊の人がつかまったんで、これから交渉し
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発言者  

吉田所長  ６０以降もね、アズ・スーン・アズ・ポッシブルで欲しいんですよ。他の例えば計装のバッテリ

ーだとかいうのも全部ガソリンなんで。なんせガソリンは常に使えるような状況にしとかないと、

この状態はもたない、とずっと私言ってるんで。

ＯＳＣ  分かりました。実はですね、２Ｆにですね、２００

ガソリンなんですよ。だからその輸送手段さえ確保できれば、それは輸送できる状態になってま

す。

吉田所長  分かりました。資材班さ、２Ｆのガソリンを１Ｆ用だと言ってくれてるんで、取りに行くような

手段を考えて。で、２Ｆ

ＯＳＣ  私、実は増田さんとしゃべったんでですね、ちょっとそこら辺のですね、コンタクトパーソンは

また別途連絡します。１Ｆ

吉田所長  １Ｆ

ＯＳＣ  はい、了解しました。じやあ《ピー音》さんとコンタクトとります。

吉田所長  お願いします。

武藤副社長  武藤です。

小森常務  どうもすいません、お休み中。お休み中、すみません。

吉田所長  早急に言ってください。

武藤副社長  で、基本的には、いままだＲＣＩＣ

ってるのは早めに注水のその代替注水の準備をしとげということだと理解をするので、それを準

備をして、で、いざっていう時には入れると、そういうことでいいかと、そういう理解でいいで

すか。

小森常務  いやいやあの、いざじやなくて、条件が整ったら、いま冠水してるとおぼしき段階で、もう減圧

して海水入れるという。

武藤副社長  ふーん、最初から海水入れちやったらどうだと言われてるってことですか。

小森常務  ただ要するに、いずれその、早晩、あの一来るような話なので、ＴＡＦより上だろうと、まあ大

体推定できてるものなので。そういうことなんですけど。

吉田所長  あの、武藤さん、それもあるんですけど、もっと重要なのは、３号と１号の、要するにﾋﾟットの

海水ピットの水が、聞いたと思いますけど、いまかなり減ってきてて、給水が困難だということ。

いまポンプとめてんですよ、１号と３号の。

武藤副社長  うん。

吉田所長  だからここのほうが、今の１号と３号に対しては問題であって、まずビットをちゃんと満水にす
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発言者  

防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

武藤副社長  なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

れ位時間がかかるんですか。

吉田所長  多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

用のそのＩＡ

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

じておこうと。

武藤副社長  なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

ち、やんなきやいけないことだし。

吉田所長  これはもう最優先です。

武藤副社長  今の、それからそのＡＯ

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？

吉田所長  はい、そうです。

小森常務  それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

かすることがあっても、まだＲＣＩＣ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

武藤副社長  えっ、どういう意味。その回ってる時のほうが－。

小森常務  いやＲＣＩＣ

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

プしてるタイミングでやる。

吉田所長  もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

小森常務  そう、満水になれば。

吉田所長  いつでもできるんで、その判断でいいんですよ。

武藤副社長  そういうことだね。

吉田所長  だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

小森常務  ３号がね。

吉田所長  で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。

小森常務  上昇してる？

吉田所長  ２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ

けど。２６０

武藤副社長  ３号のドライウェル圧力。
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防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

れ位時間がかかるんですか。

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

用のそのＩＡ のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

じておこうと。 

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

ち、やんなきやいけないことだし。

これはもう最優先です。

今の、それからそのＡＯ

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？

はい、そうです。

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

かすることがあっても、まだＲＣＩＣ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

えっ、どういう意味。その回ってる時のほうが－。

いやＲＣＩＣ は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

プしてるタイミングでやる。

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

そう、満水になれば。

いつでもできるんで、その判断でいいんですよ。

そういうことだね。

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

３号がね。 

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。

上昇してる？ 

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ

けど。２６０ か？
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防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

れ位時間がかかるんですか。 

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

 

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

ち、やんなきやいけないことだし。

これはもう最優先です。 

今の、それからそのＡＯ 弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？

はい、そうです。 

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

かすることがあっても、まだＲＣＩＣ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

えっ、どういう意味。その回ってる時のほうが－。

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

プしてるタイミングでやる。 

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

そう、満水になれば。 

いつでもできるんで、その判断でいいんですよ。

そういうことだね。 

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ

か？ 

３号のドライウェル圧力。 
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発言内容

防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

 

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

ち、やんなきやいけないことだし。 

弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

かすることがあっても、まだＲＣＩＣ が動いているかもしれないというタイミングのほうが、そ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

えっ、どういう意味。その回ってる時のほうが－。

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

 

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

いつでもできるんで、その判断でいいんですよ。

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ
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発言内容 

防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

が動いているかもしれないというタイミングのほうが、そ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

えっ、どういう意味。その回ってる時のほうが－。 

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

いつでもできるんで、その判断でいいんですよ。 

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ
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防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

いことだし、あとは決めなきゃいけないことは、そのＲＣＩＣ 回ってると思ってるけれども、そ

れに加えて海水用にも最初から入れるかどうか、そこだけですか？ 

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

が動いているかもしれないというタイミングのほうが、そ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

い状態だったのが、いまこういう状態でですね、逆にいま上昇してます。 

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ
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防車に付いている水をですね、載ってる水をそのままピットに入れちゃうと。淡水、海水かまわ

ずに水というものは全部もうビットに入れちゃう、ということをいまやってます。１Ｆ では。

なるほど。で、そうすると２号、保安院が言ってるように水を入れられるようになるためにはど

多分１時間程度はかかると思うんですよ。そんでその間を利用して、ベントするための、ベント

のコンプレッサーをですね、現場に持ち込んで、２号機のベントラインがどれ位の

ベント、サブチャンベントのラインがですね。ちゃんと途中で閉塞しないような措置を併せて講

なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水を入れて水を補給するっていうのはどっちみ

弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

回ってると思ってるけれども、そ

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

が動いているかもしれないというタイミングのほうが、そ

んなシリーズにきれいに行かないというリスクは若干回避できるかもしれない。 

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

もうそこはね、そこはだからもう条件さえ整えば、要するにビットが満水になれば。 

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

いま、国のほうが気にしてんのはやっぱり３号のほうを気にしてるんですよ。 

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ

ａまであったのが、２４０位まで下がってくれたんですね。２００程度下がってくれて非常にい

 

２４０から上昇してます。２４０から２４５、いま２００ちょっと。●●君、頭が見えないんだ
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弁開けてベントできるようにするのも、どっちみち、やんなきやいけな

回ってると思ってるけれども、そ

それからもう少し言えば、いま言ってる条件が整って、やろうとしても、若干トラプッたりなん

が動いているかもしれないというタイミングのほうが、そ

は回ってないでしよっていうことで、さあトタで行きましよって。そんなきれいに

その条件成立がなんのかなっていう。もういずれ海水入れるということであれば、オーバーラッ

だからそこの理屈付けについてはどうでもいい話で、プラント最優先に考えればいい。要するに

で、ドライウェルのベントが、ドライウェルの圧力がですね、ベントが成功して一時４２５ｋｐ
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小森常務
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発言者  

技術班  いま２６０です。

吉田所長  ドライウェル圧力。

小森常務  それはどう理解するんですか。３号機についての話だけど。

吉田所長  ２つあってですね、給水量がもういまないんで、反応がですね増えたことによって、何かしら反

応が増えたことによってドライウェルが。

小森常務  圧力が増えてる。

吉田所長  圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この

場合はやはり反応が増えてると思わざるを得ないと思うんですよね。だから、保安院はだからそ

こで、保安院っていうか国のほうはそれが危ないって言って、先ほどなんか避難指示を、国から

の指示でまだ残ってる高齢者の避難指示もしてるというようなことで、ちょっとそういう意味で

大きいと思ってるんですよ。

武藤副社長  そこはさ、そこはさ、その、１号機もドライウェルの圧力高いよね。

吉田所長  高いです。

武藤副社長  これもさ、なぜかなと思ってた。こっちでそのさっき議論したときに、ドライウェルの中にその

圧力分位もうヘッドが出る位水が溜まってるっていう解釈はないですか。要は下からずっとね、

ベッセル一杯になってそれがなんかどこかから溢れて、そのドライウェルの中ずっと水が溜まっ

てったら、その水のヘッド分だけベントラインって圧力かかるよね。

吉田所長  うん。

武藤副社長  で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい

うことになるような気が。ちょっと楽観的すぎるかもしんないけども。その３号機も上がってく

っていうのは、下、水溜まり始めてるっていうことはあり得ないんですか。

吉田所長  まだね、３号機の場合は注水量、１号機よりも少ないですから、昨日からの話ですとね。

武藤副社長  ふーん、そんなとこまで行ってねぇだろと？

吉田所長  うん、行ってないと思うんですよね。

武藤副社長  で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

ってきてるっていうこと？

吉田所長  うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ

スが溜まってきてるよねっていうとこに考えないといけないんで。

武藤副社長  まあそうだな。

吉田所長  ええ。そのためにやっぱり極力給水量増やして。
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まだね、３号機の場合は注水量、１号機よりも少ないですから、昨日からの話ですとね。

ふーん、そんなとこまで行ってねぇだろと？

うん、行ってないと思うんですよね。

で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

ってきてるっていうこと？

うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ
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２つあってですね、給水量がもういまないんで、反応がですね増えたことによって、何かしら反

応が増えたことによってドライウェルが。

圧力が増えてる。 

圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この
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ふーん、そんなとこまで行ってねぇだろと？

うん、行ってないと思うんですよね。

で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

ってきてるっていうこと？ 

うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ

スが溜まってきてるよねっていうとこに考えないといけないんで。
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応が増えたことによってドライウェルが。 

圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この
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で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい
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っていうのは、下、水溜まり始めてるっていうことはあり得ないんですか。
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ふーん、そんなとこまで行ってねぇだろと？ 

うん、行ってないと思うんですよね。 
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圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この

場合はやはり反応が増えてると思わざるを得ないと思うんですよね。だから、保安院はだからそ

こで、保安院っていうか国のほうはそれが危ないって言って、先ほどなんか避難指示を、国から

の指示でまだ残ってる高齢者の避難指示もしてるというようなことで、ちょっとそういう意味で

そこはさ、そこはさ、その、１号機もドライウェルの圧力高いよね。

これもさ、なぜかなと思ってた。こっちでそのさっき議論したときに、ドライウェルの中にその

圧力分位もうヘッドが出る位水が溜まってるっていう解釈はないですか。要は下からずっとね、

ベッセル一杯になってそれがなんかどこかから溢れて、そのドライウェルの中ずっと水が溜まっ

てったら、その水のヘッド分だけベントラインって圧力かかるよね。

で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい

うことになるような気が。ちょっと楽観的すぎるかもしんないけども。その３号機も上がってく

っていうのは、下、水溜まり始めてるっていうことはあり得ないんですか。

まだね、３号機の場合は注水量、１号機よりも少ないですから、昨日からの話ですとね。

 

で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ

スが溜まってきてるよねっていうとこに考えないといけないんで。

ええ。そのためにやっぱり極力給水量増やして。 

あ、ちょっと、吉田所長と武藤さん、ちょっといいですか。ちょっと需給上の緊急の会議を、輪

番停電の話は非常にあれなんで、こちらでちょっと会議開きたいっていうことなんで。
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２つあってですね、給水量がもういまないんで、反応がですね増えたことによって、何かしら反

圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この

場合はやはり反応が増えてると思わざるを得ないと思うんですよね。だから、保安院はだからそ

こで、保安院っていうか国のほうはそれが危ないって言って、先ほどなんか避難指示を、国から

の指示でまだ残ってる高齢者の避難指示もしてるというようなことで、ちょっとそういう意味で

そこはさ、そこはさ、その、１号機もドライウェルの圧力高いよね。 

これもさ、なぜかなと思ってた。こっちでそのさっき議論したときに、ドライウェルの中にその

圧力分位もうヘッドが出る位水が溜まってるっていう解釈はないですか。要は下からずっとね、

ベッセル一杯になってそれがなんかどこかから溢れて、そのドライウェルの中ずっと水が溜まっ

てったら、その水のヘッド分だけベントラインって圧力かかるよね。 

で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい

うことになるような気が。ちょっと楽観的すぎるかもしんないけども。その３号機も上がってく

っていうのは、下、水溜まり始めてるっていうことはあり得ないんですか。 

まだね、３号機の場合は注水量、１号機よりも少ないですから、昨日からの話ですとね。

で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ

スが溜まってきてるよねっていうとこに考えないといけないんで。 

あ、ちょっと、吉田所長と武藤さん、ちょっといいですか。ちょっと需給上の緊急の会議を、輪
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２つあってですね、給水量がもういまないんで、反応がですね増えたことによって、何かしら反

圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この

場合はやはり反応が増えてると思わざるを得ないと思うんですよね。だから、保安院はだからそ

こで、保安院っていうか国のほうはそれが危ないって言って、先ほどなんか避難指示を、国から

の指示でまだ残ってる高齢者の避難指示もしてるというようなことで、ちょっとそういう意味で

これもさ、なぜかなと思ってた。こっちでそのさっき議論したときに、ドライウェルの中にその

圧力分位もうヘッドが出る位水が溜まってるっていう解釈はないですか。要は下からずっとね、

ベッセル一杯になってそれがなんかどこかから溢れて、そのドライウェルの中ずっと水が溜まっ

で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい

うことになるような気が。ちょっと楽観的すぎるかもしんないけども。その３号機も上がってく

 

まだね、３号機の場合は注水量、１号機よりも少ないですから、昨日からの話ですとね。 
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あ、ちょっと、吉田所長と武藤さん、ちょっといいですか。ちょっと需給上の緊急の会議を、輪

番停電の話は非常にあれなんで、こちらでちょっと会議開きたいっていうことなんで。 

 

２つあってですね、給水量がもういまないんで、反応がですね増えたことによって、何かしら反

圧力が上がるのと、あとはベントが詰まってるっていうかですね、両方あるんですけども、この

場合はやはり反応が増えてると思わざるを得ないと思うんですよね。だから、保安院はだからそ

こで、保安院っていうか国のほうはそれが危ないって言って、先ほどなんか避難指示を、国から

の指示でまだ残ってる高齢者の避難指示もしてるというようなことで、ちょっとそういう意味で

これもさ、なぜかなと思ってた。こっちでそのさっき議論したときに、ドライウェルの中にその

圧力分位もうヘッドが出る位水が溜まってるっていう解釈はないですか。要は下からずっとね、

ベッセル一杯になってそれがなんかどこかから溢れて、そのドライウェルの中ずっと水が溜まっ

で、例えば１号機ドライウェル５キロ位あるんで、例えば５ｍ水が溜まってると思ったらそうい

うことになるような気が。ちょっと楽観的すぎるかもしんないけども。その３号機も上がってく

 

で、行ってないとするとその心配なこととしては何が考えられる、要はまた中でガスが一杯溜ま

うん、溜まってきてる可能性が高いということですね。一番だから危険側に考えるのは、中でガ

あ、ちょっと、吉田所長と武藤さん、ちょっといいですか。ちょっと需給上の緊急の会議を、輪
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発言者  

武藤副社長  基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

小森常務  はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この…

武藤副社長  それで準備を進めるということでいいと思う。

小森常務  はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。

吉田所長  はい、こっちでやっときます。

小森常務  じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

いですけど。はい、よろしくお願いします。

 申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

藤本副社長  いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それ

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

うことだから。３

 １２時２０分。

藤本副社長  １２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

 ９時２０分。

藤本副社長  ９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？

 店所は準備しているんでしょうか。

2011 年 3 月 1

 

基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この…

それで準備を進めるということでいいと思う。

はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。

はい、こっちでやっときます。

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

いですけど。はい、よろしくお願いします。

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それ

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

うことだから。３

１２時２０分。 

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

９時２０分。 

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？

店所は準備しているんでしょうか。
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基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この…

それで準備を進めるということでいいと思う。

はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。

はい、こっちでやっときます。

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

いですけど。はい、よろしくお願いします。

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それ

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

うことだから。３ つ目のブロックは１１

 

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？

店所は準備しているんでしょうか。
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発言内容

基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この…

それで準備を進めるということでいいと思う。

はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。

はい、こっちでやっときます。 

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

いですけど。はい、よろしくお願いします。 

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それ

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

つ目のブロックは１１ 時、１３時からか？

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？

店所は準備しているんでしょうか。 
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発言内容 

基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この…

それで準備を進めるということでいいと思う。 

はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

 

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それ

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

時、１３時からか？

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？
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基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。

はいはい、じやあそういうことで、ちょっと一旦。あの、この… …。 

はい、ええ、はいはい、そういうことで。吉田所長よろしいですね。 

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

ルまでいきそうなので、いま、それで対応しているということです。それから記者会見で６時半

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

時、１３時からか？ 

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張

りたいというふうに思ってます。以上です。何か質問あります？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

基本的にはその保安院が言うように、もう水を入れてくということでいいと思います。 

じゃあ、ちょっとすいません、この会議システムはこちらのモードにさせてください。申し訳な

申し訳ありません。これから計画停電に関する、ちょっと緊急の関係班によるミーティングを始

めたいと思います。関係するのは、総務班、情報第二、第一、配電、工務、それから給電班とい

う班の班長さんあるいは代理の方、本部卓へお集まりください。それから、ちょっとあの、こち

らの本部卓の音声は外に出ないように。画面は出しといていただいて結構なんですが、音声だけ

は外へ出ないように切ってください。《本店内での１４日午前中の計画停電についての会議》

いいですか、輪番停電のことについてちょっといまですねぇ、官房長官からですね、非常に強い

ことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。まず冒頭言

われましたのはですね、明日６時半だったかな、第１発目、６時２０分から計画停電をやるとい

うことについては絶対認めないと。それはですね、官房長官と福山官房副長官と蓮紡需給対策大

臣かな、その３人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使っている人をおまえは殺

すことになると。おまえがそれを承知して計画停電をやるということは、おれは殺人罪をお

に対して問うと、それをやったら、と言われました。それで要件はですね、要件は、その人工心

肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手

当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで、終わるまで計画停電は延ばせと、できるだけ

頑張ってほしいということを言われたの。で、方策としてはですね、需要の大きいところから切

れと、それはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでのあいだでいいんだと、そしたら

計画停電をやらしてあげる、ということなんで、できれば１０時から、最低１０時から、１０時、

１１時できるだけ引っ張ってほしいということで、いま、官房長官から非常にきついお言葉でで

すね指示をされまして、３時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するに、お客さ

んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要抑制を加えて、

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

から記者会見で６時半

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に

切っていこうと思っているんだけども、最初の６時２０分、それから９時だっけ？ 

９時２０分。それから始まる３時間ずつの計画停電についてはなんとか見合わせてですね、頑張
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んに、大臣命令だ、官房長官命令だということを言え、ということで、できるだけ需要抑制をお

まえらが努力して依頼しろと。それから、その結果を３時までに持ってこいと、どういう状況に

なっているか３時までに持ってこいと、いうことで話をします。今のところですね、揚水を、揚

抑制を加えて、

輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りた

いと、午前中だけでも。午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それ

はできませんけども、そこを午前中にですね、集中して出すということになると、まあなんとか、

なっていくと思いますので、いま需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、それか

らこの揚水をですね、午前中に集中的に出すということで、なんとかＵＦＲ働かないで済むレベ

から記者会見で６時半

からやると言ってましたけども、これは記者会見は変更になったということでやりません。とい

うのは、６時半、それから次のブロックが何時だか忘れたけども、それになってもやらないとい

１２時２０分から３つ目のブロックが始めるということなので、いま、５００万ずつこう順番に
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発言者  

藤本副社長  何を？

 店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

藤本副社長  これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

とで、指示してください。水、大丈夫なんだろうな？本当に。

 はい、大丈夫です。明日、大丈夫です。

藤本副社長  広報も集まっててください。

 それからですね、２３区内の話をちょっとしていただきたいんですが。

藤本副社長  ２３区は止まるの、本当に？

 いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

とにするのかどうかというところをちょっと……。

藤本副社長  だけど警視庁から絶対困ると言われたんだろう？

 はい。やめるということでいいんですか。はい。

 警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

ということだったんですが。

藤本副社長  午前中な？

 今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

から。

藤本副社長  ああ、そう。

 じゃ、入っていてよろしいんですね。

 ちょっとそこは最終確認します。

 はい、分かりました。はい。

藤本副社長  他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。

 いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。

藤本副社長  だから、午前中はやらない。
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何を？ 

店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

とで、指示してください。水、大丈夫なんだろうな？本当に。

はい、大丈夫です。明日、大丈夫です。

広報も集まっててください。

それからですね、２３区内の話をちょっとしていただきたいんですが。

２３区は止まるの、本当に？

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

とにするのかどうかというところをちょっと……。

だけど警視庁から絶対困ると言われたんだろう？

はい。やめるということでいいんですか。はい。

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

ということだったんですが。

午前中な？ うん。

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

から。 

ああ、そう。 

じゃ、入っていてよろしいんですね。

ちょっとそこは最終確認します。

はい、分かりました。はい。

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。

だから、午前中はやらない。
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店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

とで、指示してください。水、大丈夫なんだろうな？本当に。

はい、大丈夫です。明日、大丈夫です。

広報も集まっててください。 

それからですね、２３区内の話をちょっとしていただきたいんですが。

２３区は止まるの、本当に？ 

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

とにするのかどうかというところをちょっと……。

だけど警視庁から絶対困ると言われたんだろう？

はい。やめるということでいいんですか。はい。

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

ということだったんですが。 

うん。 

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

じゃ、入っていてよろしいんですね。

ちょっとそこは最終確認します。

はい、分かりました。はい。 

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。

だから、午前中はやらない。 
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発言内容

店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

とで、指示してください。水、大丈夫なんだろうな？本当に。

はい、大丈夫です。明日、大丈夫です。 

 

それからですね、２３区内の話をちょっとしていただきたいんですが。

 絶対だめだって言われたんだろう？

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

とにするのかどうかというところをちょっと……。

だけど警視庁から絶対困ると言われたんだろう？

はい。やめるということでいいんですか。はい。

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

 

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

じゃ、入っていてよろしいんですね。 

ちょっとそこは最終確認します。 

 

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。
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発言内容 

店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

とで、指示してください。水、大丈夫なんだろうな？本当に。

それからですね、２３区内の話をちょっとしていただきたいんですが。

絶対だめだって言われたんだろう？

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

とにするのかどうかというところをちょっと……。 

だけど警視庁から絶対困ると言われたんだろう？ 

はい。やめるということでいいんですか。はい。 

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ
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今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

るように頑張ってもらいたい。各店、いいですか。はい。そういうことで。 

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだ

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。
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店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

 

いいですか、すみません。ちょっと警視庁の関係ですけど、さっき絶対だめだと言われてんです

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い

ずれにしても、こちらのほうも決めないとですね、向こうも困っちゃうんで。 

 

店所が準備をしていると思うので、店所への周知をお願いしたいのですが。命令系統とか？ 

これ本当に大丈夫なのか？水だけ、で、じゃあ、その計画停電は３ブロックから始めるというこ

いま、一部入っているようなブロックになってるんですよ、グループに。それをやめるというこ

警視庁もそこまでよく話が伝わらなかったんで、一部入っているということは理解は示してくれ

たんだけども、まだ聞いていないんで対応はできないんで、明日の午前中位はせめてやめてくれ

今の話で２ブロックまではやめましたんで、自動的になくなります。ただ、３ブロック以降もそ

ういうものが入っているんで、そこはきちんと説明して対応していただくという方向で進めます

他にありますか。いいですか。需要減の積み上げについては努力してほしい。これは「おまえら

何もやってねぇじゃねぇか」ということを言われたので、需要の積み上げについては努力しても

らいたい。あとは、揚水でできるだけ水たくさん落としちゃうと。午前中にですね。それで対応

しますんで。それからあと、配電は、なんだつけ、電源な、簡易電源、これをできるだけ用意す

と言われてんです

けど、実は、支社のほうで各所轄の警察署のほうに明日とまるかもしれないと説明に行ってまし

てですね、各警察署はそれを受けて自分のところでなんとか対応しようと、つまり人を出してや

ろうと準備を始めてくれているところもあるようなんです。そこはちょっといま、警視庁の上層

部とも相談しているみたいで、どうするかちょっと検討するってことになっています。ただ、い
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発言者  

 午前中はやらない。

藤本副社長  やらない。

 午後は？

藤本副社長  入る。もう、もたない。

 そういうことですね。分かりました。

藤本副社長  午後はもたない。だから午前中はできるだけやるということで、あっ、要するにとめないという

ことでやります。午後は申し訳ないけども、もう、ＵＦＲ

という、大変お客さんにご迷惑をかける方法になっちゃうんで、それは計画で、計画的にやらし

てもらいたいと。いいですか。はい、そういうことで。

 すみません、広報面ではどういうふうに対応することに。

藤本副社長  広報はやらない。

 え一と、何もしない？

藤本副社長  やらない。これは第１ブロック、第２ブロックをやらないということについては広報はしない。

 しない。

藤本副社長  それがもし必要だったら、投げ込みかなんかでやるけども、今のままだったら、やるとかえって

混乱するから、うん。

 分かりました。

藤本副社長  それは、今からなんて記者会見なんかやったら、また大変なことになるからさ。

 要するに広報面、記者会見という意味ではなくて、伝え方ですけども。

藤本副社長  ●●君、あれだる、今から広報、投げ込みもやらないほうがいいだろう。第１ブロック、第２

ロック。ああ一、ちょいちょいちょいちょい、だから今……込みもやらないほうがいいだろう。

第１ブロック、第２

 すみません、ちょっと時間的にはですね。

藤本副社長  無理だろ？

 今の時間でやるのはリスクはありますけど。朝、どういうふうな対応をするかはちょっと検討し

てみたいと思うんですけど。

藤本副社長  朝、何やるの？

 朝、その投げ込み出す方法とかですね。今の時間ですと、ちょっと対応しようがないかなと、マ

スコミのほうも、と思いますが。はい、ちょっとそこは検討させていただきたいと思いますが。

藤本副社長  いま、社長室で、広報するのはやめようということにしたんだよ。それは、そのまあ－、可能性

だからね。可能性がなかったということにさしてもらうと言うしか、もうやりようがないな、言

いようが。今から記者会見なんかやったらまた大騒ぎになるから。だから、結果的にやらなかっ

たと、午前中は。
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てもらいたいと。いいですか。はい、そういうことで。

すみません、広報面ではどういうふうに対応することに。
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え一と、何もしない？ 

やらない。これは第１ブロック、第２ブロックをやらないということについては広報はしない。
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たと、午前中は。 
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発言内容
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午後はもたない。だから午前中はできるだけやるということで、あっ、要するにとめないという

ことでやります。午後は申し訳ないけども、もう、ＵＦＲ

という、大変お客さんにご迷惑をかける方法になっちゃうんで、それは計画で、計画的にやらし
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発言内容 
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午後はもたない。だから午前中はできるだけやるということで、あっ、要するにとめないという

というか、予期せぬところから止まる

という、大変お客さんにご迷惑をかける方法になっちゃうんで、それは計画で、計画的にやらし

やらない。これは第１ブロック、第２ブロックをやらないということについては広報はしない。

それがもし必要だったら、投げ込みかなんかでやるけども、今のままだったら、やるとかえって

それは、今からなんて記者会見なんかやったら、また大変なことになるからさ。

要するに広報面、記者会見という意味ではなくて、伝え方ですけども。 

●●君、あれだる、今から広報、投げ込みもやらないほうがいいだろう。第１ブロック、第２

ロック。ああ一、ちょいちょいちょいちょい、だから今……込みもやらないほうがいいだろう。

今の時間でやるのはリスクはありますけど。朝、どういうふうな対応をするかはちょっと検討し

朝、その投げ込み出す方法とかですね。今の時間ですと、ちょっと対応しようがないかなと、マ

スコミのほうも、と思いますが。はい、ちょっとそこは検討させていただきたいと思いますが。

いま、社長室で、広報するのはやめようということにしたんだよ。それは、そのまあ－、可能性

だからね。可能性がなかったということにさしてもらうと言うしか、もうやりようがないな、言

いようが。今から記者会見なんかやったらまた大騒ぎになるから。だから、結果的にやらなかっ
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やらない。これは第１ブロック、第２ブロックをやらないということについては広報はしない。

それがもし必要だったら、投げ込みかなんかでやるけども、今のままだったら、やるとかえって

それは、今からなんて記者会見なんかやったら、また大変なことになるからさ。 
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●●君、あれだる、今から広報、投げ込みもやらないほうがいいだろう。第１ブロック、第２ ブ

ロック。ああ一、ちょいちょいちょいちょい、だから今……込みもやらないほうがいいだろう。

今の時間でやるのはリスクはありますけど。朝、どういうふうな対応をするかはちょっと検討し

朝、その投げ込み出す方法とかですね。今の時間ですと、ちょっと対応しようがないかなと、マ

スコミのほうも、と思いますが。はい、ちょっとそこは検討させていただきたいと思いますが。 

いま、社長室で、広報するのはやめようということにしたんだよ。それは、そのまあ－、可能性

だからね。可能性がなかったということにさしてもらうと言うしか、もうやりようがないな、言
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発言者  

 すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

何だ、やるつもりだと思ってたのになぜ

藤本副社長  それはやります。

 で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

藤本副社長  それは、一応やるということにしてあるよね。

 全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

するしかないよ。

藤本副社長  じゃ、事後的に言い訳というか、そういう言い方をすると。

 当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

思ったより需要がうんと低かったと……

 ぎりぎりに見極めたという言い方ですね。

 それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

てあるから。

藤本副社長  できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

はい、いいかな。

 午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。

藤本副社長  はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

  えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

吉田所長  メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

繋ぎ込みとか、その辺は粛々と早めにやってください。

発電班  １個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

ます。

吉田所長  ２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

な？

ＯＳＣ  すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。

技術班  ３号の、３号の２時２０分はまだですか。

技術班  ３号の、３号の２時２０分はまだですか。
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すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

何だ、やるつもりだと思ってたのになぜ

それはやります。

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

それは、一応やるということにしてあるよね。

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

するしかないよ。

じゃ、事後的に言い訳というか、そういう言い方をすると。

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

思ったより需要がうんと低かったと……

ぎりぎりに見極めたという言い方ですね。

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

てあるから。 

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

はい、いいかな。

午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

繋ぎ込みとか、その辺は粛々と早めにやってください。

１個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

ます。 

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

な？ 

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。
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すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

何だ、やるつもりだと思ってたのになぜ

それはやります。 

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

それは、一応やるということにしてあるよね。

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

するしかないよ。 

じゃ、事後的に言い訳というか、そういう言い方をすると。

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

思ったより需要がうんと低かったと……

ぎりぎりに見極めたという言い方ですね。

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

はい、いいかな。 

午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

繋ぎ込みとか、その辺は粛々と早めにやってください。

１個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。

３号の、３号の２時２０分はまだですか。

３号の、３号の２時２０分はまだですか。
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発言内容

すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

何だ、やるつもりだと思ってたのになぜ変わったんだというＱＡ

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

それは、一応やるということにしてあるよね。

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

じゃ、事後的に言い訳というか、そういう言い方をすると。

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

思ったより需要がうんと低かったと…… 

ぎりぎりに見極めたという言い方ですね。 

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

繋ぎ込みとか、その辺は粛々と早めにやってください。

１個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。

３号の、３号の２時２０分はまだですか。 

３号の、３号の２時２０分はまだですか。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

変わったんだというＱＡ

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

それは、一応やるということにしてあるよね。 

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

じゃ、事後的に言い訳というか、そういう言い方をすると。 

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

繋ぎ込みとか、その辺は粛々と早めにやってください。 

１個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。
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すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

変わったんだというＱＡ をしっかりとやると。

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

 

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

午前中やらないって。広報はどうしたらいいかって話なんですけど。 

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

１個だけ、交替に向けてドライウェルにベッセル圧力を解放してＰＣＶ ベントを生かすと、リア

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

をしっかりとやると。 

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

ベントを生かすと、リア

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい

ので、●●さん、お電話いただけますか。そつか。じゃあ、なし。電話してくるかな。 

 

すみません。ちょっと●●がいないので、企画部なんですが、基本的にはそうだと思います。こ

の時間から言う言わない得失があるので、基本的に言わないと。仮に言わないと決めた場合は、

で、それがいいかどうかをもうちょっと、あの、検討したほうがいいかと思いますが、いずれに

しても多分この時間だと、また、メディアも明日計画停電だとどんどん言っていますから、混乱

するだろうと思いますので。営業さんの店所がもう明日とめますよと、いや、明日とめないよと

いうことを知っているということはないでしょうか。そこだけ、要はもうそれを知っていてお客

さんにやっぱりとめませんでしたと言い始めてたりとかすると、ややこしいなと思うんですけど。 

全部やるということで、需要が落っこってきたから結局やらずに済んだとか、そういう言い方、

当然だよ。だって一生懸命これをやったからとめません、やりませんでしたと言ったらさ、明日

もやれ、あさってもやれとなって収拾がつかなくなるから、結局、節電のご指示とかあったんで、

それで一生懸命、いま、何軒も頼んでるから。頼んで一生懸命、とりあえず周知の期間として遅

らせたという言い方するようにしているからさ。そういうようにロードカーブ作れと、いま言っ

できた。できた。できた。それで、それで、え、なんで？いいよ、いま、●●君とは話すから。

はい、よろしくお願いいたします。それではまた、原子力のサイトの音声と繋いどいてください。 

えっと。はい、あります。ちょっとまだ●●さんと連絡とれてないですが。持っています。 

メインの仕事はそれなんだけど、それにあわせて、２号機の原子炉圧力の監視を、バッテリーの

ベントを生かすと、リア

クタービルの中のあのー線量が上がる前に、ブローアウトをしようというのができなくなります

から、他の号機と同じように、線量が上がってからアクセスしなきやならないのはきつい気がし

２号機で？うん、うん。ブローアウトパネルね。うん、ブローアウトパネル以外でなんかねえか

すいません、こちらオフサイトセンター●●ですけれども、ガソリンについて打ち合わせしたい
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場所 発言者

発電班

吉田所長
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吉田所長

技術班

発電班

１Ｆ 

オフサイトセ
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武藤副社長

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。

吉田所長  武藤さん、聞こえます？

技術班  いままだ注水って始まってないんですよね？

発電班  炉圧のデータをそっちで言ってください。

技術班  ２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

吉田所長  了解、了解。

技術班  で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

たり５ｋｐａ位です。

発電班  それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

たんで、ドライウェル外に出てきた可能性があります。

  柏からいま、応援部隊が－

武藤副社長  福島の

吉田所長  はい、聞こえます。

武藤副社長  聞こえますか。

吉田所長  福島第一、聞こえますよ。

武藤副社長  はいはい。どんな状況ですか。

吉田所長  はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

武藤副社長  はい、了解。

吉田所長  ４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです

武藤副社長  了解。

吉田所長  ほんで、一番本流の……。

  ４

吉田所長  あ、４

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。
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プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。

武藤さん、聞こえます？

いままだ注水って始まってないんですよね？

炉圧のデータをそっちで言ってください。

２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

了解、了解。 

で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

たり５ｋｐａ位です。

それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

たんで、ドライウェル外に出てきた可能性があります。

柏からいま、応援部隊が－

福島の第一、聞こえますか。

はい、聞こえます。

聞こえますか。 

福島第一、聞こえますよ。

はいはい。どんな状況ですか。

はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

はい、了解。 

４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです

了解。 

ほんで、一番本流の……。

４ 号ピット、カラでした。

あ、４ 号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。
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プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。

武藤さん、聞こえます？ 武藤さん、オフサイトセンター武藤さん、聞こえます？聞こえないか。

いままだ注水って始まってないんですよね？

炉圧のデータをそっちで言ってください。

２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

たり５ｋｐａ位です。 

それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

たんで、ドライウェル外に出てきた可能性があります。

柏からいま、応援部隊が－ 

第一、聞こえますか。 

はい、聞こえます。 

 

福島第一、聞こえますよ。 

はいはい。どんな状況ですか。

はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです

ほんで、一番本流の……。 

号ピット、カラでした。 

号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。

武藤さん、オフサイトセンター武藤さん、聞こえます？聞こえないか。

いままだ注水って始まってないんですよね？ 

炉圧のデータをそっちで言ってください。 

２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

たんで、ドライウェル外に出てきた可能性があります。

 

はいはい。どんな状況ですか。 

はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです

号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。

武藤さん、オフサイトセンター武藤さん、聞こえます？聞こえないか。

 

２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

たんで、ドライウェル外に出てきた可能性があります。 

はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです

号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

プラントのほうのデータですけれども、炉圧が取れるようになりました。 

武藤さん、オフサイトセンター武藤さん、聞こえます？聞こえないか。

２号ですよね。２号の炉圧が測れるようになって、いま５．４７Ｍｐａです。

で、１号の２時から２時半のパラメータは、それほどは変わってないです。３号はジリジリとド

ライウェル出力、炉圧ともに上がってますね。ただ上がり方はそんなに急激じゃなくて１０分当

それで、３号のディーゼル駆動のＦＰに燃料供給しようと思って、３号の松の廊下、竹の廊下辺

りに行ったんだけれども、白いもやがあって線量が高くなってきてるというのがあって、いま燃

料補給できていません。ということで、いま３号のドライウェル、サブレッションプールの圧力

上がってきた影響かもしれません。ベントができていなくて、ドライウェルの圧力が上がってき

はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単

純作業でできるろ過水をビットに運ぶことを継続していまやってます。４ｔ車と２ｔ車が２台あ

りますんで、これをピストン輸送でですね、ビット内に水を増やしていくという作業をしてます。

４号機の放水路からじゃなくて、横の逆洗ビットの所に、海水の残水があるので、それを３号機

のほうのビットに入れるという作業をいまこれ進めているところです。 

号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

武藤さん、オフサイトセンター武藤さん、聞こえます？聞こえないか。
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号ピット、カラでしたので、ちょっとこれは、期待できません。だから、まずはもう、ろ

過水をどんどん入れていくというところでやっていくしかない。《ビー音》さん、それでいいね。
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はい、えっとですね、まず、海水ビットのほうについて言えば、まず、一番、メイキャップが単
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発言者  

で、海水の搬入、●●は下か。

吉田所長  えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

かないと思っているんですけどね。

武藤副社長  了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。

吉田所長  そうです、そうです。

武藤副社長  最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

えっと、そちらの資材班かな？

吉田所長  それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

武藤副社長  了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

吉田所長  これは、●●さん、どう？

  いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。

武藤副社長  えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。

自衛消防隊  南明はですね、消防車の大きいやつです。実は、いま、２Ｆ

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

こちらから＝。

  ちゃんとした道路を紹介しながらなんとか１Ｆ

でございます。

武藤副社長  ぼくは２Ｆ

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。

吉田所長  はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

な。

武藤副社長  おお。

吉田所長  そうですね。

武藤副社長  じゃあそれも含めてだ。

吉田所長  はい。

武藤副社長  え－、これは南明にあたらないといけないんだね？
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で、海水の搬入、●●は下か。

えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

かないと思っているんですけどね。

了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。

そうです、そうです。

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

えっと、そちらの資材班かな？

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

これは、●●さん、どう？

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。

えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。

南明はですね、消防車の大きいやつです。実は、いま、２Ｆ

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

こちらから＝。 

ちゃんとした道路を紹介しながらなんとか１Ｆ

でございます。 

ぼくは２Ｆ から１Ｆ

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

な。 

おお。 

そうですね。 

じゃあそれも含めてだ。
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で、海水の搬入、●●は下か。

えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

かないと思っているんですけどね。

了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。

そうです、そうです。 

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

えっと、そちらの資材班かな？

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

これは、●●さん、どう？ 

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。

えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。

南明はですね、消防車の大きいやつです。実は、いま、２Ｆ

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

 

ちゃんとした道路を紹介しながらなんとか１Ｆ

 

から１Ｆ まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

じゃあそれも含めてだ。 

え－、これは南明にあたらないといけないんだね？
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発言内容

で、海水の搬入、●●は下か。 

えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

かないと思っているんですけどね。 

了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

えっと、そちらの資材班かな？ 本店が手伝ってんのかな。

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。

えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。

南明はですね、消防車の大きいやつです。実は、いま、２Ｆ

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

ちゃんとした道路を紹介しながらなんとか１Ｆ

まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

え－、これは南明にあたらないといけないんだね？
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発言内容 

えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

本店が手伝ってんのかな。 

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。

えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。

南明はですね、消防車の大きいやつです。実は、いま、２Ｆ まで来ているんですが、ちょっとい

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

ちゃんとした道路を紹介しながらなんとか１Ｆ に連れていきたいなということで、いま、調整中

まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

え－、これは南明にあたらないといけないんだね？ 
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ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

了解。ここは、だけど、最後その海水っちゅうことで、命の綱だから。 

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

 

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

いのですが、なんとか、少しでも運ぼうかなと思ってますが。 

えーと、あと、その給水車だっけ。南明かに頼んでんのがあるんだっけ。 

まで来ているんですが、ちょっとい

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

に連れていきたいなということで、いま、調整中

まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

用車で行けましたから、行けると思いますんで、これはぜひ動かしたいね。 

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ
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えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

それも含めて、うちのその、あの、なんだ、水屋のほうで確認していますので。 

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

 

まで来ているんですが、ちょっとい

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

に連れていきたいなということで、いま、調整中

まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

 

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ

 

えっとさ、海水チーム、海水チームをさ、誰か分かるやつ、こっちに置いといてくんないと、●

●とかさ。誰か置いといてくんないと話にならないんだ。海水のほうはですね、一応モノがです

ね、昨日入れたやつがどうも容量が小さいということでですね、いま、別な物を手配しているん

ですが、手配状況がいまよく分からないんで、まずはもうなんせ、ろ過水の往復でやっていくし

最後のそのでかい容量のポンプの手配状況っていうのを早急に確認する必要があるね。これは、

了解、了解、これ要確認事項だね。それから、あと、ろ過水をビットに入れてくのは、その間、

当然必要なので、ここは何かクリティカルになるものはあるのですか。手だとか、ポンプだとか。 

いま、ろ過水も３０００キロ位しかないので、そんなに取りたくないなと思っております。それ

で、浪江の消防さんのほうが、小さいポンプ車と給水車を貸すよということで、明日も借りられ

ると思うんで、熊川辺りから水を運ぼうかなということを考えてます。まぁ、給水車１台しかな

まで来ているんですが、ちょっとい

ま、道も悪いということで、残念ながら、今日中に１Ｆへ着きませんでした。まぁ、明日、道を

に連れていきたいなということで、いま、調整中

まで車で動いたけど、確かに、あの、段差があるとかあったけれども、乗

はい、できればですね、消防車来るときに水を積んできてくれると、いきなり使えちゃうんだよ



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

02:48 

 

 

 

 

 

 

02:49 

 

 

 

 

 

 

02:50 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  そうなんです。

武藤副社長  本店、聞いてるかな。本店、聞こえないのか、これ。

小森常務  本店、聞いてますよ。

武藤副社長  南明に話をする必要あると思、うんで。

小森常務  ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。

武藤副社長  はい。

小森常務  動いてきていたことは事実で。

武藤副社長  あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

ＯＳＣ  大熊町役場。

武藤副社長  大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

ＯＳＣ  可能だと思います。お願いしてみます。

武藤副社長  うん。

武藤副社長  お願いしてみたらどうですか。１Ｆ

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。

吉田所長  そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

武藤副社長  えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

吉田所長  今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。

小森常務  だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

ほうで。

吉田所長  そうです。いますぐにでもいいんですけどね。

小森常務  サポートを。

武藤副社長  ＯＫ。えと、誰か南明は２Ｆ

いるかい？

吉田所長  あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。

2011 年 3 月 1

 

そうなんです。 

本店、聞いてるかな。本店、聞こえないのか、これ。

本店、聞いてますよ。

南明に話をする必要あると思、うんで。

ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。

はい。 

動いてきていたことは事実で。

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

大熊町役場。 

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

可能だと思います。お願いしてみます。

うん。 

お願いしてみたらどうですか。１Ｆ

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

ほうで。 

そうです。いますぐにでもいいんですけどね。

サポートを。 

ＯＫ。えと、誰か南明は２Ｆ

いるかい？ 福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。
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本店、聞いてるかな。本店、聞こえないのか、これ。

本店、聞いてますよ。 

南明に話をする必要あると思、うんで。

ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。

動いてきていたことは事実で。

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

可能だと思います。お願いしてみます。

お願いしてみたらどうですか。１Ｆ

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

そうです。いますぐにでもいいんですけどね。

ＯＫ。えと、誰か南明は２Ｆ にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

本店、聞いてるかな。本店、聞こえないのか、これ。

南明に話をする必要あると思、うんで。 

ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。

動いてきていたことは事実で。 

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

可能だと思います。お願いしてみます。 

お願いしてみたらどうですか。１Ｆ のそのビットがカラになっちゃうんじゃ困るから、だから水

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

そうです。いますぐにでもいいんですけどね。

にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

本店、聞いてるかな。本店、聞こえないのか、これ。 

ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

のそのビットがカラになっちゃうんじゃ困るから、だから水

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

そうです。いますぐにでもいいんですけどね。 

にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ええ、あの、その話は聞いてて、まあ、南明に話をするようにしますから。 

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

のそのビットがカラになっちゃうんじゃ困るから、だから水

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

水のところをもっとしっかり、あれだね、しとかないと危ないね。 

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

今の短時間でやることでは、本店さんにお願いすることはないですね。 

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

あと、報告事項ですけれども、２号機の炉圧の監視、あの、再開しました。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

あと、えっと、自衛隊も２Ｆまで来てるんだつけ。自衛隊、いまどこにいるんだっけ。 

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。

のそのビットがカラになっちゃうんじゃ困るから、だから水

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。

 

 

大熊町役場にいるんだね。これも今の水を運ぶのを手伝ってもらうわけにはいかないのかな。 

のそのビットがカラになっちゃうんじゃ困るから、だから水

源は川でも水でも構わないので、川でも海でも。えっとー、そうだね、えっと一、吉田さん、そ

うすると、まずビットをメイキャップすることを今のようなことでやるとして、あとやっぱり海

そうです、そうです。ええ、それもちょっと、何でも使える手段、何でも使ってやりますので。 

えっと、これはあれかな、これは本店側で手伝うことはないですか、この海水の輸送については。 

だから南明のやつを、あの一、明日、早い段階で確実に１Ｆに付けるというのは、これは本店の

にいるのかな。コンタクトできるんなら、えっと一、２Ｆ、聞いて

福島第二。聞いとらんか。ちょっと福島第二に電話してくれませんか。△△△、増田。 
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02:51 

 

 

 

 

02:52 

 

02:53 

 

東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

技術班

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ 武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  どうですか。

吉田所長  それで５４．５？

技術班  ５．４７。

吉田所長  いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

武藤副社長  ああ、炉圧たっているっていうことだ。

吉田所長  そう、そう、そう、そう。

武藤副社長  ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。

小森常務  いや、減圧するんでしょ？

吉田所長  減圧するんですよ。

武藤副社長  えっ、ＳＲ弁を吹かすってこと？

吉田所長  そう、そう、そう、そう。

武藤副社長  うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

ないの？

吉田所長  いや、そういうことですよ。一種のＬＯＣＡですよね。

武藤副社長  で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

の量って、なんだっけ、６０ｔ／ｈ

吉田所長  いや、そんなにないです、せいぜい２０ｔ／ｈ

武藤副社長  ２０ｔ／ｈか。そうするとさあ、ブローダウンしてＳＲ

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

けど、ブローダウンしてＴＡＦ

うと１時間位燃料を露出させることになるよね。

吉田所長  ええ、ええ、ええ、ええ、ええ。

武藤副社長  ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

吹かしても…

０ｏｔ位入っているのかな？原子炉の中？

吉田所長  １号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。

武藤副社長  １５０ｔか？

2011 年 3 月 1

 

どうですか。 

それで５４．５？

５．４７。 

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

ああ、炉圧たっているっていうことだ。

そう、そう、そう、そう。

ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。

いや、減圧するんでしょ？

減圧するんですよ。

えっ、ＳＲ弁を吹かすってこと？

そう、そう、そう、そう。

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

ないの？ 

いや、そういうことですよ。一種のＬＯＣＡですよね。

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

の量って、なんだっけ、６０ｔ／ｈ

いや、そんなにないです、せいぜい２０ｔ／ｈ

２０ｔ／ｈか。そうするとさあ、ブローダウンしてＳＲ

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

けど、ブローダウンしてＴＡＦ

うと１時間位燃料を露出させることになるよね。

ええ、ええ、ええ、ええ、ええ。

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

吹かしても… …。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

０ｏｔ位入っているのかな？原子炉の中？

１号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。

１５０ｔか？ え？
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それで５４．５？ 

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

ああ、炉圧たっているっていうことだ。

そう、そう、そう、そう。 

ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。

いや、減圧するんでしょ？ 

減圧するんですよ。 

えっ、ＳＲ弁を吹かすってこと？

そう、そう、そう、そう。 

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

いや、そういうことですよ。一種のＬＯＣＡですよね。

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

の量って、なんだっけ、６０ｔ／ｈ

いや、そんなにないです、せいぜい２０ｔ／ｈ

２０ｔ／ｈか。そうするとさあ、ブローダウンしてＳＲ

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

けど、ブローダウンしてＴＡＦ 

うと１時間位燃料を露出させることになるよね。

ええ、ええ、ええ、ええ、ええ。

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

０ｏｔ位入っているのかな？原子炉の中？

１号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。

え？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

ああ、炉圧たっているっていうことだ。 

ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。

えっ、ＳＲ弁を吹かすってこと？ 

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

いや、そういうことですよ。一種のＬＯＣＡですよね。

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

の量って、なんだっけ、６０ｔ／ｈ ？ 

いや、そんなにないです、せいぜい２０ｔ／ｈ

２０ｔ／ｈか。そうするとさあ、ブローダウンしてＳＲ

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

 より上で止まってくれてればいいけども、そこより下にいっちゃ

うと１時間位燃料を露出させることになるよね。

ええ、ええ、ええ、ええ、ええ。 

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

０ｏｔ位入っているのかな？原子炉の中？ 

１号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

いや、そういうことですよ。一種のＬＯＣＡですよね。 

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

いや、そんなにないです、せいぜい２０ｔ／ｈ ですね。 

２０ｔ／ｈか。そうするとさあ、ブローダウンしてＳＲ 弁吹かしたとしてさ、５０キロだからち

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

より上で止まってくれてればいいけども、そこより下にいっちゃ

うと１時間位燃料を露出させることになるよね。 

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

１号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。

ちゅうことはさ、海水を入れようと思っても入らないだろう？これ。 

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

弁吹かしたとしてさ、５０キロだからち

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

より上で止まってくれてればいいけども、そこより下にいっちゃ

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

１号で１２０ｔだったんで、２号機だともう少しありますかね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いや５．４７Ｍｐａですから、それなりにおかしい値じゃあないなと思うんですけど。 

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

弁吹かしたとしてさ、５０キロだからち

ょっと流量小さいとして、定格で確か１弁３００ｔ／ｈあると思うんだよな、ＳＲ 弁って。だか

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

より上で止まってくれてればいいけども、そこより下にいっちゃ

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２

 

うーん、そういうことですか。そういうことか…・。ここはさぁ、ＳＲ弁を吹かすっていうのは

明らかに５０キロあった炉の、その、あれだよねぇ、ＳＲ弁１弁で定格で３００ｔ／ｈ位あるん

だからさ、数百トン、何分吹かすか知らないけど、何十トンかの水を外に出すことになっちゃわ

で、だから、それでもってその後それをメイクアップしなければいけないわけで、メイクアップ

弁吹かしたとしてさ、５０キロだからち

弁って。だか

ら、何分吹かすか知らないけど、６０分で、だから、何分位吹かすことになるんだ？だから、１

分でえっと５ｔだよな。５分吹かして２５ｔだろ。だから、いっぺん吹かしちゃうと２５ｔ、例

えば５分吹かしたとすると２５ｔ水がなくなるわけじゃん。そこへさ、今のメイクアップだとメ

イクアップするのに１時間位かかるわね。だからブローダウンしたときの水位が分からないんだ

より上で止まってくれてればいいけども、そこより下にいっちゃ

ＴＡＦまでで止まるのかどうかって、いま一応プラス３９００位あるからブローダウン、その位

…。ちょっとここさ、今の計算で２５ｔ満水位でどの位あるんだろな？２号って２
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発言者  

吉田所長  はい。

武藤副社長  １５０ｔ？

ない。

発電班  ２００ｔ弱だと思います。２０ｏｔまではないけど、２００ｔ弱だと思います。

武藤副社長  まぁ例えば、２００ｔだとしてだよ、２００ｔってどこまでノーマルウォーターレベで２００ｔ

か？

発電班  いや、あの、満水レベルで２００ｔだと思いますから。

武藤副社長  あっ、満水で２００。じゃあ、１５０ｔ位、よく分かんないけど１５０

いまＬ２

発電班  えっと一、多少、あの、圧力補正をしないといけないんで、ノーマルウォーター位だと思います、

今は。

武藤副社長  ノーマルウォーター位か？ノーマルウォータから例えば、５分間ＳＲ

ゃうようなら、そこは慎重に考えたほうがいいような気もするけれども。そんなことないだろう

か。

発電班  あ、あの、そう思います。

小森常務  や、ただね、ＲＣＩＣ

けないことになるんですよね。だからその時…

武藤副社長  いやいや、もちろん、そりゃ止まっちゃうよ。

小森常務  だから止まっちゃっているっていうのが信頼よくずっと続いているっていう中での話だから、そ

ういうことになりますけれど、ＲＣＩＣが止まっちゃったと、じゃ、ＳＲＶ

は、もう、あの、レベルとか関係なしにやらざるを得ない話なんですよね。

武藤副社長  止まればそうだ。でもいま、そこをどう思うんだ。５０キロを、５４キロの炉圧あってノーマル

ウォータレベルもあって、燃料もあんまり壊れてないとすれば、一応回っているって、みるって

いうことじゃないの？

小森常務  いや、そうだと思いますよ、うん。

吉田所長  あの、ただね、武藤さん、我々が心配しているのは、ＲＣＩＣ

いるのかであってですね。

武藤副社長  そうだよなあ。

小森常務  ちょっと常識を超えていると思う。

吉田所長  だから、これがいつ死んでもまあおかしくない、で、踏ん張っていてくれるので。というのがあ

るんですよ。

武藤副社長  おっしゃるとおり。そうすると、そうすると。そうすると……。
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はい。 

１５０ｔ？ まあ、２０ｏｔってのはなんとなく、うろ覚えで２０ｏｔ、１１０万だったかもしれ

ない。 

２００ｔ弱だと思います。２０ｏｔまではないけど、２００ｔ弱だと思います。

まぁ例えば、２００ｔだとしてだよ、２００ｔってどこまでノーマルウォーターレベで２００ｔ

か？ 

いや、あの、満水レベルで２００ｔだと思いますから。

あっ、満水で２００。じゃあ、１５０ｔ位、よく分かんないけど１５０

いまＬ２ 位か？

えっと一、多少、あの、圧力補正をしないといけないんで、ノーマルウォーター位だと思います、

今は。 

ノーマルウォーター位か？ノーマルウォータから例えば、５分間ＳＲ

ゃうようなら、そこは慎重に考えたほうがいいような気もするけれども。そんなことないだろう

か。 

あ、あの、そう思います。

や、ただね、ＲＣＩＣ

けないことになるんですよね。だからその時…

いやいや、もちろん、そりゃ止まっちゃうよ。

だから止まっちゃっているっていうのが信頼よくずっと続いているっていう中での話だから、そ

ういうことになりますけれど、ＲＣＩＣが止まっちゃったと、じゃ、ＳＲＶ

は、もう、あの、レベルとか関係なしにやらざるを得ない話なんですよね。

止まればそうだ。でもいま、そこをどう思うんだ。５０キロを、５４キロの炉圧あってノーマル

ウォータレベルもあって、燃料もあんまり壊れてないとすれば、一応回っているって、みるって

いうことじゃないの？

いや、そうだと思いますよ、うん。

あの、ただね、武藤さん、我々が心配しているのは、ＲＣＩＣ

いるのかであってですね。

そうだよなあ。 

ちょっと常識を超えていると思う。

だから、これがいつ死んでもまあおかしくない、で、踏ん張っていてくれるので。というのがあ

るんですよ。 

おっしゃるとおり。そうすると、そうすると。そうすると……。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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まあ、２０ｏｔってのはなんとなく、うろ覚えで２０ｏｔ、１１０万だったかもしれ

２００ｔ弱だと思います。２０ｏｔまではないけど、２００ｔ弱だと思います。

まぁ例えば、２００ｔだとしてだよ、２００ｔってどこまでノーマルウォーターレベで２００ｔ

いや、あの、満水レベルで２００ｔだと思いますから。

あっ、満水で２００。じゃあ、１５０ｔ位、よく分かんないけど１５０

位か？ これ。 

えっと一、多少、あの、圧力補正をしないといけないんで、ノーマルウォーター位だと思います、

ノーマルウォーター位か？ノーマルウォータから例えば、５分間ＳＲ

ゃうようなら、そこは慎重に考えたほうがいいような気もするけれども。そんなことないだろう

あ、あの、そう思います。 

や、ただね、ＲＣＩＣ が止まっちゃってるような状況で、ＳＲＶは結局、多分、吹かさないとい

けないことになるんですよね。だからその時…

いやいや、もちろん、そりゃ止まっちゃうよ。

だから止まっちゃっているっていうのが信頼よくずっと続いているっていう中での話だから、そ

ういうことになりますけれど、ＲＣＩＣが止まっちゃったと、じゃ、ＳＲＶ

は、もう、あの、レベルとか関係なしにやらざるを得ない話なんですよね。

止まればそうだ。でもいま、そこをどう思うんだ。５０キロを、５４キロの炉圧あってノーマル

ウォータレベルもあって、燃料もあんまり壊れてないとすれば、一応回っているって、みるって

いうことじゃないの？ 

いや、そうだと思いますよ、うん。

あの、ただね、武藤さん、我々が心配しているのは、ＲＣＩＣ

いるのかであってですね。 

 

ちょっと常識を超えていると思う。

だから、これがいつ死んでもまあおかしくない、で、踏ん張っていてくれるので。というのがあ

おっしゃるとおり。そうすると、そうすると。そうすると……。
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発言者  

小森常務  今の評価はまあ、それなりに、ちょっと、することにして、ただ、今から１時間後でもそんなに

保証されない位に思ったほうがいいかなって気は、個人的にはしますがね。

武藤副社長  ま、そうだな、そのとおりだと思う。だから今のやつ、まあ一応、その心づもりとしてやってみ

て、３号機の時にさぁ。３号機もＳＲ弁吹かしているわけでしょ？

吉田所長  吹かしてます。吹かしてます。

発電班  そうです、そうです。ＳＲ弁吹かしてます。

武藤副社長  吹かしたよね。その前後で、その、水位がどの位かかったかつていうのが１つのベンチマークだ

と思うんで、でまあ、それで一応心づもりした上で、それで今の、今の、それで吹かしてみて、

あと、水を一生懸命入れるということか？

吉田所長  はい。

小森常務  あれ－、減圧するので、水位はおそらく見えなくなるんじゃないかな。

武藤副社長  一時的にはね。

小森常務  一時的にはね。

武藤副社長  いや、だから、そのあと、落ち着いたところで確かＴＡＦ位までいってたんじゃなかったつけ、

３

小森常務  その可能性あります。

発電班  ３号はですね。

吉田所長  元々ＴＡＦ

小森常務  それでやったんですよ。それでやらざるを得なかったんです。

発電班  それで３号は炉圧７キロから減圧沸騰させて、比較的短期で炉圧が落ちました。その時に水位…

武藤副社長  ごめん、炉圧の初期値が７

発電班  だから……、７Ｍｐａです。

吉田所長  ７メガでしょ。

武藤副社長  ７Ｍｐａね、ええ。

発電班  で、それを、えっと、０．５Ｍｐａまで早く落ちました。えっと、何分位か、ちょっと調べます

けれども。

吉田所長  もう即でしたね。

発電班  で、その後の水位の挙動は、減圧沸騰して見えない状態というか、非常に高いレベルになって、

あとでずっと落ち着くとゆっくり下がっていくという挙動になりました。
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あとでずっと落ち着くとゆっくり下がっていくという挙動になりました。
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発言者  

武藤副社長  うん、ＯＫ。そうすると、まあそれが、ベンチマークだ。

発電班  ええ。

復旧班  すみません、●●ですけれども、えっと、保安院のほうから、ちょっと時間をもうはっきり決め

てやるっていうことを宣言してくれ、ということで言われていまして、今の議論である程度条件

が整ったら、目途として３時半なら３時半ということで答えざるを得ないのかなと思っておりま

すけども、その辺りはいかがでしようか。

武藤副社長  え一、何？

復旧班  えっと、先ほどの条件を保安院のほうにお話をしまして、保安院としてはズルズル延びるっての

は１号、３号のようなリスクがあるので、え、あの、もう時間を決めて減圧注水をしてほしいと。

武藤副社長  いやいや、だから、うん、だから、それでいいよ、それでいいと思うけれども…

復旧班  はい。

武藤副社長  条件を、だから、まず水を入れなければしょうがないということと、それから後は、入れた後の

様子について今のようなことだと理解した上で、早くやるってことだな。

復旧班  ええ、はい、サイトきんからは３時半位には水が準備できると聞いておりますけれども。

吉田所長  えっ、あの、ごめんなさい、ちょっとね、いま、ちょっとそこら辺は、実態的にどれ位溜まって

いるかを見てからもう一度決めさせてください。

復旧班  え、えっと、水が準備できたら速やかにやるということで、目途を３時半と言えるかどうかの確

認だと？

吉田所長  そう、３時半はちょっとしんどいかもしれない、色々現場の状況を聞いているんですけれども。

復旧班  ちょっとあの、ズルズルすると、また役所が、いま、ずいぶん怒っているところですので。

吉田所長  いやいや、そりや、もちろん分かってんだけど。

復旧班  はい、了解しました。ええ。

吉田所長  フルにいまやっていて、そんなもんなんだからさ。

武藤副社長  それからベントのほうはどうなってるんだつけ。

吉田所長  うん、２号のベント？

武藤副社長  うん、２号のベント。

復旧班  ２号のベントはもう用意はできております。あの一、ラプチャーディスクで、え－、破裂するよ

うな状態にラインナップは完了しています。

武藤副社長  ああ、できてんのね。
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オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。

武藤副社長  ああ、分かった分かった。

復旧班  かなり３号の時よりも信頼性は高いと思います。

武藤副社長  さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

ってことね？

復旧班  そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。

武藤副社長  ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

っているという理解でいいですね？

復旧班  あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

武藤副社長  そう、そう、そう、そう。そういうこと。

復旧班  そういうことです。

武藤副社長  ＯＫ。こっちはスタンバッてますよ、後は水だけだ。

吉田所長  水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。

武藤副社長  その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

はまったくないの？

吉田所長  いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

っててなかなか思うようにはかどってないんですよ。

武藤副社長  なるほど。一番のクリティカル。

吉田所長  ええ。

吉田所長  それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

れども、そこができないもんですから。

武藤副社長  それはどんなことやろうとしてるんですか。

吉田所長  いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

武藤副社長  ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

吉田所長  いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ

どね。

2011 年 3 月 1

 

いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。

ああ、分かった分かった。

かなり３号の時よりも信頼性は高いと思います。

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

ってことね？ 

そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

っているという理解でいいですね？

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

そう、そう、そう、そう。そういうこと。

そういうことです。

ＯＫ。こっちはスタンバッてますよ、後は水だけだ。

水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

はまったくないの？

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

っててなかなか思うようにはかどってないんですよ。

なるほど。一番のクリティカル。

ええ。 

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

れども、そこができないもんですから。

それはどんなことやろうとしてるんですか。

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ

どね。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。

ああ、分かった分かった。 

かなり３号の時よりも信頼性は高いと思います。

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

っているという理解でいいですね？

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

そう、そう、そう、そう。そういうこと。

そういうことです。 

ＯＫ。こっちはスタンバッてますよ、後は水だけだ。

水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

はまったくないの？ 

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

っててなかなか思うようにはかどってないんですよ。

なるほど。一番のクリティカル。

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

れども、そこができないもんですから。

それはどんなことやろうとしてるんですか。

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。

かなり３号の時よりも信頼性は高いと思います。

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

っているという理解でいいですね？ 

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

そう、そう、そう、そう。そういうこと。 

ＯＫ。こっちはスタンバッてますよ、後は水だけだ。

水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

っててなかなか思うようにはかどってないんですよ。

なるほど。一番のクリティカル。 

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

れども、そこができないもんですから。 

それはどんなことやろうとしてるんですか。 

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。

かなり３号の時よりも信頼性は高いと思います。 

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

ＯＫ。こっちはスタンバッてますよ、後は水だけだ。 

水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

っててなかなか思うようにはかどってないんですよ。 

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

 

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ
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いま、バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますんで。 

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

そうです、それ２Ｆからいただきました。ありがとうございました。 

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。

水だけなんです。これもう、人力っちゅうか、もう力業なんで。 

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ
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さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

あの、ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がればできます。 

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

げたりとかですね、ということをやって、繋ぎ込みをしている最中なんですね。 

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ

 

さっきのその、コンプレッサーが欲しいって言ってたのは、バックアップで欲しいって言ってた

ああ、そうすると、いま、いまもうベント、格納容器の圧力が上がったらベントできる状態にな

その海水っていうことでみんなさあ、無限にあると思って、ちょっと安心しているところあるん

だけど、今のビットへの移送という、その作業を伴わないで海から直接汲み上げるという手立て

いやいや、それは当然本筋がそっちなんで、それやってるんですけども。それが昨日の夜からや

それで水が少なくなってきてというのはそれが１つありまして、それでいま、再チャレンジして

いる最中なんですが。本流のそれがですね、きちっとできれば、もう自信持って言えるんですけ

いやいや、ポンプのですね、流量が少ないもんですから、その一、吸い込みの配管のインチを上

ここは、なに、消防車何台も並べてビットに海から水を汲んでくるということはできないの？ 

いや、そつ、いや全然それでもいいんですけど、だから、だから、昨日、あの、早く１Ｆに消防

車が欲しいと言ったのは、そんなのも含めて何でも使えるだろうと思ったから、言ったんですけ
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東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

 

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

 

 

吉田所長

 

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

小森常務

吉田所長

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  分かった、分かった。

吉田所長  それが２Ｆ

 すいません。

武藤副社長  えっ、２Ｆで？

総務班  消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。

 ちょっと、すみません。

 ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。

吉田所長  ４時と言わしてくれますか、４時。

 ４時。はい、それでちょっと交渉します。

吉田所長  はい。

武藤副社長  んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？

総務班  消防自動車がいま２Ｆ

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

巨大な消防自動車が４台来ています。道路にはまると１Ｆ

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

かりました。先程来、１Ｆ

角材置きとかはないですよね？

小森常務  ないな。

吉田所長  まったくないだろう。

総務班  でしょう。

武藤副社長  そりゃ、ちょっと……。

総務班  うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。

武藤副社長  ２Ｆ

吉田所長  ２Ｆ

武藤副社長  どうだい？

増田所長  いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。

2011 年 3 月 1

 

分かった、分かった。

それが２Ｆ で止まっちゃってるんですよ。

すいません。 

えっ、２Ｆで？ 

消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。

ちょっと、すみません。

ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。

４時と言わしてくれますか、４時。

４時。はい、それでちょっと交渉します。

はい。 

んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？

消防自動車がいま２Ｆ

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

巨大な消防自動車が４台来ています。道路にはまると１Ｆ

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

かりました。先程来、１Ｆ

角材置きとかはないですよね？

ないな。 

まったくないだろう。

でしょう。 

そりゃ、ちょっと……。

うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。

２Ｆ に手伝ってもらう？

２Ｆ にその余力ありますか。２Ｆさん、どうですか。

どうだい？ だめかい？

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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分かった、分かった。 

で止まっちゃってるんですよ。

 

消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。

ちょっと、すみません。 

ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。

４時と言わしてくれますか、４時。

４時。はい、それでちょっと交渉します。

んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？

消防自動車がいま２Ｆ で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

巨大な消防自動車が４台来ています。道路にはまると１Ｆ

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

かりました。先程来、１Ｆ の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

角材置きとかはないですよね？

まったくないだろう。 

そりゃ、ちょっと……。 

うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。

に手伝ってもらう？ 

にその余力ありますか。２Ｆさん、どうですか。

だめかい？ 

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

で止まっちゃってるんですよ。 

消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。

ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。

４時と言わしてくれますか、４時。 

４時。はい、それでちょっと交渉します。 

んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？

で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

巨大な消防自動車が４台来ています。道路にはまると１Ｆ

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

角材置きとかはないですよね？ 

うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。

にその余力ありますか。２Ｆさん、どうですか。

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。
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発言内容 

消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。

ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。

んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？

で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

巨大な消防自動車が４台来ています。道路にはまると１Ｆ に到達することが不可能になるとい

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。

にその余力ありますか。２Ｆさん、どうですか。 

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

消防自動車の話なんで、調整を切り上げてまいりました、●●です。 

ちょっと待って。サイトさん、目途の時間ってどんな感、じでしょうか。 

んで、消防自動車何台も並べてビットに水を入れるっていうのは何？ 

で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

に到達することが不可能になるとい

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

うん、そう、だからこそ、だからこそ、トラプル・…・・。ええ、はい。 

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。
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で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

に到達することが不可能になるとい

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

 

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも

なければ、何もないんですから、人の手があったってだめですから、それは無理ですよ。 

 

で止まっているのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返した

からであります。いまよく話をして分かったのは、ＡＩ型という私どもが今まで想像したよりも

に到達することが不可能になるとい

う、そういうことなので明日の朝、早くから道路の下見をして、ひびが割れていたら鉄板をひく

などして養生してなんとか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分

の●●ともよく調整をしているんですが、１Ｆさん、鉄板ひきとか、

いや、それは無理だと思いますよ。鉄板ひくったって、ジブクレーンごめんなさい、ユニックも
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総務班
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小森常務
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総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？

総務班  すみません、私も見たことありません。

武藤副社長  乗用車は問題なく来れたよ。

総務班  そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

いう意味だそうです。

小森常務  公設消防にあるようなやつかな。

総務班  あの、あと、ご所望の首の長いやつですしね。高所をやる。

武藤副社長  それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

総務班  ４台です。

武藤副社長  ４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。

総務班  それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

らも、その手は１Ｆからも２Ｆ

増田所長  すみません、２Ｆ

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

うんですけど、いかがですかね。

  すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。

武藤副社長  そのさあ、その、そしたら、その２Ｆ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。

増田所長  うん、それがいいと思うんですけどね。

総務班  それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

ると。

武藤副社長  朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。

総務班  もうちょっと早くしましょう。それでは朝５時？

武藤副社長  １時間位、うん。

総務班  はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

明は消防自動車がどういう場所が危ないか知ってますから。

技術班  もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、

順調にっていうか、結構、結構上がってきてますよ。

2011 年 3 月 1

 

●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？

すみません、私も見たことありません。

乗用車は問題なく来れたよ。

そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

いう意味だそうです。

公設消防にあるようなやつかな。

あの、あと、ご所望の首の長いやつですしね。高所をやる。

それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

４台です。 

４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

らも、その手は１Ｆからも２Ｆ

すみません、２Ｆ

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

うんですけど、いかがですかね。

すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。

そのさあ、その、そしたら、その２Ｆ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。

うん、それがいいと思うんですけどね。

それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

ると。 

朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。

もうちょっと早くしましょう。それでは朝５時？

１時間位、うん。

はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

明は消防自動車がどういう場所が危ないか知ってますから。

もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、

順調にっていうか、結構、結構上がってきてますよ。
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●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？

すみません、私も見たことありません。

乗用車は問題なく来れたよ。 

そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

いう意味だそうです。 

公設消防にあるようなやつかな。

あの、あと、ご所望の首の長いやつですしね。高所をやる。

それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

らも、その手は１Ｆからも２Ｆ

すみません、２Ｆ ですけれども、え－と、２Ｆ

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

うんですけど、いかがですかね。

すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。

そのさあ、その、そしたら、その２Ｆ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。

うん、それがいいと思うんですけどね。

それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。

もうちょっと早くしましょう。それでは朝５時？

１時間位、うん。 

はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

明は消防自動車がどういう場所が危ないか知ってますから。

もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、

順調にっていうか、結構、結構上がってきてますよ。
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発言内容

●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？

すみません、私も見たことありません。 

 

そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

公設消防にあるようなやつかな。 

あの、あと、ご所望の首の長いやつですしね。高所をやる。

それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

らも、その手は１Ｆからも２Ｆ からもありませんか、鉄板ひくとか角材ひくとか。

ですけれども、え－と、２Ｆ

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

うんですけど、いかがですかね。 

すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。

そのさあ、その、そしたら、その２Ｆ からオフサイトセンターのバスが通っているルートをさあ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。

うん、それがいいと思うんですけどね。 

それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。

もうちょっと早くしましょう。それでは朝５時？

はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

明は消防自動車がどういう場所が危ないか知ってますから。

もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、

順調にっていうか、結構、結構上がってきてますよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？

そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

あの、あと、ご所望の首の長いやつですしね。高所をやる。 

それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

からもありませんか、鉄板ひくとか角材ひくとか。

ですけれども、え－と、２Ｆ の２８ 人乗りのバスはオフサイトセンターと２

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。

からオフサイトセンターのバスが通っているルートをさあ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。

それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。

もうちょっと早くしましょう。それでは朝５時？ 

はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

明は消防自動車がどういう場所が危ないか知ってますから。 

もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、

順調にっていうか、結構、結構上がってきてますよ。 
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●●さん、その……、え－っと、巨大ってどのくらい巨大なの？ 

そうです、それか消防自動車も少なくても２台、３台行ってますよね。一番大型の消防自動車と

 

それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

４台あるの、それを、そっ、それじゃ、大急ぎだな、それ。おい。 

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

からもありませんか、鉄板ひくとか角材ひくとか。

人乗りのバスはオフサイトセンターと２

Ｆのあいだを行ったり来たりしてますから。そんなに支障なく消防車も走れるのではないかと思

すみません、●●ですが、もしもし、《ピー音》ですが、１Ｆ……。 

からオフサイトセンターのバスが通っているルートをさあ

運転手さんに確認して、それを消防車を先導する人に渡してあげたら。 

それでは１Ｆから明日の朝６時に、正門に２名迎えに行く算段になってますので、その方にその

ルートをまず教えてあげるのがいいかもしれません。そのルートを一番最初の当座の最優先にす

朝６時っていうと、もう明るいだろう？もうちょっと早くできないのか。 

はい、朝５時に。で、あの一、それでは、朝５時に正門に行くときにですね、２Ｆからもらった

そのルートを通っていって懸念があるかどうかだし、南明のほうも人を１人を割いてですね、南

 

もう３００超えてますから、結構上がってます。いま、炉圧が１．３位まで来てますから、じゅ、
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それを、それをさあ、それをなんとか運ぶ方法を考えようじゃないですか。何台あるの、１台？

それをいま、上でやっておりまして、抜けておりましたので。それでやはり、そうですか、１Ｆ

からもありませんか、鉄板ひくとか角材ひくとか。 
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発言者  

吉田所長  そうだろう。だから、３号機の注水もさあ、急ぎなんだよ。ビットの水位は回復してない？えっ？

武藤副社長  あと、どっかさぁ、ビット、ビットの代わりになるような、その、水が溜まっている所ってない

の？

自衛消防隊  実は自衛隊さんの給水車が２Ｆに行っているかと思うんですが。

武藤副社長  うん。なに、ちょっと。

増田所長  ２Ｆに自衛隊の給水車来てますが、１Ｆにも行ってますけど。

ＯＳＣ  すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、いま、自衛隊の航空自衛隊が２Ｆ

業をしているところです。それからですね、あの一。

増田所長  航空自衛隊って何だっけ？

ＯＳＣ  南明興産についてなんですけれども、今日ですね、あのオフサイトセンターの職員が、東電の職

員が広野火力からですね１Ｆまでご案内するためにですね、行ったんですよね。ご案内だったん

だけども、かなり１Ｆ

そんなような状況もありますんで。ですからそこら辺はですね、事務レベルで非常に危険がない

ような作業ですよということを説明しなきやいけないし、やはりちょっと上のレベルでもですね、

よろしくということを一言いっていただくのが重要かなと思っております。

武藤副社長  うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く

とかって、そんなこと大変なの？

吉田所長  結局同じなんですけど、どっかの所に－回集めないといけないんですよね。

武藤副社長  いや、タービンビルの地下、大物搬入口からホース突っ込んで地下階から汲み上げるなんて、そ、

そんな、あれか、思いつきで言うように簡単な話じゃないんだ。

吉田所長  あれ、水中ポンプどれ位あるんだっけ。だけど、あそこからビットまで持っていくのは一回また

運び直さないといけない、積み替えないといけないよな。ああ。

武藤副社長  いや、えっと、消防自動車が汲み上げる元はなんだ。ピットからどう汲んでるのかよく分からな

いけど、３号、４号のタービンビルなんか下に水が一杯入っているんじゃないの？

吉田所長  ああ、入ってるからあそこの水を、あの、取る意味では、非常に、ある意味いいんだけどね。そ

う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだ

そうだな。やろうと思えば。うん。ちょっと仕様が分からないから何とも言えないけど。ちょっ

と今の武藤さんの案もチャレンジ案に入れさせていただきます。

武藤副社長  ええ、少し周りに水を探して。

吉田所長  はい。

武藤副社長  ともかく４時目途で水を準備をしてそこから作業をやると、で、そうすると消防車が来たら２時

間あったら行くだろうから、６時には着くだろう。

吉田所長  はい。

武藤副社長  ４台。だから１時間頑張ってもらったら６時にその４台、で、まあ水を入れるのにまた１時間位

かかるから７時位には、何か、水を。
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あと、どっかさぁ、ビット、ビットの代わりになるような、その、水が溜まっている所ってない

の？ 

実は自衛隊さんの給水車が２Ｆに行っているかと思うんですが。

うん。なに、ちょっと。

２Ｆに自衛隊の給水車来てますが、１Ｆにも行ってますけど。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、いま、自衛隊の航空自衛隊が２Ｆ

業をしているところです。それからですね、あの一。

航空自衛隊って何だっけ？

南明興産についてなんですけれども、今日ですね、あのオフサイトセンターの職員が、東電の職

員が広野火力からですね１Ｆまでご案内するためにですね、行ったんですよね。ご案内だったん

だけども、かなり１Ｆ

そんなような状況もありますんで。ですからそこら辺はですね、事務レベルで非常に危険がない

ような作業ですよということを説明しなきやいけないし、やはりちょっと上のレベルでもですね、

よろしくということを一言いっていただくのが重要かなと思っております。

うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く

とかって、そんなこと大変なの？

結局同じなんですけど、どっかの所に－回集めないといけないんですよね。

いや、タービンビルの地下、大物搬入口からホース突っ込んで地下階から汲み上げるなんて、そ、

そんな、あれか、思いつきで言うように簡単な話じゃないんだ。

あれ、水中ポンプどれ位あるんだっけ。だけど、あそこからビットまで持っていくのは一回また

運び直さないといけない、積み替えないといけないよな。ああ。

いや、えっと、消防自動車が汲み上げる元はなんだ。ピットからどう汲んでるのかよく分からな

いけど、３号、４号のタービンビルなんか下に水が一杯入っているんじゃないの？

ああ、入ってるからあそこの水を、あの、取る意味では、非常に、ある意味いいんだけどね。そ

う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだ

そうだな。やろうと思えば。うん。ちょっと仕様が分からないから何とも言えないけど。ちょっ

と今の武藤さんの案もチャレンジ案に入れさせていただきます。
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そうだろう。だから、３号機の注水もさあ、急ぎなんだよ。ビットの水位は回復してない？えっ？

あと、どっかさぁ、ビット、ビットの代わりになるような、その、水が溜まっている所ってない

実は自衛隊さんの給水車が２Ｆに行っているかと思うんですが。

うん。なに、ちょっと。 

２Ｆに自衛隊の給水車来てますが、１Ｆにも行ってますけど。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、いま、自衛隊の航空自衛隊が２Ｆ

業をしているところです。それからですね、あの一。

航空自衛隊って何だっけ？ 

南明興産についてなんですけれども、今日ですね、あのオフサイトセンターの職員が、東電の職

員が広野火力からですね１Ｆまでご案内するためにですね、行ったんですよね。ご案内だったん

だけども、かなり１Ｆ の線量が高いってことを気にされていまして、ナーバスになっていると、

そんなような状況もありますんで。ですからそこら辺はですね、事務レベルで非常に危険がない

ような作業ですよということを説明しなきやいけないし、やはりちょっと上のレベルでもですね、

よろしくということを一言いっていただくのが重要かなと思っております。

うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く

とかって、そんなこと大変なの？

結局同じなんですけど、どっかの所に－回集めないといけないんですよね。

いや、タービンビルの地下、大物搬入口からホース突っ込んで地下階から汲み上げるなんて、そ、

そんな、あれか、思いつきで言うように簡単な話じゃないんだ。

あれ、水中ポンプどれ位あるんだっけ。だけど、あそこからビットまで持っていくのは一回また

運び直さないといけない、積み替えないといけないよな。ああ。

いや、えっと、消防自動車が汲み上げる元はなんだ。ピットからどう汲んでるのかよく分からな

いけど、３号、４号のタービンビルなんか下に水が一杯入っているんじゃないの？

ああ、入ってるからあそこの水を、あの、取る意味では、非常に、ある意味いいんだけどね。そ

う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだ

そうだな。やろうと思えば。うん。ちょっと仕様が分からないから何とも言えないけど。ちょっ

と今の武藤さんの案もチャレンジ案に入れさせていただきます。

ええ、少し周りに水を探して。

ともかく４時目途で水を準備をしてそこから作業をやると、で、そうすると消防車が来たら２時

間あったら行くだろうから、６時には着くだろう。

４台。だから１時間頑張ってもらったら６時にその４台、で、まあ水を入れるのにまた１時間位

かかるから７時位には、何か、水を。
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発言内容

そうだろう。だから、３号機の注水もさあ、急ぎなんだよ。ビットの水位は回復してない？えっ？

あと、どっかさぁ、ビット、ビットの代わりになるような、その、水が溜まっている所ってない

実は自衛隊さんの給水車が２Ｆに行っているかと思うんですが。

２Ｆに自衛隊の給水車来てますが、１Ｆにも行ってますけど。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、いま、自衛隊の航空自衛隊が２Ｆ

業をしているところです。それからですね、あの一。

南明興産についてなんですけれども、今日ですね、あのオフサイトセンターの職員が、東電の職

員が広野火力からですね１Ｆまでご案内するためにですね、行ったんですよね。ご案内だったん
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うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く

とかって、そんなこと大変なの？ 

結局同じなんですけど、どっかの所に－回集めないといけないんですよね。

いや、タービンビルの地下、大物搬入口からホース突っ込んで地下階から汲み上げるなんて、そ、

そんな、あれか、思いつきで言うように簡単な話じゃないんだ。

あれ、水中ポンプどれ位あるんだっけ。だけど、あそこからビットまで持っていくのは一回また
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う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだ
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よろしくということを一言いっていただくのが重要かなと思っております。

うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く
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う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだ

そうだな。やろうと思えば。うん。ちょっと仕様が分からないから何とも言えないけど。ちょっ

と今の武藤さんの案もチャレンジ案に入れさせていただきます。

ともかく４時目途で水を準備をしてそこから作業をやると、で、そうすると消防車が来たら２時

間あったら行くだろうから、６時には着くだろう。 
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そうだろう。だから、３号機の注水もさあ、急ぎなんだよ。ビットの水位は回復してない？えっ？

あと、どっかさぁ、ビット、ビットの代わりになるような、その、水が溜まっている所ってない

実は自衛隊さんの給水車が２Ｆに行っているかと思うんですが。 

２Ｆに自衛隊の給水車来てますが、１Ｆにも行ってますけど。 

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、いま、自衛隊の航空自衛隊が２Ｆ

南明興産についてなんですけれども、今日ですね、あのオフサイトセンターの職員が、東電の職

員が広野火力からですね１Ｆまでご案内するためにですね、行ったんですよね。ご案内だったん

の線量が高いってことを気にされていまして、ナーバスになっていると、

そんなような状況もありますんで。ですからそこら辺はですね、事務レベルで非常に危険がない

ような作業ですよということを説明しなきやいけないし、やはりちょっと上のレベルでもですね、

よろしくということを一言いっていただくのが重要かなと思っております。 

うん、あとさ、水のビットだけど、ビット以外に、例えば、タービンビルに入っている水を抜く

結局同じなんですけど、どっかの所に－回集めないといけないんですよね。 

いや、タービンビルの地下、大物搬入口からホース突っ込んで地下階から汲み上げるなんて、そ、

そんな、あれか、思いつきで言うように簡単な話じゃないんだ。 

あれ、水中ポンプどれ位あるんだっけ。だけど、あそこからビットまで持っていくのは一回また

運び直さないといけない、積み替えないといけないよな。ああ。 

いや、えっと、消防自動車が汲み上げる元はなんだ。ピットからどう汲んでるのかよく分からな

いけど、３号、４号のタービンビルなんか下に水が一杯入っているんじゃないの？

ああ、入ってるからあそこの水を、あの、取る意味では、非常に、ある意味いいんだけどね。そ

う、３、４号は、あの一、地下が満水なんだよ、海水で。だから一気にピットまで出せるんだっ

け？あっ、大物搬入口に消防車が尻突っ込んでホースを出して、ギリギリまでいって、海水の中

にホースを浸けて、その吐出先をビットにできるかってことだな。その大型消防車が来ればでき

そうだな。やろうと思えば。うん。ちょっと仕様が分からないから何とも言えないけど。ちょっ
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発言者  

吉田所長  ちょっ、すいません。ちょっと中で、あの、なんか、じよ、何だって。

総務班  ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。

武藤副社長  えっ、ないの？

総務班  ええ、ええ、あの、すみません。あの、がんばんないわけじゃないし、これからまた新たに考え

ますけど、さつき私が言ったのは、６時に着く、じゃないです。朝６時に１Ｆ

到着する、そこから道路の調査をすると。そういう話でした。

武藤副社長  違う、違う、だから、その、明るくなったら。

官庁連絡班  すみません、ちょっと割り込ませて。役所からまたレスポンス来たから。

復旧班  えと、吉田さん、すみません、えっと一、ある程度ですね、海水消防車を追加したりして海水ビ

ットに海水が順調に入り始めたら、満タンにならなくても、え－、操作をスタートできるんじゃ

ないかつてことで、３時３０分ということでどうだっていうリクエストですが。

吉田所長  あっ、それはね、ちょっとね、申し訳ないんだけど、２号だけ考えればまだあれなんだけど、い

ま、３号と１号のあれもとめてんだよね、注水を。だから、そこが３

ったんで、まずね、まず、３号をね、給水したいんですよ。

復旧班  で、えーとそうすると、はい、３号からスタートして、最終的に２号を操作するのが４時目途だ

と？

吉田所長  そう、そう。３号はもう可及的速やかにやらないとドライウェル圧力なんかが上がってきている

から、これはもう、いまちょっと水位が確保できたら３号をやって、同時に水をピットに入れる

のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確

保できるのを待ってから２号、という形になると思うんだよね。だから２号だけ考えればあれか

もしれないけど、３号考えなきやいけないし…

復旧班  はい、３号をまずはじめスタートして、２号をスタートするのが４時だと、４時目途だという

とですかね。

吉田所長  はい。

ＯＳＣ  暗いうちに今から移動して。もうじき明るくなってくるでしよ。

ＯＳＣ  迎えに行ってくれるの？

ＯＳＣ  消防車行くの？

  や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ

イト点けていれば。分かりませんから。

ＯＳＣ  だとすると、１Ｆまで行っちやったほうが。いいのかもしれない。

  もう、水よりも、連れていくのを優先します。

ＯＳＣ  １Ｆ
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ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。
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ますけど、さつき私が言ったのは、６時に着く、じゃないです。朝６時に１Ｆ

到着する、そこから道路の調査をすると。そういう話でした。

違う、違う、だから、その、明るくなったら。

すみません、ちょっと割り込ませて。役所からまたレスポンス来たから。

えと、吉田さん、すみません、えっと一、ある程度ですね、海水消防車を追加したりして海水ビ

ットに海水が順調に入り始めたら、満タンにならなくても、え－、操作をスタートできるんじゃ

ないかつてことで、３時３０分ということでどうだっていうリクエストですが。

あっ、それはね、ちょっとね、申し訳ないんだけど、２号だけ考えればまだあれなんだけど、い
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ったんで、まずね、まず、３号をね、給水したいんですよ。

で、えーとそうすると、はい、３号からスタートして、最終的に２号を操作するのが４時目途だ

と？ 

そう、そう。３号はもう可及的速やかにやらないとドライウェル圧力なんかが上がってきている

から、これはもう、いまちょっと水位が確保できたら３号をやって、同時に水をピットに入れる

のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確
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発言内容
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や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ

イト点けていれば。分かりませんから。 

だとすると、１Ｆまで行っちやったほうが。いいのかもしれない。

もう、水よりも、連れていくのを優先します。

のどこに行けばいいんだ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ちょっ、すいません。ちょっと中で、あの、なんか、じよ、何だって。

ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。

ええ、ええ、あの、すみません。あの、がんばんないわけじゃないし、これからまた新たに考え
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のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確
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はい、３号をまずはじめスタートして、２号をスタートするのが４時だと、４時目途だという

暗いうちに今から移動して。もうじき明るくなってくるでしよ。

や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ

だとすると、１Ｆまで行っちやったほうが。いいのかもしれない。

もう、水よりも、連れていくのを優先します。 
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ちょっ、すいません。ちょっと中で、あの、なんか、じよ、何だって。 

ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。

ええ、ええ、あの、すみません。あの、がんばんないわけじゃないし、これからまた新たに考え

ますけど、さつき私が言ったのは、６時に着く、じゃないです。朝６時に１Ｆ

到着する、そこから道路の調査をすると。そういう話でした。 

すみません、ちょっと割り込ませて。役所からまたレスポンス来たから。 

えと、吉田さん、すみません、えっと一、ある程度ですね、海水消防車を追加したりして海水ビ

ットに海水が順調に入り始めたら、満タンにならなくても、え－、操作をスタートできるんじゃ

ないかつてことで、３時３０分ということでどうだっていうリクエストですが。

あっ、それはね、ちょっとね、申し訳ないんだけど、２号だけ考えればまだあれなんだけど、い

ま、３号と１号のあれもとめてんだよね、注水を。だから、そこが３ 号が逆にクリティカルにな

 

で、えーとそうすると、はい、３号からスタートして、最終的に２号を操作するのが４時目途だ

そう、そう。３号はもう可及的速やかにやらないとドライウェル圧力なんかが上がってきている

から、これはもう、いまちょっと水位が確保できたら３号をやって、同時に水をピットに入れる

のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確

保できるのを待ってから２号、という形になると思うんだよね。だから２号だけ考えればあれか

はい、３号をまずはじめスタートして、２号をスタートするのが４時だと、４時目途だという

暗いうちに今から移動して。もうじき明るくなってくるでしよ。 

や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ

だとすると、１Ｆまで行っちやったほうが。いいのかもしれない。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。

ええ、ええ、あの、すみません。あの、がんばんないわけじゃないし、これからまた新たに考え

ますけど、さつき私が言ったのは、６時に着く、じゃないです。朝６時に１Ｆ から２Ｆに迎えが

 

えと、吉田さん、すみません、えっと一、ある程度ですね、海水消防車を追加したりして海水ビ

ットに海水が順調に入り始めたら、満タンにならなくても、え－、操作をスタートできるんじゃ

ないかつてことで、３時３０分ということでどうだっていうリクエストですが。 

あっ、それはね、ちょっとね、申し訳ないんだけど、２号だけ考えればまだあれなんだけど、い

号が逆にクリティカルにな

で、えーとそうすると、はい、３号からスタートして、最終的に２号を操作するのが４時目途だ

そう、そう。３号はもう可及的速やかにやらないとドライウェル圧力なんかが上がってきている

から、これはもう、いまちょっと水位が確保できたら３号をやって、同時に水をピットに入れる

のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確

保できるのを待ってから２号、という形になると思うんだよね。だから２号だけ考えればあれか

はい、３号をまずはじめスタートして、２号をスタートするのが４時だと、４時目途だという

や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ

 

ごめんなさい、あっ、あっ、朝６時に着くという、ちょ、ちょっと今の話だと算段はないです。 

ええ、ええ、あの、すみません。あの、がんばんないわけじゃないし、これからまた新たに考え

から２Ｆに迎えが

えと、吉田さん、すみません、えっと一、ある程度ですね、海水消防車を追加したりして海水ビ

ットに海水が順調に入り始めたら、満タンにならなくても、え－、操作をスタートできるんじゃ

あっ、それはね、ちょっとね、申し訳ないんだけど、２号だけ考えればまだあれなんだけど、い

号が逆にクリティカルにな

で、えーとそうすると、はい、３号からスタートして、最終的に２号を操作するのが４時目途だ

そう、そう。３号はもう可及的速やかにやらないとドライウェル圧力なんかが上がってきている

から、これはもう、いまちょっと水位が確保できたら３号をやって、同時に水をピットに入れる

のはパラでやっていって、３号を起動して水位がある程度回復するのを出しながらでも水位を確

保できるのを待ってから２号、という形になると思うんだよね。だから２号だけ考えればあれか

はい、３号をまずはじめスタートして、２号をスタートするのが４時だと、４時目途だというこ

や、ちょっとその辺探してきます。もう、車もいない人もいないし、車も限られるんですよ。ラ
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東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

小森常務

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

小森常務

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

小森常務

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ 武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ＯＳＣ  本当にここに消防車が止まっているとするんだったら。

ＯＳＣ  さっき２Ｆの近辺って。

ＯＳＣ  ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

 あっ、いま、消防自動車は２Ｆ

ＯＳＣ  ２Ｆの発電所の中にいるんですか。

 はい、そうです。

ＯＳＣ  あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。

 はい、それを明日やろうと思っています。

ＯＳＣ  それをいまやらなくていいんですか。

 明日じゃない、この朝。

小森常務  今朝。

ＯＳＣ  いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

いかがですか。

吉田所長  お願いできれば、お願いしたい。

小森常務  まあ、じやあ。じゃあ、そうしましょうか。

小森常務  そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

途中で止まっちゃって、にっちもさっちも行かないと。

武藤副社長  それは大変なんだけど、●●さん、いるかな、●●さん？

小森常務  ちょっといま、

小森常務  ちょっとお待ちください、電話中。

総務班  はい、電話中断、武藤さん、何ですか？

武藤副社長  オフサイトセンターからお迎えを出せるんだけどさ。

総務班  はい、いまそれも話してるところです。

武藤副社長  で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

2011 年 3 月 1

 

本当にここに消防車が止まっているとするんだったら。

さっき２Ｆの近辺って。

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

あっ、いま、消防自動車は２Ｆ

２Ｆの発電所の中にいるんですか。

はい、そうです。

あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。

はい、それを明日やろうと思っています。

それをいまやらなくていいんですか。

明日じゃない、この朝。

今朝。 

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

いかがですか。 

お願いできれば、お願いしたい。

まあ、じやあ。じゃあ、そうしましょうか。

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

途中で止まっちゃって、にっちもさっちも行かないと。

それは大変なんだけど、●●さん、いるかな、●●さん？

ちょっといま、 

ちょっとお待ちください、電話中。

はい、電話中断、武藤さん、何ですか？

オフサイトセンターからお迎えを出せるんだけどさ。

はい、いまそれも話してるところです。

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  28 / 362 

本当にここに消防車が止まっているとするんだったら。

さっき２Ｆの近辺って。 

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

あっ、いま、消防自動車は２Ｆ

２Ｆの発電所の中にいるんですか。

はい、そうです。 

あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。

はい、それを明日やろうと思っています。

それをいまやらなくていいんですか。

明日じゃない、この朝。 

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

 

お願いできれば、お願いしたい。

まあ、じやあ。じゃあ、そうしましょうか。

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

途中で止まっちゃって、にっちもさっちも行かないと。

それは大変なんだけど、●●さん、いるかな、●●さん？

 調整してますから。

ちょっとお待ちください、電話中。

はい、電話中断、武藤さん、何ですか？

オフサイトセンターからお迎えを出せるんだけどさ。

はい、いまそれも話してるところです。

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

本当にここに消防車が止まっているとするんだったら。

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

あっ、いま、消防自動車は２Ｆ にいます。 

２Ｆの発電所の中にいるんですか。 

あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。

はい、それを明日やろうと思っています。 

それをいまやらなくていいんですか。 

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

お願いできれば、お願いしたい。 

まあ、じやあ。じゃあ、そうしましょうか。 

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

途中で止まっちゃって、にっちもさっちも行かないと。

それは大変なんだけど、●●さん、いるかな、●●さん？

調整してますから。 

ちょっとお待ちください、電話中。 

はい、電話中断、武藤さん、何ですか？ 

オフサイトセンターからお迎えを出せるんだけどさ。

はい、いまそれも話してるところです。 

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

本当にここに消防車が止まっているとするんだったら。 

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

 

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

途中で止まっちゃって、にっちもさっちも行かないと。 

それは大変なんだけど、●●さん、いるかな、●●さん？ 

オフサイトセンターからお迎えを出せるんだけどさ。 

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

あ、そうですか。それを１Ｆに持っていければいいわけですね。 

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？

 

ちょっと、大型消防車が４台足踏みをしているので。すみません、オフサイトセンター●●です

が、いま、大型消防車が４台、２Ｆの手前位の所で止まっているという認識でよろしいですか。 

いま、オフサイトセンターのほうから案内人を出して消防車のほうを先導して１Ｆのほうに、あ

の、誘導することができるようなんですが、それであれば少しでも早く着くと思うんですけど、

そうしてください。ただまあ、ちょっとえらく大型だっていうのが私もちょっと分からないけど、

で、その南明がそこまで行ってもいやだという話だと困っちゃうんで、そこをまず話してくれる？ 
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 場所

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

総務班  えっと、その、い、い、いやではなくてですね、その、消防自動車を何とか確実に届けたいと思

うあまり、すれ違っているだけです。

武藤副社長  ごめん、ごめん、ちょっと言い方悪かったね。

総務班  私こそ申し訳ないです、すみません。

武藤副社長  うん、はい、はい。

総務班  で、あの一、そのやり方だと消防自動車がスタックでもしたらすべてが終わってしまうと、彼ら

なりに思って、いま、話がすれ違っているところです。いま、火力部に呼び出しで消防自動車

分かる人に来てもらいますし、それから南明は、南明ですね、今から道を探しながら、やってみ

ましょうとか、いろんなことを模索し始めてくれてます。

武藤副社長  道は分かるだろう？

総務班  道というのは重い消防自動車が通れる道を探しながら。はい。

ＯＳＣ  先ほど、２Ｆのほうには１０台程自衛隊のタンクローリーを連れていって、また帰ってきてます

ので、道は完全大丈夫です。

総務班  えっと、それではいま、いま、南明を先導に１Ｆから行けますか。

武藤副社長  いや、違う、違う、オフサイトセンターにその自衛隊の車１０台を道案内した人が行けますよっ

て、いま、言ってくれたの。

総務班  あっ、分かりました。いま理解しました。ウェルカムです。え……、まだ調整をこれから始める

ところですけれども、念のため２Ｆに向かっていただくこと、できますか。

ＯＳＣ  じゃ、これからもうすぐに、あの、出ますので。

総務班  申し訳ない。

ＯＳＣ  メンバーが、先導のメンバーが出ますので、２Ｆ

総務班  はい、２Ｆ

いま、私は南明の本社とやってますけど、すいません。

ＯＳＣ  じゃ、これで大型消防車の問題は少しは解決だと。

武藤副社長  じゃあ、これであれだね。

ＯＳＣ  すみません、もう１つ、消防車の話なんですけれども、まあ、防護服を着たりするのは２Ｆ

うことで共通理解、よろしいでしょうね。そこら辺も、２Ｆさんも協力お願いします。

増田所長  あっ、ごめんなさい、すみません、２Ｆ、ちょっと他のことをやって聞いてませんでした。もう
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えっと、その、い、い、いやではなくてですね、その、消防自動車を何とか確実に届けたいと思

うあまり、すれ違っているだけです。

ごめん、ごめん、ちょっと言い方悪かったね。

私こそ申し訳ないです、すみません。

うん、はい、はい。

で、あの一、そのやり方だと消防自動車がスタックでもしたらすべてが終わってしまうと、彼ら

なりに思って、いま、話がすれ違っているところです。いま、火力部に呼び出しで消防自動車

分かる人に来てもらいますし、それから南明は、南明ですね、今から道を探しながら、やってみ

ましょうとか、いろんなことを模索し始めてくれてます。

道は分かるだろう？

道というのは重い消防自動車が通れる道を探しながら。はい。

先ほど、２Ｆのほうには１０台程自衛隊のタンクローリーを連れていって、また帰ってきてます

ので、道は完全大丈夫です。

えっと、それではいま、いま、南明を先導に１Ｆから行けますか。

いや、違う、違う、オフサイトセンターにその自衛隊の車１０台を道案内した人が行けますよっ

て、いま、言ってくれたの。

あっ、分かりました。いま理解しました。ウェルカムです。え……、まだ調整をこれから始める

ところですけれども、念のため２Ｆに向かっていただくこと、できますか。

じゃ、これからもうすぐに、あの、出ますので。

申し訳ない。 

メンバーが、先導のメンバーが出ますので、２Ｆ

はい、２Ｆ でよく、南明さんとも丁寧にお話をするところから始めたほうがいいかもしれない、
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すみません、もう１つ、消防車の話なんですけれども、まあ、防護服を着たりするのは２Ｆ

うことで共通理解、よろしいでしょうね。そこら辺も、２Ｆさんも協力お願いします。

あっ、ごめんなさい、すみません、２Ｆ、ちょっと他のことをやって聞いてませんでした。もう

一回お願いします。
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でよく、南明さんとも丁寧にお話をするところから始めたほうがいいかもしれない、
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発言者  

ＯＳＣ  え－とですね、あの、消防車の話なんですけれども、２Ｆから出発する時点で防護服を着ている

必要があると思いますので、そこら辺、ご協力お願いします。

増田所長  ２Ｆ

増田所長  ２Ｆ

ＯＳＣ  防護服を着ている必要がある。

増田所長  あっ、防護服？

ＯＳＣ  はい。

増田所長  えと、どういう装備がいいんですか。

ＯＳＣ  え－とですね、白い防護服ですよね。うん。タイベックですよね。

吉田所長  あっ、ちょっと待って、プロが言ったほうがいいんで、あの、お願いは２Ｆ

きに申し訳ないんだけれども、福島第一から指示する防護装備を２Ｆ

ないかと、こういうことなんで。

ＯＳＣ  そういうことです、はい。

増田所長  了解。Ｃ装備をしっかり用意することでしっかり動いているようです、了解。

吉田所長  はい。

総務班  ま、南明興産は、隊員を起こして、柔なことを言わずに、もう目をつぶって出かけるんだという

叱味をいま、始めています。オフサイトセンターから来た水先案内人の方がタンクローリーを何

度も案内をしたという話もしてですね、じゃあその話をぜひして勇気づけてくれという話を南明

さんの本社はいまおっしゃっています。それで、あの、いま服の話をしてたようですけれども、

服をきちんと着させてですね、ぜひ安心をさせてから慎重にゆっくり誘導をお願いして、トラプ

ルがあるたびに本部に連絡がついたりすると一番うれしいなと思います。どうでしょうか。

武藤副社長  え一、ありがとうございました。本部との連絡は、彼ら、え－と向こうに着いたときに、あれだ

な、出かけるときに、なんか、なんか。

ＯＳＣ  連絡先を確認していただいて２Ｆを出るときに。

武藤副社長  そういうことだな、トランシーバーか何か持ってたんだっけ。まだないのか。

ＯＳＣ  ２Ｆ

ＯＳＣ  第二でピッチ以外の通信手段を手渡していただければ＝＝。

 １Ｆの吉田さん、柏崎です。

武藤副社長  じゃあさあ、今の、その、水先案内人が２Ｆに着いたときにさ、こっちにもう一回連絡をもらえ
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な、出かけるときに、なんか、なんか。

連絡先を確認していただいて２Ｆを出るときに。

そういうことだな、トランシーバーか何か持ってたんだっけ。まだないのか。

でそういう物をもらえば。

第二でピッチ以外の通信手段を手渡していただければ＝＝。

１Ｆの吉田さん、柏崎です。 

じゃあさあ、今の、その、水先案内人が２Ｆに着いたときにさ、こっちにもう一回連絡をもらえ
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え－とですね、あの、消防車の話なんですけれども、２Ｆから出発する時点で防護服を着ている

必要があると思いますので、そこら辺、ご協力お願いします。
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から出発する時点で、何ですか。 
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あっ、ちょっと待って、プロが言ったほうがいいんで、あの、お願いは２Ｆ

きに申し訳ないんだけれども、福島第一から指示する防護装備を２Ｆ

ないかと、こういうことなんで。 

了解。Ｃ装備をしっかり用意することでしっかり動いているようです、了解。

ま、南明興産は、隊員を起こして、柔なことを言わずに、もう目をつぶって出かけるんだという

叱味をいま、始めています。オフサイトセンターから来た水先案内人の方がタンクローリーを何

度も案内をしたという話もしてですね、じゃあその話をぜひして勇気づけてくれという話を南明
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発言者  

るようにアレンジしようよ、ね。

総務班  それとですね、水先案内人と南明さんの話し合いに２Ｆの中からこの会話が分かっている人が１

人、立ち会っていただけないでしょうか。

武藤副社長  ２Ｆ、いいかい？

増田所長  了解しました。

総務班  お願いします。

武藤副社長  うん、放管、放管がいいな、装備のことが分かっている人がいいな。では、悪いけど福島第二、

今の２人こっちから行ったのが着いたらば、連絡をするようにしてくれますか。

総務班  ２Ｆさん、わがまま、わがままを言えば、《ピー音》を出してもらえませんか。

増田所長  分かりました、じやあ、２Ｆ、準備します。

総務班  ２Ｆさん、●●さん出してもらえませんか。●●さん、さっきあいだに入っていっぺん調整にも

動いてくれたんです。

増田所長  いや、別にいいでしょう。あの、やりますよ。

総務班  お願いします、すみません。

 こちら柏崎ですけれども、１Ｆ、応答願います。１Ｆ

吉田所長  １Ｆ

 あの、柏崎からの水中ポンプを小名浜コールセンターに送ったやつは活動はできないんでしょう

か。

吉田所長  あのですね、申し訳ないことですが、それも連絡が悪くてこっちに届いてないんですよ。

武藤副社長  なんだって。

 えっと一、●●さんがピックアップをしてくれたはずなんですが、届いてないですね？

吉田所長  あの、届いてないですね。さっきもその議論をしてたんですけど、ピックアップ予定が。何？来

てるの？

武藤副社長  何か、バスに積みましたって、こっちで言ってるよ。

吉田所長  あのね、●●さんと一緒に水中ボンプ１８台と発電機３台が来たといま確認しました。これちょ

っと、どう活用するか至急検討します。

武藤副社長  そうだね。

 よろしくお願いします。

高橋フェロー  すいません、ちょっと１つだけ、割り込んでごめんなさいね。官邸が用意してくれた４台の消防
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場所 発言者

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

 

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

高橋フェロー

自衛消防隊
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１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

車を１Ｆに運んだはずなんだけど、それ使えない、それがだめな理由は、何だか教えてもらえま

す？官邸に答えなきやいけないんです。

吉田所長  ちょっとごめん、あれさ。

  ３号送水しました。

吉田所長  した？

  はい。

  えっと一、その一、その消防車についてはですね…

 っと一、すみません、割り込んですみません、３号通水したんですかね？今の話は。

吉田所長  はい、３号通水……開始。

 開始、それを役所に連絡くれと言ってますんで、役所に連絡します。それで４時は役所はアグリ

一、ＳＲ弁操作の前とドライウェルベントの前に連絡をくださいということです。

吉田所長  はい。

 はい、よろしくお願いします。

吉田所長  はい。

高橋フェロー  いや、ぼくの質問は、誰か後で電話くれればいいんだけど、４台１Ｆに持っていったはずなんで。

自衛消防隊  昨日の夜の間のうちにですね、まず２台が来ました。

高橋フェロー  残り２台は？

  えっ、オフサイトセンターに２

て。

高橋フェロー  それ知ってる、了解。残り２台は？

  その２台はそのまま海側に行ってまして、３号機ビットへの海水の補給にいま、何とかして使お

うということで、いま活用、計画中、実施しているという状況です。

武藤副社長  残りの２台は？

高橋フェロー  オフサイトセンターの２台はどうしたの？

  残りの２台は、いま、南明さんが現場に行っちゃってますんで、この後、取りに行こうと思って

います。

高橋フェロー  後で取りに行くの？

  ２Ｆにあるやつは南明興産さんからの、おー、えー、消防車ですので、そっちは運転手さんがい

ますので、オフサイトセンターは運転手さんなしの消防車ですので、１Ｆにいる南明興産さんに

運転手になって運んでもらうということになります。
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オフサイトセ

 

武藤副社長
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小森常務

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。

吉田所長  ええ、それはもう、だからそれはもう、やるんですよ。

高橋フェロー  そうですか。

吉田所長  基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

りしているっていうのは、ちょっとそこは、そういうことなんですよね。

高橋フェロー  ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

みません。

吉田所長  南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

すし、そこも１つのあれだ。

武藤副社長  もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

火力含めて。

自衛消防隊  えっとだから、２Ｆ

武藤副社長  うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。

  南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、

小森常務  ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

武藤副社長  うん、明日の朝でいいんだけれども。

小森常務  うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

武藤副社長  可能性は？

小森常務  可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

武藤副社長  ２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

小森常務  そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

るようにしますから。

 あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

併せてお願いしますけれど。

小森常務  まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

から水先案内人の話。

吉田所長  ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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火力含めて。 

えっとだから、２Ｆ

うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。

南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

うん、明日の朝でいいんだけれども。

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

可能性は？ 

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

るようにしますから。

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

併せてお願いしますけれど。

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

から水先案内人の話。

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。

ええ、それはもう、だからそれはもう、やるんですよ。

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

りしているっていうのは、ちょっとそこは、そういうことなんですよね。

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

すし、そこも１つのあれだ。 

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

えっとだから、２Ｆ にいま来ているのは８名…

うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。

南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

うん、明日の朝でいいんだけれども。

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

るようにしますから。 

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

併せてお願いしますけれど。 

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

から水先案内人の話。 

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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発言内容

あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。

ええ、それはもう、だからそれはもう、やるんですよ。

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

りしているっていうのは、ちょっとそこは、そういうことなんですよね。

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

 

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

にいま来ているのは８名…

うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。

南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

うん、明日の朝でいいんだけれども。 

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

 

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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発言内容 

あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。

ええ、それはもう、だからそれはもう、やるんですよ。 

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

りしているっていうのは、ちょっとそこは、そういうことなんですよね。

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

にいま来ているのは８名… … 

うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。

南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

りしているっていうのは、ちょっとそこは、そういうことなんですよね。 

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

うん、いや、それは原子力に来ているのもそうだけど、本店、本店。 

南明さんにもっと出てもらう件、火力部長にお願いするとか、 

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

え－と一、じやあ早くその２台、現場持っていって何か使ってほしいんだけどさ。 

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

 

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

それはまた、ちょっとお願いをするっていうのは、や、やってみますけれども。 

うん、まあ、南明さんそのものにもまたダイレクトにお願いしてもいいんですけどね。 

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。

２台取りに行く人ってことよりは、その線量だとか、何とかそういうことを考えて。 

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、

 

あの、まったくちょっとさ、つまんない話してて申し訳ないんだけど、官邸対応だけの話だけど、

基本的に人がいない、人が。物だけもらっても人がいないんで使えなくって。南明さんのやりく

ああ、まあ、ええ、南明さんがいるから持ってきてくれれば、使えるよとも答えてあるんで、す

南明さんがいないんですよ、だからもう。ここしばらくで、もうかなり……線量的な話もありま

もうちょっと、ここ、あれかな、その、南明さん増員をお願いするっていう可能性はありますか。

ええ、いや、ちょっと、いま、本店の他の部門の人のラインの人たちは明日９時からですから、

可能性はちょっと分からない、それはちょっといまこの時点では、何ともあれですけれども。 

そう、今後のこととか考えて、それはやる必要があるし、段取っておく必要があるし、明日の朝、

全員が揃いますから、それは、ちょっと。私は移動になっちゃうかもしれんけど、まぁ、やらせ

あの一、●●ですけど、要員の関係はこちらである程度がんばってやりたいと思いますけど、と

りあえず南明さんは明日ちょっと話してみますけれど、これは火力さんにちょっとご相談なんで

すが、それ以外に、あの、どういう、他にもってことがあれば、今のうちに言っていただければ、

まあ、ちょっと話が、あの一、あの一、要員の話になる前に、それはまず南明のほうで消防車の

話はやるということで、で、本件はそんなところでいいんですかね。４時もアグリ一だし。それ

ちょっとこの問題は、安全最優先なんで、時間もありますけれども、結局、切り替えたときに、
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発言者  

ヒートシンクの量が足りなければもっと危機に陥っちゃうわけで。

小森常務  そう、そういうこと。

吉田所長  だからそこはよく理解をしていただきたいんですよ、だからぼくはあんまり時間を指定したくな

いのは、早くやりたいんだけれども、水について、あのー、十分な自信が持てないから時間言え

ないんでね。

小森常務  十分な自信を持って。

吉田所長  そこを理解していただかないと、かえって非安全側にいきますから、水溜まってなければ、もう、

私は４時になってもやりませんからね。

小森常務  それはもう、水が溜まってないのに、減圧するなんて一番悪い。

武藤副社長  まぁ、まあ、まあ。まあ、まあ、そういうこった。水さあ、水だけど、ぼく、ビットってどこの

ビットのことを言っているのか理解しないで言ってるんだけど、本当にその近くでもうちょっと

海水が一杯溜まってる所、探したいね。

復旧班  すみません、復旧班の●●ですが、４号機の放水口からですね、海水ポンプを入れて海水を引き

上げようとしたんですが、いまちょっと、引き潮で水中ポンプの考えていた揚程が大きくて引け

なかったんですよ。それで、いま１Ｆの構内にある防火用水の池、そこはすぐ、吸い込みシート

が少なくてすむので、そこからどんどん、どんどんいま吸ってですね、ピストンで３号機のリバ

ーシングバルブビットに入れてます。猪苗代から来た消火ポンプもそっちのほうに回してですね、

いま３号機のリバーシングビットに水を入れてます。

武藤副社長  なるほど。

復旧班  リパーシングバルブビットの水槽がある程度高くなってからでないと、１号機と３号機の供給が

できませんので、防火、消火ポンプの水頭が厳しいので、そういった準備をいま進めています。

武藤副社長  逆洗弁ビットは４号機側はもう水はないの？

復旧班  ４号機はないんです、引けちゃいました。

武藤副社長  引けちゃったんだ。

吉田所長  引けちやってる。

吉田所長  はい、それでとりあえず３号機側のほうが余計に心配なので、まず起動しましたので、ポンプを

ですね、これでまた、水、そっちにとられちゃうんですよね、逆洗弁ビットの水を。３号に。

吉田所長  そう、だから、それを３号に水をちゃんと送った上で、２号もしくは１号も本当は送りたいんだ

けど、その余裕を持っていかないといけないということですから、そこをよく理解していただき

たいんですよ。

 えっと、すみません、●●ですけれど、３号のあとに１号いかれますか。２号機いかれますかっ

て？

吉田所長  えっとね、１号はね、本当にこれで落ち着いたのかどうかよく分からないんだけど、ん一、本当

は１号もいきたいんですけれどもね……。

武藤副社長  まずは３号だよな、まずは３号だな、うん。
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十分な自信を持って。

そこを理解していただかないと、かえって非安全側にいきますから、水溜まってなければ、もう、
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ビットのことを言っているのか理解しないで言ってるんだけど、本当にその近くでもうちょっと

海水が一杯溜まってる所、探したいね。

すみません、復旧班の●●ですが、４号機の放水口からですね、海水ポンプを入れて海水を引き

上げようとしたんですが、いまちょっと、引き潮で水中ポンプの考えていた揚程が大きくて引け

なかったんですよ。それで、いま１Ｆの構内にある防火用水の池、そこはすぐ、吸い込みシート

が少なくてすむので、そこからどんどん、どんどんいま吸ってですね、ピストンで３号機のリバ

ーシングバルブビットに入れてます。猪苗代から来た消火ポンプもそっちのほうに回してですね、

いま３号機のリバーシングビットに水を入れてます。

なるほど。 

リパーシングバルブビットの水槽がある程度高くなってからでないと、１号機と３号機の供給が

できませんので、防火、消火ポンプの水頭が厳しいので、そういった準備をいま進めています。

逆洗弁ビットは４号機側はもう水はないの？

４号機はないんです、引けちゃいました。

引けちゃったんだ。

引けちやってる。

はい、それでとりあえず３号機側のほうが余計に心配なので、まず起動しましたので、ポンプを

ですね、これでまた、水、そっちにとられちゃうんですよね、逆洗弁ビットの水を。３号に。

そう、だから、それを３号に水をちゃんと送った上で、２号もしくは１号も本当は送りたいんだ

けど、その余裕を持っていかないといけないということですから、そこをよく理解していただき

たいんですよ。 

えっと、すみません、●●ですけれど、３号のあとに１号いかれますか。２号機いかれますかっ

て？ 

えっとね、１号はね、本当にこれで落ち着いたのかどうかよく分からないんだけど、ん一、本当

は１号もいきたいんですけれどもね……。

まずは３号だよな、まずは３号だな、うん。
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発言者  

吉田所長  本当はね、３、１、２なんですよ。

武藤副社長  そうだよな。

吉田所長  ２号は一応そういう状況なんでね。

武藤副社長  ２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

吉田所長  そうそうそう、それもよく分かるんですけど。

武藤副社長  んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

吉田所長  うーん。

 ３、１、２で、２号は４時というのは難しいでしょうか。

吉田所長  や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！

なんだけど、ビットが溜まらないことには。だめなんだ。

武藤副社長  全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

…。

吉田所長  ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

復旧班  すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

おいて、例えば…

武藤副社長  共通なんだろう？

吉田所長  共通だよ。

復旧班  共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

とですね、分かりました。

吉田所長  そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

武藤副社長  さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

とだな。

吉田所長  そういうことです。

復旧班  あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。

武藤副社長  そう、それそれそれ。

復旧班  武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！

なんだけど、ビットが溜まらないことには。だめなんだ。

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

…。 

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

おいて、例えば…

共通なんだろう？

共通だよ。 

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

とですね、分かりました。

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

とだな。 

そういうことです。

あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。

そう、それそれそれ。

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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本当はね、３、１、２なんですよ。

２号は一応そういう状況なんでね。

２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

そうそうそう、それもよく分かるんですけど。

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

３、１、２で、２号は４時というのは難しいでしょうか。

や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！

なんだけど、ビットが溜まらないことには。だめなんだ。

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

おいて、例えば… 

共通なんだろう？ みんな。 

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

とですね、分かりました。 

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

そういうことです。 

あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。

そう、それそれそれ。 

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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発言内容

本当はね、３、１、２なんですよ。 

２号は一応そういう状況なんでね。 

２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

そうそうそう、それもよく分かるんですけど。

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

３、１、２で、２号は４時というのは難しいでしょうか。

や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！

なんだけど、ビットが溜まらないことには。だめなんだ。

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

 

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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発言内容 

２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

そうそうそう、それもよく分かるんですけど。 

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

３、１、２で、２号は４時というのは難しいでしょうか。 

や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！

なんだけど、ビットが溜まらないことには。だめなんだ。 

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

や、あの、だから、だから難しいでしょうかって言っても、もう分かって！ 

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

あと、もう１つの案がですね、４号機のタービンの地下、いま満水なんで。 

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。

何回説明してもあれ

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう…

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

ればポンと入るようにスタンバイできて、しているですよ、いまも２号はね。 

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

 

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま

 

２号のそれで、みんなが恐れているのは、３号と同じようにしたくないということなんで。 

んで、そこの、なんかその３号の時の予兆みたいな、ここだったら３号の次は２号だというよう

に、なんだ、その、思える何か、きっかけみたいなものって、難しいんだろうな、きっとな。 

何回説明してもあれ

全体として、４時目途で十分な水量を確保します、そういうことなら、目標としてあるだろう… 

ええ、総論としたら、それしかないんですよ、だから、それで４時って申し上げてるんだけど。 

すみません、１号機か３号機で使っているビットのうち、２号機のサクション側を入れられる場

所っていうのはあるのでしょうか。そうすると水を入れている側に２号機のサクションを入れて

共通。じゃ、異常時になったら２号機スタートして冷却するってことはできる状態でいるってこ

そう。だから水位さえ確保できれば、基本的にはこれ、圧力バランスだけだから、炉圧がなくな

さて……うん……、ともかく、逆洗弁ビットに水をぶち込む算段をいま一生懸命やるっていうこ

武藤さんがいま言われました、我々もいまそれを準備しています。４号機の大物、タービンの大

物搬入口タービンのシャッターを開けて、そこに猪苗代から来たやつのポンプのサクション突っ

込んで、その消火ポンプを通して３号のりパーシングバルブビットに落とす、それいま考えてま
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発言者  

すから、やろうとしてますから。

武藤副社長  何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？

復旧班  ３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

武藤副社長  え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？

復旧班  あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

あるか。

武藤副社長  隙間がなければ溜まるんだ？

復旧班  溜まってます。溜まるはずですね。

武藤副社長  ＯＫ。

復旧班  すみません、吉田さん、何回も。えっと、そうすると３

武藤副社長  基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。

吉田所長  あの、武藤さんのおっしゃるとおりだと思います。

 はい、えっと、３。はい。

武藤副社長  で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

ゃうの。どうやって切り替えるの。

吉田所長  切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いて、後は圧力バランスで自動的に流れちゃう。

武藤副社長  ん？

り分けるかつて、それぞれ独立で引いてあるってこと？

吉田所長  そう、そう、そう。そういうこと。

復旧班  そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

３号機も１台の消火ポンプで引っ張ってます。

武藤副社長  ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

とだ。

吉田所長  そういうことです。

復旧班  そうです。

武藤副社長  というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

ことだろう？

吉田所長  そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる

2011 年 3 月 1

 

すから、やろうとしてますから。

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

あるか。 

隙間がなければ溜まるんだ？

溜まってます。溜まるはずですね。

ＯＫ。 

すみません、吉田さん、何回も。えっと、そうすると３

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。

あの、武藤さんのおっしゃるとおりだと思います。

はい、えっと、３。はい。

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

ゃうの。どうやって切り替えるの。

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いて、後は圧力バランスで自動的に流れちゃう。

ん？ いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

り分けるかつて、それぞれ独立で引いてあるってこと？

そう、そう、そう。そういうこと。

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

３号機も１台の消火ポンプで引っ張ってます。

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

とだ。 

そういうことです。

そうです。 

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

ことだろう？ 

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる
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すから、やろうとしてますから。

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

隙間がなければ溜まるんだ？ 

溜まってます。溜まるはずですね。

すみません、吉田さん、何回も。えっと、そうすると３

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。

あの、武藤さんのおっしゃるとおりだと思います。

はい、えっと、３。はい。 

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

ゃうの。どうやって切り替えるの。

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いて、後は圧力バランスで自動的に流れちゃう。

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

り分けるかつて、それぞれ独立で引いてあるってこと？

そう、そう、そう。そういうこと。

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

３号機も１台の消火ポンプで引っ張ってます。

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

そういうことです。 

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

すから、やろうとしてますから。 

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

 

溜まってます。溜まるはずですね。 

すみません、吉田さん、何回も。えっと、そうすると３

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。

あの、武藤さんのおっしゃるとおりだと思います。

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

ゃうの。どうやって切り替えるの。 

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いて、後は圧力バランスで自動的に流れちゃう。

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

り分けるかつて、それぞれ独立で引いてあるってこと？

そう、そう、そう。そういうこと。 

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

３号機も１台の消火ポンプで引っ張ってます。

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる
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発言内容 

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

すみません、吉田さん、何回も。えっと、そうすると３ 号、２

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。

あの、武藤さんのおっしゃるとおりだと思います。 

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いて、後は圧力バランスで自動的に流れちゃう。 

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

り分けるかつて、それぞれ独立で引いてあるってこと？ 

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

３号機も１台の消火ポンプで引っ張ってます。 

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

た水はちゃんと溜まるのかい？どっか抜けてっちゃうことはないの？ 

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。

え－と、これってなに、構造上はひける構造なの？ひけない構造なの？ 

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

号、２ 号、１ 号という感じでしょうか。

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

を入れるというのが、まぁ、妥当じゃないですかね。どうですか、現場。 

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

３号機はどういうわけか溜まってるんですね。４号機はひげちやいましたけど。 

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

号という感じでしょうか。

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

 

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる

 

何かそのほうが、うん、それいいと思うよ。その、あれかい、逆洗弁ビットっていうのは、溜め

あの、サンプポンプがあるはずなんですけど、それがいま使えないはずなんで。隙間がどつかに

号という感じでしょうか。 

基本的には、３号、１号、２号じゃないの、で、ただ２号が状況の変化があったらただちに２号

で、その切り替えってのはよく分からないんだけど、これ瞬時に取り替えようと思ったらできち

切り替えるんじゃなくて、サクションがあればもう完全に繋がってますからスタンバイになって

いやいやいや、そのビットコモンになっていて、ビットから３号、２号、１号ってどう振

そうです、１号機は３台ある消火ポンプで一発で供給しています。２号機は１台の消火ポンプ、

ＯＫ、そうするとだからビットに水さえあれば、２号行くぞって言ったら、２号を回せるってこ

というふうに思ったら、順番を一生懸命なんだかんだと議論するよりは、水ともかく入れるって

そういうことなんですよ。だからそこを理解してほしいんですよ。水さえ入れば何だってできる
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発言者  

んですよ。

武藤副社長  だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

２号に入れるんです。そういうことではないですかね。

吉田所長  はい。

復旧班  了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。

吉田所長  はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう

技術班  まだ、まだ見えないです。

吉田所長  ドライウェル圧力等、上昇してる？まだ？

技術班  え一っと一、そうですね、３

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

吉田所長  もう出てるんじゃないの？

技術班  はい？

吉田所長  次のデータは３時００分頃のデータはないの？

技術班  ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ない、上がりが止まった位か。

吉田所長  上がりは止まったのね。

技術班  ええ、３３０のままですね、すみません。

武藤副社長  ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

け。

復旧班  ２号も１ｔ／ｍｉｎですね。

武藤副社長  １ｔ／ｍｉｎ、６０ｔ／ｈ、ああ、３号と一緒ですか。

復旧班  同じです。

武藤副社長  了解。

吉田所長  ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

には２０ｔから２５ｔ位の間なんですよね。

武藤副社長  なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、

もう、どん位入れたんだっけ。

2011 年 3 月 1

 

んですよ。 

だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

２号に入れるんです。そういうことではないですかね。

はい。 

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。

はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう

まだ、まだ見えないです。

ドライウェル圧力等、上昇してる？まだ？

え一っと一、そうですね、３

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

もう出てるんじゃないの？

はい？ 

次のデータは３時００分頃のデータはないの？

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ない、上がりが止まった位か。

上がりは止まったのね。

ええ、３３０のままですね、すみません。

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

け。 

２号も１ｔ／ｍｉｎですね。

１ｔ／ｍｉｎ、６０ｔ／ｈ、ああ、３号と一緒ですか。

同じです。 

了解。 

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

には２０ｔから２５ｔ位の間なんですよね。

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、

もう、どん位入れたんだっけ。
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だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

２号に入れるんです。そういうことではないですかね。

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。

はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう

まだ、まだ見えないです。 

ドライウェル圧力等、上昇してる？まだ？

え一っと一、そうですね、３ 時２０

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

もう出てるんじゃないの？ 

次のデータは３時００分頃のデータはないの？

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ない、上がりが止まった位か。

上がりは止まったのね。 

ええ、３３０のままですね、すみません。

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

２号も１ｔ／ｍｉｎですね。 

１ｔ／ｍｉｎ、６０ｔ／ｈ、ああ、３号と一緒ですか。

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

には２０ｔから２５ｔ位の間なんですよね。

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、

もう、どん位入れたんだっけ。
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発言内容

だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

２号に入れるんです。そういうことではないですかね。

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。

はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう

ドライウェル圧力等、上昇してる？まだ？ 

時２０ 分で入っているって聞いてたんですけど、３時１０分から

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

次のデータは３時００分頃のデータはないの？

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ない、上がりが止まった位か。 

ええ、３３０のままですね、すみません。 

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

 

１ｔ／ｍｉｎ、６０ｔ／ｈ、ああ、３号と一緒ですか。

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

には２０ｔから２５ｔ位の間なんですよね。 

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、

もう、どん位入れたんだっけ。 
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発言内容 

だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

２号に入れるんです。そういうことではないですかね。 

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。

はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう

分で入っているって聞いてたんですけど、３時１０分から

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

次のデータは３時００分頃のデータはないの？ 

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

１ｔ／ｍｉｎ、６０ｔ／ｈ、ああ、３号と一緒ですか。 

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

 

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、
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だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

ちゃんと止まったら連絡してくださいということを言われております。 

はい、了解。３号機起動したんだよね。で、そのあとのパラメータ、どう？●●君？

分で入っているって聞いてたんですけど、３時１０分から

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、
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だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

？●●君？ 

分で入っているって聞いてたんですけど、３時１０分から

２０分でまだ１０ｋＰａ位上がってますね。まだ見えなくて、次、次、とると何となく。 

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、

 

だから、いま、あんまり順番がなんだらかんだらと議論してもしょうがなくて、ともかく水一杯

入れて、水が足りないところは水を入れるんだ、ということじゃないの。その順番はどうかって

言われたら３、２、１あごめん、３号、１号、２号ですよと、だけど２号が危なくなったら当然

了解しました、できるだけ速やかにやるということだと思います。で、２点ほど役所からリクエ

ストがありまして、１点は、２号の注入するときのラインナップの確認はしっかりしてください

ということが１点、で、もう１点は、注入のポンプが止まったらちゃんと連絡してくださいと、

いうことで、３号機止まったよっていうのがずいぶん止まってるねという認識のようですんで、

分で入っているって聞いてたんですけど、３時１０分から

 

ええ、すみません、３時３０分のあるけど、３時３０分も変わってないですね。若干、変わって

ちなみにその２号、さっき聞いたか。２号のポンプって何だったつけ。２０ｔ／ｈ位出るんだっ

ただ、３号の時もですね、実際の流量、実際の吐出流量を見ると、６０ｔも出てなくて、実態的

なるほど。３号はこれまでそうすると注入し始めたのが、なんだっけ、忘れちやった。えっと、
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場所 発言者

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  もう、昨日の大騒ぎした時からだから、２０時間位。

武藤副社長  ２０時２０分だつけ？違ったっけ？

吉田所長  いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、

武藤副社長  ああ、そうか９時過ぎだね。

吉田所長  だから２０時間位ですかね。１８時間位ですかね。

武藤副社長  ってことは４００ｔ近くもうぶち込んでいるってことかな。

吉田所長  ええ、まぁ途中で１時間位止まってますから。

武藤副社長  ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

吉田所長  そうなんですよ。

武藤副社長  ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

吉田所長  うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

武藤副社長  バイパスフローって、どっか横抜けてってるってこと？

吉田所長  そう、そう、そう、そう、そう。うん。

武藤副社長  うーん。で、その分。

復旧班  遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

吉田所長  あの、何？

復旧班  タービン。大物搬入口のシャッター。

吉田所長  なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

  え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

で。

吉田所長  あっ、それだったら、もういいや、うん、しょうがない。

武藤副社長  しょうがないじゃねえーかよ。

吉田所長  うん。
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もう、昨日の大騒ぎした時からだから、２０時間位。

２０時２０分だつけ？違ったっけ？

いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、

ああ、そうか９時過ぎだね。

だから２０時間位ですかね。１８時間位ですかね。

ってことは４００ｔ近くもうぶち込んでいるってことかな。

ええ、まぁ途中で１時間位止まってますから。

ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

そうなんですよ。

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

バイパスフローって、どっか横抜けてってるってこと？

そう、そう、そう、そう、そう。うん。

うーん。で、その分。

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

あの、何？ タービン？

タービン。大物搬入口のシャッター。

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

で。 

あっ、それだったら、もういいや、うん、しょうがない。

しょうがないじゃねえーかよ。

うん。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  38 / 362 

もう、昨日の大騒ぎした時からだから、２０時間位。

２０時２０分だつけ？違ったっけ？

いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、

ああ、そうか９時過ぎだね。 

だから２０時間位ですかね。１８時間位ですかね。

ってことは４００ｔ近くもうぶち込んでいるってことかな。

ええ、まぁ途中で１時間位止まってますから。

ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

そうなんですよ。 

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

バイパスフローって、どっか横抜けてってるってこと？

そう、そう、そう、そう、そう。うん。

うーん。で、その分。 

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

タービン？ 

タービン。大物搬入口のシャッター。

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

あっ、それだったら、もういいや、うん、しょうがない。

しょうがないじゃねえーかよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

もう、昨日の大騒ぎした時からだから、２０時間位。

２０時２０分だつけ？違ったっけ？ うん？ 忘れちやった。

いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、

 

だから２０時間位ですかね。１８時間位ですかね。

ってことは４００ｔ近くもうぶち込んでいるってことかな。

ええ、まぁ途中で１時間位止まってますから。

ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

バイパスフローって、どっか横抜けてってるってこと？

そう、そう、そう、そう、そう。うん。 

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

タービン。大物搬入口のシャッター。 

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

あっ、それだったら、もういいや、うん、しょうがない。

しょうがないじゃねえーかよ。 
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発言内容 

もう、昨日の大騒ぎした時からだから、２０時間位。 

忘れちやった。 

いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、

だから２０時間位ですかね。１８時間位ですかね。 

ってことは４００ｔ近くもうぶち込んでいるってことかな。 

ええ、まぁ途中で１時間位止まってますから。 

ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

バイパスフローって、どっか横抜けてってるってこと？ 

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

あっ、それだったら、もういいや、うん、しょうがない。 
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いや、注入できたのは昨日の朝の９時にＳＲ弁開いてやったから、 

 

ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん
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ということは、あれだな、ベッセル、満水になってもいい位の量入れてるってことだね。 

ちゅうことは何なの。何が起きてんだ。その溢水しているってことか、どっかから。 

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

いうことは、どっかでバイパスフローがある可能性が高いということですね。 

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

口のシャッターを壊さないと消防車が入らないんで、壊してもよろしいでしょうか。 

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん

 

 

うん、だからこれやっば、１号機と同じように炉水位が上がってませんから、注入してもね。と

遮ってよろしいですか。あの、４号のタービン地下にある水を汲み上げたいんですが、大物搬入

なに、え－と、タービン、大物搬入口のシャッター壊すって、上げるってことできないのね。 

え一と－、もう津波が来て、下のほうにはすでにつうつうになっているような穴があいているん
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場所 発言者

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

小森常務

官庁連絡班

小森常務

官庁連絡班

吉田所長

小森常務

発電班

小森常務

発電班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班
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発言者  

武藤副社長  下、つうつうになっているんだろう？もう。

復旧班  下はつうつうのはずです。

武藤副社長  一応あれかな、関係方面にご報告かな。

ＯＳＣ  官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

退うんぬんは官邸は言っていない。

武藤副社長  ああそうですか、ああそうですか

ＯＳＣ  だからこのまま続行。

小森常務  えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

官庁連絡班  あのその辺、いまね……。

小森常務  やってる？

官庁連絡班  １Ｆ

吉田所長  はい、１Ｆです。

小森常務  なんか、すでにそういうこと、やられてますか。

発電班  あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

の間はＬＣＯ

小森常務  いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。

発電班  はい、ありがとうございます。

吉田所長  ●●君、何か用事？

官庁連絡班  いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

人なんだけれども。ここに但し書きがあって。

吉田所長  ３人じゃないの？

官庁連絡班  いや。

発電班  停止中ですよね、確か。

官庁連絡班  冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い

2011 年 3 月 1

 

下、つうつうになっているんだろう？もう。

下はつうつうのはずです。

一応あれかな、関係方面にご報告かな。

官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

退うんぬんは官邸は言っていない。

ああそうですか、ああそうですか

だからこのまま続行。

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

あのその辺、いまね……。

やってる？ 

１Ｆ さん。 

はい、１Ｆです。

なんか、すでにそういうこと、やられてますか。

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

の間はＬＣＯ がありません。

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。

はい、ありがとうございます。

●●君、何か用事？

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

人なんだけれども。ここに但し書きがあって。

３人じゃないの？

いや。 

停止中ですよね、確か。

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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下、つうつうになっているんだろう？もう。

下はつうつうのはずです。 

一応あれかな、関係方面にご報告かな。

官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

退うんぬんは官邸は言っていない。

ああそうですか、ああそうですか

だからこのまま続行。 

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

あのその辺、いまね……。 

はい、１Ｆです。 

なんか、すでにそういうこと、やられてますか。
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いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。

はい、ありがとうございます。

●●君、何か用事？ 

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

人なんだけれども。ここに但し書きがあって。

３人じゃないの？ 

停止中ですよね、確か。 

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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発言内容

下、つうつうになっているんだろう？もう。 

一応あれかな、関係方面にご報告かな。 

官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

退うんぬんは官邸は言っていない。 

ああそうですか、ああそうですか 

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

なんか、すでにそういうこと、やられてますか。

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

 

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。

はい、ありがとうございます。 

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

人なんだけれども。ここに但し書きがあって。

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

なんか、すでにそういうこと、やられてますか。 

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

人なんだけれども。ここに但し書きがあって。 

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

じゃないですけれども。ちょっと、あの、頭を整理してもらえれば。 

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い

 

官邸はそういうこと一切言っていない。県庁の勝手な判断だというから。オフサイトセンター撤

えっと、まあ、じやあ、そういうことで必要があれば、テレビ会議をまた呼び出してということ

でいきましょうか。ちょっと全然違う話ですけれども、保安規定とかですね、運転員の数だとか、

班編成とかね、そういうことお役所とも相談して、本当に必要に安全にかかるというところで。 

あの、スクラムで、全号機スクラム出てますので、異常状態の宣言をしております。なので、こ

いや、まあ、その、法令的な話ではなくても、極限の状態の中での炉心の安全確保という意味で、

要員が律速することもありで、制度的な話も含めて、本店でも交渉させますので、班編成の問題

であるとか、中操に常時いなければいけない人の数であるとか、もっと柔軟で本質的なことがで

きるように考えないとまずいなと思っていますので。ちょっといますぐ考えると言っているわけ

いやいや、今の話で確か、当直員４人位で回していると思いますけど、現状の保安規定上では５

冷温停止が３人なんですよ、だから冷温停止になってないから５人なんだけれども、ただ但し書

きのところで、解説書の但し書きで、生命とかそういうのに関わる時はこの限りじゃないと書い
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テレビ会議 2011

 

発言者  

てあるから、そこで読もうとしています。

吉田所長  はい。

小森常務  まぁ、形式的な話じゃなくて、実質的なところで。

 あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

ます。

小森常務  あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

乗り切る、というのを考えるということで。お願いします。

ＯＳＣ  あ、もう成立してる？それは２Ｆ？

ＯＳＣ  ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

ですね。

技術班  まだ増えてますね。

ＯＳＣ  いまここを出てった若い２人が＝。

ＯＳＣ  現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

いただいているんであれば、

総務班  オフサイトセンターさん、聞こえますか。

武藤副社長  はい、聞こえます。

総務班  すみません、案内の方はもう出たんでしょうか。

武藤副社長  出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

総務班  了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。

ＯＳＣ  ２Ｆの●●さんと●●さんか。

ＯＳＣ  いえ、●●です。

ＯＳＣ  ごめんなさい、技術Ｇの《ピー音》さん。

ＯＳＣ  ちょっと私しゃべります。

ＯＳＣ  はい。
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てあるから、そこで読もうとしています。

はい。 

まぁ、形式的な話じゃなくて、実質的なところで。

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

ます。 

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

乗り切る、というのを考えるということで。お願いします。

あ、もう成立してる？それは２Ｆ？

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

ですね。 

まだ増えてますね。

いまここを出てった若い２人が＝。

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

いただいているんであれば、

オフサイトセンターさん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

すみません、案内の方はもう出たんでしょうか。

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。

２Ｆの●●さんと●●さんか。

いえ、●●です。

ごめんなさい、技術Ｇの《ピー音》さん。

ちょっと私しゃべります。

はい。 
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てあるから、そこで読もうとしています。

まぁ、形式的な話じゃなくて、実質的なところで。

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか
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あ、もう成立してる？それは２Ｆ？

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

まだ増えてますね。 

いまここを出てった若い２人が＝。

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

いただいているんであれば、 

オフサイトセンターさん、聞こえますか。

はい、聞こえます。 

すみません、案内の方はもう出たんでしょうか。

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。

２Ｆの●●さんと●●さんか。

いえ、●●です。 

ごめんなさい、技術Ｇの《ピー音》さん。

ちょっと私しゃべります。 
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発言内容

てあるから、そこで読もうとしています。 

まぁ、形式的な話じゃなくて、実質的なところで。

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

乗り切る、というのを考えるということで。お願いします。

あ、もう成立してる？それは２Ｆ？ 

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

いまここを出てった若い２人が＝。 

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

 

オフサイトセンターさん、聞こえますか。 

すみません、案内の方はもう出たんでしょうか。

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。

２Ｆの●●さんと●●さんか。 

ごめんなさい、技術Ｇの《ピー音》さん。 
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発言内容 

まぁ、形式的な話じゃなくて、実質的なところで。 

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

乗り切る、というのを考えるということで。お願いします。 

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

すみません、案内の方はもう出たんでしょうか。 

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。
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あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

 

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

うか。●●です。どなたかお願いします。あ、本部長じゃなくていいです。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

出てるよ。さっき「１０台案内しました」ってここで発言した１分後位に出てるよ。 

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ

 

 

あ、あの一、●●さんが先ほど戻りつつあるんですけれど、とりあえず３班位で回すということ

で発電所とやりとりしているみたいなんですけど、こちらのほうは戻ってからちょっと詰めて、

明日、連絡をくれるという話になってますんで、それに応じて応援部隊を考えることになってい

あの、はい、いずれにしても話を進めてください。ちょっとそういう柔軟性で長丁場をなんとか

ああ、そうですか、いまですね……、できるだけ早くってことでってやってるんで、あの一いま

現地で、そこで防護服を着て・・。頂くと言うことにすると、そこで現地での作業の詳しいご説

明をさせていただくというような手順になっております。そういう意味ではですね、もう起きて

了解です。あの一、電話で結構ですので、お名前とか詳細を、私宛に教えていただけますでしょ
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場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

技術班

官庁連絡班

１F 

 

１F 

 

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

ＯＳＣ  すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

というような状態になってるそうです。

総務班  いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

ＯＳＣ  それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

明隊の方には中に入っていただいて、２Ｆのほうにですね。

総務班  えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

ありがとうございます。すいません。

ＯＳＣ  分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

というふうに答えてよろしいってことですね。

 ●●さんですか。

ＯＳＣ  本店のほうには。

総務班  本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

ＯＳＣ  はい。

吉田所長  あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。

武藤副社長  うん？

技術班  電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

官庁連絡班  １Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

てるんだけども、ＳＲ弁は中操操作だよね。

  そうです。

 うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。

  それは十分、大丈夫だと思います。

 了解。

  はい。

武藤副社長  あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

系ってのは機能確認してんだっけ？

保安班  すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。

2011 年 3 月 1

 

すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

というような状態になってるそうです。

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

明隊の方には中に入っていただいて、２Ｆのほうにですね。

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

ありがとうございます。すいません。

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

というふうに答えてよろしいってことですね。

●●さんですか。

本店のほうには。

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

はい。 

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。

うん？ なんちゅった？

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

てるんだけども、ＳＲ弁は中操操作だよね。

そうです。 

うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。

それは十分、大丈夫だと思います。

了解。 

はい。 

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

系ってのは機能確認してんだっけ？

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。
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すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

というような状態になってるそうです。

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

明隊の方には中に入っていただいて、２Ｆのほうにですね。

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

ありがとうございます。すいません。

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

というふうに答えてよろしいってことですね。

●●さんですか。 

本店のほうには。 

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。

なんちゅった？ 

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

てるんだけども、ＳＲ弁は中操操作だよね。

うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。

それは十分、大丈夫だと思います。

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

系ってのは機能確認してんだっけ？

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。
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発言内容

すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

というような状態になってるそうです。 

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

明隊の方には中に入っていただいて、２Ｆのほうにですね。

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

ありがとうございます。すいません。 

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

というふうに答えてよろしいってことですね。

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

てるんだけども、ＳＲ弁は中操操作だよね。 

うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。

それは十分、大丈夫だと思います。 

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

系ってのは機能確認してんだっけ？ 

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。
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発言内容 

すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

明隊の方には中に入っていただいて、２Ｆのほうにですね。 

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

というふうに答えてよろしいってことですね。 

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

 

うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。
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すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

 

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

な？え、あっ？ああ、うん。なるほどな。抜本的にあげるには。 

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

うん。だからそれはもうスタンバッてるってことでいいんだよね。 

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

に測りました正門での線量ですが、７５１です、マイクロです。 
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すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

本店のほうにはというのは？ああ、結構です、そう答えてください。結構です、はい。 

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

うも、だから一、え－と、ドライウェルの圧力は両方が効いて上がってるって。 

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分

 

すいません、オフサイトセンターの●●ですけど。私、いまですね、火力部のほうから電話があ

ってですね、南明隊なんですけども、もう起きてですね、これから整列して待っていてもいいよ

いま、私のところにもそうで、行くからには整列して出迎えると言っていますので、はい。 

それでですね、お迎えに行く者はちょっと若い者で、何時に着くか分かりませんので、むしろ南

えっと、ごめんなさい、流れは私に任せてください。すいません。気持ちの問題になっちゃって、

分かりました。じやあ、お任せします。あ、もしもし？じやあ、それは●●さんから指示をする

あと、ビットの水位は、いま３号流れてるんだけど、どんな状況かってのは見てくれてるんだよ

電源の復旧はまだなんですよね。ベント弁のほうはまだなんですよね。●●。３号ベント弁のほ

１Ｆさん、あの、いままた国から連絡が来て、４時目途っていうこと、それより前の時間に国と

官邸はその４時目途ということ、当直員がＳＲ弁の操作の準備等にスタンバイしてるって、言っ

あれ、３号は最初はさ、テストランみたいに水流れるのを見たと思うんだけど、２号はこの注水

すいません、保安班です。モニタリングポストの結果なんですが、場所どこだった……？あっ、

正門の所で測りまし……あっ、すいません、１５条超えてます。１５条超えてます。２時２０分
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 
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場所 発言者

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

 

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  え一、じやあ、４時、３時４９分か？

保安班  はい。

吉田所長  １５条通報。

保安班  ２時２０分、７５１。２時３０分、４１３３。

吉田所長  うわぁ。

保安班  ２時４０分、４２０に戻ってます。

吉田所長  はい。

保安班  ２時２０分に５００を超えてます。以上です。

吉田所長  だから、３時５０分に判断と。１５条判断。

 すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

熊の……。

技術班  止まってますね。

吉田所長  ３号機は上がりが止まった？

技術班  今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。

吉田所長  下がってないけども、上がってない？

技術班  ええ、今はドライウェル３４０

吉田所長  炉圧は？

技術班  炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

す。

吉田所長  はい、了解。

 大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

か。

高橋フェロー  これさ、ちょっとあれだけど、一般的に

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

っていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。

 そうですね、それ以上のことは何も言え……いま現状は。

高橋フェロー  だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。

 そういうこともって、対策をってことを？
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え一、じやあ、４時、３時４９分か？

はい。 

１５条通報。 

２時２０分、７５１。２時３０分、４１３３。

うわぁ。 

２時４０分、４２０に戻ってます。

はい。 

２時２０分に５００を超えてます。以上です。

だから、３時５０分に判断と。１５条判断。

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

熊の……。 

止まってますね。

３号機は上がりが止まった？

今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。

下がってないけども、上がってない？

ええ、今はドライウェル３４０

炉圧は？ 

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

す。 

はい、了解。 

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

か。 

これさ、ちょっとあれだけど、一般的に

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

っていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。

そうですね、それ以上のことは何も言え……いま現状は。

だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。

そういうこともって、対策をってことを？
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え一、じやあ、４時、３時４９分か？

２時２０分、７５１。２時３０分、４１３３。

２時４０分、４２０に戻ってます。

２時２０分に５００を超えてます。以上です。

だから、３時５０分に判断と。１５条判断。

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

止まってますね。 

３号機は上がりが止まった？ 

今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。

下がってないけども、上がってない？

ええ、今はドライウェル３４０

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

これさ、ちょっとあれだけど、一般的に

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

っていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。

そうですね、それ以上のことは何も言え……いま現状は。

だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。

そういうこともって、対策をってことを？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

え一、じやあ、４時、３時４９分か？ 

２時２０分、７５１。２時３０分、４１３３。

２時４０分、４２０に戻ってます。 

２時２０分に５００を超えてます。以上です。

だから、３時５０分に判断と。１５条判断。 

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

 

今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。

下がってないけども、上がってない？ 

ええ、今はドライウェル３４０ のままですね、だいたい。

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

これさ、ちょっとあれだけど、一般的にこういうことを書くときには、「漏洩は否定できないと

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

っていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。

そうですね、それ以上のことは何も言え……いま現状は。

だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。

そういうこともって、対策をってことを？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

２時２０分、７５１。２時３０分、４１３３。 

２時２０分に５００を超えてます。以上です。 

 

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。

のままですね、だいたい。 

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

こういうことを書くときには、「漏洩は否定できないと

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

っていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。 

そうですね、それ以上のことは何も言え……いま現状は。 

だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

今は止まってます。３時４０分、５０分は上がってないです。 

 

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

こういうことを書くときには、「漏洩は否定できないと

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

だから、具体的に言えなくても、そういうことも検討してる、とかさ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

こういうことを書くときには、「漏洩は否定できないと

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、

 

すいません、時間、１点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が大

炉圧はこの時間はちょっと測ってないんですけども、まだその前の４０分までは上がってないで

大熊の避難場所に状況を説明に行くということ、その問い合わせの対応ということですね、３号

機と１号機についても、３号機と同様に爆発する恐れがあるのか、という質問に対する答えを求

められています。で、中身的にはＴＡＦの状態であることから、可燃性ガスが漏洩している可能

性が否定できないと考えていますと、今後の作業においてもその可能性も考慮して、安全を優先

に取り組んでまいります、という回答を大熊町のほうにお渡ししたいと思います。よろしいです

こういうことを書くときには、「漏洩は否定できないと

考えております」、これ、そうだよね。そうなんだけど、それにこういうことのないようにその、



 

時刻 

 

 

03:51 

 

 

 

 

 

03:52 

 

03:53 

 

 

 

 

 

 

03:54 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 
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本店 

本店 

本店 
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オフサイトセ
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場所 発言者

高橋フェロー

 

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

総務班

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

 

小森常務

工務復旧班

小森常務

工務復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

工務復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  要するに対策もどきをさ、もどきっていうか、こういう、その否定できないんだけども、こうい

うことないように防止措置についても検討を進めているとかさ、何かそういうのを普通書くんだ

けど、これ書けないのかなぁ。

 ちょっとまぁ、書けないというか、厳しいというか…

武藤副社長  あれ、本店、聞こえますか。

高橋フェロー  はい、聞こえます。

総務班  すいません、オフサイトセンターの●●さん、●●のピッチに電話もらえませんか。お願いしま

す。

高橋フェロー  あれ？いま武藤さん何か言ってなかった？

武藤副社長  ああ、あのさ、え一夜の森線か大熊線３、４か知らないけど、あれ、復旧ってのは今日どこまで

いったんだろ。今日っていうか、昨日っていうか。

小森常務  ●●私が工務のほうから聞いてるのは、一応計画はだいたい全部できてて、今日中には夜の森線

から、え－と何線かな？え－と１～４号側のどっかの線に三相でタイグするって。

 待機をしていただいてまして、態勢としてはあの一、入れるようにはなってるんですが、問題は

その非常に線量が高くて、その作業ができない。

小森常務  いや、いやいや、構外の話。構内の開閉所に来るずっと新福島との間の部分で、まず欲しいのは、

あの一大熊側のほうのあれなので、線なので。そのタイを、構外ですよ？発電所の構外で三相を

結ぶ、話は今日の段階でやっていただけると。で、構内のほうでいろんな作業については、準備

はするけども、線量の問題とか、それは考えてちょっと。

工務復旧班  工務の●●ですけども、今の話、いまですね、ＴＬＣっていう送電の工事会社がそちらのほうに、

新福島のほうに多分着いていると思います。そして９時に作業を開始して、だい

終わる予定ですが、その工事は送電線の夜の森線と大熊線を繋ぐという工事までです。ですから

最後の繋ぎ込みのところは線量……。

小森常務  線量見ながらか。

工務復旧班  はい、線量を見ながら入れるときにご指示いただければそういうことす、はい。

武藤副社長  その大熊線と夜の森線を繋ぐ場所は構外なんでしょ？

小森常務  構外です。それは今日やってくれます。

武藤副社長  今日ってのは１４日ってこと？

小森常務  今日、本日です。

武藤副社長  それで、今度はその大熊線の３、４号を受けてる所へトランスを送っての、それがいつになるん

ですか。

工務復旧班  それは線量とかを見ていただいて入れる時に、やるということです。

武藤副社長  うん、まあ入れる時なんだけれども、その一、何か急に事態が大きく変われば別だけども、今の

状況だとしたら、どういうことになるんだろう。
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要するに対策もどきをさ、もどきっていうか、こういう、その否定できないんだけども、こうい

うことないように防止措置についても検討を進めているとかさ、何かそういうのを普通書くんだ

けど、これ書けないのかなぁ。

ちょっとまぁ、書けないというか、厳しいというか…

あれ、本店、聞こえますか。

はい、聞こえます。

すいません、オフサイトセンターの●●さん、●●のピッチに電話もらえませんか。お願いしま

す。 

あれ？いま武藤さん何か言ってなかった？

ああ、あのさ、え一夜の森線か大熊線３、４か知らないけど、あれ、復旧ってのは今日どこまで

いったんだろ。今日っていうか、昨日っていうか。

●●私が工務のほうから聞いてるのは、一応計画はだいたい全部できてて、今日中には夜の森線

から、え－と何線かな？え－と１～４号側のどっかの線に三相でタイグするって。

待機をしていただいてまして、態勢としてはあの一、入れるようにはなってるんですが、問題は

その非常に線量が高くて、その作業ができない。

いや、いやいや、構外の話。構内の開閉所に来るずっと新福島との間の部分で、まず欲しいのは、

あの一大熊側のほうのあれなので、線なので。そのタイを、構外ですよ？発電所の構外で三相を

結ぶ、話は今日の段階でやっていただけると。で、構内のほうでいろんな作業については、準備

はするけども、線量の問題とか、それは考えてちょっと。

工務の●●ですけども、今の話、いまですね、ＴＬＣっていう送電の工事会社がそちらのほうに、

新福島のほうに多分着いていると思います。そして９時に作業を開始して、だい

終わる予定ですが、その工事は送電線の夜の森線と大熊線を繋ぐという工事までです。ですから

最後の繋ぎ込みのところは線量……。

線量見ながらか。

はい、線量を見ながら入れるときにご指示いただければそういうことす、はい。
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状況だとしたら、どういうことになるんだろう。
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発言者  

工務復旧班  資機材もありますので、いま、その一、え－と、関電工とエネシスが作業することになっており

ますけれども、その人間は明日には作業ができるかと思います。

武藤副社長  明日ってのは１５日ってこと？

工務復旧班  １５日です。

武藤副社長  ん一と、そうするとその作業しだいだけど１５日の午後にはＡＣが発電所の中に入るってことか

な。

 スタンバイして、いつでもできるような状態にはなっているんですが、そういう作業ができるよ

うな線量になっているかどうかつていうのが一番ネックになっているところです。

武藤副社長  それは線量は確認，したらいいんで。てか何か、だけど、それすぐに急に下がるっていうことに

もきっとならないと思うんだけれども。

工務復旧班  あの……結構、時間かかる作業なんで、それについては一応、放管の人についていってもらって

ですね、大丈夫なのかどうか確認してもらってから入ると、こういう手順になってます。

武藤副社長  うん、それは確認したらいいんだけれども、中でみんな一生懸命水汲んでるのと同じだという気

もするが、何かもっと線量が高い所でやるってことになるのかな。

 具体的な場所がちょっと私もよく分からないので、こちらからあの一、え－と、アレ、放管の方、

一緒についていってもらって確認してもらうことになってます。

武藤副社長  それを、それを今日やるってことかい？

 明日の朝の小森さんが行くヘリで一緒に放管の人、行ってもらうことになってますんで、それで

そのようになります。

武藤副社長  ともかく、外部電源が生きてるってことは、ものすごくいるんなことができるようになるんで。

小森常務  大変な重要な話ですから、やりますよ。

武藤副社長  ちょっとご苦労ですけれども、なんとかその工夫をしてできるだけ早く生きると、大変第一は楽

になると思いますけれども。

工務復旧班  工務●●ですけれども、そのつもりでいま準備を進めております。エクシスいや、エネシスとか

関電工の職員、今日こちらの朝ですね、こちらを出て、そちらに向かう予定になってます。

武藤副社長  ありがとうございます。

工務復旧班  ただ送電の工事は今日急いでやっても今日の１９時位まではかかると踏んでますので、どちらに

いたしましても、その後になると思ってます。

武藤副社長  なるほど。うん。

小森常務  したがって外でできる範囲はやって、そのあいだにサーベイなり立地の場所をちゃんとサイトと

も相談して決めてもらうというのを今日やると、いうことで段取りは踏んでるということで。
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資機材もありますので、いま、その一、え－と、関電工とエネシスが作業することになっており

ますけれども、その人間は明日には作業ができるかと思います。

明日ってのは１５日ってこと？

１５日です。 

ん一と、そうするとその作業しだいだけど１５日の午後にはＡＣが発電所の中に入るってことか

な。 

スタンバイして、いつでもできるような状態にはなっているんですが、そういう作業ができるよ

うな線量になっているかどうかつていうのが一番ネックになっているところです。

それは線量は確認，したらいいんで。てか何か、だけど、それすぐに急に下がるっていうことに

もきっとならないと思うんだけれども。

あの……結構、時間かかる作業なんで、それについては一応、放管の人についていってもらって

ですね、大丈夫なのかどうか確認してもらってから入ると、こういう手順になってます。

うん、それは確認したらいいんだけれども、中でみんな一生懸命水汲んでるのと同じだという気

もするが、何かもっと線量が高い所でやるってことになるのかな。

具体的な場所がちょっと私もよく分からないので、こちらからあの一、え－と、アレ、放管の方、

一緒についていってもらって確認してもらうことになってます。

それを、それを今日やるってことかい？

明日の朝の小森さんが行くヘリで一緒に放管の人、行ってもらうことになってますんで、それで

そのようになります。

ともかく、外部電源が生きてるってことは、ものすごくいるんなことができるようになるんで。

大変な重要な話ですから、やりますよ。

ちょっとご苦労ですけれども、なんとかその工夫をしてできるだけ早く生きると、大変第一は楽

になると思いますけれども。

工務●●ですけれども、そのつもりでいま準備を進めております。エクシスいや、エネシスとか

関電工の職員、今日こちらの朝ですね、こちらを出て、そちらに向かう予定になってます。

ありがとうございます。

ただ送電の工事は今日急いでやっても今日の１９時位まではかかると踏んでますので、どちらに

いたしましても、その後になると思ってます。

なるほど。うん。

したがって外でできる範囲はやって、そのあいだにサーベイなり立地の場所をちゃんとサイトと

も相談して決めてもらうというのを今日やると、いうことで段取りは踏んでるということで。
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ともかく、外部電源が生きてるってことは、ものすごくいるんなことができるようになるんで。
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ちょっとご苦労ですけれども、なんとかその工夫をしてできるだけ早く生きると、大変第一は楽

になると思いますけれども。 
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関電工の職員、今日こちらの朝ですね、こちらを出て、そちらに向かう予定になってます。
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ただ送電の工事は今日急いでやっても今日の１９時位まではかかると踏んでますので、どちらに
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ん一と、そうするとその作業しだいだけど１５日の午後にはＡＣが発電所の中に入るってことか

スタンバイして、いつでもできるような状態にはなっているんですが、そういう作業ができるよ

うな線量になっているかどうかつていうのが一番ネックになっているところです。

それは線量は確認，したらいいんで。てか何か、だけど、それすぐに急に下がるっていうことに

あの……結構、時間かかる作業なんで、それについては一応、放管の人についていってもらって

ですね、大丈夫なのかどうか確認してもらってから入ると、こういう手順になってます。

うん、それは確認したらいいんだけれども、中でみんな一生懸命水汲んでるのと同じだという気

もするが、何かもっと線量が高い所でやるってことになるのかな。 

具体的な場所がちょっと私もよく分からないので、こちらからあの一、え－と、アレ、放管の方、

一緒についていってもらって確認してもらうことになってます。 

明日の朝の小森さんが行くヘリで一緒に放管の人、行ってもらうことになってますんで、それで

ともかく、外部電源が生きてるってことは、ものすごくいるんなことができるようになるんで。

ちょっとご苦労ですけれども、なんとかその工夫をしてできるだけ早く生きると、大変第一は楽

工務●●ですけれども、そのつもりでいま準備を進めております。エクシスいや、エネシスとか

関電工の職員、今日こちらの朝ですね、こちらを出て、そちらに向かう予定になってます。

ただ送電の工事は今日急いでやっても今日の１９時位まではかかると踏んでますので、どちらに
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発言者  

小森常務  はい。

武藤副社長  あの一、５、６号機はＤ／Ｇ

小森常務  いや、そういう意味合いで大熊線からわざわざ、あっ、すいません。夜の森線から大熊線にわざ

わざ繋げて、１から４号機に繋げると。

武藤副社長  １から４号がただまったくないから、薄暗い所でやってるわけで、ともかくその早く欲しいとい

うことだと思うんで。ぜひ、よろしくお願いをいたします。

 了解しました。

吉田所長  えっと、１Ｆです。４時になりましたが、まだピットがですね。溜まってきておりません。もう

ちょっと、あの一、中途半端に始めちゃうとこれ本当にもっとひどいことになるんで、２号の状

況を見てもですね、あれですから、ちょっと、もうちょっと水が溜まるのを待ちたいと思います。

武藤副社長  ビットの水位ってのはどうやって見てるの？人間が見てるの？

吉田所長  人間が見てるだけなんです。で、吸い込みの所と、揚程みたいなもんで見てるだけなんですが、

５ｍ

んですが、それでもう底に浸ってるんで、もうギリギリになっちゃってるんですね。あの一、だ

から、水入れてても増えてこないっていう状態なんで。１号機はまだその吸い込みの所が、底に

も達してないんで、まだ逆にできないんです。

武藤副社長  吸えない？

吉田所長  吸えないです。今度は２号機は、いまちょっとそこは確認してますが、３号とは、ほぼ、ほぼ同

じだとは思ってますので、インサービスはしようと思えばできるんですけれども、それで動かし

ちやったら、すぐにビットの液位が減るととめないといけなくなっちゃう。で、そうすると、あ

のー、減圧作業をしてメイキャップするときに、もう動かなくなっちゃうのが一番ひどい状態に

なりますので、それだけは避けたいと、こういうことです。

武藤副社長  これ……カラカラになっちゃってポンプが空回ししたら、壊しちゃ

吉田所長  完全にこれは……そういうことです。あれがないですからね、予備がない。

武藤副社長  予備もないしインターロックもないし。だから水がなくなって、で、注水ポンプぶっ壊すのが最

悪だな。

吉田所長  最低ですね、はい。

復旧班  壊れるちょいちょい寸前位でした。

復旧班  えっと、すいません。ちょっと話題が違うんですけれども、役所のほうから聞かれていることの

関係で、若干、本件にも関係がある内容があります。ベントの話なんですけれど、収納容器ベン

トをサプチャンを通じて行なうということで、１号はそういうふうにいっているんですけれど、

役所のほうでは将来ドライウェルを冠水していった場合に、ここのサプチャン側のラインがベン

トラインとしては水没して通らなくなるだろうと。そういう場合に、ドライウェル側の気中のベ

ントラインを使うということも考え方としてはあるので、その辺のところについて、いくつ

ちらに質問を投げてきてます。ちょっと質問の内容と回答方針を説明してもらいます。

官庁連絡班  本件についてご説明したいと思います。保安院の考え方としましては、サプチャン側ベントライ

ンのレベルに到着する前にホールドポイントを設けドライウェル側ベントラインの使用可能性を
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うことだと思うんで。ぜひ、よろしくお願いをいたします。

了解しました。 

えっと、１Ｆです。４時になりましたが、まだピットがですね。溜まってきておりません。もう

ちょっと、あの一、中途半端に始めちゃうとこれ本当にもっとひどいことになるんで、２号の状

況を見てもですね、あれですから、ちょっと、もうちょっと水が溜まるのを待ちたいと思います。

ビットの水位ってのはどうやって見てるの？人間が見てるの？

人間が見てるだけなんです。で、吸い込みの所と、揚程みたいなもんで見てるだけなんですが、

５ｍ 位下まで水位が下がってるんで、まあ３号機はそれでギリギリ吸えるんで、いま動かしてる

んですが、それでもう底に浸ってるんで、もうギリギリになっちゃってるんですね。あの一、だ

から、水入れてても増えてこないっていう状態なんで。１号機はまだその吸い込みの所が、底に

も達してないんで、まだ逆にできないんです。

吸えない？ 

吸えないです。今度は２号機は、いまちょっとそこは確認してますが、３号とは、ほぼ、ほぼ同

じだとは思ってますので、インサービスはしようと思えばできるんですけれども、それで動かし

ちやったら、すぐにビットの液位が減るととめないといけなくなっちゃう。で、そうすると、あ

のー、減圧作業をしてメイキャップするときに、もう動かなくなっちゃうのが一番ひどい状態に

なりますので、それだけは避けたいと、こういうことです。

これ……カラカラになっちゃってポンプが空回ししたら、壊しちゃ

完全にこれは……そういうことです。あれがないですからね、予備がない。

予備もないしインターロックもないし。だから水がなくなって、で、注水ポンプぶっ壊すのが最

悪だな。 

最低ですね、はい。

壊れるちょいちょい寸前位でした。

えっと、すいません。ちょっと話題が違うんですけれども、役所のほうから聞かれていることの

関係で、若干、本件にも関係がある内容があります。ベントの話なんですけれど、収納容器ベン

トをサプチャンを通じて行なうということで、１号はそういうふうにいっているんですけれど、

役所のほうでは将来ドライウェルを冠水していった場合に、ここのサプチャン側のラインがベン

トラインとしては水没して通らなくなるだろうと。そういう場合に、ドライウェル側の気中のベ

ントラインを使うということも考え方としてはあるので、その辺のところについて、いくつ

ちらに質問を投げてきてます。ちょっと質問の内容と回答方針を説明してもらいます。

本件についてご説明したいと思います。保安院の考え方としましては、サプチャン側ベントライ

ンのレベルに到着する前にホールドポイントを設けドライウェル側ベントラインの使用可能性を
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本件についてご説明したいと思います。保安院の考え方としましては、サプチャン側ベントライ

ンのレベルに到着する前にホールドポイントを設けドライウェル側ベントラインの使用可能性を
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発言者  

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

針でよろしいでしょうか。

武藤副社長  その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？

官庁連絡班  えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

れども、その準備はまだできてないです。全然準備中です。

武藤副社長  うん、難しいってことなんだろう？●●。

吉田所長  基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

 現場では難しいということでよろしいでしょうか。

吉田所長  ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

 了解しました。

吉田所長  うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

復旧班  はい、やってます。

 了解しました。

吉田所長  ３号のパラメータ変わってないよね。増えてもない？

技術班  ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

と上がってるかなって位ですね。コンマ１５１

吉田所長  ●●君、２号機のデータ変わってない？

技術班  あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

吉田所長  炉圧が若干下がってる位？

技術班  はい。

吉田所長  ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

いいね？

保安班  保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

６５０
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確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

針でよろしいでしょうか。

その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

れども、その準備はまだできてないです。全然準備中です。

うん、難しいってことなんだろう？●●。

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

現場では難しいということでよろしいでしょうか。

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

了解しました。 

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

はい、やってます。

了解しました。 

３号のパラメータ変わってないよね。増えてもない？

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

と上がってるかなって位ですね。コンマ１５１

●●君、２号機のデータ変わってない？

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

炉圧が若干下がってる位？

はい。 

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

いいね？ はい。

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

６５０ マイクロ、６５０
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確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

針でよろしいでしょうか。 

その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

れども、その準備はまだできてないです。全然準備中です。

うん、難しいってことなんだろう？●●。

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

現場では難しいということでよろしいでしょうか。

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

 

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

はい、やってます。 

 

３号のパラメータ変わってないよね。増えてもない？

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

と上がってるかなって位ですね。コンマ１５１

●●君、２号機のデータ変わってない？

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

炉圧が若干下がってる位？ 

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

はい。 

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

マイクロ、６５０ マイクロになっております。
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発言内容

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

れども、その準備はまだできてないです。全然準備中です。

うん、難しいってことなんだろう？●●。 

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

現場では難しいということでよろしいでしょうか。

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

３号のパラメータ変わってないよね。増えてもない？

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

と上がってるかなって位ですね。コンマ１５１

●●君、２号機のデータ変わってない？ えっ？

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

マイクロになっております。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

れども、その準備はまだできてないです。全然準備中です。 

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

現場では難しいということでよろしいでしょうか。 

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

３号のパラメータ変わってないよね。増えてもない？ 

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

と上がってるかなって位ですね。コンマ１５１ からコンマ１５９位です。

えっ？ 聞こえない、聞こえない、だから。

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

マイクロになっております。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

その、バルブの開閉なんてことはそもそもそんな簡単に試験できるの？ 

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

 

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

からコンマ１５９位です。 

聞こえない、聞こえない、だから。

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

こととなって、人為的に事実上の格納容器機能の損失を起こすことになることを、この３ 点から

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

的にできるできないの話のほうがあれだと思うんで、ちょっと預からせてください。 

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

のほうが緊急なんで、ちょっとそちら、別の所でやってもらうとありがたいんだけどさ。 

うん、その議論ここで続けてると、ちょっと、ちょっと。●●が対応しますから。 

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

 

聞こえない、聞こえない、だから。 

あ、炉圧が最初５．４７だったのが、今は４時で５．４２です。若干、下がってます。 

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、

 

確認すべき、開閉を確認すべき。この際、少量で冷却する効果を考慮して、サプチャンのレベル

を維持しながらサプチャン側ベントラインから蒸発する流量程度を海水は流してもよい、という

意向が示されています。意向と言っていますが、強く圧力をかけられている、という状況のよう

です。で、これに対しまして当社としてのスタンスをこう考えたいと思うんですけれども。まず

３点ありまして、サプチャン側ベントラインがすでに使用できない状況と推定されることから、

この開閉試験の時期は適切とは言えない。低流量度の注入は水‐ジルコニウム反応を推進する懸

念があることから、できるだけ速やかに炉心を冠水したい。さらに３つ目ですが、このサプチャ

ン、サブレッションプールレベルで開閉試験を行なった際に、あっ、ドライウェル側のベントラ

インの開閉試験を行なった際に、ＡＯ弁が仮に開固着となった場合に生の放射能を大量放出する

点から

ホールドポイントを設けて、ドライウェル側のベントラインの機能確認をするということを、と

いう役所の方針は受け入れずにこのまま注水を継続すべきと考えております。この辺こういう方

えっと一、開閉試験自体は、ＩＡ，コンプレッサーを繋いで空気を送ればできるとのことですけ

基本的にはバルブの開閉は難しいということでいいんだろう？だから、ちょっとね、それは物理

ごめん、いまねえ、その話はその話でいいんだけれど、ちょっとちょっとさ、ちょっとプラント

 

ドライウェルとサプチャンの圧力は変わらないです。炉圧は、まぁほとんど最後の１桁がちょっ

ほんで、発電側はＳＲ弁を吹かす段取りは、もういつでもできる状態になってるってことでいい？ 

保安班から連絡します。ＭＰ２、ＭＰ２近傍での線量率ですが、２時４０分、２時４０分ですが、



 

時刻 

04:14 

04:18 

 

 

 

 

 

04:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:21 

 

 

 

 

04:25 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

吉田所長

情報班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１F 

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい。じゃあ、１５条報告対象、４時１５分、判断。

吉田所長  ●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

ら見えないんだ、字が小さくて。

情報班  ３

吉田所長  単純にデータだけ見ると上がってるんだっけ？

  ええ、どんどん下がってます。

吉田所長  えつ？

  下がってます。

吉田所長  下がってるの？

  水位は……。

吉田所長  いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

  はい。

吉田所長  下がってないだろ？

  なんか揺らいでる。

  この３０分、１時間は上がってるんですけど、多分…。

  またちょっと上がったんで、ちょっといま返答します。

  ４時１０分と比べると上がってますよ。

吉田所長  うん。

復旧班  ３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

がちょうど

  コンプレッサーを２Ｆのローソンの所から持ってきて・・。

  ちょっと、まだ上がってますね。

吉田所長  上がってるな。

  気持ち上がってますね。

  ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

技術班  ＣＡＭＳの値が出てるんだ、これ。

  これ、評価値は……。

2011 年 3 月 1

 

はい。じゃあ、１５条報告対象、４時１５分、判断。

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

ら見えないんだ、字が小さくて。

３ 号のほうは、コンプレッサーのポンプ…

単純にデータだけ見ると上がってるんだっけ？

ええ、どんどん下がってます。

えつ？ 

下がってます。 

下がってるの？ 

水位は……。 

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

はい。 

下がってないだろ？

なんか揺らいでる。

この３０分、１時間は上がってるんですけど、多分…。

またちょっと上がったんで、ちょっといま返答します。

４時１０分と比べると上がってますよ。

うん。 

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

がちょうど しているかもしれない。燃料交換を。

コンプレッサーを２Ｆのローソンの所から持ってきて・・。

ちょっと、まだ上がってますね。

上がってるな。 

気持ち上がってますね。

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

ＣＡＭＳの値が出てるんだ、これ。

これ、評価値は……。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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はい。じゃあ、１５条報告対象、４時１５分、判断。

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

ら見えないんだ、字が小さくて。

号のほうは、コンプレッサーのポンプ…

単純にデータだけ見ると上がってるんだっけ？

ええ、どんどん下がってます。

 

 

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

下がってないだろ？ 

なんか揺らいでる。 

この３０分、１時間は上がってるんですけど、多分…。

またちょっと上がったんで、ちょっといま返答します。

４時１０分と比べると上がってますよ。

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

しているかもしれない。燃料交換を。

コンプレッサーを２Ｆのローソンの所から持ってきて・・。

ちょっと、まだ上がってますね。

 

気持ち上がってますね。 

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

ＣＡＭＳの値が出てるんだ、これ。

これ、評価値は……。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

はい。じゃあ、１５条報告対象、４時１５分、判断。

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

ら見えないんだ、字が小さくて。 

号のほうは、コンプレッサーのポンプ… …。

単純にデータだけ見ると上がってるんだっけ？

ええ、どんどん下がってます。 

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

この３０分、１時間は上がってるんですけど、多分…。

またちょっと上がったんで、ちょっといま返答します。

４時１０分と比べると上がってますよ。 

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

しているかもしれない。燃料交換を。

コンプレッサーを２Ｆのローソンの所から持ってきて・・。

ちょっと、まだ上がってますね。 

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

ＣＡＭＳの値が出てるんだ、これ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

はい。じゃあ、１５条報告対象、４時１５分、判断。 

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

…。 

単純にデータだけ見ると上がってるんだっけ？ 前から。 

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

この３０分、１時間は上がってるんですけど、多分…。 

またちょっと上がったんで、ちょっといま返答します。 

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

しているかもしれない。燃料交換を。 

コンプレッサーを２Ｆのローソンの所から持ってきて・・。 

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

 

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ

ちょっとまだ上がってますね。４時１０分から４時２０分で、３４５から３５５。 

 

●●君、悪いけどさ、データ見てて。３号、３号のデータが変わったら言って。おれ、こっちか

いや水位じゃない。水位じゃない。ドライウェル圧力だけでいいんだけどさ。下がってるの？ 

３時４０分台。ただ、コンプレッサー、今回動いてる。コンプレッサー、一回とめたから、これ



 

時刻 
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04:29 

 

 

 

 

 

 

04:31 

 

04:32 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

総務班

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  もろに燃料破損の…。

ＯＳＣ  第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。

  ●●です。はい、了解しました。ありがとうございまーす。

ＯＳＣ  オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

できましたが。

吉田所長  はい。

ＯＳＣ  １Ｆ

所までご案内しますか。

吉田所長  装備はどうしていただいてるんでしたっけ。

ＯＳＣ  装備ですか。

吉田所長  ええ。

ＯＳＣ  装備は……南明隊ですか。

吉田所長  いま行ってるのはどこの人だっけ。ごめんなさい。

ＯＳＣ  オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

吉田所長  あーそうでしょ。２Ｆ

ね。

ＯＳＣ  もうフル装備です。Ｃ

吉田所長  それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。

  あの一正門で受け取ります、うちの警備員が。

ＯＳＣ  分かりました。じやあ、正門までご案内します。

吉田所長  はい、結構です。ありがとうございます。

ＯＳＣ  お願いします。

ＯＳＣ  オフサイトセンターですが、南明隊を案内する者から２Ｆ

よろしくお願いします。

  了解しました。

総務班  本店も了解です。

2011 年 3 月 1

 

もろに燃料破損の…。

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。

●●です。はい、了解しました。ありがとうございまーす。

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

できましたが。 

はい。 

１Ｆ の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

所までご案内しますか。

装備はどうしていただいてるんでしたっけ。

装備ですか。 

ええ。 

装備は……南明隊ですか。

いま行ってるのはどこの人だっけ。ごめんなさい。

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

あーそうでしょ。２Ｆ

ね。 

もうフル装備です。Ｃ

それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。

あの一正門で受け取ります、うちの警備員が。

分かりました。じやあ、正門までご案内します。

はい、結構です。ありがとうございます。

お願いします。 

オフサイトセンターですが、南明隊を案内する者から２Ｆ

よろしくお願いします。

了解しました。 

本店も了解です。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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もろに燃料破損の…。 

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。

●●です。はい、了解しました。ありがとうございまーす。

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

 

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

所までご案内しますか。 

装備はどうしていただいてるんでしたっけ。

装備は……南明隊ですか。 

いま行ってるのはどこの人だっけ。ごめんなさい。

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

あーそうでしょ。２Ｆ での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

もうフル装備です。Ｃ の……あとタイベックのマスク。

それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。

あの一正門で受け取ります、うちの警備員が。

分かりました。じやあ、正門までご案内します。

はい、結構です。ありがとうございます。

 

オフサイトセンターですが、南明隊を案内する者から２Ｆ

よろしくお願いします。 

 

本店も了解です。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。

●●です。はい、了解しました。ありがとうございまーす。

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

装備はどうしていただいてるんでしたっけ。 

いま行ってるのはどこの人だっけ。ごめんなさい。

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

の……あとタイベックのマスク。

それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。

あの一正門で受け取ります、うちの警備員が。

分かりました。じやあ、正門までご案内します。

はい、結構です。ありがとうございます。 

オフサイトセンターですが、南明隊を案内する者から２Ｆ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。

●●です。はい、了解しました。ありがとうございまーす。 

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

 

いま行ってるのはどこの人だっけ。ごめんなさい。 

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

の……あとタイベックのマスク。 

それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。

あの一正門で受け取ります、うちの警備員が。 

分かりました。じやあ、正門までご案内します。 

オフサイトセンターですが、南明隊を案内する者から２Ｆ を出発するという連絡が入りました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

うのを待っているということを確認しましたので連絡します。 

 

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

それだったらね、●●のほうから対応しますので、ちょっと●●。 

を出発するという連絡が入りました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。

での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

を出発するという連絡が入りました。

 

第一吉田さーん、オフサイトセンター●●ですが。道先案内人は第二到着済みで、出発準備が整

オフサイトセンターですが、１Ｆ吉田さーん、すいません。もう少しで出発できそうなところま

の中は案内は必要でしょうか。●●は１Ｆの正門まででよろしいですか。それとも１号機の

オフサイトセンターから南明の消防車を出迎えに行った者が、２Ｆをもうすぐ出発するんですが。 

での装備はもうそっちでしていただいてるっていうことでいいんですよ

を出発するという連絡が入りました。
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オフサイトセ

 

ＯＳＣ
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オフサイトセ

 

ＯＳＣ
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ＯＳＣ
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広報班
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発言者  

技術班  まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

がってます、ええ。

ＯＳＣ  ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

てあれなんですが。通常

技術班  効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

ど、あんまり効かないんです。

ＯＳＣ  こちらでやってはいるんですが。＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

いうことなんですね。ええ。はい。ええと、私たちは＝＝

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

すね。普通の周辺環境が、バックグランドで、６０

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

て、あれなんですが。ええ、通常そうですね＝

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

すんで、データはちょっと＝

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

ええ。分かりました。＝

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

あ、＝

ＯＳＣ  《電話》ええ、ええ、●●。えっと、サイトのほうに、＝

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

際それをその、とりまとめて、本部なり発電所なり

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

あの

すが、実際こちら、どこで確認しようかというところが、＝

ほうにもご相談したり、あとーそうです

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。

ＯＳＣ  あ、じゃ

広報班  《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

Ｋです。は‐い。

広報班  プレスしようかと思ったんですけど、まだ＝

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度
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まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

がってます、ええ。

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

てあれなんですが。通常

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

ど、あんまり効かないんです。

こちらでやってはいるんですが。＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

いうことなんですね。ええ。はい。ええと、私たちは＝＝

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

すね。普通の周辺環境が、バックグランドで、６０

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

て、あれなんですが。ええ、通常そうですね＝

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

すんで、データはちょっと＝

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

ええ。分かりました。＝

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

あ、＝ をみて、もう１０分、１５分で。

《電話》ええ、ええ、●●。えっと、サイトのほうに、＝

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

際それをその、とりまとめて、本部なり発電所なり

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

あの-、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

すが、実際こちら、どこで確認しようかというところが、＝

ほうにもご相談したり、あとーそうです

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。

あ、じゃいま、ちょっと、戻ってきたんで変わります。はい、●●さん。

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

Ｋです。は‐い。

プレスしようかと思ったんですけど、まだ＝

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度
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まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

がってます、ええ。 

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

てあれなんですが。通常 

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

ど、あんまり効かないんです。

こちらでやってはいるんですが。＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

いうことなんですね。ええ。はい。ええと、私たちは＝＝

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

すね。普通の周辺環境が、バックグランドで、６０

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

て、あれなんですが。ええ、通常そうですね＝

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

すんで、データはちょっと＝ ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

ええ。分かりました。＝ が分かるためのバックグラウンドが。ええ。分

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

をみて、もう１０分、１５分で。

《電話》ええ、ええ、●●。えっと、サイトのほうに、＝

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

際それをその、とりまとめて、本部なり発電所なり

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

すが、実際こちら、どこで確認しようかというところが、＝

ほうにもご相談したり、あとーそうです

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。

いま、ちょっと、戻ってきたんで変わります。はい、●●さん。

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

Ｋです。は‐い。 

プレスしようかと思ったんですけど、まだ＝

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

ど、あんまり効かないんです。 

こちらでやってはいるんですが。＝ の原研の方ですかね、原研の方ですけど、＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

いうことなんですね。ええ。はい。ええと、私たちは＝＝

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

すね。普通の周辺環境が、バックグランドで、６０

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

て、あれなんですが。ええ、通常そうですね＝

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

が分かるためのバックグラウンドが。ええ。分

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

をみて、もう１０分、１５分で。 

《電話》ええ、ええ、●●。えっと、サイトのほうに、＝

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

際それをその、とりまとめて、本部なり発電所なり

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

すが、実際こちら、どこで確認しようかというところが、＝

ほうにもご相談したり、あとーそうですね－放射線関係の、関係機関にもご相談したりとか、色々

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。

いま、ちょっと、戻ってきたんで変わります。はい、●●さん。

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

プレスしようかと思ったんですけど、まだ＝ みたいです。なぜかというと。国が本来であればオ

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

の原研の方ですかね、原研の方ですけど、＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

いうことなんですね。ええ。はい。ええと、私たちは＝＝ ということで、原子力センターさんの

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

すね。普通の周辺環境が、バックグランドで、６０ から７０＝なので、それほど……、ええ、モ

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

 倍になるところもあると思うんです

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

が分かるためのバックグラウンドが。ええ。分

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

《電話》ええ、ええ、●●。えっと、サイトのほうに、＝ の方々も、来ていただいてですね、そ

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

際それをその、とりまとめて、本部なり発電所なり、やりとりやっていただける方、それが、え

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

すが、実際こちら、どこで確認しようかというところが、＝ してます。それで、放医研の先生の

ね－放射線関係の、関係機関にもご相談したりとか、色々

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。

いま、ちょっと、戻ってきたんで変わります。はい、●●さん。

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

みたいです。なぜかというと。国が本来であればオ

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

の原研の方ですかね、原研の方ですけど、＝

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

ということで、原子力センターさんの

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝

から７０＝なので、それほど……、ええ、モ

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

倍になるところもあると思うんです

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

が分かるためのバックグラウンドが。ええ。分かりました。

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

の方々も、来ていただいてですね、そ

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

、やりとりやっていただける方、それが、え

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

してます。それで、放医研の先生の

ね－放射線関係の、関係機関にもご相談したりとか、色々

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

●●、ええ、分かりました、はい、すいません。失礼します。 

いま、ちょっと、戻ってきたんで変わります。はい、●●さん。 

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょ

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

みたいです。なぜかというと。国が本来であればオ

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

の原研の方ですかね、原研の方ですけど、＝ モニタリング、

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

ということで、原子力センターさんの

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と

けてない者とがいます。数的にはないです。あとは＝＝、ええ、はい、ええ、ですから、＝ 

から７０＝なので、それほど……、ええ、モ

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

倍になるところもあると思うんですけど、それほ

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

＝。ええ、ええええ。分かりました。これから、パラメータありますから、＝ 外と中と、ちょっ

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

かりました。μＳｖ／ｈ

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

の方々も、来ていただいてですね、そ

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

、やりとりやっていただける方、それが、え

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

してます。それで、放医研の先生の

ね－放射線関係の、関係機関にもご相談したりとか、色々

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

 

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

そちらのオフサイトの保安院の方が、東京とやるという話になっているので、なのでちょっと待

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－

みたいです。なぜかというと。国が本来であればオ

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度

 

まだ上がってますね。いま圧力がコンマ１７６ですね。４時のデータと比べるとコンマ０２位上

ですから、１０７ナノということですね。ですから普通の周辺環境がバックグラウンドから６０

から７０ナノだと思いますので、それほどモニタリングポスト等で通常値が６０から７０だと思

いますので、１００マイクロくらいですから、線量的には、それほど上がっているという状況で

はないなという感じがあるんですけど。ここの中の線量は、２００、コンマ２、把握していなく

効いてないんですよね。ここで仮設ポンプ起動して、そこでベントを開いてるみたいなんですけ

モニタリング、

手伝っていただいてやってもらってるんですが。ええ、それは問題ないと思います。ええ。そう

ということで、原子力センターさんの

ほうからビデオ借りているんですけども、実際、こちらで対応している者は、付けている者と付

 位で

から７０＝なので、それほど……、ええ、モ

ニタリングポスト等で、周辺の通常値が６０から７０位だと思いますんで、ええ、１００マイク

ロ位ですから、線量的にはそれほど上がっているという状態じゃあないなぁという感じがあるん

ですけど。あっ、ここの中の線量率が、２００、あっ、コンマ２マイクロという＝把握してなく

けど、それほ

ど桁が違うというところは。外に出るとき、１桁変わると。＝１０００カウントから２０００ｃ

ｐｍ、そうですね、線量的にそうなるかもしれませんね。おっしゃるところはパラメータありま

ないんで、ここの周辺の環境というところは、ちょっと確認をして

外と中と、ちょっ

と報告させてもらいます。ええ、フロアは一応除染するように＝ということで対応しています。

Ｓｖ／ｈ 

の単位で確認させてもらいます。はい。ええ。じゃあ、本店のどなたかでもいいですかね。●●

の電話でも。一応、ＰＨＳは持ってきてますんで。●●じゃあ、そちらに電話します。●●じゃ

の方々も、来ていただいてですね、そ

ちらのほうの作業もやってはいるんですけども、配電部の方であったり、えーとあと火力の方で

あったり、え－とあと猪苗代なり、え－、色々来ていただいているという状況です。ええ、ええ、

ええ、ええええ、ええ。あっ、ええ。ええ。●●ええ、ええ、あ、え、あ、んですか。こちらで

その、えーっと、とりまとめる－，と言いますか、えーっとまさに●●とお名前が出たんですけ

ど、そういう方をお呼びする際、お願いできれば、実際の、え－と、《ピー音》という人と、実

、やりとりやっていただける方、それが、え

－、あの実際に現場で作業をしながら、どうだっていうことで、色々報告をするというのが、や

はりちょっと、いま、あれなんで、えっと、一歩引いた形で見ていただける方が、ぜひ、あの、

いただければと思います。ええ、ええ、ええ、ちょっとそう、そういうところもちょっと、ええ、

、努力いただけるようにお願いできればと思います。ええ、ええ、ええ、で、作業するんで

してます。それで、放医研の先生の

ね－放射線関係の、関係機関にもご相談したりとか、色々

調整するところの、え－、案件が色々出ますので、ええ、その辺もちょっと、整理しながら、調

整をするところの方が、ぜひ、ええ、お願いできればと思います。ええ。はい。ええ、ええ、え

え、そういうことです。ええ、はい。ええ、じゃ、あとそこだけ結果出ましたら、あとでじやあ

●●ですね、ええ、●●に連絡入れておきます。ええ、ええ、はい、ええ、分かりました。はい、

《電話》えーっとね、結論から申し上げます。国もやらないといけないと思います。うん、うん。

だからもうちょっと待って。うん、うん。うん。そう、だけど、そう思って、そ。その案も流し

たんですけど、いやいやでもやっぱりちゃんと、その、国として認識してないわけにはいかない

ので、うん、ていうので、えっと、そうそうそう、だからその話もしてる。あの、検査部長、い

やいや、国もやらないといけないという話をしていて、いま、東京の、あの保安検査、、あの、

っと待

っててもらっていいですか。ええ、ええ。＝えっと、うーんと、それって、あれかな、２Ｆとオ

フサイトセンターで、情報あれしたほうがいいですよね？あ、ちょっと待ってください。えっ－ Ｏ

みたいです。なぜかというと。国が本来であればオ

フサイトセンター側が、そうそう、で事業者が確認事項ーそれでいま保安院のーサプチャン温度
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

オフサイトセ

 

広報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

広報班

技術班

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

技術班

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

が＝

広報班  で、もう１００℃下回ってるそうですよ。

ＯＳＣ  今の数値がないんで。

広報班  ああ、なるほど。

技術班  炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

技術班  あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ

ょっとグラフで見ると、およそ炉心損傷２５％

２５％。

ＯＳＣ  《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。

技術班  それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

ＯＳＣ  《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

そちらのほうに連絡も入れたんで

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

復旧班  すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

か。

技術班  ３号機です。

復旧班  あっ、３号ですか。

技術班  はい。３

２５％

ＯＳＣ  《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。

ＯＳＣ  《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

あの一、さっき２１

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。

官庁連絡班  す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

値を教えていただきたいんですが。お願いします

技術班  あっ、すいません。４

2011 年 3 月 1

 

が＝ 東京と相談するんで待っていてくれと。

で、もう１００℃下回ってるそうですよ。

今の数値がないんで。

ああ、なるほど。

炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ

ょっとグラフで見ると、およそ炉心損傷２５％

２５％。 

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

そちらのほうに連絡も入れたんで

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

か。 

３号機です。 

あっ、３号ですか。

はい。３ 号、４ 

２５％ の炉心損傷のカーブにのっているということです。

《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

あの一、さっき２１

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

値を教えていただきたいんですが。お願いします

あっ、すいません。４

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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東京と相談するんで待っていてくれと。

で、もう１００℃下回ってるそうですよ。

今の数値がないんで。 

ああ、なるほど。 

炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ

ょっとグラフで見ると、およそ炉心損傷２５％

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

そちらのほうに連絡も入れたんで

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

あっ、３号ですか。 

 時２０分にＣＡＭＳ

の炉心損傷のカーブにのっているということです。

《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

あの一、さっき２１ 時にさ、流したじゃん。あの、トレンドデータ、１

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

値を教えていただきたいんですが。お願いします

あっ、すいません。４ 時２０ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

東京と相談するんで待っていてくれと。 

で、もう１００℃下回ってるそうですよ。 

炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ

ょっとグラフで見ると、およそ炉心損傷２５％

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

そちらのほうに連絡も入れたんですけど、別の方に。えっとね、●●、あの一、自宅でもオフサ

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

時２０分にＣＡＭＳ が生きて、いま、また読み取ったところですね。えっと一、

の炉心損傷のカーブにのっているということです。

《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

時にさ、流したじゃん。あの、トレンドデータ、１

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

値を教えていただきたいんですが。お願いします

 分で１．４×１０２Ｓｖ／ｈ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ

ょっとグラフで見ると、およそ炉心損傷２５％ のところのラインにのってるっていうことです、

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

すけど、別の方に。えっとね、●●、あの一、自宅でもオフサ

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

が生きて、いま、また読み取ったところですね。えっと一、

の炉心損傷のカーブにのっているということです。 

《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

時にさ、流したじゃん。あの、トレンドデータ、１

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

値を教えていただきたいんですが。お願いします 

分で１．４×１０２Ｓｖ／ｈ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。

あ一、えーっと、まだ上がってます。え－、それで、いまあの、ＣＡＭＳ の値から、えっと、ち

のところのラインにのってるっていうことです、

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

て、流して、いっていただきたいです。はい、お願いしまーす。 

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

すけど、別の方に。えっとね、●●、あの一、自宅でもオフサ

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

が生きて、いま、また読み取ったところですね。えっと一、

 

《電話》はい、オフサイトセンターです。はい、どうも。はい、はい一。 

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

時にさ、流したじゃん。あの、トレンドデータ、１ から４のやつ、ＰＣＶ

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

んでしょ。だから、それからえっと一、復帰のときのパラメータも＝。 

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

 で、ドライウェルです。
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炉心損傷が２５％。衝撃っていうか、その位なんじゃないの？うん。どう見るのかなぁ。 

の値から、えっと、ち

のところのラインにのってるっていうことです、

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

それ、ばらまいたら？それ、情報班に言ってばらまいてもらったほうが……。●●。 

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

すけど、別の方に。えっとね、●●、あの一、自宅でもオフサ

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

しくお願いいたします。あの免震棟の緊対室です、ええ。はいはい、どうも。はい。 

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

が生きて、いま、また読み取ったところですね。えっと一、

 

《電話》●●です。うんうん、はいはい。うん。うん。うん。うんうん。データ続き？ データ。

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

から４のやつ、ＰＣＶ

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示

で、ドライウェルです。 

 

 

の値から、えっと、ち

のところのラインにのってるっていうことです、

《電話》あの、オフサイトセンター側で、正式に、あーそうだね一と、｛。あの復帰ですけど、

復帰のプレス。オフサイトセンター側で、正式に、復帰の、あの一、了承されてからでないと、

だめのようなので、データを示して、あの一説明しますんで、あのー２１時現在で、あのー報告

した、あのトレンドグラフあるじゃない。ドライウェル圧力上昇傾向、あと・ーの記録と、あと

サプチャンの温度、サブチャン温度。この２つのデータをお示しして、ご評価いただくのがいい

かな。で、えっとそれを、あの一、全体に報告。あ、あの、いいんですが、ごめんなさい、いつ

もオフサイトセンターに来てるだけ。緊対室と、緊対室と、緊対室のあれだなと、それを確認し

《電話》はい、オフサイトセンターです。●●どうも、さっきいただいた電話番号、使われてま

せんって言われちやったんだけど。うん。あ、それ、さっきの件伝わりました？あ、そうなの。

すけど、別の方に。えっとね、●●、あの一、自宅でもオフサ

イトセンターでもなくって、いまあの、福島第一の緊対室におります。はい、はい、はい。よろ

すいません、サイトさん。いまあの、ＣＡＭＳの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょう

が生きて、いま、また読み取ったところですね。えっと一、

データ。

あの、あの、トレンドデータ付いてるの。うん、アレンジして。まあ、これ慌てなくていいから。

から４のやつ、ＰＣＶ

圧力上昇傾向ってやつ、あれだけじゃだめか、サプチャン温度も入ってなきやだめなの？サブチ

ャン温度と、でも、これも必要だよね。え一つと、１５条の条件に、ドライウェル圧力も入って

す、す、すいません。えっと３号のいまＣＡＭＳの復帰なんですが、えっと、４時２０分の指示
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発言者  

技術班  すいません。えっと、１．４×１０

プレッションチェンバーが、えっと、４．２８Ｓｖ／ｈ

  ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

も、２５％

  うーん、入ってきてないよね、データ。

 すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

す。

技術班  あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ…

ＯＳＣ  情報、よろしくお願いします、オフサイトセンターです。

技術班  オフサイトもよろしくお願いします。

  あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

ＯＳＣ  よろしくお願いします。

 はい。

  本店にもＦＡＸ送付済みです。

技術班  いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。

広報班  大筋を、その、ええ、いまテレビ会議のほうで－。

ＯＳＣ  オフサイトセンターより、本部、お願いします。

復旧班  はい、なんでしょう？

ＯＳＣ  はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

 えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

５条＝。

ＯＳＣ  今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。

 えっと、官庁連絡班は？全然良くないよ。

 ●●さん。

ＯＳＣ  はい。
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すいません。えっと、１．４×１０

プレッションチェンバーが、えっと、４．２８Ｓｖ／ｈ

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

も、２５％ ということになっております。

うーん、入ってきてないよね、データ。

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

す。 

あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ…

情報、よろしくお願いします、オフサイトセンターです。

オフサイトもよろしくお願いします。

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

よろしくお願いします。

はい。 

本店にもＦＡＸ送付済みです。

いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。

大筋を、その、ええ、いまテレビ会議のほうで－。

オフサイトセンターより、本部、お願いします。

はい、なんでしょう？

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

５条＝。 

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。

えっと、官庁連絡班は？全然良くないよ。

●●さん。 

はい。 
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すいません。えっと、１．４×１０

プレッションチェンバーが、えっと、４．２８Ｓｖ／ｈ

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

ということになっております。

うーん、入ってきてないよね、データ。

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ…

情報、よろしくお願いします、オフサイトセンターです。

オフサイトもよろしくお願いします。

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

よろしくお願いします。 

本店にもＦＡＸ送付済みです。

いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。

大筋を、その、ええ、いまテレビ会議のほうで－。

オフサイトセンターより、本部、お願いします。

はい、なんでしょう？ 

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。

えっと、官庁連絡班は？全然良くないよ。
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発言内容

すいません。えっと、１．４×１０ ２乗Ｓｖ／ｈ

プレッションチェンバーが、えっと、４．２８Ｓｖ／ｈ

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

ということになっております。 

うーん、入ってきてないよね、データ。 

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ…

情報、よろしくお願いします、オフサイトセンターです。

オフサイトもよろしくお願いします。 

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

本店にもＦＡＸ送付済みです。 

いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。

大筋を、その、ええ、いまテレビ会議のほうで－。

オフサイトセンターより、本部、お願いします。

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。

えっと、官庁連絡班は？全然良くないよ。 
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発言内容 

２乗Ｓｖ／ｈ でドライウェルの値です。で、え一つと、サ

プレッションチェンバーが、えっと、４．２８Ｓｖ／ｈ です。

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ…

情報、よろしくお願いします、オフサイトセンターです。 

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。

大筋を、その、ええ、いまテレビ会議のほうで－。 

オフサイトセンターより、本部、お願いします。 

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。
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でドライウェルの値です。で、え一つと、サ

です。 

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

あーはい、ファックス送ります。情報班、お願いします。あっ… …。 

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。

いま、参考までに４号のＦＰＣの温度が分かって、８４℃だそうです。 

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。
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ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

あ、●●さん、オフサイトセンターにも今からファックス入れます、本店にも。 

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

時半にプレスを行なうということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

えっと、いいのかなぁ、そういうの。誰が判断するの？●●本部長、えっと、いま２Ｆ１ が、１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。

 

でドライウェルの値です。で、え一つと、サ

ええ、いま、あの、お手元に配った、えっと一、え、ＣＡＭＳの値にする、損傷割合ですけれど

すいません。今の値もあの一、情報班通じて、えっと、本店のほうとかも、共有お願いいたしま

はい、福島第二ですが、１号機におきましては、サブレッションプール水温度１００℃下回りま

して、さらにドライウェル圧力、サプチャン圧力も下降傾向に入ってございます。１５条の復帰

について、えっと、プレスのタイミング等をオフサイトセンター内で事前に調整いたしました。

その結果、６時までの、６時現在のプラントの状況を取りまとめた段階で、その状況をもって７

が、１

今のについて、本部本院でスケジュールの、えっと再確認をしていただければと思います。 
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場所 発言者

 

復旧班
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ＯＳＣ

広報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

広報班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

広報班
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２Ｆ 
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テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  ええっと、本部のほうは了解です。

ＯＳＣ  ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

二、よろしいですか。

広報班  福島第二です。聞こえますか。

ＯＳＣ  あっ、はい。

広報班  はい、あの、福島●●です。方向性、了解しました。

ＯＳＣ  あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？

広報班  あの一、あの、７時半で？

ＯＳＣ  えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

広報班  はい。

ＯＳＣ  サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

よろしいですか。

広報班  はい、了解です。２Ｆ、了解で－す。

ＯＳＣ  はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

ＯＳＣ  《電話》はい、オフサイトセンターです。

広報班  はい、あの、調整します。

  えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

ことです。いかがでしょうか。

 まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

んだけど、それをまず準備してもらいたいと思うんだけど。

  あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。

2011 年 3 月 1

 

ええっと、本部のほうは了解です。

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

二、よろしいですか。

福島第二です。聞こえますか。

あっ、はい。 

はい、あの、福島●●です。方向性、了解しました。

あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？

あの一、あの、７時半で？

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

はい。 

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

よろしいですか。

はい、了解です。２Ｆ、了解で－す。

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

《電話》はい、オフサイトセンターです。

はい、あの、調整します。

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

ことです。いかがでしょうか。

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

んだけど、それをまず準備してもらいたいと思うんだけど。

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。
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ええっと、本部のほうは了解です。

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

二、よろしいですか。 

福島第二です。聞こえますか。

はい、あの、福島●●です。方向性、了解しました。

あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？

あの一、あの、７時半で？ 

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

よろしいですか。 

はい、了解です。２Ｆ、了解で－す。

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

《電話》はい、オフサイトセンターです。

はい、あの、調整します。 

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

ことです。いかがでしょうか。

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

んだけど、それをまず準備してもらいたいと思うんだけど。

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。
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発言内容

ええっと、本部のほうは了解です。 

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

福島第二です。聞こえますか。 

はい、あの、福島●●です。方向性、了解しました。

あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

はい、了解です。２Ｆ、了解で－す。 

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

《電話》はい、オフサイトセンターです。 

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

ことです。いかがでしょうか。 

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

んだけど、それをまず準備してもらいたいと思うんだけど。

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。
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発言内容 

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

はい、あの、福島●●です。方向性、了解しました。 

あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

んだけど、それをまず準備してもらいたいと思うんだけど。 

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

あっ、あの一、いま、本部とのやりとりは聞こえませんでしたね？ 

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

 

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

いうことで。これについては１号機の、え－、１５条からの復帰についてです。 

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

の準備よろしくお願いします。詳細はまた電話をいたします。よろしくお願いします。 

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失という

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う

あそこに、あの表示があるので、それで示すってことでもよろしいでしょうか。 

 

ありがとうございます。え－、福島第二のほうも、サイトのほうもよろしいでしょうか。福島第

えっとですね、えっと、６時現在のプラントの状況を取りまとめて、その上で７時半にプレスと

サプチャンの温度が１００℃を下回っていることと、ドライウェル、それからサプチャンの圧力

が下降傾向にあることを確認した、ということで、１５条からの復帰に移りたいと思いますが、

はい。ええと、それでですね、６時現在の、あの一、他のユニットのプラントの状況、とくにま

ぁ、あの、２号機の状況で、え－、２号機も、加えてサプチャン温度１００℃以下になっている

ようであれば、その点も加えた、え－、盛り込んだ形でプレスとなると思われます。え－、事前

えっと、お疲れさまです。プラントの情報ですけれども、１号機がですね、１５条の事象から復

帰できるかについて、ちょっと議論したいと思います。あの、いろんな意見があると思いますの

で、あの、２Ｆとしての方針を、あの、決めたいと思いますので、えっと、意見があればお願い

したいと思います。事実としてはですね、１５条の圧力抑制機能の喪失というのがありましたけ

ども、これはサプチャンの水温が１００℃以上になっていること、または、圧力が、えーつと、

４１０でしたつけ、４１０ｋＰａ、ａｂｓのどちらかになれば、圧力抑制機能の喪失ということ

になって、１５条の事象になったわけですけども。で、現状は、サプチャンの水温は８０℃前後

になっているので、で、圧力もあの３００いくつとかつていうふうにもうなっているということ

で、あの、減少傾向になっているという状況をもって、１５条の事象からの復帰と言うかという

まずね、こういう議論をするときに、どのデータを、えーと、に、基づいて判断したかっていう、

それがないと言葉だけ言われてもね、あの一、だめだと思うんですよ。で、ここにいる人間がこ

のデータに基づいて検討してある結論に達したということにならないと、え－、いけないと思う
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発言者  

 ん？

  はい。

 そうではなくて、あるデータセット。それは、あの、最終的に記録されるものとしてね、うん。

これ、これに基づいて判断をしたという記録がきちっと、その残るということが大事だと思うん

だけど。

  了解しました。じやあ、もうちょっと、ちょっと待ってください。すいませんでした。

保安班  えー、保安班より。モニタリングポストの近傍でのサーベイ結果についてお知らせいたします。

ＭＰ４で４時１０分現在、５４．７マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして４

イクロＳｖ／ｈ。

保安班  引き続き、モニタリングポストの近傍でのデータをご紹介いたします。ＭＰ２につきましては先

ほど１５条を発令して報告しておりますが、まだえっと高値安定の状態にあります。３時５０分

現在で、６８０マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

小森常務  １Ｆさん、聞こえますか。

  はい、１Ｆ

小森常務  えっと、小森ですが。えっと、まず、ん－と、消防車が着いてるようですので、えっと、丁重に

ご案内をして、どこでどう汲み上げるかってちゅうのを今から考えるってことかもしれないけど、

早く活用できるように、ぜひ、お願いしたいと思いますけれども。

  分かりました。

小森常務  はい。それから、えっと、ちょっと保安院の●●から、ある面では、お叱りを受けたということ

なんで、ちょっと、まぁ、話はしとかないとまずいかなということで。今回の、ピットの水の、

海水ピットの話については、まあ本店側もちょっと認識甘かったかなと思いますが。１Ｆ３号機

の海水が、ピットが水枯れでとめましたというような話は本店としてそういうこと知ってました

かと、ええ、まあ、そういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、保安院と

か官邸もそういうこと全然知らなかったと。で、まあ、サイトも色々大変だと思うんだけど

ういうことはちゃんと情報共有したいということで、しっかりやってくれと、まぁ、そんな話で

ありましてですね。ちょっと、あの、まあ、その４時に目安とかそういう話でごたごたするのは

本当にサイト側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと、そういう苦労してる

ようなところは本店サイドもまあよく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておい

てっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。

武藤副社長  えっと、えっと、小森さん。小森さん。

小森常務  はい。

武藤副社長  あの、えっと、ＣＡＭＳが生きて、この、あの、えっと、線量率が出てて、あと、損傷割合２５％

って出てんだけども、これはあれですかね。えっと、当然役所に言ってるんだと思うんだけど、

なにかフィードバックありませんか。

小森常務  えっと、役所にはまず、役所と官邸には連絡してありますが、ちょっと、そのリアクションは聞

いてません。

武藤副社長  これ、多分、次はね、水素はどの位になってんだって話になると思うんだよね。で、これで２５％

損傷したとして、それが全部、例えばどっかに溜まったとして、格納容器の中はそのＮ２だから

いいんだけど、それが、要は１号みたいなこと考えると、例えばオペフロに溜まったとして濃度

がどの位になるかとか、なんかそんなのってどっか本店どっかで評価してますか。

小森常務  いやまだ、全然まだＣＡＭＳの信号が生きて情報もらったのが、つい５分前位ですので、あの、
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ん？ 表示は、これは変わってくよね。あの、ＳＰＤＳの表示だから。

はい。 

そうではなくて、あるデータセット。それは、あの、最終的に記録されるものとしてね、うん。

これ、これに基づいて判断をしたという記録がきちっと、その残るということが大事だと思うん

だけど。 

了解しました。じやあ、もうちょっと、ちょっと待ってください。すいませんでした。

えー、保安班より。モニタリングポストの近傍でのサーベイ結果についてお知らせいたします。

ＭＰ４で４時１０分現在、５４．７マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして４

イクロＳｖ／ｈ。

引き続き、モニタリングポストの近傍でのデータをご紹介いたします。ＭＰ２につきましては先

ほど１５条を発令して報告しておりますが、まだえっと高値安定の状態にあります。３時５０分

現在で、６８０マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

１Ｆさん、聞こえますか。

はい、１Ｆ 聞こえます。

えっと、小森ですが。えっと、まず、ん－と、消防車が着いてるようですので、えっと、丁重に

ご案内をして、どこでどう汲み上げるかってちゅうのを今から考えるってことかもしれないけど、

早く活用できるように、ぜひ、お願いしたいと思いますけれども。

分かりました。 

はい。それから、えっと、ちょっと保安院の●●から、ある面では、お叱りを受けたということ

なんで、ちょっと、まぁ、話はしとかないとまずいかなということで。今回の、ピットの水の、

海水ピットの話については、まあ本店側もちょっと認識甘かったかなと思いますが。１Ｆ３号機

の海水が、ピットが水枯れでとめましたというような話は本店としてそういうこと知ってました

かと、ええ、まあ、そういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、保安院と

か官邸もそういうこと全然知らなかったと。で、まあ、サイトも色々大変だと思うんだけど

ういうことはちゃんと情報共有したいということで、しっかりやってくれと、まぁ、そんな話で

ありましてですね。ちょっと、あの、まあ、その４時に目安とかそういう話でごたごたするのは

本当にサイト側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと、そういう苦労してる

ようなところは本店サイドもまあよく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておい

てっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。

えっと、えっと、小森さん。小森さん。

はい。 

あの、えっと、ＣＡＭＳが生きて、この、あの、えっと、線量率が出てて、あと、損傷割合２５％

って出てんだけども、これはあれですかね。えっと、当然役所に言ってるんだと思うんだけど、

なにかフィードバックありませんか。

えっと、役所にはまず、役所と官邸には連絡してありますが、ちょっと、そのリアクションは聞

いてません。 

これ、多分、次はね、水素はどの位になってんだって話になると思うんだよね。で、これで２５％

損傷したとして、それが全部、例えばどっかに溜まったとして、格納容器の中はそのＮ２だから

いいんだけど、それが、要は１号みたいなこと考えると、例えばオペフロに溜まったとして濃度

がどの位になるかとか、なんかそんなのってどっか本店どっかで評価してますか。

いやまだ、全然まだＣＡＭＳの信号が生きて情報もらったのが、つい５分前位ですので、あの、
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表示は、これは変わってくよね。あの、ＳＰＤＳの表示だから。

そうではなくて、あるデータセット。それは、あの、最終的に記録されるものとしてね、うん。

これ、これに基づいて判断をしたという記録がきちっと、その残るということが大事だと思うん

了解しました。じやあ、もうちょっと、ちょっと待ってください。すいませんでした。

えー、保安班より。モニタリングポストの近傍でのサーベイ結果についてお知らせいたします。

ＭＰ４で４時１０分現在、５４．７マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして４

イクロＳｖ／ｈ。 

引き続き、モニタリングポストの近傍でのデータをご紹介いたします。ＭＰ２につきましては先

ほど１５条を発令して報告しておりますが、まだえっと高値安定の状態にあります。３時５０分

現在で、６８０マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

１Ｆさん、聞こえますか。 

聞こえます。 

えっと、小森ですが。えっと、まず、ん－と、消防車が着いてるようですので、えっと、丁重に

ご案内をして、どこでどう汲み上げるかってちゅうのを今から考えるってことかもしれないけど、

早く活用できるように、ぜひ、お願いしたいと思いますけれども。

 

はい。それから、えっと、ちょっと保安院の●●から、ある面では、お叱りを受けたということ

なんで、ちょっと、まぁ、話はしとかないとまずいかなということで。今回の、ピットの水の、

海水ピットの話については、まあ本店側もちょっと認識甘かったかなと思いますが。１Ｆ３号機

の海水が、ピットが水枯れでとめましたというような話は本店としてそういうこと知ってました

かと、ええ、まあ、そういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、保安院と

か官邸もそういうこと全然知らなかったと。で、まあ、サイトも色々大変だと思うんだけど

ういうことはちゃんと情報共有したいということで、しっかりやってくれと、まぁ、そんな話で

ありましてですね。ちょっと、あの、まあ、その４時に目安とかそういう話でごたごたするのは

本当にサイト側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと、そういう苦労してる

ようなところは本店サイドもまあよく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておい

てっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。

えっと、えっと、小森さん。小森さん。

あの、えっと、ＣＡＭＳが生きて、この、あの、えっと、線量率が出てて、あと、損傷割合２５％

って出てんだけども、これはあれですかね。えっと、当然役所に言ってるんだと思うんだけど、

なにかフィードバックありませんか。

えっと、役所にはまず、役所と官邸には連絡してありますが、ちょっと、そのリアクションは聞

これ、多分、次はね、水素はどの位になってんだって話になると思うんだよね。で、これで２５％

損傷したとして、それが全部、例えばどっかに溜まったとして、格納容器の中はそのＮ２だから

いいんだけど、それが、要は１号みたいなこと考えると、例えばオペフロに溜まったとして濃度

がどの位になるかとか、なんかそんなのってどっか本店どっかで評価してますか。

いやまだ、全然まだＣＡＭＳの信号が生きて情報もらったのが、つい５分前位ですので、あの、
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発言内容

表示は、これは変わってくよね。あの、ＳＰＤＳの表示だから。

そうではなくて、あるデータセット。それは、あの、最終的に記録されるものとしてね、うん。

これ、これに基づいて判断をしたという記録がきちっと、その残るということが大事だと思うん

了解しました。じやあ、もうちょっと、ちょっと待ってください。すいませんでした。

えー、保安班より。モニタリングポストの近傍でのサーベイ結果についてお知らせいたします。

ＭＰ４で４時１０分現在、５４．７マイクロＳｖ／ｈ。正門におきまして４

引き続き、モニタリングポストの近傍でのデータをご紹介いたします。ＭＰ２につきましては先

ほど１５条を発令して報告しておりますが、まだえっと高値安定の状態にあります。３時５０分

現在で、６８０マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

えっと、小森ですが。えっと、まず、ん－と、消防車が着いてるようですので、えっと、丁重に

ご案内をして、どこでどう汲み上げるかってちゅうのを今から考えるってことかもしれないけど、

早く活用できるように、ぜひ、お願いしたいと思いますけれども。

はい。それから、えっと、ちょっと保安院の●●から、ある面では、お叱りを受けたということ

なんで、ちょっと、まぁ、話はしとかないとまずいかなということで。今回の、ピットの水の、

海水ピットの話については、まあ本店側もちょっと認識甘かったかなと思いますが。１Ｆ３号機

の海水が、ピットが水枯れでとめましたというような話は本店としてそういうこと知ってました

かと、ええ、まあ、そういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、保安院と
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ういうことはちゃんと情報共有したいということで、しっかりやってくれと、まぁ、そんな話で

ありましてですね。ちょっと、あの、まあ、その４時に目安とかそういう話でごたごたするのは

本当にサイト側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと、そういう苦労してる

ようなところは本店サイドもまあよく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておい

てっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。
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発言者  

それ、やらせます。

武藤副社長  なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

よ、これ。

小森常務  安全屋。え－、まあ、質問以前にちょっと我々としても、あの、評価して。

武藤副社長  いやいや、そういうことだな。だから、水素みんな心配して。お願いします。

小森常務  やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

るか。

武藤副社長  サイトはさ、これ、それで、水素濃度は、これ、分かんないんだな。

小森常務  ちょっと話して。

  今の、その時点での水素濃度ですかね。

武藤副社長  イエス、イエス。

  ＣＡＭＳの水素濃度。

ＯＳＣ  はい、はい。

発電班  すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

せんで、今の段階で取れているのは、えっと、ガンマだけか？

  ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

け発生しているかつてのを計算しないといけないってことになります。

武藤副社長  まぁそういうことだ。水素もう測れる見込みがないの？

小森常務  測れないんですかね。

発電班  サンプリングを、サンプリングポンプを回して。

小森常務  あっ、そういうことか。

発電班  え一、それがまたバッテリーの消費があるんで。

武藤副社長  分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

ね。

発電班  当面そうです。

小森常務  まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

ようになりましたということなんですね。

発電班  そうです。
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やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

るか。 

サイトはさ、これ、それで、水素濃度は、これ、分かんないんだな。

ちょっと話して。

今の、その時点での水素濃度ですかね。

イエス、イエス。

ＣＡＭＳの水素濃度。

はい、はい。 

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

せんで、今の段階で取れているのは、えっと、ガンマだけか？

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

け発生しているかつてのを計算しないといけないってことになります。

まぁそういうことだ。水素もう測れる見込みがないの？

測れないんですかね。

サンプリングを、サンプリングポンプを回して。

あっ、そういうことか。

え一、それがまたバッテリーの消費があるんで。

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

ね。 

当面そうです。 

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

ようになりましたということなんですね。

そうです。 
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あっ、そういうことか。 

え一、それがまたバッテリーの消費があるんで。

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

 

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

ようになりましたということなんですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

安全屋。え－、まあ、質問以前にちょっと我々としても、あの、評価して。

いやいや、そういうことだな。だから、水素みんな心配して。お願いします。

やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

サイトはさ、これ、それで、水素濃度は、これ、分かんないんだな。

今の、その時点での水素濃度ですかね。 

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

せんで、今の段階で取れているのは、えっと、ガンマだけか？

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

け発生しているかつてのを計算しないといけないってことになります。

まぁそういうことだ。水素もう測れる見込みがないの？

サンプリングを、サンプリングポンプを回して。

え一、それがまたバッテリーの消費があるんで。

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

ようになりましたということなんですね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

安全屋。え－、まあ、質問以前にちょっと我々としても、あの、評価して。

いやいや、そういうことだな。だから、水素みんな心配して。お願いします。

やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

サイトはさ、これ、それで、水素濃度は、これ、分かんないんだな。

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

せんで、今の段階で取れているのは、えっと、ガンマだけか？

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

け発生しているかつてのを計算しないといけないってことになります。

まぁそういうことだ。水素もう測れる見込みがないの？ 

サンプリングを、サンプリングポンプを回して。 

え一、それがまたバッテリーの消費があるんで。 

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

安全屋。え－、まあ、質問以前にちょっと我々としても、あの、評価して。 

いやいや、そういうことだな。だから、水素みんな心配して。お願いします。

やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

サイトはさ、これ、それで、水素濃度は、これ、分かんないんだな。 

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

せんで、今の段階で取れているのは、えっと、ガンマだけか？ 

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

け発生しているかつてのを計算しないといけないってことになります。 

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

 

いやいや、そういうことだな。だから、水素みんな心配して。お願いします。 

やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる

 

なるほど、なるほど。もしも安全屋がいれば、ちょっとここは水素濃度、多分質問がくると思う

やらせます、ええ。ちょっとどの位の相場感になるかというのを。えっと、安全屋さんはいまい

すいません。ＣＡＭＳの水素濃度と、あっ、えっと、水素濃度のほうはデータとして取れていま

ガンマで炉心損傷そっから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は、あの、水素はどれだ

分かった。分かった。だから、まあ、要はＣＡＭＳ生きたけど、線量率は分かんないってことだ

まあ、そうね。ＣＡＭＳ、ＣＡＭＳと言ってるよりは、線量率、格納容器の中の線量率が分かる



 

時刻 

 

05:17 

 

05:18 

 

 

05:19 

 

 

 

05:20 

 

 

 

05:21 

05:22 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

発電班

小森常務

小森常務

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

１Ｆ 

小森常務

１Ｆ 

通報班

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。

発電班  はい、分かりました。

小森常務  えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。

小森常務  あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

確な情報をお願いすることになると思いますが、サイト側

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

  はい、分かりました。

武藤副社長  これ、あの、質問なんだけど、この２５％

パーって見たってことだよね。

  ええと、２５％

武藤副社長  そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

こったと思ったらいいの？

サイトじゃなくて本店だな、これも。

小森常務  えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。

武藤副社長  そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。

小森常務  いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

いい可能性もあるので。ちょっと評価するように指示してくれ。

  本店さん、１Ｆです。ちょっとご相談があります。よろしいですか。

小森常務  はい、どうぞ。

  はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ょっとご相談させてください。

通報班  ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

５条通報ですが、そもそも１Ｆ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

と整理したいなと思ってま

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

小森常務  今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？
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合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ
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はい、分かりました。 

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正
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うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

はい、分かりました。 

これ、あの、質問なんだけど、この２５％

パーって見たってことだよね。

 の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ
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っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

いい可能性もあるので。ちょっと評価するように指示してくれ。

本店さん、１Ｆです。ちょっとご相談があります。よろしいですか。

 

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ょっとご相談させてください。

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

５条通報ですが、そもそも１Ｆ 

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

と整理したいなと思ってますが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

確な情報をお願いすることになると思いますが、サイト側

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

これ、あの、質問なんだけど、この２５％ は、この、なんだ、このガイド、ＡＭのガイドで２５

パーって見たってことだよね。 

の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

その、形状なんかどういうことになってんだろ？

サイトじゃなくて本店だな、これも。 

えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。

そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

いい可能性もあるので。ちょっと評価するように指示してくれ。

本店さん、１Ｆです。ちょっとご相談があります。よろしいですか。

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ょっとご相談させてください。 

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

 は何回か過去にこの事象に伴って５００マイクロＳｖ超えになっ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

すが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

確な情報をお願いすることになると思いますが、サイト側のほうとしても、そういうリスクのよ

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

は、この、なんだ、このガイド、ＡＭのガイドで２５

の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

その、形状なんかどういうことになってんだろ？

えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。

そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

いい可能性もあるので。ちょっと評価するように指示してくれ。

本店さん、１Ｆです。ちょっとご相談があります。よろしいですか。

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

は何回か過去にこの事象に伴って５００マイクロＳｖ超えになっ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

すが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

のほうとしても、そういうリスクのよ

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

は、この、なんだ、このガイド、ＡＭのガイドで２５

の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

その、形状なんかどういうことになってんだろ？

えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。

そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

いい可能性もあるので。ちょっと評価するように指示してくれ。 

本店さん、１Ｆです。ちょっとご相談があります。よろしいですか。 

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

は何回か過去にこの事象に伴って５００マイクロＳｖ超えになっ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

すが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

位になる可能性があると、ちょっと、まず、一次的な計算をちょっとやってください。 

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

のほうとしても、そういうリスクのよ

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。

は、この、なんだ、このガイド、ＡＭのガイドで２５

の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

その、形状なんかどういうことになってんだろ？ これっていうのは

えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。

そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

っとすんだけども。ちょっと、ここも安全屋さん、本店側で評価をしてくれませんか。 

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

は何回か過去にこの事象に伴って５００マイクロＳｖ超えになっ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

すが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？

 

えっと、すいません。あの、思いつきみたいで恐縮ですけれど。えっと、けっこう水素濃度が建

屋の中にあるとしたら、えっと、電機系の機器を、あの、動かす場合とか、スイッチを入れる場

合っていうんですか、その、目的に応じて考えないといけないと思いますが、あの、アークでヒ

ットすると非常によろしくないと思うので、ちょっと注意したほうがいいのかなと思います。 

えっと、まぁ、大丈夫ね。いま、いずれにしても本店側のほうで逆算をして、水素がどの程度発

生してて、まあ、漏洩量をどうみるかつてのありますけど、まぁ、パラメータふってもらって、

それで、建屋内がある程度密閉性があるとすると空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセント

あの平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっとサイト側のほうにも、ある面では正

のほうとしても、そういうリスクのよ

うな話は、ぜひ、お話しいただきたいなということで。加えて、併せて、まあ、とにかく海水ピ

ットに水を入れる努力はいま、もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。 

は、この、なんだ、このガイド、ＡＭのガイドで２５ 

の元データはアクシデントマネジメントの手引きの中から推測したものです。 

そう、そういうことだよね。それでさ、この時って要は上から、その２５パー位が、この損傷っ

ていうのは、その、定義っていうかさ、要は酸化したってことになるの？上から２５％が何か起

これっていうのは

えっと、安全屋さん、ていうか、あんまり安全屋って呼んじや……。事故解析か、いますか。 

そこでさ、その、そこがだよ、形状がちゃんと維持できてるかどうかって話になるんで、例えば、

そのホウ酸水どの位これから入れなきやいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょ

いいか？ちょっと連絡してもらって。水素のほうのリスクとそれから未臨界性の担保という意味

合いで、場合によってはピットにホウ酸ぶち込むっていうようなことを集めてやり続けたほうが

はい、え－と、敷地境界放射線量異常上昇についての１５条事象が出ておりますが、その件でち

ええと、１Ｆの通報班の●●です。ちょっと考え方を整理したいので、ええ、まあ、２Ｆも含め

てですね。意思合わせができればと思います。いまやってるのは敷地境界の線量超えに関する１

は何回か過去にこの事象に伴って５００マイクロＳｖ超えになっ

てます。で、その都度１５条事象判断で通報させていただいてますけども、その後ですね、一般

的な事象であれば、超えて判断をして事象がその後５００を切ったところで解除ってか、復帰、

まぁ、ＬＣＯみたいな考え方であれば、復帰ってことになるんですが、今回の５００については

解除なり復帰ということではなくて、継続してるというような事態にもとらえられるかなと思っ

てます。ですので、今までその都度宣言はしてきてるんですが、この辺の考え方ですね、ちょっ

すが、そもそも一度宣言をして解除してないということであれば、そ

の包絡、事象の中に包絡されて、その都度、宣言が必要ないかなという考え方もあるかと思って

ますけども、その辺本店さんのほうでの、もしアドバイスいただければ、お願いいたします。 

今のサイトの見解の解明、ちょっと、ちょっと考えないと即答できるような話じゃないか。誰に

考えさせてくれる。防災というか、何だろう。えっと、誰かアサインする人をまず言ってくれる？
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場所 発言者

 

小森常務

通報班

小森常務

通報班

小森常務

情報班

小森常務

報道班

小森常務

保安班

小森常務

保安班

小森常務

保安班

小森常務

保安班

小森常務

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

 じゃあ、ちょっと保安班のほうでフォローします。

小森常務  じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

って、議論するということでいいですか。

通報班  ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

ろしくお願いします。

小森常務  はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

通報班  はい、△△△△です。よろしくお願いします。

小森常務  じゃあ、ちょっと考える時間を下さい。

情報班  あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

っと、プレス文のレビューの０

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。

小森常務  え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５

れ。

報道班  そのとおりです。

小森常務  ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

保安班  え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

宣言してございますが、１５条。

小森常務  ああ、そういうこと。

保安班  はい。

小森常務  じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

院に行ってる？

保安班  えっと、情報班のほうで、いま、まとめているはずですが。

小森常務  ４時２０分って、もう１時間も前だろ。

保安班  はい。あの、いま、ちょっと。あの。

小森常務  まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

保安班  はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん
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担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

じゃあ、ちょっと保安班のほうでフォローします。

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

って、議論するということでいいですか。

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

ろしくお願いします。

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

はい、△△△△です。よろしくお願いします。

じゃあ、ちょっと考える時間を下さい。

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

っと、プレス文のレビューの０

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。

え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５

れ。 

そのとおりです。

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

宣言してございますが、１５条。

ああ、そういうこと。

はい。 

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

院に行ってる？ 

えっと、情報班のほうで、いま、まとめているはずですが。

４時２０分って、もう１時間も前だろ。

はい。あの、いま、ちょっと。あの。

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん
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担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

じゃあ、ちょっと保安班のほうでフォローします。

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

って、議論するということでいいですか。

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

はい、△△△△です。よろしくお願いします。

じゃあ、ちょっと考える時間を下さい。

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

っと、プレス文のレビューの０

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。

え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５

そのとおりです。 

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

宣言してございますが、１５条。

ああ、そういうこと。 

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

 

えっと、情報班のほうで、いま、まとめているはずですが。

４時２０分って、もう１時間も前だろ。

はい。あの、いま、ちょっと。あの。

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん
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発言内容

担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

じゃあ、ちょっと保安班のほうでフォローします。

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

って、議論するということでいいですか。 

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

はい、△△△△です。よろしくお願いします。

じゃあ、ちょっと考える時間を下さい。 

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

っと、プレス文のレビューの０ の３ というものが、あの、共有されてるんじゃないかと思いま

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

宣言してございますが、１５条。 

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

えっと、情報班のほうで、いま、まとめているはずですが。

４時２０分って、もう１時間も前だろ。 

はい。あの、いま、ちょっと。あの。 

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

じゃあ、ちょっと保安班のほうでフォローします。 

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

はい、△△△△です。よろしくお願いします。 

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

というものが、あの、共有されてるんじゃないかと思いま

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

 

え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

えっと、情報班のほうで、いま、まとめているはずですが。 

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

担当。●●君と話はできるようにしてもらって、２人の見解でＡ案でもＢ 案でもいいけど、揃っ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

というものが、あの、共有されてるんじゃないかと思いま

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

え、これはなに、ＭＰ２においても確認してるときに、なに、１５ 条してなかったってこと？こ

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６

ったら宣言して、ＭＰ２だったらしないっていうような話か？ ちょっと、ＭＰ４でし続けてる

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

 

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

案でもいいけど、揃っ

たらもう一回紹介してもらうってほうが、あの、いいと思うんだけど、どうだ。 

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

というものが、あの、共有されてるんじゃないかと思いま

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

ょっと記載をどうしようかなと思いまして、ＭＰ６については特定事象が発生したと判断しまし

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

条してなかったってこと？こ

ちょっとそれはまた違う話だな、それ、な。ちょっと、ちょっとそれは、ＭＰ６ いやＭＰ４

ちょっと、ＭＰ４でし続けてる

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

まとめる問題じゃ、まとめる問題じゃなくて、一言いっときやいいんだけど。 

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん

 

案でもいいけど、揃っ

じゃあ、保安班のほうでちょっとフォロして、●●君と連絡とってもらって、まあ、２つの案ぐ

らい考え方はあると思うけど、まあ、ちょっと推奨案みたいなものをみんなの前で紹介してもら

ええ、はい。え－と、１Ｆの●●です。え一、それでよろしくお願いします。で、私のＰＨＳで

すが、番号が変わってます。△△△△。△△△の△△△△にお電話いただければと思います。よ

はい、じゃあ、いま、ちょっと、誰にやらせるか。こちらでやってますので、△△△△だっけね。 

あっ、え－、すいません。報道の●●です。えっと、立地さん、立地地域部さんのほうから、え

というものが、あの、共有されてるんじゃないかと思いま

すが、実は今日、あの、ＭＰ６とＭＰ２で制限値を超えたという事象が発生しておりまして、そ

のプレス文を実は用意しております。で、今まではすべての前に判断をしておりましたというこ

とで、全部書いてきたんですが、今回、あの、ＭＰ２のほうで判断をしてないということで、ち

しまし

たと書いて、ＭＰ２、さらに同日ＭＰ２においても超えたことを確認しておりますと書かせてい

ただいております。ちょっとプレスの関係もあるので、えっと、なるべく速やかに見解をいただ

条してなかったってこと？こ

いやＭＰ４ だ

ちょっと、ＭＰ４でし続けてる

のはむしろ必要なくて、ＭＰ２だったらちゃんと言うみたいな話が必要な気がするけどな。 

え一と、保安班の●●ですが、ＭＰ２で、え－と、４時２０分に、え－と、サイト所長の判断で

じゃあ、それは、それ判断したっていうのは本店に伝わって、まず、プレス文じゃなくて、保安

はい。ちょっとあの、いま、通信方法がなくて、車でサンプリングポイントまで取りに行くもん
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発言者  

ですから、若干時間遅れが発生しております。

小森常務  いやいや。それは、保安院にも、ちゃんとこちらの事情を言うことはいいんだけど、判断したの

が４時２０分だったら、まず、一報するっていうような話をしてくれる？

保安班  はい。

小森常務  で、あと、あの、その、通報用紙っていうのは、後送でもいいけどさ。

小森常務  あの、データで持ち帰ってくるので、判断とデータの確認、データの収集の時間が少し時間があ

いちゃうっていうのは事情を言って、よく理解してもらいたいと思うんだけど。もちろん、あん

まり望ましくないっていうことではあるけど。あれ、これは誰がやってんだ。

 通報は、あの、例の通報用紙に書いて、あれが、その、正になるので、自動的にそれが情報班に

来て、それが自動的に役所にも行くようになってます。

小森常務  じゃあ、このＭＰ２の４時２０分ってのは、行ってるのか。

  いってるそうです。

小森常務  行ってるのね？はい、はい。じやあ、分かりました。行ってないのかと思ったから。それは行っ

てるわけね。じやあ、あとはプレス文の抱き合わせの書き方みたいなのは相談してください。

情報班  えっと、すいません。１Ｆの●●です。あの、また、議論をちょっと蒸し返しちゃうことになっ

ちゃうんで、あれですが、そもそも５００超えは敷地境界っていって、一事業所、もしくは一発

電所の中での事象だと思ってるので、そこの整理をちょっとしたいというのが先ほどの提案です

ので、よろしくお願いします。

小森常務  なるほど、はいはい。まぁサイト単位で言うこと、モニタリングポストだからそういうことなん

でしょうけど、まぁ事業がユニット複数だよな。まぁ、そういうことも。まぁ、でも、いずれに

しても、モニタリングポストはサイト全体ということになるから。ちょっと考え方も分かりまし

た。整理しましょう。で、プレス文のほうについては、その、時間は入れなくていいのかってい

うのが私のコメントだな。

資材班  すいません。資材班から皆さんへのお願いです。現在、トラックならびにトラックの運転手さん、

これの確保が非常に困

ども、各班のかたのほうでもトラックならびに運転手さん確保する、まあ、見込み、目当てがあ

るようなかたは、是非、ご協力いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。こ

ちらの資材部、資材班のほうにご連絡いただきたいと思います。トラックがないとガソリン等の

入手も非常に困難になります。ぜひともよろしくお願いいたします。

発電班  それじゃあ、多分、動きようがなくて、《ピー音》、それじゃあ、誰も動けないから。例えば、

総務班でお願いするとか決めないといけないよ。えっと、トラック持ってる人集まってください

って言ったって、誰も集めてくれないからさ。どっからどういうふうに集めるって決めないと。

小森常務  あと、ちょっと、サイト内で、まずできる範囲でやってもらうんですけど、まあ、まだまだ、こ

れから必要な話なんで。本店のほうでは、まだ、各班は集まってないのであれだけど、資材班っ

ていうのはあれかな、まあ、資材班ってのはあれ

と音頭をとってもらって。●●さん、いいかね。

小森常務  ●●さんのほうに、いやいや、え－と、ん？いや、トラック。全然話が違うかもしれない。あの、

ポンプ車のほうが優先するかもしれませんから。いや、サイトのほうでトラックを運転する人が

足りないし、まあトラックも足りないかもしれないけど、で、それが必要ですよってサイトの資

材班で話が出てたんだけど、それはサイト内でできる範囲でまずやってもらうのは、まずやるに

しても、これはちょっと共通的な話で長丁場に

ンクだとか運ぶことが、おそらくこれからも続くだろうということなので。

総務班  はい、大型免許を持った人のリストは●●が用意されて、
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ですから、若干時間遅れが発生しております。

いやいや。それは、保安院にも、ちゃんとこちらの事情を言うことはいいんだけど、判断したの

が４時２０分だったら、まず、一報するっていうような話をしてくれる？

はい。 

で、あと、あの、その、通報用紙っていうのは、後送でもいいけどさ。

あの、データで持ち帰ってくるので、判断とデータの確認、データの収集の時間が少し時間があ

いちゃうっていうのは事情を言って、よく理解してもらいたいと思うんだけど。もちろん、あん

まり望ましくないっていうことではあるけど。あれ、これは誰がやってんだ。

通報は、あの、例の通報用紙に書いて、あれが、その、正になるので、自動的にそれが情報班に

来て、それが自動的に役所にも行くようになってます。

じゃあ、このＭＰ２の４時２０分ってのは、行ってるのか。

いってるそうです。

行ってるのね？はい、はい。じやあ、分かりました。行ってないのかと思ったから。それは行っ

てるわけね。じやあ、あとはプレス文の抱き合わせの書き方みたいなのは相談してください。

えっと、すいません。１Ｆの●●です。あの、また、議論をちょっと蒸し返しちゃうことになっ

ちゃうんで、あれですが、そもそも５００超えは敷地境界っていって、一事業所、もしくは一発

電所の中での事象だと思ってるので、そこの整理をちょっとしたいというのが先ほどの提案です

ので、よろしくお願いします。

なるほど、はいはい。まぁサイト単位で言うこと、モニタリングポストだからそういうことなん

でしょうけど、まぁ事業がユニット複数だよな。まぁ、そういうことも。まぁ、でも、いずれに

しても、モニタリングポストはサイト全体ということになるから。ちょっと考え方も分かりまし

た。整理しましょう。で、プレス文のほうについては、その、時間は入れなくていいのかってい

うのが私のコメントだな。

すいません。資材班から皆さんへのお願いです。現在、トラックならびにトラックの運転手さん、

これの確保が非常に困

ども、各班のかたのほうでもトラックならびに運転手さん確保する、まあ、見込み、目当てがあ

るようなかたは、是非、ご協力いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。こ

ちらの資材部、資材班のほうにご連絡いただきたいと思います。トラックがないとガソリン等の

入手も非常に困難になります。ぜひともよろしくお願いいたします。

それじゃあ、多分、動きようがなくて、《ピー音》、それじゃあ、誰も動けないから。例えば、

総務班でお願いするとか決めないといけないよ。えっと、トラック持ってる人集まってください

って言ったって、誰も集めてくれないからさ。どっからどういうふうに集めるって決めないと。

あと、ちょっと、サイト内で、まずできる範囲でやってもらうんですけど、まあ、まだまだ、こ

れから必要な話なんで。本店のほうでは、まだ、各班は集まってないのであれだけど、資材班っ

ていうのはあれかな、まあ、資材班ってのはあれ

と音頭をとってもらって。●●さん、いいかね。

●●さんのほうに、いやいや、え－と、ん？いや、トラック。全然話が違うかもしれない。あの、

ポンプ車のほうが優先するかもしれませんから。いや、サイトのほうでトラックを運転する人が

足りないし、まあトラックも足りないかもしれないけど、で、それが必要ですよってサイトの資

材班で話が出てたんだけど、それはサイト内でできる範囲でまずやってもらうのは、まずやるに

しても、これはちょっと共通的な話で長丁場に

ンクだとか運ぶことが、おそらくこれからも続くだろうということなので。

はい、大型免許を持った人のリストは●●が用意されて、
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ですから、若干時間遅れが発生しております。

いやいや。それは、保安院にも、ちゃんとこちらの事情を言うことはいいんだけど、判断したの

が４時２０分だったら、まず、一報するっていうような話をしてくれる？

で、あと、あの、その、通報用紙っていうのは、後送でもいいけどさ。

あの、データで持ち帰ってくるので、判断とデータの確認、データの収集の時間が少し時間があ

いちゃうっていうのは事情を言って、よく理解してもらいたいと思うんだけど。もちろん、あん

まり望ましくないっていうことではあるけど。あれ、これは誰がやってんだ。

通報は、あの、例の通報用紙に書いて、あれが、その、正になるので、自動的にそれが情報班に

来て、それが自動的に役所にも行くようになってます。

じゃあ、このＭＰ２の４時２０分ってのは、行ってるのか。

いってるそうです。 

行ってるのね？はい、はい。じやあ、分かりました。行ってないのかと思ったから。それは行っ

てるわけね。じやあ、あとはプレス文の抱き合わせの書き方みたいなのは相談してください。

えっと、すいません。１Ｆの●●です。あの、また、議論をちょっと蒸し返しちゃうことになっ

ちゃうんで、あれですが、そもそも５００超えは敷地境界っていって、一事業所、もしくは一発

電所の中での事象だと思ってるので、そこの整理をちょっとしたいというのが先ほどの提案です

ので、よろしくお願いします。

なるほど、はいはい。まぁサイト単位で言うこと、モニタリングポストだからそういうことなん

でしょうけど、まぁ事業がユニット複数だよな。まぁ、そういうことも。まぁ、でも、いずれに

しても、モニタリングポストはサイト全体ということになるから。ちょっと考え方も分かりまし

た。整理しましょう。で、プレス文のほうについては、その、時間は入れなくていいのかってい

うのが私のコメントだな。 

すいません。資材班から皆さんへのお願いです。現在、トラックならびにトラックの運転手さん、

これの確保が非常に困難な状況にあります。え－、構内企業さんのほうにもお願いしたんですけ

ども、各班のかたのほうでもトラックならびに運転手さん確保する、まあ、見込み、目当てがあ

るようなかたは、是非、ご協力いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。こ

ちらの資材部、資材班のほうにご連絡いただきたいと思います。トラックがないとガソリン等の

入手も非常に困難になります。ぜひともよろしくお願いいたします。

それじゃあ、多分、動きようがなくて、《ピー音》、それじゃあ、誰も動けないから。例えば、

総務班でお願いするとか決めないといけないよ。えっと、トラック持ってる人集まってください

って言ったって、誰も集めてくれないからさ。どっからどういうふうに集めるって決めないと。

あと、ちょっと、サイト内で、まずできる範囲でやってもらうんですけど、まあ、まだまだ、こ

れから必要な話なんで。本店のほうでは、まだ、各班は集まってないのであれだけど、資材班っ

ていうのはあれかな、まあ、資材班ってのはあれ

と音頭をとってもらって。●●さん、いいかね。

●●さんのほうに、いやいや、え－と、ん？いや、トラック。全然話が違うかもしれない。あの、

ポンプ車のほうが優先するかもしれませんから。いや、サイトのほうでトラックを運転する人が

足りないし、まあトラックも足りないかもしれないけど、で、それが必要ですよってサイトの資

材班で話が出てたんだけど、それはサイト内でできる範囲でまずやってもらうのは、まずやるに

しても、これはちょっと共通的な話で長丁場に

ンクだとか運ぶことが、おそらくこれからも続くだろうということなので。

はい、大型免許を持った人のリストは●●が用意されて、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

ですから、若干時間遅れが発生しております。

いやいや。それは、保安院にも、ちゃんとこちらの事情を言うことはいいんだけど、判断したの

が４時２０分だったら、まず、一報するっていうような話をしてくれる？

で、あと、あの、その、通報用紙っていうのは、後送でもいいけどさ。

あの、データで持ち帰ってくるので、判断とデータの確認、データの収集の時間が少し時間があ

いちゃうっていうのは事情を言って、よく理解してもらいたいと思うんだけど。もちろん、あん

まり望ましくないっていうことではあるけど。あれ、これは誰がやってんだ。

通報は、あの、例の通報用紙に書いて、あれが、その、正になるので、自動的にそれが情報班に

来て、それが自動的に役所にも行くようになってます。

じゃあ、このＭＰ２の４時２０分ってのは、行ってるのか。

行ってるのね？はい、はい。じやあ、分かりました。行ってないのかと思ったから。それは行っ

てるわけね。じやあ、あとはプレス文の抱き合わせの書き方みたいなのは相談してください。

えっと、すいません。１Ｆの●●です。あの、また、議論をちょっと蒸し返しちゃうことになっ

ちゃうんで、あれですが、そもそも５００超えは敷地境界っていって、一事業所、もしくは一発

電所の中での事象だと思ってるので、そこの整理をちょっとしたいというのが先ほどの提案です

ので、よろしくお願いします。 

なるほど、はいはい。まぁサイト単位で言うこと、モニタリングポストだからそういうことなん

でしょうけど、まぁ事業がユニット複数だよな。まぁ、そういうことも。まぁ、でも、いずれに

しても、モニタリングポストはサイト全体ということになるから。ちょっと考え方も分かりまし

た。整理しましょう。で、プレス文のほうについては、その、時間は入れなくていいのかってい

すいません。資材班から皆さんへのお願いです。現在、トラックならびにトラックの運転手さん、

難な状況にあります。え－、構内企業さんのほうにもお願いしたんですけ

ども、各班のかたのほうでもトラックならびに運転手さん確保する、まあ、見込み、目当てがあ

るようなかたは、是非、ご協力いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。こ

ちらの資材部、資材班のほうにご連絡いただきたいと思います。トラックがないとガソリン等の

入手も非常に困難になります。ぜひともよろしくお願いいたします。

それじゃあ、多分、動きようがなくて、《ピー音》、それじゃあ、誰も動けないから。例えば、

総務班でお願いするとか決めないといけないよ。えっと、トラック持ってる人集まってください

って言ったって、誰も集めてくれないからさ。どっからどういうふうに集めるって決めないと。

あと、ちょっと、サイト内で、まずできる範囲でやってもらうんですけど、まあ、まだまだ、こ

れから必要な話なんで。本店のほうでは、まだ、各班は集まってないのであれだけど、資材班っ

ていうのはあれかな、まあ、資材班ってのはあれ

と音頭をとってもらって。●●さん、いいかね。

●●さんのほうに、いやいや、え－と、ん？いや、トラック。全然話が違うかもしれない。あの、

ポンプ車のほうが優先するかもしれませんから。いや、サイトのほうでトラックを運転する人が

足りないし、まあトラックも足りないかもしれないけど、で、それが必要ですよってサイトの資

材班で話が出てたんだけど、それはサイト内でできる範囲でまずやってもらうのは、まずやるに

しても、これはちょっと共通的な話で長丁場に

ンクだとか運ぶことが、おそらくこれからも続くだろうということなので。

はい、大型免許を持った人のリストは●●が用意されて、
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発言内容 

ですから、若干時間遅れが発生しております。 

いやいや。それは、保安院にも、ちゃんとこちらの事情を言うことはいいんだけど、判断したの

が４時２０分だったら、まず、一報するっていうような話をしてくれる？

で、あと、あの、その、通報用紙っていうのは、後送でもいいけどさ。

あの、データで持ち帰ってくるので、判断とデータの確認、データの収集の時間が少し時間があ

いちゃうっていうのは事情を言って、よく理解してもらいたいと思うんだけど。もちろん、あん

まり望ましくないっていうことではあるけど。あれ、これは誰がやってんだ。

通報は、あの、例の通報用紙に書いて、あれが、その、正になるので、自動的にそれが情報班に

来て、それが自動的に役所にも行くようになってます。 
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行ってるのね？はい、はい。じやあ、分かりました。行ってないのかと思ったから。それは行っ

てるわけね。じやあ、あとはプレス文の抱き合わせの書き方みたいなのは相談してください。

えっと、すいません。１Ｆの●●です。あの、また、議論をちょっと蒸し返しちゃうことになっ

ちゃうんで、あれですが、そもそも５００超えは敷地境界っていって、一事業所、もしくは一発

電所の中での事象だと思ってるので、そこの整理をちょっとしたいというのが先ほどの提案です

なるほど、はいはい。まぁサイト単位で言うこと、モニタリングポストだからそういうことなん

でしょうけど、まぁ事業がユニット複数だよな。まぁ、そういうことも。まぁ、でも、いずれに

しても、モニタリングポストはサイト全体ということになるから。ちょっと考え方も分かりまし

た。整理しましょう。で、プレス文のほうについては、その、時間は入れなくていいのかってい

すいません。資材班から皆さんへのお願いです。現在、トラックならびにトラックの運転手さん、

難な状況にあります。え－、構内企業さんのほうにもお願いしたんですけ

ども、各班のかたのほうでもトラックならびに運転手さん確保する、まあ、見込み、目当てがあ

るようなかたは、是非、ご協力いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。こ
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総務班でお願いするとか決めないといけないよ。えっと、トラック持ってる人集まってください

って言ったって、誰も集めてくれないからさ。どっからどういうふうに集めるって決めないと。

あと、ちょっと、サイト内で、まずできる範囲でやってもらうんですけど、まあ、まだまだ、こ

れから必要な話なんで。本店のほうでは、まだ、各班は集まってないのであれだけど、資材班っ
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ポンプ車のほうが優先するかもしれませんから。いや、サイトのほうでトラックを運転する人が

足りないし、まあトラックも足りないかもしれないけど、で、それが必要ですよってサイトの資

材班で話が出てたんだけど、それはサイト内でできる範囲でまずやってもらうのは、まずやるに

しても、これはちょっと共通的な話で長丁場になると。いろんな資材だとか、ガソリンのポリタ

ンクだとか運ぶことが、おそらくこれからも続くだろうということなので。
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発言者  

小森常務  ああ、そうですか。

総務班  それで復旧班が昨日、対応を始めていて。

小森常務  ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

けないね。

総務班  了解。そしたらそこにドライブをかけるということですね。

小森常務  ええ、そういうことですね。

総務班  すこし目安をいただけると。

小森常務  うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、

総務班  明日の朝からでも大丈夫だから。ちょっと違いそうですね。

小森常務  いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

総務班  了解です。えっと、１Ｆ

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

それから工務や配電ともあたると、そういう流れがで

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？

復旧班  それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。

総務班  いま、ここにはいない？

復旧班  えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

総務班  分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。

小森常務  いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

総務班  分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

小森常務  とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

ートするような話でちょっと動かしますので、

資材班  はい、ありがとうございます。

小森常務  え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

資材班  はい、分かりました。

小森常務  あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

ばサイトヘ行ってもらうということも段取りしますので。

資材班  はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。
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すこし目安をいただけると。

うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、

明日の朝からでも大丈夫だから。ちょっと違いそうですね。

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

了解です。えっと、１Ｆ

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

それから工務や配電ともあたると、そういう流れがで

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？

それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。

いま、ここにはいない？

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

ートするような話でちょっと動かしますので、

はい、ありがとうございます。

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

はい、分かりました。

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

ばサイトヘ行ってもらうということも段取りしますので。

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ああ、そうですか。 

それで復旧班が昨日、対応を始めていて。

ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

了解。そしたらそこにドライブをかけるということですね。

ええ、そういうことですね。 

すこし目安をいただけると。 

うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、

明日の朝からでも大丈夫だから。ちょっと違いそうですね。

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

了解です。えっと、１Ｆ さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

それから工務や配電ともあたると、そういう流れがで

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？

それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。

いま、ここにはいない？ 

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

ートするような話でちょっと動かしますので、

はい、ありがとうございます。

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

はい、分かりました。 

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

ばサイトヘ行ってもらうということも段取りしますので。

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。
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発言内容

それで復旧班が昨日、対応を始めていて。 

ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

了解。そしたらそこにドライブをかけるということですね。

 

 

うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、

明日の朝からでも大丈夫だから。ちょっと違いそうですね。

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

それから工務や配電ともあたると、そういう流れがで

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？

それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

ートするような話でちょっと動かしますので、

はい、ありがとうございます。 

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

ばサイトヘ行ってもらうということも段取りしますので。

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。
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発言内容 

ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

了解。そしたらそこにドライブをかけるということですね。 

うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、

明日の朝からでも大丈夫だから。ちょっと違いそうですね。 

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

それから工務や配電ともあたると、そういう流れができていました。そこがいまどうなっている

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？

それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

ートするような話でちょっと動かしますので、 

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

ばサイトヘ行ってもらうということも段取りしますので。 

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。
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ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

 

うん、いやいや、この１時間でできる話じゃないんですけど、 

 

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。

さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

きていました。そこがいまどうなっている

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

復旧班の中で、それは残っている方の中では関係者はいない？ 

それはいま、どちらかというと電気がまとめてやっているので。 

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。

分かりました。呼ぶ必要があるかはちょっと私は承知していない。 

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。
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ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

うことを考えてもらって。現場に行ってもらえる人がいるかどうかも本店側でちょっと。 

さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

きていました。そこがいまどうなっている

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

えっと、今日、泊まりでいるはずなので、呼んでくれば、いるかもしれない。 

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

ども、明日の何時位から欲しいんだとか、ちょっと目安を少しいただけませんか。 

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

けど、ちょっと●●さんのほうに、あの、この、すぐじゃなくていいですけど。 

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。

 

ああそう、はいはい。ただ現地に行けるかどうかということも含めて、あれだね、考えなきやい

いやいや、ちょっとまぁ今日、その、あの、今日の段階でちょっとどういうことができるかとい

 

さん、ちょっと、いくつかヒントください、すいません。私の理解では

ですね。昨日のうちに、ええ、復旧班の中で●●だったかな。それがその問題意識をもって実現

に走っていて、そして私のほうでですね、●●が持っていた大型運転免許のリストをお勧めして、

きていました。そこがいまどうなっている

かは、いまここに残っている復旧班の方、どなたかご存じですか。ええ、いえいえ、復旧班の方。

いや、分かりました。ちょっとまず消防車のほうを先にやってもらいたいと思いますけども。 

分かりました。結構です。それからサイトさんですね。それがもうショートしてるんでしょうけ

とうことで、１Ｆのサイトの復旧班というか資材班か、あの一、本店のほうでも、あのー、サポ

え－と、まぁ、まずは何人位いるような感じかということを、継続的に多分いるんだと思います

あの一、伝えてもらえます。で、一応本店側のほうであの一、リストをあたって、もし必要あれ

はい、分かりました。すいません。もう一回連絡先を、すいません、もう一回お願いします。 
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場所 発言者

総務班

小森常務

資材班

 

 

 

 

 

 

技術班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

テレビ会議 2011

 

発言者  

総務班  いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。

小森常務  分かりました。じやあよろしく。

資材班  はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。

 一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？

 レイアウト図

 いや、なけりゃないでいいんだけど。

 私は見たことがないです。

 ＯＫ、ありがとう。

 Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避

れでも流したいと思うんですが、よろしいでしょうか。

技術班  あの、技術班

官庁連絡班  あ、１Ｆさん、聞こえますか。

吉田所長  はい、聞こえます。

官庁連絡班  えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

吉田所長  えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

官庁連絡班  あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。

吉田所長  そう。

 はい。

吉田所長  それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

０ＯＬ／ｍｉｎ

官庁連絡班  ９０ＯＬ／ｍｉｎ

吉田所長  はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

官庁連絡班  徐々に下がっている。

吉田所長  うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

……６０ｔか？６０ｔ／ｈ

官庁連絡班  コンスタントにできるのね、それだと。

2011 年 3 月 1

 

いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。

分かりました。じやあよろしく。

はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。

一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？

レイアウト図 

いや、なけりゃないでいいんだけど。

私は見たことがないです。

ＯＫ、ありがとう。

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避

れでも流したいと思うんですが、よろしいでしょうか。

あの、技術班 さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

あ、１Ｆさん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。

そう。 

はい。 

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

０ＯＬ／ｍｉｎ 

９０ＯＬ／ｍｉｎ

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

徐々に下がっている。

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

……６０ｔか？６０ｔ／ｈ

コンスタントにできるのね、それだと。
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いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。

分かりました。じやあよろしく。

はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。

一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？

いや、なけりゃないでいいんだけど。

私は見たことがないです。 

ＯＫ、ありがとう。 

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避

れでも流したいと思うんですが、よろしいでしょうか。

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

あ、１Ｆさん、聞こえますか。

はい、聞こえます。 

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

 まで上げました。

９０ＯＬ／ｍｉｎ に上げた。 

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

徐々に下がっている。 

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

……６０ｔか？６０ｔ／ｈ 位のメイキャップがコンスタントにできると。

コンスタントにできるのね、それだと。
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発言内容

いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。

分かりました。じやあよろしく。 

はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。

一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？

いや、なけりゃないでいいんだけど。 

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避

れでも流したいと思うんですが、よろしいでしょうか。

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

あ、１Ｆさん、聞こえますか。 

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

まで上げました。 

 

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

位のメイキャップがコンスタントにできると。

コンスタントにできるのね、それだと。 
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発言内容 

いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。

はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。

一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避

れでも流したいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

位のメイキャップがコンスタントにできると。
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いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

けます。そこで私がすぐつくようにしますのでお願いします。 

はい、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

一瞬だけ、福島のオフサイトセンターの図面ってある？どつかに？ 間取り図みたいな。

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

んで、一応２番として、え－と、１ブロックについて計画停電を回避 するという、はいはい、そ

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。

あっ、いや、知らない。いま、最初５１０ｔ、５１０Ｌだつけ。 

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

位のメイキャップがコンスタントにできると。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

間取り図みたいな。 

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

するという、はいはい、そ

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。

えっと、いま、逆洗ビットというか、あそこの水の状況はどうなってますでしょうか。 

えっとですね、３号機を何分だつけ。流量増やしたって話は言ってましたつけ。 

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ

 

 

いや、あの、じやあ、●●。△△△△。え－と、明日、朝９時位までのあいだ、そこが第一で受

 

Ｎｏ，１として、とりあえず一やつを、打ち消すのを、やると。で、時間が５時半になりました

するという、はいはい、そ

さん。ドライウェルの上昇カーブに乗っけて、グラフ引いてもらえませんか。 

それをね。ちょっといろんなパラメータがそれでも上がってるんで、え－、４時５０分過ぎに９

はい。それで水位はとりあえずくめてると。３号機は、そうだね。で、あの、それでも水位は下

がってないと見ていいんだっけ。ピットの。うん。それで徐々に下がっているという状態です。 

うん。３号機ちょっと重点的にやったもんだから。それでいま、例の放水口から取るポンプの修

理が大体、６時位、６時前位に終わるかなと思ってますので。え－、それが来ると、あ一、何だ
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官庁連絡班

吉田所長
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吉田所長
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吉田所長
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吉田所長
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吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

すよ。

官庁連絡班  １６８ｔ／ｈ

吉田所長  で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

が先にいるので、それをいまやっているところ。

官庁連絡班  はいはい。

吉田所長  で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。

官庁連絡班  うんうんうん。

吉田所長  れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

ええ。

官庁連絡班  消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。

吉田所長  海、海。

官庁連絡班  あ、これもみんな、海ね。

吉田所長  海、海。

官庁連絡班  海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

体おおむね。

吉田所長  あの地下の？

官庁連絡班  地下の。

吉田所長  地下の浸水したやつ？

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

まあ、６割位と掛けてさ。

官庁連絡班  はいはい。いまやってるのはそんなとこかな、じやあ。

吉田所長  うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

官庁連絡班  ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。

吉田所長  え？

官庁連絡班  ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？

2011 年 3 月 1

 

うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

すよ。 

１６８ｔ／ｈ ね。はい。

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

が先にいるので、それをいまやっているところ。

はいはい。 

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。

うんうんうん。 

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

ええ。 

消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。

海、海。 

あ、これもみんな、海ね。

海、海。 

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

体おおむね。 

あの地下の？ 地下の？

地下の。 

地下の浸水したやつ？

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

まあ、６割位と掛けてさ。

はいはい。いまやってるのはそんなとこかな、じやあ。

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。

え？ 

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

ね。はい。 

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

が先にいるので、それをいまやっているところ。

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。

 

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。

あ、これもみんな、海ね。 

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

地下の？ 

地下の浸水したやつ？ あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

まあ、６割位と掛けてさ。 

はいはい。いまやってるのはそんなとこかな、じやあ。

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？
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発言内容

うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

が先にいるので、それをいまやっているところ。

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

はいはい。いまやってるのはそんなとこかな、じやあ。

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？
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発言内容 

うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

が先にいるので、それをいまやっているところ。 

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

はいはい。いまやってるのはそんなとこかな、じやあ。 

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。 

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

汲み出して、ギリギリ３号機のビットに水を移送できるかなと思ってます。 

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。そ

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

消防車とかはしご車っていうのはどこから持ってくるの？水は。 

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

ピストン輸送してるのはどこから持ってきてるんだっけ。水は？ 
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がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

 

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

ね。だからそこですねがなかなか難しくて、３台シリーズにしてやるかとかですね。それから車

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。

 

うん、それから４号機の地下の水、水源から猪苗代のやつを使うのは１６８ｔ／ｈ位使えるんで

で、これはもういま、４号機の前に行ってるんだけれども、いかんせん、要するにあの一、地盤

がいま地震と津波の後でえらい散乱してるし、デコボコなもんだからその辺の整理だとかいうの

で、その、その消防車がそこに入れば、入ればっていうのは大物搬入口の所に入れば、そこから

れが来るとまぁ１６０目ま稼げるんだけど、いかんせん水源がこれしかない、限定されてるから、

いま手持ちの消防車３台、それからはしご車っていうか高所消防車４台、これをうまく使ってど

こかの水源からコンスタントにビットに水を持ってくる方法を検討しているのだけれども、さっ

き言ったみたいに現場がまあ、１つは線量が非常に高いということと、それからその一、あの一、

タービンの所はなんたって１２円盤なんで、あそこまでポンプアップしないといけないわけだよ

れから車

を置く場所もいま言ったように制限されるもので、そこの検討をいましているところなんですよ。

でもそれをなんとか早めに終わらせて、それを組み込みたいと、こういうことなんですけどね。

海からね、はい。で復水器、じゃなくてタービンビルの水の量って、何トン位あるんだっけ。大

あれ、容量とかちょっと計算してないんだけど、●●か誰かちょっと計算

してくれる？ざっくりでいいや。何センチ、何センチ、何メーターの立方体掛ける、分掛かりで、

うん。そんでそれはそれと、昨日から言ってるようにピストン輸送。だいたいこれも、８ｔ／ｈ

位しかないんだけども、それでもこれ、いまドンドンやっていると、こういうことなんですね。 
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発言者  

吉田所長  これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。

官庁連絡班  防火槽ね。

吉田所長  はい。

官庁連絡班  防火槽、だけどあんまりあれ‐……。

吉田所長  水源としてはそんなにいつまでもあるわけじゃないんで。

官庁連絡班  そうだよね。はい、分かりました、とりあえず。はい。

吉田所長  そんな状況です。

官庁連絡班  はい、ありがとうございました。

吉田所長  あれ、なに、それ。５時半のデータって、なにか、えらい急に増えてるの？

発電班  ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

がりじゃない、上がりが大きくなってる。なので、えーと、うん…。

吉田所長  うんー。そういうことか。

吉田所長  ２号機のデータ、大丈夫？

 ドライウェル圧力だけいま最後調整中。

吉田所長  いや、いいんだけどデータ変わっていないか。

発電班  トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

ウェル圧力がいま見えないので、多分一定だと思われます。

吉田所長  ドライウェル圧力が見れないの？

発電班  ええ、見れないです。４４０ｋＰａ

ま見れなくなっているので、それは計装さんが対応してます。

吉田所長  はい。

吉田所長  本店さーん、本店さーん。

小森常務  はい。

吉田所長  あっ、すいません。あと、オフサイトセンターさんも。

吉田所長  えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

きてるんじゃないかなと思いますので。

小森常務  はい。

吉田所長  ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して
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そうだよね。はい、分かりました、とりあえず。はい。

そんな状況です。

はい、ありがとうございました。

あれ、なに、それ。５時半のデータって、なにか、えらい急に増えてるの？

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言
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これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。

防火槽、だけどあんまりあれ‐……。

水源としてはそんなにいつまでもあるわけじゃないんで。

そうだよね。はい、分かりました、とりあえず。はい。

そんな状況です。 

はい、ありがとうございました。

あれ、なに、それ。５時半のデータって、なにか、えらい急に増えてるの？

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

がりじゃない、上がりが大きくなってる。なので、えーと、うん…。

うんー。そういうことか。 

２号機のデータ、大丈夫？ 

ドライウェル圧力だけいま最後調整中。

いや、いいんだけどデータ変わっていないか。

トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

ウェル圧力がいま見えないので、多分一定だと思われます。

ドライウェル圧力が見れないの？

ええ、見れないです。４４０ｋＰａ

ま見れなくなっているので、それは計装さんが対応してます。

本店さーん、本店さーん。 

あっ、すいません。あと、オフサイトセンターさんも。

えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

きてるんじゃないかなと思いますので。

ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して
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発言内容

これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。

防火槽、だけどあんまりあれ‐……。 

水源としてはそんなにいつまでもあるわけじゃないんで。

そうだよね。はい、分かりました、とりあえず。はい。

はい、ありがとうございました。 

あれ、なに、それ。５時半のデータって、なにか、えらい急に増えてるの？

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

がりじゃない、上がりが大きくなってる。なので、えーと、うん…。

ドライウェル圧力だけいま最後調整中。 

いや、いいんだけどデータ変わっていないか。

トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

ウェル圧力がいま見えないので、多分一定だと思われます。

ドライウェル圧力が見れないの？ 

ええ、見れないです。４４０ｋＰａ でえ－ と、２時４５分で、２時４５分以降のデータで、い

ま見れなくなっているので、それは計装さんが対応してます。

あっ、すいません。あと、オフサイトセンターさんも。

えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

きてるんじゃないかなと思いますので。 

ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して
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発言内容 

これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。
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これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。

あれ、なに、それ。５時半のデータって、なにか、えらい急に増えてるの？ 

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

がりじゃない、上がりが大きくなってる。なので、えーと、うん…。 

トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

 

と、２時４５分で、２時４５分以降のデータで、い

ま見れなくなっているので、それは計装さんが対応してます。 

えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

これは、ろ過水があのー、消防用の防火槽に入ってるので、その水を持ってきてる。 

 

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

と、２時４５分で、２時４５分以降のデータで、い

えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して

 

ですね。プラントデータのほうは、３号のほうはえ－と、水位が下がって、５時半のデータで言

うとえ一と、ドライウェル圧力、サプチャン圧力の下がりが大きくなってるんですよ。ああ、下

トレンドからいくと、水位は一定、ドライウェル圧力も。すいません、炉圧が一定。で、ドライ

と、２時４５分で、２時４５分以降のデータで、い

えっとですね、ちょっと発電所の状況を説明します。あまりよろしくないっていう状況になって

ええ、ご報告します。３号機なんですけども、まああの、昨日の話で水がなかった、あの、ビッ

トの水が足らなかったので、３号機の注水を一時中止をしておって、再開したんですが、え－と、

その後ですね。中止したときから徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水して
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吉田所長
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吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

復旧班

小森常務

吉田所長

復旧班

小森常務

復旧班

小森常務
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発言者  

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

４１５ｋＰａまで上がってきました。

復旧班  えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

と１

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

小森常務  えっと、いま……はいはい。

吉田所長  それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

グと言いますか、測るごとに１８００

２０００

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

っております。

小森常務  えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

あんまり変動してると思ったほうがいいね、これね。

吉田所長  いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

小森常務  そうね。で、ベントの……。

吉田所長  で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

変わってないと言っていいのかな？

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。

小森常務  うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。

復旧班  １号機ですよね？

小森常務  いや、３号機。

吉田所長  ３号機、３号機。

復旧班  あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

した。

小森常務  で、うん、で、動いてんだよね。だからＡＯ

イウエル……。

復旧班  えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

と思ってます。

小森常務  ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化
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もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

４１５ｋＰａまで上がってきました。

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

と１０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

えっと、いま……はいはい。

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

グと言いますか、測るごとに１８００

２０００ と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

っております。 

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

あんまり変動してると思ったほうがいいね、これね。

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

そうね。で、ベントの……。

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

変わってないと言っていいのかな？

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。

１号機ですよね？

いや、３号機。 

３号機、３号機。

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

した。 

で、うん、で、動いてんだよね。だからＡＯ

イウエル……。 

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

と思ってます。 

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  62 / 362 

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

４１５ｋＰａまで上がってきました。

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

えっと、いま……はいはい。 

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

グと言いますか、測るごとに１８００

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

 

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

あんまり変動してると思ったほうがいいね、これね。

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

そうね。で、ベントの……。 

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

変わってないと言っていいのかな？

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。

１号機ですよね？ 

 

３号機、３号機。 

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

で、うん、で、動いてんだよね。だからＡＯ

 

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

 

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

４１５ｋＰａまで上がってきました。 

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

 

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

グと言いますか、測るごとに１８００ から１９００、一１８００

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

あんまり変動してると思ったほうがいいね、これね。

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

 

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

変わってないと言っていいのかな？ １号機はね。まあただこれは、かなり水がすでに入ってます

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

で、うん、で、動いてんだよね。だからＡＯ 弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドラ

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

から１９００、一１８００

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

あんまり変動してると思ったほうがいいね、これね。 

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

１号機はね。まあただこれは、かなり水がすでに入ってます

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドラ

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９０

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

から１９００、一１８００ から－１９００まで減って－

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベン

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

１号機はね。まあただこれは、かなり水がすでに入ってます

ので、その辺の影響があるのか、ちょっとよく分かりません。 

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

ういう、コンプレッサーのほうはどういう状況になっていたんでしたっけ。 

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドラ

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

時５０分にそれまでの流量の五百数十トン、五百数十リッターパニッツからですね。９００Ｌ

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

から－１９００まで減って－

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

が激しいなとこういう感じがしております。で、これを考えると、１つはまぁそのベントの話も

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

１号機はね。まあただこれは、かなり水がすでに入ってます

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

 

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドラ

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化

 

もドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと。あの一、要するに増え

方、増えてるということね、徐々に増えてるという状況できて、水をですね、水量を先ほど、４

０Ｌ ま

で上げました。で、上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で、

現時点で５時何分だっけ。それ、字が見えない。５時半、えっ、５時５０分のデータでですね、

えっと、その件につきまして、いまドライウェル……、すいません、サブレッションチェンバー

からのベント弁が開いてない可能性があるので、あの一、そこ大弁と小弁があって、大弁が開い

てるはずなんですけど、いま小弁を開けるほうの操作に入っています。ちょっとそれについてあ

０分位かかるような予定になってます。それを見て、ちょっと様子を見たくて、さらにそれ

でだめだったら、コンプレッサーをさらに大型のものに付け替えることを考えたいと思います。 

それとですね。もう１つ、水位がですね、－１８００とか－２２５０でずっと、海水入れてる最

中はあんまり変わらなかったんですけども、これがですね。先ほどからかなり変動してきており

ます。１８００、例えば、Ａのほうが、燃料域のやつがですね。結構ハンチングして、ハンチン

から－１９００まで減って－

と減っていって、また次に測るとぷっと一１８００となったりという形で、今ので動き

トの話も

あるんですが、やっぱり炉内でなんらかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざ

るを得ないのかなと、こういうふうに判断してるということでちょっとかなり注意状況かなと思

えっと、まあ、ちょっと今の状況ですぐに何だということを即断するのは難しそうな感じだと、

いや、ただね。要するにドライウェル圧力が上がってきてるということは、例の１号と同じよう

に水素爆発の可能性がまたあるということなんですよ。昨日ベントがうまくいってかなり圧力下

げたのに、ここまでまた上がってきてますから、それを要注意だと私は申し上げてるので、えぇ。 

で、１号機、２号機については、２号機はとりあえず運転状態、大きくは変わってないです。で

１号機については、まあ注水してないので非常に心配なんですけども、大きいパラメータは今は

１号機はね。まあただこれは、かなり水がすでに入ってます

うん、そうだね。まあどう考えるのか。ただドライウェルについては、いまベントのほうは、ど

あっ、３号機ですか。３号機のコンプレッサーは動いております。先ほど、燃料補給もいたしま

弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドラ

えっとですね。先ほど、ちょっと途中で電気信号が一時失われていたことが確認されましたので、

それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう１個小弁を開ける

方向で、いま対応しています。エアはあると思いますので、小弁に電気信号が入れば小弁は開く

ああ、そういうことね。まあ、ちょっといずれにしても３号機の中で、なにか色々いじるのは、

ちょっと、なにか気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。まぁまず小弁を開けることによる変化
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発言者  

みたいなのは、ドライウェル圧

 え一と、いまファクトとかで＝。

 始まったら教えてくれるんですか。

 始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。

 ごめんなさい。確認なんですけど、これで確定なんですか？

 あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

いま、担当の者を呼んでますので、すいません。

 これはもうホームページに掲載されているんですね？

 間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

 分かりました、申し訳ありません。約束してください。

 第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

３区内は－－

 入り口のほうが＝

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

てる＝。

 いまホームページ＝

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

以上です。

 あ、大変失礼しました。

 すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

 需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

 ございます。

 練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

 ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

断することはあります。

 そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

 はい。あの一、そういうことはありえると思います。

 その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。

 ちょっと、調べます。はい。

2011 年 3 月 1

 

みたいなのは、ドライウェル圧

え一と、いまファクトとかで＝。

始まったら教えてくれるんですか。

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。

ごめんなさい。確認なんですけど、これで確定なんですか？

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

いま、担当の者を呼んでますので、すいません。

これはもうホームページに掲載されているんですね？

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

分かりました、申し訳ありません。約束してください。

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

３区内は－－ 区荒川区以外は大丈夫だということ：；、そのとおりです。

入り口のほうが＝

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

てる＝。 

いまホームページ＝

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

以上です。 

あ、大変失礼しました。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

ございます。 

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

断することはあります。

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

はい。あの一、そういうことはありえると思います。

その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。

ちょっと、調べます。はい。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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みたいなのは、ドライウェル圧

え一と、いまファクトとかで＝。

始まったら教えてくれるんですか。

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。

ごめんなさい。確認なんですけど、これで確定なんですか？

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

いま、担当の者を呼んでますので、すいません。

これはもうホームページに掲載されているんですね？

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

分かりました、申し訳ありません。約束してください。

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

区荒川区以外は大丈夫だということ：；、そのとおりです。

入り口のほうが＝ 停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

いまホームページ＝ 電話して、電話して。そこで電話してよ。どういう＝

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

あ、大変失礼しました。 

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

断することはあります。 

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

はい。あの一、そういうことはありえると思います。

その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。

ちょっと、調べます。はい。 
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発言内容

みたいなのは、ドライウェル圧力で見るというのはちょっと１つ

え一と、いまファクトとかで＝。 

始まったら教えてくれるんですか。 

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。

ごめんなさい。確認なんですけど、これで確定なんですか？

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

いま、担当の者を呼んでますので、すいません。

これはもうホームページに掲載されているんですね？

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

分かりました、申し訳ありません。約束してください。

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

区荒川区以外は大丈夫だということ：；、そのとおりです。

停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

電話して、電話して。そこで電話してよ。どういう＝

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

はい。あの一、そういうことはありえると思います。

その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。
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発言内容 

力で見るというのはちょっと１つ

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。

ごめんなさい。確認なんですけど、これで確定なんですか？ 

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

いま、担当の者を呼んでますので、すいません。 

これはもうホームページに掲載されているんですね？ 

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

分かりました、申し訳ありません。約束してください。 

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

区荒川区以外は大丈夫だということ：；、そのとおりです。

停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

電話して、電話して。そこで電話してよ。どういう＝

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

はい。あの一、そういうことはありえると思います。 

その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。
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力で見るというのはちょっと１つ …。 

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

べくご負担をおかけしないようにと思っておりますので、すいません。 

 

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

区荒川区以外は大丈夫だということ：；、そのとおりです。 

停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

電話して、電話して。そこで電話してよ。どういう＝ ホームページに載せ

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？

その情報というのは第１グループだけでいいので、すぐに用意できますか。 
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始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

間に合わないのは仕方ないとは思いますが、＝この資料から先に出しますと＝＝。 

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

 

停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

ホームページに載せ

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。

需給の状況しだいで、例えば練馬区ではやらないとかいうこともありえるんですか。 

練馬区だけでなくどこでもやらないとか、そういうこともありえるんですか。 

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判

そうすると６時２０分の時点でやったとこと、やってないとこがはっきりしますよね？ 

 

 

始まりましたら、なるべくギリギリまで見極めまして、需給状況などを見極めて、お客様になる

あの一、地域については、えぇ、正しい表記に改めさせていただきました。変更箇所については

第４グループが－，荒川区は第５に来てますよね。そうですね、先ほどの会見でご指摘いただき

ました。正しいかつてことですよね。はいはいはい。練馬２区ってここに入ってます？昨日－２

停電が始まる場所は６時２０分から８時２０分。予定されている所は、この、

あの、うちのブロックとして予定されているとこは、この、あの＝。やるとこはもう早く始まっ

ホームページに載せ

るというそういう算段で考えております。でももういま載ってるとこではないかと考えています。

すでにご説明させていただいているとおり、藤本のほうからご説明させていただいておりますが、

例えば、栃木県のさくら市全域ではなくて、さくら市の－部の地域で、というような形です。 

ございます。あの基本的にはあのー、なるべくお客様にご負担をおかけしないということが我々

としての思いでもありますので、なるべく需給状況を見極めたうえで、ギリギリまで見極めて判
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吉田所長

 

吉田所長

吉田所長

官庁連絡班

小森常務

吉田所長

小森常務
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吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

ージあるほうですね、それは変わらず？

 あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

大変申し訳ございません。

 そうすると個人の＝

 正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

申し上げるしだいです。

 え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

 了解です。

 いま配られたものが－

吉田所長  本店●●さん、本店●●さん。

 あ、●●です。はい。

吉田所長  あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

あの取水、取水。

吉田所長  で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

官庁連絡班  ２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。

小森常務  ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。

吉田所長  ５ｍって地下１階？

小森常務  あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。

小森常務  あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

あれだね。

吉田所長  でもこれ、そんなちゃんと計算できないんで、空間出して。

小森常務  いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

吉田所長  はいはい。やれるように、はい。

小森常務  ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、

吉田所長  はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

小森常務  まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班  技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

２０分から５時３０分までの間で変化なく、２５％

2011 年 3 月 1

 

あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

ージあるほうですね、それは変わらず？

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

大変申し訳ございません。

そうすると個人の＝

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

申し上げるしだいです。

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

了解です。 

いま配られたものが－

本店●●さん、本店●●さん。

あ、●●です。はい。

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

あの取水、取水。

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。

ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。

５ｍって地下１階？

あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

あれだね。 

でもこれ、そんなちゃんと計算できないんで、空間出して。

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

はいはい。やれるように、はい。

ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

２０分から５時３０分までの間で変化なく、２５％
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あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

ージあるほうですね、それは変わらず？

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

大変申し訳ございません。 

そうすると個人の＝ 関して。 

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

申し上げるしだいです。 

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

いま配られたものが－ あの、すいません、いまご指摘をいただきまして、栃木県の＝。

本店●●さん、本店●●さん。

あ、●●です。はい。 

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

あの取水、取水。 

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。

ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。

５ｍって地下１階？ 

あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

でもこれ、そんなちゃんと計算できないんで、空間出して。

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

はいはい。やれるように、はい。

ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

２０分から５時３０分までの間で変化なく、２５％
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発言内容

あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

ージあるほうですね、それは変わらず？ 

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

 

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

あの、すいません、いまご指摘をいただきまして、栃木県の＝。

本店●●さん、本店●●さん。 

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。

ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。

あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

でもこれ、そんなちゃんと計算できないんで、空間出して。

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

はいはい。やれるように、はい。 

ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

２０分から５時３０分までの間で変化なく、２５％
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発言内容 

あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

あの、すいません、いまご指摘をいただきまして、栃木県の＝。

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。

ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。

あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

でもこれ、そんなちゃんと計算できないんで、空間出して。 

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

２０分から５時３０分までの間で変化なく、２５％ ということでずっと推移しております。
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あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。

あの、すいません、いまご指摘をいただきまして、栃木県の＝。

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。

２万ｔね。お、結構あるね。了解、ありがとうございました。 

ただ、あの一、地下１階と地下２階と両方足してんのかな、それ。 

あれ、地下２階ってなかったんだつけな。地下１階だけだっけ。 

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

 

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。

ちょっと、ちょっとどっからできるか、よく分かんないけど、 

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

ということでずっと推移しております。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

え－と変更点、ちょっとカラーコピーとってきましたので、申し訳ございません。 

あの、すいません、いまご指摘をいただきまして、栃木県の＝。 

あの４号のタービンビルの地下の水量をざっくりと出して、取り付け可能深さも５ｍ と考えて、

で、だいたい２万、２方立米、２万ｔ。はい。かなり。大丈夫だと思うんだけど。 

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

いやいや、吸い口、吸い口がなるべく、下のほうに付けられるようにっていうことが。 

はいはい、具体的にはまぁ、やりますけども、ざっくりと容量としてはこれ位あると。 

まぁ、だからオーダー的には１０の４乗だから、まあまあ、通常の水よりない場合……。 

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

ということでずっと推移しております。

 

あれ、荒川区とか、ネットには他の区も入ってましたよね。ウェブで詳細のほうには、４００ペ

あの４００ページあるほうですね。申し訳ありません。取り急ぎこちらを先に修正いたしており

ます。４００ページものについては、少々まだ修正に時間がかかるという状況でございまして、

正しいお知らせをするべきところ、ちょっとこういう状況になってしまいまして、本当にお詫び

と考えて、

あと、最低、最低っちゅうか、吸い口の下のデットスペースみたいなやつはどうとか、ちゃんと、

 

技術班からですけども、炉心損傷割合のグラフをお手元のほうに配っていると思いますが、４時

ということでずっと推移しております。 
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東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

技術班

技術班

吉田所長

１F 

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  まぁ、一応ガンマ線の値が見えているというのはまぁありがたい情報になるのかな、３号機につ

いては。

吉田所長  ●●、あの３号の。

技術班  えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

水が入っていない。

吉田所長  いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

これ、かなり危険な状態だと、おれは思うんだけど。

技術班  そうですね、はい。

吉田所長  な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？

技術班  えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

しいじゃないんですか。

吉田所長  もう１時間位だろ、あと。

技術班  ええ、１０時よりも手前で達しますね。これでいくと。

技術班  ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

計圧力は一番上の線だから、設計圧力に対して……。

技術班  格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

になると思いますね。

吉田所長  だって、はいれないだろ？

  線量高いと＝＝。

小森常務  あれ、ホウ酸っていうのはもうないのかな、１Ｆ

吉田所長  いくらあんの？

にいれるか。うん。

小森常務  それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

ないけど、ホウ酸を入れて、未臨界。

吉田所長  いいよ。大至急入れる手配してくれるか。

小森常務  未臨界、担保。あと追加で。

吉田所長  それと、すいません。もうホウ酸がないのか、もう？

団地にあんのな？それはパラで取ってきてもらおう、ホウ酸を。

小森常務  えっと、どっかその近くで、なんかホウ酸を持ってますっていうのがあったんでしたっけ？

吉田所長  あと何トン

だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。

2011 年 3 月 1

 

まぁ、一応ガンマ線の値が見えているというのはまぁありがたい情報になるのかな、３号機につ

いては。 

●●、あの３号の。

えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

水が入っていない。

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

これ、かなり危険な状態だと、おれは思うんだけど。

そうですね、はい。

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

しいじゃないんですか。

もう１時間位だろ、あと。

ええ、１０時よりも手前で達しますね。これでいくと。

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

計圧力は一番上の線だから、設計圧力に対して……。

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

になると思いますね。

だって、はいれないだろ？

線量高いと＝＝。

あれ、ホウ酸っていうのはもうないのかな、１Ｆ

いくらあんの？ 

にいれるか。うん。

それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

ないけど、ホウ酸を入れて、未臨界。

いいよ。大至急入れる手配してくれるか。

未臨界、担保。あと追加で。

それと、すいません。もうホウ酸がないのか、もう？

団地にあんのな？それはパラで取ってきてもらおう、ホウ酸を。

えっと、どっかその近くで、なんかホウ酸を持ってますっていうのがあったんでしたっけ？

あと何トン あんだっけ？

だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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まぁ、一応ガンマ線の値が見えているというのはまぁありがたい情報になるのかな、３号機につ

●●、あの３号の。 

えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

水が入っていない。 

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

これ、かなり危険な状態だと、おれは思うんだけど。

そうですね、はい。 

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

しいじゃないんですか。 

もう１時間位だろ、あと。 

ええ、１０時よりも手前で達しますね。これでいくと。

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

計圧力は一番上の線だから、設計圧力に対して……。

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

になると思いますね。 

だって、はいれないだろ？ 

線量高いと＝＝。 

あれ、ホウ酸っていうのはもうないのかな、１Ｆ

 いや、キロ、トン。単位は？

にいれるか。うん。 

それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

ないけど、ホウ酸を入れて、未臨界。

いいよ。大至急入れる手配してくれるか。

未臨界、担保。あと追加で。 

それと、すいません。もうホウ酸がないのか、もう？

団地にあんのな？それはパラで取ってきてもらおう、ホウ酸を。

えっと、どっかその近くで、なんかホウ酸を持ってますっていうのがあったんでしたっけ？

あんだっけ？ あと何グラムあるんだっけ。かなりあるんだっけ。在庫あんの？いや、

だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

まぁ、一応ガンマ線の値が見えているというのはまぁありがたい情報になるのかな、３号機につ

えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

これ、かなり危険な状態だと、おれは思うんだけど。

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

ええ、１０時よりも手前で達しますね。これでいくと。

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

計圧力は一番上の線だから、設計圧力に対して……。

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

あれ、ホウ酸っていうのはもうないのかな、１Ｆ

いや、キロ、トン。単位は？ 

それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

ないけど、ホウ酸を入れて、未臨界。 

いいよ。大至急入れる手配してくれるか。 

 

それと、すいません。もうホウ酸がないのか、もう？

団地にあんのな？それはパラで取ってきてもらおう、ホウ酸を。

えっと、どっかその近くで、なんかホウ酸を持ってますっていうのがあったんでしたっけ？

あと何グラムあるんだっけ。かなりあるんだっけ。在庫あんの？いや、

だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

まぁ、一応ガンマ線の値が見えているというのはまぁありがたい情報になるのかな、３号機につ

えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

これ、かなり危険な状態だと、おれは思うんだけど。 

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

ええ、１０時よりも手前で達しますね。これでいくと。 

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

計圧力は一番上の線だから、設計圧力に対して……。 

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

あれ、ホウ酸っていうのはもうないのかな、１Ｆ は。 

 ２００ キロ？２００

それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

それと、すいません。もうホウ酸がないのか、もう？ ああ、どつかに、どこにあんの？

団地にあんのな？それはパラで取ってきてもらおう、ホウ酸を。

えっと、どっかその近くで、なんかホウ酸を持ってますっていうのがあったんでしたっけ？

あと何グラムあるんだっけ。かなりあるんだっけ。在庫あんの？いや、

だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。
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えっと、急にっていうか。え‐着々と上がってますね。流量アップして以降変わっていなくて若

干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

れ何分位で格納容器の設計圧力に、最高圧力に到達するんだ？ 

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

キロ？２００ キロ、２００

それは、要は形状どうなってるか分かんない可能性が出てくるので、まあ、ちょっと計算はでき

ああ、どつかに、どこにあんの？
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えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳
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だから資材あたりが、そこはあと何キロありますとかすぐ言ってくれるとありがたいんですけど。
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干上がり傾向が、カーブが急になりつつ増えてます。で、炉水位、そうですね、そうです。●●

いや、水はまあ入れてんだけど、十分にメイキャップされていない形になっているんだけども、

な。で、格納容器の設計圧力までかなり近くなってきてるでしょ。で、上がり方から見ると、こ

えっと、トレンドから引くとどれ位になるかな？えっと厳しい側でいってる、それよりさらに厳

ラプチャーディスクの破損圧力でしたね、いまぼくが言っていたのは。ただ、えっと、本当の設

格納容器の設計圧力であれば、３月１４日２３時ってなってるよりも多分さらに早まると思いま

す。今の、ちょっと前に引いたカーブでは２３時ってなってますから、これよりもさらに前倒し

キロ、３ 号
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場所 発言者

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

小森常務

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

 

小森常務

吉田所長

小森常務

１F 

 

１F 

小森常務

１Ｆ 

 

復旧班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

官庁連絡班  すいません、１Ｆ

吉田所長  はい。

官庁連絡班  さっきの復水器が有望なんじゃない。タービンの地下階が有望なんだけど、それ猪苗代から来た

給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で

きそうですかね。

  あと１６００

吉田所長  えっとね、現場がかなり混乱してるということで、さっき５時の時点で聞いて小一時間以上はか

かるといったことだったんでね。

官庁連絡班  それでいま１時間かかってんだね。

吉田所長  ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

と待ってください。

小森常務  え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます

ので

官庁連絡班  あ、１Ｆさん、すいません。放水、放水口の修理、放水口から取るポンプの修理なんだけど、さ

っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。

吉田所長  ちょっと確認しますので、ちょっと待ってください。

官庁連絡班  はい。

 吉田さん。本店ですが、あの一、ホウ酸がいるんでしたら、近くに１９ｔ、関電のものがありま

すが、運びましょうか。

小森常務  １Ｆ

吉田所長  はい。

小森常務  ホウ酸が１９ｔあるということで、運びましょうかということ。

  １９ｔですか。

 関電がストックしてるのがですね。大熊工場という近くに１９ｔあるんで。

  ああ、そうなんですか。

小森常務  大熊だから、あそこの、あの海岸沿いの工業団地かな。

  ああ。

 運べれば足しになると思いますが。

復旧班  ２号のドライウェル圧力の計装は復帰しました。

 じゃあ、●●さん、手配させますよ。

2011 年 3 月 1

 

すいません、１Ｆ

はい。 
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ちょっと確認しますので、ちょっと待ってください。
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給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で

きそうですかね。 

キロある。 

えっとね、現場がかなり混乱してるということで、さっき５時の時点で聞いて小一時間以上はか

かるといったことだったんでね。

それでいま１時間かかってんだね。

ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

と待ってください。 

え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます
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っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。

ちょっと確認しますので、ちょっと待ってください。
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すが、運びましょうか。 
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関電がストックしてるのがですね。大熊工場という近くに１９ｔあるんで。

ああ、そうなんですか。 

大熊だから、あそこの、あの海岸沿いの工業団地かな。

運べれば足しになると思いますが。

２号のドライウェル圧力の計装は復帰しました。

じゃあ、●●さん、手配させますよ。
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発言内容

さん、あっ、いいですか。 

さっきの復水器が有望なんじゃない。タービンの地下階が有望なんだけど、それ猪苗代から来た

給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で
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あ、１Ｆさん、すいません。放水、放水口の修理、放水口から取るポンプの修理なんだけど、さ

っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。

ちょっと確認しますので、ちょっと待ってください。
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さっきの復水器が有望なんじゃない。タービンの地下階が有望なんだけど、それ猪苗代から来た

給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で

えっとね、現場がかなり混乱してるということで、さっき５時の時点で聞いて小一時間以上はか

ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます

あ、１Ｆさん、すいません。放水、放水口の修理、放水口から取るポンプの修理なんだけど、さ

っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。
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給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で

えっとね、現場がかなり混乱してるということで、さっき５時の時点で聞いて小一時間以上はか

ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます

あ、１Ｆさん、すいません。放水、放水口の修理、放水口から取るポンプの修理なんだけど、さ

っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。
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ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます
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給水車を大物搬入口にいれるのに、いま手間取ってるということですが、どれ位の時間で設置で

えっとね、現場がかなり混乱してるということで、さっき５時の時点で聞いて小一時間以上はか

ええ。で、いま、１時間経ってまだできてないんでね。また確認しますが、すいません、ちょっ

え一と、ホウ酸は必要あればまた、どっかの会社に調達をして輸送できるということは考えます

あ、１Ｆさん、すいません。放水、放水口の修理、放水口から取るポンプの修理なんだけど、さ

っき６時頃になんとか終わりそうかなっていう話があったんですけど、それはどうですかね。 
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場所 発言者

１F 

小森常務

１F 

技術班

小森常務

１F 

小森常務

１F 

小森常務

１F 

小森常務

小森常務

 

１F 

 

１F 

 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

  了解。ちょっと待って、あれ－、雨ざらしとかになるとまずいんでしたつけ。ホウ酸って、いや、

ちょっと１９ｔって、どの位の量か分かんないんだけど。

小森常務  入れる場所？

  ええ。

技術班  ぽんと跳ね上がって、いまドライウェル圧力、４６０まで上がってます。

小森常務  え一と、４６０。え一と、小弁、小弁開けたんでしたっけ。

  ええ。小弁はさっき、２、３分前に開けました。

小森常務  開けて、跳ね上がった？

  いや、計測した時間と開けた時間が微妙なんですよ。

小森常務  そういう相関があるかどうかは分かんない？

  ええ、ちょっと分かんないですね。

小森常務  普通、開ければ下がるよな。

小森常務  そのあと跳ね上がって、４６０に跳ね上がってどうですか。下がってます？

 ●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

そうなので。

  あのホウ酸について言うと、このすぐ近くの大野にも１６００キロ位あるんですよ。

 はい、じゃあ、大丈夫ですかね。

  え－、とりあえず、当面それで、ちょっとそれで大丈夫だと思いますので。

 了解。失礼いたしました。

吉田所長  ００さん、００さん。

官庁連絡班  はい。００です。

吉田所長  悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

足りないっていうか、そこでね、何も働かないみたいなんだ。

官庁連絡班  揚程が足りない。

吉田所長  うん。要するにあの、あそこ１４、１２円盤だから。

官庁連絡班  １２ｍ

吉田所長  そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま

らくかかると、しばらくっていうか、かなり、時間単位でかかるんじゃないかと。
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了解。ちょっと待って、あれ－、雨ざらしとかになるとまずいんでしたつけ。ホウ酸って、いや、

ちょっと１９ｔって、どの位の量か分かんないんだけど。

入れる場所？ 

ええ。 

ぽんと跳ね上がって、いまドライウェル圧力、４６０まで上がってます。

え一と、４６０。え一と、小弁、小弁開けたんでしたっけ。

ええ。小弁はさっき、２、３分前に開けました。

開けて、跳ね上がった？

いや、計測した時間と開けた時間が微妙なんですよ。

そういう相関があるかどうかは分かんない？

ええ、ちょっと分かんないですね。

普通、開ければ下がるよな。

そのあと跳ね上がって、４６０に跳ね上がってどうですか。下がってます？

●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

そうなので。 

あのホウ酸について言うと、このすぐ近くの大野にも１６００キロ位あるんですよ。

はい、じゃあ、大丈夫ですかね。

え－、とりあえず、当面それで、ちょっとそれで大丈夫だと思いますので。

了解。失礼いたしました。

００さん、００さん。

はい。００です。

悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

足りないっていうか、そこでね、何も働かないみたいなんだ。

揚程が足りない。

うん。要するにあの、あそこ１４、１２円盤だから。

１２ｍ はあるよね。

そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま

らくかかると、しばらくっていうか、かなり、時間単位でかかるんじゃないかと。
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そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ
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え一と、４６０。え一と、小弁、小弁開けたんでしたっけ。 

ええ。小弁はさっき、２、３分前に開けました。 

いや、計測した時間と開けた時間が微妙なんですよ。 

 

そのあと跳ね上がって、４６０に跳ね上がってどうですか。下がってます？

●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

あのホウ酸について言うと、このすぐ近くの大野にも１６００キロ位あるんですよ。

え－、とりあえず、当面それで、ちょっとそれで大丈夫だと思いますので。

悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

足りないっていうか、そこでね、何も働かないみたいなんだ。

うん。要するにあの、あそこ１４、１２円盤だから。 

そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま

らくかかると、しばらくっていうか、かなり、時間単位でかかるんじゃないかと。
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了解。ちょっと待って、あれ－、雨ざらしとかになるとまずいんでしたつけ。ホウ酸って、いや、

ぽんと跳ね上がって、いまドライウェル圧力、４６０まで上がってます。 

 

そのあと跳ね上がって、４６０に跳ね上がってどうですか。下がってます？ 

●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

あのホウ酸について言うと、このすぐ近くの大野にも１６００キロ位あるんですよ。

え－、とりあえず、当面それで、ちょっとそれで大丈夫だと思いますので。 

悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

足りないっていうか、そこでね、何も働かないみたいなんだ。 

そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま

らくかかると、しばらくっていうか、かなり、時間単位でかかるんじゃないかと。
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●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

あのホウ酸について言うと、このすぐ近くの大野にも１６００キロ位あるんですよ。 

 

悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま

らくかかると、しばらくっていうか、かなり、時間単位でかかるんじゃないかと。 

 

了解。ちょっと待って、あれ－、雨ざらしとかになるとまずいんでしたつけ。ホウ酸って、いや、

●●さん、本店です。先ほどのホウ酸の件ですが、１９ｔ全部は運べないんですが、５ｔ運べる

悪い、悪い、どうもね、色々ね、チャレンジしてんだけど。まず放水口からのやつはね、揚程が

そうそう。水面のとこまで持っていって、いま色々工夫して稼いでいんだけど、難しいって言っ

てるんだよな。それであとはそのタービンの一番期待の所なんだけど、これもいま、片付けをし

てるんだけども、かなり足場がおかしいっていう状態になってるので、そこの片付けにまだいま
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場所 発言者

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

小森常務

資材班

通報班

小森常務

通報班

小森常務

通報班

官庁連絡班

通報班

テレビ会議 2011

 

発言者  

官庁連絡班  うん。何時間かっていうことね。

吉田所長  ええ。

官庁連絡班  はい、分かりました。

小森常務  あとは、あれかな。南明さんが付いてるやつを何とかうまく使えるか。

吉田所長  あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

と思います。

小森常務  ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

いうのは。

吉田所長  ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

ね。

小森常務  そうだよね。どこから水持ってくるか。

吉田所長  だけど、だけどだけど、その足場の問題があるから。そういうことです。

小森常務  ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

らゆる手段で考えないといけないことだから。

小森常務  猪苗代のやつっていうのは・・。

資材班  すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

お願いいたします。よろしくお願いします。

通報班  え－、福島第一通報班の●●です。

小森常務  はい、どうぞ。

通報班  この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただき

今後ＭＰ

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

したけども、よろしいでしょうか。

小森常務  っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。

通報班  必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

ばと思います。

官庁連絡班  えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

取り合って最終的なところを詰めさせていただきたいと思います。

通報班  分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと

思います。よろしくお願いいたします。
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うん。何時間かっていうことね。

はい、分かりました。 
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がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

そうだよね。どこから水持ってくるか。

だけど、だけどだけど、その足場の問題があるから。そういうことです。

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

らゆる手段で考えないといけないことだから。

猪苗代のやつっていうのは・・。

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

お願いいたします。よろしくお願いします。

え－、福島第一通報班の●●です。

 

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただき

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

したけども、よろしいでしょうか。

っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

 

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

取り合って最終的なところを詰めさせていただきたいと思います。

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと

思います。よろしくお願いいたします。
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発言内容

うん。何時間かっていうことね。 

あとは、あれかな。南明さんが付いてるやつを何とかうまく使えるか。

あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

そうだよね。どこから水持ってくるか。 

だけど、だけどだけど、その足場の問題があるから。そういうことです。

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

らゆる手段で考えないといけないことだから。

猪苗代のやつっていうのは・・。 

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

お願いいたします。よろしくお願いします。 

え－、福島第一通報班の●●です。 

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただき

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

したけども、よろしいでしょうか。 

っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

取り合って最終的なところを詰めさせていただきたいと思います。

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと

思います。よろしくお願いいたします。 
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発言内容 

あとは、あれかな。南明さんが付いてるやつを何とかうまく使えるか。

あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

だけど、だけどだけど、その足場の問題があるから。そういうことです。

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

らゆる手段で考えないといけないことだから。 

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

 

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただき

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

取り合って最終的なところを詰めさせていただきたいと思います。

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと
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あとは、あれかな。南明さんが付いてるやつを何とかうまく使えるか。 

あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

だけど、だけどだけど、その足場の問題があるから。そういうことです。 

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただき

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

取り合って最終的なところを詰めさせていただきたいと思います。 

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと
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あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

 

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

本部長判断は必要ないということで整理しましょうということでお話をさせていただきました。

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

っていうか、それで。あの保安院と当たってもらった上での話でいいのか、それは。 

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと

 

あれ。え－、南明さんのやつは、もっと大きくて、いま見たらですね、今のアクセス道路は段差

がすごい所があるので、なかなかあれもすぐ使おうと思ったら、足場考えるとですね、時間的に

言うともっと難しいと思いますので。南明のやつをすぐ使えっていうのはなかなか期待できない

ピストン輸送的な意味でも全然難しいってこと？タンク部分はあるんでしたっけ。ポンプ車って

ピストン輸送を、もうちょっと。あれを用いてピストン輸送をすることを考えること位ですけど

ちょっとまぁ、いずれにしてもいろんなことをいっぺんにっていうのもあれだけど。ちょっとあ

すいません。資材班からのお願いです。え－、軽トラが返却されておりません。軽トラが返却さ

れておりません。本日、物資輸送に必要です。お持ちの方は資材部のほうまで鍵を返却するよう、

この時間を利用して報告させていただきます。先ほどの特定事象の判断の出し方について、本店

の●●と調整をいたしました。結論だけ手短に話させていただきますと、特定事象の発生判断は、

え－、その事象、まぁ、いくつかの事象があるのですが、その事象の最初に起きたときに、あく

まで特定事象の判断ということで。同じ事象で２回目、３回目にあたってはそういう事象が継続

してますという意味で状況だけをご報告させていただくことで、その都度都度でも、１５条判断、

ました。

については５００超えがあっても、５００超えがあったという事実はお伝えしますが、

それはあくまで２回目、３回目、都合５回目ですというようなことが分かるような事実のお伝え

をして、本部長の判断時間はないということでいきたいと思います。ということで整理いたしま

必要であれば、すいません、本店さんのほうで確認いただきまして、え－と、ご指示いただけれ

えっと、いま、保安院のほうもその方向で話が付きそうですので、また後ほど●●さんと連絡を

分かりました。その結論が出るまでは、今までの判断に基づく報告ということで、継続したいと
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場所 発言者

小森常務

官庁連絡班

保安班

 

技術班

１Ｆ 

技術班

小森常務

小森常務

１F 

技術班

小森常務

復旧班

小森常務

復旧班

小森常務

復旧班

小森常務

復旧班

小森常務

復旧班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

で話するけども。ちょっと調整してください。

官庁連絡班  はい、了解しました。

保安班  保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

ｖ／ｈ。

 ●●電話してきたみたい。様子を聞くために。で

技術班  炉圧、６時の炉圧でコンマ２４位ですね、はい。

  現時点の吐出圧０．７メガ位でしたね、ポンプ。

技術班  このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

小森常務  いま、ドライウェル、どの位なの？

小森常務  ドライウェル圧力はいくらですか。３号機。

  えっと、６

技術班  はい、そうです。

小森常務  ４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？

復旧班  そう判断せざるを得ません。

小森常務  大元のほうがっていうことは、あんまり考えられない？

復旧班  大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。

小森常務  ＡＯ

復旧班  えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

か抜けるはずなんですけども。

小森常務  いや、だけどまぁ配管の太さとかあるから。

復旧班  あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

す。

小森常務  はい、よろしく。

復旧班  え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

ってできるんでしたっけ？

復旧班  いま、まさにその相談をしておりまして。

2011 年 3 月 1

 

はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

で話するけども。ちょっと調整してください。

はい、了解しました。

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

ｖ／ｈ。 

●●電話してきたみたい。様子を聞くために。で

炉圧、６時の炉圧でコンマ２４位ですね、はい。

現時点の吐出圧０．７メガ位でしたね、ポンプ。

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

いま、ドライウェル、どの位なの？

ドライウェル圧力はいくらですか。３号機。

えっと、６ 時２０

はい、そうです。

４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？

そう判断せざるを得ません。

大元のほうがっていうことは、あんまり考えられない？

大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。

ＡＯ 弁のほうの。前回、一回、閉まっちやったという。

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

か抜けるはずなんですけども。

いや、だけどまぁ配管の太さとかあるから。

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

す。 

はい、よろしく。

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

ってできるんでしたっけ？

いま、まさにその相談をしておりまして。
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はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

で話するけども。ちょっと調整してください。

はい、了解しました。 

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

●●電話してきたみたい。様子を聞くために。で

炉圧、６時の炉圧でコンマ２４位ですね、はい。

現時点の吐出圧０．７メガ位でしたね、ポンプ。

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

いま、ドライウェル、どの位なの？

ドライウェル圧力はいくらですか。３号機。

時２０ 分でドライウェル圧力は４７０ｋｐａ

はい、そうです。 

４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？

そう判断せざるを得ません。 

大元のほうがっていうことは、あんまり考えられない？

大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。

弁のほうの。前回、一回、閉まっちやったという。

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

か抜けるはずなんですけども。

いや、だけどまぁ配管の太さとかあるから。

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

はい、よろしく。 

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

ってできるんでしたっけ？ 

いま、まさにその相談をしておりまして。
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発言内容

はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

で話するけども。ちょっと調整してください。

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

●●電話してきたみたい。様子を聞くために。で

炉圧、６時の炉圧でコンマ２４位ですね、はい。

現時点の吐出圧０．７メガ位でしたね、ポンプ。

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

いま、ドライウェル、どの位なの？ 

ドライウェル圧力はいくらですか。３号機。 

分でドライウェル圧力は４７０ｋｐａ

４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？

 

大元のほうがっていうことは、あんまり考えられない？

大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。

弁のほうの。前回、一回、閉まっちやったという。

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

か抜けるはずなんですけども。 

いや、だけどまぁ配管の太さとかあるから。 

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

いま、まさにその相談をしておりまして。 
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発言内容 

はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

で話するけども。ちょっと調整してください。 

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

●●電話してきたみたい。様子を聞くために。で、伝えたんだ、ちょうど良かったという感じ。

炉圧、６時の炉圧でコンマ２４位ですね、はい。 

現時点の吐出圧０．７メガ位でしたね、ポンプ。 

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

 

分でドライウェル圧力は４７０ｋｐａ 

４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？

大元のほうがっていうことは、あんまり考えられない？ 

大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。

弁のほうの。前回、一回、閉まっちやったという。 

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

 

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと
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はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

、伝えたんだ、ちょうど良かったという感じ。

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。

４７０。え－と、小弁を開けても上がってるっていうことか？ 

大元っておっしゃってるのは、エアと電気とそういう意味でしょうか。 

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

、伝えたんだ、ちょうど良かったという感じ。

このままいくと、８時、８時過ぎ位には破損、ベント圧力に達しちゃいますね。 

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと

 

はい。じゃあ、ちょっと本店のほうで、保安院と、まぁ、いずれにしても連絡はするということ

保安班から連絡します。ＭＰの最新データが確認できましたので、ご連絡いたします。ＭＰ２に

おいて先ほど５００マイクロ超えがありましたが、４時においても８２０マイクロＳｖ／ｈを確

認してございます。５時におきましては４００マイクロＳｖ／ｈまで戻ってございます。発電所

の正門でございますが、４時現在で１０マイクロＳｖ／ｈ、ＭＰの２番で６８０。これにつきま

しては発信済みです。ＭＰ４番におきまして５時１９分が最新でございますが、３９マイクロＳ

、伝えたんだ、ちょうど良かったという感じ。 

えっと、前回、一回、閉まっちやったＡＯ弁と小弁は並行なので、どっちか開いてれば、なんら

あります、あります。そういう意味ではいま、前回開けてた大弁のほうのチェックをやっていま

え－と、すいません。前回開けた大弁のこともそうですけれども、格納容器の圧力が上がってい

るという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブって、いよいよとなったら動かすこと
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復旧班

１F 

復旧班

小森常務

１F 

小森常務

吉田所長

技術班

吉田所長
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小森常務

吉田所長
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吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

復旧班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 はい。

復旧班  え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。

  というか、むしろ最悪の場合を考えてＰＣＶ

できますかね。

復旧班  そうですね、それを保安班に。

小森常務  ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

るけども、ちょっと評価を至急できるか？

  どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。

小森常務  えっと、いい？

吉田所長  ６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？

技術班  これですか？ＰＣＶベントバイパスライン、開です。

吉田所長  改善されてないんだな。

  改善されてない。

吉田所長  急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６

５０、５０

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

ンスケールしちやったじゃん、水位が。うぇ！小森さん！

小森常務  はい。水位がダウンスケールしてる？

吉田所長  うん。これね、もう危機的状況ですよ、これ。

小森常務  えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

圧力が上がって。

吉田所長  そう、ドライウェルの圧力が急上昇して。

小森常務  水位が、何？早く、早く連絡して。

吉田所長  ６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

小森常務  保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

吉田所長  だけど、

復旧班  上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

んでしたつけ？

復旧班  バッテリーは、あの。

2011 年 3 月 1

 

はい。 

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。

というか、むしろ最悪の場合を考えてＰＣＶ

できますかね。 

そうですね、それを保安班に。

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

るけども、ちょっと評価を至急できるか？

どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。

えっと、いい？ 

６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？

これですか？ＰＣＶベントバイパスライン、開です。

改善されてないんだな。

改善されてない。

急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６

５０、５０ キロ上がってるでしょ。２０

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

ンスケールしちやったじゃん、水位が。うぇ！小森さん！

はい。水位がダウンスケールしてる？

うん。これね、もう危機的状況ですよ、これ。

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

圧力が上がって。

そう、ドライウェルの圧力が急上昇して。

水位が、何？早く、早く連絡して。

６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

だけど、 そこにいると危ないかもしんないな。

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

んでしたつけ？ 

バッテリーは、あの。
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え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。

というか、むしろ最悪の場合を考えてＰＣＶ

 

そうですね、それを保安班に。

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

るけども、ちょっと評価を至急できるか？

どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。

 

６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？

これですか？ＰＣＶベントバイパスライン、開です。

改善されてないんだな。 

改善されてない。 

急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６

キロ上がってるでしょ。２０

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

ンスケールしちやったじゃん、水位が。うぇ！小森さん！

はい。水位がダウンスケールしてる？

うん。これね、もう危機的状況ですよ、これ。

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

圧力が上がって。 

そう、ドライウェルの圧力が急上昇して。

水位が、何？早く、早く連絡して。

６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

そこにいると危ないかもしんないな。

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

 

バッテリーは、あの。 
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発言内容

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。

というか、むしろ最悪の場合を考えてＰＣＶ 側のバルブを開けたときの影響の評価っていうのは

そうですね、それを保安班に。 

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

るけども、ちょっと評価を至急できるか？ 

どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。

６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？

これですか？ＰＣＶベントバイパスライン、開です。

急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６

キロ上がってるでしょ。２０ 分で５０

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

ンスケールしちやったじゃん、水位が。うぇ！小森さん！

はい。水位がダウンスケールしてる？ 

うん。これね、もう危機的状況ですよ、これ。

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

そう、ドライウェルの圧力が急上昇して。 

水位が、何？早く、早く連絡して。 

６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

そこにいると危ないかもしんないな。

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。

側のバルブを開けたときの影響の評価っていうのは

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。

６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？

これですか？ＰＣＶベントバイパスライン、開です。 

急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６

分で５０ キロだろ、１０分で２５キロだろ？こんなも

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

ンスケールしちやったじゃん、水位が。うぇ！小森さん！ 

うん。これね、もう危機的状況ですよ、これ。 

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

そこにいると危ないかもしんないな。 

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

それはちょっとユニット所長、所長と相談したいと思います。 

側のバルブを開けたときの影響の評価っていうのは

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

どの位の放出になるのかですね。ちょっとお願いできますでしょうか。 

６時の間のブルーなんて書いてあるんだつけ。ドレンライン？ 

急激だな。これほんと、要注意なんだよ、６時からさ、６時から６ 時半… …２０

キロだろ、１０分で２５キロだろ？こんなも

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

６時１０分でダウンスケールしてるんですよ。それまで減ってきてて－ 減って、それからダウン

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

側のバルブを開けたときの影響の評価っていうのは

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

…２０ 分の間に５０、

キロだろ、１０分で２５キロだろ？こんなも

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

減って、それからダウン

スケールが６時１０分なので。完全にこれ露出してる状態になってますよ、これ。 

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

っと、保安院と官邸のほうに同時連絡するように、いま、言っておりますけども。 

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである

 

え一と、一応、いまエアはかかっていると仮定して、仮定というかコンプレッサー回ってますの

でエアはかかってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることもいま考えてます。

側のバルブを開けたときの影響の評価っていうのは

ＣＡＭＳのガンマ線は分かってるので、上、開けたときにどういう流量考えるかっていうのはあ

分の間に５０、

キロだろ、１０分で２５キロだろ？こんなも

んもうあれだよ。７時前までにさあ、設計圧力超えちゃうよ。ほんで、あれじやん、あれがダウ

えっ、水位がダウンスケールしてる。おい、あの一、保安院に、保安院、官邸にドライウェルの

減って、それからダウン

保安院と官邸に繋ぎっぱなしにできる？電話。《電話》もしもし。えっとですね。えっと、ちょ

上のベント弁を開けるの、早めに開けなきやいけないと思うのですが。バッテリーは繋いである
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場所 発言者

復旧班

復旧班

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

保安班

復旧班

保安班

復旧班

１F 

吉田所長

１F 

吉田所長

オフサイトセ 武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すけど。

復旧班  すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

ると思います。

復旧班  分かりました。

  外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

んのか？

復旧班  じゃあ、あれですか、新しいコードを作ったほうがいい……

  そんなのは時間的にないから。

復旧班  時間がないから、外すしかないから。小弁を外しますか？

  原場行ってやるの？

復旧班  現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

  とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

吉田所長  はい、はい。危ないなぁ……。

  すべてです。はい大丈夫です。

  とりあえず本店、送ってくれる。

保安班  保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

ウェルからの放出になりますので。

復旧班  すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

ます。

保安班  はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

態２５％

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。

復旧班  これは待ちですね。

  ７時半もちょっともう一回見てみたいな。

吉田所長  だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。

  ＝避難させたほうがいいですね。

吉田所長  ＝できないぞ、これ。

武藤副社長  いまドライウェル圧力、どんだけあるんですか。

2011 年 3 月 1

 

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すけど。 

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

ると思います。 

分かりました。 

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

んのか？ 

じゃあ、あれですか、新しいコードを作ったほうがいい……

そんなのは時間的にないから。

時間がないから、外すしかないから。小弁を外しますか？

原場行ってやるの？

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

はい、はい。危ないなぁ……。

すべてです。はい大丈夫です。

とりあえず本店、送ってくれる。

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

ウェルからの放出になりますので。

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

ます。 

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

態２５％ 破損ですけども、全量放出で評価

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。

これは待ちですね。

７時半もちょっともう一回見てみたいな。

だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。

＝避難させたほうがいいですね。

＝できないぞ、これ。

いまドライウェル圧力、どんだけあるんですか。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

 

 

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

じゃあ、あれですか、新しいコードを作ったほうがいい……

そんなのは時間的にないから。

時間がないから、外すしかないから。小弁を外しますか？

原場行ってやるの？ 

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

はい、はい。危ないなぁ……。

すべてです。はい大丈夫です。

とりあえず本店、送ってくれる。

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

ウェルからの放出になりますので。

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

破損ですけども、全量放出で評価

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。

これは待ちですね。 

７時半もちょっともう一回見てみたいな。

だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。

＝避難させたほうがいいですね。

＝できないぞ、これ。 

いまドライウェル圧力、どんだけあるんですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

じゃあ、あれですか、新しいコードを作ったほうがいい……

そんなのは時間的にないから。 

時間がないから、外すしかないから。小弁を外しますか？

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

はい、はい。危ないなぁ……。 

すべてです。はい大丈夫です。 

とりあえず本店、送ってくれる。 

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

ウェルからの放出になりますので。 

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

破損ですけども、全量放出で評価をしますけども、２５％

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。

７時半もちょっともう一回見てみたいな。 

だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。

＝避難させたほうがいいですね。 

いまドライウェル圧力、どんだけあるんですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

じゃあ、あれですか、新しいコードを作ったほうがいい…… 

時間がないから、外すしかないから。小弁を外しますか？ 

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

をしますけども、２５％

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。

だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。

いまドライウェル圧力、どんだけあるんですか。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

 

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

をしますけども、２５％ であれば評価値は約１／４

に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。 

だから、どっちかっていうとさ、避難モードなんだよ、これ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

現場というか、もう中操で端子変えるだけなんで、それは時間かかんないんですけど。 

とりあえずポンプ車２台繋ぐやつは、７時半目標で、いま、現場作業に入りました。 

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

であれば評価値は約１／４

 

 

すぐ、すぐですね、サブレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできま

すぐやって開けるつもりでいってください。で、保安院に連絡したら、すぐ開けるって言ってく

外したら、でも、下のほう、閉まっちゃわない？外したほう、閉まっちゃわない？元々閉まって

保安班から連絡します。これから評価をしますけども、１Ｆ３、評価をしますけども、いま風向

きが南南東ですので、陸地側に向かって双葉町方向に向かっていま吹いています。それでドライ

すいません。あの端子のチェックの結果、一応やはりサブレッションプール側を大弁とも小弁と

も開いてる可能性が非常に高いということです。したがって、水位が上がって詰まってるか、そ

こら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に繋ぎ替えるのが一番効果的かと考え

はい、え一と、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、ヨウ素を水に通さない

状態での放出になります。したがってヨウ素の放出量が桁違いに上がります。一応全量、今の状

であれば評価値は約１／４
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ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

小森常務

吉田所長

小森常務

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

小森常務

技術班

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

吉田所長

小森常務

小森常務

小森常務

復旧班

小森常務

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  え、ドライウェル圧力ですか。６時２０分に４７０

吉田所長  パスカル

小森常務  キロパスカルね。６

発電班  すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

吉田所長  これはね、あれは？

発電班  ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

吉田所長  ４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

んだよ。

小森常務  変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

と－３５００

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

技術班  このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

ブチャン側は元々量的に０．５％

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

はい。

武藤副社長  小森さん、聞こえます？

小森常務  はい。

武藤副社長  ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。

小森常務  はい、そうしましょう。

吉田所長  武藤さん、武藤さん、吉田です。

小森常務  保安院とはライン切らしていないね？

小森常務  【電話】はい、いいます。はいはい。

小森常務  ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

復旧班  中操からできる、ロジック的には中操からできます。

小森常務  で、指示をすればできるんですかね。

復旧班  指示をいただければその操作をいたします。
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え、ドライウェル圧力ですか。６時２０分に４７０

パスカル 

キロパスカルね。６

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

これはね、あれは？

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

んだよ。 

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

と－３５００ という、－１００

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

ブチャン側は元々量的に０．５％

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

はい。 

小森さん、聞こえます？

はい。 

ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。

はい、そうしましょう。

武藤さん、武藤さん、吉田です。

保安院とはライン切らしていないね？

【電話】はい、いいます。はいはい。

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

中操からできる、ロジック的には中操からできます。

で、指示をすればできるんですかね。

指示をいただければその操作をいたします。
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  72 / 362 

え、ドライウェル圧力ですか。６時２０分に４７０

キロパスカルね。６ 時に４２０

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

これはね、あれは？ ドライウェル圧力は？

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

という、－１００

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

ブチャン側は元々量的に０．５％

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

小森さん、聞こえます？ 小森さん。

ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。

はい、そうしましょう。 

武藤さん、武藤さん、吉田です。

保安院とはライン切らしていないね？

【電話】はい、いいます。はいはい。

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

中操からできる、ロジック的には中操からできます。

で、指示をすればできるんですかね。

指示をいただければその操作をいたします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

え、ドライウェル圧力ですか。６時２０分に４７０

時に４２０ だったのが、２０

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

ドライウェル圧力は？ 

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

という、－１００ はちょっと怪しいのかもしれません。えーただしドライウェル

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

ブチャン側は元々量的に０．５％ 位で全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の溶融

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

小森さん。 

ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。

武藤さん、武藤さん、吉田です。 

保安院とはライン切らしていないね？ 

【電話】はい、いいます。はいはい。 

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

中操からできる、ロジック的には中操からできます。

で、指示をすればできるんですかね。 

指示をいただければその操作をいたします。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

え、ドライウェル圧力ですか。６時２０分に４７０ キロ 

だったのが、２０ 分間で４７０

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

はちょっと怪しいのかもしれません。えーただしドライウェル

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

位で全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の溶融

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

中操からできる、ロジック的には中操からできます。 
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分間で４７０ キロ、元々……。

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００

はちょっと怪しいのかもしれません。えーただしドライウェル

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふう

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

位で全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の溶融

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

ちょと、出る時間、ちょっともう一回相談しましょう。いま電話かけます。 

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

キロ、元々……。 

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。

ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、ドライウエルが４９５ｋＰａ。 

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

頃ダウンスケールしていた炉水位計が６時半頃では水位が見えてきましたが、一１００ というの

はちょっと怪しいのかもしれません。えーただしドライウェル

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

この水位というのは見かけ上かもしれませんし、状況としては非常に深刻だというふうに判断し

ています。え－、バルブについては中操から開をすれば開けられる状況です、 

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

位で全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の溶融

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。

 

ドライウェルベントの上のほうを開けるっていうのは、中操からできるんですか。 

 

すいません。急ぎのプラントデータです。６時３０分のデータで水位がまた見えてきました。ダ

ウンスケールから片系が－１００ｍｍ、もう片系が－３５００ｍｍ、若干水位回復が見えます。 

４９５でしょ、急上昇でしょ。これね、炉水位は回復してるんじゃなくて、何か変なの測ってる

変な、うん。もう少しグツグツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。《電話》

たびたびすみません、小森ですけど。直接お電話して恐縮です。６時半位のデータですが、６時

というの

はちょっと怪しいのかもしれません。えーただしドライウェル

圧力がですね、４９５ｋＰａということで１０分間での上昇としては収まっておりませんので、

に判断し

このデータから見る限りは、炉心の損傷は進行していないことになります。さほどは。はい。サ

位で全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の溶融

は進んでいないことになります。あとガンマ線から見れば。極端に進んでいるわけではないです。
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東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

保安班

保安班

保安班

保安班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

  基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

武藤副社長  手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

って開けるっていうのが手順なんじゃないの？

  あっ、すいません。基本的にはＡＭＧ上は。

武藤副社長  ごめん、聞こえない、聞こえない。

  大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

形になっています。

武藤副社長  聞こえないよ。

小森常務  もう一度。

  すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

う形になっています。

武藤副社長  いや、開ける、開ける、圧、圧力だよ、開ける圧力。

  開ける圧力はですね、設計圧力の２倍で、え－と。

武藤副社長  ８００位じゃないの？

  ええ、８．５４、えっと０．８５４

武藤副社長  だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

  あっ、え－と、ＡＭＧ

武藤副社長  ということだと思うけど。

保安班  ●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。

保安班  風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ

保安班  ありがとうございます。

保安班  ●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

ことでよろしいんでしょうか。

復旧班  １Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。

2011 年 3 月 1

 

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

って開けるっていうのが手順なんじゃないの？

あっ、すいません。基本的にはＡＭＧ上は。

ごめん、聞こえない、聞こえない。

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

形になっています。

聞こえないよ。 

もう一度。 

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

う形になっています。

いや、開ける、開ける、圧、圧力だよ、開ける圧力。

開ける圧力はですね、設計圧力の２倍で、え－と。

８００位じゃないの？

ええ、８．５４、えっと０．８５４

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

あっ、え－と、ＡＭＧ

ということだと思うけど。

●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。

風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ

ありがとうございます。

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

ことでよろしいんでしょうか。

１Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

って開けるっていうのが手順なんじゃないの？

あっ、すいません。基本的にはＡＭＧ上は。

ごめん、聞こえない、聞こえない。

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

形になっています。 

 

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

う形になっています。 

いや、開ける、開ける、圧、圧力だよ、開ける圧力。

開ける圧力はですね、設計圧力の２倍で、え－と。

８００位じゃないの？ 

ええ、８．５４、えっと０．８５４

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

あっ、え－と、ＡＭＧ はそういう手順になってます。

ということだと思うけど。 

●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。

風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ

ありがとうございます。 

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

ことでよろしいんでしょうか。

１Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

って開けるっていうのが手順なんじゃないの？

あっ、すいません。基本的にはＡＭＧ上は。 

ごめん、聞こえない、聞こえない。 

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

いや、開ける、開ける、圧、圧力だよ、開ける圧力。

開ける圧力はですね、設計圧力の２倍で、え－と。

ええ、８．５４、えっと０．８５４ 位です。 

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

はそういう手順になってます。

●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。

風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

ことでよろしいんでしょうか。 

１Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

って開けるっていうのが手順なんじゃないの？ 

 

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

いや、開ける、開ける、圧、圧力だよ、開ける圧力。 

開ける圧力はですね、設計圧力の２倍で、え－と。 

 

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

はそういう手順になってます。 

●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。

風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

１Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？

●●さん、すいません。風向を教えていただきたいんですが。 

風向は、ちっと前の時点で南南東２ｍ。２Ｆのスタックで南南東２ｍ です。

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

１Ｆ。制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。●●。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

るかつていうことになるんだけど、手順は何か決まってるものがあるんだっけ。 

基本的には、手順書上は、ほとんど大気圧まで下げることになりますけども。 

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

だろ？だからその８５０ｋＰａになる位まで頑張んなさいっていうような手順なんだろ？ 

です。 

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという

 

これはさ、その一、格納容器を救うかどうかつていうことの判断なので、最後どこまで圧力上げ

手順書はさ、炉心がぶっ壊れちゃってるわけだから、できるだけ頑張って、で、一番最後までい

大気圧まで下げることになりますけども、一応緊対の判断で途中でとめることは可と、そういう

すいません。ＡＭＧ上はですね、大体、大気圧位になったら、またはＣＣ、あの一、スプレイが

復旧したら停止するというふうになっていて、ただ緊対の判断で途中でとめることはできるとい

 

●●さん、申し訳ございません。もう一度だけ。南南東方向から北側のほうに吹いているという



 

時刻 

 

 

 

 

 

06:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:40 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

 

復旧班

吉田所長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

 

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  すいません、もう一回お願いします。

復旧班  制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。ドライウェル側。

復旧班  それをやっちゃうと、もうすぐ開いちゃいますから、だめです。

復旧班  ああ、了解。

復旧班  風向きは……ちょっと待ってください。風向きどっちですか。

 南南東って言ってんだよ、南南東２ｍ、双葉町方面。

復旧班  【電話】双葉町方面だそうです。

吉田所長  吉田さん、聞こえる？●●吉田さん。

吉田所長  はい。

武藤副社長  えっと、そのドライウェルのドライのベントっていうのは、設計圧の２倍位のところまで頑張っ

てっていうのがＡＭ

吉田所長  え、え、え、え、あっ、８５０

武藤副社長  そう、８５０。

吉田所長  そうそう。そうですけども、それでいいと思いますけども。ただ、あの、上昇量が急激なもので

すからね。

武藤副社長  なるほど。

吉田所長  ここはものすごい気になるんですよ。それから燃料域のあれがですね、ダウンスケール、６時１

０分からダウンスケール、その前から急激にですね、低下してダウンスケールしてるっていうこ

とは、かなりドライになってるっていうことなんですよね。

 風向きあんまりあてにならないですね。結構まいています。

武藤副社長  分かった。だから開いたら

吉田所長  これもう、極端に言うと仮想事故レベルになっている可能性があるんじゃないかなと。

武藤副社長  なるほど。

吉田所長  ええ。こうなりますと、いま作業でですね、プラントの周りかなりの人間がいますし、ここにも

こんだけの人間いるんですが、どうするかってそっち側考えるほうが先になるかも分かりません、

作業よりも。

武藤副社長  了解。

小森常務  え－と、まぁ、いずれにしてもその２倍という位のところでドライウェル側のベントっていうこ

とはそうなんだけども、いずれにしてもかなり早い時間に来ることを想定して、まず放出、放出

2011 年 3 月 1

 

すいません、もう一回お願いします。

制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。ドライウェル側。

それをやっちゃうと、もうすぐ開いちゃいますから、だめです。

ああ、了解。 

風向きは……ちょっと待ってください。風向きどっちですか。

南南東って言ってんだよ、南南東２ｍ、双葉町方面。

【電話】双葉町方面だそうです。

吉田さん、聞こえる？●●吉田さん。

はい。 

えっと、そのドライウェルのドライのベントっていうのは、設計圧の２倍位のところまで頑張っ

てっていうのがＡＭ

え、え、え、え、あっ、８５０

そう、８５０。 

そうそう。そうですけども、それでいいと思いますけども。ただ、あの、上昇量が急激なもので

すからね。 

なるほど。 

ここはものすごい気になるんですよ。それから燃料域のあれがですね、ダウンスケール、６時１

０分からダウンスケール、その前から急激にですね、低下してダウンスケールしてるっていうこ

とは、かなりドライになってるっていうことなんですよね。

風向きあんまりあてにならないですね。結構まいています。

分かった。だから開いたら

これもう、極端に言うと仮想事故レベルになっている可能性があるんじゃないかなと。

なるほど。 

ええ。こうなりますと、いま作業でですね、プラントの周りかなりの人間がいますし、ここにも

こんだけの人間いるんですが、どうするかってそっち側考えるほうが先になるかも分かりません、

作業よりも。 

了解。 

え－と、まぁ、いずれにしてもその２倍という位のところでドライウェル側のベントっていうこ

とはそうなんだけども、いずれにしてもかなり早い時間に来ることを想定して、まず放出、放出

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  74 / 362 

すいません、もう一回お願いします。

制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。ドライウェル側。

それをやっちゃうと、もうすぐ開いちゃいますから、だめです。

風向きは……ちょっと待ってください。風向きどっちですか。

南南東って言ってんだよ、南南東２ｍ、双葉町方面。

【電話】双葉町方面だそうです。

吉田さん、聞こえる？●●吉田さん。

えっと、そのドライウェルのドライのベントっていうのは、設計圧の２倍位のところまで頑張っ

てっていうのがＡＭ 上の手順だと思うんだけど、そういう認識でいいですか。

え、え、え、え、あっ、８５０

 

そうそう。そうですけども、それでいいと思いますけども。ただ、あの、上昇量が急激なもので

ここはものすごい気になるんですよ。それから燃料域のあれがですね、ダウンスケール、６時１

０分からダウンスケール、その前から急激にですね、低下してダウンスケールしてるっていうこ

とは、かなりドライになってるっていうことなんですよね。

風向きあんまりあてにならないですね。結構まいています。

分かった。だから開いたら 

これもう、極端に言うと仮想事故レベルになっている可能性があるんじゃないかなと。

ええ。こうなりますと、いま作業でですね、プラントの周りかなりの人間がいますし、ここにも

こんだけの人間いるんですが、どうするかってそっち側考えるほうが先になるかも分かりません、

え－と、まぁ、いずれにしてもその２倍という位のところでドライウェル側のベントっていうこ

とはそうなんだけども、いずれにしてもかなり早い時間に来ることを想定して、まず放出、放出
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発言内容

すいません、もう一回お願いします。 

制御電源のバッテリーの繋ぎ込みは完了したでしょうか。ドライウェル側。

それをやっちゃうと、もうすぐ開いちゃいますから、だめです。

風向きは……ちょっと待ってください。風向きどっちですか。

南南東って言ってんだよ、南南東２ｍ、双葉町方面。

【電話】双葉町方面だそうです。 

吉田さん、聞こえる？●●吉田さん。 
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発言者  

量というか推定値を出してもらって。

  ６時３５分でドライウェル圧力５２０キロです。

武藤副社長  聞こえなかった。

  えつ？

吉田所長  だろ。

  ５２０

小森常務  え－と、非常に要注意な状況。放出量の評価とかそういうこと、すぐ出れるか？要は避難をする

かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。

保安班  いま計算中です。あと５分ください。

小森常務  それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に

いる人でも３号機周りはちょっと難しいか。

吉田所長  武藤さん、武藤さん。

武藤副社長  はいはい。

吉田所長  この状況で、もうあのちょっと、何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの

社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。

武藤副社長  了解しました。

吉田所長  退避命令出します。現場にいる当社社員…。

小森常務  連絡、連絡。

吉田所長  ＝企業の方々、一度現場からあがってこちらに避難してください。これ中央操作員もいるんです

が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。

武藤副社長  え－と、中操の線量見て判断してください。

吉田所長  はい？

小森常務  中操の線量、線量、分かる？

吉田所長  中操の線量ね。中操の線量、どうなってる？確認します。

小森常務  えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで

すけど、それを含めてどうするか。

吉田所長  だから線量率見てっちゅうってんだ。

2011 年 3 月 1

 

量というか推定値を出してもらって。

６時３５分でドライウェル圧力５２０キロです。

聞こえなかった。

えつ？ ああ５００キロ？

だろ。 

５２０ 出たから、ドライウェルは。

え－と、非常に要注意な状況。放出量の評価とかそういうこと、すぐ出れるか？要は避難をする

かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。

いま計算中です。あと５分ください。

それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に

いる人でも３号機周りはちょっと難しいか。

武藤さん、武藤さん。

はいはい。 

この状況で、もうあのちょっと、何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの

社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。

了解しました。 

退避命令出します。現場にいる当社社員…。

連絡、連絡。 

＝企業の方々、一度現場からあがってこちらに避難してください。これ中央操作員もいるんです

が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。

え－と、中操の線量見て判断してください。

はい？ 

中操の線量、線量、分かる？

中操の線量ね。中操の線量、どうなってる？確認します。

えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで

すけど、それを含めてどうするか。

だから線量率見てっちゅうってんだ。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  75 / 362 

量というか推定値を出してもらって。

６時３５分でドライウェル圧力５２０キロです。

聞こえなかった。 

ああ５００キロ？ えっ？

出たから、ドライウェルは。

え－と、非常に要注意な状況。放出量の評価とかそういうこと、すぐ出れるか？要は避難をする

かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。

いま計算中です。あと５分ください。

それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に

いる人でも３号機周りはちょっと難しいか。

武藤さん、武藤さん。 

この状況で、もうあのちょっと、何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの

社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。

 

退避命令出します。現場にいる当社社員…。

＝企業の方々、一度現場からあがってこちらに避難してください。これ中央操作員もいるんです

が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。

え－と、中操の線量見て判断してください。

中操の線量、線量、分かる？ 

中操の線量ね。中操の線量、どうなってる？確認します。

えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで

すけど、それを含めてどうするか。

だから線量率見てっちゅうってんだ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容
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出たから、ドライウェルは。 
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かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに
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いる人でも３号機周りはちょっと難しいか。 
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が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。

え－と、中操の線量見て判断してください。 

 

中操の線量ね。中操の線量、どうなってる？確認します。

えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで

すけど、それを含めてどうするか。 

だから線量率見てっちゅうってんだ。 
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発言内容 

６時３５分でドライウェル圧力５２０キロです。 

どっち？ どっち？５００

え－と、非常に要注意な状況。放出量の評価とかそういうこと、すぐ出れるか？要は避難をする

かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。

それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に
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が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。

 

中操の線量ね。中操の線量、どうなってる？確認します。 
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どっち？５００ ですか？ 
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かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。

それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に

この状況で、もうあのちょっと、何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの

＝企業の方々、一度現場からあがってこちらに避難してください。これ中央操作員もいるんです

が、それどうしましょうか。それも避難したほうがいいですね。 

えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで
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え－と、非常に要注意な状況。放出量の評価とかそういうこと、すぐ出れるか？要は避難をする

かどうかというような、避難距離を拡大するかどうかというような話の判断に関わるので、とに

かくいま急いで。すぐ急いで開くという意味じゃなくて、急いでちょっと計算してもらえるかな。 

それから、安全確保の観点から、作業員の、風向きが、だから、ちょっと大熊側に……もし外に

この状況で、もうあのちょっと、何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの

＝企業の方々、一度現場からあがってこちらに避難してください。これ中央操作員もいるんです

えっと、みんなオンラインで繋がってる？保安院と官邸、繋がってるね。切らさないで。今の音

声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。あの中操退避したら、ベントができないんで
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06:45 

 

06:46 

 

 

 

 

 

 

06:47 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

発話場所不

非公開> 
 

保安班

オフサイトセ

 

武藤副社長

発話場所不

非公開> 
 

吉田所長

１F 

吉田所長

１F 

復旧班

保安班

発電班

保安班

小森常務

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  ええ。

武藤副社長  吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。

吉田所長  はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。

保安班  はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

吉田所長  ここで？

保安班  はい、ここです。

吉田所長  はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

んで、その辺を丁寧に。

武藤副社長  一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

 ピピピピピッという高いアラーム音

保安班  最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ｈ

武藤副社長  ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

 《１Ｆ

の５つの条件が成立したら実施する」との表記が映る》

吉田所長  水位がプラスになっているかよく分からない。

  でも、ドライウェルの上昇は止まっている。

吉田所長  え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。

  あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？

復旧班  ６時２０分？

保安班  中操で計ると３．５ミリ。

発電班  どこ？当直長で？

保安班  ３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

号中操で平均してパネル前付近で１５です。

小森常務  １５ｍＳｖ

保安班  １５ミリ……ｍｓｖです。
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ええ。 

吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。

はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

ここで？ 

はい、ここです。

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

んで、その辺を丁寧に。

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

ピピピピピッという高いアラーム音

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ｈ です。 

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

《１Ｆ 画面；「Ｄ／Ｗ

の５つの条件が成立したら実施する」との表記が映る》

水位がプラスになっているかよく分からない。

でも、ドライウェルの上昇は止まっている。

え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？

６時２０分？ 

中操で計ると３．５ミリ。

どこ？当直長で？

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

号中操で平均してパネル前付近で１５です。

１５ｍＳｖ ？ 

１５ミリ……ｍｓｖです。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。

はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

はい、ここです。 

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

んで、その辺を丁寧に。 

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

ピピピピピッという高いアラーム音

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

画面；「Ｄ／Ｗ ベント操作内容について」の書画が全面に映る。「Ｄ／Ｗ

の５つの条件が成立したら実施する」との表記が映る》

水位がプラスになっているかよく分からない。

でも、ドライウェルの上昇は止まっている。

え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？

中操で計ると３．５ミリ。 

どこ？当直長で？ 

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

号中操で平均してパネル前付近で１５です。

 

１５ミリ……ｍｓｖです。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。

はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

ピピピピピッという高いアラーム音 

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

ベント操作内容について」の書画が全面に映る。「Ｄ／Ｗ

の５つの条件が成立したら実施する」との表記が映る》

水位がプラスになっているかよく分からない。

でも、ドライウェルの上昇は止まっている。 

え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

号中操で平均してパネル前付近で１５です。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。

はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

ベント操作内容について」の書画が全面に映る。「Ｄ／Ｗ

の５つの条件が成立したら実施する」との表記が映る》 

水位がプラスになっているかよく分からない。 

 

え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。 

はい。●●さん、ちょっと丁寧に周りの線量測ってください。 

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。

ベント操作内容について」の書画が全面に映る。「Ｄ／Ｗ

え、そうでしょ、全然意味がないでしょ、だから、揮発性のやつだからさ。 

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

のに入れ替えたの、何時くらいだっけ？何時くらい、何分くらいかわかる？ 

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい。免対、今の部屋の線量につきましては、マックス２８マイクロＳｖ／ｈ。 

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

一応、今の緊対の２８ということであれば、そこは問題がないということだと思います。 

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ということはね、吉田さん、周りはあんまり変わっていないっていうことだよ。 

ベント操作内容について」の書画が全面に映る。「Ｄ／Ｗ ベントは下記

 

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

 

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４

 

はい。で、周りのモニタリングポストとかその辺とか周りの線量が、上昇率が非常に重要になる

 

最新のモニタリングポストのデータで、ＭＰ２番近傍、５時の値で、あっ、最新６時の値で、４

００マイクロＳｖ／ｈでございます。正門付近５時の値になりますが、６．６５マイクロＳｖ／

ベントは下記

あれさ、コンプレッサーでっかいのに入れ替えたのって何時位だっけ。コンプレッサーでっかい

３／４号中操、当直長席で３．５ミリです。昨日よりは低いです。１５です、１５です、３／４



 

時刻 
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06:49 

 

06:50 

 

 

 

 

 

 

 

06:51 

06:27 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

保安班

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

１F 

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

 

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  それは何時で？今ですか？今のデータですか、それは。

保安班  ３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

間です。

小森常務  ６時４５分位？

武藤副社長  これも昨日と変わってないですね。

小森常務  変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。

  ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

ずに５２０キロですね。

武藤副社長  吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

一回ちょっと考えませんか。

吉田所長  はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

すけども。

武藤副社長  この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

とになりますか。

復旧班  中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

側にくっつけることで、瞬時にやることができます。

武藤副社長  ＯＫ。いま、水は入ってないんですか。

吉田所長  水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。

武藤副社長  入れ続けてるわけね。

吉田所長  はい。

 補給のほうは大丈夫ですかね。

吉田所長  補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

いんですよ。

武藤副社長  そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

ができるかどうか。

吉田所長  ええ。

武藤副社長  考えられませんか。

吉田所長  もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。

2011 年 3 月 1

 

それは何時で？今ですか？今のデータですか、それは。

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

間です。 

６時４５分位？ 

これも昨日と変わってないですね。

変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

ずに５２０キロですね。

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

一回ちょっと考えませんか。

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

すけども。 

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

とになりますか。

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

側にくっつけることで、瞬時にやることができます。

ＯＫ。いま、水は入ってないんですか。

水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。

入れ続けてるわけね。

はい。 

補給のほうは大丈夫ですかね。

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

いんですよ。 

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

ができるかどうか。

ええ。 

考えられませんか。

もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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それは何時で？今ですか？今のデータですか、それは。

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

 

これも昨日と変わってないですね。

変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

ずに５２０キロですね。 

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

一回ちょっと考えませんか。 

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

とになりますか。 

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

側にくっつけることで、瞬時にやることができます。

ＯＫ。いま、水は入ってないんですか。

水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。

入れ続けてるわけね。 

補給のほうは大丈夫ですかね。

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

ができるかどうか。 

考えられませんか。 

もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

それは何時で？今ですか？今のデータですか、それは。

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

これも昨日と変わってないですね。 

変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

 

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

側にくっつけることで、瞬時にやることができます。

ＯＫ。いま、水は入ってないんですか。 

水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。

補給のほうは大丈夫ですかね。 

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

それは何時で？今ですか？今のデータですか、それは。 

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

側にくっつけることで、瞬時にやることができます。 

水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

変わってないですね。変わってないですか。ちょっと注意深く線量を見て。 

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

水は入れてますよ。あの、海水は９００Ｌ／ｍｉｎ入れてるんです。 

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

もう、いまですね、うーん……人海戦術でやってるんでですね……。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

 

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫

 

３．５については、現時点での値です。当直長席３．５ｍｓｖ／ｈにつきましては、現時点の時

ドライウェルの圧力ですけども、６時３５分、６時４０分、６時４５分、３ポイントとも変わら

吉田さん、少しここ落ち着いてるようなので、現場の作業をどうするかってことも含めて、もう

はい。ただ、あの格納容器のあれはともかくとして、１号のようなあれは、可能性は十分ありま

すので、この格納容器圧力ということは。水素の発生、そういう意味で、放射能というよりも、

そういう危険作業という意味で言えば、ヤードに人を配するというのは極めて難しいと思うんで

この、最後は、ドライウェルのベントをする作業っていうのは、今の場所から行くとどういうこ

中操の同じパネルなので、サプレッションチェンバーの大弁のコネクタを外して、ドライウェル

補給はですね、さっき聞いたところ、ギリギリ３号機だけだったらいま、レベルあると言ってた

んで、ちょっともう少ししたとき、メイキャップがですね、なくなりますから、もうすぐすると

ピットに水を運べなくなっちゃうんですよね、人がいま退避する形になると。ここも非常に難し

そこ難しいね。そこはもちろん人身安全第一なんだけども、水を確保するところは、そのー工夫
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テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  範囲内？炉圧いくらなの？

ＯＳＣ  炉圧を下げる方法として、ＭＳ

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

ん、ドレンラインのＭＯ

復旧班  どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

対できません。

ＯＳＣ  分かりました。

保安班  被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

仮想事故で１００％

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

２ｍ

Ｓｖ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

で３時間

小森常務  ２５０ｍＳｖが北のほうに行くんだよね。

保安班  そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

できていません。すいません。

小森常務  ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

武藤副社長  今の絵で２０ｋｍってどこら辺になるの？

保安班  はい、２０ｋｍ

２０ｋｍ、ギリギリ２０ｋｍ

武藤副社長  で、２０ｋｍの所はどの位の線量になるの？

保安班  ２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

武藤副社長  ２５０

保安班  ２５０ｍＳｖ／ｈ

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。

武藤副社長  うん。

小森常務  オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん

ですかね。

武藤副社長  うーん。

2011 年 3 月 1

 

範囲内？炉圧いくらなの？

炉圧を下げる方法として、ＭＳ

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

ん、ドレンラインのＭＯ

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

対できません。 

分かりました。 

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

仮想事故で１００％

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

２ｍ で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

Ｓｖ です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

で３時間以内に広がっていくっていう評価になります。

２５０ｍＳｖが北のほうに行くんだよね。

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

できていません。すいません。

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

今の絵で２０ｋｍってどこら辺になるの？

はい、２０ｋｍ 

２０ｋｍ、ギリギリ２０ｋｍ

で、２０ｋｍの所はどの位の線量になるの？

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

２５０ ミリパーアワーですか。

２５０ｍＳｖ／ｈ

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。

うん。 

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん

ですかね。 

うーん。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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範囲内？炉圧いくらなの？ 

炉圧を下げる方法として、ＭＳ

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

ん、ドレンラインのＭＯ 弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

 

 

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

仮想事故で１００％ 放出してます。したがっていまＣＡＭＳ

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

以内に広がっていくっていう評価になります。

２５０ｍＳｖが北のほうに行くんだよね。

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

できていません。すいません。

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

今の絵で２０ｋｍってどこら辺になるの？

 はですね、えっと縮尺縮尺、これが５ｋｍ

２０ｋｍ、ギリギリ２０ｋｍ の範囲位です。

で、２０ｋｍの所はどの位の線量になるの？

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

ミリパーアワーですか。

２５０ｍＳｖ／ｈ じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん
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発言内容

炉圧を下げる方法として、ＭＳ ラインのドレンラインのＭＯ

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

放出してます。したがっていまＣＡＭＳ

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

以内に広がっていくっていう評価になります。

２５０ｍＳｖが北のほうに行くんだよね。 

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

できていません。すいません。 

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

今の絵で２０ｋｍってどこら辺になるの？ 

はですね、えっと縮尺縮尺、これが５ｋｍ

の範囲位です。 

で、２０ｋｍの所はどの位の線量になるの？ 

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

ミリパーアワーですか。 

じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん
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発言内容 

ラインのドレンラインのＭＯ

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

放出してます。したがっていまＣＡＭＳ 

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

以内に広がっていくっていう評価になります。 

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

はですね、えっと縮尺縮尺、これが５ｋｍ です。ここ５ｋｍ

 

 

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん
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ラインのドレンラインのＭＯ 弁、ＦＯ０５、００６電源を仮設

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

 で２５％ ですので、それと考える

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。

です。ここ５ｋｍ

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。

じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

さらに時間が経過していくと、線量がもう少し増えていきます。 

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん
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弁、ＦＯ０５、００６電源を仮設

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

ですので、それと考える

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

ちょっと今の状況を刻々と、とりあえず話を続けてください。官邸と保安院。 

です。ここ５ｋｍ です。１ｏｋｍ、

２０ｋｍの所がえっと、これが１０００ですから２５０、２５０ｍＳｖです。 

じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん

 

弁、ＦＯ０５、００６電源を仮設

を引いて、それらを開けて復水器に圧を逃がすということは実施できないでしょうか。すいませ

弁の番号を１１０万のを言ってしまいました。番号間違えました。 

どの番号でもいいんですけど、ＭＯ弁の電源なんかまったく生きてませんし、いまドライウェル

の中、ドライウェル近傍とか原子炉建屋の中なんかは入ることも不可能ですから、そんなこと絶

被曝評価の結果、粗々ですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件、前提条件は

ですので、それと考える

ならば１／４位の値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、ヨウ素が支配的です。この

３時間後のデータですけども、３時間後で最大ポイントは北北西の風、南南西の風、南南東の風

で評価をいたしますと、最大ポイントは２．２キロ先、ちょうど敷地境界辺りで５７００ｍ

です、５７００。これの１／４だと考えると、１６００ｍＳｖになります。ヨウ素です、ヨ

ウ素。で、その後この枠が１０００ｍＳｖですので、２５０ｍＳｖ圏内がずっと相馬郡のほうま

そうです。風がちょっと舞ってるんで、風が少しデータを連続して見てますけども、東風が支配

的であるか西風が支配的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちよ、今のところ集約

です。１ｏｋｍ、

じゃなくて積算線量で２５０ｍＳｖです。で、ただし３時間ですので、この後

オフサイトセンター側ではちょっとそういう、あれですかね、判断みたいなものは、あり得るん
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発言者  

小森常務  えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

ができてるんですかね、ちょっと、そこ、よく分かんない。

保安班  保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

ニタリングカーを、モニタリングポスト４

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

ような形で確認をしたいと思います。

保安班  保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

されていません。以上です。

武藤副社長  よしよし。

武藤副社長  小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。

小森常務  保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

武藤副社長  了解。

小森常務  会長も連絡つかない？

 もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

って。

 ドライウェル圧力。

保安班  すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

  ７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

保安班  ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

ます。

小森常務  南南西、海側に向かってるから、まあ、多少ありがたい。

保安班  ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

小森常務  可能性があるわけね。

 小森さん、５３０という値は何分前ですか？

保安班  １Ｆさん、５３０という炉圧は何分前に出てますか。

  ５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。

保安班  了解です。

  あっ、炉圧？
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えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

ができてるんですかね、ちょっと、そこ、よく分かんない。

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

ニタリングカーを、モニタリングポスト４

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

ような形で確認をしたいと思います。

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

されていません。以上です。

よしよし。 

小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

了解。 

会長も連絡つかない？

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

って。 

ドライウェル圧力。

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

ます。 

南南西、海側に向かってるから、まあ、多少ありがたい。

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

可能性があるわけね。

小森さん、５３０という値は何分前ですか？

１Ｆさん、５３０という炉圧は何分前に出てますか。

５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。

了解です。 

あっ、炉圧？ ドライウェルじゃなく？
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えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

ができてるんですかね、ちょっと、そこ、よく分かんない。

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

ニタリングカーを、モニタリングポスト４

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

ような形で確認をしたいと思います。

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

されていません。以上です。 

小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

会長も連絡つかない？ 

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

ドライウェル圧力。 

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

南南西、海側に向かってるから、まあ、多少ありがたい。

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

可能性があるわけね。 

小森さん、５３０という値は何分前ですか？

１Ｆさん、５３０という炉圧は何分前に出てますか。

５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。

ドライウェルじゃなく？
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発言内容

えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

ができてるんですかね、ちょっと、そこ、よく分かんない。

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

ニタリングカーを、モニタリングポスト４ 番、ちょうど発電所の西側になります、手サーベイを

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

ような形で確認をしたいと思います。 

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

 

小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

南南西、海側に向かってるから、まあ、多少ありがたい。

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

小森さん、５３０という値は何分前ですか？ 

１Ｆさん、５３０という炉圧は何分前に出てますか。

５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。

ドライウェルじゃなく？ 失礼。ドライウェルでいいんでしょ。
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発言内容 

えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

ができてるんですかね、ちょっと、そこ、よく分かんない。 

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

番、ちょうど発電所の西側になります、手サーベイを

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

南南西、海側に向かってるから、まあ、多少ありがたい。 

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

 

１Ｆさん、５３０という炉圧は何分前に出てますか。 

５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。

失礼。ドライウェルでいいんでしょ。
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えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

 

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

番、ちょうど発電所の西側になります、手サーベイを

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカ

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

小森さん、この状況は保安院さんとか官邸とか共有してますか。 

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

５３０はですね、６時５０分と６時５５分。５分おきにとってますけどね。 

失礼。ドライウェルでいいんでしょ。
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えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

番、ちょうど発電所の西側になります、手サーベイを

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

て、当社のモニタリングカーを移動中です。放出が始まりましたら、モニタリングカー内での線

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

保安院と官邸はダイレクトで担当者が、この音、音声も含めて繋がり続けてます。 

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。

７時現在で５２０にまた戻りましたね。一時５３０まで上がってましたけど。 

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。

 

失礼。ドライウェルでいいんでしょ。 

 

えっと、その判定会とかそういうのがまあ、普通だったらあれですけど、ちょっとそういう機能

保安班より連絡します。いま敷地境界のモニタリングポストが地震以降使用できませんので、モ

番、ちょうど発電所の西側になります、手サーベイを

していた南側モニタリングポスト２番、失礼、北側モニタリングポスト２番の所は引き上げさせ

ー内での線

量を確認しながら、南側方向に移動させます。逆に退避するような形になりますが、移動させる

保安班から緊急、緊対室、この部屋の線量状況を報告します。この部屋についてるエリアモニタ

ーガンマ線の値は０．０１４マイクロＳｖで変化ありません。それから中性子についても検出を

もう交通機関がめちゃくちゃになっちゃってまして、もう皆さん随時電話してですね、来てもら

すいません。今現在のドライウェル圧力いくら位ですか。５２０から変わってないですかね。 

ここ３分程の風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いて

ただし、やや南南西ですけど、南南西の方向行くと、北のほうで女川の辺りにかかってきます。 
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小森常務

１F 
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小森常務
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技術班

情報班
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保安班

復旧班

１F 

復旧班

復旧班

吉田所長

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  ドライウェルです。ごめんなさいドライウェルです。今ので結構です。

 １Ｆさん、ＣＡＭＳの数字はどうなってますか。

  ＣＡＭＳ

０の０乗。

小森常務  いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

  数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

ダウンスケールですか。Ａ

十３１００、Ｂ系は－２７００。まあそんな具合ですかね。

高橋フェロー  いま、一３０００？

小森常務  うん。ダウンスケールと－３０００。

小森常務  ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ょっと読み上げてもらえます？

 ドライウェルの最新の値、いくつになっていますか。

  もうちょっと待ってください。出ますので。

 ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

いう位で、そんなに大きく変わっていない状況です。

技術班  技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。

情報班  炉心損傷の情報は通報したいと思います。

  最新の情報をお伝えします。７時５分、原子炉水位はＡ

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

９００。炉圧はＡ系がコンマ３２９、Ｂ

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班  保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

報告します。

復旧班  すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？

  えーと現場から引き上げちゃったから。

復旧班  今現在、９００、９０ＯＬ。

復旧班  じゃあ、あとどれ位もつの？

吉田所長  本店さん。

小森常務  はい。

2011 年 3 月 1

 

ドライウェルです。ごめんなさいドライウェルです。今ので結構です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳの数字はどうなってますか。

ＣＡＭＳ はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

０の０乗。 

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

ダウンスケールですか。Ａ

十３１００、Ｂ系は－２７００。まあそんな具合ですかね。

いま、一３０００？

うん。ダウンスケールと－３０００。

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ょっと読み上げてもらえます？

ドライウェルの最新の値、いくつになっていますか。

もうちょっと待ってください。出ますので。

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

いう位で、そんなに大きく変わっていない状況です。

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。

炉心損傷の情報は通報したいと思います。

最新の情報をお伝えします。７時５分、原子炉水位はＡ

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

９００。炉圧はＡ系がコンマ３２９、Ｂ

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

報告します。 

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？

えーと現場から引き上げちゃったから。

今現在、９００、９０ＯＬ。

じゃあ、あとどれ位もつの？

本店さん。 

はい。 
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ドライウェルです。ごめんなさいドライウェルです。今ので結構です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳの数字はどうなってますか。

はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

ダウンスケールですか。Ａ 系がダウンスケール、Ｂ

十３１００、Ｂ系は－２７００。まあそんな具合ですかね。

いま、一３０００？ 

うん。ダウンスケールと－３０００。

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ょっと読み上げてもらえます？

ドライウェルの最新の値、いくつになっていますか。

もうちょっと待ってください。出ますので。

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

いう位で、そんなに大きく変わっていない状況です。

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。

炉心損傷の情報は通報したいと思います。

最新の情報をお伝えします。７時５分、原子炉水位はＡ

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

９００。炉圧はＡ系がコンマ３２９、Ｂ

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？

えーと現場から引き上げちゃったから。

今現在、９００、９０ＯＬ。 

じゃあ、あとどれ位もつの？ 
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発言内容

ドライウェルです。ごめんなさいドライウェルです。今ので結構です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳの数字はどうなってますか。

はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

系がダウンスケール、Ｂ

十３１００、Ｂ系は－２７００。まあそんな具合ですかね。

うん。ダウンスケールと－３０００。 

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ょっと読み上げてもらえます？ 

ドライウェルの最新の値、いくつになっていますか。

もうちょっと待ってください。出ますので。 

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

いう位で、そんなに大きく変わっていない状況です。

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。

炉心損傷の情報は通報したいと思います。 

最新の情報をお伝えします。７時５分、原子炉水位はＡ

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

９００。炉圧はＡ系がコンマ３２９、Ｂ 系がコンマ３２５。ドライウェル圧力５１５

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？

えーと現場から引き上げちゃったから。 

 

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ドライウェルです。ごめんなさいドライウェルです。今ので結構です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳの数字はどうなってますか。 

はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

系がダウンスケール、Ｂ 系のほうが－３０００。５分前は、Ａ系が

十３１００、Ｂ系は－２７００。まあそんな具合ですかね。 

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ドライウェルの最新の値、いくつになっていますか。 

 

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

いう位で、そんなに大きく変わっていない状況です。 

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。

最新の情報をお伝えします。７時５分、原子炉水位はＡ 系がオーバースケール。さっき７時のと

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

系がコンマ３２５。ドライウェル圧力５１５

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？
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はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

系のほうが－３０００。５分前は、Ａ系が

 

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

合５５％。２号のＣＡＭＳのデータからは、２号は炉心損傷ない様子です。 

系がオーバースケール。さっき７時のと

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

系がコンマ３２５。ドライウェル圧力５１５

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５

保安班より連絡します。正門にいましたモニタリングカーでの測定では、６ 

Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？
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はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

系のほうが－３０００。５分前は、Ａ系が

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

 

系がオーバースケール。さっき７時のと

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

系がコンマ３２５。ドライウェル圧力５１５ キロ。あ

とＣＡＭＳ、ドライウエル側が１．６６×１０の二乗、サプチャン側が４．０５ ですね。 
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のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？

 

はですね、ドライウェル側が１．７×１０の２乗ですかね。サプチャン側が３．９×１

いま、炉水位は見えてるんですか。見えているかどうかっていうより、数値はどうですか。 

数字はもうランダムですね。例えば７時で言うと、Ａ系、Ｂ系と２つ水位計がありますが、片っ

ぽがオーバースケール、片っぽが－３０００。失礼、すいません。オーバースケールじゃなくて

系のほうが－３０００。５分前は、Ａ系が

ちょっといずれにしても、５分おき位にドライウェル圧力と水位と、炉圧と、ＣＡＭＳの値をち

ちなみにＣＡＭＳの数字から見たところで、炉心損傷の割合は２５からちょっと増えてるかって

技術班からです。１号機、３号機ではなく１号機ですけれど、ＣＡＭＳのデータから炉心損傷割

系がオーバースケール。さっき７時のと

きにダウンスケールと申し上げましたけど、オーバースケールの間違いです。Ｂ系のほうが－２

キロ。あ
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Ｓｖ／ｈでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト４番近傍で

のデータですと、６時２３分で３７、３７マイクロＳｖ／ｈ、まだ変化は確認されておりません。

風下側にいますモニタリングポスト２番近傍のデータはまだ手に入っておりません。入りしだい

すいません。現在なんですけれど、水の注入のほうは、水槽のほうは満ちているんでしたっけ？ 
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１Ｆ 

１Ｆ 
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発言者  

吉田所長  今の給水の話はですね、監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて、３号機だけ９０ＯＬ

／ｍｉｎか、仕掛けて帰ってきてますから、当然のことながら２号、１号のほうにいっていない

という条件、状況、それからピットのですね、水位は今までメイキャップしてたわけですよ、ピ

ストン輸送でですね。これも、もう危険なんで、ちょっと引き上げさせてるんで、そうなるとも

う、ここはもう３号は引いてくとメイキャップないという状態がいま、ならざるを得ないんです

よ。大量なメイキャップはですね、いま、できない状態というのが現状です。

復旧班  【電話】ピストン輸送のメイキャップをしていたんですが、引きあげてしまっているので、新た

なメイキャップがない状態だそうです。

官庁連絡班  なんか、散水とかできないですか。

保安班  保安班から続報です。先ほどのデータ、３時間後のデータを示しましたけど、今度２４時間後の

データをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風のほうがどっちかって

いうと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、

ここ、この辺りが２０ｋｍの境界線です。それに対しましてヨウ素での最大エリアがこの位のエ

リアでもう収まります。ですから２０ｋｍちょっと先の所まで線的には２５０ｍＳｖを超えるエ

リアが広がっています。

復旧班  なんとかメイキャップを

らないでしょうか。

吉田所長  それは分かってますが、作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。

武藤副社長  もう少しその、プラントのパラメータと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。

  ７時１０分のデータを報告します。原子炉水位Ａ系はオーバースケール、Ｂ系は－２７００。炉

圧はＡ系がコンマ３２１、Ｂ

ドライウェル側が１．６５×１０２。サブチャン側が４．００です。

高橋フェロー  どん位水があるかってのは分かんない？

小森常務  いや、分かんない。＝。もうちよい大丈夫ですけどね

武藤副社長  ドライウェルの圧力は変わっていないということで、いいですか。

小森常務  まぁ変わっていない。

  ドライウェル圧力は、６時５５分というか、７時頃を境に下降に転じてますね。５分ごとに５キ

ロ位下がっています、わずかですが。

保安班  保安班よりこの部屋の環境について報告します。１０分現在、先ほどと値は変化ありません。中

性子検出されず。ガンマも０．０１５で、変化ありません。以上です。

吉田所長  これね、だけどあれでしょ。

復旧班  復旧班より、ヤードにいた２１名社員全員退避しました。

復旧班  すいません。現状の３号の炉水位、分かりますか。

  すいません。７時１５分データ出ました。

  本部、本部、本店、よろしいですか。７時１５分のデータ出たんですけども、ドライウェル圧力

最大６時５５分で５３０キロがいま、５０５。炉水位もですね、だいぶ、あの一上昇に転じて、

炉圧も下がってきてますので、一番最悪な状態っていうか、一度何らかの原因で蒸気がプァーッ

と増えて、炉圧が上がってきてドライウェル圧力が上がってという状況は、もうピークは超えた
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今の給水の話はですね、監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて、３号機だけ９０ＯＬ

／ｍｉｎか、仕掛けて帰ってきてますから、当然のことながら２号、１号のほうにいっていない

という条件、状況、それからピットのですね、水位は今までメイキャップしてたわけですよ、ピ

ストン輸送でですね。これも、もう危険なんで、ちょっと引き上げさせてるんで、そうなるとも

う、ここはもう３号は引いてくとメイキャップないという状態がいま、ならざるを得ないんです

よ。大量なメイキャップはですね、いま、できない状態というのが現状です。

【電話】ピストン輸送のメイキャップをしていたんですが、引きあげてしまっているので、新た

なメイキャップがない状態だそうです。

なんか、散水とかできないですか。

保安班から続報です。先ほどのデータ、３時間後のデータを示しましたけど、今度２４時間後の

データをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風のほうがどっちかって

いうと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、

ここ、この辺りが２０ｋｍの境界線です。それに対しましてヨウ素での最大エリアがこの位のエ

リアでもう収まります。ですから２０ｋｍちょっと先の所まで線的には２５０ｍＳｖを超えるエ

リアが広がっています。

なんとかメイキャップを

らないでしょうか。

それは分かってますが、作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。

もう少しその、プラントのパラメータと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。

７時１０分のデータを報告します。原子炉水位Ａ系はオーバースケール、Ｂ系は－２７００。炉

圧はＡ系がコンマ３２１、Ｂ

ドライウェル側が１．６５×１０２。サブチャン側が４．００です。

どん位水があるかってのは分かんない？

いや、分かんない。＝。もうちよい大丈夫ですけどね

ドライウェルの圧力は変わっていないということで、いいですか。

まぁ変わっていない。

ドライウェル圧力は、６時５５分というか、７時頃を境に下降に転じてますね。５分ごとに５キ

ロ位下がっています、わずかですが。

保安班よりこの部屋の環境について報告します。１０分現在、先ほどと値は変化ありません。中

性子検出されず。ガンマも０．０１５で、変化ありません。以上です。

これね、だけどあれでしょ。

復旧班より、ヤードにいた２１名社員全員退避しました。

すいません。現状の３号の炉水位、分かりますか。

すいません。７時１５分データ出ました。

本部、本部、本店、よろしいですか。７時１５分のデータ出たんですけども、ドライウェル圧力

最大６時５５分で５３０キロがいま、５０５。炉水位もですね、だいぶ、あの一上昇に転じて、

炉圧も下がってきてますので、一番最悪な状態っていうか、一度何らかの原因で蒸気がプァーッ

と増えて、炉圧が上がってきてドライウェル圧力が上がってという状況は、もうピークは超えた

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  81 / 362 

今の給水の話はですね、監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて、３号機だけ９０ＯＬ

／ｍｉｎか、仕掛けて帰ってきてますから、当然のことながら２号、１号のほうにいっていない

という条件、状況、それからピットのですね、水位は今までメイキャップしてたわけですよ、ピ

ストン輸送でですね。これも、もう危険なんで、ちょっと引き上げさせてるんで、そうなるとも

う、ここはもう３号は引いてくとメイキャップないという状態がいま、ならざるを得ないんです

よ。大量なメイキャップはですね、いま、できない状態というのが現状です。

【電話】ピストン輸送のメイキャップをしていたんですが、引きあげてしまっているので、新た

なメイキャップがない状態だそうです。

なんか、散水とかできないですか。

保安班から続報です。先ほどのデータ、３時間後のデータを示しましたけど、今度２４時間後の

データをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風のほうがどっちかって

いうと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、

ここ、この辺りが２０ｋｍの境界線です。それに対しましてヨウ素での最大エリアがこの位のエ

リアでもう収まります。ですから２０ｋｍちょっと先の所まで線的には２５０ｍＳｖを超えるエ

リアが広がっています。 

なんとかメイキャップを戻すことを急がないと、落ち着いてきたけど、替えがないってことにな

らないでしょうか。 

それは分かってますが、作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。

もう少しその、プラントのパラメータと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。

７時１０分のデータを報告します。原子炉水位Ａ系はオーバースケール、Ｂ系は－２７００。炉

圧はＡ系がコンマ３２１、Ｂ 系はコンマ３２５。ドライウェル圧力、５１０

ドライウェル側が１．６５×１０２。サブチャン側が４．００です。

どん位水があるかってのは分かんない？

いや、分かんない。＝。もうちよい大丈夫ですけどね

ドライウェルの圧力は変わっていないということで、いいですか。

まぁ変わっていない。 

ドライウェル圧力は、６時５５分というか、７時頃を境に下降に転じてますね。５分ごとに５キ

ロ位下がっています、わずかですが。

保安班よりこの部屋の環境について報告します。１０分現在、先ほどと値は変化ありません。中

性子検出されず。ガンマも０．０１５で、変化ありません。以上です。

これね、だけどあれでしょ。 

復旧班より、ヤードにいた２１名社員全員退避しました。

すいません。現状の３号の炉水位、分かりますか。

すいません。７時１５分データ出ました。

本部、本部、本店、よろしいですか。７時１５分のデータ出たんですけども、ドライウェル圧力

最大６時５５分で５３０キロがいま、５０５。炉水位もですね、だいぶ、あの一上昇に転じて、

炉圧も下がってきてますので、一番最悪な状態っていうか、一度何らかの原因で蒸気がプァーッ

と増えて、炉圧が上がってきてドライウェル圧力が上がってという状況は、もうピークは超えた

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

今の給水の話はですね、監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて、３号機だけ９０ＯＬ

／ｍｉｎか、仕掛けて帰ってきてますから、当然のことながら２号、１号のほうにいっていない

という条件、状況、それからピットのですね、水位は今までメイキャップしてたわけですよ、ピ

ストン輸送でですね。これも、もう危険なんで、ちょっと引き上げさせてるんで、そうなるとも

う、ここはもう３号は引いてくとメイキャップないという状態がいま、ならざるを得ないんです

よ。大量なメイキャップはですね、いま、できない状態というのが現状です。

【電話】ピストン輸送のメイキャップをしていたんですが、引きあげてしまっているので、新た

なメイキャップがない状態だそうです。 

なんか、散水とかできないですか。 

保安班から続報です。先ほどのデータ、３時間後のデータを示しましたけど、今度２４時間後の

データをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風のほうがどっちかって

いうと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、

ここ、この辺りが２０ｋｍの境界線です。それに対しましてヨウ素での最大エリアがこの位のエ

リアでもう収まります。ですから２０ｋｍちょっと先の所まで線的には２５０ｍＳｖを超えるエ

戻すことを急がないと、落ち着いてきたけど、替えがないってことにな

それは分かってますが、作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。

もう少しその、プラントのパラメータと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。

７時１０分のデータを報告します。原子炉水位Ａ系はオーバースケール、Ｂ系は－２７００。炉

系はコンマ３２５。ドライウェル圧力、５１０

ドライウェル側が１．６５×１０２。サブチャン側が４．００です。

どん位水があるかってのは分かんない？ 

いや、分かんない。＝。もうちよい大丈夫ですけどね

ドライウェルの圧力は変わっていないということで、いいですか。

ドライウェル圧力は、６時５５分というか、７時頃を境に下降に転じてますね。５分ごとに５キ

ロ位下がっています、わずかですが。 

保安班よりこの部屋の環境について報告します。１０分現在、先ほどと値は変化ありません。中

性子検出されず。ガンマも０．０１５で、変化ありません。以上です。
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と増えて、炉圧が上がってきてドライウェル圧力が上がってという状況は、もうピークは超えた
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よ。大量なメイキャップはですね、いま、できない状態というのが現状です。 

【電話】ピストン輸送のメイキャップをしていたんですが、引きあげてしまっているので、新た
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データをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風のほうがどっちかって

いうと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、

ここ、この辺りが２０ｋｍの境界線です。それに対しましてヨウ素での最大エリアがこの位のエ

リアでもう収まります。ですから２０ｋｍちょっと先の所まで線的には２５０ｍＳｖを超えるエ

戻すことを急がないと、落ち着いてきたけど、替えがないってことにな
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発言者  

と思われますけれども、他の皆さんも意見がありましたら、どうぞ。

高橋フェロー  厳しいのはよく分かるんだけど、落ち着いてきたところで、何とか水を供給できる手段ないです

かね。

  ですから、今後はとりあえず、落ち着いてきたかに見えますんで、今度は供給側のほうをどうに

かしたほうがいいと思いますけど。

高橋フェロー  ええ。

 すいません。１Ｆ

  じゃあ、すいません。上から読み上げます。燃料水位、Ａ十１０００、Ｂ

炉圧Ａ

チェンバー圧力４９０。ＣＡＭＳ

が４．１

 ありがとうございます。

高橋フェロー  あれ、１Ｆ

  いまちょっと電話中ですね。

高橋フェロー  あっ、そう。

  ●●電話されていると思います

高橋フェロー  あのードライウェルの圧力が落ち着いたところで、水をピットに持って行けないかな？

  そうですね、そこでの判断だと思います。いま、ちょっと引き上げてきちゃってるんで、再開す

るって話と、１号と２号につっこむラインをまだ整えてないので、それをいつ再開するかつてこ

とだと思います。

高橋フェロー  いま、あの……。

武藤副社長  高橋さんね、ドライウェルの圧力落ち着いて下がりつつあるということなので、もうあと１０分

かそこいら１５分みて、もう一回その作業を始めるかどうか、確かめられるかどうかという判断

だと思いますけど。

高橋フェロー  分かりました。

武藤副社長  それから部屋の環境、それから周辺の環境、モニタリングポストなど、値、とくに変化がないと

いうことだと思うので。

高橋フェロー  あれ、なかなか難しいとこだと思うんだけど、水はあとどの位供給できそうっていうのは何とな

く分からない？

  え一つとね、その、ビットの分量は十分にあるんですけど、ビットのどれ位の深さまでの水を吸

い上げれるかよく分からないんで。

高橋フェロー  なるほど、なるほど。

  そんな状況です。

高橋フェロー  あれ、消防車はもう、どっかでもう水満杯にしておいてさっと行ってビットにぶちまけるって、
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い上げれるかよく分からないんで。

なるほど、なるほど。

そんな状況です。
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と思われますけれども、他の皆さんも意見がありましたら、どうぞ。

厳しいのはよく分かるんだけど、落ち着いてきたところで、何とか水を供給できる手段ないです

ですから、今後はとりあえず、落ち着いてきたかに見えますんで、今度は供給側のほうをどうに

かしたほうがいいと思いますけど。

すいません。１Ｆ さん、７時１５分の値をですね、同じように全部教えてもらえませんか。

じゃあ、すいません。上から読み上げます。燃料水位、Ａ十１０００、Ｂ
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そうですね、そこでの判断だと思います。いま、ちょっと引き上げてきちゃってるんで、再開す

るって話と、１号と２号につっこむラインをまだ整えてないので、それをいつ再開するかつてこ

とだと思います。 

いま、あの……。 

高橋さんね、ドライウェルの圧力落ち着いて下がりつつあるということなので、もうあと１０分

かそこいら１５分みて、もう一回その作業を始めるかどうか、確かめられるかどうかという判断

だと思いますけど。 
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保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

そんなことの準備は？消防車、いまどっかで水を入れておくわけにはいかないの？

  消防車に水入れ、ぶちま、ぶちまけるんですか。

高橋フェロー  タンクに入らないの？

  あの、水をですか。

高橋フェロー  うん。それで一斉にビットにもぶちまけて戻ってくるってわけには、そういうのだめ？

  ああ、そういうふうにはいかないみたいですね、ピストンでしか。

高橋フェロー  ああ、ピストンで。

  ええ。

  ピストンで戻るより他ないんだよね。うん。

  すいません。７時２０分のデータ、読み上げをします。すいません。７時２０分のデータ、読み

上げをします。燃料水位Ａ系がですね、十２０００、Ｂ系が－１６００。それから炉圧、コンマ

３１５、あとＡ

それぞれ５００、４８０でゆっくり下がっている傾向、変化ありません。ＣＡＭＳ、ドライウェ

ル、サぷチャンがですね、それぞれ１．６４×１０

っくり下がっている傾向には変化ありません。《ピー音》。

武藤副社長  環境モニタリングは？あとですね。

復旧班  すいません。役所にいる●●さんからの報告では、早く給水の手段を回復しないと、せっかくな

のに間に合わなくなるんじゃないかと心配しています。

高橋フェロー  しょうがないから、ワーッと行ってさ放出して＝＝。

 オフサイトセンターは、自衛隊が嫌だって言って＝給水してやってもらわないと＝。

技術班  技術班からですが、３号機、炉心損傷の割合ですけれども、７時１０分のデータで、３０％。

  ２５％

 ２Ｆに、いま、消防車が何台あるかで。

高橋フェロー  あれ、昨日４

 ２Ｆになければ、もう２Ｆ

高橋フェロー  消防車。

 給水●●。

高橋フェロー  ああ、ああ。そういうことか。今の２０

 オフサイト。

保安班  えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。
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えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

そんなことの準備は？消防車、いまどっかで水を入れておくわけにはいかないの？

消防車に水入れ、ぶちま、ぶちまけるんですか。 

うん。それで一斉にビットにもぶちまけて戻ってくるってわけには、そういうのだめ？

ああ、そういうふうにはいかないみたいですね、ピストンでしか。

 

すいません。７時２０分のデータ、読み上げをします。すいません。７時２０分のデータ、読み

上げをします。燃料水位Ａ系がですね、十２０００、Ｂ系が－１６００。それから炉圧、コンマ

系コンマ３１５、Ｂ系コンマ３１７。ドライウェル、サブレッションチェンバー、

それぞれ５００、４８０でゆっくり下がっている傾向、変化ありません。ＣＡＭＳ、ドライウェ

ル、サぷチャンがですね、それぞれ１．６４×１０ 二乗。、４．４４×１０

っくり下がっている傾向には変化ありません。《ピー音》。 

すいません。役所にいる●●さんからの報告では、早く給水の手段を回復しないと、せっかくな

のに間に合わなくなるんじゃないかと心配しています。 

しょうがないから、ワーッと行ってさ放出して＝＝。 

オフサイトセンターは、自衛隊が嫌だって言って＝給水してやってもらわないと＝。

技術班からですが、３号機、炉心損傷の割合ですけれども、７時１０分のデータで、３０％。

から持ってったじゃない。 

台ってのはどこにあるの？

えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

そんなことの準備は？消防車、いまどっかで水を入れておくわけにはいかないの？

うん。それで一斉にビットにもぶちまけて戻ってくるってわけには、そういうのだめ？

ああ、そういうふうにはいかないみたいですね、ピストンでしか。 

すいません。７時２０分のデータ、読み上げをします。すいません。７時２０分のデータ、読み

上げをします。燃料水位Ａ系がですね、十２０００、Ｂ系が－１６００。それから炉圧、コンマ

系コンマ３１５、Ｂ系コンマ３１７。ドライウェル、サブレッションチェンバー、

それぞれ５００、４８０でゆっくり下がっている傾向、変化ありません。ＣＡＭＳ、ドライウェ

二乗。、４．４４×１０

 

すいません。役所にいる●●さんからの報告では、早く給水の手段を回復しないと、せっかくな

オフサイトセンターは、自衛隊が嫌だって言って＝給水してやってもらわないと＝。

技術班からですが、３号機、炉心損傷の割合ですけれども、７時１０分のデータで、３０％。

台ってのはどこにあるの？ 

えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

そんなことの準備は？消防車、いまどっかで水を入れておくわけにはいかないの？ 

うん。それで一斉にビットにもぶちまけて戻ってくるってわけには、そういうのだめ？ 

すいません。７時２０分のデータ、読み上げをします。すいません。７時２０分のデータ、読み

上げをします。燃料水位Ａ系がですね、十２０００、Ｂ系が－１６００。それから炉圧、コンマ

系コンマ３１５、Ｂ系コンマ３１７。ドライウェル、サブレッションチェンバー、

それぞれ５００、４８０でゆっくり下がっている傾向、変化ありません。ＣＡＭＳ、ドライウェ

二乗。、４．４４×１０ の０乗です。ゆ

すいません。役所にいる●●さんからの報告では、早く給水の手段を回復しないと、せっかくな

オフサイトセンターは、自衛隊が嫌だって言って＝給水してやってもらわないと＝。 

技術班からですが、３号機、炉心損傷の割合ですけれども、７時１０分のデータで、３０％。

えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。

 

すいません。７時２０分のデータ、読み上げをします。すいません。７時２０分のデータ、読み

上げをします。燃料水位Ａ系がですね、十２０００、Ｂ系が－１６００。それから炉圧、コンマ

系コンマ３１５、Ｂ系コンマ３１７。ドライウェル、サブレッションチェンバー、

それぞれ５００、４８０でゆっくり下がっている傾向、変化ありません。ＣＡＭＳ、ドライウェ

の０乗です。ゆ

すいません。役所にいる●●さんからの報告では、早く給水の手段を回復しないと、せっかくな

技術班からですが、３号機、炉心損傷の割合ですけれども、７時１０分のデータで、３０％。 

えー保安班より連絡します。３／４号中操の線量は、３．５ｍｓｖ／ｈで変化ありません。 
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東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

<発話場所不

明/非公開

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

高橋フェロー

 

 

発話場所不

非公開> 
 

復旧班

 

 

 

 

 

 

復旧班

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

 うん、＠＠＠もヤバいんですけど、＝電話出ないので。

高橋フェロー  じゃあ、えっと。

 予断が持てない＝。やる可能性が＝。

 ＝

 《本店画面：高橋フェローが携帯で電話》

復旧班  消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

 ああ、そういうこと？

 帰ってきて、取ろうかあと思ったら－－。

 あれ、そんなに

 ００ってさ、後輩でしょ、やっぱり。

 社長か、なんかが言うしか－。ただの広報ですもんね。

 コンビニ行ってねぇだろ。

復旧班  すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

ビットに水を入れるという方法はないでしょうか。１Ｆ

武藤副社長  吉田さん、聞こえる？

  保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

す。

武藤副社長  吉田さん、聞こえるかい。

吉田所長  はい、第一、吉田です。

武藤副社長  聞こえますか。

吉田所長  はい、聞こえます。

武藤副社長  ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

ですか。

吉田所長  はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

武藤副社長  了解しました。水が－番大事だと思いますので。

2011 年 3 月 1

 

うん、＠＠＠もヤバいんですけど、＝電話出ないので。

じゃあ、えっと。

予断が持てない＝。やる可能性が＝。

＝ 間に合ったからよかったけど、買いに行けって＝。

《本店画面：高橋フェローが携帯で電話》

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

ああ、そういうこと？

帰ってきて、取ろうかあと思ったら－－。

あれ、そんなに,

００ってさ、後輩でしょ、やっぱり。

社長か、なんかが言うしか－。ただの広報ですもんね。

コンビニ行ってねぇだろ。

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

ビットに水を入れるという方法はないでしょうか。１Ｆ

吉田さん、聞こえる？

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

す。 

吉田さん、聞こえるかい。

はい、第一、吉田です。

聞こえますか。 

はい、聞こえます。

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

ですか。 

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

了解しました。水が－番大事だと思いますので。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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うん、＠＠＠もヤバいんですけど、＝電話出ないので。

じゃあ、えっと。 

予断が持てない＝。やる可能性が＝。

間に合ったからよかったけど、買いに行けって＝。

《本店画面：高橋フェローが携帯で電話》

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

ああ、そういうこと？ 

帰ってきて、取ろうかあと思ったら－－。

,使いにくいじやん。

００ってさ、後輩でしょ、やっぱり。

社長か、なんかが言うしか－。ただの広報ですもんね。

コンビニ行ってねぇだろ。 

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

ビットに水を入れるという方法はないでしょうか。１Ｆ

吉田さん、聞こえる？ 

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

吉田さん、聞こえるかい。 

はい、第一、吉田です。 

 

はい、聞こえます。 

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

了解しました。水が－番大事だと思いますので。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

うん、＠＠＠もヤバいんですけど、＝電話出ないので。

予断が持てない＝。やる可能性が＝。 

間に合ったからよかったけど、買いに行けって＝。

《本店画面：高橋フェローが携帯で電話》 

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

帰ってきて、取ろうかあと思ったら－－。 

使いにくいじやん。 

００ってさ、後輩でしょ、やっぱり。 

社長か、なんかが言うしか－。ただの広報ですもんね。

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

ビットに水を入れるという方法はないでしょうか。１Ｆ

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

了解しました。水が－番大事だと思いますので。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

うん、＠＠＠もヤバいんですけど、＝電話出ないので。 

間に合ったからよかったけど、買いに行けって＝。 

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

社長か、なんかが言うしか－。ただの広報ですもんね。 

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

ビットに水を入れるという方法はないでしょうか。１Ｆ で聞こえてますか。●●、●●、●●。

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

了解しました。水が－番大事だと思いますので。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

で聞こえてますか。●●、●●、●●。

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

消防車を海のそばに降ろして、吐出側で水を入れるということはできないでしょうか？ 

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

で聞こえてますか。●●、●●、●●。

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、

ビットの水の補給でございますから、これをいま、あー再開しようと思っております。 

 

すみません、ピットへの給水方法についてですけれども。１Ｆさん、ピットへの給水方法ですが、

もし小さな消防車でもあれば、海の近くに降ろして、サクションが確保できる状態で、吐出側で

で聞こえてますか。●●、●●、●●。 

保安班より、所内の環境状況を報告します。先ほどと変化ありません。中性子なしです。以上で

ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータ等、それから、あと環境

放射能も落ち着いていると思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかが

はい。あの上がってきて、今後できることを検討しておりましてですね、一番重要なのはあの、



 

時刻 
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07:28 

 

 

 

 

 

07:29 

 

 

 

 

 

 

 

07:30 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

吉田所長

小森常務

吉田所長

 

小森常務

情報班

吉田所長

小森常務

高橋フェロー

小森常務

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  それではちょっと、ゴーを掛けたいと思います。

武藤副社長  はい、お願いします。

高橋フェロー  よろしくお願いします。

武藤副社長  それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

思いますけども、スタンバッておいてください。

ＯＳＣ  ベントは何で閉まっているんだっけ？

  ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

吉田所長  はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

て。

小森常務  社長、会長に話しました。

吉田所長  で、操作はバルブだけ？

ラインナップと操作を明確にしてほしいんですけどね。

 ２Ｆサプチャンクールリング入りました。

小森常務  ２Ｆ

情報班  情報班です。炉心損傷割合が、３号の炉心損傷割合が３０％

いと思います。

吉田所長  はい、通報してください。

小森常務  ちょっと上がった。

高橋フェロー  さっき、５０

小森常務  それは１号機じゃないですか。５５って。

吉田所長  すいません、本店さん。

小森常務  はい、本店。

吉田所長  １Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。

小森常務  はい。

武藤副社長  はい。いま、炉圧いくらなんでしたっけ？

吉田所長  ２０００ｔ。
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それではちょっと、ゴーを掛けたいと思います。

はい、お願いします。

よろしくお願いします。

それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

思いますけども、スタンバッておいてください。

ベントは何で閉まっているんだっけ？

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

て。 

社長、会長に話しました。

で、操作はバルブだけ？

ラインナップと操作を明確にしてほしいんですけどね。

２Ｆサプチャンクールリング入りました。

２Ｆ にもサプチャンクール入った？いいな。

情報班です。炉心損傷割合が、３号の炉心損傷割合が３０％

いと思います。 

はい、通報してください。

ちょっと上がった。

さっき、５０ っていうのは？

それは１号機じゃないですか。５５って。

すいません、本店さん。

はい、本店。 

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。

はい。 

はい。いま、炉圧いくらなんでしたっけ？

２０００ｔ。 
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それではちょっと、ゴーを掛けたいと思います。

はい、お願いします。 

よろしくお願いします。 

それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

思いますけども、スタンバッておいてください。

ベントは何で閉まっているんだっけ？

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

社長、会長に話しました。 

で、操作はバルブだけ？ そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

ラインナップと操作を明確にしてほしいんですけどね。

２Ｆサプチャンクールリング入りました。

にもサプチャンクール入った？いいな。

情報班です。炉心損傷割合が、３号の炉心損傷割合が３０％

 

はい、通報してください。 

ちょっと上がった。 

っていうのは？ 

それは１号機じゃないですか。５５って。

すいません、本店さん。 

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。

はい。いま、炉圧いくらなんでしたっけ？
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発言内容

それではちょっと、ゴーを掛けたいと思います。

それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

思いますけども、スタンバッておいてください。

ベントは何で閉まっているんだっけ？ 

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

ラインナップと操作を明確にしてほしいんですけどね。

２Ｆサプチャンクールリング入りました。 

にもサプチャンクール入った？いいな。 

情報班です。炉心損傷割合が、３号の炉心損傷割合が３０％

 

それは１号機じゃないですか。５５って。 

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。

はい。いま、炉圧いくらなんでしたっけ？ 
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発言内容 

それではちょっと、ゴーを掛けたいと思います。 

それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

思いますけども、スタンバッておいてください。 

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

ラインナップと操作を明確にしてほしいんですけどね。 

 

情報班です。炉心損傷割合が、３号の炉心損傷割合が３０％ になりましたので、その旨通報した

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。
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それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

になりましたので、その旨通報した

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。
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それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

ええ、あの、再注入するときに、ホウ酸をつっ込んだほうがいいと思います。 

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

になりましたので、その旨通報した

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。

 

それからあと、ベントの準備も引き続き、これは中操の中でできるということなので問題ないと

はい。あれ、福島第一です。福島第一です。じゃあ、まず、ろ過水に、あれつけて、ホウ酸入れ

そうそうそうそう。だから、ろ過水タンクで、逆洗ビットに使うための

になりましたので、その旨通報した

１Ｆ吉田です。いま、武藤さんと話したみたいに、お水のメイキャップします。それで、まずは

ですね、ろ過水タンクが２０００ｔ残ってます。これを逆洗ピットに入れるという操作をまずし

ます。そうしますと、水源が２０００ｔありますので、あのー３プラント、１号機も含めて、あ

のー十分な流量があると思っておりますので、時間的にも。ほんで、それをしたいと思ってます。 
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場所 発言者
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武藤副社長
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１Ｆ 
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武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

技術班

小森常務

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  いやいや、量はね。原子炉圧力。

  ７時２５分のデータで、７時３０分がいくらですか。

  コンマ３１５

武藤副社長  聞こえない。

吉田所長  ２０００ｔ、２０００ｔ。ろ過水２０００ｔ。

武藤副社長  いや……。

  ７

吉田所長  あっ、炉圧？

武藤副社長  炉圧。

吉田所長  ３号の炉圧、いくら？

  はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９

武藤副社長  ３キロね。

吉田所長  で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

武藤副社長  だから、水入ってるってことだね？

復旧班  あれ？

吉田所長  現時点でも入ってると思うんですけども。

小森常務  いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。

吉田所長  はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。

小森常務  ホウ酸入れる。はい。

技術班  ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

の、下げ止まったように見える状況にあります。

小森常務  えっと、ＣＡＭＳの値は、値は変わってませんか。

技術班  ＣＡＭＳの値は大きく変化ございません。
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いやいや、量はね。原子炉圧力。

７時２５分のデータで、７時３０分がいくらですか。

コンマ３１５ 

聞こえない。 

２０００ｔ、２０００ｔ。ろ過水２０００ｔ。

いや……。 

７ 時３０分のデータで。

あっ、炉圧？ 

炉圧。 

３号の炉圧、いくら？

はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９

３キロね。 

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

だから、水入ってるってことだね？

あれ？ 

現時点でも入ってると思うんですけども。

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。

はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。

ホウ酸入れる。はい。

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

の、下げ止まったように見える状況にあります。

えっと、ＣＡＭＳの値は、値は変わってませんか。

ＣＡＭＳの値は大きく変化ございません。
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いやいや、量はね。原子炉圧力。

７時２５分のデータで、７時３０分がいくらですか。

２０００ｔ、２０００ｔ。ろ過水２０００ｔ。

時３０分のデータで。 

３号の炉圧、いくら？ 

はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

だから、水入ってるってことだね？

現時点でも入ってると思うんですけども。

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。

はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。

ホウ酸入れる。はい。 

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

の、下げ止まったように見える状況にあります。

えっと、ＣＡＭＳの値は、値は変わってませんか。

ＣＡＭＳの値は大きく変化ございません。
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発言内容

いやいや、量はね。原子炉圧力。 

７時２５分のデータで、７時３０分がいくらですか。

２０００ｔ、２０００ｔ。ろ過水２０００ｔ。

はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

だから、水入ってるってことだね？ 

現時点でも入ってると思うんですけども。 

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。

はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

の、下げ止まったように見える状況にあります。

えっと、ＣＡＭＳの値は、値は変わってませんか。

ＣＡＭＳの値は大きく変化ございません。 
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発言内容 

７時２５分のデータで、７時３０分がいくらですか。 

２０００ｔ、２０００ｔ。ろ過水２０００ｔ。 

はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。

はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

の、下げ止まったように見える状況にあります。 

えっと、ＣＡＭＳの値は、値は変わってませんか。 
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はい。Ａ系が７時３０分現在、コンマ３１５、Ｂ系がコンマ３１９ です。 

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

方法を考えていくというので、進めていただければと思います。 

はい、大至急やります。で、ろ過水に－応念のため、ホウ酸入れます。 

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ
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で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ

 

で、あのポンプの吐出圧、海水ポンプの吐出、コンマ５位ですから、一応入れます、これで。 

いずれにしても、ろ過水の２０００ｔは非常に貴重な水源ですし、近い場所なのでなんとか移送

ちょっとお知らせ。少しドライウェル圧力の下がりがですね、少し遅くなってきているように見

えます。５分間で５ｋｐａ位落ちてたんですけども、７時２０分、２５分、３０分と５００が継

続してます。サプチャンのほうも同様に４８０は継続してます。そこであの、ちょっと一見、あ
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07:33 

 

 

07:34 

 

 

 

 

 

 

 

07:35 

 

07:36 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

資材班

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

技術班

１Ｆ 

小森常務

１Ｆ 

小森常務

高橋フェロー

小森常務

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

 

１Ｆ 

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  変化なし。はい。

資材班  一応参考情報として、資材班ですが、所内に１８００Ｌ

高橋フェロー  武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

り３号を急ぐべき？１号？両方でいければいいんだけど。

武藤副社長  １号、ＣＡＭＳのデータあるの？

小森常務  先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

技術班  １号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。

  あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

思います。３号には作業量を注入すればいいと思います。

小森常務  ３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

いと思いますけど。

  １Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

ま始めます。

小森常務  よろしくお願いします。

高橋フェロー  ２号ってどうしたんだっけ。もう入れた？

小森常務  入れてない。２号のラインはできてますけども。ピット

吉田所長  おれ、現場に行く人に挨拶してくるからな。

武藤副社長  高橋さん。やっぱ、そういうことだな。

高橋フェロー  いま、小森さん言ったように、３号ね。

武藤副社長  まずは３号機だね。

高橋フェロー  はい、了解。

 １Ｆ

のようなことをお考えでしょう。

  ●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。

 いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

わないと思うんですけど。追加で何かできないでしょうか？

2011 年 3 月 1

 

変化なし。はい。

一応参考情報として、資材班ですが、所内に１８００Ｌ

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

り３号を急ぐべき？１号？両方でいければいいんだけど。

１号、ＣＡＭＳのデータあるの？

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

１号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

思います。３号には作業量を注入すればいいと思います。

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

いと思いますけど。

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

ま始めます。 

よろしくお願いします。

２号ってどうしたんだっけ。もう入れた？

入れてない。２号のラインはできてますけども。ピット

おれ、現場に行く人に挨拶してくるからな。

高橋さん。やっぱ、そういうことだな。

いま、小森さん言ったように、３号ね。

まずは３号機だね。

はい、了解。 

１Ｆ 吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

のようなことをお考えでしょう。

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

わないと思うんですけど。追加で何かできないでしょうか？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  87 / 362 

変化なし。はい。 

一応参考情報として、資材班ですが、所内に１８００Ｌ

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

り３号を急ぐべき？１号？両方でいければいいんだけど。

１号、ＣＡＭＳのデータあるの？

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

１号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

思います。３号には作業量を注入すればいいと思います。

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

いと思いますけど。 

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

よろしくお願いします。 

２号ってどうしたんだっけ。もう入れた？

入れてない。２号のラインはできてますけども。ピット

おれ、現場に行く人に挨拶してくるからな。

高橋さん。やっぱ、そういうことだな。

いま、小森さん言ったように、３号ね。

まずは３号機だね。 

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

のようなことをお考えでしょう。

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

わないと思うんですけど。追加で何かできないでしょうか？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

一応参考情報として、資材班ですが、所内に１８００Ｌ

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

り３号を急ぐべき？１号？両方でいければいいんだけど。

１号、ＣＡＭＳのデータあるの？ 

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

１号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

思います。３号には作業量を注入すればいいと思います。

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

２号ってどうしたんだっけ。もう入れた？ 

入れてない。２号のラインはできてますけども。ピット

おれ、現場に行く人に挨拶してくるからな。 

高橋さん。やっぱ、そういうことだな。 

いま、小森さん言ったように、３号ね。 

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

のようなことをお考えでしょう。 

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

わないと思うんですけど。追加で何かできないでしょうか？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

一応参考情報として、資材班ですが、所内に１８００Ｌ の散水車が、すでに所内にあります。

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

り３号を急ぐべき？１号？両方でいければいいんだけど。 

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

１号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

思います。３号には作業量を注入すればいいと思います。 

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

入れてない。２号のラインはできてますけども。ピット 

 

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

わないと思うんですけど。追加で何かできないでしょうか？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

の散水車が、すでに所内にあります。

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。

１号の炉心損傷割合、先ほどご報告させていただいたんですが、５５％ です。で、２号機はＣＡ

ＭＳのデータから、炉心損傷はないというふうに判断してます。 

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

気味の状況なんで、何とかそちらのほうを優先してる状況です。 

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

の散水車が、すでに所内にあります。

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

先ほど、１号のＣＡＭＳの話がありましたんで、見えるようになったのかなと。 

です。で、２号機はＣＡ

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合

 

の散水車が、すでに所内にあります。 

武藤さんさ、武藤さん、炉心損傷割合が、１号側のほうが３号より大きんだけど、これはやっぱ

です。で、２号機はＣＡ

あの、１号機は１時から海水の注入をずっとやってないですけども、ドライウェル圧力もすこー

しですけど下がってる位ですから、そんなに喫緊に何か対応しなきやいけないというのはないと

３号はいずれにしても、変動が激しいというのは、炉心の状況が変わってる可能性があるので、

今のまま注水は３号でやって、量を増やして、１号、２号ということで、考えは変わらなくてい

１Ｆ支援の●●ですが、今から退避していた作業員を、ちょっと現場にいま向かわせましてです

ねも物揚場から直接海水を取り込んで、３号機の逆洗弁ピットのほうへ送水するという作業をい

吉田さん、すいません。柏崎●●でございますが。１号機に注水するための手段は、いまど

●●。いまね、１号機は同じピットの所から、注水できるようにはなってるんですけども、いま

３号機を優先して、３号の注水を優先して行なってます。それでもいま、ビットの水位が下がり

いや、それは分かるんですけど、１号側のほうにも同時並行でほとんど入れてあげないと間に合
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 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 
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場所 発言者

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

高橋フェロー

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

高橋フェロー

小森常務

保安班

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

  作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

  今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

段階では３号……。

技術班  ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

違いはございません。以上です。

高橋フェロー  さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

に厳しいんじゃないかと。

武藤副社長  同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

高橋フェロー  まぁ、そりゃ、そうですね。

武藤副社長  ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。

小森常務  ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。

武藤副社長  で、多分、両方とも水かぶってるってことだと思うよ。

小森常務  高いので＝

高橋フェロー  あっ、そうなの。

小森常務  構造上。＝。

保安班  保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

吉田所長  ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

武藤副社長  小森さん。

小森常務  あっ、はい。

武藤副社長  なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

いをすることはできますか。

小森常務  できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可

能ですので。

武藤副社長  ちょっと話をしてみていただけますか。
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作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

段階では３号……。

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

違いはございません。以上です。

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

に厳しいんじゃないかと。

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

まぁ、そりゃ、そうですね。

ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。

ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。

で、多分、両方とも水かぶってるってことだと思うよ。

高いので＝ 優先も何も、３号しか最初に入れられない。

あっ、そうなの。

構造上。＝。 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

小森さん。 

あっ、はい。 

なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

いをすることはできますか。

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可

能ですので。 

ちょっと話をしてみていただけますか。
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作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

段階では３号……。 

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

違いはございません。以上です。

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

に厳しいんじゃないかと。 

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

まぁ、そりゃ、そうですね。 

ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。

ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。

で、多分、両方とも水かぶってるってことだと思うよ。

優先も何も、３号しか最初に入れられない。

あっ、そうなの。 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

いをすることはできますか。 

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可

ちょっと話をしてみていただけますか。
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発言内容

作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

違いはございません。以上です。 

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

 

ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。

ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。

で、多分、両方とも水かぶってるってことだと思うよ。

優先も何も、３号しか最初に入れられない。

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

 

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可

ちょっと話をしてみていただけますか。 
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作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。

ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。

で、多分、両方とも水かぶってるってことだと思うよ。 

優先も何も、３号しか最初に入れられない。 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。

ドライウェルの圧力は１号もたってるんだよ、４キロあるんだから。 

ビットのあれから見ると、水入れないと３号機のほうは下なので＝。 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

ちょっと混乱してるかも分からないので、もういっぺん今後の給水方法・・・。

なんか自衛隊がね、ヘリコプターで水を、その山火事の時みたいに運ぶこともできるという話が

あるようですけども、これあの、現場の線量が高いので現場だけの判断ではできないという話が

来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可
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作業量にバランスがあるから、それを優先度をつけて、いまやってるってことです。●●。

今のはですね、ろ過水のやつと、海水側を直接汲むやつ、それが同じ所に段取りして水を入れよ

うとしてますので、それが十分になれば、両方できるようになるかと思いますが、ちょっと今の

ちょっとすいません。長期的な状況かは分かりませんけれども、サブレッションチェンバーの圧

力がですね、また前回の測定点から５ｋｐａ上がっています。７時３５分現在ですね、ドライウ

ェルが５００ｋＰａ、サプチャンが４８５ｋＰａです。ちなみに水位のほうはですね、Ｂ系で－

１５００、Ａ系で＋１４００とですね、７時２５分、３０分から、５分で－１００ミリ位の割合

で低下している、ここ１０分そういう傾向が見られます。以上です。えっと、ＣＡＭＳは大きな

さっき３号からということだけど、あのドライウェルの圧力も落ち着いてるというふうに見える

のは危なくて、３号はやっぱりもう格納容器の閉じ込め機能が損なわれてると。あっ、１号の。

で、３号のほうはまだしっかり閉じ込められてると。こう考えるとやっぱ１号も、その３号以上

同じような状況だとおもうんだけども、どちらも水が要るということだよね。 
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来ているんですけれども、そちらから話をして、そういうことができるんであれば、併せてお願

できます。官邸が全部、コントロールの一番トップなので。官邸からまず言ってもらうことは可
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発言者  

小森常務  ええ。じゃ、誰がいいのかな、連絡を。

高橋フェロー  官邸はね。●●避難してるので入れないっつって。とにかく水だけでも入れるって●●おさえて

＝

吉田所長  武藤さん、武藤さん

武藤副社長  はーい。ちょっと声が聞きにくい。

吉田所長  吉田です、吉田です。

武藤副社長  はい、はい。

吉田所長  作業のほうですけども、ろ過水タンクの２０００ｔを先に使うほうを優先して、いまゴーを掛け

ました。

武藤副社長  了解。

吉田所長  ほんで、今の自衛隊の話ありますが、もし自衛隊が、さんが水を持ってきてもらえれば、ろ過水

タンクにメイキャップすれば、今のラインナップでそのままにしとげばどんどん取水、えー、逆

洗ビットに水が流れますので、そこでコントロールできると思うんですね。

武藤副社長  分かった。

吉田所長  だから、非常にありがたいと言えば、ありがたいんですけども。

武藤副社長  えっ？

吉田所長  ありがたい。

武藤副社長  いいけど、ろ過水タンクのメイキャップって、どこからやんの？

吉田所長  だから、それは、これこそたくさんいまポンプありますから、持ってきた水をろ過水タンクの中

に入れるのは、いくらでもこちらでできますから。

武藤副社長  入れんの？入り口あるんだ？

吉田所長  ええ。え？ないの？

小森常務  ただ、その水を受ける場所って、どこかあるかい。

吉田所長  それいまちょっと検討しますけど、なんとでもなると思います、この際ですから。

小森常務  いやいや……。

武藤副社長  まぁ、ヘリコプターならビットのような気もするけどな。いずれにしても、ろ過水タンクに水持

ってくれば、流れるようになったってことですね。
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発言者  

吉田所長  流れるようにしようと、いま、してますので、そこができると結構応用性が利きますから。

武藤副社長  ＯＫ。

小森常務  そしたら、南明から来た４台のポンプ車みたいなやつも、そこにいればいいということになるか

ね。

吉田所長  そう。まぁそれもちょっと含めてですね、検討しますが、まずはろ過水タンクで、一応いまバッ

クアップ的に、当然のことながら、ポンプ車を繋ぐ案もいま考えてますので、ちょっと整理しま

す、まずはろ過水。

小森常務  はい、で、いずれにしてもちょっと自衛隊のほうについては、ヘリコプターみたいな、散水とは

ちょっと違うのかもしれないけど。

武藤副社長  自衛隊って、どうしたの？

ＯＳＣ  消防車全部……。

小森常務  オフサイトセンター側でも何か自衛隊のつてがあるんですかね。

  サイトのほうでピットを用意して、ろ過水の補給するというところまで。

武藤副社長  どの位のピットが要るの？

ＯＳＣ  できるだけでかいのを……複数。

 すみません、オフサイトセンターさん、本店ですが。いま１Ｆのほうでちょっと検討してもらっ

て、自衛隊の給水車７台は１Ｆのほうで運転手を出して、車をぶんどって、それでやりたいとい

う話がありますんで、お願いします。

  復旧班より、復旧班より。いいですか。

武藤副社長  こちらからいま自衛隊のほうに話をして、福島第二で仕事してる車を第一に持ってくように言っ

て、＝。

 はい、それで。

武藤副社長  これからするとこです。

 はい。運転手も１Ｆから出せると言ってます。

ＯＳＣ  ７台提供していただくということでいいんですね。

 はい、そうです。

ＯＳＣ  分かりました。
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流れるようにしようと、いま、してますので、そこができると結構応用性が利きますから。

そしたら、南明から来た４台のポンプ車みたいなやつも、そこにいればいいということになるか

そう。まぁそれもちょっと含めてですね、検討しますが、まずはろ過水タンクで、一応いまバッ

クアップ的に、当然のことながら、ポンプ車を繋ぐ案もいま考えてますので、ちょっと整理しま

はい、で、いずれにしてもちょっと自衛隊のほうについては、ヘリコプターみたいな、散水とは

 

すみません、オフサイトセンターさん、本店ですが。いま１Ｆのほうでちょっと検討してもらっ

て、自衛隊の給水車７台は１Ｆのほうで運転手を出して、車をぶんどって、それでやりたいとい

こちらからいま自衛隊のほうに話をして、福島第二で仕事してる車を第一に持ってくように言っ

 

流れるようにしようと、いま、してますので、そこができると結構応用性が利きますから。 

そしたら、南明から来た４台のポンプ車みたいなやつも、そこにいればいいということになるか

そう。まぁそれもちょっと含めてですね、検討しますが、まずはろ過水タンクで、一応いまバッ

クアップ的に、当然のことながら、ポンプ車を繋ぐ案もいま考えてますので、ちょっと整理しま

はい、で、いずれにしてもちょっと自衛隊のほうについては、ヘリコプターみたいな、散水とは

すみません、オフサイトセンターさん、本店ですが。いま１Ｆのほうでちょっと検討してもらっ

て、自衛隊の給水車７台は１Ｆのほうで運転手を出して、車をぶんどって、それでやりたいとい

こちらからいま自衛隊のほうに話をして、福島第二で仕事してる車を第一に持ってくように言っ
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小森常務

復旧班
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オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

小森常務

技術班
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武藤副社長
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オフサイトセ

 

武藤副社長
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オフサイトセ

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。

復旧班  《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

してリパーシングバルブビットに入れる。

吉田所長  いずれ

水を、逆洗ビットに入れれば、これ２０００ｔあるから、各ポンプがだいたい２０ｔ／ｈ

て、６０ｔ／ｈ

それプラス今のバックアップと、それからろ過水タンクに次々にメイキャップしていくような手

段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

ば結構運用できるからさ。それを考えましょう。

武藤副社長  ろ過水タンクの頭に穴でもあげりゃいいのか？

吉田所長  それを考えましょう。

  あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ

たほうがいいかなと思うんですけど。

吉田所長  じゃ、併せてそれもしてください。

  はい。よろしく……分かりました。

小森常務  引き続いて、３号機のほうのデータの監視はよろしくお願いしますけど。

技術班  すみません。７時４０分現在のデータということでご紹介します。燃料水位Ａ

リ、それからＢ

ｐａ、ドライウェルが５００ｋＰａ、サブチャンが４８０ｋＰａ、ＣＡＭＳ

６１×１０の二乗、ＣＡＭＳ

力は上がっているように見えましたけど……、あっ、ちょっとすみません、いま、７時４５分来

ますんでご紹介します。はい、えっと、燃料水位のＡ系十８００、それからＢ

Ａ

８０、ＣＡＭＳ

いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。

水位のほうは、水

ともと思われるＢ系のほうが少しずつ上がりつつあるように見えます。以上７時４５分でした。

武藤副社長  全体落ち着いている、というか、その変化が大きくないという、ですね。

技術班  そうですね、必ずしもドライウェル、サプチャンの圧力が下がっているわけではありませんけど

も、一応落ち着いているということになります。

武藤副社長  了解しました。

ＯＳＣ  １８台元々来てますから、その中の７台をこっちに持ってきてください、と。

武藤副社長  えっと、自衛隊の給水車については、７台、第一に行っていただくようにというふうにお願いを

いま、したところです。給水車をいただいて、運転手を我々が提供するということです。
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とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。

《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

してリパーシングバルブビットに入れる。

いずれにしても任した、任した。それで、一番重要なのは、だからそのなんだ、ろ過水タンクの

水を、逆洗ビットに入れれば、これ２０００ｔあるから、各ポンプがだいたい２０ｔ／ｈ

て、６０ｔ／ｈ 

それプラス今のバックアップと、それからろ過水タンクに次々にメイキャップしていくような手

段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

ば結構運用できるからさ。それを考えましょう。

ろ過水タンクの頭に穴でもあげりゃいいのか？

それを考えましょう。

あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ

たほうがいいかなと思うんですけど。

じゃ、併せてそれもしてください。

はい。よろしく……分かりました。

引き続いて、３号機のほうのデータの監視はよろしくお願いしますけど。

すみません。７時４０分現在のデータということでご紹介します。燃料水位Ａ

リ、それからＢ 

ｐａ、ドライウェルが５００ｋＰａ、サブチャンが４８０ｋＰａ、ＣＡＭＳ

６１×１０の二乗、ＣＡＭＳ

力は上がっているように見えましたけど……、あっ、ちょっとすみません、いま、７時４５分来

ますんでご紹介します。はい、えっと、燃料水位のＡ系十８００、それからＢ

Ａ 系がコンマ３１２、Ｂ

８０、ＣＡＭＳ 

いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。

水位のほうは、水

ともと思われるＢ系のほうが少しずつ上がりつつあるように見えます。以上７時４５分でした。

全体落ち着いている、というか、その変化が大きくないという、ですね。

そうですね、必ずしもドライウェル、サプチャンの圧力が下がっているわけではありませんけど

も、一応落ち着いているということになります。

了解しました。 

１８台元々来てますから、その中の７台をこっちに持ってきてください、と。

えっと、自衛隊の給水車については、７台、第一に行っていただくようにというふうにお願いを

いま、したところです。給水車をいただいて、運転手を我々が提供するということです。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。

《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

してリパーシングバルブビットに入れる。

にしても任した、任した。それで、一番重要なのは、だからそのなんだ、ろ過水タンクの

水を、逆洗ビットに入れれば、これ２０００ｔあるから、各ポンプがだいたい２０ｔ／ｈ

 だから、２０００ｔを６０で割ると、３０ｈ、３０

それプラス今のバックアップと、それからろ過水タンクに次々にメイキャップしていくような手

段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

ば結構運用できるからさ。それを考えましょう。

ろ過水タンクの頭に穴でもあげりゃいいのか？

それを考えましょう。 

あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ

たほうがいいかなと思うんですけど。

じゃ、併せてそれもしてください。

はい。よろしく……分かりました。

引き続いて、３号機のほうのデータの監視はよろしくお願いしますけど。

すみません。７時４０分現在のデータということでご紹介します。燃料水位Ａ

 系が－８００ 

ｐａ、ドライウェルが５００ｋＰａ、サブチャンが４８０ｋＰａ、ＣＡＭＳ

６１×１０の二乗、ＣＡＭＳ サプチャンが４．３２×１０のゼロ乗です。さっきサブチャンの圧

力は上がっているように見えましたけど……、あっ、ちょっとすみません、いま、７時４５分来

ますんでご紹介します。はい、えっと、燃料水位のＡ系十８００、それからＢ

系がコンマ３１２、Ｂ 系、コンマ３１７、ドライウェルの圧力が５００、サプチャン圧力４

 ドライウェノレが１．６１×１０二乗、サプチャンが４．３４×１０のゼロ乗と

いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。

水位のほうは、水位計がどれだけ信用できるのか分かりませんけども、Ｂ系のほうが、比較的ま

ともと思われるＢ系のほうが少しずつ上がりつつあるように見えます。以上７時４５分でした。

全体落ち着いている、というか、その変化が大きくないという、ですね。

そうですね、必ずしもドライウェル、サプチャンの圧力が下がっているわけではありませんけど

も、一応落ち着いているということになります。

 

１８台元々来てますから、その中の７台をこっちに持ってきてください、と。

えっと、自衛隊の給水車については、７台、第一に行っていただくようにというふうにお願いを

いま、したところです。給水車をいただいて、運転手を我々が提供するということです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。

《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

してリパーシングバルブビットに入れる。 

にしても任した、任した。それで、一番重要なのは、だからそのなんだ、ろ過水タンクの

水を、逆洗ビットに入れれば、これ２０００ｔあるから、各ポンプがだいたい２０ｔ／ｈ

だから、２０００ｔを６０で割ると、３０ｈ、３０

それプラス今のバックアップと、それからろ過水タンクに次々にメイキャップしていくような手

段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

ば結構運用できるからさ。それを考えましょう。

ろ過水タンクの頭に穴でもあげりゃいいのか？

あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ

たほうがいいかなと思うんですけど。 

じゃ、併せてそれもしてください。 

はい。よろしく……分かりました。 

引き続いて、３号機のほうのデータの監視はよろしくお願いしますけど。

すみません。７時４０分現在のデータということでご紹介します。燃料水位Ａ

 ミリ、炉圧Ａ 系がコンマ３１２Ｍｐａ、Ｂ

ｐａ、ドライウェルが５００ｋＰａ、サブチャンが４８０ｋＰａ、ＣＡＭＳ

サプチャンが４．３２×１０のゼロ乗です。さっきサブチャンの圧

力は上がっているように見えましたけど……、あっ、ちょっとすみません、いま、７時４５分来

ますんでご紹介します。はい、えっと、燃料水位のＡ系十８００、それからＢ

系、コンマ３１７、ドライウェルの圧力が５００、サプチャン圧力４

ドライウェノレが１．６１×１０二乗、サプチャンが４．３４×１０のゼロ乗と

いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。

位計がどれだけ信用できるのか分かりませんけども、Ｂ系のほうが、比較的ま

ともと思われるＢ系のほうが少しずつ上がりつつあるように見えます。以上７時４５分でした。

全体落ち着いている、というか、その変化が大きくないという、ですね。

そうですね、必ずしもドライウェル、サプチャンの圧力が下がっているわけではありませんけど

も、一応落ち着いているということになります。

１８台元々来てますから、その中の７台をこっちに持ってきてください、と。

えっと、自衛隊の給水車については、７台、第一に行っていただくようにというふうにお願いを

いま、したところです。給水車をいただいて、運転手を我々が提供するということです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。

《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

にしても任した、任した。それで、一番重要なのは、だからそのなんだ、ろ過水タンクの

水を、逆洗ビットに入れれば、これ２０００ｔあるから、各ポンプがだいたい２０ｔ／ｈ

だから、２０００ｔを６０で割ると、３０ｈ、３０

それプラス今のバックアップと、それからろ過水タンクに次々にメイキャップしていくような手

段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

ば結構運用できるからさ。それを考えましょう。 

ろ過水タンクの頭に穴でもあげりゃいいのか？ 

あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ

引き続いて、３号機のほうのデータの監視はよろしくお願いしますけど。

すみません。７時４０分現在のデータということでご紹介します。燃料水位Ａ

系がコンマ３１２Ｍｐａ、Ｂ

ｐａ、ドライウェルが５００ｋＰａ、サブチャンが４８０ｋＰａ、ＣＡＭＳ

サプチャンが４．３２×１０のゼロ乗です。さっきサブチャンの圧

力は上がっているように見えましたけど……、あっ、ちょっとすみません、いま、７時４５分来

ますんでご紹介します。はい、えっと、燃料水位のＡ系十８００、それからＢ

系、コンマ３１７、ドライウェルの圧力が５００、サプチャン圧力４

ドライウェノレが１．６１×１０二乗、サプチャンが４．３４×１０のゼロ乗と

いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。

位計がどれだけ信用できるのか分かりませんけども、Ｂ系のほうが、比較的ま

ともと思われるＢ系のほうが少しずつ上がりつつあるように見えます。以上７時４５分でした。

全体落ち着いている、というか、その変化が大きくないという、ですね。

そうですね、必ずしもドライウェル、サプチャンの圧力が下がっているわけではありませんけど

も、一応落ち着いているということになります。 

１８台元々来てますから、その中の７台をこっちに持ってきてください、と。

えっと、自衛隊の給水車については、７台、第一に行っていただくようにというふうにお願いを

いま、したところです。給水車をいただいて、運転手を我々が提供するということです。
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とりあえず、そのオフサイトセンターの７台でいいんですかね。 

《画面全体が１Ｆの図面になる》３号のりパーシングバルブビットに水を張る方法はですね、２

号機と３号機の間にある消火栓から消火ポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに挿

入Ｌます。それともう１つが、物揚場から高所作業車、高所放水車、これがいま４台あるので、

それをすべて使うかどうかは分かりませんが、直列にポンプを繋いでいで３号機のりパーシング

バルブビットに繋ぐと、そういったいま対策、動きをしております。消火栓から消火ポンプを通

にしても任した、任した。それで、一番重要なのは、だからそのなんだ、ろ過水タンクの
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段を、水を買ってくるなり何なり、それができないかということもさ、ろ過水のラインができれ

あと本部長、本部長。先ほど海水からのやつがちょっと滞ってるって、あのポンプの汲み上げ、

海水からのポンプ汲み上げが、ちょっといまいち調子悪いって話だったんですけども、一応ちょ

っと、あのホースの少し曲がってるとか、そういう、そんなところが原因かもしれないというの

が少し分かってきたので、もしあれでしたら、許可が出れば現場に行って、その辺の調整もやっ
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いうことで、ドライウェルとサプチャンの圧力はほぼ落ち着いてしまっているように見えます。
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ＯＳＣ
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発言者  

高橋フェロー  水は入れてもらったんですかね、給水車に。

ＯＳＣ  そこは確認します。

高橋フェロー  力、カラで行ってもしょうがないんで。

ＯＳＣ  満タンで提供していただくようにします。

保安班  保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

技術班  技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、１号５５％、２号なし、３号３０％、前回報告

したときから変化ありません。以上です。

官庁連絡班  １Ｆさん、聞こえますか。

吉田所長  はい、吉田です。はい、１Ｆ

官庁連絡班  いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

こっちに情報入れてください。それ、常に、官邸と共有しますから。

吉田所長  はい、了解。

武藤副社長  ごめん、なんだって？聞いてなかった。ごめん。何を官邸と何とかって言ったの？

官庁連絡班  いま、官邸と保安院がですね、本来プレスに流すんだけど、いまとめてるそうです。それで。ビ

ットへの補給作業……。

武藤副社長  何をとめてるの？

官庁連絡班  プレスに流すのを。

武藤副社長  何を？

官庁連絡班  情報を、今の。

武藤副社長  ３号機の状況を？

官庁連絡班  はい。それで、補給の状況をとにかく見守ることにしてるそうなので、その状況を時々刻々、官

邸とＮＩＳＡに流すようにっていう指示です。

武藤副社長  了解。

ＯＳＣ  すみません。自衛隊から提供いただく給水車は満タンでございます。満タンでございます。

高橋フェロー  向かってくれる。よかった、よかった。
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発言内容

水は入れてもらったんですかね、給水車に。 

力、カラで行ってもしょうがないんで。 

満タンで提供していただくようにします。 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、１号５５％、２号なし、３号３０％、前回報告

したときから変化ありません。以上です。 
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いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

こっちに情報入れてください。それ、常に、官邸と共有しますから。
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いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

こっちに情報入れてください。それ、常に、官邸と共有しますから。

ごめん、なんだって？聞いてなかった。ごめん。何を官邸と何とかって言ったの？

いま、官邸と保安院がですね、本来プレスに流すんだけど、いまとめてるそうです。それで。ビ
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保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。

技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、１号５５％、２号なし、３号３０％、前回報告

いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

こっちに情報入れてください。それ、常に、官邸と共有しますから。 

ごめん、なんだって？聞いてなかった。ごめん。何を官邸と何とかって言ったの？

いま、官邸と保安院がですね、本来プレスに流すんだけど、いまとめてるそうです。それで。ビ

はい。それで、補給の状況をとにかく見守ることにしてるそうなので、その状況を時々刻々、官

すみません。自衛隊から提供いただく給水車は満タンでございます。満タンでございます。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。 

技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、１号５５％、２号なし、３号３０％、前回報告

いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

ごめん、なんだって？聞いてなかった。ごめん。何を官邸と何とかって言ったの？ 

いま、官邸と保安院がですね、本来プレスに流すんだけど、いまとめてるそうです。それで。ビ

はい。それで、補給の状況をとにかく見守ることにしてるそうなので、その状況を時々刻々、官

すみません。自衛隊から提供いただく給水車は満タンでございます。満タンでございます。

 

技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、１号５５％、２号なし、３号３０％、前回報告

いまＮＩＳＡ、保安院からも官邸に向かって、共同で処理してますが、いまプレスをとめてるそ

うです。それでいまプレスにはとめてるんです、話すのを。それで、とにかく補給が開始される

のをじっくり見守るということにしてるそうなので、水の補給作業の状況について、時々刻々、

いま、官邸と保安院がですね、本来プレスに流すんだけど、いまとめてるそうです。それで。ビ

はい。それで、補給の状況をとにかく見守ることにしてるそうなので、その状況を時々刻々、官

すみません。自衛隊から提供いただく給水車は満タンでございます。満タンでございます。 
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発言者  

ＯＳＣ  満タンの状態です。

吉田所長  皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。

  海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

吉田所長  えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

は常にスピードなんだけどさ。

  本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

電所に入ってもらうというのをいま手配しましたんで。

吉田所長  はい、分かりました。

吉田所長  ホウ酸、ホウ酸

吉田所長  もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。

  ●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

行ってますんで。

  了解。

 どんどん、メイキャップしていくと。

  あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。

  はい。

  タービンは？

  へつ？

  ４

  ４
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満タンの状態です。

皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

は常にスピードなんだけどさ。

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

電所に入ってもらうというのをいま手配しましたんで。

はい、分かりました。

ホウ酸、ホウ酸 

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。

●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

行ってますんで。

了解。 

どんどん、メイキャップしていくと。

あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。

はい。 

タービンは？ 

へつ？ 

４ 号タービンは？

４ 号タービン、４

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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満タンの状態です。 

皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

は常にスピードなんだけどさ。

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

電所に入ってもらうというのをいま手配しましたんで。

はい、分かりました。 

 

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。

●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

行ってますんで。 

どんどん、メイキャップしていくと。

あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。

号タービンは？ 

号タービン、４ 号タービンって何の話でしたつけ？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

は常にスピードなんだけどさ。 

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

電所に入ってもらうというのをいま手配しましたんで。

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。

●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

どんどん、メイキャップしていくと。 

あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。

号タービンって何の話でしたつけ？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

電所に入ってもらうというのをいま手配しましたんで。 

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。

●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。

号タービンって何の話でしたつけ？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きま

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

よく分かっている人。又聞きしてほしくないんだよ、だから。 

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

ポンプを回すというだけで、単純に全部逆洗ビットに行くの？ あ、消火栓ということ

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず

だったから、こう、後手後手に回ってるんで、ぜひそれをお願いしたい。 

●●さん、じゃ、お願いします。消火栓から引っ張ってんのは、●●、●●、南明の方の３名で

あと物揚場から高所放水車を利用して揚げるのが、●●がメインで行ってます。
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皆さん、もう一度聞いてください。これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり

見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

は誰か連絡員置いて、聞かれたらすぐに答えられるようにしてください。で、いま聞きます。補

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

海水ビット。ろ過水はこれでいいんで、海水のほう、バラやらないんですか。 

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる

散水。それとちょっとスケジュール観を見ようと思っているんだけどさぁ。はい、了解。このろ

過水答えられるの、誰？これすごく重要なんだよ、これに答えられるのが、いる？ 要するにさ、

要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、

あ、消火栓ということね。繋ぎ込

むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず
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見るということが一番重要。それから、線量をですね、しっかりと時々刻々変化を把握するとい

うことが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水で

すね、補給水の確保について、どの段階まできているかということを報告してください。ほんで、

水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションの、いなくなるとき

す。補

給水はろ過水のこのラインナップと水張りにどの位の時間、２０００ｔ張るのにどれ位の時間が

かかるかというのに答えてください、というと誰に聞けばいいか？●●も実際はやったことない

から、実際にやったさあ、運転のさ、とくにラド、ラドやっていた人でしょう？違うの？だから

えっ、やるやる。●●に任している。それと、●●君がプラスのあれやっているんだ、ぐるぐる
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要するに操作はバルブを開くだけなんですかって聞いているんだけど。ねぇ、要するにこれの操

作って、ろ過水タンクのところ、ちょっとどけ、どけ。ろ過水タンクのところのバルブを開いて、
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むのね。それはね、ポンプもあるんだけど、ヘッドでいくと逆洗ビット２０ｍ、２キロあっぺ。

あと、小径っていくらだっけ？うん。だからポンプを入れてる時間と、スピード、だから、それ

本部長、あの、あと、社員、大型免許持ってるの７人いたんで、自衛隊のカラの給水車をむりや

り本店通じて貸してもらって、消防署に熊川に小型ポンプ置いてもらって、熊川の水を積んで発

もういっぺん言うけど、多分ね、烏合の衆にならないで。お願いだからリーダーとそのサポート

とその連絡係というのを必ず付けといて。それで本部にいま何をしているかということをちゃん

と連絡してほしいんですよ。確かに通信手段ないからやりづらいんだけど、そこが今回ぐずぐず
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発言者  

  ４号タービン側の、水は？汲み上げないの？

  それやらないでしょ。

  やらないの？

  何の話？

  ４

  やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。

吉田所長  いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。

  いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

だけ休憩してそっちの復旧作業確認します。

吉田所長  で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

なってんだけど。

  それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

保安班  モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

官庁連絡班  発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

位あるの？

吉田所長  さっき言ったけど２０００ｔ。

官庁連絡班  いま２０００ｔ入ってるのね。

吉田所長  はい。

官庁連絡班  了解。

吉田所長  だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。

官庁連絡班  了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？

吉田所長  これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

官庁連絡班  あ。

吉田所長  とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？

官庁連絡班  も、もちろん、もちろん。はい。

吉田所長  はい。

  物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持

っているんで、ＰＨＳきかないんで。

2011 年 3 月 1

 

４号タービン側の、水は？汲み上げないの？

それやらないでしょ。

やらないの？ 

何の話？ 

４ 号。 

やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

だけ休憩してそっちの復旧作業確認します。

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

なってんだけど。

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

位あるの？ 

さっき言ったけど２０００ｔ。

いま２０００ｔ入ってるのね。

はい。 

了解。 

だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。

了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

あ。 

とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？

も、もちろん、もちろん。はい。

はい。 
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４号タービン側の、水は？汲み上げないの？

それやらないでしょ。 

やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

だけ休憩してそっちの復旧作業確認します。

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

なってんだけど。 

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

さっき言ったけど２０００ｔ。

いま２０００ｔ入ってるのね。

だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。

了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？

も、もちろん、もちろん。はい。

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持

っているんで、ＰＨＳきかないんで。
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発言内容

４号タービン側の、水は？汲み上げないの？ 

やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

だけ休憩してそっちの復旧作業確認します。 

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

さっき言ったけど２０００ｔ。 

いま２０００ｔ入ってるのね。 

だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。

了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？

も、もちろん、もちろん。はい。 

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持

っているんで、ＰＨＳきかないんで。 
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発言内容 

 

やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

 

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。

了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持
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やんない、やんない。地下の水がだいぶ引いちゃってて、あの＝。 

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

ったんだ。それが本当かどうか確認してからやってください。 

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

だから、２０ｔずつ３ユニット使ったって、３３時間使える。 

了解。でさ、消火栓から供給するのは何トンパーアワー位でいけるの？ 

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。

とりあえず供給するのが先なんで、そこの作業をやらせてもらえます？ 

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

それは、ちょっと待って。●●から聞いてるから。ちょっとじや、もう一回確認します。 

モニタリングカーは３、４番に連続測定中です。南側のものは引き上げました。 

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

これはね、ちょっと、ヘッドでまず行ってみるんで、どれ位供給できるか分からない。 

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持

 

いや、ちょっと、情報が錯乱してたから。さっき●●君から、あれが直りそうだっていう話があ

いまとりあえずですね、海水系のほうは作業員がちょっと、ずっと出詰めだったから、ちょっと

で、復旧作業行くのいいんだけど、本当にその復旧の可能性がさ、あると言ってんのか、そこが

分かんないんですよ。昨日からあると言ってて、１２時間待ってるわけで、それで今回の問題に

 

発電所さん、発電所さん、１Ｆさん。いまね、現在の状態でのろ過水タンクの残量って、何トン

物揚場チームと、消火栓チーム。ろ過水が《ピー音》。海水が●●。トランシーバーは●●が持
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08:05 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

保安班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。

官庁連絡班  １Ｆ吉田さん。

吉田所長  はい。

官庁連絡班  あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？

吉田所長  ん？

官庁連絡班  もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。

吉田所長  あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。

官庁連絡班  その３台。

吉田所長  名前、なんていうか分かんない。

官庁連絡班  ３台か４台、４台で連結するやっ？

吉田所長  １号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

だったら海の水汲めるんで。

官庁連絡班  物揚場からね？

吉田所長  そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。

官庁連絡班  はい、了解です。

官庁連絡班  吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

吉田所長  ５ｍ位だったら何とかなると。

官庁連絡班  了解。はいはい。

吉田所長  はい。

  ●●さん、１Ｆ●●ですけれども、一番近いのはね、あの。

吉田所長  いや、説明。いいよ。彼、そのまま誰かに説明してるから。

官庁連絡班  いま、作業に向かったとこだつけ？

吉田所長  うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

官庁連絡班  あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。

高橋フェロー  あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？

2011 年 3 月 1

 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。

１Ｆ吉田さん。 

はい。 

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？

ん？ 何？ 何？

もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。

その３台。 

名前、なんていうか分かんない。

３台か４台、４台で連結するやっ？

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

だったら海の水汲めるんで。

物揚場からね？ 

そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。

はい、了解です。

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

５ｍ位だったら何とかなると。

了解。はいはい。

はい。 

●●さん、１Ｆ●●ですけれども、一番近いのはね、あの。

いや、説明。いいよ。彼、そのまま誰かに説明してるから。

いま、作業に向かったとこだつけ？

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。

あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  95 / 362 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。

 

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？

何？ 

もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。

名前、なんていうか分かんない。

３台か４台、４台で連結するやっ？

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

だったら海の水汲めるんで。 

 

そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。

はい、了解です。 

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

５ｍ位だったら何とかなると。

了解。はいはい。 

●●さん、１Ｆ●●ですけれども、一番近いのはね、あの。

いや、説明。いいよ。彼、そのまま誰かに説明してるから。

いま、作業に向かったとこだつけ？

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。

あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？

もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。

名前、なんていうか分かんない。 

３台か４台、４台で連結するやっ？ 

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

 

そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

５ｍ位だったら何とかなると。 

●●さん、１Ｆ●●ですけれども、一番近いのはね、あの。

いや、説明。いいよ。彼、そのまま誰かに説明してるから。

いま、作業に向かったとこだつけ？ 

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。

あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？

もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

●●さん、１Ｆ●●ですけれども、一番近いのはね、あの。 

いや、説明。いいよ。彼、そのまま誰かに説明してるから。 

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。

あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

のサーベイマンが必ず付きますので、必ずご連絡ください。以上。 

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

ポンプ持ち上げてたほうを、配管とかを直すやつだって言ってたつけ？ 

もう１個は、海からのはどのルートだっけ？もう１個やってる作業って。 

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

じゃないですか、長いやっっちゅうか、あの、鞘、消、消防車が。 

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

そこから３台並べてビットに持っていくというのをバラで考えてます。 

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

 

 

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。

あの、ろ過水の消火栓のほうはもう１０分前にスタートしたから。 

あれ、１Ｆ、まだビットに水が残ってるのは確実なんだよね？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

 

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？

うすでにろ過水のほうは最後に、１０分前にゴー掛けて行ってもらってます。 

 

保安班より連絡します。現在のこの部屋の環境について先ほどと変化ありません。なお、現場で

作業に入る場合はですね、環境線量による変化が考えられますので、作業に行く場合、我々放管

あの、いまやってる作業は消火栓から逆洗弁ビットに入れるやっと、もう１個は海からのやつで、

あのね、海からのやつは、今回あの、例の南明さんからっちゅうか、４台、あの、長いやつ来た

１号の、１号の物揚場から、ずっとシリーズで配置していって、海の水を、そこだったら物揚場

吉田さん、あとちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、あの消防車連結するやつの、消

防車の一番海側のサクションって、その物揚場から海までのヘッドは吸い上げられるんだ？ 
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東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

高橋フェロー

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

官庁連絡班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  いや、だから、そこもいま現場に行って、あの一回引き上げたから見てませんので、確認してこ

ないといけないから、まだ結果が入ってきておりません。

高橋フェロー  はいっ。

官庁連絡班  吉田さん、吉田さん。

吉田所長  はい、はい。

官庁連絡班  で、消火栓からのは、消火栓からそのままホースで逆洗ビットまで持ってくんの？

吉田所長  消火栓から、消火栓から逆洗ビットに行くラインがもうすでにありますから。

官庁連絡班  うん、もうあるんだ？

吉田所長  うん、だからこの作業は。

官庁連絡班  バルブ開けるだけ？

吉田所長  ろ過水の先を消火栓の所に繋ぎ込むのと、バルブを開くだけで、基本的には水が行きますから。

官庁連絡班  ん、消火栓からもうラインがある？逆洗弁ビットのところに。

吉田所長  違う、違う！

ブを開すると、そこの消火栓のラインから逆洗ビットに。

官庁連絡班  行ってるラインはもうあるの？

吉田所長  はい。あるということ、新たにラインを敷設することはないっていうことです。

官庁連絡班  ＯＫ。じゃ、消火栓とその本設のラインの間を接続するだけ？

吉田所長  そういうこと。

官庁連絡班  ん、じゃ、消火栓から何か消火ポンプとか介さないで、単にラインがもうあるのね？逆洗弁ビッ

トに注入する。

  あの、ろ過水タンクの静水頭だけで、リパーシングバルブビットに落とすっていう、ものすごく

単純なやつです。

官庁連絡班  ん、じゃ、なに、いまも本設のラインを消火栓と接続するだけ？

  そうです。

官庁連絡班  了解。

官庁連絡班  《電話》あ、もしもし、あのね、本設ラインは……消火栓と本設ラインの間は切れていて、消火

栓と接続するだけだって。あのね、逆洗ビットのそばにある消火栓から逆洗弁ビットまでは本設

のラインが繋がっていて、その消火栓に水が行けば、逆洗弁ビットに水が行くんだって。それで、

ただ、その消火栓は、いままだ繋がっていなくて、そこには本設ラインがそばにあって、そのラ

インと消火栓を単に接続するだけでいいんだって。だからヘッドだけ。なんか分からない＝。
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発言者  

  はいはい、私です。

  次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。

  海水は、あの、ピッチ使えないんですよ。だからトランシーバーで行きます。

  だから、本部の誰に聞いたらその状況が分かるか。

  じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

れも海水チーム。これも●●さんでいいの？

  それも●●さんでいいです。

  はい。

ＯＳＣ  １Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

門前で引き渡します。

吉田所長  ちょっと待って、ごめんなさい。どこから誰に言ってるか、言ってくれない？

ＯＳＣ  はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

す。

吉田所長  はいはい。

ＯＳＣ  とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。

吉田所長  １Ｆの正門ゲートで引き渡すということ？

ＯＳＣ  引き渡しです。

吉田所長  引き渡しね？

ＯＳＣ  はい、よろしいでしょうか。

吉田所長  ●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。

ＯＳＣ  ７名は当社の運転手ですね。

吉田所長  あっ、うちの運転手。

  ７名は当社の運転手。当社の運転手が……。

吉田所長  引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

き渡しが正門だっていう情報が入ってきたんだけど。

  まだ入ってきてない。

吉田所長  なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ
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とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。

１Ｆの正門ゲートで引き渡すということ？

 

はい、よろしいでしょうか。 

●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。

７名は当社の運転手ですね。 

あっ、うちの運転手。 

７名は当社の運転手。当社の運転手が……。

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

き渡しが正門だっていう情報が入ってきたんだけど。

まだ入ってきてない。 

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ
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発言内容

次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。

海水は、あの、ピッチ使えないんですよ。だからトランシーバーで行きます。

だから、本部の誰に聞いたらその状況が分かるか。

じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

れも海水チーム。これも●●さんでいいの？ 

 

１Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

ちょっと待って、ごめんなさい。どこから誰に言ってるか、言ってくれない？

はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。

１Ｆの正門ゲートで引き渡すということ？ 

 

●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。

 

７名は当社の運転手。当社の運転手が……。 

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

き渡しが正門だっていう情報が入ってきたんだけど。

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。

海水は、あの、ピッチ使えないんですよ。だからトランシーバーで行きます。

だから、本部の誰に聞いたらその状況が分かるか。 

じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

 

１Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

ちょっと待って、ごめんなさい。どこから誰に言ってるか、言ってくれない？

はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。

●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。

 

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

き渡しが正門だっていう情報が入ってきたんだけど。 

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。

海水は、あの、ピッチ使えないんですよ。だからトランシーバーで行きます。

じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

１Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

ちょっと待って、ごめんなさい。どこから誰に言ってるか、言ってくれない？

はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。

●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。

海水は、あの、ピッチ使えないんですよ。だからトランシーバーで行きます。 

じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

１Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

ちょっと待って、ごめんなさい。どこから誰に言ってるか、言ってくれない？ 

はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

とりあえず、給水車の運転手７名ですが、１Ｆの正門ゲートでお願いします。 

●●、●●。あの、それ自衛隊の人でしたつけ？あの、引き渡し、７名の人ってやつ。 

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ

 

次、じゃ、あの、●●さんのやってる物揚場からの海水チーム、誰に聞いたら分かりますか。 

じゃ、●●さん。●●さんでいいですか。はい。じゃ、３つ目のあの、水中ポンプを使った、こ

１Ｆからの給水車の運転手は、１Ｆの正門ゲートで待機してもらえませんでしょうか。１Ｆの正

はい、オフサイトセンター《ピー音》です。本部にお願いします。本部および１Ｆ、お願いしま

引き渡しは、ごめん７名の、ちょっと、あのね、いきなり言われても分かんないから、ちょっと

説明して言ってほしいんだけど。７人のやつは、●●さん、やってくれるね。いや、だから、引

なに言ってるか分かんないんだよ、だからもう。対応してくれよ、だからもう、混乱するからさ
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場所 発言者
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ＯＳＣ

オフサイトセ
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吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

保安班

吉田所長
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官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

ぁ。いろんな情報入ってくると。

ＯＳＣ  ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。

ＯＳＣ  ●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

出迎えてください。

吉田所長  ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

よ。

ＯＳＣ  分かりました。電話にします。

保安班  保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

吉田所長  はい了解。お願いします。

保安班  引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

らないかと思ってます。

官庁連絡班  本店本部から、１Ｆ吉田所長。

吉田所長  はい、吉田です。

官庁連絡班  あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

手だと思われるんだけど、そうじゃないんですか。

吉田所長  ちょっとごめんなさい。聞き取りづらいんだけど。

官庁連絡班  あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

栓……。

吉田所長  ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

から。

官庁連絡班  はい。

  消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

ものすごく、普通の消火栓と同じです。

官庁連絡班  同じだよね？

  道路とかに置いてある。

官庁連絡班  だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？

  接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

か。

2011 年 3 月 1

 

ぁ。いろんな情報入ってくると。

ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

出迎えてください。

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

よ。 

分かりました。電話にします。

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

はい了解。お願いします。

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

らないかと思ってます。

本店本部から、１Ｆ吉田所長。

はい、吉田です。

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

手だと思われるんだけど、そうじゃないんですか。

ちょっとごめんなさい。聞き取りづらいんだけど。

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

栓……。 

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

から。 

はい。 

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

ものすごく、普通の消火栓と同じです。

同じだよね？ 

道路とかに置いてある。

だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

か。 
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ぁ。いろんな情報入ってくると。

ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

出迎えてください。 

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

分かりました。電話にします。

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

はい了解。お願いします。 

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

らないかと思ってます。 

本店本部から、１Ｆ吉田所長。

はい、吉田です。 

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

手だと思われるんだけど、そうじゃないんですか。

ちょっとごめんなさい。聞き取りづらいんだけど。

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

ものすごく、普通の消火栓と同じです。

道路とかに置いてある。 

だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容

ぁ。いろんな情報入ってくると。 

ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

分かりました。電話にします。 

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

本店本部から、１Ｆ吉田所長。 

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

手だと思われるんだけど、そうじゃないんですか。

ちょっとごめんなさい。聞き取りづらいんだけど。

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

ものすごく、普通の消火栓と同じです。 

だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

手だと思われるんだけど、そうじゃないんですか。 

ちょっとごめんなさい。聞き取りづらいんだけど。 

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです
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ここに来てもらって、ここから正門まで先導します。まだ時間あります。 

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

だから接続するとこは、消火栓と逆洗弁ビットのあいだだよね？ 今回。 

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

 

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです

 

●●さん、慌てなくて大丈夫です。これから７台の車はオフサイトセンターに集結します。その

オフサイトセンターから、当社の車で先導して、１Ｆの正門まで持っていきます。正門ゲートで

ごめん。ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここでいき

なり言うからさ、話、混乱するんだよ。いま重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれ

保安班から連絡します。８時現在のＭＰ３、これ初めてセットした場所です、風向、南南西の風、

風速５．６ｍ／ｓ。これについては地上高２ｍの車上からです。線量ですが２８２マイクロＳｖ

／ｈになります。これを基準として、上昇していくのかどうなのか、ご連絡をしたいと思います。 

引き続き、ＭＰ４、８時０７分のデータが出ました。風向、西北西、風速１．３ｍ／ｓ。線量４

０マイクロＳｖ／ｈ、これにつきましては６時２３分現在、３７でございますから、あまり変わ

あの、先ほどの消火栓から逆洗弁ビットの説明で、消火栓っていうのは普通水源から常時接続さ

れてると思うので、今回新たに接続するのは、消火栓から逆洗弁ビットへの配管のどつかの継ぎ

あの、消火栓っていうのは、普通そこにホース付ければすぐにバーッと水が出てくるものが消火

ごめん。ちょっとそこね、ぼく、実際によく分からないから、よく分かってる●●に説明させる

消火栓から消火栓のホースを使って、それだけでリパーシングバルブビットに落とすっていう、

接続するのは、消火栓のところに金具が付いてるんで、ガチャッとはめるやつあるじゃないです
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場所 発言者

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

官庁連絡班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

吉田所長

保安班

保安班

官庁連絡班

吉田所長

技術班

官庁連絡班

テレビ会議 2011

 

発言者  

官庁連絡班  うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？

  そこから先はホースです。

官庁連絡班  ホースなんだ。配管じゃないんだ。

  ホースと聞いてます。

官庁連絡班  じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

  そうです。

官庁連絡班  了解。

  そうです。

官庁連絡班  本店本部から、１Ｆ●●さん。

  はい。

官庁連絡班  あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

  えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

吉田所長  思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

てほしいんだよ、だから。

  はい、それいま聞きます。

吉田所長  おう。

吉田所長  これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班  保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

のデータで、７時１５分から

保安班  お答えしますと、３６が、７時１７分で３７、７

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

というような形になります。この後確認します。

官庁連絡班  １Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいく

吉田所長  ３号機のドライウェル圧力、教えてくれって。

技術班  すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

官庁連絡班  ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。

2011 年 3 月 1

 

うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？

そこから先はホースです。

ホースなんだ。配管じゃないんだ。

ホースと聞いてます。

じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

そうです。 

了解。 

そうです。 

本店本部から、１Ｆ●●さん。

はい。 

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

てほしいんだよ、だから。

はい、それいま聞きます。

おう。 

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

のデータで、７時１５分から

お答えしますと、３６が、７時１７分で３７、７

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

というような形になります。この後確認します。

１Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいく

３号機のドライウェル圧力、教えてくれって。

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。
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うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？

そこから先はホースです。 

ホースなんだ。配管じゃないんだ。

ホースと聞いてます。 

じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

本店本部から、１Ｆ●●さん。

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

てほしいんだよ、だから。 

はい、それいま聞きます。 

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

のデータで、７時１５分から 

お答えしますと、３６が、７時１７分で３７、７

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

というような形になります。この後確認します。

１Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいく

３号機のドライウェル圧力、教えてくれって。

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。
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発言内容

うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？

ホースなんだ。配管じゃないんだ。 

じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

本店本部から、１Ｆ●●さん。 

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

 

お答えしますと、３６が、７時１７分で３７、７

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

というような形になります。この後確認します。

１Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいく

３号機のドライウェル圧力、教えてくれって。

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。
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発言内容 

うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？

じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

お答えしますと、３６が、７時１７分で３７、７ 時１９ 分で３６、７

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

というような形になります。この後確認します。 

１Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいく

３号機のドライウェル圧力、教えてくれって。 

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。
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うん、そこだよね。分かった。で、そこから先はホース？配管？ 

じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

分で３６、７ 時２１分で３６、７時２

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

１Ｆさん、すいません。あの、３号機のドライウェル圧力、いまいくつか教えてください。

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。
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じゃ、単純に消火栓に通常みたいにホースをガチャンと付けて、それと同じ？ 

あの、その作業はいまはもう接続できてるか、できてないかつてのは分かります？ 

えっと、もうできていて、あと、消火栓を捻るだけだというふうに思ってます。 

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

いと、絶対おかしいことになりますから。事実だけ言ってください、事実だけ。 

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

時２１分で３６、７時２

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

つか教えてください。

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。

ありがとうございます。あの、定期的に３号のデータ教えてもらえると助かります。 

 

思ってるじゃなくて、現場に必ずトランシーバーか何か持っていってもらって、進捗状況を聞い

これからね、「思ってます」、「はずです」はやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えな

保安班より連絡します。モニタリングポスト４番近傍に、終日固定してましたモニタリングカー

時２１分で３６、７時２

３分で３６、７時２５分で３９、７時２７分で７９、７時２９分で７３、７時３１分で７８、７

時３３分で１２７まで上がってます。その後、７時３５分で１３９、７時３７分で１３３、７時

３９分で１２８。で、いま、横ばいでございます。で、先ほど申しました、８時０７分のデータ

では４０まで落ちてますんで、もし、これが下がってると判断できるならば、また戻ってきてる

つか教えてください。 

すいません。８時１５分現在のドライウェル圧力を報告します。ドライウェル圧力４９５ｋＰａ、

サプチャンが４７５ｋＰａです。えっと、１時間位５００の状態続いてたんですけれども、また、

４９５で多少下がり始めたように見えます。えっと、引き続き監視していきます。以上です。 
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場所 発言者

技術班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

炉主任

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

１F 

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  了解しました。

官庁連絡班  すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。

吉田所長  もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

官庁連絡班  分かりました。

炉主任  本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

吉田所長  ●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。

  はい、了解しました。

  えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

ンクリートの健全性でありますと。

吉田所長  はい。

  実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

それ、まず、確認してもらうこと。

吉田所長  ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

導してください、●●さん。

  はい。

復旧班  すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

タンクのレベル確認しに行ってます。

吉田所長  あの、併せてもし、仮設、あの、ポンプ。あの。

復旧班  物揚チーム？

吉田所長  えっ？

復旧班  物揚チームね？

吉田所長  違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？

復旧班  ええ。そっちのほうもいま。

吉田所長  消火栓に繋ぐところの、違ったっけ？

  ●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

どうなっちゃってんだ？

2011 年 3 月 1

 

了解しました。 

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

分かりました。 

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。

はい、了解しました。

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

ンクリートの健全性でありますと。

はい。 

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

それ、まず、確認してもらうこと。

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

導してください、●●さん。

はい。 

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

タンクのレベル確認しに行ってます。

あの、併せてもし、仮設、あの、ポンプ。あの。

物揚チーム？ 

えっ？ 

物揚チームね？ 

違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？

ええ。そっちのほうもいま。

消火栓に繋ぐところの、違ったっけ？

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

どうなっちゃってんだ？
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すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

 

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。

はい、了解しました。 

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

ンクリートの健全性でありますと。

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

それ、まず、確認してもらうこと。

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

導してください、●●さん。 

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

タンクのレベル確認しに行ってます。

あの、併せてもし、仮設、あの、ポンプ。あの。

 

違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？

ええ。そっちのほうもいま。 

消火栓に繋ぐところの、違ったっけ？

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

どうなっちゃってんだ？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

ンクリートの健全性でありますと。 

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

それ、まず、確認してもらうこと。 

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

 

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

タンクのレベル確認しに行ってます。 

あの、併せてもし、仮設、あの、ポンプ。あの。

違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？

 

消火栓に繋ぐところの、違ったっけ？ 

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

あの、併せてもし、仮設、あの、ポンプ。あの。 

違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

でポンプ車繋くほうの作業はいまどうなってんですか、ってことで。 

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

ちょっと燃料グループで、なんかできないかということで検討してくれ。 

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

違う違う違う違う。脇にポンプ置いてあるって言ってんじゃない？ 

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

見ながらやってるんで、ちょっと、その、現場の状況見ながらなんで、約束できない。 

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

がですね、色々と、どんどん温度が上がってく●●ことが考えられますんで。 

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

 

えっと確認してほしいのは、まあ、保安規定の話じゃないですけど、一応６５℃ っていくのがコ

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？

 

すいません、あのー、１Ｆさん。ちょっと保安院から、あの、質問が来てて、あの、海から直列

もうあの一、分かりませんっていうのが実態なんだけども。分かりませんっていうのは、あの、

現場のね、現場の配列に行ったんだけども、これもバラでやってますんで、あの、あれなんです

よ。もう、その、非常に道路の状態だとかですね、置く場所ってのは限定されるんです。それを

本部長。あの、すいません、あの、いま、先ほど配られたデータで、４号のプールの温度が、８

４℃という状況のようなんですが、今から何か対応すべきこと、例えば、その、４号……プール

●●。今の炉主任のあれで、サジェッションで４号機の共用プールの温度上がってる件の対応さ。

っていくのがコ

実力がほんとうに何度か、大気圧だったら１００℃で止まるわけですから、それがコンクリート

だからどうか、ほんとにどの程度実力あるかというのは、これは土建屋さんだと思いますけど、

ちょっと悪いんだけど、そこ、あの質問だけじゃなくて、こんな状態なんで、ちょっと適切に指

すいません、復旧班より。消火栓のほう、開けたんですが、ちょろちょろちょろちょろで、いま、

●●、彼に言わせると、タンク、もうからっぽだったよ、両方とも。それで確認しに行ってんの？
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 場所

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

技術班

小森常務

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

小森常務

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  えっと、空き時間使って、本店さん。えっと、３号、ドライウェル圧力、８時２０分現在で４９

０。サプレッションチェンバー４７０です。以上です。

小森常務  えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない

ういう危機管理モードに入って、５分から１０分位ずつデータを見てたんですが、まぁ、あの、

その、一番オリジナルな数字ではありませんけど、７時位から小康状態になって、いまその状況

を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ

れを再開しています。で、いずれにしても、１号機も３号機もいずれ２号機もそういうことを想

定して、海水ビットにいかにこう水をコンスタントに入れ続けるかというのが

の課題になってます。消防ポンプだとかですね、そういうのを色々持ってきてます。えっと、ま

あ、そんな状況でございます、はい。テレビ会議に戻してください。

ＯＳＣ  吉田所長、１Ｆ吉田所長、聞こえますか。オフサイトセンターです。

武藤副社長  吉田さん、いるかな？いないかな？

吉田所長  はい。

武藤副社長  吉田さん、忙しそうかな？

  武藤さん、話していました。

武藤副社長  いまね、消防防災、それから自衛隊の。

吉田所長  すいません、吉田です。はい。

小森常務  もしもし、本店。はい、聞こえます。

武藤副社長  ああ、どうも。ご苦労さん。いま、こちらで経済副大臣、原子本部長、それから消防と、それか

ら自衛隊の責任者の方に作業内容を確認をして、再度お願いをさせていただきました。

吉田所長  はい、分かりました。

武藤副社長  で、自衛隊さんはそういうことであれば、福島第二から持ってくる台数をもう少し増やしてご協

力をすると、こういうふうに言っていただけました。

吉田所長  はい、分かりました。ありがとうございます。

武藤副社長  それから、あと、他にね、お願いをすることがあればということなんだけども、逆洗弁ビットか

ら、その、プラントに送り込んでる仮設のポンプ車、あるいは消防ポンプ車など、ここをもうち

ょっと増やすなんてことはあり得ますか。

吉田所長  あの、それもあると思います。で、もしくは、例えば、容量上げるだとかいうのもあると思うん

ですが。

2011 年 3 月 1

 

えっと、空き時間使って、本店さん。えっと、３号、ドライウェル圧力、８時２０分現在で４９

０。サプレッションチェンバー４７０です。以上です。

えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない

ういう危機管理モードに入って、５分から１０分位ずつデータを見てたんですが、まぁ、あの、

その、一番オリジナルな数字ではありませんけど、７時位から小康状態になって、いまその状況

を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ

れを再開しています。で、いずれにしても、１号機も３号機もいずれ２号機もそういうことを想

定して、海水ビットにいかにこう水をコンスタントに入れ続けるかというのが

の課題になってます。消防ポンプだとかですね、そういうのを色々持ってきてます。えっと、ま

あ、そんな状況でございます、はい。テレビ会議に戻してください。

吉田所長、１Ｆ吉田所長、聞こえますか。オフサイトセンターです。

吉田さん、いるかな？いないかな？

はい。 

吉田さん、忙しそうかな？

武藤さん、話していました。

いまね、消防防災、それから自衛隊の。

すいません、吉田です。はい。

もしもし、本店。はい、聞こえます。

ああ、どうも。ご苦労さん。いま、こちらで経済副大臣、原子本部長、それから消防と、それか

ら自衛隊の責任者の方に作業内容を確認をして、再度お願いをさせていただきました。

はい、分かりました。

で、自衛隊さんはそういうことであれば、福島第二から持ってくる台数をもう少し増やしてご協

力をすると、こういうふうに言っていただけました。

はい、分かりました。ありがとうございます。

それから、あと、他にね、お願いをすることがあればということなんだけども、逆洗弁ビットか

ら、その、プラントに送り込んでる仮設のポンプ車、あるいは消防ポンプ車など、ここをもうち

ょっと増やすなんてことはあり得ますか。

あの、それもあると思います。で、もしくは、例えば、容量上げるだとかいうのもあると思うん

ですが。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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えっと、空き時間使って、本店さん。えっと、３号、ドライウェル圧力、８時２０分現在で４９

０。サプレッションチェンバー４７０です。以上です。

えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない

ういう危機管理モードに入って、５分から１０分位ずつデータを見てたんですが、まぁ、あの、

その、一番オリジナルな数字ではありませんけど、７時位から小康状態になって、いまその状況

を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ

れを再開しています。で、いずれにしても、１号機も３号機もいずれ２号機もそういうことを想

定して、海水ビットにいかにこう水をコンスタントに入れ続けるかというのが

の課題になってます。消防ポンプだとかですね、そういうのを色々持ってきてます。えっと、ま

あ、そんな状況でございます、はい。テレビ会議に戻してください。

吉田所長、１Ｆ吉田所長、聞こえますか。オフサイトセンターです。

吉田さん、いるかな？いないかな？

吉田さん、忙しそうかな？ 

武藤さん、話していました。 

いまね、消防防災、それから自衛隊の。

すいません、吉田です。はい。

もしもし、本店。はい、聞こえます。

ああ、どうも。ご苦労さん。いま、こちらで経済副大臣、原子本部長、それから消防と、それか

ら自衛隊の責任者の方に作業内容を確認をして、再度お願いをさせていただきました。

はい、分かりました。 

で、自衛隊さんはそういうことであれば、福島第二から持ってくる台数をもう少し増やしてご協

力をすると、こういうふうに言っていただけました。

はい、分かりました。ありがとうございます。

それから、あと、他にね、お願いをすることがあればということなんだけども、逆洗弁ビットか

ら、その、プラントに送り込んでる仮設のポンプ車、あるいは消防ポンプ車など、ここをもうち

ょっと増やすなんてことはあり得ますか。

あの、それもあると思います。で、もしくは、例えば、容量上げるだとかいうのもあると思うん

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

えっと、空き時間使って、本店さん。えっと、３号、ドライウェル圧力、８時２０分現在で４９

０。サプレッションチェンバー４７０です。以上です。

えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない

ういう危機管理モードに入って、５分から１０分位ずつデータを見てたんですが、まぁ、あの、

その、一番オリジナルな数字ではありませんけど、７時位から小康状態になって、いまその状況

を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ

れを再開しています。で、いずれにしても、１号機も３号機もいずれ２号機もそういうことを想

定して、海水ビットにいかにこう水をコンスタントに入れ続けるかというのが

の課題になってます。消防ポンプだとかですね、そういうのを色々持ってきてます。えっと、ま

あ、そんな状況でございます、はい。テレビ会議に戻してください。

吉田所長、１Ｆ吉田所長、聞こえますか。オフサイトセンターです。

吉田さん、いるかな？いないかな？ 

 

いまね、消防防災、それから自衛隊の。 

すいません、吉田です。はい。 

もしもし、本店。はい、聞こえます。 

ああ、どうも。ご苦労さん。いま、こちらで経済副大臣、原子本部長、それから消防と、それか

ら自衛隊の責任者の方に作業内容を確認をして、再度お願いをさせていただきました。

で、自衛隊さんはそういうことであれば、福島第二から持ってくる台数をもう少し増やしてご協

力をすると、こういうふうに言っていただけました。

はい、分かりました。ありがとうございます。

それから、あと、他にね、お願いをすることがあればということなんだけども、逆洗弁ビットか

ら、その、プラントに送り込んでる仮設のポンプ車、あるいは消防ポンプ車など、ここをもうち

ょっと増やすなんてことはあり得ますか。 

あの、それもあると思います。で、もしくは、例えば、容量上げるだとかいうのもあると思うん

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

えっと、空き時間使って、本店さん。えっと、３号、ドライウェル圧力、８時２０分現在で４９

０。サプレッションチェンバー４７０です。以上です。 

えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない

ういう危機管理モードに入って、５分から１０分位ずつデータを見てたんですが、まぁ、あの、

その、一番オリジナルな数字ではありませんけど、７時位から小康状態になって、いまその状況

を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ

れを再開しています。で、いずれにしても、１号機も３号機もいずれ２号機もそういうことを想

定して、海水ビットにいかにこう水をコンスタントに入れ続けるかというのが

の課題になってます。消防ポンプだとかですね、そういうのを色々持ってきてます。えっと、ま

あ、そんな状況でございます、はい。テレビ会議に戻してください。

吉田所長、１Ｆ吉田所長、聞こえますか。オフサイトセンターです。

ああ、どうも。ご苦労さん。いま、こちらで経済副大臣、原子本部長、それから消防と、それか

ら自衛隊の責任者の方に作業内容を確認をして、再度お願いをさせていただきました。

で、自衛隊さんはそういうことであれば、福島第二から持ってくる台数をもう少し増やしてご協

力をすると、こういうふうに言っていただけました。 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

それから、あと、他にね、お願いをすることがあればということなんだけども、逆洗弁ビットか

ら、その、プラントに送り込んでる仮設のポンプ車、あるいは消防ポンプ車など、ここをもうち

あの、それもあると思います。で、もしくは、例えば、容量上げるだとかいうのもあると思うん
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えっと、テレビ会議の音をちょっと絞ってくれますかね。ちょっと時間がまぁ……あるというか、

ここに座ってる、その、原子力の以外の方があんまり、なに、ドタバタしてるか状況が分かんな

いと思いますので。この６時頃から、ちょっと状況が変化したようなので、今の状況を簡単にご

説明したいと思いますが。えっと、第一のほうの１号と３号については海水を入れてる

況で、昨日の夜からやってました。え－その、海水を入れるビットがですね、本当の海からその

ビットまで入れるポンプとかちょっと不調になったり、１号、３号に入れてる水でですね、元々

溜まってた水が減ってきたりして、いったん給水を中断して、ビット側に水を集める方策を色々

やっていて、若干復旧してですね、いま３号機は海水が入ってます。で、そうこうするうちに６

時位から圧力容器の水位がダウンスケールしたりですね、圧力容器の外にある格納容器の圧力が

急に上がったりしたんで、炉内側のほうでかなり変動した事象があったんじゃない
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を監視してると。で、６時位の段階で急に上がったので、海の水を入れるぞ、という作業してた

人をいったん発電所の緊対室に引き上げさせました。所長判断で引き上げさせました。いまはそ
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発言者  

武藤副社長  ごめん、聞こえないや。

吉田所長  えっ、すいません。あの、いまおっしゃってるのは容量を上げるってことですよね。注入容量を

上げる、もしもーし？吉田です。

武藤副社長  ごめん、聞こえない。

吉田所長  吉田です。吉田です。

武藤副社長  ハロ一。

吉田所長  こっちは聞こえてんですけど、なんでこれ、こっちの声が聞こえないの、向こうに。

武藤副社長  聞こえた、聞こえた。

吉田所長  いいですか。他もあります、ありますが、ちょっと、ぼくはいま、水のあれで頭が一杯で、ちょ

っとそこまで手が回らないんで、すいません、ちょっとまとめさせますが。

武藤副社長  もしも、そこもリクエストがあれば、お願いをしたいと思います。

吉田所長  はい、分かりました。

武藤副社長  ともかく水の、その、一番水源からプラントまでの間を補強できるところがあれば、お願いしま

す。

吉田所長  はい、はい、はい。

保安班  保安班より連絡します。ＭＰ３の結果、８時２０分が出ました。変化ございません。値は２６１

マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４、変化なし、８時１９分現在、３９ミリ、いやマイクロＳｖ／ｈでご

ざいます。

ＯＳＣ  １Ｆ吉田所長、すいません。オフサイトセンター●●です。吉田所長、聞こえますか。いないの

かな。

  ちょっといま、手が離せないようなんですけど。

ＯＳＣ  ●●です。ちょっと、１点お願い。あの、経産副大臣からの宿題なんですが、１号機と３号機の

トレンドを比較しながら状況を把握したいので、いま、そちらで作っていただいている３号機の

ドライウェルの圧力の変化のトレンドありますね。

  はい。

ＯＳＣ  あれの１号機バージョンを作っていただいて、同じ時間軸で比較ができるようにしていただきた

いんですが。

  ああ、そうですか。え－

うのは、えっと、そちらに送ってるもんですかね、こちらから。

ＯＳＣ  ええ。さっき、あの、なんでしたっけ、上昇率が早いか遅いかってことを評価するためにこのト

レンドを作ってもらってますよね。
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えっ、すいません。あの、いまおっしゃってるのは容量を上げるってことですよね。注入容量を

こっちは聞こえてんですけど、なんでこれ、こっちの声が聞こえないの、向こうに。

いいですか。他もあります、ありますが、ちょっと、ぼくはいま、水のあれで頭が一杯で、ちょ

っとそこまで手が回らないんで、すいません、ちょっとまとめさせますが。 

もしも、そこもリクエストがあれば、お願いをしたいと思います。 

ともかく水の、その、一番水源からプラントまでの間を補強できるところがあれば、お願いしま

保安班より連絡します。ＭＰ３の結果、８時２０分が出ました。変化ございません。値は２６１

マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４、変化なし、８時１９分現在、３９ミリ、いやマイクロＳｖ／ｈでご

１Ｆ吉田所長、すいません。オフサイトセンター●●です。吉田所長、聞こえますか。いないの

●●です。ちょっと、１点お願い。あの、経産副大臣からの宿題なんですが、１号機と３号機の

トレンドを比較しながら状況を把握したいので、いま、そちらで作っていただいている３号機の

あれの１号機バージョンを作っていただいて、同じ時間軸で比較ができるようにしていただきた

の、そのドライウェルの圧力のトレンドバージョンってい

うのは、えっと、そちらに送ってるもんですかね、こちらから。 

ええ。さっき、あの、なんでしたっけ、上昇率が早いか遅いかってことを評価するためにこのト
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えっ、すいません。あの、いまおっしゃってるのは容量を上げるってことですよね。注入容量を

こっちは聞こえてんですけど、なんでこれ、こっちの声が聞こえないの、向こうに。 

いいですか。他もあります、ありますが、ちょっと、ぼくはいま、水のあれで頭が一杯で、ちょ
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マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４、変化なし、８時１９分現在、３９ミリ、いやマイクロＳｖ／ｈでご

１Ｆ吉田所長、すいません。オフサイトセンター●●です。吉田所長、聞こえますか。いないの

●●です。ちょっと、１点お願い。あの、経産副大臣からの宿題なんですが、１号機と３号機の

トレンドを比較しながら状況を把握したいので、いま、そちらで作っていただいている３号機の

あれの１号機バージョンを作っていただいて、同じ時間軸で比較ができるようにしていただきた

の、そのドライウェルの圧力のトレンドバージョンってい

ええ。さっき、あの、なんでしたっけ、上昇率が早いか遅いかってことを評価するためにこのト

 

えっ、すいません。あの、いまおっしゃってるのは容量を上げるってことですよね。注入容量を

いいですか。他もあります、ありますが、ちょっと、ぼくはいま、水のあれで頭が一杯で、ちょ

ともかく水の、その、一番水源からプラントまでの間を補強できるところがあれば、お願いしま

保安班より連絡します。ＭＰ３の結果、８時２０分が出ました。変化ございません。値は２６１

マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４、変化なし、８時１９分現在、３９ミリ、いやマイクロＳｖ／ｈでご

１Ｆ吉田所長、すいません。オフサイトセンター●●です。吉田所長、聞こえますか。いないの

●●です。ちょっと、１点お願い。あの、経産副大臣からの宿題なんですが、１号機と３号機の

トレンドを比較しながら状況を把握したいので、いま、そちらで作っていただいている３号機の

あれの１号機バージョンを作っていただいて、同じ時間軸で比較ができるようにしていただきた

の、そのドライウェルの圧力のトレンドバージョンってい

ええ。さっき、あの、なんでしたっけ、上昇率が早いか遅いかってことを評価するためにこのト
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発言者  

  ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

ばいい。

ＯＳＣ  これの１号機と３号機が比較できるようなもの。

  はい、分かりました。

ＯＳＣ  よろしくお願いします。

  なんか、いつ頃までってあります？●●。

ＯＳＣ  時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

  はい、はい。

技術班  じゃあ、技術班のほうで、今のは対応します。

ＯＳＣ  お願いします。

保安班  保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の評価をして２５％

Ｓの値を考慮しまして、４０％、現在３０％

率ということで評価をしてます。で、えっと、２０ｋｍ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

Ｓｖを超える辺りは、希ガスだとこの辺です

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

安定度っていうのがありまして、これは

になってます、Ｂ

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

う一度、大気安定度Ｂ

武藤副社長  そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

ういうふうに見たらいいってこと。

保安班  おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

んど、９９％

武藤副社長  だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

保安班  おっしゃるとおりです。

武藤副社長  だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。

保安班  はい、そのとおりです。こちらが希ガスだけの場合です。

武藤副社長  まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。

2011 年 3 月 1

 

ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

ばいい。 

これの１号機と３号機が比較できるようなもの。

はい、分かりました。

よろしくお願いします。

なんか、いつ頃までってあります？●●。

時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

はい、はい。 

じゃあ、技術班のほうで、今のは対応します。

お願いします。 

保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の評価をして２５％

Ｓの値を考慮しまして、４０％、現在３０％

率ということで評価をしてます。で、えっと、２０ｋｍ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

Ｓｖを超える辺りは、希ガスだとこの辺です

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

安定度っていうのがありまして、これは

になってます、Ｂ

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

う一度、大気安定度Ｂ

そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

ういうふうに見たらいいってこと。

おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

んど、９９％ 落ちます。

だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

おっしゃるとおりです。

だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。

はい、そのとおりです。こちらが希ガスだけの場合です。

まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。
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ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

これの１号機と３号機が比較できるようなもの。

はい、分かりました。 

よろしくお願いします。 

なんか、いつ頃までってあります？●●。

時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

じゃあ、技術班のほうで、今のは対応します。

 

保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の評価をして２５％ の数字を読み上げたんで、非常に分かりにくかったんですが、今回はＣＡＭ

Ｓの値を考慮しまして、４０％、現在３０％

率ということで評価をしてます。で、えっと、２０ｋｍ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

Ｓｖを超える辺りは、希ガスだとこの辺です

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

安定度っていうのがありまして、これは

になってます、Ｂ になりますと拡散がもう少し広がる形になります。ですので、もうちょっと手

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

う一度、大気安定度Ｂ で評価をし直しております。以上です。

そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

ういうふうに見たらいいってこと。

おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

落ちます。 

だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

おっしゃるとおりです。 

だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。

はい、そのとおりです。こちらが希ガスだけの場合です。

まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。
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発言内容

ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

これの１号機と３号機が比較できるようなもの。

なんか、いつ頃までってあります？●●。 

時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

じゃあ、技術班のほうで、今のは対応します。

保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の数字を読み上げたんで、非常に分かりにくかったんですが、今回はＣＡＭ

Ｓの値を考慮しまして、４０％、現在３０％ 位の炉心損傷だと思いますが、４０％

率ということで評価をしてます。で、えっと、２０ｋｍ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

Ｓｖを超える辺りは、希ガスだとこの辺ですので、えっと、ほとんど２０ｋｍより外側というの

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

安定度っていうのがありまして、これは大気安定度Ｄ

になりますと拡散がもう少し広がる形になります。ですので、もうちょっと手

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

で評価をし直しております。以上です。

そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

ういうふうに見たらいいってこと。 

おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。

はい、そのとおりです。こちらが希ガスだけの場合です。

まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

これの１号機と３号機が比較できるようなもの。 

時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

じゃあ、技術班のほうで、今のは対応します。 

保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の数字を読み上げたんで、非常に分かりにくかったんですが、今回はＣＡＭ

位の炉心損傷だと思いますが、４０％

率ということで評価をしてます。で、えっと、２０ｋｍ の線がここになります。２ｋｍの線がこ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

ので、えっと、ほとんど２０ｋｍより外側というの

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

大気安定度Ｄ という評価をしてますけど、現在ずっとＢ

になりますと拡散がもう少し広がる形になります。ですので、もうちょっと手

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

で評価をし直しております。以上です。

そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。

はい、そのとおりです。こちらが希ガスだけの場合です。 

まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ああ、これか。了解、了解。分かりました。はいはい。これの、じやあ、１号バージョンがあれ

時間的にあれはないですけど、アズ・スーン・アズ・ポッシブルでお願いします。

保安班から被曝状況の説明をちょっとさせていただきたいと思います。先ほど、炉心損傷１００％

の数字を読み上げたんで、非常に分かりにくかったんですが、今回はＣＡＭ

位の炉心損傷だと思いますが、４０％

の線がここになります。２ｋｍの線がこ

こ。これで何が言えるかというと、この一番内側の等値線レベルは１００ｍＳｖ

ので、えっと、ほとんど２０ｋｍより外側というの

は１００ミリを下回るというのが希ガスのレベルです。一方、ヨウ素のほうですが、こちらのほ

うはヨウ素が、この放出の場合は、ヨウ素が、えっと支配的になります。で、ヨウ素の評価結果

は、やはり、えっと、この赤い線がですね、１００ミリを超える線です。ですので、２０ｋｍの

外側でも１００ｍＳｖを超えるエリアがずっと広がっていくというような形です。で、いまこれ

は南南東の風で評価をしてます。で、実気象のほうがずっと南南東の風です。で、ただし、大気

という評価をしてますけど、現在ずっとＢ

になりますと拡散がもう少し広がる形になります。ですので、もうちょっと手

前で濃度が高くなって、遠くのほうは薄くなる傾向になるんじゃないかと思われます。いま、も

で評価をし直しております。以上です。 

そのドライウェルのベントとウエットウェルのベントとで、今の、そのドライウェルのベントを

やったら、その２枚を重ねた絵になって、ウエットウェルのベントなら最初の希ガスだけってそ

おっしゃるとおりです。ウエットウェルですとパブリングしてから出しますんで、ヨウ素がほと

だから、ウエットウェルのベントやってる限りは、２枚目の絵は関係ないってことになる。

だから、その、まあ５キロで落ち着いたんだけど、だから、８キロ、８．５キロか８５０ｋＰａ

辺りに近づくかどうかってとこがひとつの見極めってことかな。 

まぁ、なんとか希ガスだけで、その、いけるように頑張るということだと思います。
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発言者  

保安班  はい。

 ９００リッター／ミニッツ。

高橋フェロー  あれ、ビットの水は確認できたの？

  えっと、逆洗弁ビットの水ですか。

高橋フェロー  ええ。まだあると。

  ええ。まだあります。

高橋フェロー  ＯＫ。それからさ。

吉田所長  逆洗弁。ちょっといいですか。事実だけ言って、ちょっと残念なことが１点あるんで、報告した

いんですが、いいですか。

高橋フェロー  どうぞ。

吉田所長  えーとですね、状況から言いますと、８時１５分に３号機に注入してる逆洗ビットの水位とポン

プの運転状況を見たら、運転をちゃんとしておって水を吸い込んでいたというのを確認してます、

８時１５分、いいですか。

高橋フェロー  了解。

武藤副社長  了解。

吉田所長  で、残念なことは。極めて残念なことは、昨日の段階で２０００ｔあるというふうに聞いておっ

た、あの、ろ過水のタンクのレベルを見に行きましたところ、もうほとんどなくなってたという

のが今の事実です。それで、あの、プラスでいま、自衛隊さんが水を持ってきていただきますの

で、それをどんどんどんどんとピットのほうに持っていくという作業を１つパラで始めています。

で、もう１つは先ほどの１号の物揚場から消防車を直列でつ、繋げてビットに海水を運ぶ作業、

これをえーすでに着手していて、えー現場に向かっております。

武藤副社長  その、後者しっかりやることが大変にあれだね。その長い目で考えると大事だね。

吉田所長  はい、はい。

武藤副社長  ろ過水はあれですか、抜けちゃったのは、どっか、ろ過水に突っ込んでもだめになっちゃうって

こと？

吉田所長  だから、そこがちょっと分からないんで。

武藤副社長  なんか大事な水をろ過水に突っ込んでまた、なくなっちゃうの、やだね。

吉田所長  いまね、２０００ｔって確認したことも含めて再確認中でございます。すいません。

武藤副社長  はい、よろしくお願いします。

小森常務  ろ過水タンクへの坂下ダムからの送水っていうのは、結局、東北さんエリアの電気が戻らないと

だめなんでしょうかね。坂下ダムからろ過水タンクまで復旧するっちゅうのは、どこを直せばあ

れなんですかね。ちょっと、ただ、ろ過水タンクそのものは漏れているっていうことになると、
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れなんですかね。ちょっと、ただ、ろ過水タンクそのものは漏れているっていうことになると、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

逆洗弁。ちょっといいですか。事実だけ言って、ちょっと残念なことが１点あるんで、報告した

えーとですね、状況から言いますと、８時１５分に３号機に注入してる逆洗ビットの水位とポン

プの運転状況を見たら、運転をちゃんとしておって水を吸い込んでいたというのを確認してます、

で、残念なことは。極めて残念なことは、昨日の段階で２０００ｔあるというふうに聞いておっ

た、あの、ろ過水のタンクのレベルを見に行きましたところ、もうほとんどなくなってたという

のが今の事実です。それで、あの、プラスでいま、自衛隊さんが水を持ってきていただきますの

で、それをどんどんどんどんとピットのほうに持っていくという作業を１つパラで始めています。

で、もう１つは先ほどの１号の物揚場から消防車を直列でつ、繋げてビットに海水を運ぶ作業、

その、後者しっかりやることが大変にあれだね。その長い目で考えると大事だね。 

ろ過水はあれですか、抜けちゃったのは、どっか、ろ過水に突っ込んでもだめになっちゃうって

 

いまね、２０００ｔって確認したことも含めて再確認中でございます。すいません。 

ろ過水タンクへの坂下ダムからの送水っていうのは、結局、東北さんエリアの電気が戻らないと

だめなんでしょうかね。坂下ダムからろ過水タンクまで復旧するっちゅうのは、どこを直せばあ

れなんですかね。ちょっと、ただ、ろ過水タンクそのものは漏れているっていうことになると、

 

逆洗弁。ちょっといいですか。事実だけ言って、ちょっと残念なことが１点あるんで、報告した

えーとですね、状況から言いますと、８時１５分に３号機に注入してる逆洗ビットの水位とポン

プの運転状況を見たら、運転をちゃんとしておって水を吸い込んでいたというのを確認してます、

で、残念なことは。極めて残念なことは、昨日の段階で２０００ｔあるというふうに聞いておっ

た、あの、ろ過水のタンクのレベルを見に行きましたところ、もうほとんどなくなってたという

のが今の事実です。それで、あの、プラスでいま、自衛隊さんが水を持ってきていただきますの

で、それをどんどんどんどんとピットのほうに持っていくという作業を１つパラで始めています。

で、もう１つは先ほどの１号の物揚場から消防車を直列でつ、繋げてビットに海水を運ぶ作業、

ろ過水はあれですか、抜けちゃったのは、どっか、ろ過水に突っ込んでもだめになっちゃうって

ろ過水タンクへの坂下ダムからの送水っていうのは、結局、東北さんエリアの電気が戻らないと

だめなんでしょうかね。坂下ダムからろ過水タンクまで復旧するっちゅうのは、どこを直せばあ

れなんですかね。ちょっと、ただ、ろ過水タンクそのものは漏れているっていうことになると、
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場所 発言者

保安班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長
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広報班

保安班

小森常務

１Ｆ 

広報班

小森常務

広報班

小森常務

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

もういずれにしても、それ入れてもまた漏れちゃうってことだ。

保安班  えっと、保安班から１つお知らせいたします。えっと、かなり、あの、現場の線量に対する問い

合わせが多くなってますけども、現在あんまり発電所全体の線量分布が分かっておりませんが、

ある限りのデータを整理したやつを保安班の一番奥、この会場の右奥ですね、に、テレビがあり

ます、テレビの前にいま分かってる線量率のデータを添付してありますので、それを確認くださ

い。あと、現場のほうで、現場に行った度にサーベイをしてるようですので、そのデータが本店

にも集約をして表示していくようにいたします。よろしくお願いします。

官庁連絡班  すいません、あの、１Ｆさん。ちょっと教えてほしいんですけど。いまサイト内の防火水槽で、

いま水があるのは３号の逆洗ビットしかないという、そういう理解でいてよろしいでしょうか。

吉田所長  はい。防火水槽はもうすでに、その前の１号機、それから３号機の時に使ってますので、防火水

槽の中の水は期待できません。

官庁連絡班  分かりました。ありがとうございました。

復旧班  えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

吉田所長  はい。

復旧班  それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ

イトに着きます。そのサイトに着いたところで、うちの運転手さんと乗り換えてですね、現場に

すぐ直行できる手筈は済んでおります。

吉田所長  はい、了解。ちょっと、あの、自衛隊さんのタンクが何トンかだけ確認してください。

復旧班  はい。

広報班  本店さん、本店さん、すいません。えっと、１Ｆ広報班です。えっと、いま、あの、３号の原子

炉格納容器、圧力異常上昇ということで、１５条のプレス文を用意しておりますが、国から、あ

の、マスコミをとめているということで、プレス発表を行なわずに待っている状況でございます。

えっと、一方で、福島県のほうから９時から関係部長会議をマスコミオープンで行ないたいと、

それなので、９時までにこのプレスを行なうように依頼をされております。調整をいただければ

と思うんですが、いかがでしょうか。

保安班  えっと、保安班より連絡します。８時４０分現在のこの部屋の環境線量率は先ほどと変化ありま

せん。以上です。

小森常務  いや。この、なに、プレス文をレビューせえって言うの？

  発表せよということなんで。

広報班  そうです。９時からの関係部長会議で県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという

要望です。

小森常務  いや。それで、その、中央側のほうとの調整のほうが大事なの？どっちなの？

広報班  えっと、あの、国がマスコミをとめているということで、プレス発表をできない状態でいると、

ちょっと、あの、１Ｆのほうで認識しているんですが、事実等であれば９時までにプレスをさせ

てくれという、あの、福島県からの要望を聞くとしたら、そういう折衝をしてもらいたいと思い

ます。

小森常務  うん。だから、これ、むしろ中身のレビューじゃなくて、そういう話。

 あの、本店側としては先ほど●●のほうからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保

安院のほうもすべてプレスに対する情報はとめていると。それに伴って事業者からの公表もやめ

2011 年 3 月 1

 

もういずれにしても、それ入れてもまた漏れちゃうってことだ。

えっと、保安班から１つお知らせいたします。えっと、かなり、あの、現場の線量に対する問い

合わせが多くなってますけども、現在あんまり発電所全体の線量分布が分かっておりませんが、

ある限りのデータを整理したやつを保安班の一番奥、この会場の右奥ですね、に、テレビがあり

ます、テレビの前にいま分かってる線量率のデータを添付してありますので、それを確認くださ

い。あと、現場のほうで、現場に行った度にサーベイをしてるようですので、そのデータが本店

にも集約をして表示していくようにいたします。よろしくお願いします。

すいません、あの、１Ｆさん。ちょっと教えてほしいんですけど。いまサイト内の防火水槽で、

いま水があるのは３号の逆洗ビットしかないという、そういう理解でいてよろしいでしょうか。

はい。防火水槽はもうすでに、その前の１号機、それから３号機の時に使ってますので、防火水

槽の中の水は期待できません。

分かりました。ありがとうございました。

えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

はい。 

それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ

イトに着きます。そのサイトに着いたところで、うちの運転手さんと乗り換えてですね、現場に

すぐ直行できる手筈は済んでおります。

はい、了解。ちょっと、あの、自衛隊さんのタンクが何トンかだけ確認してください。

はい。 

本店さん、本店さん、すいません。えっと、１Ｆ広報班です。えっと、いま、あの、３号の原子

炉格納容器、圧力異常上昇ということで、１５条のプレス文を用意しておりますが、国から、あ

の、マスコミをとめているということで、プレス発表を行なわずに待っている状況でございます。

えっと、一方で、福島県のほうから９時から関係部長会議をマスコミオープンで行ないたいと、

それなので、９時までにこのプレスを行なうように依頼をされております。調整をいただければ

と思うんですが、いかがでしょうか。

えっと、保安班より連絡します。８時４０分現在のこの部屋の環境線量率は先ほどと変化ありま

せん。以上です。

いや。この、なに、プレス文をレビューせえって言うの？

発表せよということなんで。

そうです。９時からの関係部長会議で県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという

要望です。 

いや。それで、その、中央側のほうとの調整のほうが大事なの？どっちなの？

えっと、あの、国がマスコミをとめているということで、プレス発表をできない状態でいると、

ちょっと、あの、１Ｆのほうで認識しているんですが、事実等であれば９時までにプレスをさせ

てくれという、あの、福島県からの要望を聞くとしたら、そういう折衝をしてもらいたいと思い

ます。 

うん。だから、これ、むしろ中身のレビューじゃなくて、そういう話。

あの、本店側としては先ほど●●のほうからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保

安院のほうもすべてプレスに対する情報はとめていると。それに伴って事業者からの公表もやめ

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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もういずれにしても、それ入れてもまた漏れちゃうってことだ。

えっと、保安班から１つお知らせいたします。えっと、かなり、あの、現場の線量に対する問い

合わせが多くなってますけども、現在あんまり発電所全体の線量分布が分かっておりませんが、

ある限りのデータを整理したやつを保安班の一番奥、この会場の右奥ですね、に、テレビがあり

ます、テレビの前にいま分かってる線量率のデータを添付してありますので、それを確認くださ

い。あと、現場のほうで、現場に行った度にサーベイをしてるようですので、そのデータが本店

にも集約をして表示していくようにいたします。よろしくお願いします。

すいません、あの、１Ｆさん。ちょっと教えてほしいんですけど。いまサイト内の防火水槽で、

いま水があるのは３号の逆洗ビットしかないという、そういう理解でいてよろしいでしょうか。

はい。防火水槽はもうすでに、その前の１号機、それから３号機の時に使ってますので、防火水

槽の中の水は期待できません。

分かりました。ありがとうございました。

えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ

イトに着きます。そのサイトに着いたところで、うちの運転手さんと乗り換えてですね、現場に

すぐ直行できる手筈は済んでおります。

はい、了解。ちょっと、あの、自衛隊さんのタンクが何トンかだけ確認してください。

本店さん、本店さん、すいません。えっと、１Ｆ広報班です。えっと、いま、あの、３号の原子

炉格納容器、圧力異常上昇ということで、１５条のプレス文を用意しておりますが、国から、あ

の、マスコミをとめているということで、プレス発表を行なわずに待っている状況でございます。

えっと、一方で、福島県のほうから９時から関係部長会議をマスコミオープンで行ないたいと、

それなので、９時までにこのプレスを行なうように依頼をされております。調整をいただければ

と思うんですが、いかがでしょうか。

えっと、保安班より連絡します。８時４０分現在のこの部屋の環境線量率は先ほどと変化ありま

せん。以上です。 

いや。この、なに、プレス文をレビューせえって言うの？

発表せよということなんで。 

そうです。９時からの関係部長会議で県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという

いや。それで、その、中央側のほうとの調整のほうが大事なの？どっちなの？

えっと、あの、国がマスコミをとめているということで、プレス発表をできない状態でいると、

ちょっと、あの、１Ｆのほうで認識しているんですが、事実等であれば９時までにプレスをさせ

てくれという、あの、福島県からの要望を聞くとしたら、そういう折衝をしてもらいたいと思い

うん。だから、これ、むしろ中身のレビューじゃなくて、そういう話。

あの、本店側としては先ほど●●のほうからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保

安院のほうもすべてプレスに対する情報はとめていると。それに伴って事業者からの公表もやめ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

もういずれにしても、それ入れてもまた漏れちゃうってことだ。

えっと、保安班から１つお知らせいたします。えっと、かなり、あの、現場の線量に対する問い

合わせが多くなってますけども、現在あんまり発電所全体の線量分布が分かっておりませんが、

ある限りのデータを整理したやつを保安班の一番奥、この会場の右奥ですね、に、テレビがあり

ます、テレビの前にいま分かってる線量率のデータを添付してありますので、それを確認くださ

い。あと、現場のほうで、現場に行った度にサーベイをしてるようですので、そのデータが本店

にも集約をして表示していくようにいたします。よろしくお願いします。

すいません、あの、１Ｆさん。ちょっと教えてほしいんですけど。いまサイト内の防火水槽で、

いま水があるのは３号の逆洗ビットしかないという、そういう理解でいてよろしいでしょうか。

はい。防火水槽はもうすでに、その前の１号機、それから３号機の時に使ってますので、防火水

槽の中の水は期待できません。 

分かりました。ありがとうございました。 

えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ

イトに着きます。そのサイトに着いたところで、うちの運転手さんと乗り換えてですね、現場に

すぐ直行できる手筈は済んでおります。 

はい、了解。ちょっと、あの、自衛隊さんのタンクが何トンかだけ確認してください。

本店さん、本店さん、すいません。えっと、１Ｆ広報班です。えっと、いま、あの、３号の原子

炉格納容器、圧力異常上昇ということで、１５条のプレス文を用意しておりますが、国から、あ

の、マスコミをとめているということで、プレス発表を行なわずに待っている状況でございます。

えっと、一方で、福島県のほうから９時から関係部長会議をマスコミオープンで行ないたいと、

それなので、９時までにこのプレスを行なうように依頼をされております。調整をいただければ

と思うんですが、いかがでしょうか。 

えっと、保安班より連絡します。８時４０分現在のこの部屋の環境線量率は先ほどと変化ありま

いや。この、なに、プレス文をレビューせえって言うの？

 

そうです。９時からの関係部長会議で県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという

いや。それで、その、中央側のほうとの調整のほうが大事なの？どっちなの？

えっと、あの、国がマスコミをとめているということで、プレス発表をできない状態でいると、

ちょっと、あの、１Ｆのほうで認識しているんですが、事実等であれば９時までにプレスをさせ

てくれという、あの、福島県からの要望を聞くとしたら、そういう折衝をしてもらいたいと思い

うん。だから、これ、むしろ中身のレビューじゃなくて、そういう話。

あの、本店側としては先ほど●●のほうからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保

安院のほうもすべてプレスに対する情報はとめていると。それに伴って事業者からの公表もやめ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

もういずれにしても、それ入れてもまた漏れちゃうってことだ。

えっと、保安班から１つお知らせいたします。えっと、かなり、あの、現場の線量に対する問い

合わせが多くなってますけども、現在あんまり発電所全体の線量分布が分かっておりませんが、

ある限りのデータを整理したやつを保安班の一番奥、この会場の右奥ですね、に、テレビがあり

ます、テレビの前にいま分かってる線量率のデータを添付してありますので、それを確認くださ

い。あと、現場のほうで、現場に行った度にサーベイをしてるようですので、そのデータが本店

にも集約をして表示していくようにいたします。よろしくお願いします。

すいません、あの、１Ｆさん。ちょっと教えてほしいんですけど。いまサイト内の防火水槽で、

いま水があるのは３号の逆洗ビットしかないという、そういう理解でいてよろしいでしょうか。

はい。防火水槽はもうすでに、その前の１号機、それから３号機の時に使ってますので、防火水

えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ

イトに着きます。そのサイトに着いたところで、うちの運転手さんと乗り換えてですね、現場に

はい、了解。ちょっと、あの、自衛隊さんのタンクが何トンかだけ確認してください。

本店さん、本店さん、すいません。えっと、１Ｆ広報班です。えっと、いま、あの、３号の原子

炉格納容器、圧力異常上昇ということで、１５条のプレス文を用意しておりますが、国から、あ

の、マスコミをとめているということで、プレス発表を行なわずに待っている状況でございます。

えっと、一方で、福島県のほうから９時から関係部長会議をマスコミオープンで行ないたいと、

それなので、９時までにこのプレスを行なうように依頼をされております。調整をいただければ

えっと、保安班より連絡します。８時４０分現在のこの部屋の環境線量率は先ほどと変化ありま

いや。この、なに、プレス文をレビューせえって言うの？ 

そうです。９時からの関係部長会議で県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという

いや。それで、その、中央側のほうとの調整のほうが大事なの？どっちなの？

えっと、あの、国がマスコミをとめているということで、プレス発表をできない状態でいると、

ちょっと、あの、１Ｆのほうで認識しているんですが、事実等であれば９時までにプレスをさせ

てくれという、あの、福島県からの要望を聞くとしたら、そういう折衝をしてもらいたいと思い

うん。だから、これ、むしろ中身のレビューじゃなくて、そういう話。

あの、本店側としては先ほど●●のほうからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保

安院のほうもすべてプレスに対する情報はとめていると。それに伴って事業者からの公表もやめ
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えっと、復旧班から情報ですが、物揚場からの水の輸送のラインにつきまして、道路に散乱して

いた邪魔物をですね、それを全部片づけました。だから、ポンプ設置、いましてます。

それから、もう１つ。自衛隊の車、ちょっと、いま容量確認してますが、７台、約３０分位でサ
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発言者  

ろ、ということでとめられてきています。その状況の中で、今度は県のほうがやれと言っている

ということです。

小森常務  いや、だから、事業者としては、県が言ってますよって話は伝えてもらって。県と保安院とか、

で、ちょっと調整してもらうしかなくて、我々の決定権っていうのはどちらかというと……。本

件はいま、原子力災害特別措置法に基づいた国のガバナンスがうんと強い中の話になってるので。

もちろん、県を無視することはまったくないんだが。

総務班  じゃあ、まず、官邸に告げ口、官邸に告げ口。県からこう言われて困ってると。

石崎部長  要は我々が認識しておかなければいけないのは、そういう状況を説明しても、県は必ず単独でプ

レスをすることになるから、そのときにどうするかってことを考えといたほうがいいってことで

すけどね。

小森常務  ええ、ええ。

石崎部長  ちょっと考えます。はい。

小森常務  ちょっと、まあ、９時からの関係部長会議で急に言われても、もう時間的余裕があんまりねぇな。

小森常務  いま、それ誰か、官邸に話をしてくれてる？

 いまちょうどやってくれてます。

小森常務  はい、はい。

石崎部長  県にはですね。福島事務所を通じてこれからやっときますから。はい。

小森常務  はい。

保安班  先ほど、あの、保安班からです。被曝評価の話です。先ほどお知らせした、ちょっと白黒になっ

てしまいました、先ほどの図、これになります。で、大気安定度が違うと拡散がしやすいという

お話をさせていただきました。拡散した結果が右側になります。こちらの図で、この範囲で、こ

う、ずーっと拡散してたのが、拡散しやすくなる影響で範囲がずっと狭くなります。そう。今現

在だとこちらの分布で、２０ｋｍちょっと超えたとこまでが、１００ｍＳｖを超える範囲という

形になります。以上です。

小森常務  すいません。オフサイ

トセンターです。増田所長、いらっしゃいますか、２Ｆ。

  増田所長、増田所長。いま呼びますんで、ちょっとお待ちください。増田所長いらっしゃいます

か。いま探してます。

  資材の●●さん。

資材班  はい。

  防災の●●さんから、消火ポンプ車の軽油、頼まれてます？

資材班  いえ、聞いておりません。え、ちょっとお待ちください。確認します。

ＯＳＣ  増田所長。

増田所長  はい、増田です。
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てしまいました、先ほどの図、これになります。で、大気安定度が違うと拡散がしやすいという

お話をさせていただきました。拡散した結果が右側になります。こちらの図で、この範囲で、こ

う、ずーっと拡散してたのが、拡散しやすくなる影響で範囲がずっと狭くなります。そう。今現

在だとこちらの分布で、２０ｋｍちょっと超えたとこまでが、１００ｍＳｖを超える範囲という

トセンターの●●です。２Ｆの増田所長、いらっしゃいますか、オフサイ

トセンターです。増田所長、いらっしゃいますか、２Ｆ。

増田所長、増田所長。いま呼びますんで、ちょっとお待ちください。増田所長いらっしゃいます

防災の●●さんから、消火ポンプ車の軽油、頼まれてます？
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３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ろ、ということでとめられてきています。その状況の中で、今度は県のほうがやれと言っている

いや、だから、事業者としては、県が言ってますよって話は伝えてもらって。県と保安院とか、

で、ちょっと調整してもらうしかなくて、我々の決定権っていうのはどちらかというと……。本

件はいま、原子力災害特別措置法に基づいた国のガバナンスがうんと強い中の話になってるので。

もちろん、県を無視することはまったくないんだが。 

じゃあ、まず、官邸に告げ口、官邸に告げ口。県からこう言われて困ってると。

要は我々が認識しておかなければいけないのは、そういう状況を説明しても、県は必ず単独でプ

レスをすることになるから、そのときにどうするかってことを考えといたほうがいいってことで
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発言者  

ＯＳＣ  オフサイトセンターの●●です。お疲れさまです。あの１Ｆ

てはですね。ガソリンの不足っていうのがあります。それでですね。

増田所長  はい。昨日のガソリンは、昨日の４００Ｌを２Ｆに持ってきてありますので、２Ｆ

ってドラム缶２缶は持ってけます、２００Ｌ

ＯＳＣ  ありがとうございます。それで、いま、輸送手段を探してるところなんですけども、まずは、ち

ょっと、これ、皆さんに聞いてるんですが、２Ｆ

小森常務  おはようございます、はい、

増田所長  ２Ｆ

っと、●●さん。

ＯＳＣ  はい。

増田所長  ２Ｆ、いまユニックが２台しかないんですよ。

ＯＳＣ  なるほど。

増田所長  うん。どっかになんかそういう車があれば、何とか運転はこっちでするけども、車を調達してく

れれば。

ＯＳＣ  了解。あの、缶が、小さい缶を調達すればいいんですよね。

資材班  資材班です、資材班です。ポンプ用の軽油の確保はこちら情報が来ておりません。情報が来てお

りません。以上です。

  ポンプは軽油なの、ガソリン？どっち。

ＯＳＣ  いや。あの、欲しいのはガソリンなんで、例えばそのー、ガソリンの２０Ｌ缶をですね、こちら

から持ってけば、それに積みためて輸送することは可能でしょうか。

増田所長  あの、可能だと思うんですけど、それとっても危ないと思いませんか。２００Ｌのドラム缶をそ

のまま持ってったほうが安全ですよね。

ＯＳＣ  ええ。おっしゃるとおりです。

増田所長  うん。でも、手段がないってことね。

ＯＳＣ  ええ。あの、いまちょっとそれだけにこだわってるわけじゃないんですが、いろんな手段がない

かと、いま探してるところなんです。

増田所長  ええ。あの、決めていただいた手段に従いますので、決めてください、こうやってやれって。

ＯＳＣ  はい、分かりました、そうします。よろしくお願いします。

増田所長  はい。

総務班  ●●さん、本店の●●です。もう電話に出られますんで、用事があればどうぞ。
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のユニックっていま、あれでしょ、現場で使うでしょ？え

うん。どっかになんかそういう車があれば、何とか運転はこっちでするけども、車を調達してく
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あの、可能だと思うんですけど、それとっても危ないと思いませんか。２００Ｌのドラム缶をそ

ええ。あの、いまちょっとそれだけにこだわってるわけじゃないんですが、いろんな手段がない

ええ。あの、決めていただいた手段に従いますので、決めてください、こうやってやれって。
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ええ。あの、いまちょっとそれだけにこだわってるわけじゃないんですが、いろんな手段がない

ええ。あの、決めていただいた手段に従いますので、決めてください、こうやってやれって。 



 

時刻 

 

 

08:49 

 

 

 

 

 

 

 

08:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:51 

東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

資材班
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資材班
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吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ＯＳＣ  はい。

ＯＳＣ  業者さん頼んでいるだって。調整中です。あとは業者さんとか。電話繋がんない。

ＯＳＣ  一番早いのは自衛隊さんから２０Ｌ

２Ｆ

こにあるんだ？空売り２０Ｌ缶。

ＯＳＣ  ●●ここにあります。

ＯＳＣ  空の２０Ｌ

用車１台借りて、ガソリンを１Ｆ

ＯＳＣ  ２Ｆ

ＯＳＣ  ２Ｆ

ＯＳＣ  こっちだって２０Ｌ

ＯＳＣ  ２０Ｌ

ＯＳＣ  １斗缶だよ＝。

  はい、ええと、情報です。３号機、いま、給水してる逆洗ビットにホウ酸を２６袋、水を５２０

キロを投入しました。８時４５分です。以上です。

吉田所長  ３

  はい。

  ●●さん、資材の●●さん。高射放水ポンプのために、タンクローリー、軽油を１台分、とりあ

えず頼んでください。

資材班  現状として、いま、タンクローリー車満タンが１

  １台ある？

資材班  はい、３ｋＬ。そのほか１キロは確実に残ってます。で、２

  とりあえず、１台あるってことね？

資材班  はい、あります。

  はい。

吉田所長  それだけで、ちゃんとおまえ、引き渡しうまくできんのか。ええ、いいんだよ、おまえやんなく

て。いまさ、●●君、あの、いいんだけど、ありますだけじゃなくて、どこでどう引き渡しする
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２０Ｌ 缶あるのかな。
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はい、あります。

はい。 
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●●さん、資材の●●さん。高射放水ポンプのために、タンクローリー、軽油を１台分、とりあ
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資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

総務班

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

かとか、ということまでちゃんと聞いとかないと、うまくいかないからさ。

資材班  はい、分かりました。

吉田所長  はい。

資材班  悪い情報がいま入ってきました。３キロ満タンのタンク故障中。

吉田所長  え？

資材班  タンク故障中。移動ができないと。だから、牽引等が、もしくは移し替えが必要だと。

吉田所長  えっ、なんのタンク？

資材班  ３

うです。

吉田所長  え？

資材班  タンクローリー車。

吉田所長  それを先に言ってくれよ、タンクローリー車。それは軽油？軽油運んでいる？

資材班  現在、３キロ満タンに積んでるタンクローリーの…

吉田所長  っだから、軽油かって聞いてんだろ！

資材班  軽油です、すいません。失礼しました。

吉田所長  軽油を満タンに積んでるタンクローリーがどこで止まってんだよ。

資材班  事務本館前です。

吉田所長  え？

資材班  免震棟前です。

吉田所長  じゃあ、そこのもらいに来ればできんだろ。できないの？

資材班  それはできます。

総務班  電通さん、音、少し下げてください、もう少し下げてください、はい。えっと、いま、１Ｆ

ソリンが足りなくて困っていて、缶入りのガソリンでも欲しいし、空き缶を持ってって、ガソリ

ンを分けてくれるんでも欲しい位欲しい。２Ｆにはドラム缶２本のガソリンがあるんだけども、

運び手がいない。そういう状況だそうです。で、オフサイトセンターからは広野火力に広野の分

も持ってきてくれないか、あるいは２Ｆからの運び手でもって、なにしろガソリンを届けてくん

ないかっと、こんな話が先ほどの●●との話でした。なにか役に立つこと、思われた人いれば、

私のほうに来てください。いま、オフサイトセンター、電話繋がりません。音上げてい

増田所長  オフサイトセンター●●さん、２Ｆ増田です。

ＯＳＣ  はい、●●です。

2011 年 3 月 1

 

かとか、ということまでちゃんと聞いとかないと、うまくいかないからさ。

はい、分かりました。

はい。 

悪い情報がいま入ってきました。３キロ満タンのタンク故障中。

え？ 

タンク故障中。移動ができないと。だから、牽引等が、もしくは移し替えが必要だと。

えっ、なんのタンク？

３ キロ満タンに入ってるローリーの、ローリーのエンジンが故障中。あっ、パンク、パンクだそ

うです。 

え？ 

タンクローリー車。

それを先に言ってくれよ、タンクローリー車。それは軽油？軽油運んでいる？

現在、３キロ満タンに積んでるタンクローリーの…

っだから、軽油かって聞いてんだろ！

軽油です、すいません。失礼しました。

軽油を満タンに積んでるタンクローリーがどこで止まってんだよ。

事務本館前です。

え？ 

免震棟前です。 

じゃあ、そこのもらいに来ればできんだろ。できないの？

それはできます。

電通さん、音、少し下げてください、もう少し下げてください、はい。えっと、いま、１Ｆ

ソリンが足りなくて困っていて、缶入りのガソリンでも欲しいし、空き缶を持ってって、ガソリ

ンを分けてくれるんでも欲しい位欲しい。２Ｆにはドラム缶２本のガソリンがあるんだけども、

運び手がいない。そういう状況だそうです。で、オフサイトセンターからは広野火力に広野の分
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かとか、ということまでちゃんと聞いとかないと、うまくいかないからさ。

はい、分かりました。 

悪い情報がいま入ってきました。３キロ満タンのタンク故障中。

タンク故障中。移動ができないと。だから、牽引等が、もしくは移し替えが必要だと。

えっ、なんのタンク？ 

キロ満タンに入ってるローリーの、ローリーのエンジンが故障中。あっ、パンク、パンクだそ

タンクローリー車。 

それを先に言ってくれよ、タンクローリー車。それは軽油？軽油運んでいる？

現在、３キロ満タンに積んでるタンクローリーの…

っだから、軽油かって聞いてんだろ！

軽油です、すいません。失礼しました。

軽油を満タンに積んでるタンクローリーがどこで止まってんだよ。

事務本館前です。 

 

じゃあ、そこのもらいに来ればできんだろ。できないの？

それはできます。 

電通さん、音、少し下げてください、もう少し下げてください、はい。えっと、いま、１Ｆ

ソリンが足りなくて困っていて、缶入りのガソリンでも欲しいし、空き缶を持ってって、ガソリ

ンを分けてくれるんでも欲しい位欲しい。２Ｆにはドラム缶２本のガソリンがあるんだけども、

運び手がいない。そういう状況だそうです。で、オフサイトセンターからは広野火力に広野の分

も持ってきてくれないか、あるいは２Ｆからの運び手でもって、なにしろガソリンを届けてくん

ないかっと、こんな話が先ほどの●●との話でした。なにか役に立つこと、思われた人いれば、

私のほうに来てください。いま、オフサイトセンター、電話繋がりません。音上げてい

オフサイトセンター●●さん、２Ｆ増田です。

はい、●●です。 
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も持ってきてくれないか、あるいは２Ｆからの運び手でもって、なにしろガソリンを届けてくん

ないかっと、こんな話が先ほどの●●との話でした。なにか役に立つこと、思われた人いれば、

私のほうに来てください。いま、オフサイトセンター、電話繋がりません。音上げてい

オフサイトセンター●●さん、２Ｆ増田です。
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発言者  

増田所長  先ほどのお話のあった２００Ｌ

レツジに取りに行って、

積んで、大熊まで持ってきます。で、指定の場所に置きますから、１Ｆからその指定の場所に取

りに来てほしい。だから、その取りに来る場所をどこにするか、●●さんが決めるだけ決めてく

ださい。

ＯＳＣ  分かりました。

増田所長  そうすれば、２００Ｌ

とかそこまで輸送します。

清水社長  総務の●●さん。

武藤副社長  そのまま持ってけないの一？

ＯＳＣ  すいません、そのまま持ってけませんか？あのネックはですね、積荷をどうするかなんですよね。

積み替えができないっていうのがネックなんで。

増田所長  でも２Ｆ

ちゃうじゃないですか。だからユニック、２Ｆ

武藤副社長  そんなことないだろ？

ＯＳＣ  そんなもの出しちゃっていいよ。

武藤副社長  タイヤだけ、タイヤだけ外したらいいんだろ。

 ●●さん。国道の入り口まで迎えに出れないかとか、そういう意味だね、それはね。

ＯＳＣ  そういうことだと理解してます。ちょっとそれ、ー旦検討させてください。ちょっと検討します。

増田所長  了解。お願いします。

技術班  あっ、ちょっとすいません。８時４５分のデータでですね、３号ですね、サプチャン圧力、その

まま前回４７０

か、継続して上がるものかどうか、ちょっと今後見る必要があります。

 すいません。先ほどのプレスに関する情報です。いま、窓口のほうで保安院、ＮＩＳＡのほうに

確認していただきましたら、絶対にだめだというのがＮＩＳＡの見解で、このプレスは行なうな

という強い要請、指示だそうです。

 それ、書画からちょっと落としましょう。書画の画面から落としましょう。

清水社長  資材班。資材班。資材班。おい、資材班。

総務班  資材班、社長がお呼びです。社長が資材班をお呼びです。

清水社長  今の１Ｆ

資材班  はい、ガソリンはですね、いま、２００Ｌ

届けられておりません。それは、あの、小名浜のいま、置き場に置いてあります。それから、政
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レツジに取りに行って、 それがユニックで行っているので、それと一緒に２００Ｌ、ドラム缶を

積んで、大熊まで持ってきます。で、指定の場所に置きますから、１Ｆからその指定の場所に取

りに来てほしい。だから、その取りに来る場所をどこにするか、●●さんが決めるだけ決めてく

 

そうすれば、２００Ｌ のドラム缶２本のガソリンと水中ポンプっていう、１Ｆの要求の品物を何

とかそこまで輸送します。 

総務の●●さん。 

そのまま持ってけないの一？ 

すいません、そのまま持ってけませんか？あのネックはですね、積荷をどうするかなんですよね。

積み替えができないっていうのがネックなんで。

のユニックが１Ｆ に行っちゃうと２Ｆ

ちゃうじゃないですか。だからユニック、２Ｆ

そんなことないだろ？ 

そんなもの出しちゃっていいよ。

タイヤだけ、タイヤだけ外したらいいんだろ。

●●さん。国道の入り口まで迎えに出れないかとか、そういう意味だね、それはね。
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了解。お願いします。 

あっ、ちょっとすいません。８時４５分のデータでですね、３号ですね、サプチャン圧力、その

 だったのが、ちよびっと４７５まで上がってます。ちょっと一過的なものかどう

か、継続して上がるものかどうか、ちょっと今後見る必要があります。

すいません。先ほどのプレスに関する情報です。いま、窓口のほうで保安院、ＮＩＳＡのほうに

確認していただきましたら、絶対にだめだというのがＮＩＳＡの見解で、このプレスは行なうな

という強い要請、指示だそうです。

それ、書画からちょっと落としましょう。書画の画面から落としましょう。

資材班。資材班。資材班。おい、資材班。

資材班、社長がお呼びです。社長が資材班をお呼びです。

のガソリン等々の調達状況はどうなってるの？

はい、ガソリンはですね、いま、２００Ｌ

届けられておりません。それは、あの、小名浜のいま、置き場に置いてあります。それから、政
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発言内容

先ほどのお話のあった２００Ｌ のドラム缶、いま、１Ｆから水中ポンプを頼まれていて、Ｊヴィ
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のドラム缶、いま、１Ｆから水中ポンプを頼まれていて、Ｊヴィ

それがユニックで行っているので、それと一緒に２００Ｌ、ドラム缶を
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そういうことだと理解してます。ちょっとそれ、ー旦検討させてください。ちょっと検討します。

あっ、ちょっとすいません。８時４５分のデータでですね、３号ですね、サプチャン圧力、その

だったのが、ちよびっと４７５まで上がってます。ちょっと一過的なものかどう

か、継続して上がるものかどうか、ちょっと今後見る必要があります。

すいません。先ほどのプレスに関する情報です。いま、窓口のほうで保安院、ＮＩＳＡのほうに

確認していただきましたら、絶対にだめだというのがＮＩＳＡの見解で、このプレスは行なうな

それ、書画からちょっと落としましょう。書画の画面から落としましょう。

資材班、社長がお呼びです。社長が資材班をお呼びです。 

のガソリン等々の調達状況はどうなってるの？ 

が２Ｆ に入ってます。ところが、ちょっと１Ｆ

届けられておりません。それは、あの、小名浜のいま、置き場に置いてあります。それから、政
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のドラム缶、いま、１Ｆから水中ポンプを頼まれていて、Ｊヴィ

それがユニックで行っているので、それと一緒に２００Ｌ、ドラム缶を

積んで、大熊まで持ってきます。で、指定の場所に置きますから、１Ｆからその指定の場所に取

りに来てほしい。だから、その取りに来る場所をどこにするか、●●さんが決めるだけ決めてく

のドラム缶２本のガソリンと水中ポンプっていう、１Ｆの要求の品物を何

すいません、そのまま持ってけませんか？あのネックはですね、積荷をどうするかなんですよね。

のユニックは二度と、ユニックが使えなくなっ
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あっ、ちょっとすいません。８時４５分のデータでですね、３号ですね、サプチャン圧力、その

だったのが、ちよびっと４７５まで上がってます。ちょっと一過的なものかどう

か、継続して上がるものかどうか、ちょっと今後見る必要があります。 

すいません。先ほどのプレスに関する情報です。いま、窓口のほうで保安院、ＮＩＳＡのほうに

確認していただきましたら、絶対にだめだというのがＮＩＳＡの見解で、このプレスは行なうな
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発言者  

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

ます。いま最大の課題は小名浜の置き場から１Ｆ

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

資材班  降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

ございます。

清水社長  それは手配してるの？

資材班  いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

えております

総務班  ２Ｆ

清水社長  あれ、総務班さ、今の話聞いたよね？

総務班  それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

いなぁっていう感じです。

保安班  保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化

在、２７４ｇＳｖ

ｖ／ｈでございます。なお、ＭＰ３

れておりません。

 すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。

 猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

をして依頼をするという段取りをつけようと思っています。

保安班  あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

 《会話重複開始》

ＯＳＣ  はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

らで判断しますのでよろしいでしょうか、所長。

高橋フェロー  それさ、●●君が東環に確認したほうが早いんじゃないの？

 それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

うはまだ決まってないの？

 ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。
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府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

ます。いま最大の課題は小名浜の置き場から１Ｆ

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

ございます。 

それは手配してるの？

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

えております 

２Ｆ が正門までドラム缶運んで。

あれ、総務班さ、今の話聞いたよね？

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

いなぁっていう感じです。

保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化

在、２７４ｇＳｖ

ｖ／ｈでございます。なお、ＭＰ３

れておりません。

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

をして依頼をするという段取りをつけようと思っています。

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

《会話重複開始》

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

らで判断しますのでよろしいでしょうか、所長。

それさ、●●君が東環に確認したほうが早いんじゃないの？

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

うはまだ決まってないの？

ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。
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府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

ます。いま最大の課題は小名浜の置き場から１Ｆ

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

それは手配してるの？ 

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

が正門までドラム缶運んで。

あれ、総務班さ、今の話聞いたよね？

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

いなぁっていう感じです。 

保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化

在、２７４ｇＳｖ／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

ｖ／ｈでございます。なお、ＭＰ３

れておりません。 

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

をして依頼をするという段取りをつけようと思っています。

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

《会話重複開始》 

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

らで判断しますのでよろしいでしょうか、所長。

それさ、●●君が東環に確認したほうが早いんじゃないの？

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

うはまだ決まってないの？ 

ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。
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発言内容

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

ます。いま最大の課題は小名浜の置き場から１Ｆ

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

が正門までドラム缶運んで。 

あれ、総務班さ、今の話聞いたよね？ 

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化

／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

ｖ／ｈでございます。なお、ＭＰ３ の地点におきましてニュートロンを測定しましたが、確認さ

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

をして依頼をするという段取りをつけようと思っています。

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

らで判断しますのでよろしいでしょうか、所長。

それさ、●●君が東環に確認したほうが早いんじゃないの？

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

ます。いま最大の課題は小名浜の置き場から１Ｆ サイトに届ける、いま、トラック、そして

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化

／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

の地点におきましてニュートロンを測定しましたが、確認さ

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

をして依頼をするという段取りをつけようと思っています。 

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

らで判断しますのでよろしいでしょうか、所長。 

それさ、●●君が東環に確認したほうが早いんじゃないの？ 

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

サイトに届ける、いま、トラック、そして

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

保安班より連絡します。ＭＰ３、ＭＰ３でございますが、変化 は確認されません。８時４０分現

／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

の地点におきましてニュートロンを測定しましたが、確認さ

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

ます。社員から選ぶんであれば、リストはあるんですけどね。 

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

 

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

 

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

ええ、その辺はまだ決まってません。いま、１つですね、出てき……。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

サイトに届ける、いま、トラック、そして

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

は確認されません。８時４０分現

／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

の地点におきましてニュートロンを測定しましたが、確認さ

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ

 

府調達のガソリン、軽油についてもですね、今朝ほど、一部、４０本がですね、ドラム缶にして

４０本がやはり小名浜のガソリン２００Ｌ、２５本がですね、小名浜の資材置き場に到着してい

サイトに届ける、いま、トラック、そして １

Ｆサイトで降ろすクレーン、これがないことでございます。クレーンがないことでございます。 

降ろす、クレーンで降ろさなければいけません。その双方とも、手配ができてないという状況で

いまあの一、手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに、入ってしまったも

のですから、社員の人が運転するということしか、いま手当てがなくてですね。いま、社員の中

から大型免許を持っている人、これをこれから選び出してですね、その人にお願いをしようと考

それで、要するに退避地域の中に入っていくということに対して、いわば民間の会社の人たちは

当然、拒否を始めてるんです。それからそうなるともう、うちの人間しかいないよねと。今のは

うちの人間が入るためには、じゃ今度大型車両の運転免許がないと運転できませんので、それを

探すのがまた、大変な騒ぎになると。多分いま、やってもらうしかないんですけども。それでじ

やあ、自衛隊に頼むかっていうのも、いま自衛隊もですね、そういう所に行くことにものすごい

拒絶反応がありまして、それでいま官邸を通してやってはもらうんですけども、現実には現場の

部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局、行かせられないみたいな

話になっちゃうというような状況にいまあるということで、いま、政府のほうに要求してあるの

は、いま、小名浜の所まで来てるということは分かってきてるんですけども、そっから先をどう

やって運ぶかっていうのをですね、いまちょっと検討してると。自衛隊はあんまり当てになんな

は確認されません。８時４０分現

／ｈ。ＭＰ４、変化があまり見られません。８時４０分現在、４０マイクロＳ

の地点におきましてニュートロンを測定しましたが、確認さ

すいません。大型免許を持った社員のリストは厚生班のほうで把握してるということになってい

猪苗代のほうに少なくとも１０人程度いるということは分かっておりますので、その中から選定

あれ、現場の固体廃棄物貯蔵庫でドラム缶をハンドリングする車両があると思うんですけど、多

分、東電環境さんがお持ちのやつ、これ使えないか確認したほうがいいような気がしますけど。 

はい。こちら福島のオフサイトセンターですけども、２Ｆさんにお願いしたいんですけども。ぜ

ひ、１Ｆのですね。入り口の正門の所まで、正門の所まで持ってきていただければ、あとはこち

それとあと、ちょっとすいません。ちょっと小名浜から入ってきますよね、ガソリンを福一まで

一気に持ってこうと。オフサイトセンターになにかね、やるんですかね。その辺はまだロジのほ



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

09:01 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

２Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

本店 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

増田所長

保安班

発話場所不

非公開> 
 

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

小森常務

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

官庁連絡班

官庁連絡班

武黒フェロー

１F 

官庁連絡班

テレビ会議 2011

 

発言者  

増田所長  福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ

おきます。

保安班  保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

ですね。４０マイクロ

ます。

 《会話重複終了》

 いま、１つ出てきてる案がですね。２Ｆ

ＯＳＣ  すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

増田所長  ２Ｆ

ＯＳＣ  「三角屋」のローソン。

増田所長  そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

ＯＳＣ  「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

ます。

小森常務  情報規制。

ＯＳＣ  《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。

ＯＳＣ  そこまで持ってく。

ＯＳＣ  三角屋のローソン？

ＯＳＣ  三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

ＯＳＣ  調整して、運転手決めて行かせるしかないよねえ。

官庁連絡班  １Ｆ

しいんですけど。繋がってますか。

官庁連絡班  １Ｆ

武黒フェロー  いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

ートをね＝。

  はい、繋がってます。

官庁連絡班  先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで

すか。

2011 年 3 月 1

 

福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ

おきます。 

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

ですね。４０マイクロ

ます。 

《会話重複終了》

いま、１つ出てきてる案がですね。２Ｆ

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

２Ｆ です。「三角屋」のローソンです。

「三角屋」のローソン。

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

ます。 

情報規制。 

《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。

そこまで持ってく。

三角屋のローソン？

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

調整して、運転手決めて行かせるしかないよねえ。

１Ｆ さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

しいんですけど。繋がってますか。

１Ｆ さん。福島第一、繋がってますか。

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

ートをね＝。 

はい、繋がってます。

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで

すか。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  112 / 362

福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

ですね。４０マイクロ から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

《会話重複終了》 

いま、１つ出てきてる案がですね。２Ｆ

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

です。「三角屋」のローソンです。

「三角屋」のローソン。 

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。

そこまで持ってく。 

三角屋のローソン？ 

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

調整して、運転手決めて行かせるしかないよねえ。

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

しいんですけど。繋がってますか。

さん。福島第一、繋がってますか。

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

はい、繋がってます。 

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで
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発言内容

福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

いま、１つ出てきてる案がですね。２Ｆ の宇徳運輸さんの。

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

です。「三角屋」のローソンです。 

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

調整して、運転手決めて行かせるしかないよねえ。

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

しいんですけど。繋がってますか。 

さん。福島第一、繋がってますか。 

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで
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発言内容 
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人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

の宇徳運輸さんの。

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

調整して、運転手決めて行かせるしかないよねえ。 

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで
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福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

人は分かってると思います。その場所まで持っていって２００Ｌ のドラム缶と、水中ポンプ全部

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－

から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

の宇徳運輸さんの。 

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

《電話》「三角屋」のローソンに置いとくって言うんですけど。 

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで
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福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

のドラム缶と、水中ポンプ全部

保安班から連絡します。この部屋の環境についてですが、中性子については－－ ガンマ線の値は

から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。

そこは、昨日も１Ｆと順次そこでやってますので、１Ｆの人は理解してます。 

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

三角屋のローソンって言えば分かる。三角屋のローソンに置いとくって言えば。 

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

いまね、だけど、いま官邸では協力してくれるから、新たに自衛隊の１４台を＝ ここへ入れるル

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで

 

福島第二です。昨日もローソン、三角屋のローソンの所で順次受け渡しをしてますので、１Ｆの

のドラム缶と、水中ポンプ全部

ガンマ線の値は

から５０マイクロに若干の上昇が見られます。引き続き採取を続けていき

すいません、全然聞こえなかったので、置き場所だけもう一回言ってください、置き場所。 

「三角屋」のローソンですね。はい、了解しました。そちらにお願いします。ありがとうござい

さん、すいません。ちょっと保安院から大至急教えてくれっていうのがあるので、教えてほ

ここへ入れるル

先ほど、一回作業員を退避指示出した時間を教えるって言ってるんですよ。６時５０分でいいで
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官庁連絡班

吉田所長
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吉田所長

武黒フェロー
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発言者  

  え？

官庁連絡班  ６時５０分でいいですか。６時５０分でこちら伝えました。

  何の時間ですか、よく聞こえなかったんですけども。

官庁連絡班  一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

伝えちゃいます。

武藤副社長  ６時何分だって？

官庁連絡班  ６時５０分。

武藤副社長  もっと早かったと思うな。

吉田所長  いいよ、６時５０分で、はい。

官庁連絡班  分かりました。

武藤副社長  いや、もっと早かったよ。もう一回確認してくんない？

吉田所長  いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

５時何分？

高橋フェロー  自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

武藤副社長  そうそう、その頃だよ。

技術班  ６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

武藤副社長  ５時半頃だよ、５時半頃。

吉田所長  そう、５時３５分だと思う、ぼくは。

官庁連絡班  はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。

吉田所長  ごめん、６時？

発電班  すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

送ポンプ、Ｇ

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

補給をしたいと思います。

吉田所長  はい、了解。

武黒フェロー  現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。
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え？ 

６時５０分でいいですか。６時５０分でこちら伝えました。

何の時間ですか、よく聞こえなかったんですけども。

一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

伝えちゃいます。

６時何分だって？

６時５０分。 

もっと早かったと思うな。

いいよ、６時５０分で、はい。

分かりました。 

いや、もっと早かったよ。もう一回確認してくんない？

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

５時何分？ ３５分？

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

そうそう、その頃だよ。

６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

５時半頃だよ、５時半頃。

そう、５時３５分だと思う、ぼくは。

はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。

ごめん、６時？ 

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

送ポンプ、Ｇ トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

補給をしたいと思います。

はい、了解。 

現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。
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６時５０分でいいですか。６時５０分でこちら伝えました。

何の時間ですか、よく聞こえなかったんですけども。

一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

伝えちゃいます。 

６時何分だって？ 

もっと早かったと思うな。 

いいよ、６時５０分で、はい。

 

いや、もっと早かったよ。もう一回確認してくんない？

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

３５分？ 

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

そうそう、その頃だよ。 

６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

５時半頃だよ、５時半頃。 

そう、５時３５分だと思う、ぼくは。

はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。

 ごめん、６時４５分ってメモしてありますので。私が指示した時です。

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

補給をしたいと思います。 

現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。
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発言内容

６時５０分でいいですか。６時５０分でこちら伝えました。

何の時間ですか、よく聞こえなかったんですけども。

一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

いいよ、６時５０分で、はい。 

いや、もっと早かったよ。もう一回確認してくんない？

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

そう、５時３５分だと思う、ぼくは。 

はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。

ごめん、６時４５分ってメモしてありますので。私が指示した時です。

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。
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発言内容 

６時５０分でいいですか。６時５０分でこちら伝えました。 

何の時間ですか、よく聞こえなかったんですけども。 

一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

いや、もっと早かったよ。もう一回確認してくんない？ 

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。

ごめん、６時４５分ってメモしてありますので。私が指示した時です。

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。
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一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。

６時４０分です。６時４０分に５２０に急激に増えてます。あっ、ごめんなさい。

はい。じゃあ、５時３５分にします。ありがとうございます。 

ごめん、６時４５分ってメモしてありますので。私が指示した時です。

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

と、そういったことを判断根拠にして現場に行かずにですね、警報の発生でもって、プー

現場に直接、社員が４台後日‐ーに行くように。自衛隊が－。物資。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの
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いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

自衛隊の水が、えっと給水車が、オフサイトセンターに行って、オフサイト＝。 
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一回、作業員をですね、準備所の方に避難させましたよね、３号が、だいぶ状況が悪くなったの

で。我々のほうは６時５０分って把握してるんですけども、もしそれで間違いなければ、それで

いや、あのね、私が言ったのは、一番最初に怖くなったのは、５２０になった時だから、何時？

すいません。５、６号ですけど、先般から懸念されてます、使用済み燃料プールの除熱というか

ですね、プールの温度が上がってますので、とりあえず５、６号、電源が生きてまして、復水移

トラポンプが、これが５、６と使える状態にあります。なので、これで補給してい

きます。で、補給にあたっては、途中に温度計があるので、これがいま、おそらくは気体の温度

を測っているので正しい温度を示していない。それがレベルが復旧してきたら警報が出るだろう

ル水の



 

時刻 

 

09:04 

 

 

09:05 

 

 

09:06 

 

 

 

 

 

 

 

09:07 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議
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発言者  

吉田所長  はい、了解。

  復旧班より、物揚場からの海水、９時５分にポンプ起動し、放水し始めました。

武黒フェロー  官邸にも言いましたけど、油は頼んでいて、それが自衛隊が、最初は民間側で調達できるんじゃ

ないの、みたいな話で、現実的じゃないんですって話になって、やっと理解をしたというところ

で、そっから先は官邸から今度、自衛隊と本店側の協議に移ってっていうふうに理解しています。

吉田所長  まだ入ってません。送水開始っていうのは、ビットに入ったことにはなりませんからね。

資材班  すいません、資材班です。先ほど小名浜からサイトヘの輸送の件で話がありましたけども、今現

在ですね、東

当初は小名浜に現在置いてあります、備蓄食糧、これを１Ｆ

で、１Ｆさんに入っている配電の方がですね、運転しに小名浜まで来てくれるという計画になっ

ています。これは運転手の方が来てくれるという前提条件ですけども、いま、食糧を積むのか、

ガソリンを積むのか、それからポンプですか、それをもし決めていただければですね、と、あと

運転手の確保ですよね。いま運べる少なくともトラックはあるということでございます。

 オフサイトセンターに聞いたほうが早いじやん。何を優先するのか、いま。だから……。

  で、いま電話で調整中でございます。

  いやいやいや。どっちを運ぶかは我々では決められないんですよね。大丈夫なんですか、いや、

それ…。

清水社長  資材班、資材班。今の食糧より、食糧よりガソリン優先。

資材班  ガソリンですね。

清水社長  優先。

資材班  承知いたしました。

吉田所長  ええ。私も言おうと思ってましたが。ガソリンを運んでいただくのが一番ありがたいんです。た

だ、ポンプとおっしゃった、ポンプは水中ポンプですよね。

 いや、ガソリン用のシュコシュコっていう、移設用の、給油用の。

吉田所長  うん、だからポンプも種類によって分からないから、欲しいポンプ。ちっちゃいポンプなのかそ

れも含めて、あれしないと分からないから。

 吉田所長、今のポンプの話ですけれども、４号機の使用済み燃料プールの冷却用にお願いしてい

るポンプになります。＝

いしております。

 すいません、ポンプは１Ｆの冷却用ポンプです。４号の冷却用ポンプ。

吉田所長  はい、はい。

武黒フェロー  ええ。原子力部門さんで優先順位つけるという話になった。

 ガソリンの運搬、リットルは？何リットルがよろしいでしょうか。もしそれで、空きがあればそ

こに、食糧とかも詰め込むことはできるかもしれません。

高橋フェロー  何台かだめにする、おシャカにしてもいいトラックがあれば、１０人運転手はいるから。
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れも含めて、あれしないと分からないから。 

吉田所長、今のポンプの話ですけれども、４号機の使用済み燃料プールの冷却用にお願いしてい
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すいません、ポンプは１Ｆの冷却用ポンプです。４号の冷却用ポンプ。
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ガソリンの運搬、リットルは？何リットルがよろしいでしょうか。もしそれで、空きがあればそ

こに、食糧とかも詰め込むことはできるかもしれません。

何台かだめにする、おシャカにしてもいいトラックがあれば、１０人運転手はいるから。
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吉田所長、今のポンプの話ですけれども、４号機の使用済み燃料プールの冷却用にお願いしてい

本店のほうで、安全のほうで評価しています。それを伝えるようにお願

すいません、ポンプは１Ｆの冷却用ポンプです。４号の冷却用ポンプ。 

 

ガソリンの運搬、リットルは？何リットルがよろしいでしょうか。もしそれで、空きがあればそ

何台かだめにする、おシャカにしてもいいトラックがあれば、１０人運転手はいるから。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

復旧班より、物揚場からの海水、９時５分にポンプ起動し、放水し始めました。 

官邸にも言いましたけど、油は頼んでいて、それが自衛隊が、最初は民間側で調達できるんじゃ

ないの、みたいな話で、現実的じゃないんですって話になって、やっと理解をしたというところ

で、そっから先は官邸から今度、自衛隊と本店側の協議に移ってっていうふうに理解しています。

まだ入ってません。送水開始っていうのは、ビットに入ったことにはなりませんからね。 

すいません、資材班です。先ほど小名浜からサイトヘの輸送の件で話がありましたけども、今現

電物流の１２ｔトラックが小名浜の置き場で１台空いております。これはですね、

さんのほうへお送りするということ

で、１Ｆさんに入っている配電の方がですね、運転しに小名浜まで来てくれるという計画になっ

ています。これは運転手の方が来てくれるという前提条件ですけども、いま、食糧を積むのか、

ガソリンを積むのか、それからポンプですか、それをもし決めていただければですね、と、あと

運転手の確保ですよね。いま運べる少なくともトラックはあるということでございます。 

オフサイトセンターに聞いたほうが早いじやん。何を優先するのか、いま。だから……。 

いやいやいや。どっちを運ぶかは我々では決められないんですよね。大丈夫なんですか、いや、

ええ。私も言おうと思ってましたが。ガソリンを運んでいただくのが一番ありがたいんです。た

うん、だからポンプも種類によって分からないから、欲しいポンプ。ちっちゃいポンプなのかそ

吉田所長、今のポンプの話ですけれども、４号機の使用済み燃料プールの冷却用にお願いしてい

本店のほうで、安全のほうで評価しています。それを伝えるようにお願

ガソリンの運搬、リットルは？何リットルがよろしいでしょうか。もしそれで、空きがあればそ

何台かだめにする、おシャカにしてもいいトラックがあれば、１０人運転手はいるから。 

 

官邸にも言いましたけど、油は頼んでいて、それが自衛隊が、最初は民間側で調達できるんじゃ

ないの、みたいな話で、現実的じゃないんですって話になって、やっと理解をしたというところ

で、そっから先は官邸から今度、自衛隊と本店側の協議に移ってっていうふうに理解しています。 

 

すいません、資材班です。先ほど小名浜からサイトヘの輸送の件で話がありましたけども、今現

電物流の１２ｔトラックが小名浜の置き場で１台空いております。これはですね、

さんのほうへお送りするということ

で、１Ｆさんに入っている配電の方がですね、運転しに小名浜まで来てくれるという計画になっ

ています。これは運転手の方が来てくれるという前提条件ですけども、いま、食糧を積むのか、

ガソリンを積むのか、それからポンプですか、それをもし決めていただければですね、と、あと

 

 

いやいやいや。どっちを運ぶかは我々では決められないんですよね。大丈夫なんですか、いや、

ええ。私も言おうと思ってましたが。ガソリンを運んでいただくのが一番ありがたいんです。た

うん、だからポンプも種類によって分からないから、欲しいポンプ。ちっちゃいポンプなのかそ

吉田所長、今のポンプの話ですけれども、４号機の使用済み燃料プールの冷却用にお願いしてい

本店のほうで、安全のほうで評価しています。それを伝えるようにお願

ガソリンの運搬、リットルは？何リットルがよろしいでしょうか。もしそれで、空きがあればそ
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復旧班
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吉田所長
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高橋フェロー
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発言者  

小森常務  ああ、そうですか、はい。

高橋フェロー  全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

清水社長  調達関係でさ、内藤君とやりとりして、

 配電はいるんです。

 車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。

吉田所長  ちょっと、プラントのデータ、よく評価しておいてね。

  これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

一応安定はしています。

資材班  すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

復旧班  すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

ＦＰ

資材班  福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。

吉田所長  はい。

資材班  あっ、すいません、本部資材班です。先ほ

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

吉田所長  ガソリン数量？あるだけ持ってきてもらいたいんですけど。

 あるだけだと５０００Ｌ

吉田所長  あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

部で議論する話じゃないんで。

資材班  はい、承知しました。

資材班  ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

吉田所長  いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

ことなんだけどね。５０００もあるんだったら。

資材班  はい、調整します。

 それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

吉田所長  いいんだよな？

資材班  はい、調整します。

高橋フェロー  あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

2011 年 3 月 1

 

ああ、そうですか、はい。

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

調達関係でさ、内藤君とやりとりして、

配電はいるんです。

車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。

ちょっと、プラントのデータ、よく評価しておいてね。

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

一応安定はしています。

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

ＦＰ で入れていくと考えてます、はい。

福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。

はい。 

あっ、すいません、本部資材班です。先ほ

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

ガソリン数量？あるだけ持ってきてもらいたいんですけど。

あるだけだと５０００Ｌ

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

部で議論する話じゃないんで。

はい、承知しました。

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

ことなんだけどね。５０００もあるんだったら。

はい、調整します。

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

いいんだよな？ 

はい、調整します。

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。
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ああ、そうですか、はい。 

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

調達関係でさ、内藤君とやりとりして、

配電はいるんです。 

車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。

ちょっと、プラントのデータ、よく評価しておいてね。

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

一応安定はしています。 

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

で入れていくと考えてます、はい。

福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。

あっ、すいません、本部資材班です。先ほ

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

ガソリン数量？あるだけ持ってきてもらいたいんですけど。

あるだけだと５０００Ｌ もあるんですけれども。

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

部で議論する話じゃないんで。

はい、承知しました。 

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

ことなんだけどね。５０００もあるんだったら。

はい、調整します。 

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

 

はい、調整します。 

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

調達関係でさ、内藤君とやりとりして、 

車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。

ちょっと、プラントのデータ、よく評価しておいてね。

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

で入れていくと考えてます、はい。 

福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。

あっ、すいません、本部資材班です。先ほ ど、ガソリンを優先するということで、まずそれを

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

ガソリン数量？あるだけ持ってきてもらいたいんですけど。

もあるんですけれども。

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

部で議論する話じゃないんで。 

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

ことなんだけどね。５０００もあるんだったら。

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。

ちょっと、プラントのデータ、よく評価しておいてね。 

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。

ど、ガソリンを優先するということで、まずそれを

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

ガソリン数量？あるだけ持ってきてもらいたいんですけど。 

もあるんですけれども。 

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

ことなんだけどね。５０００もあるんだったら。 

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

車をオシャカにしてもいいと、こう言っちやったら、置きっぱなしになる。 

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

福島第一さん、聞こえますか。本部ですけども、よろしいですか。 

ど、ガソリンを優先するということで、まずそれを

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

 

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

の機材を積みたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。

 

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

すいません、資材班です。先ほどガソリン優先ということになりましたけど。 

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

ど、ガソリンを優先するということで、まずそれを

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。

 

全部が行くわけじゃないけど。つまり複数の車を用意して、おシャカにすることもよければね。 

これは３号のＲＰＶですね。３号のドライウェルとサブレッションチェンバー、こっちのほうは

すいません。あの今の、４号プールの冷却ですけど、今の言ってたポンプで、まず、ウェルと燃

料プールの水を混ぜて冷やす。そのあとにろ過水の余裕が出てきたら、ろ過水の水をＤ／ＤＦＰ 

で。え、いまはないです。でも給水来てしばらくしたら、それまでは混ぜてしのぎます。Ｄ／Ｄ

ど、ガソリンを優先するということで、まずそれを

運びたいと思いますけれども、ガソリンの数量ですね。それを教えていただけますでしょうか。 

あっ、そんなにあるの。じやあ、それは運べる量で、ちょっと、事務局と調整してください。本

ガソリンの１日使用料が２００Ｌ位ですので、余裕持って２日分程度、５００Ｌ。そのほかは他

いいよ。いいんだけど、それまた往復でガソリン持ってきてもらえるようにならないかな、って

それから、運転手の方に来ていただけるということで、待ってますので、よろしくお願いします。 

あれ１Ｆさん、自衛隊の給水車、ろ過水タンクに入れる水はいま、どこ行っちゃいましたかね。 



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

09:11 

 

 

09:12 

 

 

 

 

 

09:14 

東京電力

 

 場所
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１Ｆ 
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１Ｆ 
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明/非公開

本店 

本店 
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場所 発言者

１F 

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

保安班

１Ｆ 

資材班

１Ｆ 

小森常務

発話場所不

非公開> 
 

保安班

発話場所不

非公開> 
 

小森常務

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

  はい、なんでしょう。もう一度すみません。

高橋フェロー  ろ過水タンクへ持ってくはずの自衛隊の給水車、あの水はビットに持ってったんですか。

吉田所長  まだ、まだです。まだです。まだ到着してません。

高橋フェロー  えっ、到着してないの？あっ、そうですか。

吉田所長  してない。

高橋フェロー  はい、了解。

保安班  保安班から連絡です。保安班から連絡です。オフサイトセンターの《ビー音》さんから自衛隊の

給水活動エリアの線量を欲しいと言われたんですが、自衛隊が働くエリアというのはどこなんで

しょうか、教えてください。

  正門前です。

資材班  ●●さん、すいません。●●さん、すいません。海水の今の給水ポンプに使用する１日当たりの

軽油の量を教えてください。分かりますか。１Ｆはい。仕様、確認します。はい、よろしくお願

いします。

  ガソリン用のカラのタンク、携行缶をお持ちの方、カラの携行缶をお持ちの方、今後、給油でき

る可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前のほうに運んでください。

小森常務  ちょっと、テレビ会議の音、落としてください。緊急があれば、テレビ会議繋ぎますけども、ご

く簡単に。

 《会話重複開始》

保安班  保安班より連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロンについては引き続き、ゼロです。

ガンマ線ですが若干上がっております。前回５０ｇですが、今回６０ｇということで若干上昇傾

向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

 《会話重複終了》

小森常務  ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと

思います。昨日の夜から第一の１号機と３号機は海水を入れていました。２号機については常用

の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、

海水から入れてるというのはですね、海水の０ｍの海の、あそこで言う左側の海とですね、

２、３号と言ってるほうはですね、標高差が１０ｍ以上あって１つのポンプで簡単に建屋の中に

注水するほどヘッドを立てるポンプというのは、そんなになくてですね、いったん、逆洗ピット

っていう所の溜め池に海水を入れて、そこは１０ｍ位なので－旦入れて、そこからポンプ車で原

子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆洗弁ピットというのは結構、水があ

ってですね。海との補修中の１番っていうポンプでポンプアップしながら１号と３号に入れてた

んですけど、ちょっと１号が不調でしてですね、逆洗ビットがかなりカラに近くなった

とで１号、３号を一旦止めて、水を溜めてました。で、３号についてはいま、給水中です。いず

れにしても逆洗ビットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、２

号機はまだ、入れてませんけど入れれる状況にしとくということが必要なので、まあいくら水が

あそこに入るようにしていても少なすぎることはないと、そういう状況です。まずそういうこと

で、水、水とかタンク車とかそういう話をしてます。

小森常務  それからプラントのほうの状況では３号機がですね、６時頃から格納容器の圧力が

したので、ちょっと危機管理モードに入りました。７時位には安定しておりますので、ー旦、そ

の段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、７時過ぎ位に再開をして、いま作

業をして４番の連結のポンプ車の送水をやってます。それから上のほうのろ過水タンクのほうで
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はい、なんでしょう。もう一度すみません。

ろ過水タンクへ持ってくはずの自衛隊の給水車、あの水はビットに持ってったんですか。

まだ、まだです。まだです。まだ到着してません。

えっ、到着してないの？あっ、そうですか。

してない。 

はい、了解。 

保安班から連絡です。保安班から連絡です。オフサイトセンターの《ビー音》さんから自衛隊の

給水活動エリアの線量を欲しいと言われたんですが、自衛隊が働くエリアというのはどこなんで

しょうか、教えてください。

正門前です。 

●●さん、すいません。●●さん、すいません。海水の今の給水ポンプに使用する１日当たりの

軽油の量を教えてください。分かりますか。１Ｆはい。仕様、確認します。はい、よろしくお願

いします。 

ガソリン用のカラのタンク、携行缶をお持ちの方、カラの携行缶をお持ちの方、今後、給油でき

る可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前のほうに運んでください。

ちょっと、テレビ会議の音、落としてください。緊急があれば、テレビ会議繋ぎますけども、ご

く簡単に。 

《会話重複開始》

保安班より連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロンについては引き続き、ゼロです。

ガンマ線ですが若干上がっております。前回５０ｇですが、今回６０ｇということで若干上昇傾

向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

《会話重複終了》

ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと

思います。昨日の夜から第一の１号機と３号機は海水を入れていました。２号機については常用

の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、

海水から入れてるというのはですね、海水の０ｍの海の、あそこで言う左側の海とですね、

２、３号と言ってるほうはですね、標高差が１０ｍ以上あって１つのポンプで簡単に建屋の中に

注水するほどヘッドを立てるポンプというのは、そんなになくてですね、いったん、逆洗ピット

っていう所の溜め池に海水を入れて、そこは１０ｍ位なので－旦入れて、そこからポンプ車で原

子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆洗弁ピットというのは結構、水があ

ってですね。海との補修中の１番っていうポンプでポンプアップしながら１号と３号に入れてた

んですけど、ちょっと１号が不調でしてですね、逆洗ビットがかなりカラに近くなった

とで１号、３号を一旦止めて、水を溜めてました。で、３号についてはいま、給水中です。いず

れにしても逆洗ビットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、２

号機はまだ、入れてませんけど入れれる状況にしとくということが必要なので、まあいくら水が

あそこに入るようにしていても少なすぎることはないと、そういう状況です。まずそういうこと

で、水、水とかタンク車とかそういう話をしてます。

それからプラントのほうの状況では３号機がですね、６時頃から格納容器の圧力が

したので、ちょっと危機管理モードに入りました。７時位には安定しておりますので、ー旦、そ

の段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、７時過ぎ位に再開をして、いま作

業をして４番の連結のポンプ車の送水をやってます。それから上のほうのろ過水タンクのほうで
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はい、なんでしょう。もう一度すみません。

ろ過水タンクへ持ってくはずの自衛隊の給水車、あの水はビットに持ってったんですか。

まだ、まだです。まだです。まだ到着してません。

えっ、到着してないの？あっ、そうですか。

保安班から連絡です。保安班から連絡です。オフサイトセンターの《ビー音》さんから自衛隊の

給水活動エリアの線量を欲しいと言われたんですが、自衛隊が働くエリアというのはどこなんで

しょうか、教えてください。 

●●さん、すいません。●●さん、すいません。海水の今の給水ポンプに使用する１日当たりの

軽油の量を教えてください。分かりますか。１Ｆはい。仕様、確認します。はい、よろしくお願

ガソリン用のカラのタンク、携行缶をお持ちの方、カラの携行缶をお持ちの方、今後、給油でき

る可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前のほうに運んでください。

ちょっと、テレビ会議の音、落としてください。緊急があれば、テレビ会議繋ぎますけども、ご

《会話重複開始》 

保安班より連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロンについては引き続き、ゼロです。

ガンマ線ですが若干上がっております。前回５０ｇですが、今回６０ｇということで若干上昇傾

向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

《会話重複終了》 

ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと

思います。昨日の夜から第一の１号機と３号機は海水を入れていました。２号機については常用

の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、

海水から入れてるというのはですね、海水の０ｍの海の、あそこで言う左側の海とですね、

２、３号と言ってるほうはですね、標高差が１０ｍ以上あって１つのポンプで簡単に建屋の中に

注水するほどヘッドを立てるポンプというのは、そんなになくてですね、いったん、逆洗ピット

っていう所の溜め池に海水を入れて、そこは１０ｍ位なので－旦入れて、そこからポンプ車で原

子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆洗弁ピットというのは結構、水があ

ってですね。海との補修中の１番っていうポンプでポンプアップしながら１号と３号に入れてた

んですけど、ちょっと１号が不調でしてですね、逆洗ビットがかなりカラに近くなった

とで１号、３号を一旦止めて、水を溜めてました。で、３号についてはいま、給水中です。いず

れにしても逆洗ビットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、２

号機はまだ、入れてませんけど入れれる状況にしとくということが必要なので、まあいくら水が

あそこに入るようにしていても少なすぎることはないと、そういう状況です。まずそういうこと

で、水、水とかタンク車とかそういう話をしてます。

それからプラントのほうの状況では３号機がですね、６時頃から格納容器の圧力が

したので、ちょっと危機管理モードに入りました。７時位には安定しておりますので、ー旦、そ

の段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、７時過ぎ位に再開をして、いま作

業をして４番の連結のポンプ車の送水をやってます。それから上のほうのろ過水タンクのほうで
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発言内容

はい、なんでしょう。もう一度すみません。 

ろ過水タンクへ持ってくはずの自衛隊の給水車、あの水はビットに持ってったんですか。

まだ、まだです。まだです。まだ到着してません。

えっ、到着してないの？あっ、そうですか。 

保安班から連絡です。保安班から連絡です。オフサイトセンターの《ビー音》さんから自衛隊の

給水活動エリアの線量を欲しいと言われたんですが、自衛隊が働くエリアというのはどこなんで

 

●●さん、すいません。●●さん、すいません。海水の今の給水ポンプに使用する１日当たりの

軽油の量を教えてください。分かりますか。１Ｆはい。仕様、確認します。はい、よろしくお願

ガソリン用のカラのタンク、携行缶をお持ちの方、カラの携行缶をお持ちの方、今後、給油でき

る可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前のほうに運んでください。

ちょっと、テレビ会議の音、落としてください。緊急があれば、テレビ会議繋ぎますけども、ご

保安班より連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロンについては引き続き、ゼロです。

ガンマ線ですが若干上がっております。前回５０ｇですが、今回６０ｇということで若干上昇傾

向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと

思います。昨日の夜から第一の１号機と３号機は海水を入れていました。２号機については常用

の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、

海水から入れてるというのはですね、海水の０ｍの海の、あそこで言う左側の海とですね、

２、３号と言ってるほうはですね、標高差が１０ｍ以上あって１つのポンプで簡単に建屋の中に

注水するほどヘッドを立てるポンプというのは、そんなになくてですね、いったん、逆洗ピット

っていう所の溜め池に海水を入れて、そこは１０ｍ位なので－旦入れて、そこからポンプ車で原

子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆洗弁ピットというのは結構、水があ

ってですね。海との補修中の１番っていうポンプでポンプアップしながら１号と３号に入れてた

んですけど、ちょっと１号が不調でしてですね、逆洗ビットがかなりカラに近くなった

とで１号、３号を一旦止めて、水を溜めてました。で、３号についてはいま、給水中です。いず

れにしても逆洗ビットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、２

号機はまだ、入れてませんけど入れれる状況にしとくということが必要なので、まあいくら水が

あそこに入るようにしていても少なすぎることはないと、そういう状況です。まずそういうこと

で、水、水とかタンク車とかそういう話をしてます。

それからプラントのほうの状況では３号機がですね、６時頃から格納容器の圧力が

したので、ちょっと危機管理モードに入りました。７時位には安定しておりますので、ー旦、そ

の段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、７時過ぎ位に再開をして、いま作

業をして４番の連結のポンプ車の送水をやってます。それから上のほうのろ過水タンクのほうで

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

ろ過水タンクへ持ってくはずの自衛隊の給水車、あの水はビットに持ってったんですか。

まだ、まだです。まだです。まだ到着してません。 

 

保安班から連絡です。保安班から連絡です。オフサイトセンターの《ビー音》さんから自衛隊の

給水活動エリアの線量を欲しいと言われたんですが、自衛隊が働くエリアというのはどこなんで

●●さん、すいません。●●さん、すいません。海水の今の給水ポンプに使用する１日当たりの

軽油の量を教えてください。分かりますか。１Ｆはい。仕様、確認します。はい、よろしくお願

ガソリン用のカラのタンク、携行缶をお持ちの方、カラの携行缶をお持ちの方、今後、給油でき

る可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前のほうに運んでください。

ちょっと、テレビ会議の音、落としてください。緊急があれば、テレビ会議繋ぎますけども、ご

保安班より連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロンについては引き続き、ゼロです。

ガンマ線ですが若干上がっております。前回５０ｇですが、今回６０ｇということで若干上昇傾

向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと

思います。昨日の夜から第一の１号機と３号機は海水を入れていました。２号機については常用

の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、

海水から入れてるというのはですね、海水の０ｍの海の、あそこで言う左側の海とですね、

２、３号と言ってるほうはですね、標高差が１０ｍ以上あって１つのポンプで簡単に建屋の中に

注水するほどヘッドを立てるポンプというのは、そんなになくてですね、いったん、逆洗ピット

っていう所の溜め池に海水を入れて、そこは１０ｍ位なので－旦入れて、そこからポンプ車で原

子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆洗弁ピットというのは結構、水があ

ってですね。海との補修中の１番っていうポンプでポンプアップしながら１号と３号に入れてた

んですけど、ちょっと１号が不調でしてですね、逆洗ビットがかなりカラに近くなった

とで１号、３号を一旦止めて、水を溜めてました。で、３号についてはいま、給水中です。いず

れにしても逆洗ビットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、２

号機はまだ、入れてませんけど入れれる状況にしとくということが必要なので、まあいくら水が

あそこに入るようにしていても少なすぎることはないと、そういう状況です。まずそういうこと

で、水、水とかタンク車とかそういう話をしてます。 

それからプラントのほうの状況では３号機がですね、６時頃から格納容器の圧力が

したので、ちょっと危機管理モードに入りました。７時位には安定しておりますので、ー旦、そ

の段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、７時過ぎ位に再開をして、いま作

業をして４番の連結のポンプ車の送水をやってます。それから上のほうのろ過水タンクのほうで
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向にありますが、現在問題ありませんので、引き続き監視を継続します。以上です。

ちょっと６時位からドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと
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の水源、ＲＣＩＣっていう冷却水を入れてるものが生きてる。どうも生きてるようなんですけど

も。で、それ出しておいて下さい。で、そういう状況でした。基本的には海水を入れるというの

が最重要課題ということで、パラメータ見てたと。ところがいま、水の話が色々出てますけど、
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発言者  

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

です。これ以外にもあそこの逆洗ビットに給水車がですね、いま７台ありまし

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

体会議がもし必要であれば、途中で場合によって割り込むかもしれません。

武黒フェロー  自衛隊の現地にいる人間が、さっきの自衛隊。現場同士でやる

 総務にあります。

 それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 分かりました

  すいませーん、皆さん、すみません。いま消防からのお願いで、海水＝

要なんですけれども、とくに企業さん等で出せる方、いませんか。

 ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

型免許、車の早く＝。

  ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

か。軽トラかワゴン。

  ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。

  はい、お願いします。じゃ３台なので、あと１台。

総務班  オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

総務班  え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。

資材班  あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

た。やはり課題は運転手の方かなと思いますね。

 いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

していい車をどんどん、どんどん作ってくれる？

 はい、分かりました。

ＯＳＣ  オフサイトセンターですけど。

総務班  本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

いします。

ＯＳＣ  了解。
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原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

体会議がもし必要であれば、途中で場合によって割り込むかもしれません。

自衛隊の現地にいる人間が、さっきの自衛隊。現場同士でやる

総務にあります。 

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

すいませーん、皆さん、すみません。いま消防からのお願いで、海水＝

要なんですけれども、とくに企業さん等で出せる方、いませんか。

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

型免許、車の早く＝。 

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

か。軽トラかワゴン。 

ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。

はい、お願いします。じゃ３台なので、あと１台。

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

た。やはり課題は運転手の方かなと思いますね。

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

していい車をどんどん、どんどん作ってくれる？

はい、分かりました。 

オフサイトセンターですけど。

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

です。これ以外にもあそこの逆洗ビットに給水車がですね、いま７台ありまし

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

体会議がもし必要であれば、途中で場合によって割り込むかもしれません。

自衛隊の現地にいる人間が、さっきの自衛隊。現場同士でやる

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

すいませーん、皆さん、すみません。いま消防からのお願いで、海水＝

要なんですけれども、とくに企業さん等で出せる方、いませんか。

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。

はい、お願いします。じゃ３台なので、あと１台。

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

た。やはり課題は運転手の方かなと思いますね。

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

していい車をどんどん、どんどん作ってくれる？

オフサイトセンターですけど。 

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

です。これ以外にもあそこの逆洗ビットに給水車がですね、いま７台ありまし

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

体会議がもし必要であれば、途中で場合によって割り込むかもしれません。

自衛隊の現地にいる人間が、さっきの自衛隊。現場同士でやる

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

すいませーん、皆さん、すみません。いま消防からのお願いで、海水＝

要なんですけれども、とくに企業さん等で出せる方、いませんか。

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。

はい、お願いします。じゃ３台なので、あと１台。 

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

た。やはり課題は運転手の方かなと思いますね。 

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

していい車をどんどん、どんどん作ってくれる？ 

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

です。これ以外にもあそこの逆洗ビットに給水車がですね、いま７台ありまし

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

体会議がもし必要であれば、途中で場合によって割り込むかもしれません。 

自衛隊の現地にいる人間が、さっきの自衛隊。現場同士でやる 

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

すいませーん、皆さん、すみません。いま消防からのお願いで、海水＝ ですね、ワゴン車４台必

要なんですけれども、とくに企業さん等で出せる方、いませんか。 

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

です。これ以外にもあそこの逆洗ビットに給水車がですね、いま７台ありまして、川の水でも何

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

 

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

ですね、ワゴン車４台必

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほど

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

ワゴン車でしょ。あの本店から借りてきたワゴン車１台あるから●●に言っておきます。 

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

運転手、これを確保するというのをやってもらわないといけない、ということです。 

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願

 

繋げる。あれは海水じゃないんですけど、繋げようとしたんですけれども、どうもろ過水タンク

が地震か何かして漏水しているようで、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況

て、川の水でも何

でも汲んでですね、バケツリレーで入れるというようなこともしようと、いま、自衛隊の給水車

７台と、加えてまた色々やっていくという算段をそこら中からやっている状況です。それで一応

原子力の今の状況はそういうことをやりとりをしているということです。以上です。じやあ、全

それではすいません、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン５００Ｌ。で、余った

ところは厚生班から水運んでくるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

ですね、ワゴン車４台必

ちょっとすいません。その前に運搬の話ですけども、いま自衛隊からですね、我々、こういうこ

と言われてます。要するにですね、いま自衛隊は福島地域で、被災した人たちの捜索活動に相当

の人間を割いていると。したがってそこを引っ剥がしてですね、運転をさせる人数はいないとい

うふうに言われています。したがってある程度、予定が被災者の復興活動が収まってくれば、余

力が出てくるので、そういうところに回せるというような状態なんで、要するにトラックと運転

を我々のほうで確保しないといけないという状況にあるということですね。だから、先ほどの大

ワゴン車持ってる方、おられませんか、ワゴン車。ＯＫ、広報１台。企業さんあたり、なんかワ

ゴン車持ってる方、いませんか。あの軽トラックでもいいかもしれません。あと２台、ないです

 

オフサイトセンター、聞こえますか、本店です。オフサイトセンターの●●さん、●●に電話く

ださい。オフサイトセンターの●●さん、本店の●●に電話ください。武藤さん、聞こえます？ 

え一、本店本部内の話です。だから、そういうことで、早くトラックとそれからあと人をですね、

あと、トラックもですね。４ｔと８ｔを１台ずつなんとか準備できる見込みとなってまいりまし

いまね。配電のほうでは６人、第二の人回すということに決めてくれてるから、車、おシャカに

本店の●●です。●●から電話が欲しいんですよね。●●から●●に電話が欲しいんです、お願
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発言者  

 真ん中でしゃべってください！

い！真ん中でしゃべってください！

 では、その件は資材班と厚生班で詰めていただくということで、よろしいですね？

資材班  すいません、本店、資材班さん。本店、資材班さん。こちら１Ｆ

でしょうか、どうぞ。

資材班  はい。本店資材班、聞こえます。

資材班  １Ｆ

飲料水を積んできていただきたいということです。よろしいでしょうか、どうぞ。

資材班  はい、復唱します。ガソリン５００Ｌ、余ったスペースがあれば飲料水、ですね。はい、これで

もって積み込みを行ないます。

吉田所長  本店さん、本店さん。

高橋フェロー  はいどうぞ！

吉田所長  福島第一です。ちょっとニュースなので、ちょっと聞いてください。９時２０分に物揚場から消

防ポンプ２台直列で繋ぐラインが生きまして、逆洗ピット内に、５００Ｌ／ｍｉｎ、約３０ｔ／

ｈ

高橋フェロー  よかったねえ。

吉田所長  ただちょっと流量が、これやっぱり遠いとこ来てるので差圧がたくさんあるので、もう１台ポン

プを直列に繋いで、ポンプっていうか消防車をね。

高橋フェロー  ポンプ３台を直列にしちゃうということね？

吉田所長  うん、それも検討します。とりあえずは、まず５００Ｌ

高橋フェロー  はい、あの……。

吉田所長  それと。

高橋フェロー  はいどうぞ。

吉田所長  ３号機に注入している海水ポンプはとりあえずは、と、吐出しているのは確認したと。で、水位

がどうなっているかについては、まだちょっと十分にそれが、いいかどうかっていうのは見えて

いないということです。注入していることを確認したっていうのは９時、９時２０分の状況です。

武藤副社長  ご苦労さん。それで、そしたら１号機入れられるってこと？

吉田所長  まだですね。まだ、水位が十分にまだ確保できてないから、３０ｔでもうちょっと水位を上げて

から判断したいと思うんですけどね。

武藤副社長  上げてからね。まあ入れられるようになりしだい、２００Ｌ／ｍｉｎだったら、多分おつりがく

るわね。

吉田所長  はい。
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真ん中でしゃべってください！

い！真ん中でしゃべってください！

では、その件は資材班と厚生班で詰めていただくということで、よろしいですね？

すいません、本店、資材班さん。本店、資材班さん。こちら１Ｆ

でしょうか、どうぞ。

はい。本店資材班、聞こえます。

１Ｆ で協議した結果、小名浜コールセンターからはガソリン５００Ｌ、余ったスペースがあれば

飲料水を積んできていただきたいということです。よろしいでしょうか、どうぞ。

はい、復唱します。ガソリン５００Ｌ、余ったスペースがあれば飲料水、ですね。はい、これで

もって積み込みを行ないます。

本店さん、本店さん。

はいどうぞ！ 

福島第一です。ちょっとニュースなので、ちょっと聞いてください。９時２０分に物揚場から消

防ポンプ２台直列で繋ぐラインが生きまして、逆洗ピット内に、５００Ｌ／ｍｉｎ、約３０ｔ／

ｈ の量で供給することが、いまできております。

よかったねえ。 

ただちょっと流量が、これやっぱり遠いとこ来てるので差圧がたくさんあるので、もう１台ポン

プを直列に繋いで、ポンプっていうか消防車をね。

ポンプ３台を直列にしちゃうということね？

うん、それも検討します。とりあえずは、まず５００Ｌ

はい、あの……。

それと。 

はいどうぞ。 

３号機に注入している海水ポンプはとりあえずは、と、吐出しているのは確認したと。で、水位

がどうなっているかについては、まだちょっと十分にそれが、いいかどうかっていうのは見えて

いないということです。注入していることを確認したっていうのは９時、９時２０分の状況です。

ご苦労さん。それで、そしたら１号機入れられるってこと？

まだですね。まだ、水位が十分にまだ確保できてないから、３０ｔでもうちょっと水位を上げて

から判断したいと思うんですけどね。

上げてからね。まあ入れられるようになりしだい、２００Ｌ／ｍｉｎだったら、多分おつりがく

るわね。 

はい。 
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飲料水を積んできていただきたいということです。よろしいでしょうか、どうぞ。
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いないということです。注入していることを確認したっていうのは９時、９時２０分の状況です。

ご苦労さん。それで、そしたら１号機入れられるってこと？

まだですね。まだ、水位が十分にまだ確保できてないから、３０ｔでもうちょっと水位を上げて

から判断したいと思うんですけどね。 
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の量で供給することが、いまできております。 

ただちょっと流量が、これやっぱり遠いとこ来てるので差圧がたくさんあるので、もう１台ポン

プを直列に繋いで、ポンプっていうか消防車をね。 

 

うん、それも検討します。とりあえずは、まず５００Ｌ は確保できたと。

３号機に注入している海水ポンプはとりあえずは、と、吐出しているのは確認したと。で、水位

がどうなっているかについては、まだちょっと十分にそれが、いいかどうかっていうのは見えて

いないということです。注入していることを確認したっていうのは９時、９時２０分の状況です。

ご苦労さん。それで、そしたら１号機入れられるってこと？ 

まだですね。まだ、水位が十分にまだ確保できてないから、３０ｔでもうちょっと水位を上げて

上げてからね。まあ入れられるようになりしだい、２００Ｌ／ｍｉｎだったら、多分おつりがく
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真ん中でしゃべってください！ 真ん中でしゃべってくださ

では、その件は資材班と厚生班で詰めていただくということで、よろしいですね？

すいません、本店、資材班さん。本店、資材班さん。こちら１Ｆ 資材班、●●です。聞こえます

で協議した結果、小名浜コールセンターからはガソリン５００Ｌ、余ったスペースがあれば

飲料水を積んできていただきたいということです。よろしいでしょうか、どうぞ。

はい、復唱します。ガソリン５００Ｌ、余ったスペースがあれば飲料水、ですね。はい、これで

福島第一です。ちょっとニュースなので、ちょっと聞いてください。９時２０分に物揚場から消

防ポンプ２台直列で繋ぐラインが生きまして、逆洗ピット内に、５００Ｌ／ｍｉｎ、約３０ｔ／

ただちょっと流量が、これやっぱり遠いとこ来てるので差圧がたくさんあるので、もう１台ポン

は確保できたと。 

３号機に注入している海水ポンプはとりあえずは、と、吐出しているのは確認したと。で、水位

がどうなっているかについては、まだちょっと十分にそれが、いいかどうかっていうのは見えて

いないということです。注入していることを確認したっていうのは９時、９時２０分の状況です。

 

まだですね。まだ、水位が十分にまだ確保できてないから、３０ｔでもうちょっと水位を上げて

上げてからね。まあ入れられるようになりしだい、２００Ｌ／ｍｉｎだったら、多分おつりがく
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高橋フェロー

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  今のに関連して、このままずっと注水を続けるとサプチャンが全部没水して、サプチャンのベン

トラインが埋没します。そうすると、直接ドライウェルから流さないといけなくて、それはまず

いのではないかという議論を本店としています。

吉田所長  そういうのさ、検討してから言ってください。

総務班  本店の中だけでお知らせです、本店の中だけ。ガソリンのことでお知らせです。いまさっき資材

とやっていたのは小名浜にガソリンがたくさんあるから運ぶ話をしてました。２Ｆにガソリンが

あって運び手がいないんです。これがいま、２Ｆ

ました。オフサイトセンターでは詰め替えをしながら１Ｆ

が２本、２Ｆ

資材班  みません、本店資材班さん、もう一度お願いします。あのすみません、内線

あっ、こちら１Ｆ資材班です、すいません。

保安班  保安班からモニタリングポストのデータを連絡します。保安班からモニタリングポストのデータ

を連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３、８時５０分で変動はございませんでした。ただし、９時の

データで上昇が確認されました。２７４、前回お知らせした２７４から３４０マイクロＳｖ／ｈ

に上昇が確認されています。同じように＝。

高橋フェロー  あの、吉田君ね。《電話》もしもし、はい。じゃ１つだけ。いま海水入りで直列２段で送水しよ

うとしたポンプ、送水が開始できたということです。そういうことです。

 復旧班より、物揚場から３号機のリバーシングバブルビットに送水している約５００Ｌの根拠は、

第１ポンプで約５５０なので圧損を考慮して約５００Ｌということで判断してます。送り込み先

は５５０。

官庁連絡班  第１ポンプには、じやあ流量計、付いているんですね、確認。

復旧班  そう。第１ポンプの送りのメーターで約５５０Ｌ／

官庁連絡班  はい、分かりました。そこで圧損分でアバウトに５０。

復旧班  はい、それで５００Ｌ／ｍｉｎ

官庁連絡班  と、想定してると。

高橋フェロー  あと、ちょっと話で聞いてほしいんだけど、自衛隊がね。直接、物揚場に消防ポンプを持ってい

くって話があるの。で、現場と直接やるというから、そういう連絡があったら承知しておいてほ

しいんだけど。

吉田所長  あの、もう、自衛隊さんはあれでしょ、７つ水槽来るやつでしょ？

高橋フェロー  ぼくは、武黒さんから４

武藤副社長  給水車と別だろ、ポンプだろ？

高橋フェロー  ポンプです。

武藤副社長  ポンプの増強をしてくださるということだと思います。

高橋フェロー  ええ、そういうことだと理解してます。

吉田所長  はい。ちょっとさ、自衛隊が何持ってきてくれるかとか、どっか書いといてくんない？全然、分
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今のに関連して、このままずっと注水を続けるとサプチャンが全部没水して、サプチャンのベン

トラインが埋没します。そうすると、直接ドライウェルから流さないといけなくて、それはまず

いのではないかという議論を本店としています。

そういうのさ、検討してから言ってください。

本店の中だけでお知らせです、本店の中だけ。ガソリンのことでお知らせです。いまさっき資材

とやっていたのは小名浜にガソリンがたくさんあるから運ぶ話をしてました。２Ｆにガソリンが

あって運び手がいないんです。これがいま、２Ｆ

ました。オフサイトセンターでは詰め替えをしながら１Ｆ

が２本、２Ｆ からオフサイトセンターへ移動します。以上です。

みません、本店資材班さん、もう一度お願いします。あのすみません、内線

あっ、こちら１Ｆ資材班です、すいません。

保安班からモニタリングポストのデータを連絡します。保安班からモニタリングポストのデータ

を連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３、８時５０分で変動はございませんでした。ただし、９時の

データで上昇が確認されました。２７４、前回お知らせした２７４から３４０マイクロＳｖ／ｈ

に上昇が確認されています。同じように＝。

あの、吉田君ね。《電話》もしもし、はい。じゃ１つだけ。いま海水入りで直列２段で送水しよ

うとしたポンプ、送水が開始できたということです。そういうことです。

復旧班より、物揚場から３号機のリバーシングバブルビットに送水している約５００Ｌの根拠は、

第１ポンプで約５５０なので圧損を考慮して約５００Ｌということで判断してます。送り込み先

は５５０。 

第１ポンプには、じやあ流量計、付いているんですね、確認。

そう。第１ポンプの送りのメーターで約５５０Ｌ／

はい、分かりました。そこで圧損分でアバウトに５０。

はい、それで５００Ｌ／ｍｉｎ

と、想定してると。

あと、ちょっと話で聞いてほしいんだけど、自衛隊がね。直接、物揚場に消防ポンプを持ってい

くって話があるの。で、現場と直接やるというから、そういう連絡があったら承知しておいてほ

しいんだけど。 

あの、もう、自衛隊さんはあれでしょ、７つ水槽来るやつでしょ？

ぼくは、武黒さんから４

給水車と別だろ、ポンプだろ？

ポンプです。 

ポンプの増強をしてくださるということだと思います。

ええ、そういうことだと理解してます。

はい。ちょっとさ、自衛隊が何持ってきてくれるかとか、どっか書いといてくんない？全然、分
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今のに関連して、このままずっと注水を続けるとサプチャンが全部没水して、サプチャンのベン

トラインが埋没します。そうすると、直接ドライウェルから流さないといけなくて、それはまず

いのではないかという議論を本店としています。

そういうのさ、検討してから言ってください。

本店の中だけでお知らせです、本店の中だけ。ガソリンのことでお知らせです。いまさっき資材

とやっていたのは小名浜にガソリンがたくさんあるから運ぶ話をしてました。２Ｆにガソリンが

あって運び手がいないんです。これがいま、２Ｆ

ました。オフサイトセンターでは詰め替えをしながら１Ｆ

からオフサイトセンターへ移動します。以上です。

みません、本店資材班さん、もう一度お願いします。あのすみません、内線

あっ、こちら１Ｆ資材班です、すいません。

保安班からモニタリングポストのデータを連絡します。保安班からモニタリングポストのデータ

を連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３、８時５０分で変動はございませんでした。ただし、９時の

データで上昇が確認されました。２７４、前回お知らせした２７４から３４０マイクロＳｖ／ｈ

に上昇が確認されています。同じように＝。

あの、吉田君ね。《電話》もしもし、はい。じゃ１つだけ。いま海水入りで直列２段で送水しよ

うとしたポンプ、送水が開始できたということです。そういうことです。
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第１ポンプには、じやあ流量計、付いているんですね、確認。

そう。第１ポンプの送りのメーターで約５５０Ｌ／

はい、分かりました。そこで圧損分でアバウトに５０。

はい、それで５００Ｌ／ｍｉｎ

と、想定してると。 

あと、ちょっと話で聞いてほしいんだけど、自衛隊がね。直接、物揚場に消防ポンプを持ってい

くって話があるの。で、現場と直接やるというから、そういう連絡があったら承知しておいてほ
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発言者  

かんねぇんだけどさ、誰がやってるか。

 それは配分の問題で。吉田さんは？

 はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。

  はい、分かりました、じゃ資材で対応します。

 あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

はい、よろしくお願いします。

保安班  保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

５０分、２６８、９

  ●●さん、最大のとこだけ、もう一回言って。

保安班  再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

８時５０分で２６８マイクロＳｖ／ｈ。９

４４３マイクロＳｖ／ｈ。９

吉田所長  へっ？

保安班  ５１８マイクロＳｖ／ｈ

吉田所長  それじゃあ、１５条通報？

保安班  はい。１５条通報になります。９時１２分のデータです。

吉田所長  はい、してください。

保安班  ９時１２分のデータです。

  了解しました。

資材班  本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。

資材班  本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

資材班  はい、ありがとうございます。

復旧班  復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

ようでしたら、もう１台消火ポンプ追加するか検討します。

高橋フェロー  あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？

復旧班  そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

高橋フェロー  了解。あれ、●●君、●●君。

保安班  保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。

2011 年 3 月 1

 

かんねぇんだけどさ、誰がやってるか。

それは配分の問題で。吉田さんは？

はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。

はい、分かりました、じゃ資材で対応します。

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

はい、よろしくお願いします。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

５０分、２６８、９

●●さん、最大のとこだけ、もう一回言って。

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

８時５０分で２６８マイクロＳｖ／ｈ。９

４４３マイクロＳｖ／ｈ。９

へっ？ 

５１８マイクロＳｖ／ｈ

それじゃあ、１５条通報？

はい。１５条通報になります。９時１２分のデータです。

はい、してください。

９時１２分のデータです。

了解しました。 

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

はい、ありがとうございます。

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

ようでしたら、もう１台消火ポンプ追加するか検討します。

あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

了解。あれ、●●君、●●君。

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。
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かんねぇんだけどさ、誰がやってるか。

それは配分の問題で。吉田さんは？

はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。

はい、分かりました、じゃ資材で対応します。

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

はい、よろしくお願いします。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

５０分、２６８、９ 時、３０４、９

●●さん、最大のとこだけ、もう一回言って。

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

８時５０分で２６８マイクロＳｖ／ｈ。９

４４３マイクロＳｖ／ｈ。９ 時１２

５１８マイクロＳｖ／ｈ です。

それじゃあ、１５条通報？ 

はい。１５条通報になります。９時１２分のデータです。

はい、してください。 

９時１２分のデータです。 

 

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

はい、ありがとうございます。

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

ようでしたら、もう１台消火ポンプ追加するか検討します。

あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

了解。あれ、●●君、●●君。

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。
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発言内容

かんねぇんだけどさ、誰がやってるか。 

それは配分の問題で。吉田さんは？ 

はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。

はい、分かりました、じゃ資材で対応します。

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

はい、よろしくお願いします。 

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

時、３０４、９ 時１０分、４４３、９

●●さん、最大のとこだけ、もう一回言って。

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

８時５０分で２６８マイクロＳｖ／ｈ。９ 時現在、３０４マイクロＳｖ／ｈ。９

時１２ 分、５１８マイクロＳｖ…

です。 

はい。１５条通報になります。９時１２分のデータです。

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

はい、ありがとうございます。 

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

ようでしたら、もう１台消火ポンプ追加するか検討します。

あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

了解。あれ、●●君、●●君。 

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。
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発言内容 

はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。

はい、分かりました、じゃ資材で対応します。 

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

時１０分、４４３、９ 

●●さん、最大のとこだけ、もう一回言って。 

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

時現在、３０４マイクロＳｖ／ｈ。９

分、５１８マイクロＳｖ…

はい。１５条通報になります。９時１２分のデータです。 

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

ようでしたら、もう１台消火ポンプ追加するか検討します。 

あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。
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はい、内容のほう再確認させていただきます。では、すみません。 

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

 時１２ 分、５１８でございます。

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

時現在、３０４マイクロＳｖ／ｈ。９

分、５１８マイクロＳｖ… …。 

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

△△△－△△△△、●●です、すいません、よろしくお願いします。 

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

 

あの、《ビー音》君、炉内にいま、３０ｔ入ってるってこと？ 

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

変わりない値で推移しております。中性子はありません。以上です。 
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あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

分、５１８でございます。

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

時現在、３０４マイクロＳｖ／ｈ。９ 時１０ 分現在、

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

本部、資材班です。●●さん、△△△－△△△△にこれから電話いたします。 

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

そうです。第１ポンプの送り側のほうで約５５０Ｌ／ｍｉｎ流れています、送ってます。 

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ

 

あの、発動というかですね、そうなった場合はきちんとこちらのほうで説明させていただきます。

保安班より繰り返します。モニタリングポスト３番において、上昇が確認されております。８時

分、５１８でございます。 

再度繰り返します。モニタリングポスト３番付近で測定しているデータに上昇が認められました。

分現在、

本店資材班さん、すいません。福島第一、△△△－△△△△に連絡いただけませんでしょうか。

復旧班より、物揚場からの海水の汲み上げ状況ですが、９時２０分に水が送られるのを開始して

から、約２８分、いや、９時２８分、リパーシングバルブビットの水位が変わらないということ

で、おそらくいま、均衡してる位って感じですね、送り水と出てくる水がほぼ同時って。それで

しばらく様子を見て、サンプピットのほうの、リパーシングバルブビットのほうの水位が下がる

 

保安班より連絡します。この部屋のガンマ線の状況ですが、先ほどの６０ｇマイクロＳｖとほぼ
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

吉田所長

広報班

技術班

広報班

小森常務

高橋フェロー

 

広報班

小森常務

 

 

 

高橋フェロー

資材班

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

うに上がってきます。

吉田所長  しょうがない。了解。

広報班  １Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

としまして、１号の炉心損傷率、５５％

認いただきたいと思います。あれ、１Ｆ

傷の確認として使用可能なパラメ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

タンスでよろしいかどうか、ご確認お願いします。

技術班  技術班ですけど、よろしいかと思います。

広報班  本店さん、よろしいでしょうか。

小森常務  サイトでやってもらおう。

高橋フェロー  ええ、よろしいですね。サイトにお任せしましょうか。

 すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

３階のＡ

へ移動してください。需給対策のほうは３階で、３階Ａ

広報班  では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

小森常務  １Ｆの《ビー音》という人を言うように。

 おっしゃっていただければ。

 水は３０ｔ位。

 ３号に、いま入ってんの？

高橋フェロー  ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

資材班  すいません、本店さん、１Ｆ

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

 了解いたしました。

高橋フェロー  さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。

 １Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

損傷率５５％

高橋フェロー  ＝

れはこっちで、レベルが同じなのは。

技術班  １Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％

答は、本店、問題ありません。

2011 年 3 月 1

 

復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

うに上がってきます。

しょうがない。了解。

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

としまして、１号の炉心損傷率、５５％

認いただきたいと思います。あれ、１Ｆ

傷の確認として使用可能なパラメ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

タンスでよろしいかどうか、ご確認お願いします。

技術班ですけど、よろしいかと思います。

本店さん、よろしいでしょうか。

サイトでやってもらおう。

ええ、よろしいですね。サイトにお任せしましょうか。

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

３階のＡ 会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

へ移動してください。需給対策のほうは３階で、３階Ａ

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

１Ｆの《ビー音》という人を言うように。

おっしゃっていただければ。

水は３０ｔ位。 

３号に、いま入ってんの？

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

すいません、本店さん、１Ｆ

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

了解いたしました。

さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

損傷率５５％ の回答はＯＫ

＝ 時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

れはこっちで、レベルが同じなのは。

１Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％

答は、本店、問題ありません。
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復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

うに上がってきます。 

しょうがない。了解。 

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

としまして、１号の炉心損傷率、５５％

認いただきたいと思います。あれ、１Ｆ

傷の確認として使用可能なパラメ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

タンスでよろしいかどうか、ご確認お願いします。

技術班ですけど、よろしいかと思います。

本店さん、よろしいでしょうか。

サイトでやってもらおう。 

ええ、よろしいですね。サイトにお任せしましょうか。

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

へ移動してください。需給対策のほうは３階で、３階Ａ

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

１Ｆの《ビー音》という人を言うように。

おっしゃっていただければ。 

 

３号に、いま入ってんの？ 

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

すいません、本店さん、１Ｆ 資材班です。１Ｆ

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

了解いたしました。 

さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

の回答はＯＫ でございます。

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

れはこっちで、レベルが同じなのは。

１Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％

答は、本店、問題ありません。
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発言内容

復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

としまして、１号の炉心損傷率、５５％ とはどのような状況を示しているのか。書画のほうで確

認いただきたいと思います。あれ、１Ｆ の書画は？●●回答としまして炉心損傷割合は、炉心損

傷の確認として使用可能なパラメ ータの１つである、ＣＡＭＳのガンマ線量率と原子炉スクラ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

タンスでよろしいかどうか、ご確認お願いします。

技術班ですけど、よろしいかと思います。 

本店さん、よろしいでしょうか。 

ええ、よろしいですね。サイトにお任せしましょうか。

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

へ移動してください。需給対策のほうは３階で、３階Ａ

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

１Ｆの《ビー音》という人を言うように。 

 

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

資材班です。１Ｆ

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

でございます。 

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

れはこっちで、レベルが同じなのは。 

１Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％

答は、本店、問題ありません。 
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発言内容 

復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

とはどのような状況を示しているのか。書画のほうで確

の書画は？●●回答としまして炉心損傷割合は、炉心損

ータの１つである、ＣＡＭＳのガンマ線量率と原子炉スクラ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

タンスでよろしいかどうか、ご確認お願いします。 

ええ、よろしいですね。サイトにお任せしましょうか。 

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

へ移動してください。需給対策のほうは３階で、３階Ａ でこれからはじまります。

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

資材班です。１Ｆ 資材班です。恐れ入りますが、本店さんで自衛

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

 

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

１Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％
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復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

とはどのような状況を示しているのか。書画のほうで確

の書画は？●●回答としまして炉心損傷割合は、炉心損

ータの１つである、ＣＡＭＳのガンマ線量率と原子炉スクラ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

でこれからはじまります。

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

資材班です。恐れ入りますが、本店さんで自衛

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。

さっき武藤さんが１号入れられるようになるかって言ってましたけど。 

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

１Ｆさん、本店●●でございます。ＣＡＭＳに関係する炉心損傷５５％ の問い合わせに対する回
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復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

とはどのような状況を示しているのか。書画のほうで確

の書画は？●●回答としまして炉心損傷割合は、炉心損

ータの１つである、ＣＡＭＳのガンマ線量率と原子炉スクラ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

でこれからはじまります。 

では、１Ｆ広報はこの対応スタンスでいかせてもらいます。よろしくお願いします 

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、

資材班です。恐れ入りますが、本店さんで自衛

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

だけませんでしょうか。△△△－△△△△です。よろしくお願いいたします。 

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

の問い合わせに対する回

 

復旧班より、現場の線量が高いのでポンプを追加するかどうかの検討も含めて、一旦こちらのほ

１Ｆ広報班です。本店さん、よろしいですか。１件、福島県からの対応スタンスということで、

福島事務所からお願いをされておりますので、確認をいただきたいと思います。問い合わせ内容

とはどのような状況を示しているのか。書画のほうで確

の書画は？●●回答としまして炉心損傷割合は、炉心損

ータの１つである、ＣＡＭＳのガンマ線量率と原子炉スクラ

ム後からの経過時間を基に放射線物質存在量を参照して、推定したものである。炉心損傷割合は

燃料被覆管が損傷して出る放射性物質の割合を示すものである、としておりますが、こういうス

すいません。本店、各班に連絡です。計画停電に関する需給対策の会議はこの部屋ではなくて、

会議室でこれから９時半から開始されますので、二手に分かれて、関係者は３階のほう

ええ。で、ちょっと私がずっと気にしてたのは１号機は炉心損傷確率が大きいんで－３号は、 

資材班です。恐れ入りますが、本店さんで自衛

隊対応を取り仕切ってるところの方、恐れ入りますが、△△△－△△△△、●●までご連絡いた

１Ｆさん、本店●●でございます。福島県に対する対応スタンスＱ＆Ａ、ＣＡＭＳに関する炉心

時２０分に送水を開始して、入ったのを確認した。なんか、レベルが同じだから……あっ、そ

の問い合わせに対する回
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発言者  

小森常務  《電話》あっ、東電の小森です。先ほどのホットラインの番号をお伝えしたいと思います。△△

△－△△△△。△△△－△△△△。はい、こちらにですね、これは東京電力本社の電話なんです

が、東電の保安回線、福島第一の●●ていう所長付の《ピー音》、所長のスタッフなんですが、

彼に繋がります。話し中でしたでしょうか、すみません。ということなので、何かありましたら、

所長はちょっと忙しいので、彼にも話をしてありますので。はい。よろしくお願いいたします。

保安班  モニタリングポスト近傍のデータが入手されました。９時２０分現在、モニタリングポスト３番、

８００・・・。

復旧班  復旧班より。現在、水位が変わらないということで、水を入れてるやっと出るやつがバランス取

れてます。先ほど言いましたとおり、線量がちょっと高いので一旦上がってきます。決定しまし

たので、それから３台目を繋ぐかどうかを、こちらで検討します。

保安班  モニタリングポスト３番、９時２０分のデータが出ました。４８１マイクロＳｖ／ｈでございま

す。またモニタリングポスト４番、９時２５分現在８７マイクロＳｖ／ｈで高値安定です。

高橋フェロー  下がったの？

小森常務  上がったんじゃない？そうでもない？

高橋フェロー  前、５１８だった。

吉田所長  水の話をさせていただきますが、いま例の物揚場からの水が来ましたので、ちょっとほっとして

るんですけれども、これでもちょっと足りませんので、これから検討するのですが、先ほど言い

ましたろ過水タンクの件は、液位がゼロでしたが、その前の原水地下タンクというろ過水タンク

の前に溜めるタンクがあります。この中には１０００…

ｔね、約１０００ｔの水が溜まってるというのを確認しましたので、なんとかこの水を使えるよ

うにしたいなということで工夫をしているとこです。

 いや、だからさ、小名浜のコールセンター＝、そっから入っていくトラックの大型運転手を、社

員の運転手を、早くそっちに持ってって

いんの、いま？だからさ、それ、県から言われてやってる状況んじゃなくて、サイトに言われて

やってんだけどこっちは、ガソリンだのってことは。いやいや、サイト、サイト！県は何を言っ

てきてるわけ？

 それはレベルで落ちてくる？グラビティで落ちてくる？

 坂下ダムから運転で、それでゴミを落として、それからろ過水タンクに行く。

 当たり前のこと言わなくていい。

 上にあるんじゃないか。

 やっばポンプはあるね、ポンプはあるよ。ただちょっと確認しないと分からない。

 レベル的にはそうですけど。

 なに、それは福島県としてのってんだけど、どゆこと？福島県の物資を？それは東電に協力しろ

と言ってきているわけ？

 なんだって、＝ってんの、さっきから。

 ごめんなさい、いま保安院から報告。

 すいません。先ほどの圧力高の話、作業員一時退避としてＮＨＫ

2011 年 3 月 1

 

《電話》あっ、東電の小森です。先ほどのホットラインの番号をお伝えしたいと思います。△△

△－△△△△。△△△－△△△△。はい、こちらにですね、これは東京電力本社の電話なんです

が、東電の保安回線、福島第一の●●ていう所長付の《ピー音》、所長のスタッフなんですが、

彼に繋がります。話し中でしたでしょうか、すみません。ということなので、何かありましたら、

所長はちょっと忙しいので、彼にも話をしてありますので。はい。よろしくお願いいたします。

モニタリングポスト近傍のデータが入手されました。９時２０分現在、モニタリングポスト３番、

８００・・・。 

復旧班より。現在、水位が変わらないということで、水を入れてるやっと出るやつがバランス取

れてます。先ほど言いましたとおり、線量がちょっと高いので一旦上がってきます。決定しまし

たので、それから３台目を繋ぐかどうかを、こちらで検討します。

モニタリングポスト３番、９時２０分のデータが出ました。４８１マイクロＳｖ／ｈでございま

す。またモニタリングポスト４番、９時２５分現在８７マイクロＳｖ／ｈで高値安定です。

下がったの？ 

上がったんじゃない？そうでもない？

前、５１８だった。

水の話をさせていただきますが、いま例の物揚場からの水が来ましたので、ちょっとほっとして

るんですけれども、これでもちょっと足りませんので、これから検討するのですが、先ほど言い

ましたろ過水タンクの件は、液位がゼロでしたが、その前の原水地下タンクというろ過水タンク

の前に溜めるタンクがあります。この中には１０００…

ｔね、約１０００ｔの水が溜まってるというのを確認しましたので、なんとかこの水を使えるよ

うにしたいなということで工夫をしているとこです。

いや、だからさ、小名浜のコールセンター＝、そっから入っていくトラックの大型運転手を、社

員の運転手を、早くそっちに持ってって

いんの、いま？だからさ、それ、県から言われてやってる状況んじゃなくて、サイトに言われて

やってんだけどこっちは、ガソリンだのってことは。いやいや、サイト、サイト！県は何を言っ

てきてるわけ？ 

それはレベルで落ちてくる？グラビティで落ちてくる？

坂下ダムから運転で、それでゴミを落として、それからろ過水タンクに行く。

当たり前のこと言わなくていい。

上にあるんじゃないか。

やっばポンプはあるね、ポンプはあるよ。ただちょっと確認しないと分からない。

レベル的にはそうですけど。

なに、それは福島県としてのってんだけど、どゆこと？福島県の物資を？それは東電に協力しろ

と言ってきているわけ？

なんだって、＝ってんの、さっきから。

ごめんなさい、いま保安院から報告。

すいません。先ほどの圧力高の話、作業員一時退避としてＮＨＫ
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《電話》あっ、東電の小森です。先ほどのホットラインの番号をお伝えしたいと思います。△△

△－△△△△。△△△－△△△△。はい、こちらにですね、これは東京電力本社の電話なんです

が、東電の保安回線、福島第一の●●ていう所長付の《ピー音》、所長のスタッフなんですが、

彼に繋がります。話し中でしたでしょうか、すみません。ということなので、何かありましたら、

所長はちょっと忙しいので、彼にも話をしてありますので。はい。よろしくお願いいたします。

モニタリングポスト近傍のデータが入手されました。９時２０分現在、モニタリングポスト３番、

 

復旧班より。現在、水位が変わらないということで、水を入れてるやっと出るやつがバランス取

れてます。先ほど言いましたとおり、線量がちょっと高いので一旦上がってきます。決定しまし

たので、それから３台目を繋ぐかどうかを、こちらで検討します。

モニタリングポスト３番、９時２０分のデータが出ました。４８１マイクロＳｖ／ｈでございま

す。またモニタリングポスト４番、９時２５分現在８７マイクロＳｖ／ｈで高値安定です。

上がったんじゃない？そうでもない？

前、５１８だった。 

水の話をさせていただきますが、いま例の物揚場からの水が来ましたので、ちょっとほっとして

るんですけれども、これでもちょっと足りませんので、これから検討するのですが、先ほど言い

ましたろ過水タンクの件は、液位がゼロでしたが、その前の原水地下タンクというろ過水タンク

の前に溜めるタンクがあります。この中には１０００…

ｔね、約１０００ｔの水が溜まってるというのを確認しましたので、なんとかこの水を使えるよ

うにしたいなということで工夫をしているとこです。

いや、だからさ、小名浜のコールセンター＝、そっから入っていくトラックの大型運転手を、社

員の運転手を、早くそっちに持ってって

いんの、いま？だからさ、それ、県から言われてやってる状況んじゃなくて、サイトに言われて

やってんだけどこっちは、ガソリンだのってことは。いやいや、サイト、サイト！県は何を言っ

 

それはレベルで落ちてくる？グラビティで落ちてくる？

坂下ダムから運転で、それでゴミを落として、それからろ過水タンクに行く。

当たり前のこと言わなくていい。
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やっばポンプはあるね、ポンプはあるよ。ただちょっと確認しないと分からない。

レベル的にはそうですけど。 

なに、それは福島県としてのってんだけど、どゆこと？福島県の物資を？それは東電に協力しろ

と言ってきているわけ？ 

なんだって、＝ってんの、さっきから。

ごめんなさい、いま保安院から報告。

すいません。先ほどの圧力高の話、作業員一時退避としてＮＨＫ
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ましたろ過水タンクの件は、液位がゼロでしたが、その前の原水地下タンクというろ過水タンク

の前に溜めるタンクがあります。この中には１０００…

ｔね、約１０００ｔの水が溜まってるというのを確認しましたので、なんとかこの水を使えるよ

うにしたいなということで工夫をしているとこです。

いや、だからさ、小名浜のコールセンター＝、そっから入っていくトラックの大型運転手を、社

員の運転手を、早くそっちに持ってって ・・・いうことをやってんだよ、いま。００君、どこに

いんの、いま？だからさ、それ、県から言われてやってる状況んじゃなくて、サイトに言われて

やってんだけどこっちは、ガソリンだのってことは。いやいや、サイト、サイト！県は何を言っ

それはレベルで落ちてくる？グラビティで落ちてくる？

坂下ダムから運転で、それでゴミを落として、それからろ過水タンクに行く。

当たり前のこと言わなくていい。 

やっばポンプはあるね、ポンプはあるよ。ただちょっと確認しないと分からない。
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《電話》あっ、東電の小森です。先ほどのホットラインの番号をお伝えしたいと思います。△△
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が、東電の保安回線、福島第一の●●ていう所長付の《ピー音》、所長のスタッフなんですが、

彼に繋がります。話し中でしたでしょうか、すみません。ということなので、何かありましたら、

所長はちょっと忙しいので、彼にも話をしてありますので。はい。よろしくお願いいたします。

モニタリングポスト近傍のデータが入手されました。９時２０分現在、モニタリングポスト３番、

復旧班より。現在、水位が変わらないということで、水を入れてるやっと出るやつがバランス取

れてます。先ほど言いましたとおり、線量がちょっと高いので一旦上がってきます。決定しまし

たので、それから３台目を繋ぐかどうかを、こちらで検討します。 

モニタリングポスト３番、９時２０分のデータが出ました。４８１マイクロＳｖ／ｈでございま

す。またモニタリングポスト４番、９時２５分現在８７マイクロＳｖ／ｈで高値安定です。

水の話をさせていただきますが、いま例の物揚場からの水が来ましたので、ちょっとほっとして

るんですけれども、これでもちょっと足りませんので、これから検討するのですが、先ほど言い

ましたろ過水タンクの件は、液位がゼロでしたが、その前の原水地下タンクというろ過水タンク

…、１０００Ｌ かなんぼや！１０００

ｔね、約１０００ｔの水が溜まってるというのを確認しましたので、なんとかこの水を使えるよ

いや、だからさ、小名浜のコールセンター＝、そっから入っていくトラックの大型運転手を、社

・・・いうことをやってんだよ、いま。００君、どこに

いんの、いま？だからさ、それ、県から言われてやってる状況んじゃなくて、サイトに言われて

やってんだけどこっちは、ガソリンだのってことは。いやいや、サイト、サイト！県は何を言っ

坂下ダムから運転で、それでゴミを落として、それからろ過水タンクに行く。

やっばポンプはあるね、ポンプはあるよ。ただちょっと確認しないと分からない。

なに、それは福島県としてのってんだけど、どゆこと？福島県の物資を？それは東電に協力しろ

すいません。先ほどの圧力高の話、作業員一時退避としてＮＨＫ に放送されているようです。
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テレビ会議 2011

 

発言者  

 状況は分からないです。

 海水を＝－旦溜める場所がありまして、そこに溜めてから海水を入れるんですが、そこの、溜め

る、足りなくなったということで、一旦このように海水を。それでまた再開しようとしたんです

が、とめてるあいだは水が入らないので、一時的にですね、放射線量が増えて、緊急事態＝。

 さっきの出しちまいますかね。

 １５条っていうより、退避っていうことが。

吉田所長  ２号機のトレンドで、どう、大丈夫、落ち着いてる？

 最悪、これで。

小森常務  あれ、石崎さん。これ１５条のプレスっちゅうのはなんか決着をみたんですかね。

石崎部長  はい。福島事務所からですね、県に話をしてもらって、県の関係部長は了解。部長クラスから知

事に話をしてもらって知事も渋々了解と。９時の関係部長会議については１５条のプレス文は出

なかったと報告が来てます。ただ今後は、ちょっとまだ予断は許さない状況であります。

小森常務  これ、テレビにこんなのが出ててね、プレスもされてなくてあんまりしゃべれなかったっていう

のは県としては印象悪いでしょうね。

石崎部長  ええ、これは相当悪いと思いますよ。県知事のスタンスは県民の安全を守るという観点で情報を

出さないのはけしからんと、こういうスタンスですから。後々ちょっとつらい立場になることは

間違いないですね。

小森常務  今の危機管理態勢の中で渋々ということ位でしょうかね。

石崎部長  とりあえず９時の段階では、そういうことで了解をもらったということです。今後はちょっと読

めません。はい。以上です。

復旧班  ビットから３号機へ送られてるのが６８０Ｌ／ｍｉｎ

うことで、現状を維持しております。で、水位の低下はとくに見られなかったとのことです。

吉田所長  だけど、それじゃだめでさ、１号機用とか２号機用の給水分がいるからさ。

復旧班  で、追加で４号機の放水口からのポンプ、それいま、状況確認してます。

保安班  えーとですね、ちなみに逆洗ビットの作業エリアの雰囲気線量ですが、２ｍｓｖ／ｈということ

で、まあ若干高いんですが、当初想定１０ミリ位と想定していたんですが、そういう面ではそう

いう状況になっています。以上です。
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発言者  

 その状況が危ないので。

 はい、５３０位ですね？

 それは、いまやってるから、最悪現場に。

 物資は小名浜にあるんだよ、ガソリンは５０００Ｌ

 なるほど、今はいくつ位で？

れをもやってるから、内閣府もやろうよって。じやあ現状は退避……。

保安班  保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

３９マイクロＳｖ／ｈでございます。若干、下がってまいりました。

 ●●だから、●●だから。

 こっち通っときやいいんだよ、こっち通っときや。

 あ、《ビー音》。

 ここ通っていいんだから。そんなグルグル回ってたら遅いだろ。

 内閣府サイト支援部の＝。

復旧班  消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

らうよう要請したいと思います。

 この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

 時間ですか。

 はい。

高橋フェロー  ●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。

 ポンプがもう１台あって、ここにろ過水、原水タンク。

官庁連絡班  ４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。

 問われちゃうと思うんで、現状を話すしかないと思います。

官庁連絡班  検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。

高橋フェロー  そうじゃなくて、何をやってますかって。いや、検討して。

官庁連絡班  まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

てると。

 いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。
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いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  124 / 362

その状況が危ないので。 

はい、５３０位ですね？ 

それは、いまやってるから、最悪現場に。

物資は小名浜にあるんだよ、ガソリンは５０００Ｌ

なるほど、今はいくつ位で？ こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

れをもやってるから、内閣府もやろうよって。じやあ現状は退避……。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

３９マイクロＳｖ／ｈでございます。若干、下がってまいりました。

●●だから、●●だから。 

こっち通っときやいいんだよ、こっち通っときや。

あ、《ビー音》。 

ここ通っていいんだから。そんなグルグル回ってたら遅いだろ。

内閣府サイト支援部の＝。 

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

らうよう要請したいと思います。

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。

ポンプがもう１台あって、ここにろ過水、原水タンク。

４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。

問われちゃうと思うんで、現状を話すしかないと思います。

検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。

そうじゃなくて、何をやってますかって。いや、検討して。

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

それは、いまやってるから、最悪現場に。 

物資は小名浜にあるんだよ、ガソリンは５０００Ｌ

こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

れをもやってるから、内閣府もやろうよって。じやあ現状は退避……。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

３９マイクロＳｖ／ｈでございます。若干、下がってまいりました。

こっち通っときやいいんだよ、こっち通っときや。

ここ通っていいんだから。そんなグルグル回ってたら遅いだろ。

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

らうよう要請したいと思います。 

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。

ポンプがもう１台あって、ここにろ過水、原水タンク。

４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。

問われちゃうと思うんで、現状を話すしかないと思います。

検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。

そうじゃなくて、何をやってますかって。いや、検討して。

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。
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発言内容 

物資は小名浜にあるんだよ、ガソリンは５０００Ｌ もある、それをどうやって。

こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

れをもやってるから、内閣府もやろうよって。じやあ現状は退避……。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

３９マイクロＳｖ／ｈでございます。若干、下がってまいりました。

こっち通っときやいいんだよ、こっち通っときや。 

ここ通っていいんだから。そんなグルグル回ってたら遅いだろ。

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。

ポンプがもう１台あって、ここにろ過水、原水タンク。 

４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。

問われちゃうと思うんで、現状を話すしかないと思います。 

検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。

そうじゃなくて、何をやってますかって。いや、検討して。 

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。
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もある、それをどうやって。

こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

れをもやってるから、内閣府もやろうよって。じやあ現状は退避……。 

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

３９マイクロＳｖ／ｈでございます。若干、下がってまいりました。 

ここ通っていいんだから。そんなグルグル回ってたら遅いだろ。 

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。

４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。

 

検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。

 

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

ーが破れないとか、なんかそういうのを知りたかったんだけど。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

もある、それをどうやって。 

こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。

●●君さ、あれはどうなっちやったんだつけ？タービンの地下から持ってくる水は。 

４号のタービンの水を、ほら、３号の逆洗弁ビットに入れようって言ってたけど。 

検討してます。検討してるってのは、まだやってないんです。手順を検討してる。 

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ

 

こういう面でいくと今はいくつ位の状況、そこにいって、だからそ

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時３０分現在のデータが出ました。３

消火ポンプの状況です。３号は順調に消火ポンプに注水中なんですけれども、１号に注水してた

ラインですが、これ１台の車が給水タンクを持っていくのに邪魔だということで、一回ラインを

崩している状況です。念のため、いまからその１号へのラインナップを、再ラインナップしても

この４００、退避が解除されたってのはいつ位のタイミングって、お分かりになりますか。 

まだだから、現場のラインとかそういう作業はまだやってなくて、事務所でそのやり方を検討し

いやいや。そうじゃなくてゴミが邪魔だから、ゴミを片づけることを検討してるのか。シャッタ
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場所 発言者

 

 

高橋フェロー

 

 

 

 

高橋フェロー

高橋フェロー

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

保安班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

 じゃ、あ、確認します。

 ８台、追加要求が官邸からいま来たので、また１Ｆ

高橋フェロー  分かんない、えっと、誰だった。

 ＯＫ。人がいる、人がいる。

 向こうは向こうで、新潟、会津辺りから。

 これ、いっ？いや、そうじゃなくて、場所は、いっ、これから用意しますってこと？

 ええ、手配に入ってるんだけど、そんな要請が官邸から来たので、手配に入りつつあるんだけど、

また人の手配が必要だから、それも検討してもらえないか。

高橋フェロー  また取りに行くっちゅうことね、はい。えっと、これ、うちは誰がやってたっけな、あの、あれ

だ。

高橋フェロー  あのー自衛隊、自衛隊じゃないや●●さんね、官邸から、運転手の確保をまたお願いしたいんだ

けどさ。

 いま聞いたら中通り、会津、新潟方面だっつうんで、頼むとすると、また、猪苗代になっちゃう

んですけど、猪苗代の人たち２Ｆ

高橋フェロー  もうね、そんな配慮……。

 関係なし？

高橋フェロー  するような状況ではないということ。

 要するに、使うか使わないかは別にして、とりあえず運ぶんだから。

高橋フェロー  うん、多重性は、もう、ほんとに。

保安班  保安班よりモニタリングポストのデータを報告いたします。モニタリングポスト３番、９時２０

分現在、４８１マイクロＳｖ／ｈ。９

在、２９３マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４

です。若干ずつ、下がってきてるようです。

  本部長、本部長、すいません。いまですね、本店のほうから●●さん経由でアドバイスいただき

ました。

吉田所長  はい。

  ３号の蒸気の量はせいぜい１０立米の注水があれば熱は除去できるので、１０立米程度に絞って

ですね、その分を、余力を１号に注入すると。

吉田所長  分かりました。

  そういう方策をぜひ考えていただけますでしょうか。

吉田所長  はい、ＯＫ。１０立米？パー？

  あの、補足しますと、崩壊熱の除去的には、本店の●●が評価したのですが、１０立米で崩壊熱

は除去できると、あとそれ以上入れると今度はドライウェルのガスがどんどん増えていきますか

2011 年 3 月 1

 

じゃ、あ、確認します。

８台、追加要求が官邸からいま来たので、また１Ｆ

分かんない、えっと、誰だった。

ＯＫ。人がいる、人がいる。

向こうは向こうで、新潟、会津辺りから。

これ、いっ？いや、そうじゃなくて、場所は、いっ、これから用意しますってこと？

ええ、手配に入ってるんだけど、そんな要請が官邸から来たので、手配に入りつつあるんだけど、

また人の手配が必要だから、それも検討してもらえないか。

また取りに行くっちゅうことね、はい。えっと、これ、うちは誰がやってたっけな、あの、あれ

だ。 

あのー自衛隊、自衛隊じゃないや●●さんね、官邸から、運転手の確保をまたお願いしたいんだ

けどさ。 

いま聞いたら中通り、会津、新潟方面だっつうんで、頼むとすると、また、猪苗代になっちゃう

んですけど、猪苗代の人たち２Ｆ

もうね、そんな配慮……。

関係なし？ 

するような状況ではないということ。

要するに、使うか使わないかは別にして、とりあえず運ぶんだから。

うん、多重性は、もう、ほんとに。

保安班よりモニタリングポストのデータを報告いたします。モニタリングポスト３番、９時２０

分現在、４８１マイクロＳｖ／ｈ。９

在、２９３マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４

です。若干ずつ、下がってきてるようです。

本部長、本部長、すいません。いまですね、本店のほうから●●さん経由でアドバイスいただき

ました。 

はい。 

３号の蒸気の量はせいぜい１０立米の注水があれば熱は除去できるので、１０立米程度に絞って

ですね、その分を、余力を１号に注入すると。

分かりました。 

そういう方策をぜひ考えていただけますでしょうか。

はい、ＯＫ。１０立米？パー？

あの、補足しますと、崩壊熱の除去的には、本店の●●が評価したのですが、１０立米で崩壊熱

は除去できると、あとそれ以上入れると今度はドライウェルのガスがどんどん増えていきますか

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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じゃ、あ、確認します。 

８台、追加要求が官邸からいま来たので、また１Ｆ

分かんない、えっと、誰だった。

ＯＫ。人がいる、人がいる。 

向こうは向こうで、新潟、会津辺りから。

これ、いっ？いや、そうじゃなくて、場所は、いっ、これから用意しますってこと？

ええ、手配に入ってるんだけど、そんな要請が官邸から来たので、手配に入りつつあるんだけど、

また人の手配が必要だから、それも検討してもらえないか。

また取りに行くっちゅうことね、はい。えっと、これ、うちは誰がやってたっけな、あの、あれ

あのー自衛隊、自衛隊じゃないや●●さんね、官邸から、運転手の確保をまたお願いしたいんだ

いま聞いたら中通り、会津、新潟方面だっつうんで、頼むとすると、また、猪苗代になっちゃう

んですけど、猪苗代の人たち２Ｆ

もうね、そんな配慮……。 

するような状況ではないということ。

要するに、使うか使わないかは別にして、とりあえず運ぶんだから。

うん、多重性は、もう、ほんとに。

保安班よりモニタリングポストのデータを報告いたします。モニタリングポスト３番、９時２０

分現在、４８１マイクロＳｖ／ｈ。９

在、２９３マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４

です。若干ずつ、下がってきてるようです。

本部長、本部長、すいません。いまですね、本店のほうから●●さん経由でアドバイスいただき

３号の蒸気の量はせいぜい１０立米の注水があれば熱は除去できるので、１０立米程度に絞って

ですね、その分を、余力を１号に注入すると。

 

そういう方策をぜひ考えていただけますでしょうか。

はい、ＯＫ。１０立米？パー？

あの、補足しますと、崩壊熱の除去的には、本店の●●が評価したのですが、１０立米で崩壊熱

は除去できると、あとそれ以上入れると今度はドライウェルのガスがどんどん増えていきますか

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

８台、追加要求が官邸からいま来たので、また１Ｆ

分かんない、えっと、誰だった。 

 

向こうは向こうで、新潟、会津辺りから。 

これ、いっ？いや、そうじゃなくて、場所は、いっ、これから用意しますってこと？

ええ、手配に入ってるんだけど、そんな要請が官邸から来たので、手配に入りつつあるんだけど、

また人の手配が必要だから、それも検討してもらえないか。

また取りに行くっちゅうことね、はい。えっと、これ、うちは誰がやってたっけな、あの、あれ

あのー自衛隊、自衛隊じゃないや●●さんね、官邸から、運転手の確保をまたお願いしたいんだ

いま聞いたら中通り、会津、新潟方面だっつうんで、頼むとすると、また、猪苗代になっちゃう

んですけど、猪苗代の人たち２Ｆ に来て。 

するような状況ではないということ。 

要するに、使うか使わないかは別にして、とりあえず運ぶんだから。

うん、多重性は、もう、ほんとに。 

保安班よりモニタリングポストのデータを報告いたします。モニタリングポスト３番、９時２０

分現在、４８１マイクロＳｖ／ｈ。９ 時３０ 

在、２９３マイクロＳｖ／ｈ。ＭＰ４ でございますが、９時２５分現在、８７マイクロＳｖ／ｈ

です。若干ずつ、下がってきてるようです。 

本部長、本部長、すいません。いまですね、本店のほうから●●さん経由でアドバイスいただき

３号の蒸気の量はせいぜい１０立米の注水があれば熱は除去できるので、１０立米程度に絞って

ですね、その分を、余力を１号に注入すると。

そういう方策をぜひ考えていただけますでしょうか。

はい、ＯＫ。１０立米？パー？ 

あの、補足しますと、崩壊熱の除去的には、本店の●●が評価したのですが、１０立米で崩壊熱

は除去できると、あとそれ以上入れると今度はドライウェルのガスがどんどん増えていきますか

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

８台、追加要求が官邸からいま来たので、また１Ｆ の人にお願いしたい。

これ、いっ？いや、そうじゃなくて、場所は、いっ、これから用意しますってこと？

ええ、手配に入ってるんだけど、そんな要請が官邸から来たので、手配に入りつつあるんだけど、

また人の手配が必要だから、それも検討してもらえないか。 

また取りに行くっちゅうことね、はい。えっと、これ、うちは誰がやってたっけな、あの、あれ

あのー自衛隊、自衛隊じゃないや●●さんね、官邸から、運転手の確保をまたお願いしたいんだ

いま聞いたら中通り、会津、新潟方面だっつうんで、頼むとすると、また、猪苗代になっちゃう

要するに、使うか使わないかは別にして、とりあえず運ぶんだから。

保安班よりモニタリングポストのデータを報告いたします。モニタリングポスト３番、９時２０

 分現在、３３９マイクロＳｖ／ｈ。９時４０分現

でございますが、９時２５分現在、８７マイクロＳｖ／ｈ
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は除去できると、あとそれ以上入れると今度はドライウェルのガスがどんどん増えていきますか
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発言者  

ら、そっちなんで、得策じゃないと。

復旧班  １Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさん。

吉田所長  じゃ１０立米は何リッターパーミニットか、言ってくれ。

  えー６０で割ると、いや、１０

吉田所長  だから１０ｔでいいんだけど、何立米、何リッターパーミニットか、言ってくれっつってんだよ。

  えーっと、だから６０で割るといくつだ。

吉田所長  ん？６０で割るんだな。も一、おれがいちいちこんなことやんなきや。

  だいたい１６Ｌ位ですね。

吉田所長  １００？

  １６０Ｌ位ですね。

吉田所長  はい、じゃあ、一旦、３号機について、いま６３０位入れてるんだよね。これを徐々に、あっ、

いま、人いないんだっけ。流量。流量を、ちょっと、悪いんだけど、別の人でもいいんだけど、

絞ってほしいんだけど。

発電班  はい、絞る値はもう一回、本店と決めて、値出しますから●●分後に。

吉田所長  はい、調整してください、●●やってください。それで余力ができれば１号への給水を。やはり

同程度でいいのかな、１号には。それも。

発電班  これももう１号は、今の１０ｔに対してはもう入っているので、それも併せて１０分後に値出し

ます。

吉田所長  そんで、２号機用にちゃんと余裕持っておくということで、お願いします。

 本店●●です。

発電班  今の操作を続けてください。えっと、６８０Ｌ…

 本店●●です。

  何のポンプ？

  吉田所長、結構呼びかけ聞かないかん、から。

技術班  吉田所長、１Ｆ吉田所長、本店●●です。

  すいません、●●さん、１Ｆ●●です。今の話、基本的に了解していただきました。

技術班  はい、それで１Ｆ３、絞るのはいいんですが、１ＦＩに注水するときにはですね。一時的に蒸気

が発生して格納容器圧力が少し上がる可能性があります。そのときには漏洩が少し増えるかもし

れません。したがって、周辺での作業員などに対するですね、被曝のケアをしていただいたほう

がいいと思います。

吉田所長  はい、分かりました。それはちょっと、入れ方、それから時間の管理、それから作業員の配置に
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 １６０Ｌ。 
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ん？６０で割るんだな。も一、おれがいちいちこんなことやんなきや。

はい、じゃあ、一旦、３号機について、いま６３０位入れてるんだよね。これを徐々に、あっ、
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はい、じゃあ、一旦、３号機について、いま６３０位入れてるんだよね。これを徐々に、あっ、

いま、人いないんだっけ。流量。流量を、ちょっと、悪いんだけど、別の人でもいいんだけど、

はい、調整してください、●●やってください。それで余力ができれば１号への給水を。やはり

これももう１号は、今の１０ｔに対してはもう入っているので、それも併せて１０分後に値出し

はい、それで１Ｆ３、絞るのはいいんですが、１ＦＩに注水するときにはですね。一時的に蒸気

が発生して格納容器圧力が少し上がる可能性があります。そのときには漏洩が少し増えるかもし

れません。したがって、周辺での作業員などに対するですね、被曝のケアをしていただいたほう

はい、分かりました。それはちょっと、入れ方、それから時間の管理、それから作業員の配置に
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 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

技術班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

 

保安班

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

 

資材班

 

吉田所長

総務班

テレビ会議 2011

 

発言者  

ついて検討します。

技術班  お願いします。

吉田所長  すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

官庁連絡班  １Ｆ

吉田所長  はい。

官庁連絡班  吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

量。順番と目安量を教えてくれと。

吉田所長  それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

いんだけど。

官庁連絡班  あっ、ごめんなさい。了解しました。

 退避して、もう一回作業開始した時間が知りたい。

保安班  保安班より最新のモニタリングポストＮｏ．４の…

総務班  資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

か。●●ですが。

吉田所長  可能だけど、ちょっと別の人間でいい？

総務班  はい、別に振ってもらっていいですけど、はい。

吉田所長  じゃあ、●●ちゃん、ちょっとさあ。

 ●●はい。２Ｆ

吉田所長  ちょっと待って。どっちにする？あなたにする？

  はい、私。

吉田所長  じゃあ、名前言って、１Ｆ

  はい。

 誰？

資材班  １Ｆの資材班、●●でございます。

 聞こえない。もう一回お願いします。

吉田所長  １Ｆ

総務班  ●●さん、はい。２Ｆ
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ついて検討します。

お願いします。 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

１Ｆ 吉田所長。

はい。 

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

量。順番と目安量を教えてくれと。

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

いんだけど。 

あっ、ごめんなさい。了解しました。

退避して、もう一回作業開始した時間が知りたい。

保安班より最新のモニタリングポストＮｏ．４の…

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

か。●●ですが。

可能だけど、ちょっと別の人間でいい？

はい、別に振ってもらっていいですけど、はい。

じゃあ、●●ちゃん、ちょっとさあ。

●●はい。２Ｆ 

ちょっと待って。どっちにする？あなたにする？

はい、私。 

じゃあ、名前言って、１Ｆ

はい。 

誰？ 

１Ｆの資材班、●●でございます。

聞こえない。もう一回お願いします。

１Ｆ は資材の●●。

●●さん、はい。２Ｆ
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ついて検討します。 

 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

吉田所長。 

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

量。順番と目安量を教えてくれと。

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

あっ、ごめんなさい。了解しました。

退避して、もう一回作業開始した時間が知りたい。

保安班より最新のモニタリングポストＮｏ．４の…

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

か。●●ですが。 

可能だけど、ちょっと別の人間でいい？

はい、別に振ってもらっていいですけど、はい。

じゃあ、●●ちゃん、ちょっとさあ。

 は？ 

ちょっと待って。どっちにする？あなたにする？

じゃあ、名前言って、１Ｆ からって。

１Ｆの資材班、●●でございます。

聞こえない。もう一回お願いします。

は資材の●●。 

●●さん、はい。２Ｆ は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。
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発言内容

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

量。順番と目安量を教えてくれと。 

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

あっ、ごめんなさい。了解しました。 

退避して、もう一回作業開始した時間が知りたい。

保安班より最新のモニタリングポストＮｏ．４の…

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

可能だけど、ちょっと別の人間でいい？ 

はい、別に振ってもらっていいですけど、はい。

じゃあ、●●ちゃん、ちょっとさあ。 

ちょっと待って。どっちにする？あなたにする？

からって。 

１Ｆの資材班、●●でございます。 

聞こえない。もう一回お願いします。 

は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

退避して、もう一回作業開始した時間が知りたい。 

保安班より最新のモニタリングポストＮｏ．４の… …。 

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

はい、別に振ってもらっていいですけど、はい。 

ちょっと待って。どっちにする？あなたにする？ 

は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。

 

すいません。そこは、安全グループと《ピー音》君のところと保安で連携とってください。 

吉田所長、官邸からの指示が来てまして、１５分以内に連絡くださいということで、その連絡し

てほしいのは海水を入れるプラントの順番。これ１Ｆの３はいま入れてて、その次は、１、２で

いいのかということと、それぞれのプラントにどれ位の流量を入れようとしてるのか、その目安

それはね、ごめん、いまあなた聞いてなかった？それは本店が決めるって言ったよ。答えられな

資材の物流のことで１Ｆ、２Ｆ、オフサイトセンターさんと話がしたいんですが、いま可能です

は？２Ｆ。ガソリンとか水とか食糧とかだよ。誰と話すればいいですか。 
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 場所

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

<発話場所不

明/非公開

本店 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 
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場所 発言者

保安班

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

増田所長

 

高橋フェロー

資材班

 

発話場所不

非公開> 
 

 

発話場所不

非公開> 
 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

クロ、ほぼ＠＠

 ２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？

ＯＳＣ  はい、●●です。

 ピー音》さん？

増田所長  本店、●●さん、２Ｆ増田です。

 はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

トを指定してください。

高橋フェロー  官庁班というのは……。

資材班  福島第二資材班が対応します。

 はい。資材班ね？資材班の誰ですか。

 《会話重複開始》

 ●●さん＝官邸でやりとり●●さん。

 《会話重複終了》

吉田所長  えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

お願いがあります。

高橋フェロー  はい、どうぞ。

吉田所長  あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。

高橋フェロー  はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。

資材班  長距離のトランシーバーですね。で、よろしい？

吉田所長  台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

るんですけど。

資材班  少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

吉田所長  はい、そうです。福島第一の吉田です。お願いします。

資材班  はい、ちょっと確認します。

 トラックの分担もあるんで、相談して人選して決めます。
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え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

クロ、ほぼ＠＠ 

２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？

はい、●●です。

ピー音》さん？ 

本店、●●さん、２Ｆ増田です。

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

トを指定してください。

官庁班というのは……。

福島第二資材班が対応します。

はい。資材班ね？資材班の誰ですか。

《会話重複開始》

●●さん＝官邸でやりとり●●さん。

《会話重複終了》

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

お願いがあります。

はい、どうぞ。 

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。

はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。

長距離のトランシーバーですね。で、よろしい？

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

るんですけど。 

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

はい、そうです。福島第一の吉田です。お願いします。

はい、ちょっと確認します。

トラックの分担もあるんで、相談して人選して決めます。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  128 / 362

え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

 からの影響は回避された模様です。以上です。

２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？

はい、●●です。 

 じやあ、●●さんに連絡します。２Ｆ

本店、●●さん、２Ｆ増田です。

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

トを指定してください。 

官庁班というのは……。 

福島第二資材班が対応します。

はい。資材班ね？資材班の誰ですか。

《会話重複開始》 

●●さん＝官邸でやりとり●●さん。

《会話重複終了》 

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

お願いがあります。 

 

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。

はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。

長距離のトランシーバーですね。で、よろしい？

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

 

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

はい、そうです。福島第一の吉田です。お願いします。

はい、ちょっと確認します。 

トラックの分担もあるんで、相談して人選して決めます。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

からの影響は回避された模様です。以上です。

２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？

じやあ、●●さんに連絡します。２Ｆ

本店、●●さん、２Ｆ増田です。 

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

福島第二資材班が対応します。 

はい。資材班ね？資材班の誰ですか。 

●●さん＝官邸でやりとり●●さん。 

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。

はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。

長距離のトランシーバーですね。で、よろしい？

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

はい、そうです。福島第一の吉田です。お願いします。

 

トラックの分担もあるんで、相談して人選して決めます。
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発言内容 

え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

からの影響は回避された模様です。以上です。

２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？

じやあ、●●さんに連絡します。２Ｆ は誰だろ？

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。

はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。

長距離のトランシーバーですね。で、よろしい？ 

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

はい、そうです。福島第一の吉田です。お願いします。 

トラックの分担もあるんで、相談して人選して決めます。 
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え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

からの影響は回避された模様です。以上です。 

２Ｆ聞こえてないんだな。電話しよ。オフサイトセンターは？ 

は誰だろ？ 

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

長距離使えるトランシーバーを調達いただきたいんですけれども。 

はい。ちょっと資材班、よろしいですか。性能の一番いいやつを。 

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って

少なくとも５０台、長距離のトランシーバー、少なくとも５０台以上。福島第一ですね。 

 

え－と、保安班から連絡します。え－、この部屋の環境線量ですが、先ほどと変わらず６０マイ

はい、あっ、増田さん、おはようございます。はい。ガソリンとかですね、水とか食糧、それか

らポンプ等々について、資材がどういう順番で送るか悩んでますので、相談するカウンターパー

えーっと、すいません。ちょっと現場のほうでいま、あの一、福島第一の吉田です。本店さんに

あの一、現場でですね、一番いま時間がかかってるのが現場との連絡が取れないということなん

で、トランシーバーいま使ってるんですが、これバッテリーが上がってきて、いま急激に使いづ

らくなってます。できれば、できればっていうか、トランシーバーをできる限り多く、なおかつ

台数はですね、もう何台あってもいいんですが、少なくとも５０台以上はいただきたいと思って
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場所 発言者

吉田所長

通信復旧班

石崎部長

１Ｆ 

資材班

保安班

技術班

保安班

保安班

清水社長

資材班

清水社長

資材班

清水社長

資材班

清水社長

資材班

清水社長

資材班

清水社長

資材班

勝俣会長

清水社長

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい、すいません。お願いします。

通信復旧班  すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

でるかと思うんですが、ご使用いただいてるんでしょうか。

石崎部長  ●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。

  えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。

資材班  はい、分かりました。

保安班  保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

Ｓｖ／ｈで、少しなりとも低下傾向を示しております。

技術班  技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

３号３０％

保安班  保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

現在、４３２．５６マイクロＳｖ／ｈでございます。

保安班  保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

清水社長  資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。

資材班  はい。

清水社長  とにかく電源線の回復が大至急だから。

資材班  はい。はい。

清水社長  それでいま、工務と連携してると思うけど。

資材班  はい。

清水社長  とりあえず調達に関わる物が最優先。

資材班  最優先、はい。

清水社長  ということで、もうちょっとプッシュして、あれしてよ。

資材班  はい、分かりました。はい。

清水社長  だからよく聞いて、どこまでどうなってるか。

資材班  はい。

勝俣会長  全部調達してあるの？

清水社長  あるの？

小森常務  全部調達した。
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はい、すいません。お願いします。

すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

でるかと思うんですが、ご使用いただいてるんでしょうか。

●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。

えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。

はい、分かりました。

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

Ｓｖ／ｈで、少しなりとも低下傾向を示しております。

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

３号３０％ ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

現在、４３２．５６マイクロＳｖ／ｈでございます。

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。

はい。 

とにかく電源線の回復が大至急だから。

はい。はい。 

それでいま、工務と連携してると思うけど。

はい。 

とりあえず調達に関わる物が最優先。

最優先、はい。 

ということで、もうちょっとプッシュして、あれしてよ。

はい、分かりました。はい。

だからよく聞いて、どこまでどうなってるか。

はい。 

全部調達してあるの？

あるの？ ブツあるの？

全部調達した。 
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はい、すいません。お願いします。

すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

でるかと思うんですが、ご使用いただいてるんでしょうか。

●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。

えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。

はい、分かりました。 

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

Ｓｖ／ｈで、少しなりとも低下傾向を示しております。

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

現在、４３２．５６マイクロＳｖ／ｈでございます。

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。

とにかく電源線の回復が大至急だから。

それでいま、工務と連携してると思うけど。

とりあえず調達に関わる物が最優先。

 

ということで、もうちょっとプッシュして、あれしてよ。

はい、分かりました。はい。 

だからよく聞いて、どこまでどうなってるか。

全部調達してあるの？ 

ブツあるの？ 
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発言内容

はい、すいません。お願いします。 

すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

でるかと思うんですが、ご使用いただいてるんでしょうか。

●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。

えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

Ｓｖ／ｈで、少しなりとも低下傾向を示しております。

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

現在、４３２．５６マイクロＳｖ／ｈでございます。

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。

とにかく電源線の回復が大至急だから。 

それでいま、工務と連携してると思うけど。 

とりあえず調達に関わる物が最優先。 

ということで、もうちょっとプッシュして、あれしてよ。

 

だからよく聞いて、どこまでどうなってるか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

でるかと思うんですが、ご使用いただいてるんでしょうか。 

●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。

えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

Ｓｖ／ｈで、少しなりとも低下傾向を示しております。 

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

現在、４３２．５６マイクロＳｖ／ｈでございます。 

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。

 

ということで、もうちょっとプッシュして、あれしてよ。 

だからよく聞いて、どこまでどうなってるか。 
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すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

 

●●２Ｆも同じ状況になることを想定して多めにお願いします。 

えーっと、建屋間をはさんでとどかないので、使えてません……。 

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。
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すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

ということで、ずっとこの状態で変化がないままの状況です。以上です。 

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２

と報告いたしましたが、４３．２マイクロＳｖの誤りでございます、すいませんでした。 

資材班、資材班、資材班、●●さん、こっちこっちこっち。ちょっとこっち来て。 

 

すいません、通信なんですけど、あの一、移動用の無線を、あの一、支援ということで送り込ん

保安班より連絡します。最新のＭＰ４、９時４３分現在の線量でございます。４８．８マイクロ

技術班です。え－、炉損、炉心損傷割合なんですけれども、え－と、１号が５５％、２号なし、

保安班より連絡いたします。モニタリングポスト３番、９時５０分現在、２７４．９マイクロＳ

ｖ／ｈです。若干、下がり傾向にあります。モニタリングポスト４番でございます。９時５３分

保安班から連絡します。モニタリングポスト４番、９時５３分訂正させていただきます。４３２
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本店 
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本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

勝俣会長

復旧班

勝俣会長

清水社長

小森常務

清水社長

勝俣会長

小森常務

勝俣会長

小森常務

勝俣会長

清水社長

広報班

吉田所長

発電班

広報班

広報班

オフサイトセ

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

勝俣会長  全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

が高いんで・・。

復旧班  え一と、３号への注水状況です。え－

勝俣会長  なんとか繋ぎ込みができれば結構助かるんだけど。

清水社長  それで？そういう意味じゃあの……。

小森常務  それ以外でももちろん＝

部・・・。ちょっと優先度＝。

清水社長  それでね……。

勝俣会長  それで氷の話はどうなったんだっけ？

小森常務  氷の話も物はぜんぶありますけれども＝。

勝俣会長  自衛隊のヘリはどうなってる？

小森常務  自衛隊のヘリのほうはちょっと。

勝俣会長  だめで＝。

清水社長  はい、広報班どうぞ。

広報班  すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

た。午前９時・・・

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い

吉田所長  １号機、２号機、３号機にど

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

い。

発電班  本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという

広報班  プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

一時●●圧力が上がって作業員が退避した。

広報班  －旦、プレスは●●＝＝

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

てます。

武藤副社長  すいません、ちょっとよく聞こえない
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全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

が高いんで・・。

え一と、３号への注水状況です。え－

なんとか繋ぎ込みができれば結構助かるんだけど。

それで？そういう意味じゃあの……。

それ以外でももちろん＝

部・・・。ちょっと優先度＝。

それでね……。 

それで氷の話はどうなったんだっけ？

氷の話も物はぜんぶありますけれども＝。

自衛隊のヘリはどうなってる？

自衛隊のヘリのほうはちょっと。

だめで＝。 

はい、広報班どうぞ。

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

た。午前９時・・・

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い

１号機、２号機、３号機にど

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

い。 

本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

一時●●圧力が上がって作業員が退避した。

－旦、プレスは●●＝＝

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

てます。 

すいません、ちょっとよく聞こえない
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全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

が高いんで・・。 

え一と、３号への注水状況です。え－

なんとか繋ぎ込みができれば結構助かるんだけど。

それで？そういう意味じゃあの……。

それ以外でももちろん＝ できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

部・・・。ちょっと優先度＝。

 

それで氷の話はどうなったんだっけ？

氷の話も物はぜんぶありますけれども＝。

自衛隊のヘリはどうなってる？

自衛隊のヘリのほうはちょっと。

はい、広報班どうぞ。 

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

た。午前９時・・・ 現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い

１号機、２号機、３号機にどれ位冷却水を入れるかということについて、本店と＝＝

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

一時●●圧力が上がって作業員が退避した。

－旦、プレスは●●＝＝ ですけれども、ＮＨＫ

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

すいません、ちょっとよく聞こえない
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発言内容

全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

え一と、３号への注水状況です。え－ と、現在８６０Ｌ／ｍｉｎ

なんとか繋ぎ込みができれば結構助かるんだけど。

それで？そういう意味じゃあの……。 

できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

部・・・。ちょっと優先度＝。 

それで氷の話はどうなったんだっけ？ 

氷の話も物はぜんぶありますけれども＝。 

自衛隊のヘリはどうなってる？ 

自衛隊のヘリのほうはちょっと。 

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い

れ位冷却水を入れるかということについて、本店と＝＝

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

一時●●圧力が上がって作業員が退避した。 

ですけれども、ＮＨＫ

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

すいません、ちょっとよく聞こえない 
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発言内容 

全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

と、現在８６０Ｌ／ｍｉｎ

なんとか繋ぎ込みができれば結構助かるんだけど。 

できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い

れ位冷却水を入れるかということについて、本店と＝＝

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

 

ですけれども、ＮＨＫ がいま報道してまして、まずは回答スタンスを

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し
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全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

と、現在８６０Ｌ／ｍｉｎ で、コンマ８メガです。

できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

圧が下がって作業に復帰したということも含めて伝えようと思い ます。いかがでしょうか。

れ位冷却水を入れるかということについて、本店と＝＝

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

本店の●●さんの方と、３号の炉へどういう風に注入したらいいのかという 

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

がいま報道してまして、まずは回答スタンスを

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

で、コンマ８メガです。

できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

第一３号機の関係で、え－、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほどＮＨＫ のほうで、

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

ましたが、本日午前６時５０分現在、原子炉格納容器圧力が５３０ｋＰａまで上昇したことから、

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

ます。いかがでしょうか。

れ位冷却水を入れるかということについて、本店と＝＝ で合意しま

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

 

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

がいま報道してまして、まずは回答スタンスを

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し

 

全部工務で調達してるんだよ。それで、それを新福島に持っていってる。だから、繋ぎ込みみた

いなところが、そういうのが、４時間位かかって、あと工事だけなんだけど、ただそこが放射線

で、コンマ８メガです。 

できるから＝。使用済み燃料プール＝モヤモヤ出さないためには全

すいません。先ほど、保安院さんのほうからとめられていったとお話をしました、あの一、福島

のほうで、

え－、東京電力福島第一３号機の格納容器の圧力が非常に上がって、作業員が一時退避したとい

う報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスと

してまず固めまして、できるならばプレスをする、だめでもこのトーンで、え－、口頭で回答さ

せてくださいということで調整をさせていただいてます。で、文書がこちらになります。お知ら

せ済みの下のところをちょっと読ませていただきます。えー「３号機の原子炉注水を行なってい

昇したことから、

本日午前７時４４分、原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特定事象、格納

容器圧力異常上昇が発生したと判断しました。その後、格納容器圧力が緩やかに低下いたしまし

現在、４９０ｋｐａ＝を伴い３号機作業員を一時退避させておりましたが、

格納容器圧力が低下したことから現場作業に復帰し、圧力作業に全力で取り組んでおります」。

ます。いかがでしょうか。 

で合意しま

したので、その内容について皆さんに紹介いたしますので●●。●●さんの方から説明して下さ

プレス文、ちょっと前の話ですが、このプレスでよろしいでしょうか。このプレスの内容。あの

がいま報道してまして、まずは回答スタンスを

作って、できるならプレッサーしていただきたいということで、いま保安院さんのほうに調整し
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場所 発言者

小森常務

小森常務

広報班

小森常務

広報班

発電班

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

発電班

オフサイトセ

 

武藤副社長

吉田所長

発電班

吉田所長

１Ｆ 

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  全然だめだ。全然聞こえなかった。

小森常務  あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

広報班  ＝

機しています。

小森常務  確認してからよ。

広報班  では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。

発電班  すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

燃料のＴＡＦ

うがいいだろうと、ということです。

武藤副社長  今のは２号機？

吉田所長  ３号機。３号機です。

武藤副社長  ３号機？

吉田所長  はい。

発電班  で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

いいんではないかと思っております。

武藤副社長  ２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。

吉田所長  それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

目。

発電班  はい。

吉田所長  で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

の？水を。

  入れたほうがいんじゃないでしょうか。

発電班  いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。
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全然だめだ。全然聞こえなかった。

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

＝ 工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

機しています。 

確認してからよ。

では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

燃料のＴＡＦ よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

うがいいだろうと、ということです。

今のは２号機？ 

３号機。３号機です。

３号機？ 

はい。 

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

いいんではないかと思っております。

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

目。 

はい。 

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

の？水を。 

入れたほうがいんじゃないでしょうか。

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。
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全然だめだ。全然聞こえなかった。

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

 

確認してからよ。 

では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

うがいいだろうと、ということです。

 

３号機。３号機です。 

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

いいんではないかと思っております。

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

入れたほうがいんじゃないでしょうか。

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。
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発言内容

全然だめだ。全然聞こえなかった。 

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

うがいいだろうと、ということです。 

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

いいんではないかと思っております。 

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

入れたほうがいんじゃないでしょうか。 

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。
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発言内容 

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

では確認後に。確認してからということで。内容はいいそうです。 

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

ところにはみんな水があれば入れられるってことじゃないんですか。 

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至っ

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない

いますく入れる必要はないですけど、もう少し入れておいても構わないと思います。 

 

あれ、内容はいいんだけど、なんか、遅きに逸してるんじゃないの？これ当官邸はいいの？ 

工事をしようとしてたんですけど、先ほど発電所の中での退避という話があったので、いま待

すいません。本店と合意したのは、今の状況で３号の炉心には１０ｔ／ｈ、つまり１６０Ｌ／ｍ

ｉｎで注入できれば、当面維持すべきＲＰＶへの注水流量と炉心との崩壊熱を除去できるようで

あるということです。ですので、当面いま６８０Ｌ／ｍｉｎで注入しておりますが、１６０Ｌ／

ｍｉｎで絞った状態で注入を続けるというシステムになっています。発電では、現状では発電の

ほうはＨＰＣＩの注入の過程で、ほぼ満水までいっている可能性があって、今後ベント管を通し

てドライウェルのほうにも水が溜まっていくであろうというふうに思っています。で、それ以降

はアクシデントマネジメント用に付けてある、え－と、ＰＣＶのドライウェルの水位計を使って

よりも上の領域まで水没させると、ジワジワ水没させていくということを考えたほ

で、次の順番ですけれども、えっと、１号機か２号機かという選択になりますけれども、２号機

そのものはいま炉圧、炉の水位、ドライウェル、サプチャンの圧力が一定の状態で推移はしてい

ます。ただし、炉圧が５．３Ｍｐａ程度から、５．４、５．５Ｍｐａ程度にジワジワ上がってい

る状態でいます。え－と、ですので選択としては、あ一、２号はそういう状態です。一方、１号

のほうは炉への注水を、が止まっていますけれども、原子炉の水位、圧力、ドライウェル、サプ

チャンの圧力、ＣＡＭＳから、炉心損傷が進んでいないという、すべて安定した状態に至ってい

ると、という２号と１号の状態を見ると、いますぐ１号に注水を再開する必要はないと思ってお

りまして、えっと、２号もいますぐということではありませんけれども、２号側の注水の準備を

すると、で、え－、外への対応も含めて準備ができたところで２号側に移行すると、というのが

２号と１号と３号と、みんなそのビットからバラに繋がってるから、その準備しといたら欲しい

それでいいです、それでいいです。だから、そこはあんまり考えなくてよくて、順番と流量を決

めるほうがよくて、まず順番は１番目は３号機用で１６０Ｌ／ｍｉｎに絞るというのがまず１点

で、２つ目は次は１号機に入れるのかどうか、入れるんでしょ？１号機には入れるの、入れない
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発言者  

武藤副社長  １号機だって３号のその１６０Ｌ

かなきやおかしいってことだと思うよ。

吉田所長  そう。だから、１号機に何リッター入れるかつて言ってほしかったんだけど。

発電班  すいません。じやあ、それはもう一回本店と相談して。

吉田所長  それでね。一番重要なのは、３号機と１号機に入れる流量が決まれば、いまビットに入っている

５５０Ｌ／ｍｉｎと、その引き算分が２号機に入れられるから、それと要求してる流量が合えば

ね、だいたいコンパラランになるねという当たりが付くんで、そこを出してほしいんだよ。

発電班  分かりました。

吉田所長  だから、１号機には入れたほうがいいと思うんだけど、何リッター位入れるのかという指示を欲

しいんですね。

発電班  はい。え－

吉田所長  それから２号機もその、サプチャン、すいません、ＳＲ弁で減圧したときにまた注入するんだけ

ども、そのときの流入量の目安を決めておいてほしいということ。

発電班  はい。

武藤副社長  考え方としては、３号も１号もいま出ている熱分を、ちょうどその、なんというか消す分位の水

を定常的にずっと入れていくってことで考えると、３号機は１６０Ｌ、で、１号機はいくらにな

るかこれから計算する、そういうことでいいですね。

発電班  はい。

吉田所長  それを至急決めてですね、実際の操作に入りたいと思いますので検討を早急にお願いします。

  あの一、１Ｆ

っちゃってるので、もう水を入れればいいと思うんですけど、１号のほうはそういう意味ではサ

プチャンからのウェルベルトの穴っていうか、それはどうなってるんですかね。

武藤副社長  １号も４キロも、４００ｋＰａか、ドライウェルの圧力あるんだから、だから、その分を、その

水かぶってるっていうことじゃないの。

  そういう意味だとですね、あの一、１号のあの外部注水量ってのが、多分これまで入れた、これ

まで入れたあの一、多分これまで入れた消火系とか海水とかその辺だと思っていて、昨日の夜ま

ででざっくりあの、１０００ｔ位かなというふうに思っていて、えっと、ウエットウェルのドレ

ンが、えっとウェットウェルのベントラインが塞がるまでにだいたい１７００必要ですので、そ

ういう意味では、まだ塞がるにはだいぶ余裕があるのかなというふうに思っております。

武藤副社長  ベントラインが塞がるまでになんぼ

  えっと、そういう話です。

  そうすると、少なくともベントラインが塞がるまでは入れ続けてもいいってことですね。その塞

ぐかどうかは、１個のジャッジが必要になる、こういうことですね。

吉田所長  それで今の話には、ＡＭ用のＰＣＶのドライウェル水位計ってのは生きてるの？

発電班  今はまだ生きてません。
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１号機だって３号のその１６０Ｌ

かなきやおかしいってことだと思うよ。

そう。だから、１号機に何リッター入れるかつて言ってほしかったんだけど。

すいません。じやあ、それはもう一回本店と相談して。

それでね。一番重要なのは、３号機と１号機に入れる流量が決まれば、いまビットに入っている

５５０Ｌ／ｍｉｎと、その引き算分が２号機に入れられるから、それと要求してる流量が合えば

ね、だいたいコンパラランになるねという当たりが付くんで、そこを出してほしいんだよ。

分かりました。 

だから、１号機には入れたほうがいいと思うんだけど、何リッター位入れるのかという指示を欲

しいんですね。 

はい。え－ と、分かりました。

それから２号機もその、サプチャン、すいません、ＳＲ弁で減圧したときにまた注入するんだけ

ども、そのときの流入量の目安を決めておいてほしいということ。

はい。 

考え方としては、３号も１号もいま出ている熱分を、ちょうどその、なんというか消す分位の水

を定常的にずっと入れていくってことで考えると、３号機は１６０Ｌ、で、１号機はいくらにな

るかこれから計算する、そういうことでいいですね。

はい。 

それを至急決めてですね、実際の操作に入りたいと思いますので検討を早急にお願いします。

あの一、１Ｆ サイト《ビー音》です。１個確認なんですが、３号はもうウェルベントの穴は塞が

っちゃってるので、もう水を入れればいいと思うんですけど、１号のほうはそういう意味ではサ

プチャンからのウェルベルトの穴っていうか、それはどうなってるんですかね。

１号も４キロも、４００ｋＰａか、ドライウェルの圧力あるんだから、だから、その分を、その

水かぶってるっていうことじゃないの。

そういう意味だとですね、あの一、１号のあの外部注水量ってのが、多分これまで入れた、これ

まで入れたあの一、多分これまで入れた消火系とか海水とかその辺だと思っていて、昨日の夜ま

ででざっくりあの、１０００ｔ位かなというふうに思っていて、えっと、ウエットウェルのドレ

ンが、えっとウェットウェルのベントラインが塞がるまでにだいたい１７００必要ですので、そ

ういう意味では、まだ塞がるにはだいぶ余裕があるのかなというふうに思っております。

ベントラインが塞がるまでになんぼ

えっと、そういう話です。

そうすると、少なくともベントラインが塞がるまでは入れ続けてもいいってことですね。その塞

ぐかどうかは、１個のジャッジが必要になる、こういうことですね。

それで今の話には、ＡＭ用のＰＣＶのドライウェル水位計ってのは生きてるの？

今はまだ生きてません。
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１号機だって３号のその１６０Ｌ

かなきやおかしいってことだと思うよ。

そう。だから、１号機に何リッター入れるかつて言ってほしかったんだけど。

すいません。じやあ、それはもう一回本店と相談して。

それでね。一番重要なのは、３号機と１号機に入れる流量が決まれば、いまビットに入っている

５５０Ｌ／ｍｉｎと、その引き算分が２号機に入れられるから、それと要求してる流量が合えば

ね、だいたいコンパラランになるねという当たりが付くんで、そこを出してほしいんだよ。

 

だから、１号機には入れたほうがいいと思うんだけど、何リッター位入れるのかという指示を欲

 

と、分かりました。

それから２号機もその、サプチャン、すいません、ＳＲ弁で減圧したときにまた注入するんだけ

ども、そのときの流入量の目安を決めておいてほしいということ。

考え方としては、３号も１号もいま出ている熱分を、ちょうどその、なんというか消す分位の水

を定常的にずっと入れていくってことで考えると、３号機は１６０Ｌ、で、１号機はいくらにな

るかこれから計算する、そういうことでいいですね。

それを至急決めてですね、実際の操作に入りたいと思いますので検討を早急にお願いします。

サイト《ビー音》です。１個確認なんですが、３号はもうウェルベントの穴は塞が

っちゃってるので、もう水を入れればいいと思うんですけど、１号のほうはそういう意味ではサ

プチャンからのウェルベルトの穴っていうか、それはどうなってるんですかね。

１号も４キロも、４００ｋＰａか、ドライウェルの圧力あるんだから、だから、その分を、その

水かぶってるっていうことじゃないの。

そういう意味だとですね、あの一、１号のあの外部注水量ってのが、多分これまで入れた、これ

まで入れたあの一、多分これまで入れた消火系とか海水とかその辺だと思っていて、昨日の夜ま

ででざっくりあの、１０００ｔ位かなというふうに思っていて、えっと、ウエットウェルのドレ

ンが、えっとウェットウェルのベントラインが塞がるまでにだいたい１７００必要ですので、そ

ういう意味では、まだ塞がるにはだいぶ余裕があるのかなというふうに思っております。

ベントラインが塞がるまでになんぼ

えっと、そういう話です。 

そうすると、少なくともベントラインが塞がるまでは入れ続けてもいいってことですね。その塞

ぐかどうかは、１個のジャッジが必要になる、こういうことですね。

それで今の話には、ＡＭ用のＰＣＶのドライウェル水位計ってのは生きてるの？

今はまだ生きてません。 
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発言内容

１号機だって３号のその１６０Ｌ と同じようにまだ熱一杯出てるんだから、水はどんどん減って

かなきやおかしいってことだと思うよ。 

そう。だから、１号機に何リッター入れるかつて言ってほしかったんだけど。

すいません。じやあ、それはもう一回本店と相談して。

それでね。一番重要なのは、３号機と１号機に入れる流量が決まれば、いまビットに入っている

５５０Ｌ／ｍｉｎと、その引き算分が２号機に入れられるから、それと要求してる流量が合えば

ね、だいたいコンパラランになるねという当たりが付くんで、そこを出してほしいんだよ。

だから、１号機には入れたほうがいいと思うんだけど、何リッター位入れるのかという指示を欲

と、分かりました。 

それから２号機もその、サプチャン、すいません、ＳＲ弁で減圧したときにまた注入するんだけ

ども、そのときの流入量の目安を決めておいてほしいということ。

考え方としては、３号も１号もいま出ている熱分を、ちょうどその、なんというか消す分位の水

を定常的にずっと入れていくってことで考えると、３号機は１６０Ｌ、で、１号機はいくらにな

るかこれから計算する、そういうことでいいですね。

それを至急決めてですね、実際の操作に入りたいと思いますので検討を早急にお願いします。

サイト《ビー音》です。１個確認なんですが、３号はもうウェルベントの穴は塞が

っちゃってるので、もう水を入れればいいと思うんですけど、１号のほうはそういう意味ではサ

プチャンからのウェルベルトの穴っていうか、それはどうなってるんですかね。

１号も４キロも、４００ｋＰａか、ドライウェルの圧力あるんだから、だから、その分を、その

水かぶってるっていうことじゃないの。 

そういう意味だとですね、あの一、１号のあの外部注水量ってのが、多分これまで入れた、これ

まで入れたあの一、多分これまで入れた消火系とか海水とかその辺だと思っていて、昨日の夜ま

ででざっくりあの、１０００ｔ位かなというふうに思っていて、えっと、ウエットウェルのドレ

ンが、えっとウェットウェルのベントラインが塞がるまでにだいたい１７００必要ですので、そ

ういう意味では、まだ塞がるにはだいぶ余裕があるのかなというふうに思っております。

ベントラインが塞がるまでになんぼあるかつて話ですか。

そうすると、少なくともベントラインが塞がるまでは入れ続けてもいいってことですね。その塞

ぐかどうかは、１個のジャッジが必要になる、こういうことですね。

それで今の話には、ＡＭ用のＰＣＶのドライウェル水位計ってのは生きてるの？
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それから２号機もその、サプチャン、すいません、ＳＲ弁で減圧したときにまた注入するんだけ
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ンが、えっとウェットウェルのベントラインが塞がるまでにだいたい１７００必要ですので、そ

ういう意味では、まだ塞がるにはだいぶ余裕があるのかなというふうに思っております。
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発言者  

吉田所長  生かさないといけないね。

発電班  はい。

吉田所長  はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

迅速に対応してください。

発電班  はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

せていただきます。

 ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あるかつてのも誰かに並行してやらしといてください。

発電班  あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

ておけということですか。

 いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

う話。

発電班  時間ですね？

 時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

から。

吉田所長  ＯＫ、ＯＫ。それをちょっと本店も含めて検討してください。お願いします。

吉田所長  え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

技術班  はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

イウェル圧力５１５ｋｐａ、え一、サプチャンの圧力４９５ｋＰａ、ＣＡＭＳ

がですね、１．５５×１０の二乗、サプチャンです、ＣＡＭＳ

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。

武藤副社長  あと何だって。燃料域のＢ

技術班  燃料域Ｂ

武藤副社長  ああ、振れてるの？

技術班  振れてます。

吉田所長  ええと、Ｂ

の前の１０分前が十８００

武藤副社長  振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

変化ではないという理解でいいかな。

吉田所長  極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。

復旧班  ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし
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はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

迅速に対応してください。 

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

せていただきます。 

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位
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ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ
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極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。
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電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あるかつてのも誰かに並行してやらしといてください。

あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

ＯＫ、ＯＫ。それをちょっと本店も含めて検討してください。お願いします。

え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

イウェル圧力５１５ｋｐａ、え一、サプチャンの圧力４９５ｋＰａ、ＣＡＭＳ

がですね、１．５５×１０の二乗、サプチャンです、ＣＡＭＳ

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。

のほうがマイナスって言った？

は－２００で、かなり振ってますね。

だけ言いますと、今がマイナス、ちょっとどいてくれる？－２００

で、その前が－３００

振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

変化ではないという理解でいいかな。 

極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。

ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし
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発言内容 

はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あるかつてのも誰かに並行してやらしといてください。 

あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

ＯＫ、ＯＫ。それをちょっと本店も含めて検討してください。お願いします。

え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

イウェル圧力５１５ｋｐａ、え一、サプチャンの圧力４９５ｋＰａ、ＣＡＭＳ

がですね、１．５５×１０の二乗、サプチャンです、ＣＡＭＳ

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。

のほうがマイナスって言った？ これ、前プラスだったよね。

は－２００で、かなり振ってますね。 

だけ言いますと、今がマイナス、ちょっとどいてくれる？－２００

で、その前が－３００ で、その前がプラス、振ってます。

振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。

ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし
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はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

ＯＫ、ＯＫ。それをちょっと本店も含めて検討してください。お願いします。

え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

イウェル圧力５１５ｋｐａ、え一、サプチャンの圧力４９５ｋＰａ、ＣＡＭＳ

がですね、１．５５×１０の二乗、サプチャンです、ＣＡＭＳ のサプチャンが４．３８×１０の

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。

これ、前プラスだったよね。

だけ言いますと、今がマイナス、ちょっとどいてくれる？－２００

で、その前がプラス、振ってます。

振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。

ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし
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はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

ＯＫ、ＯＫ。それをちょっと本店も含めて検討してください。お願いします。 

え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

イウェル圧力５１５ｋｐａ、え一、サプチャンの圧力４９５ｋＰａ、ＣＡＭＳ のドライウェル側

のサプチャンが４．３８×１０の

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。

これ、前プラスだったよね。 

だけ言いますと、今がマイナス、ちょっとどいてくれる？－２００ で、そ

で、その前がプラス、振ってます。 

振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

極端な変化ではないと思いますね。ちょっと要注意だということだと思います。 

ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし

 

はい。じゃあ、悪いけどそれを一回ちゃんときちっと手順に書いて、そいで共用してから、でも

はい、分かりました。３０分後から１時間後のあいだを目途にもう一度こういう打ち合わせをさ

ごめんなさい、●●ですけれども。急ぎじゃないけれども、各号機のね、プールの余裕がどれ位

あっ、●●さん、すいません。プールの余裕っていうのは、温度的余裕を発電所のほうで評価し

いや、温度の余裕なんかじゃなくて、要するに、今のプールの水がある程度あると仮定して、こ

れが要するに全部蒸発しちゃって線量的にシビアになっちゃうまでにはどれ位あるかと、こうい

時間余裕。要するにその時間余裕の中で押さえておけば、どういう順番で考えればいいか分かる

え－と、すいません。いま、ちょっと水を押さえる話をしたんですが、ちょっと３号機のパラメ

ータが変動しつつあるんで、ちょっとそれを報告してください。●●君がだめだったら、●●。 

はい。それではですね、１０時１０分現在、３号機のパラメータをお知らせします。水位計のＡ

－１６００、水位計Ｂ－２００、炉圧Ａ、０．３２７Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．３３４Ｍｐａ、ドラ

のドライウェル側

のサプチャンが４．３８×１０の

ゼロ乗。以上でございまして、ドライウェル、ウエットウェルとも若干、圧が上がっております。 

 

で、そ

振れてんだ。今ので行くと、だけど、少しそのドライウェル圧力上がったけど、あんまり大きな

ゆっくり上がっておりますが、これあの、サブレッションプールのそのベント弁の大きいほうの

電源がちょっと不調だったので、ちょっと閉まってた可能性がありますんで、いま復旧させまし
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発言者  

た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

吉田所長  早く切り替えてください。

復旧班  はい。

 えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

発電班  あの、いま、ドライウェル圧力ほかのトレンドの１号

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。

吉田所長  すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。

 よろしくお願いします。

小森常務  本店、本店、聞いてる、安全屋さん。

復旧班  ●●さんのほうとフォローしときます。

小森常務  ちょっと、話、フォローしときましよう。

  すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

ありがたいと思います。

保安班  保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

います。え－、若干、下がってございます。以上です。

吉田所長  了解。●●。

 なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

復旧班  えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

吉田所長  あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

復旧班  え、常用の計測分電盤が電源復旧しましたんで。

吉田所長  復旧したのね。

復旧班  ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

っぱなしになります。

吉田所長  それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。

復旧班  それはいま検討しています。
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た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

早く切り替えてください。

はい。 

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

あの、いま、ドライウェル圧力ほかのトレンドの１号

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。

すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。

よろしくお願いします。

本店、本店、聞いてる、安全屋さん。

●●さんのほうとフォローしときます。

ちょっと、話、フォローしときましよう。

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

ありがたいと思います。

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

います。え－、若干、下がってございます。以上です。

了解。●●。 

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

え、常用の計測分電盤が電源復旧しましたんで。

復旧したのね。 

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

っぱなしになります。

それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。

それはいま検討しています。
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た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

早く切り替えてください。 

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

あの、いま、ドライウェル圧力ほかのトレンドの１号

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。

すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。

よろしくお願いします。 

本店、本店、聞いてる、安全屋さん。

●●さんのほうとフォローしときます。

ちょっと、話、フォローしときましよう。

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

ありがたいと思います。 

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

います。え－、若干、下がってございます。以上です。

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

え、常用の計測分電盤が電源復旧しましたんで。

 

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

っぱなしになります。 

それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。

それはいま検討しています。 
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発言内容

た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

あの、いま、ドライウェル圧力ほかのトレンドの１号

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。

すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。

本店、本店、聞いてる、安全屋さん。 

●●さんのほうとフォローしときます。 

ちょっと、話、フォローしときましよう。 

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

います。え－、若干、下がってございます。以上です。

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

え、常用の計測分電盤が電源復旧しましたんで。

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。
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発言内容 

た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

あの、いま、ドライウェル圧力ほかのトレンドの１号、３号比較っていうのは作ってますんで、

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。

すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

います。え－、若干、下がってございます。以上です。 

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

え、常用の計測分電盤が電源復旧しましたんで。 

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。
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た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

、３号比較っていうのは作ってますんで、

ありがとうございます。そういうふうに見ていきたいと思います。 

すいません、送りますので、本店さんでも、是非ご検討お願いします。 

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

それでその分の電盤からさ、もっと他のパラメータを確認して。 
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た。で、これ常設の電源が復旧しましたんで、そちらに切り替える方途考えています。 

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。

、３号比較っていうのは作ってますんで、

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

なんか、坂下ダムからあるじゃん、水をダバダバって坂下ダム側で動かすのか、 

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。

あと常用電源が復帰したってのは？それ、何だっけ、どこから持ってきたんだっけ。 

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き

 

えっと、●●ですけどね。３号機はある意味、そのベントの所の間の水シールが効いてて、その

差圧分までね、それを押し出す分まで、ずっと圧が上がってボッと抜けるってことは何か２回位

繰り返してるような気がするんですよ。まあよく考えればかもしれませんけど、それを考えると

ね、１回目の時と２回目の時の、ちょっと本店さん、トレンドか何かとってみて、どんな感じで

そのガスが出てるのかとか、そういうこと、ちょっと予想つくようなことをできませんか。 

、３号比較っていうのは作ってますんで、

すいません、１つだけ。水位計なんですけれども、沸騰水になってるんで、ドライウェルの圧力

が多少でも変化すると、かなり変化すると思うんですが、その辺も併せて評価していただけると

保安班から最新のモニタリングポストのデータをお知らせします。モニタリングポスト３番でご

ざいますが、１０時１０分現在、２６６．８マイクロＳｖ／ｈでございます。変化ございません。

モニタリングポスト４番でございますが、１０時０５分現在、４１．９マイクロＳｖ／ｈでござ

えっと、復旧班ですけれども、３号については、ＡＭのこのドライウェルの水位計、えっと、電

源は復旧しております。ただ、いま計器のほうが完全に見えてないので、原因を１、２時間程度

でちょっと究明したいと思います。おそらく電磁弁がちょっと不調になってると思います。 

ええ。電磁弁のその仮設の電源からそれを常設のほうに乗り換えると、安定してベント弁が開き
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テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  とくに今のＣＡＭＳだとかさ。

復旧班  ＣＡＭＳが生き返ったのはまさにそれなんです。

吉田所長  他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

復旧班  分かりました。●●と●●で相談させます。

吉田所長  はい。

 いまのはいい話なんで・。

保安班  保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

０

ＯＳＣ  あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

給水車が現場に入って、まあ給水に向かったところです。

小森常務  本店、了解。

保安班  すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ですけれども、場合によっては２Ｆの

まだよく分かりません。いま、２Ｆ

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

でウォッチングしていきたいと思います。以上です。

武藤副社長  《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

も、いま－

ですが。ええ、決めてある、こっちも－

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

違うので－

けど。－

保安班  保安班からモニタリングポスト３番近傍のデータをお

４

ＯＳＣ  将来的に来ればいいのだから

ＯＳＣ  じゃあ仕分けどうしようか

 いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない

し、

ＯＳＣ  それってユニフォーム

ＯＳＣ  着替えがない人がいる。

 ガソリンまだ出ていないの？

2011 年 3 月 1

 

とくに今のＣＡＭＳだとかさ。

ＣＡＭＳが生き返ったのはまさにそれなんです。

他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

分かりました。●●と●●で相談させます。

はい。 

いまのはいい話なんで・。

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

０ 時１１ 分、４１．５３３マイクロＳｖ／ｈ

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

給水車が現場に入って、まあ給水に向かったところです。

本店、了解。 

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ですけれども、場合によっては２Ｆの

まだよく分かりません。いま、２Ｆ

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

でウォッチングしていきたいと思います。以上です。

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

も、いま－ 現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

ですが。ええ、決めてある、こっちも－

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

違うので－ ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

けど。－ よろしくお願いします。

保安班からモニタリングポスト３番近傍のデータをお

４µＳｖ／ｈで変化ございません。

将来的に来ればいいのだから

じゃあ仕分けどうしようか

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない

し、 

それってユニフォーム

着替えがない人がいる。

ガソリンまだ出ていないの？
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とくに今のＣＡＭＳだとかさ。

ＣＡＭＳが生き返ったのはまさにそれなんです。

他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

分かりました。●●と●●で相談させます。

いまのはいい話なんで・。 

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

分、４１．５３３マイクロＳｖ／ｈ

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

給水車が現場に入って、まあ給水に向かったところです。

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ですけれども、場合によっては２Ｆの

まだよく分かりません。いま、２Ｆ

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

でウォッチングしていきたいと思います。以上です。

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

ですが。ええ、決めてある、こっちも－

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

よろしくお願いします。

保安班からモニタリングポスト３番近傍のデータをお

Ｓｖ／ｈで変化ございません。

将来的に来ればいいのだから 

じゃあ仕分けどうしようか 

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない

それってユニフォーム 

着替えがない人がいる。 

ガソリンまだ出ていないの？ 
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発言内容

とくに今のＣＡＭＳだとかさ。 

ＣＡＭＳが生き返ったのはまさにそれなんです。

他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

分かりました。●●と●●で相談させます。 

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

分、４１．５３３マイクロＳｖ／ｈ

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

給水車が現場に入って、まあ給水に向かったところです。

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ですけれども、場合によっては２Ｆの ほう、南側に汚染が広がる可能性があります。ちょっと

まだよく分かりません。いま、２Ｆ のスタックの状態は南風です。ところがモニタリング

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

でウォッチングしていきたいと思います。以上です。

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

ですが。ええ、決めてある、こっちも－ それで今朝からやる予定なんだけども、今朝ちょっとガ

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

よろしくお願いします。 

保安班からモニタリングポスト３番近傍のデータをお

Ｓｖ／ｈで変化ございません。 

 

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ＣＡＭＳが生き返ったのはまさにそれなんです。 

他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

 

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

分、４１．５３３マイクロＳｖ／ｈ で、変化ございません。

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

給水車が現場に入って、まあ給水に向かったところです。 

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ほう、南側に汚染が広がる可能性があります。ちょっと

のスタックの状態は南風です。ところがモニタリング

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

でウォッチングしていきたいと思います。以上です。 

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

それで今朝からやる予定なんだけども、今朝ちょっとガ

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

保安班からモニタリングポスト３番近傍のデータをお知らせします。１０時２０分現在、２６５．

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない
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他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

で、変化ございません。 

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ほう、南側に汚染が広がる可能性があります。ちょっと

のスタックの状態は南風です。ところがモニタリング

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

それで今朝からやる予定なんだけども、今朝ちょっとガ

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

知らせします。１０時２０分現在、２６５．

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない
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他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ほう、南側に汚染が広がる可能性があります。ちょっと

のスタックの状態は南風です。ところがモニタリングカーに

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

それで今朝からやる予定なんだけども、今朝ちょっとガ

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

知らせします。１０時２０分現在、２６５．

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない

 

他の温度だとか、その辺も優先的に、あの一、見たいと思いますので、よろしくお願いします。 

保安班からモニタリング情報をお知らせいたします。モニタリングポスト４番近傍での測定、１

あっ、すいません、あの、福島のオフサイトセンターの●●です。いまですね、自衛隊の７台の

すいません、えっと、保安班からお知らせです。この後の気象予想ですけども、風向きだけなん

ですが、小名浜の気象台の予想だと、風がですね、今日のお昼、３時位まで北風に変わります。

それでまた夜は南風なんですけども、明日がですね、予想だとずっとまた今日の夜中から夕方ま

で北風です。そうするといまずっと放射能が北のほうに流れていて、２Ｆのほうはクリーンなん

ほう、南側に汚染が広がる可能性があります。ちょっと

カーに

積んでる地上高２ｍ、測ってるのが、ついさっき北風ちょっとを観測してます。ちょっと要注意

《電話》はい、オフサイトセンター。ああ、すいません、どうも、大熊線電源復旧なんですけど

現地大変苦労していて、ともかく電源が欲しいので、可及的速やかにお願いしたいん

それで今朝からやる予定なんだけども、今朝ちょっとガ

タガタしたんでなんか退避しちやったみたいなんだけど、放射線管理する人間が付いてるので、

バックグラウンドは普通よりはもちろん高いんだけども、健康には生じるレベルではないという

ことは確認してやりますので、ともかく早くやってほしい。で、あの、電源あるとないとで全然

ともかく最後＠＠進んできて大変だと思うんですけどそこまでお願いしたいんです

知らせします。１０時２０分現在、２６５．

いまはだってとりあえず２Ｆの配電やさんにチンチンの服でかえってもらうわけにもいかない
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 場所

明/非公開
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

非公開> 

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

保安班

資材班

１Ｆ 

資材班

１Ｆ 

資材班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。

ＯＳＣ  はい、●●です。

復旧班  ●●ですが。

ＯＳＣ  はい、お疲れさまです。はい。

復旧班  はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

ＯＳＣ  あっ、私の電話番号ですか。△△△の△△△△です。

復旧班  △△△△、これから電話します。

ＯＳＣ  もう１個言います。

復旧班  もう１個、はい。

ＯＳＣ  △

復旧班  △△△。

ＯＳＣ  △△△△です。

復旧班  同じなんだ、△△△△ね。

ＯＳＣ  同じです。

復旧班  はい、分かりました。かけます。

ＯＳＣ  はい。

保安班  保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

９マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

資材班  すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

  ポンプがないの？

資材班  はい。

  持ってこなかったの。

資材班  え一と、ポンプがないそうなんで、はい。

2011 年 3 月 1

 

オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。

はい、●●です。

●●ですが。 

はい、お疲れさまです。はい。

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

あっ、私の電話番号ですか。△△△の△△△△です。

△△△△、これから電話します。

もう１個言います。

もう１個、はい。

△ △△ の。 

△△△。 

△△△△です。 

同じなんだ、△△△△ね。

同じです。 

はい、分かりました。かけます。

はい。 

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

９マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

ポンプがないの？

はい。 

持ってこなかったの。

え一と、ポンプがないそうなんで、はい。
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オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。

はい、●●です。 

はい、お疲れさまです。はい。

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

あっ、私の電話番号ですか。△△△の△△△△です。

△△△△、これから電話します。

もう１個言います。 

もう１個、はい。 

 

同じなんだ、△△△△ね。 

はい、分かりました。かけます。

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

９マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

ポンプがないの？ 

持ってこなかったの。 

え一と、ポンプがないそうなんで、はい。
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発言内容

オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。

はい、お疲れさまです。はい。 

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

あっ、私の電話番号ですか。△△△の△△△△です。

△△△△、これから電話します。 

はい、分かりました。かけます。 

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

９マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

え一と、ポンプがないそうなんで、はい。 
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発言内容 

オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

あっ、私の電話番号ですか。△△△の△△△△です。 

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

９マイクロＳｖ／ｈでございます。以上です。 

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

オフサイトセンター●●さん、オフサイトセンター●●さん。 

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです

ね、なんか構内にありましたら、ちょっと情報をいただきたいと思うんですけれども。 

 

はい、お疲れさまです。さっきの話でね、ちょっと連絡したいんで電話番号教えてください。 

保安班よりモニタリングポスト４番、１０時２７分現在の報告をさせていただきます。４０．６

すいません。資材班からですけども、お願いですけども、あの一、油をですね、移すポンプです
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 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

２Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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場所 発言者

 

 

 

 

 

 

復旧班

増田所長

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

 え一と、１Ｆ、２Ｆ、オフサイトさん。

 書画見えないかもしれない。

 ああ、書画見えない？

 あの一、字がちょっと。

 ああ、そうか。もうちよい声かけようか。

 あの、とりあえず呼んでください。

復旧班  福島第一、福島第二、オフサイトセンターさん。

増田所長  はい、福島第二です。

吉田所長  福島第一です。

復旧班  はい、お願いします。ちょっと見にくい書画なんですけど。

吉田所長  はい。

復旧班  資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

吉田所長  はいはい。

復旧班  それで、一方では２Ｆ

吉田所長  はい。

復旧班  で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

ただいて。２人一組で３台。これしか用意できません。

吉田所長  工務さん３台。はい。

復旧班  そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

てるのはですね。えっと、あの、１Ｆ

ート。それから２Ｆ

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ

２Ｆ

ッジをですね、ちょうど管理区域の境界線みたいにして。

吉田所長  はい。

復旧班  この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

吉田所長  ルールね。

復旧班  えっ、ルール？

吉田所長  グランドルール？

2011 年 3 月 1

 

え一と、１Ｆ、２Ｆ、オフサイトさん。

書画見えないかもしれない。

ああ、書画見えない？

あの一、字がちょっと。

ああ、そうか。もうちよい声かけようか。

あの、とりあえず呼んでください。

福島第一、福島第二、オフサイトセンターさん。

はい、福島第二です。

福島第一です。 

はい、お願いします。ちょっと見にくい書画なんですけど。

はい。 

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

はいはい。 

それで、一方では２Ｆ

はい。 

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

ただいて。２人一組で３台。これしか用意できません。

工務さん３台。はい。

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

てるのはですね。えっと、あの、１Ｆ

ート。それから２Ｆ

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ

２Ｆ と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

ッジをですね、ちょうど管理区域の境界線みたいにして。

はい。 

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

ルールね。 

えっ、ルール？ 

グランドルール？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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え一と、１Ｆ、２Ｆ、オフサイトさん。

書画見えないかもしれない。 

ああ、書画見えない？ 

あの一、字がちょっと。 

ああ、そうか。もうちよい声かけようか。

あの、とりあえず呼んでください。

福島第一、福島第二、オフサイトセンターさん。

はい、福島第二です。 

 

はい、お願いします。ちょっと見にくい書画なんですけど。

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

それで、一方では２Ｆ は汚染してません。

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

ただいて。２人一組で３台。これしか用意できません。

工務さん３台。はい。 

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

てるのはですね。えっと、あの、１Ｆ

ート。それから２Ｆ は２Ｆ で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

ッジをですね、ちょうど管理区域の境界線みたいにして。

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

 

グランドルール？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

え一と、１Ｆ、２Ｆ、オフサイトさん。 

 

ああ、そうか。もうちよい声かけようか。 

あの、とりあえず呼んでください。 

福島第一、福島第二、オフサイトセンターさん。

はい、お願いします。ちょっと見にくい書画なんですけど。

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

は汚染してません。 

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

ただいて。２人一組で３台。これしか用意できません。

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

てるのはですね。えっと、あの、１Ｆ とオフサイトセンター双方汚染してるので。そこに送るル

で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

ッジをですね、ちょうど管理区域の境界線みたいにして。

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

福島第一、福島第二、オフサイトセンターさん。 

はい、お願いします。ちょっと見にくい書画なんですけど。 

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

ただいて。２人一組で３台。これしか用意できません。 

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

とオフサイトセンター双方汚染してるので。そこに送るル

で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

ッジをですね、ちょうど管理区域の境界線みたいにして。 

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

とオフサイトセンター双方汚染してるので。そこに送るル

で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

復する１便と、それから、Ｊヴィレッジから、オフサイトセンター、１Ｆ に送る１

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

そうです。それで、それをですね。フルで、まぁ、オフサイトセンター、１Ｆ、２Ｆ 使っちゃう

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

とオフサイトセンター双方汚染してるので。そこに送るル

で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

に送る１ 便。それで

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ

この中の車は、まあ、汚染してもしょうがねぇかなっていうような、そういうような 

 

資材を送り込むのに、その送り込むルートがですね、結構複雑になりつつあります。それで、先

ほど依頼があった、例えば無線機ですとか。ガソリンですとか、米ですとか。こういった物を送

るのに、えっと、条件としてオフサイトセンターと１Ｆが汚染しているということがあります。 

で、民間は運んでくれないので。あの工務班のトラックが、運転する方が、６名アサインしてい

使っちゃう

と、汚染しちゃうんで。途中でどっか、やっぱ除染するエリアが必要になります。で、いま考え

とオフサイトセンター双方汚染してるので。そこに送るル

で、単独で。そうなるとご覧のように、小名浜とＪヴィレッジを往

便。それで

と小名浜の直通便。まあ、あるいはＪヴィレッジ経由してもいいんですけど。要はＪヴィレ
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10:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:44 

 

 

10:43 

10:44 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

保安班 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

 保安班

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  グランドルール、ルール。そんなルールでいま運用しようとしてますので。

吉田所長  はい、お願いします。

復旧班  はい、それで各サイトから必要な資材のリストもらってるので。優先順位順に行きますから。で、

各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

さい、資材班に。

吉田所長  分かりました。え－と、資材班は誰が、あれだな●●が？

復旧班  はい、そうです。

吉田所長  ●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。

復旧班  お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。

吉田所長  はい、分かりました。

復旧班  はい、なので連絡先も。

吉田所長  そこ、我々は本店さんに言えばいいんでしょ。

保安班  大丈夫です。

吉田所長  はい。はい。

復旧班  はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ

んもよろしくお願いします。

高橋フェロー  吉田君さあ。

吉田所長  はい？

高橋フェロー  あの一。先ほど、武黒さんから電話があって。

吉田所長  ええ。

高橋フェロー  官邸けっ、官邸けっ、電話中なの？

吉田所長  いやいや、何を言ってるか、官邸ケンテイなに？え？

高橋フェロー  官邸の決定指示事項というのが武黒さんからありました。で、それでえ－と、３号の冷却を１０

ｔで継続して、残りを、１号を優先して冷やせと。

吉田所長  はい。

高橋フェロー  という指示がありました。

吉田所長  はい、分かりました

高橋フェロー  はい、よろしくお願いします。

2011 年 3 月 1

 

グランドルール、ルール。そんなルールでいま運用しようとしてますので。

はい、お願いします。

はい、それで各サイトから必要な資材のリストもらってるので。優先順位順に行きますから。で、

各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

さい、資材班に。

分かりました。え－と、資材班は誰が、あれだな●●が？

はい、そうです。

●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。

お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。

はい、分かりました。

はい、なので連絡先も。

そこ、我々は本店さんに言えばいいんでしょ。

大丈夫です。 

はい。はい。 

はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ

んもよろしくお願いします。

吉田君さあ。 

はい？ 

あの一。先ほど、武黒さんから電話があって。

ええ。 

官邸けっ、官邸けっ、電話中なの？

いやいや、何を言ってるか、官邸ケンテイなに？え？

官邸の決定指示事項というのが武黒さんからありました。で、それでえ－と、３号の冷却を１０

ｔで継続して、残りを、１号を優先して冷やせと。

はい。 

という指示がありました。

はい、分かりました

はい、よろしくお願いします。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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グランドルール、ルール。そんなルールでいま運用しようとしてますので。

はい、お願いします。 

はい、それで各サイトから必要な資材のリストもらってるので。優先順位順に行きますから。で、

各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

さい、資材班に。 

分かりました。え－と、資材班は誰が、あれだな●●が？

はい、そうです。 

●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。

お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。

はい、分かりました。 

はい、なので連絡先も。 

そこ、我々は本店さんに言えばいいんでしょ。

はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ

んもよろしくお願いします。 

あの一。先ほど、武黒さんから電話があって。

官邸けっ、官邸けっ、電話中なの？

いやいや、何を言ってるか、官邸ケンテイなに？え？

官邸の決定指示事項というのが武黒さんからありました。で、それでえ－と、３号の冷却を１０

ｔで継続して、残りを、１号を優先して冷やせと。

という指示がありました。 

はい、分かりました 

はい、よろしくお願いします。
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グランドルール、ルール。そんなルールでいま運用しようとしてますので。

はい、それで各サイトから必要な資材のリストもらってるので。優先順位順に行きますから。で、

各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

分かりました。え－と、資材班は誰が、あれだな●●が？

●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。

お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。

そこ、我々は本店さんに言えばいいんでしょ。

はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ

 

あの一。先ほど、武黒さんから電話があって。

官邸けっ、官邸けっ、電話中なの？ 

いやいや、何を言ってるか、官邸ケンテイなに？え？

官邸の決定指示事項というのが武黒さんからありました。で、それでえ－と、３号の冷却を１０

ｔで継続して、残りを、１号を優先して冷やせと。

はい、よろしくお願いします。 
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各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

分かりました。え－と、資材班は誰が、あれだな●●が？ 

●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。

お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。

そこ、我々は本店さんに言えばいいんでしょ。 

はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ

あの一。先ほど、武黒さんから電話があって。 

いやいや、何を言ってるか、官邸ケンテイなに？え？ 

官邸の決定指示事項というのが武黒さんからありました。で、それでえ－と、３号の冷却を１０

ｔで継続して、残りを、１号を優先して冷やせと。 
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グランドルール、ルール。そんなルールでいま運用しようとしてますので。 

はい、それで各サイトから必要な資材のリストもらってるので。優先順位順に行きますから。で、

各サイトのカウンターパート、いま決めましたので。あの、なので、それをどんどん出してくだ

●●がカウンターパートになってるんで、●●に言っときますので、はい。 

お願いします。それからもう１つ情報がですね。あの、官邸のほうでね。要するに、欲しい物を

優先的に出すから。それをちゃんと説明できる人間をアサインせい、ということなって。で、資

材班の●●と、●●さんが、あの、行ってくれることになりました。 

はい。そんなことで、第二さんもご了解いただければと思います。併せてオフサイトセンターさ
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オフサイトセ

 

 

吉田所長
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増田所長

吉田所長

増田所長

吉田所長

増田所長

吉田所長

増田所長

増田所長

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

石崎部長

保安班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

果いつからやるかっていうのを私に報告ください。

 あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

うな感じがするんですけど。

吉田所長  いやいや、１号機は、１号機はいまとめてますよ。

 あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。

吉田所長  とめてますよ。うん。

ＯＳＣ  軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

絡して。

 かわいそうでしたよ１Ｆの資材部。

増田所長  福島第二、増田です、福島第一、吉田さん。

吉田所長  はい。

増田所長  福島第一、吉田さん。

吉田所長  吉田です。

増田所長  第二、増田です。

吉田所長  はい、どうも。

増田所長  第二にある２００Ｌ

吉田所長  ちょっと待って。２Ｆ

増田所長  ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間

と調整できましたら。

増田所長  ガソリン２００Ｌ、２缶行きます。

吉田所長  ガソリン２００Ｌ、２個、ありがとうございます。はい。

ＯＳＣ  はい、ガソリンの件、了解しております。はい。

石崎部長  本部●●さん。

保安班  保安班＝

 はい。
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

果いつからやるかっていうのを私に報告ください。

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

うな感じがするんですけど。

いやいや、１号機は、１号機はいまとめてますよ。

あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。

とめてますよ。うん。

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

絡して。 

かわいそうでしたよ１Ｆの資材部。

福島第二、増田です、福島第一、吉田さん。

はい。 

福島第一、吉田さん。

吉田です。 

第二、増田です。

はい、どうも。 

第二にある２００Ｌ

ちょっと待って。２Ｆ

ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間

と調整できましたら。

ガソリン２００Ｌ、２缶行きます。

ガソリン２００Ｌ、２個、ありがとうございます。はい。

はい、ガソリンの件、了解しております。はい。

本部●●さん。 

保安班＝ モニタリングポスト＝

はい。 
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

果いつからやるかっていうのを私に報告ください。

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

うな感じがするんですけど。 

いやいや、１号機は、１号機はいまとめてますよ。

あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。

とめてますよ。うん。 

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

かわいそうでしたよ１Ｆの資材部。

福島第二、増田です、福島第一、吉田さん。

福島第一、吉田さん。 

第二、増田です。 

 

第二にある２００Ｌ のガソリン２缶、今からですね、ダイユーエイトの所まで持っていきます。

ちょっと待って。２Ｆ にある、なんですって？

ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間

と調整できましたら。 

ガソリン２００Ｌ、２缶行きます。

ガソリン２００Ｌ、２個、ありがとうございます。はい。

はい、ガソリンの件、了解しております。はい。

 

モニタリングポスト＝
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

果いつからやるかっていうのを私に報告ください。

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

 

いやいや、１号機は、１号機はいまとめてますよ。

あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

かわいそうでしたよ１Ｆの資材部。 

福島第二、増田です、福島第一、吉田さん。 

のガソリン２缶、今からですね、ダイユーエイトの所まで持っていきます。

にある、なんですって？

ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間

ガソリン２００Ｌ、２缶行きます。 

ガソリン２００Ｌ、２個、ありがとうございます。はい。

はい、ガソリンの件、了解しております。はい。

モニタリングポスト＝ 聞いてください＝。
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

果いつからやるかっていうのを私に報告ください。 

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

いやいや、１号機は、１号機はいまとめてますよ。 

あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

 

のガソリン２缶、今からですね、ダイユーエイトの所まで持っていきます。
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ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間

ガソリン２００Ｌ、２個、ありがとうございます。はい。 

はい、ガソリンの件、了解しております。はい。 

聞いてください＝。 
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

あっ、１号いまとめてるんですか。あっ、そうですか、すいません。 

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

のガソリン２缶、今からですね、ダイユーエイトの所まで持っていきます。

ダイユーエイトの所で、１Ｆの人と取り替える……、いや、引き渡すっていうこと、１Ｆの人間
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ
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はい。えっ、●●君、●●君、今のやつ、ちょっと３０分でできるって言ったからさ、これちょ

っと手順早く決めて、現場で３号機の冷却を落として１６０Ｌ／ｍｉｎに、それで１号機の冷却

にはいれということので、ちょっと至急検討して。あれ誰だ？●●と●●か。それで検討した結

あ、すいません、●●ですけれども。今の官邸のご指示なんですけど、いまバラランで冷やして

るから、どのプラントにも水は入る形でランしてるわけですよね。それが何か、このプラントは

入ってる、このプラントは入ってないという感じに官邸に伝わってるんじゃないか、っていうよ

軽トラかなんか探してやるしかない、いずれにしても。●●しょうがないな。１Ｆの資材部と連

のガソリン２缶、今からですね、ダイユーエイトの所まで持っていきます。 
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石崎部長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

石崎部長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

 

総務班

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

資材班

資材班

復旧班

復旧班

石崎部長

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

石崎部長

テレビ会議 2011

 

発言者  

石崎部長  いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

よろしくお願いいたします。

ＯＳＣ  は

す。Ｊヴィレッジにですね、会社のＬＡＮ

石崎部長  ちょっと大きくしてくれる、音量大きく、お願いします。

ＯＳＣ  すいません、併せてＪヴィレッジに会社のＬＡＮ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

きると思っています。

総務班  あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ

是非お願いいたします。

 あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

保さえできれば、発電所対応で可能なのですが。

総務班  だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

 軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。

ＯＳＣ  恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

ただきたいと思います、よろしくお願いします。

資材班  資材班です。めどというのは、軽油のめどですか。

資材班  了解しました。

復旧班  復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

で、これから入れます。

復旧班  本店、了解。

石崎部長  え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。

総務班  あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

ている話ですね。

武藤副社長  これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく

る価値があると思うので、お願いをしたいと思います。

石崎部長  その場所がＪヴィレッジだということでよろしいんですね。

2011 年 3 月 1

 

いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

よろしくお願いいたします。

はい、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

す。Ｊヴィレッジにですね、会社のＬＡＮ

ちょっと大きくしてくれる、音量大きく、お願いします。

すいません、併せてＪヴィレッジに会社のＬＡＮ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

きると思っています。

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ

是非お願いいたします。

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

保さえできれば、発電所対応で可能なのですが。

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

ただきたいと思います、よろしくお願いします。

資材班です。めどというのは、軽油のめどですか。

了解しました。 

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

で、これから入れます。

本店、了解。 

え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。

あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

ている話ですね。

これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく

る価値があると思うので、お願いをしたいと思います。

その場所がＪヴィレッジだということでよろしいんですね。
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いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

よろしくお願いいたします。 

い、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

す。Ｊヴィレッジにですね、会社のＬＡＮ

ちょっと大きくしてくれる、音量大きく、お願いします。

すいません、併せてＪヴィレッジに会社のＬＡＮ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

きると思っています。 

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ

是非お願いいたします。 

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

保さえできれば、発電所対応で可能なのですが。

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

ただきたいと思います、よろしくお願いします。

資材班です。めどというのは、軽油のめどですか。

 

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

で、これから入れます。 

え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。

あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

ている話ですね。 

これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく

る価値があると思うので、お願いをしたいと思います。

その場所がＪヴィレッジだということでよろしいんですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

 

い、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

す。Ｊヴィレッジにですね、会社のＬＡＮ も入れてもらえませんか。

ちょっと大きくしてくれる、音量大きく、お願いします。

すいません、併せてＪヴィレッジに会社のＬＡＮ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

保さえできれば、発電所対応で可能なのですが。

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

ただきたいと思います、よろしくお願いします。

資材班です。めどというのは、軽油のめどですか。

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。

あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく

る価値があると思うので、お願いをしたいと思います。

その場所がＪヴィレッジだということでよろしいんですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

い、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

も入れてもらえませんか。

ちょっと大きくしてくれる、音量大きく、お願いします。 

すいません、併せてＪヴィレッジに会社のＬＡＮ も入れていただくとありがたいです。オフサイ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

保さえできれば、発電所対応で可能なのですが。 

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

ただきたいと思います、よろしくお願いします。 

資材班です。めどというのは、軽油のめどですか。 

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。

あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく

る価値があると思うので、お願いをしたいと思います。 

その場所がＪヴィレッジだということでよろしいんですね。 
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いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

い、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

も入れてもらえませんか。 

も入れていただくとありがたいです。オフサイ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

いまして電源車を持っていかないとできませんので、配電のほうでＪ ヴィレッジの電源、それを

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

すね、スケジュールが分からないんですよ。いつ、どの位来るのかが。 

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー

車７台、５ｔ×７台で３５ｔ分。え－、３号機リパーシングバルブビットに到着いたしましたの

え－、本部の皆さん、ちょっと確認です。本部の皆さん聞いてください。とくに総務と資材。い

ま、Ｊヴィレッジをですね、このままで行くと実質的に第二オフサイトセンター化するというこ

とですが、それについて了解したということでいいのですか。 

あのーまたそのために、これあの一、県の了解も当然とらないといけないし、そういう前提で昨

日、実は、夜、関係各所で打ち合わせをしていまして、そういうことも必要だよなという認識は

しています。それはやらないといけないということで、昨日の夜の打ち合わせは一

るんですね。これからどうやっていくかということで、先ほど福島事務所にお願いをしようとし

これから東京から物を持ってくるときの、中継地点が必要なのと、多くの人が発電所から出てき

て、除染しないと外へ出ていけないということになると思うので、その場所が必要だと思うんで

す。オフサイトセンターでは無理なので、そういう場所を１カ所、その今の退避区域の中でつく
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いま、Ｊヴィレッジがですね、車の補給基地ということになっていますが、そこで１Ｆから取り

に行くと汚染された車が入るということで、除染することになるでしょう、将来ね、一時的に除

染するということになります。風評被害等、Ｊヴィレッジを心配しておりますが、このまま継続

します。ただし問題は、形式的には県の会社でありますんで、県に了解を取るのか報告しておく

必要がありますんで、それを福島事務所経由でやりますので承知おきください。よろしいですね。

い、オフサイトセンター。了承しました。それでですね、あと、お願いをしたいことがありま

も入れていただくとありがたいです。オフサイ

トセンターがですね、長丁場になったときにですね、第二オフサイトセンター的な役割も期待で

あの一、本店本部内の話ですけども、いま、Ｊヴィレッジはですね、電気、水なしです。したが

ヴィレッジの電源、それを

あの、電源車はあるんですけども、運転する燃料が今のところ調達が非常に厳しいんですよ。確

だから、そう軽油を手配してもらうということだよね。あとは人だ、ね。はい、お願いします。

軽油とガソリンは、順次、政府調達で小名浜にまだこれから来る予定になっております。そので

恐縮ですが、できるだけ早く立ち上げられるという条件の下で、いっ位でめどが立つか教えてい

復旧班より報告します。復旧班から報告します。自衛隊から届きました。え－、タンクローリー
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発言者  

総務班  あのＪヴィレッジの位置がですね、一番その、２０ｋｍのちょっと内側、引き継ぎもやりやすい、

一番好位置であるというところも間違いないんですね。そういうことで、Ｊ

らまぁ、県だとか、そういうところにもお願いしないといけないんですけれども。そういうこと

でお願いしようと言うことで、昨日はですね、関係部門の中では、関係班の中では意見は一致し

ています。したがいまして、ここでまさに決めるんであれば、ここ

になります。

石崎部長  まず県に打診はしなければいけないですけれども、これはなかなか大きな話になるので、よその

会社なので、形式的にはですね。

武藤副社長  そのとおりだと思う。可能性ある場所をいくつかあたっていると思うので、その中で全体総合的

に判断してもらったらいいと思いますけれども。場所的には南側がいいと思いますけどね。

総務班  とりあえずですね、え－、Ｊヴィレッジには打診はしています。その結果ですね、そういう活動

のために使っていただくことは、問題ないというような返事は得てますけども、もう一度それは

再度確認する必要があると思います。以上です。

石崎部長  それは総務からやってもらえるんですか。確認は？Ｊヴィレッジへの確認は？

総務班  それは立地のほうですでにやっております。立地部門のほうで。

石崎部長  問題はじやあ県ですね、じやあ。はい、分かりました、はい。

復旧班  それから、その件に付随しまして、ロジセンターになるとすると、ＬＡＮ

信上の問題も出てくるんで、よろしくお願いしたいと思います。

総務班  ケーブルとかは張れないので、いま、広野に置いてある衛星車を持っていってＬＡＮ

ただくような環境は作れると思います。

復旧班  はい、ありがとうございます。

総務班  すみません。あと、昨日の打ち合わせの中では、仮に除染をそこでやろうとすると、はたしてＪ

ヴィレッジでできるんですか、ということが議論になってますので、そこは、技術的な課題とし

てですね、原子力のほうで確かめてください。

復旧班  今、上のフロアーで●●さんを中心にその辺のことをやってくれてます。それから散水車をです

ね、総務省がくれると言っているので、それも活用できるかなという状況になってます

武藤副社長  水はあると思うんだけども、最後は排水だね、排水をどう扱うかというところがポイントだと思

います。

復旧班  そこが悩みどこだと思いますので、そこも併せて検討してもらってます。

総務班  あの一、確かにＪヴィレッジですね、水が出ないという状況なんで、え－、水道ならびに下水道

の状況が極めて悪いんじゃないかと思います。そこの部分が一番ネックになるのではないか、と

いうことで、関係班でちょっとなるだけ早く打ち合わせをしたいと思います。

吉田所長  すいません、割り込んでいいですか、割り込んでいいですか、１Ｆです。

復旧班  はい、どうぞ。どうぞ、１Ｆ

吉田所長  えっとですね、さっき、武黒さんからの伝達があって、官邸指示で３号機の冷却水を１０ｔ／ｈ

にすること、それから１号機に、１号機の冷却を開始すること、という官邸の指示がありました、

いただきました。それで、その操作に入りますけども、いま、現場に人はいますが、１号機のラ

インナップは若干崩れているんで、１号機に入れるのは時間がかかりますが、３号機の流量を減

らすのはすぐにできます、ということで、一応、目安といたしまして３号機については、そうで

すね－

操作を始めたいと思います。１号機については、計算の結果、ほぼ１００Ｌ／ｍｉｎ位かなと考
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まず県に打診はしなければいけないですけれども、これはなかなか大きな話になるので、よその
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に判断してもらったらいいと思いますけれども。場所的には南側がいいと思いますけどね。

とりあえずですね、え－、Ｊヴィレッジには打診はしています。その結果ですね、そういう活動

のために使っていただくことは、問題ないというような返事は得てますけども、もう一度それは
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ただくような環境は作れると思います。

はい、ありがとうございます。

すみません。あと、昨日の打ち合わせの中では、仮に除染をそこでやろうとすると、はたしてＪ

ヴィレッジでできるんですか、ということが議論になってますので、そこは、技術的な課題とし

てですね、原子力のほうで確かめてください。

今、上のフロアーで●●さんを中心にその辺のことをやってくれてます。それから散水車をです

ね、総務省がくれると言っているので、それも活用できるかなという状況になってます

水はあると思うんだけども、最後は排水だね、排水をどう扱うかというところがポイントだと思

います。 
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あの一、確かにＪヴィレッジですね、水が出ないという状況なんで、え－、水道ならびに下水道

の状況が極めて悪いんじゃないかと思います。そこの部分が一番ネックになるのではないか、と
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らすのはすぐにできます、ということで、一応、目安といたしまして３号機については、そうで

すね－ ５時……うん、６時目途に－－違うわ、１１時半目途に３号機の流量を下げると

操作を始めたいと思います。１号機については、計算の結果、ほぼ１００Ｌ／ｍｉｎ位かなと考

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  141 / 362

あのＪヴィレッジの位置がですね、一番その、２０ｋｍのちょっと内側、引き継ぎもやりやすい、

一番好位置であるというところも間違いないんですね。そういうことで、Ｊ

らまぁ、県だとか、そういうところにもお願いしないといけないんですけれども。そういうこと

でお願いしようと言うことで、昨日はですね、関係部門の中では、関係班の中では意見は一致し

ています。したがいまして、ここでまさに決めるんであれば、ここ

まず県に打診はしなければいけないですけれども、これはなかなか大きな話になるので、よその

会社なので、形式的にはですね。

そのとおりだと思う。可能性ある場所をいくつかあたっていると思うので、その中で全体総合的

に判断してもらったらいいと思いますけれども。場所的には南側がいいと思いますけどね。

とりあえずですね、え－、Ｊヴィレッジには打診はしています。その結果ですね、そういう活動
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あのＪヴィレッジの位置がですね、一番その、２０ｋｍのちょっと内側、引き継ぎもやりやすい、
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ています。したがいまして、ここでまさに決めるんであれば、ここ

まず県に打診はしなければいけないですけれども、これはなかなか大きな話になるので、よその

会社なので、形式的にはですね。 
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信上の問題も出てくるんで、よろしくお願いしたいと思います。

ケーブルとかは張れないので、いま、広野に置いてある衛星車を持っていってＬＡＮ
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ヴィレッジでできるんですか、ということが議論になってますので、そこは、技術的な課題とし

てですね、原子力のほうで確かめてください。

今、上のフロアーで●●さんを中心にその辺のことをやってくれてます。それから散水車をです

ね、総務省がくれると言っているので、それも活用できるかなという状況になってます

水はあると思うんだけども、最後は排水だね、排水をどう扱うかというところがポイントだと思

そこが悩みどこだと思いますので、そこも併せて検討してもらってます。

あの一、確かにＪヴィレッジですね、水が出ないという状況なんで、え－、水道ならびに下水道

の状況が極めて悪いんじゃないかと思います。そこの部分が一番ネックになるのではないか、と

いうことで、関係班でちょっとなるだけ早く打ち合わせをしたいと思います。

すいません、割り込んでいいですか、割り込んでいいですか、１Ｆです。
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にすること、それから１号機に、１号機の冷却を開始すること、という官邸の指示がありました、

いただきました。それで、その操作に入りますけども、いま、現場に人はいますが、１号機のラ

インナップは若干崩れているんで、１号機に入れるのは時間がかかりますが、３号機の流量を減

らすのはすぐにできます、ということで、一応、目安といたしまして３号機については、そうで

５時……うん、６時目途に－－違うわ、１１時半目途に３号機の流量を下げると

操作を始めたいと思います。１号機については、計算の結果、ほぼ１００Ｌ／ｍｉｎ位かなと考
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に判断してもらったらいいと思いますけれども。場所的には南側がいいと思いますけどね。

とりあえずですね、え－、Ｊヴィレッジには打診はしています。その結果ですね、そういう活動
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発言者  

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

で対応したいと思います。よろしいでしようか。

官庁連絡班  はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞い

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

て圧力が上がる可能性があるので、段階的に下げたいと聞いています。

吉田所長  それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うことなので、そういう形で徐々にやっていきたいと思います。

官庁連絡班  うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

そのごとに連絡をいただけますか。

吉田所長  分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。

官庁連絡班  はい、お願いします。

武藤副社長  これ、流量はかなり確かに測れていると思っていいのね。

発電班  はい、あの……流入させるポンプの吐出量の流量計で見ていますんで。

武藤副社長  流量計が付いているのならばいいです。

吉田所長  流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

然コントロールしますので、よろしくお願いします。

武藤副社長  ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

ね。

吉田所長  はい、はい。

復旧班  吉田さん、１号の流量ですけど、あの、１００Ｌ／ｍｉｎ

いいですか。

吉田所長  そうですね。はい、はい。

復旧班  分かりました。すみません。

保安班  保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

０時５０

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

ざいます。

増田所長  いま、浜通りに３ｍの津波警報が出ました。１Ｆ

が出ました。気をつけてください。

吉田所長  本店、本店。

復旧班  はい、本店。

吉田所長  本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。
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が出ました。気をつけてください。

本店、本店。 

はい、本店。 

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

で対応したいと思います。よろしいでしようか。

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞い

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

て圧力が上がる可能性があるので、段階的に下げたいと聞いています。

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うことなので、そういう形で徐々にやっていきたいと思います。

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

そのごとに連絡をいただけますか。

分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。

はい、お願いします。 

これ、流量はかなり確かに測れていると思っていいのね。

はい、あの……流入させるポンプの吐出量の流量計で見ていますんで。

流量計が付いているのならばいいです。

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

然コントロールしますので、よろしくお願いします。

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

吉田さん、１号の流量ですけど、あの、１００Ｌ／ｍｉｎ

そうですね。はい、はい。 

分かりました。すみません。 

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

分に２６１．０マイクロｓｖ／ｈ

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

いま、浜通りに３ｍの津波警報が出ました。１Ｆ

が出ました。気をつけてください。

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。
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発言内容

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

で対応したいと思います。よろしいでしようか。

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞い

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

て圧力が上がる可能性があるので、段階的に下げたいと聞いています。

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うことなので、そういう形で徐々にやっていきたいと思います。

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

そのごとに連絡をいただけますか。 

分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。

これ、流量はかなり確かに測れていると思っていいのね。

はい、あの……流入させるポンプの吐出量の流量計で見ていますんで。

流量計が付いているのならばいいです。 

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

然コントロールしますので、よろしくお願いします。

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

吉田さん、１号の流量ですけど、あの、１００Ｌ／ｍｉｎ

 

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

分に２６１．０マイクロｓｖ／ｈ でございます。また、１０

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

いま、浜通りに３ｍの津波警報が出ました。１Ｆ

が出ました。気をつけてください。 

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

で対応したいと思います。よろしいでしようか。 

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞い

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

て圧力が上がる可能性があるので、段階的に下げたいと聞いています。

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うことなので、そういう形で徐々にやっていきたいと思います。

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。

これ、流量はかなり確かに測れていると思っていいのね。 

はい、あの……流入させるポンプの吐出量の流量計で見ていますんで。

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

然コントロールしますので、よろしくお願いします。 

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

吉田さん、１号の流量ですけど、あの、１００Ｌ／ｍｉｎ ということは６ｔ／ｈ

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

でございます。また、１０

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

いま、浜通りに３ｍの津波警報が出ました。１Ｆ 聞こえますか。いま、浜通りに３ｍの津波警報

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞い

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

て圧力が上がる可能性があるので、段階的に下げたいと聞いています。 

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うことなので、そういう形で徐々にやっていきたいと思います。 

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。

はい、あの……流入させるポンプの吐出量の流量計で見ていますんで。 

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

ということは６ｔ／ｈ

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

でございます。また、１０ 時５１分に採取しました

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

聞こえますか。いま、浜通りに３ｍの津波警報

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

こせと言っているので、連絡をお願いします。それでね、あと《ピー音》から聞いたところだと、

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

分かりました。スタート時点を１１時半目安にということで……。いいですね。 

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

ということは６ｔ／ｈ ということで

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

時５１分に採取しました

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

聞こえますか。いま、浜通りに３ｍの津波警報

本店、本店。大変、大変です。３号機、多分水蒸気だと思う、爆発がいま起こりました。 

 

えておりますので、その程度の流量でラインが構成されしだい、これは実施するというような形

はい。本店了解しましたけども、あの一、吉田所長、お願いがあるんですけど、その３号の流量

を下げたとき、それから１号の流量を取り出したとき、それについて、あの一、本省が連絡をよ

たところだと、

３号が５４ｔあるのをいっぺんに１０ｔに下げちゃうと、そのときに蒸気発生が非常に多くなっ

それでですね、いま、ごめん、いま言ったのは、１１時半から、あの、低下操作を開始するとい

うん、それで一旦４０にして様子を見るということで、４０にした段階、それからその次の段階、

流量計は付いています。ただし、あんなポンプですから、ちょっと差分もあるので、ある幅で当

ま、プラントのパラメータをよく見て、変化させるときは当然見るんだけども、ということだよ

ということで

保安班から連絡いたします。ＭＰ３、ＭＰ３の測定データが出ましたので、お知らせします。１

時５１分に採取しました

モニタリングポスト４番近傍の線量でございますが、３９．４０６、マイクロキュリー／ｈでご

聞こえますか。いま、浜通りに３ｍの津波警報
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 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

小森常務

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

１F 

小森常務

増田所長

清水社長

小森常務

高橋フェロー

小森常務

保安班

高橋フェロー

小森常務

高橋フェロー

小森常務

小森常務

 

小森常務

高橋フェロー

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  はい。

小森常務  はい。緊急連絡。

吉田所長  １１時１分です。

復旧班  １１時１分、了解。緊急連絡します。

高橋フェロー  あれ、１号機と同じような感じね。

吉田所長  はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

号機と同じ爆発だと思います。

高橋フェロー  はい、了解。

  パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

小森常務  あと、現場の人、退避、退避。現場の人、退避。

増田所長  全員、現場からあがらせられるかい。

清水社長  緊急に関係箇所にすぐ連絡して。緊急連絡。

小森常務  え一と、保安院と……。

高橋フェロー  おい、官邸も頼むよ。

小森常務  保安院と官邸。

保安班  環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。

高橋フェロー  おい！●●。

小森常務  あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。

高橋フェロー  あれなの？

小森常務  あれ、武黒さんに。ダイレクトに。保安院に。

小森常務  １１時１分？

 １１時２分だと思います。

小森常務  《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

機。はい、まず一報で。いま＝はい。

高橋フェロー  《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

ころで。＝＝避難をあの＝よろしくお願いします。

吉田所長  はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

2011 年 3 月 1

 

はい。 

はい。緊急連絡。

１１時１分です。

１１時１分、了解。緊急連絡します。

あれ、１号機と同じような感じね。

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

号機と同じ爆発だと思います。

はい、了解。 

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

あと、現場の人、退避、退避。現場の人、退避。

全員、現場からあがらせられるかい。

緊急に関係箇所にすぐ連絡して。緊急連絡。

え一と、保安院と……。

おい、官邸も頼むよ。

保安院と官邸。 

環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。

おい！●●。 

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。

あれなの？ １号の＝

あれ、武黒さんに。ダイレクトに。保安院に。

１１時１分？ １分位？

１１時２分だと思います。

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

機。はい、まず一報で。いま＝はい。

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

ころで。＝＝避難をあの＝よろしくお願いします。

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま
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はい。緊急連絡。 

１１時１分です。 

１１時１分、了解。緊急連絡します。

あれ、１号機と同じような感じね。

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

号機と同じ爆発だと思います。

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

あと、現場の人、退避、退避。現場の人、退避。

全員、現場からあがらせられるかい。

緊急に関係箇所にすぐ連絡して。緊急連絡。

え一と、保安院と……。 

おい、官邸も頼むよ。 

 

環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。

１号の＝ 。 

あれ、武黒さんに。ダイレクトに。保安院に。

１分位？ 

１１時２分だと思います。 

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

機。はい、まず一報で。いま＝はい。

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

ころで。＝＝避難をあの＝よろしくお願いします。

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

１１時１分、了解。緊急連絡します。 

あれ、１号機と同じような感じね。 

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

号機と同じ爆発だと思います。 

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

あと、現場の人、退避、退避。現場の人、退避。

全員、現場からあがらせられるかい。 

緊急に関係箇所にすぐ連絡して。緊急連絡。 

環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。

あれ、武黒さんに。ダイレクトに。保安院に。

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

機。はい、まず一報で。いま＝はい。 

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

ころで。＝＝避難をあの＝よろしくお願いします。

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

あと、現場の人、退避、退避。現場の人、退避。 

 

環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。

あれ、武黒さんに。ダイレクトに。保安院に。 

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

ころで。＝＝避難をあの＝よろしくお願いします。 

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。

環境状況ですが、ガンマ、中性子とも変化ありません。以上です。 

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

流れる》負担をお掛けいたしております。しかしながら現実の電力供＝。 

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

パラメータ見てくれ、３号の！パラメータ。３号のパラメータ、中操に電話して。 

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

 

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま

 

はい。建屋の、免震重要棟の中じゃ分からないんですけれど、地震とは明らかに違う横揺れと縦

揺れが来ましてですね、あの、後、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは１

あの、リアルタイムで繋いでおいて。《枝野官房長官が計画停電について話す会見の中継音声が

《電話》すいません、１１時２分位にですね。３号機について水素爆発の可能性のような電話が

発電所から入りました。起きた可能性があるという情報が、え－、発電所から入りました。３号

《電話》もしもし、３号で１号と同じように爆発が起きました。はい。いま連絡をとっていると

はい、まず待避。退避と安否確認を行なってください。それから、ほ、ほ、何だ、保安、保安、

保安、保安班の線量の綿密な計測と報告をお願いします。で、あと、あの、皆さんなるべく固ま



 

時刻 

11:04 

11:05 

 

 

 

 

11:06 

 

 

 

11:07 

 

 

 

11:08 

 

 

 

 

11:09 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

厚生班

清水社長

保安班

官庁連絡班

石崎部長

復旧班

清水社長

広報班

官庁連絡班

小森常務

１Ｆ 

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務 

石崎部長

吉田所長

小森常務

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ってですね、安否確認をしてください。それから、え－と、津波も来るという警報が出ています

ので、津波対策としてなるべく早くあの引き上げていただくよう、お願いいたします。

厚生班  あの、各班、確認ができたら、厚生班まで退避の状況をお願いします。厚生班まで報告、お願い

します。

清水社長  はい、本部長の清水です。関係各所への緊急連絡をして、その結果をすぐに報告する。終わった

かどうかをすぐに報告する。

保安班  保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、ガンマ線については４０

せんが、中性子が検出されています。０．０２

す。

官庁連絡班  保安院に連絡終わりました。

石崎部長  いま、福島事務所経由で県に連絡を取ってもらってます、自治体。

復旧班  官邸通報、終了しました。

清水社長  広報班。あの、関係箇所と調整の上、この事象を当社からもメッセージを発する必要がある。至

急やってください。

広報班  かしこまりました。

官庁連絡班  官邸報告、終了しました。１１時０７分。

小森常務  そこのホワイトボード、ホワイトボードを消して。今の、何時にどこに連絡したかを記録してく

ださい。

  １Ｆ

してください。班長がいない方、まわりの方でいない人がいないか確認してください。至急お願

いいたします。とくに３、４号方面の方でいない方がいれば至急連絡してください。

総務班  前回の官邸報告を見ると、このあとパラメータを与えるのが大事そうですね。放射線の値とか、

上がったりけど下がったりとか、パラメータは注意して取ったほうがいいと思います。

吉田所長  あと、医療班、医療班、医療班、医療班、あの、負傷者が必ず出てくるので、その受け入れ見て

て、それを確認してください。

総務班  ●●さん、環境影響、動いてますよね。

吉田所長  あと当社だけではなくて、協力企業の皆さんもいらっしゃいますので、協力企業の皆さんについ

ては関係する－

  保安班動いていますよね。頑張ってください。

石崎部長  福島県へは福島事務所経由で１１時８分に連絡を取ってもらってます。

吉田所長  あと、プラントパラメータで分かっているものは記録してくださいね、誰か。

小森常務  はい、了解。ちゃんとそこに書いといてくださいね。ちょっと黒いインクかなんかで。赤じゃ見

えない。

清水社長  それから、あの……復旧班かな、あの一、今の風向きと影響評価。影響評価を。
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上がったりけど下がったりとか、パラメータは注意して取ったほうがいいと思います。

あと、医療班、医療班、医療班、医療班、あの、負傷者が必ず出てくるので、その受け入れ見て

あと当社だけではなくて、協力企業の皆さんもいらっしゃいますので、協力企業の皆さんについ

確実に安否確認を行なってください。   

保安班動いていますよね。頑張ってください。 

福島県へは福島事務所経由で１１時８分に連絡を取ってもらってます。

あと、プラントパラメータで分かっているものは記録してくださいね、誰か。

はい、了解。ちゃんとそこに書いといてくださいね。ちょっと黒いインクかなんかで。赤じゃ見

それから、あの……復旧班かな、あの一、今の風向きと影響評価。影響評価を。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ってですね、安否確認をしてください。それから、え－と、津波も来るという警報が出ています

ので、津波対策としてなるべく早くあの引き上げていただくよう、お願いいたします。

あの、各班、確認ができたら、厚生班まで退避の状況をお願いします。厚生班まで報告、お願い

はい、本部長の清水です。関係各所への緊急連絡をして、その結果をすぐに報告する。終わった

保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、ガンマ線については４０µＳｖ／ｈで変化ありま

Ｓｖ／ｈです。今後も監視していきます。以上で

いま、福島事務所経由で県に連絡を取ってもらってます、自治体。 

広報班。あの、関係箇所と調整の上、この事象を当社からもメッセージを発する必要がある。至

そこのホワイトボード、ホワイトボードを消して。今の、何時にどこに連絡したかを記録してく

でちょっといいですか、行方不明の人がいないか、班長が集約してください。各班長が集約

してください。班長がいない方、まわりの方でいない人がいないか確認してください。至急お願

いいたします。とくに３、４号方面の方でいない方がいれば至急連絡してください。

前回の官邸報告を見ると、このあとパラメータを与えるのが大事そうですね。放射線の値とか、

上がったりけど下がったりとか、パラメータは注意して取ったほうがいいと思います。

あと、医療班、医療班、医療班、医療班、あの、負傷者が必ず出てくるので、その受け入れ見て

あと当社だけではなくて、協力企業の皆さんもいらっしゃいますので、協力企業の皆さんについ

    

福島県へは福島事務所経由で１１時８分に連絡を取ってもらってます。 

あと、プラントパラメータで分かっているものは記録してくださいね、誰か。

はい、了解。ちゃんとそこに書いといてくださいね。ちょっと黒いインクかなんかで。赤じゃ見

それから、あの……復旧班かな、あの一、今の風向きと影響評価。影響評価を。
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ってですね、安否確認をしてください。それから、え－と、津波も来るという警報が出ています

ので、津波対策としてなるべく早くあの引き上げていただくよう、お願いいたします。 

あの、各班、確認ができたら、厚生班まで退避の状況をお願いします。厚生班まで報告、お願い

はい、本部長の清水です。関係各所への緊急連絡をして、その結果をすぐに報告する。終わった

Ｓｖ／ｈで変化ありま

Ｓｖ／ｈです。今後も監視していきます。以上で

広報班。あの、関係箇所と調整の上、この事象を当社からもメッセージを発する必要がある。至

そこのホワイトボード、ホワイトボードを消して。今の、何時にどこに連絡したかを記録してく

でちょっといいですか、行方不明の人がいないか、班長が集約してください。各班長が集約

してください。班長がいない方、まわりの方でいない人がいないか確認してください。至急お願

いいたします。とくに３、４号方面の方でいない方がいれば至急連絡してください。 

前回の官邸報告を見ると、このあとパラメータを与えるのが大事そうですね。放射線の値とか、

上がったりけど下がったりとか、パラメータは注意して取ったほうがいいと思います。 

あと、医療班、医療班、医療班、医療班、あの、負傷者が必ず出てくるので、その受け入れ見て

あと当社だけではなくて、協力企業の皆さんもいらっしゃいますので、協力企業の皆さんについ

あと、プラントパラメータで分かっているものは記録してくださいね、誰か。 

はい、了解。ちゃんとそこに書いといてくださいね。ちょっと黒いインクかなんかで。赤じゃ見

それから、あの……復旧班かな、あの一、今の風向きと影響評価。影響評価を。 

 

ってですね、安否確認をしてください。それから、え－と、津波も来るという警報が出ています

あの、各班、確認ができたら、厚生班まで退避の状況をお願いします。厚生班まで報告、お願い

はい、本部長の清水です。関係各所への緊急連絡をして、その結果をすぐに報告する。終わった

Ｓｖ／ｈで変化ありま

Ｓｖ／ｈです。今後も監視していきます。以上で

広報班。あの、関係箇所と調整の上、この事象を当社からもメッセージを発する必要がある。至

そこのホワイトボード、ホワイトボードを消して。今の、何時にどこに連絡したかを記録してく

でちょっといいですか、行方不明の人がいないか、班長が集約してください。各班長が集約

してください。班長がいない方、まわりの方でいない人がいないか確認してください。至急お願

前回の官邸報告を見ると、このあとパラメータを与えるのが大事そうですね。放射線の値とか、

あと、医療班、医療班、医療班、医療班、あの、負傷者が必ず出てくるので、その受け入れ見て

あと当社だけではなくて、協力企業の皆さんもいらっしゃいますので、協力企業の皆さんについ

はい、了解。ちゃんとそこに書いといてくださいね。ちょっと黒いインクかなんかで。赤じゃ見
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場所 発言者

復旧班

小森常務

復旧班

小森常務

 

復旧班

小森常務

広報班

勝俣会長

小森常務

高橋フェロー

清水社長

保安班

吉田所長

高橋フェロー

保安班

保安班

保安班

高橋フェロー

 

吉田所長

１F 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  了解。

小森常務  ●●君、影響評価、今の風向き。

復旧班  線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

小森常務  中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

 出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

復旧班  なんでかいな、あれ。１号の時よりも。

小森常務  これは…。

広報班  え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

勝俣会長  何かあったら、指示してくれあなたから。

小森常務  うん、そうですね。

高橋フェロー  《電話》もしもし。高橋ですけど。うん＝。

清水社長  あと、何だ。パラメータ、連絡＝

保安班  えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

０％

吉田所長  《電話》あっ、すいません、吉田でございます。一番＝

と思いますけど。＝

高橋フェロー  ●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。

保安班  いまは、風はですね、南西方向です。

保安班  西南西７ｍ。

保安班  海側に行っているはずなんですけど。海側に大きく…

高橋フェロー  それ発信できるように早く準備して。

 あとは実際の風、２Ｆなんですよ。１Ｆの風向きが

かで。

吉田所長  《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

各号機の。

  ３号、変化ない？

2011 年 3 月 1

 

了解。 

●●君、影響評価、今の風向き。

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

なんでかいな、あれ。１号の時よりも。

これは…。 

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

何かあったら、指示してくれあなたから。

うん、そうですね。

《電話》もしもし。高橋ですけど。うん＝。

あと、何だ。パラメータ、連絡＝

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

０％ の炉心損傷のモードで出します。４０％、あ、１００％

《電話》あっ、すいません、吉田でございます。一番＝

と思いますけど。＝

●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。

いまは、風はですね、南西方向です。

西南西７ｍ。 

海側に行っているはずなんですけど。海側に大きく…

それ発信できるように早く準備して。

あとは実際の風、２Ｆなんですよ。１Ｆの風向きが

かで。 

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

各号機の。 

３号、変化ない？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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●●君、影響評価、今の風向き。

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

なんでかいな、あれ。１号の時よりも。

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

何かあったら、指示してくれあなたから。

うん、そうですね。 

《電話》もしもし。高橋ですけど。うん＝。

あと、何だ。パラメータ、連絡＝

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

の炉心損傷のモードで出します。４０％、あ、１００％

《電話》あっ、すいません、吉田でございます。一番＝

と思いますけど。＝ あ、すいません、いまですね、２度目の爆発が起こりました。

●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。

いまは、風はですね、南西方向です。

海側に行っているはずなんですけど。海側に大きく…

それ発信できるように早く準備して。

あとは実際の風、２Ｆなんですよ。１Ｆの風向きが

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

３号、変化ない？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

●●君、影響評価、今の風向き。 

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

なんでかいな、あれ。１号の時よりも。 

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

何かあったら、指示してくれあなたから。 

《電話》もしもし。高橋ですけど。うん＝。 

あと、何だ。パラメータ、連絡＝ 。 

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

の炉心損傷のモードで出します。４０％、あ、１００％

《電話》あっ、すいません、吉田でございます。一番＝

あ、すいません、いまですね、２度目の爆発が起こりました。

●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。

いまは、風はですね、南西方向です。 

海側に行っているはずなんですけど。海側に大きく…

それ発信できるように早く準備して。 

あとは実際の風、２Ｆなんですよ。１Ｆの風向きが

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

の炉心損傷のモードで出します。４０％、あ、１００％

《電話》あっ、すいません、吉田でございます。一番＝ と思われます。はい。はい。はい。＝だ

あ、すいません、いまですね、２度目の爆発が起こりました。

●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。

海側に行っているはずなんですけど。海側に大きく… …。 

あとは実際の風、２Ｆなんですよ。１Ｆの風向きが なんとか見えませんかね。煙の方向とか何と

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。

中性子がちょっと出ている。ちょっと絶対量が分からないけど。 

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

の炉心損傷のモードで出します。４０％、あ、１００％ でいいんですね？

と思われます。はい。はい。はい。＝だ

あ、すいません、いまですね、２度目の爆発が起こりました。

●●君、避難の要否の話になるから早く線量のやつ、ちょっと……。 

 

なんとか見えませんかね。煙の方向とか何と

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

線量測ってて、えっと、ガンマ線は変わらないけど、中性子がちょっと出ている。 

出てるみたいですね。できないな……。３号だよね＝。３号が爆発した。はい。 

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

でいいんですね？ 

と思われます。はい。はい。はい。＝だ

あ、すいません、いまですね、２度目の爆発が起こりました。 

なんとか見えませんかね。煙の方向とか何と

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？

 

え一、広報班からお願いがございます。早速、至近の情勢をふまえたプレス発表の用意を進めて

いるところでありますが、ついては当社職員あるいは協力会社の被災者が、のあるやなしや、な

らびに放射線モニター関係のデータの把握が必須の条項だと思いますので、各班のご協力をお願

えっと、保安班からです。一応、被曝評価については、今の風向きで先に評価したソースターム

で評価をします。実際のソースタームでどれだけ出たかは、観測地と比べて後でフィッティング

させますので、それはちょっとお時間かかりますけども、とりあえず仮想事故のえー４０％、４

と思われます。はい。はい。はい。＝だ

なんとか見えませんかね。煙の方向とか何と

《電話》今度はですね、震動がなくてかなりかなり、高い、高く爆発しております。はい。これ

は私どもも分かりません。かなり、煙の中でですね、見えないんです。パラメータどうなってる？
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東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

高橋フェロー

保安班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

増田所長

オフサイトセ

 

 

清水社長

１F 

吉田所長

広報班

小森常務

総務班

吉田所長

清水社長

小森常務

 

小森常務

１F 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  ３号、変化ない？

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

高橋フェロー  《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。

保安班  えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

中性子は検出限界値以下に戻りました。以上です。

  南ですね。

吉田所長  １１時１分。

  海側に流れているから。

  いやあれは違うぞ。

  緊対室の方に。

増田所長  すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

 えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

－と、蒸気が流れているという場面を放送しています。

清水社長  広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

  ビデオだろビデオ

吉田所長  ビデオ？あれビデオなの？

広報班  はい、承知しました。はい。

小森常務  風が回ってる。

総務班  北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

ほうがいいと思います。

吉田所長  《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

また＝

っておりますので。

清水社長  いや、関係箇所にすべて連絡して。

小森常務  もう一度連絡してください。画像で見ると●●。

 北東から南西に向かっていると－－。

小森常務  画像で見ると、なんか飛んでいる。

  だから緊対室は変わらない。頭どけて、頭どけて。

  次の方、総務に必ず連絡してください。
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３号、変化ない？

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

中性子は検出限界値以下に戻りました。以上です。

南ですね。 

１１時１分。 

海側に流れているから。

いやあれは違うぞ。

緊対室の方に。 

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

－と、蒸気が流れているという場面を放送しています。

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

ビデオだろビデオ

ビデオ？あれビデオなの？

はい、承知しました。はい。

風が回ってる。 

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

ほうがいいと思います。

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

また＝ はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

っておりますので。

いや、関係箇所にすべて連絡して。

もう一度連絡してください。画像で見ると●●。

北東から南西に向かっていると－－。

画像で見ると、なんか飛んでいる。

だから緊対室は変わらない。頭どけて、頭どけて。

次の方、総務に必ず連絡してください。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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３号、変化ない？ １発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

中性子は検出限界値以下に戻りました。以上です。

海側に流れているから。 

いやあれは違うぞ。 

 

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

－と、蒸気が流れているという場面を放送しています。

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

ビデオだろビデオ 

ビデオ？あれビデオなの？ 

はい、承知しました。はい。 

 

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

ほうがいいと思います。 

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

っておりますので。 

いや、関係箇所にすべて連絡して。

もう一度連絡してください。画像で見ると●●。

北東から南西に向かっていると－－。

画像で見ると、なんか飛んでいる。

だから緊対室は変わらない。頭どけて、頭どけて。

次の方、総務に必ず連絡してください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

１発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

中性子は検出限界値以下に戻りました。以上です。

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

－と、蒸気が流れているという場面を放送しています。

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

 

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

いや、関係箇所にすべて連絡して。 

もう一度連絡してください。画像で見ると●●。

北東から南西に向かっていると－－。 

画像で見ると、なんか飛んでいる。 

だから緊対室は変わらない。頭どけて、頭どけて。

次の方、総務に必ず連絡してください。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

１発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

中性子は検出限界値以下に戻りました。以上です。 

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

－と、蒸気が流れているという場面を放送しています。 

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

もう一度連絡してください。画像で見ると●●。 

だから緊対室は変わらない。頭どけて、頭どけて。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

１発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

《清水社長に向かって》事務所がちょっと離れてるんですね。 

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

１発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

すいません、北東に風が流れていっています。北東です、すいません、間違えました。２Ｆ です。

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

広報班、広報班、広報班。今の指示したやつを可及的速やかに、やって。メッセージ。 

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取

 

１発目の直後は変化ないですけど。今の、はい？あの３号機だと思われます。

これは我々も部屋の中、テレビでしか分からないんですね。はい、分かりました。はい。はい。 

えっと、保安班から連絡します。この部屋の環境ですが、５０マイクロＳｖで、変化ありません。

です。 

えっと、いま、テレビでですね、１Ｆ３号機の水蒸気爆発の映像を放映しています。南側に、え

北東から南西へ風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸

ならびに福島県、関係市町村に連絡することが必要だと思うんですけども。それは直ちにやった

《電話》２回目の爆発は間違いでございまして、テレビでビデオが映ったものですから、それを

はい、間違いです。間違いです。１回です。想定しております。今回、ええパラメータ取
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東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

１F 

吉田所長

保安班

吉田所長

小森常務

保安班

吉田所長

保安班

高橋フェロー

清水社長

小森常務

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

清水社長

小森常務

高橋フェロー

情報班

小森常務

情報班

総務班

小森常務

総務班

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

 風向図で必ず確認してください。

  頭どけて頭どけて

吉田所長  《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班  保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

吉田所長  それ地震の、爆発の前だろ。

小森常務  それは爆発の前だ。１１時１、２分だ。

保安班  ちょっと前、１１時……そうですね。

吉田所長  あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

タをですね、あの、集めてください。

保安班  はい、保安班、了解。

高橋フェロー  《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

りしだい連絡します。

清水社長  どういうことが起こったのかというのは、まだ分からない？

小森常務  水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

ＯＳＣ  すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

清水社長  そうすると、２号もあれか。

小森常務  あと２号も……。

高橋フェロー  あの、気をつけなきやいけない。今はまだそうじや＝。

情報班  海側をいま煙が行ってますね。

小森常務  海側ね。

情報班  いま海側をいっています。

総務班  ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

諮りしたいと思いますけども。

小森常務  はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。

総務班  了解。

小森常務  まあこれ自身……。
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風向図で必ず確認してください。

頭どけて頭どけて

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

それ地震の、爆発の前だろ。

それは爆発の前だ。１１時１、２分だ。

ちょっと前、１１時……そうですね。

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

タをですね、あの、集めてください。

はい、保安班、了解。

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

りしだい連絡します。

どういうことが起こったのかというのは、まだ分からない？

水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

そうすると、２号もあれか。

あと２号も……。

あの、気をつけなきやいけない。今はまだそうじや＝。

海側をいま煙が行ってますね。

海側ね。 

いま海側をいっています。

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

諮りしたいと思いますけども。

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。

了解。 

まあこれ自身……。
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風向図で必ず確認してください。

頭どけて頭どけて 

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

それ地震の、爆発の前だろ。 

それは爆発の前だ。１１時１、２分だ。

ちょっと前、１１時……そうですね。

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

タをですね、あの、集めてください。

はい、保安班、了解。 

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

りしだい連絡します。 

どういうことが起こったのかというのは、まだ分からない？

水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

そうすると、２号もあれか。 

あと２号も……。 

あの、気をつけなきやいけない。今はまだそうじや＝。

海側をいま煙が行ってますね。

いま海側をいっています。 

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

諮りしたいと思いますけども。

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。

まあこれ自身……。 
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発言内容

風向図で必ず確認してください。 

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

 

それは爆発の前だ。１１時１、２分だ。 

ちょっと前、１１時……そうですね。 

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

タをですね、あの、集めてください。 

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

どういうことが起こったのかというのは、まだ分からない？

水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

 

あの、気をつけなきやいけない。今はまだそうじや＝。

海側をいま煙が行ってますね。 

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

諮りしたいと思いますけども。 

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

どういうことが起こったのかというのは、まだ分からない？ 

水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

あの、気をつけなきやいけない。今はまだそうじや＝。 

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。
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《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

 

水素爆発がまず考えられますけど、ちょっと規模が大きいことになると＝。 

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

確認中、すいませんちょっとパラメータないと分からないんで、確認中でございます。 

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

現在、２３時現在、２５９．４マイクロＳｖ／ｈでまだ上昇は確認されておりません。 

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

 

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお

はい、シミュレーションについては、その前提をはっきり分かるようにしてください。 

 

《電話》風向図ある？地震後のパラメータで圧力とかあるちゃんと？え？爆発後、取れてない、

保安班からモニタリングポスト３番、１１時の値を申し上げます。２５９．４マイクロＳｖ／ｈ

でまだ上昇は見られません。繰り返します。モニタリングポスト３番、北門の近傍です。１１時

あの、できる範囲でモニタリングポストの、いやポストねぇか。まぁとりあえず、サーベイデー

《電話》まだ確認できてないですが……。中操、のプラントの、確認中って言っています。分か

すみません、オフサイトセンターです。サイトのほうから避難される方がいらっしゃるかもしれ

ませんが、えっと、オフサイトセンターのほうにお見えになる前に車から出ないようにしてくだ

さい、こちらのほうで指示をいたしますので。車から出ないように避難をお願いいたします。 

ここで本部にお諮りしたいと思います。この件ですね、事前にですね、シミュレーションしてい

ますけども、その内容について説明するかどうか、外部に対して、官邸とか。そういうことをお
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 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

高橋フェロー

小森常務

総務班

保安班

復旧班

１F 

吉田所長

技術班

小森常務

吉田所長

小森常務

１Ｆ 

吉田所長

小森常務

吉田所長

小森常務

官庁連絡班

吉田所長

小森常務

清水社長

 

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  どんなシミュレーションなのか全然分かってない。

小森常務  どういうシミュレーションなの？

総務班  これまず、お見せしなきゃいけないんで。

保安班  いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

で１００％

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

復旧班  了解。何分位でできる？うん、５分位？してます。

  あの、私はですね・・・

吉田所長  パラメータ取れてる？

技術班  えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

ースケール、炉圧のＡ

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。

小森常務  えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。

吉田所長  《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

ふうに考えています。

小森常務  しかし何かちょっと、炉、炉、炉圧が＝。

  大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

吉田所長  はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

小森常務  中性子線、検出されず。

吉田所長  この免、免、免震重要棟の、この建屋の中ですが。

小森常務  建屋の中。免震……。

官庁連絡班  いま、保安院からの指示です。１Ｆの南５ｋｍ

た。

吉田所長  はい。

小森常務  えーつと、南５ｋｍ、人の立ち入り禁止。

清水社長  今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

 はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。

小森常務  えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。

2011 年 3 月 1

 

どんなシミュレーションなのか全然分かってない。

どういうシミュレーションなの？

これまず、お見せしなきゃいけないんで。

いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

で１００％ のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

了解。何分位でできる？うん、５分位？してます。

あの、私はですね・・・

パラメータ取れてる？

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

ースケール、炉圧のＡ

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。

えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

ふうに考えています。

しかし何かちょっと、炉、炉、炉圧が＝。

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

中性子線、検出されず。

この免、免、免震重要棟の、この建屋の中ですが。

建屋の中。免震……。

いま、保安院からの指示です。１Ｆの南５ｋｍ

た。 

はい。 

えーつと、南５ｋｍ、人の立ち入り禁止。

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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どんなシミュレーションなのか全然分かってない。

どういうシミュレーションなの？

これまず、お見せしなきゃいけないんで。

いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

了解。何分位でできる？うん、５分位？してます。

あの、私はですね・・・ 

パラメータ取れてる？ 

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

ースケール、炉圧のＡ が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。

えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

ふうに考えています。 

しかし何かちょっと、炉、炉、炉圧が＝。

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

中性子線、検出されず。 

この免、免、免震重要棟の、この建屋の中ですが。

建屋の中。免震……。 

いま、保安院からの指示です。１Ｆの南５ｋｍ

えーつと、南５ｋｍ、人の立ち入り禁止。

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。
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発言内容

どんなシミュレーションなのか全然分かってない。

どういうシミュレーションなの？ 

これまず、お見せしなきゃいけないんで。 

いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

了解。何分位でできる？うん、５分位？してます。

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。

えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

しかし何かちょっと、炉、炉、炉圧が＝。 

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

この免、免、免震重要棟の、この建屋の中ですが。

いま、保安院からの指示です。１Ｆの南５ｋｍ

えーつと、南５ｋｍ、人の立ち入り禁止。 

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。
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発言内容 

どんなシミュレーションなのか全然分かってない。 

いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

了解。何分位でできる？うん、５分位？してます。 

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。

えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

この免、免、免震重要棟の、この建屋の中ですが。 

いま、保安院からの指示です。１Ｆの南５ｋｍ はサーベイでも人は入るな、という指示が来まし

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。
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いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

力３８０ｋＰａ、サプチャン圧力３９０ｋＰａ、ＣＡＭＳは監視不能です。 

えっと、１１時１５分のデータは、すぐに保安院と官庁、ええ首相官邸に。 

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。

はサーベイでも人は入るな、という指示が来まし

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

はい、あの、たった今の確認ですので、ただちに報告いたします。 

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。
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いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

ていってます。今の風で計算して直してますから、ちょっとお時間をください。 

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

 

 

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

判断いたします。それから、いま、測定の結果、中性子線は検出されておりません。 

はサーベイでも人は入るな、という指示が来まし

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。

えーっと、今の１１時１５分のパラメータを報告したら、コールバックしてください。 

 

いま、手元にないんですが、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います、仮想事故

のものが吹いていますけど。ただし、そのときは風を南風にしてましたんで、相馬の

ほうに流れていく風だったんです。今はまったく反対側に流れていますから。ちょ、前はこちら

からの風で相馬のほうに行ってたんですが、今はどうもこっちから風吹いています。海側に流れ

えっと、１１時１５分、３号のパラメータです。えー炉水のＡが－１６００、炉水のＢ、オーバ

が０．２０６Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．２１５Ｍｐａ。え－、ドライウェル圧

《電話》あ、東電吉田でございます。３号機１１時１５分のパラメータを取った結果、格納容器

は健全であるというふうに判断しております。したがいまして、１号機の事象とほぼ同等という

大丈夫です、大丈夫です。あの、中性子が出ていないので、格納容器は大丈夫と思います、はい。 

はい、本店さん、本店さん、１１時１５分の３号機のデータは格納容器の圧力も立ってますし、

圧力容器の圧力も立ってますから、格納容器、圧力容器の健全性には問題なかったというふうに

はサーベイでも人は入るな、という指示が来まし

今の格納容器、起きた現象の中性子がないという今の報告、中身は全部報告されているかな。 
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場所 発言者

復旧班

小森常務

清水社長

高橋フェロー

小森常務

小森常務

復旧班

保安班

オフサイトセ

 

武藤副社長

小森常務

保安班

保安班

オフサイトセ

 

武藤副社長

保安班

オフサイトセ

 

武藤副社長

保安班

 

保安班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  了解。

小森常務  保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

んで、あれですけど。福島県。

清水社長  あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

高橋フェロー  ●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

んと紙に書いてそれをコピーして配ってよ。確認して。

小森常務  まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いま、そのそばにいる人で決めて。

小森常務  私がやります。

復旧班  １Ｆ

保安班  いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、え、そうです。

武藤副社長  この方向じゃ分かんない。

小森常務  安全屋が言っている。じゃああれか

保安班  ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

を走っているというふうに思われます。

保安班  ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

んなさい

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。

武藤副社長  その計算はってのは全量出たと思ってやってんでしょう？

保安班  もちろんです。でも、格納容器は生きてんですよね。

武藤副社長  だからその、ずいぶん違うと思うよ。

保安班  はい。

 すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。

保安班  今の風向きは・・

 北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の

現地の。
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了解。 

保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

んで、あれですけど。福島県。

あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

んと紙に書いてそれをコピーして配ってよ。確認して。

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いま、そのそばにいる人で決めて。

私がやります。 

１Ｆ さん、１Ｆ

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、え、そうです。

この方向じゃ分かんない。

安全屋が言っている。じゃああれか

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

を走っているというふうに思われます。

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

んなさい、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。

その計算はってのは全量出たと思ってやってんでしょう？

もちろんです。でも、格納容器は生きてんですよね。

だからその、ずいぶん違うと思うよ。

はい。 

すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。

今の風向きは・・

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の

現地の。 
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保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

んで、あれですけど。福島県。

あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

んと紙に書いてそれをコピーして配ってよ。確認して。

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いま、そのそばにいる人で決めて。

 

さん、１Ｆ さん。あの・・。

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、え、そうです。 

この方向じゃ分かんない。 

安全屋が言っている。じゃああれか

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

を走っているというふうに思われます。

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。

その計算はってのは全量出たと思ってやってんでしょう？

もちろんです。でも、格納容器は生きてんですよね。

だからその、ずいぶん違うと思うよ。

すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。

今の風向きは・・ 

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の
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発言内容

保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

んで、あれですけど。福島県。 

あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

んと紙に書いてそれをコピーして配ってよ。確認して。

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いま、そのそばにいる人で決めて。 

さん。あの・・。 

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

安全屋が言っている。じゃああれか 

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

を走っているというふうに思われます。 

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。

その計算はってのは全量出たと思ってやってんでしょう？

もちろんです。でも、格納容器は生きてんですよね。

だからその、ずいぶん違うと思うよ。 

すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の
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発言内容 

保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

んと紙に書いてそれをコピーして配ってよ。確認して。 

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。

その計算はってのは全量出たと思ってやってんでしょう？ 

もちろんです。でも、格納容器は生きてんですよね。 

すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の
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保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

あのー、本部長ですけど、早く速やかに東電からのメッセージ。発表者を決めて。

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

す。計算は継続してしっかりやっていきたいと思います。以上です。 

すみません。今の風向きはシミュレーションの風向きですか。 

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い
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●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

ですので、え－とそうですね、どれ位だろう。もうまもなくしたら、え一と、２Ｆ のモニタリン

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま
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保安院に連絡した方、終わったら何時に実績、官邸、それから県、町、ちょっとパラメータ多い

●●ちょっとこれだけだと、みんなデータ間違えてまちまちになっちゃうといけないから、ちゃ

まずデータをもう一回書いてください。えーっと、そこの書記役をとりあえず誰でもいいから、

いいですか。保安班からです。これもう少しデータ、パラメーター見直しているので、これは暫

定値です。風向きは今はこの方向に吹いていると２Ｆのスタックはいっています。さっきの映像

から見てもスタックの向こう側を煙が行っていますので、この方向で間違いないと思ってます。

ただし、２Ｆのスタックは西南西と行っていますので、この方向だといっています。それで１Ｆ

で同じ風かということに関しては、先ほどのビデオの映像を見た限りにおいてはでは、集合スタ

ックの海側を煙が通って、ずっと煙が通っている後もスタックが見えてましたので、確実に海側

ただし、評価上は真北の風と評価して影響範囲をいま評価しています。そうしたところ、これ１

時間後です。１時間後のところのこの赤い線、赤い線になりますが、これが１００ｍＳｖ、ごめ

、１０ｍＳｖ、希ガスですが、１０ｍＳｖの範囲がこの辺になります。１時間後この辺

のモニタリン

グポストの値が上がってくるかと思います。それをちょっと確認してまたご報告したいと思いま

北西の方から南東の方に行っていましたよね、それはシミュレーションの風向き、それとも今の



 

時刻 

 

 

 

 

 

11:26 

11:27 

 

 

 

 

 

11:28 

 

 

11:29 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

保安班

 

清水社長

保安班

 

技術班

復旧班

発電班

発電班

広報班

復旧班

 

総務班

総務班

広報班

清水社長

広報班

清水社長

広報班

総務班

清水社長

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  今の現地の風向きです。

 今の現地の風向き、そうすると訂正したほうがいいんですよね。

清水社長  ●●。広報。今のメッセージの話は、技術的な面があるから小森さんに頼むから。

保安班  地上高も１０ｍ

 それ現実の風向、

技術班  Ａ

Ｍｐａ、ドライウェル圧力３６０ｋＰａ、サプチャン３８０ｋＰａ。若干落ちているので、多少

のリークがあるかもしれません。

復旧班  え一、１１時２５分のデータ、官邸１１時２５分に、保安院１１時２５分に通報済みです。

発電班  １号、２号は、大きな変動ありません。

発電班  １号ですけども、炉圧は３０分前と変化変わらず。Ａ

ドライウェル圧力も３０分前と同じで０．４４０です。２号のほうは炉圧、ドライウェル圧力と

もに変化ありません。炉圧はＡ、Ｂ

と変わらずです。サプチャンの圧力も０．４８１とえっと、。

広報班  すみません。広報班からお諮りをしたいと思います。至近の福島、え、すいません。

復旧班  福島第－さん、保安院からの指示です。中操との連絡が取れたら連絡が欲しいから、安否の関係

についても分かりしだい報告が欲しい、以上です。

 ●●、続行どうぞ。

総務班  すいません、総務班からです。いま、４０名位が行方不明。現状で分かっているのは、１名が脇

腹を押さえてうずくまっていると。ほかは見あたりません、以上です。

総務班  ●●いいですよ。社長の指示、社長指示ですので、急ぎましょう。

広報班  福島第一の、あの一、すいません、表示されている資料が間違いがありまして、福島第一３号機

付近の白煙発生ということで、至近の情勢をまとめたペーパーをつくりましたので、ご覧をいた

だきたいと思います。えー最初の６行はお知らせ済みの内容でございまして。

清水社長  広報班、これは何をお知らせしているの？

広報班  はい、至近の福島第一の３号機のですね、水蒸気爆発の内容を。

清水社長  そのこと？

広報班  はい、さようでございます。本日午前１１時１分に、１と書いてございますけども、３の誤りで

す。

総務班  真ん中から、真ん中のね。真ん中から。

清水社長  前の経過よりも、いま、当面起こったこと。

 じゃあ上はカットいたしましょう。
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今の現地の風向きです。

今の現地の風向き、そうすると訂正したほうがいいんですよね。

●●。広報。今のメッセージの話は、技術的な面があるから小森さんに頼むから。

地上高も１０ｍ 

それ現実の風向、

Ａ が－１８００、Ｂ

Ｍｐａ、ドライウェル圧力３６０ｋＰａ、サプチャン３８０ｋＰａ。若干落ちているので、多少

のリークがあるかもしれません。

え一、１１時２５分のデータ、官邸１１時２５分に、保安院１１時２５分に通報済みです。

１号、２号は、大きな変動ありません。

１号ですけども、炉圧は３０分前と変化変わらず。Ａ

ドライウェル圧力も３０分前と同じで０．４４０です。２号のほうは炉圧、ドライウェル圧力と

もに変化ありません。炉圧はＡ、Ｂ

と変わらずです。サプチャンの圧力も０．４８１とえっと、。

すみません。広報班からお諮りをしたいと思います。至近の福島、え、すいません。

福島第－さん、保安院からの指示です。中操との連絡が取れたら連絡が欲しいから、安否の関係

についても分かりしだい報告が欲しい、以上です。

●●、続行どうぞ。

すいません、総務班からです。いま、４０名位が行方不明。現状で分かっているのは、１名が脇

腹を押さえてうずくまっていると。ほかは見あたりません、以上です。

●●いいですよ。社長の指示、社長指示ですので、急ぎましょう。

福島第一の、あの一、すいません、表示されている資料が間違いがありまして、福島第一３号機

付近の白煙発生ということで、至近の情勢をまとめたペーパーをつくりましたので、ご覧をいた

だきたいと思います。えー最初の６行はお知らせ済みの内容でございまして。

広報班、これは何をお知らせしているの？

はい、至近の福島第一の３号機のですね、水蒸気爆発の内容を。

そのこと？ 

はい、さようでございます。本日午前１１時１分に、１と書いてございますけども、３の誤りで

す。 

真ん中から、真ん中のね。真ん中から。

前の経過よりも、いま、当面起こったこと。

じゃあ上はカットいたしましょう。
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今の現地の風向きです。 

今の現地の風向き、そうすると訂正したほうがいいんですよね。

●●。広報。今のメッセージの話は、技術的な面があるから小森さんに頼むから。

 も同じです。同じ方向です。

それ現実の風向、 

が－１８００、Ｂ がオーバースケール。炉圧のＡ、０．１８５Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．１９１

Ｍｐａ、ドライウェル圧力３６０ｋＰａ、サプチャン３８０ｋＰａ。若干落ちているので、多少

のリークがあるかもしれません。

え一、１１時２５分のデータ、官邸１１時２５分に、保安院１１時２５分に通報済みです。

１号、２号は、大きな変動ありません。

１号ですけども、炉圧は３０分前と変化変わらず。Ａ

ドライウェル圧力も３０分前と同じで０．４４０です。２号のほうは炉圧、ドライウェル圧力と

もに変化ありません。炉圧はＡ、Ｂ

と変わらずです。サプチャンの圧力も０．４８１とえっと、。

すみません。広報班からお諮りをしたいと思います。至近の福島、え、すいません。

福島第－さん、保安院からの指示です。中操との連絡が取れたら連絡が欲しいから、安否の関係

についても分かりしだい報告が欲しい、以上です。

●●、続行どうぞ。 

すいません、総務班からです。いま、４０名位が行方不明。現状で分かっているのは、１名が脇

腹を押さえてうずくまっていると。ほかは見あたりません、以上です。

●●いいですよ。社長の指示、社長指示ですので、急ぎましょう。

福島第一の、あの一、すいません、表示されている資料が間違いがありまして、福島第一３号機

付近の白煙発生ということで、至近の情勢をまとめたペーパーをつくりましたので、ご覧をいた

だきたいと思います。えー最初の６行はお知らせ済みの内容でございまして。

広報班、これは何をお知らせしているの？

はい、至近の福島第一の３号機のですね、水蒸気爆発の内容を。

はい、さようでございます。本日午前１１時１分に、１と書いてございますけども、３の誤りで

真ん中から、真ん中のね。真ん中から。

前の経過よりも、いま、当面起こったこと。

じゃあ上はカットいたしましょう。
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発言内容

今の現地の風向き、そうすると訂正したほうがいいんですよね。

●●。広報。今のメッセージの話は、技術的な面があるから小森さんに頼むから。

も同じです。同じ方向です。 

がオーバースケール。炉圧のＡ、０．１８５Ｍｐａ、炉圧Ｂ、０．１９１

Ｍｐａ、ドライウェル圧力３６０ｋＰａ、サプチャン３８０ｋＰａ。若干落ちているので、多少

のリークがあるかもしれません。 

え一、１１時２５分のデータ、官邸１１時２５分に、保安院１１時２５分に通報済みです。

１号、２号は、大きな変動ありません。 

１号ですけども、炉圧は３０分前と変化変わらず。Ａ

ドライウェル圧力も３０分前と同じで０．４４０です。２号のほうは炉圧、ドライウェル圧力と

もに変化ありません。炉圧はＡ、Ｂ とも５．６４８。ドライウェル圧力ｏ．４６０

と変わらずです。サプチャンの圧力も０．４８１とえっと、。

すみません。広報班からお諮りをしたいと思います。至近の福島、え、すいません。

福島第－さん、保安院からの指示です。中操との連絡が取れたら連絡が欲しいから、安否の関係

についても分かりしだい報告が欲しい、以上です。

すいません、総務班からです。いま、４０名位が行方不明。現状で分かっているのは、１名が脇

腹を押さえてうずくまっていると。ほかは見あたりません、以上です。

●●いいですよ。社長の指示、社長指示ですので、急ぎましょう。

福島第一の、あの一、すいません、表示されている資料が間違いがありまして、福島第一３号機

付近の白煙発生ということで、至近の情勢をまとめたペーパーをつくりましたので、ご覧をいた

だきたいと思います。えー最初の６行はお知らせ済みの内容でございまして。

広報班、これは何をお知らせしているの？ 

はい、至近の福島第一の３号機のですね、水蒸気爆発の内容を。

はい、さようでございます。本日午前１１時１分に、１と書いてございますけども、３の誤りで

真ん中から、真ん中のね。真ん中から。 

前の経過よりも、いま、当面起こったこと。 

じゃあ上はカットいたしましょう。 
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●●。広報。今のメッセージの話は、技術的な面があるから小森さんに頼むから。
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清水社長

 

 

小森常務

 

吉田所長

石崎部長

 

清水社長
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テレビ会議 2011

 

発言者  

 要は、早く出せということですね。

広報班  じゃあ、上を取りまして、本日１１時１分に３号機原子炉建屋で再度大きな、まあ、再度はいら

ないですね。大きな音が発生し、白煙が発生しました。

  免震重要棟の１階の入り口扉、。風が入ってきてますので閉めておいて。

高橋フェロー  要はさ、１号機を３号機に変えただけだってんでしょ、それで、水素爆発かどうか分かんないけ

れども、国かなんか保安院が水素爆発と言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発で。

 はい、可能性ということで。

小森常務  水蒸気って、水蒸気って前も言ったんでしたっけ。

  装備をされている方で目張りをお願いしたいと思うんですけれども。

高橋フェロー  これはさぁ、保安院がさぁ、さっきテレビで水素爆発と言ってたけど。保安院のやつは言ってた

と思うんだけど。歩調を合わしたほうがいいと思うよ。

広報班  それでは水素爆発だけで絞って、よろしいですか。

石崎部長  もうすでに官邸も水素爆発という言葉を使っているから、それに合わせたほうがいいんじゃない

ですか。ええ。

総務班  いかがでしょうか。

清水社長  はい、あの、いいです。これでいいから、スピード。

総務班  ゴーサインです。

清水社長  ●●スピード勝負。

 部長、今の段階でも下で水素爆発したと言ってもいいかつて？

 いいよ。＝。

小森常務  あと、官邸と保安院に●●入れて。

 承知しました。

吉田所長  保安班、保安班＝。

石崎部長  格納容器の健全性が保たれているというくだりはいらないのですか。

 確認中です。

清水社長  そうそう、それ。

小森常務  あと、負傷者っていうか。

 負傷者はまだ集約できておりません。
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要は、早く出せということですね。
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発言内容

要は、早く出せということですね。 

じゃあ、上を取りまして、本日１１時１分に３号機原子炉建屋で再度大きな、まあ、再度はいら

ないですね。大きな音が発生し、白煙が発生しました。
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水蒸気って、水蒸気って前も言ったんでしたっけ。

装備をされている方で目張りをお願いしたいと思うんですけれども。

これはさぁ、保安院がさぁ、さっきテレビで水素爆発と言ってたけど。保安院のやつは言ってた

と思うんだけど。歩調を合わしたほうがいいと思うよ。
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じゃあ、上を取りまして、本日１１時１分に３号機原子炉建屋で再度大きな、まあ、再度はいら

ないですね。大きな音が発生し、白煙が発生しました。 

免震重要棟の１階の入り口扉、。風が入ってきてますので閉めておいて。

要はさ、１号機を３号機に変えただけだってんでしょ、それで、水素爆発かどうか分かんないけ

れども、国かなんか保安院が水素爆発と言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発で。

水蒸気って、水蒸気って前も言ったんでしたっけ。 

装備をされている方で目張りをお願いしたいと思うんですけれども。
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

石崎部長

小森常務

石崎部長

小森常務

総務班

厚生班

 

石崎部長

高橋フェロー

官庁連絡班

 

総務班

 

高橋フェロー

 

吉田所長

保安班

保安班

総務班

保安班

総務班

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  集約できてっていうか。

石崎部長  いや、負傷者が出ている模様と。

小森常務  負傷者が出ている模様……。

石崎部長  第１情報として入れたほうがいいですよ。

小森常務  負傷者が出ている模様＝了解、お願いします。

総務班  社長、入れていいですね？

厚生班  現地の厚生班からの情報でございますが、え－、けが人、それから確認できていない人が４０人

規模いるという情報が入っております。けが人は複数いる模様で、骨折者もいるのではないかと

いうことで救急車をこちらのほうから呼んでおります。繰り返します。現地厚生班からの情報で、

けが人、それから確認できていない人が４０人規模。けが人は複数いるということで、救急車を

こちらの方から、いや本店本部のほうから呼んでおります。以上です。

 格納容器の健全性が保たれているというくだり、いりますか。

石崎部長  ●●パラメータ上は、格納容器の健全性が保たれていると思われるという、さっき、所長の発言

あったでしょ。

高橋フェロー  それでいいよ、それで。

官庁連絡班  いま内閣府より指示が来ました。周辺のモニタリングをしなさいとの指示です。保安班、よろし

くお願いします。

 了解。

総務班  ２ＦのＭＰ

 サイトさん聞こえました。

高橋フェロー  ●●君、現場と連絡とってね。

 はい。

吉田所長  モニタリングを鋭意行なってくださいということなんで、周辺のですね、できる範囲でまずスタ

ートしてください。

保安班  はい、保安班、了解しました。

保安班  この部屋の状況ですが、ガンマ線が４５マイクロで変化ありません。中性子ゼロで変化ありませ

ん。以上です。

総務班  ２Ｆ

保安班  そうです。

総務班  じゃあはっきり、もう一度発言。

保安班  はい、２Ｆのモニタリングポストのデータは今のところ変動はございません。
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●●パラメータ上は、格納容器の健全性が保たれていると思われるという、さっき、所長の発言

あったでしょ。 

それでいいよ、それで。

いま内閣府より指示が来ました。周辺のモニタリングをしなさいとの指示です。保安班、よろし

くお願いします。

了解。 
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サイトさん聞こえました。

●●君、現場と連絡とってね。

はい。 

モニタリングを鋭意行なってくださいということなんで、周辺のですね、できる範囲でまずスタ

ートしてください。

はい、保安班、了解しました。

この部屋の状況ですが、ガンマ線が４５マイクロで変化ありません。中性子ゼロで変化ありませ

ん。以上です。 

２Ｆ は風、風、風向きのほうに、２Ｆがあるんですよね。

そうです。 

じゃあはっきり、もう一度発言。

はい、２Ｆのモニタリングポストのデータは今のところ変動はございません。
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発言内容
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発言内容 

負傷者が出ている模様＝了解、お願いします。 

現地の厚生班からの情報でございますが、え－、けが人、それから確認できていない人が４０人

規模いるという情報が入っております。けが人は複数いる模様で、骨折者もいるのではないかと

いうことで救急車をこちらのほうから呼んでおります。繰り返します。現地厚生班からの情報で、

けが人、それから確認できていない人が４０人規模。けが人は複数いるということで、救急車を

こちらの方から、いや本店本部のほうから呼んでおります。以上です。

格納容器の健全性が保たれているというくだり、いりますか。

●●パラメータ上は、格納容器の健全性が保たれていると思われるという、さっき、所長の発言

いま内閣府より指示が来ました。周辺のモニタリングをしなさいとの指示です。保安班、よろし

モニタリングを鋭意行なってくださいということなんで、周辺のですね、できる範囲でまずスタ
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現地の厚生班からの情報でございますが、え－、けが人、それから確認できていない人が４０人

規模いるという情報が入っております。けが人は複数いる模様で、骨折者もいるのではないかと

いうことで救急車をこちらのほうから呼んでおります。繰り返します。現地厚生班からの情報で、

けが人、それから確認できていない人が４０人規模。けが人は複数いるということで、救急車を

こちらの方から、いや本店本部のほうから呼んでおります。以上です。 

格納容器の健全性が保たれているというくだり、いりますか。 

●●パラメータ上は、格納容器の健全性が保たれていると思われるという、さっき、所長の発言

いま内閣府より指示が来ました。周辺のモニタリングをしなさいとの指示です。保安班、よろし

モニタリングを鋭意行なってくださいということなんで、周辺のですね、できる範囲でまずスタ

この部屋の状況ですが、ガンマ線が４５マイクロで変化ありません。中性子ゼロで変化ありませ
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 場所

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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本店 
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本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

清水社長

高橋フェロー

保安班

技術班

官庁連絡班

吉田所長

１F 

官庁連絡班

１F 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

保安班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

総務班

 

総務班

 

１F 

テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  はい、今のデータ……。

高橋フェロー  ２Ｆのモニタリング出しますか。

保安班  保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。

技術班  １１時３０分の３号機のパラメータを読み上げます。水位計のＡで－１８００＝＝。

官庁連絡班  内閣府から指示のモニタリングは３０分以内にやってくださいとの指示です。

吉田所長  ちょっと待って。

  ３０分以内。

官庁連絡班  吉田さん、３０分以内でモニタリングお願いします。

  モニタリング、３０

吉田所長  はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

思います。

官庁連絡班  ただちに連絡ください。

吉田所長  はい。

官庁連絡班  サイトさん、ＭＰ４

から要求がありました。

吉田所長  １Ｆ、１Ｆ

官庁連絡班  ＭＰ４付近の。

保安班  停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま

す。しかし、あの、ずれています。

官庁連絡班  ＭＰ４付近の何かモニタリングは何かなかったっけ？

吉田所長  ＭＰ４

官庁連絡班  いや、その付近の。

総務班  念のため、２Ｆ

 《電話》もしもし＝。

総務班  バックアップ用に２Ｆのデータを指示して準備。

 《電話》そうだと思うけど、分かんないもん、だって現場だから。現場じゃないと本当に注入し

ているか分かんないから。

  ●●さん、モニタリングカーの位置だけ手っ取り早く分かる？
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はい、今のデータ……。 

２Ｆのモニタリング出しますか。

保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。

１１時３０分の３号機のパラメータを読み上げます。水位計のＡで－１８００＝＝。

内閣府から指示のモニタリングは３０分以内にやってくださいとの指示です。

ちょっと待って。 

吉田さん、３０分以内でモニタリングお願いします。

モニタリング、３０ 分以内だって。

はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

ただちに連絡ください。 

サイトさん、ＭＰ４ のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府

から要求がありました。 

はＭＰ ないんだろ。

 

停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま

す。しかし、あの、ずれています。

ＭＰ４付近の何かモニタリングは何かなかったっけ？

はない、ない。 

いや、その付近の。 

 のデータ準備。

《電話》もしもし＝。 

バックアップ用に２Ｆのデータを指示して準備。

《電話》そうだと思うけど、分かんないもん、だって現場だから。現場じゃないと本当に注入し

ているか分かんないから。 

●●さん、モニタリングカーの位置だけ手っ取り早く分かる？
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発言内容

２Ｆのモニタリング出しますか。 

保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。

１１時３０分の３号機のパラメータを読み上げます。水位計のＡで－１８００＝＝。

内閣府から指示のモニタリングは３０分以内にやってくださいとの指示です。

吉田さん、３０分以内でモニタリングお願いします。

分以内だって。 

はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府

ないんだろ。 

停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま

す。しかし、あの、ずれています。 

ＭＰ４付近の何かモニタリングは何かなかったっけ？

のデータ準備。 

バックアップ用に２Ｆのデータを指示して準備。

《電話》そうだと思うけど、分かんないもん、だって現場だから。現場じゃないと本当に注入し
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発言内容 

保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。

１１時３０分の３号機のパラメータを読み上げます。水位計のＡで－１８００＝＝。

内閣府から指示のモニタリングは３０分以内にやってくださいとの指示です。

吉田さん、３０分以内でモニタリングお願いします。 

はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府

停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま
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はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府

停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま

あれ。 

《電話》そうだと思うけど、分かんないもん、だって現場だから。現場じゃないと本当に注入し

●●さん、モニタリングカーの位置だけ手っ取り早く分かる？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。

１１時３０分の３号機のパラメータを読み上げます。水位計のＡで－１８００＝＝。 

内閣府から指示のモニタリングは３０分以内にやってくださいとの指示です。 

はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府

停止しています。７、８については校正されていませんけど、数値だけはあったような気がしま

《電話》そうだと思うけど、分かんないもん、だって現場だから。現場じゃないと本当に注入し

 

保安班●●です。評価結果を、あの一至急外に出したいと思います。えっと、これがですね。 

はい、では、モニタリングを３０分以内で、可及的速やかにできる範囲でやっていただきたいと

のモニタリングポストのデータを大至急送ってください、とのことが内閣府
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発言者  

保安班  いま、モニタリングカーはですね、ＭＰ３

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

総務班  えーっと、５キロ以内作業禁止注意です。

官庁連絡班  サイトさん、ＭＰ４付近のモニタリングカーということで了解ですよね。

吉田所長  はい、ＭＰ３とＭＰ４のあいだなんです。

官庁連絡班  あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。

吉田所長  はい。はい。

  ●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

保安班  １０時４１

いま取りに歩いています。

広報班  すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。

  １１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

します。

  原子炉注水

  あと、原子炉への注水が継続されていることを確認してください。

吉田所長  その原子炉の注水はさあ、特殊だから、できない＝。

清水社長  すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

いと思います。

清水社長  広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

す。あとは調査しだい。

厚生班  自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

をしておりまして救急車をお願いしております。以上です。

吉田所長  自衛隊さんが６人、それと？

武藤副社長  吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？

吉田所長  え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

まずはご報告したいと思います。

武藤副社長  あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を
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いま、モニタリングカーはですね、ＭＰ３

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

えーっと、５キロ以内作業禁止注意です。

サイトさん、ＭＰ４付近のモニタリングカーということで了解ですよね。

はい、ＭＰ３とＭＰ４のあいだなんです。

あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。

はい。はい。 

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

１０時４１ 分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

いま取りに歩いています。

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

します。 

原子炉注水 

あと、原子炉への注水が継続されていることを確認してください。

その原子炉の注水はさあ、特殊だから、できない＝。

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

いと思います。 

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

す。あとは調査しだい。

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

をしておりまして救急車をお願いしております。以上です。

自衛隊さんが６人、それと？

吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？

え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

まずはご報告したいと思います。

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を
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いま、モニタリングカーはですね、ＭＰ３

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

えーっと、５キロ以内作業禁止注意です。

サイトさん、ＭＰ４付近のモニタリングカーということで了解ですよね。

はい、ＭＰ３とＭＰ４のあいだなんです。

あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。
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白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響
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広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出
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え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４
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発言内容

いま、モニタリングカーはですね、ＭＰ３ とＭＰ４の位置にいます。それで爆発以後のデータは

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

えーっと、５キロ以内作業禁止注意です。 

サイトさん、ＭＰ４付近のモニタリングカーということで了解ですよね。

はい、ＭＰ３とＭＰ４のあいだなんです。 

あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

あと、原子炉への注水が継続されていることを確認してください。

その原子炉の注水はさあ、特殊だから、できない＝。

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

をしておりまして救急車をお願いしております。以上です。

 けがが１人、行方不明が。

吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？

え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

まずはご報告したいと思います。 

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

とＭＰ４の位置にいます。それで爆発以後のデータは

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。
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あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

あと、原子炉への注水が継続されていることを確認してください。

その原子炉の注水はさあ、特殊だから、できない＝。 

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

をしておりまして救急車をお願いしております。以上です。 

けがが１人、行方不明が。 

吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？

え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

とＭＰ４の位置にいます。それで爆発以後のデータは

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

サイトさん、ＭＰ４付近のモニタリングカーということで了解ですよね。 

あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

あと、原子炉への注水が継続されていることを確認してください。 

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

 

吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？

え、いまですね、とりあえず、あの、モニタリングポストの３、４ のあいだに、爆発前にモニタ

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を
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まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。

 

あ、まぁいいや、そこでも。４付近だよね。いずれにせよ、そこのデータ大至急。 

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。

分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいる

もに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります」。以上です。 

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

吉田さん、モニタリング、モニタリングの態勢、外の環境測りに行ってます？ 

のあいだに、爆発前にモニタ

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を

 

とＭＰ４の位置にいます。それで爆発以後のデータは

まだ取れていません。あと、風向きを考えると南方向ですので、南方向にえっと移動させるつも

りです。あともう１つは、業務車でサーベイ部隊を乗せてサーベイにあたります。以上です。 

●●さん、モニタリングカーのデータは、今の場所は、移動前にとるということでいいですよね。 

分のデータしかないんで、それから、あ、すいません、爆発後のデータはないんで、

すみません。あらためて、広報班から福島第一３号機の白煙発生についての文案をお諮りしたい

と思います。読み上げます。「本日午前１１時１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、

白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容

器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響

などについては現在調整中です。プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在、

救急車を要請中です。今後、関係機関と協議協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいるとと

１１時３５分、救急車３台オフサイトセンターからこちらに向かっています。２Ｆのほうに搬送

すみません、厚生班さん、あの一、負傷者の概要等を分かりましたら、追加情報を刻々と伝えた

広報部。今は揃えなくていいから、広報班、耳を揃える必要はないから。当面、速報レベルで出

自衛隊さんは６名不明。分かりました。現状で行方不明約１０名。けが人は間違いなく１名けが

のあいだに、爆発前にモニタ

リングカーが行ってましたので、そこのデータをまず取ります。そんで、その直後に、南方向、

要するに、今回の風向き方向にモニタリングカーを移動させてそこのデータを取って、ご報告、

あとそれから作業していた方が多数いるということなので、その状況を確認するために周辺のモ

ニタリングも必要だと思うので、その、緊対の外側のモニタリングをして、よければその状況を
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場所 発言者

 

吉田所長

小森常務

吉田所長

総務班

 

総務班

オフサイトセ

 

武藤副社長

復旧班

吉田所長

復旧班

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

総務班

総務班

 

清水社長

保安班

吉田所長

保安班

１Ｆ 

総務班

テレビ会議 2011

 

発言者  

確認をする必要があると思います。

吉田所長  はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

小森常務  モニタリングをするという指示と南５ｋｍ

えっと、モニタリングも南側には行かないということで。

吉田所長  モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。

総務班  ●●。南明隊は全員無事です。

 １１名？

総務班  全員無事です。

武藤副社長  どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。

復旧班  第－さん、中操とは連絡は取れていますでしょうか。

吉田所長  中操と電話取れてる？

中操員全員無事です。５／６号も１／２号も全員無事です。

復旧班  はい、了解。ありがとうございました。

総務班  現状の行方不明者は、社員１、協力企業７、合計●●。

吉田所長  その自衛隊さんも入っているの？

総務班  自衛隊合わせてです。

吉田所長  行方不明はなくなったの。

総務班  行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

総務班  本店です。けが人、もう一度復唱お願いします。

総務班  えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

 今の負傷者もう一回。

清水社長  いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

保安班  モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。

吉田所長  はい、モニタリング結果。

保安班  ２３時３７分、サービスホール近傍で５０

  減ってる？

総務班  サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。

2011 年 3 月 1

 

確認をする必要があると思います。

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

モニタリングをするという指示と南５ｋｍ

えっと、モニタリングも南側には行かないということで。

モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。

●●。南明隊は全員無事です。

１１名？ 

全員無事です。 

どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。

第－さん、中操とは連絡は取れていますでしょうか。

中操と電話取れてる？

中操員全員無事です。５／６号も１／２号も全員無事です。

はい、了解。ありがとうございました。

現状の行方不明者は、社員１、協力企業７、合計●●。

その自衛隊さんも入っているの？

自衛隊合わせてです。

行方不明はなくなったの。

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

本店です。けが人、もう一度復唱お願いします。

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

今の負傷者もう一回。

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。

はい、モニタリング結果。

２３時３７分、サービスホール近傍で５０

減ってる？ いまちょっと確認してるから。

サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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確認をする必要があると思います。

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

モニタリングをするという指示と南５ｋｍ

えっと、モニタリングも南側には行かないということで。

モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。

●●。南明隊は全員無事です。

 

どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。

第－さん、中操とは連絡は取れていますでしょうか。

中操と電話取れてる？ 連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

中操員全員無事です。５／６号も１／２号も全員無事です。

はい、了解。ありがとうございました。

現状の行方不明者は、社員１、協力企業７、合計●●。

その自衛隊さんも入っているの？

自衛隊合わせてです。 

行方不明はなくなったの。 

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

本店です。けが人、もう一度復唱お願いします。

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

今の負傷者もう一回。 

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。

はい、モニタリング結果。 

２３時３７分、サービスホール近傍で５０

いまちょっと確認してるから。

サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。
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発言内容

確認をする必要があると思います。 

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

モニタリングをするという指示と南５ｋｍ には立ち入るなという指示の両方があって、まずは、

えっと、モニタリングも南側には行かないということで。

モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。

●●。南明隊は全員無事です。 

どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。

第－さん、中操とは連絡は取れていますでしょうか。

連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

中操員全員無事です。５／６号も１／２号も全員無事です。

はい、了解。ありがとうございました。 

現状の行方不明者は、社員１、協力企業７、合計●●。

その自衛隊さんも入っているの？ 

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

本店です。けが人、もう一度復唱お願いします。

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。

２３時３７分、サービスホール近傍で５０μＳｖ／ｈ。

いまちょっと確認してるから。 

サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

には立ち入るなという指示の両方があって、まずは、

えっと、モニタリングも南側には行かないということで。 

モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。

どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。

第－さん、中操とは連絡は取れていますでしょうか。 

連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

中操員全員無事です。５／６号も１／２号も全員無事です。 

現状の行方不明者は、社員１、協力企業７、合計●●。 

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

本店です。けが人、もう一度復唱お願いします。 

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。

Ｓｖ／ｈ。 

 

サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。
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はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

には立ち入るなという指示の両方があって、まずは、

モニタリング優先だと思います。モニタリング優先だと思います。 

どこで、何人、仕事をしていたかってのは分かっていますか。 

連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

 

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。

モニタリングの結果が出ました、モニタリングの結果が出ました。 

サイトさん、けが人の人数もう一度復唱してください、お願いします。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。

には立ち入るなという指示の両方があって、まずは、

連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

行方不明はずいぶん見つかっています、皆さん、こうやって帰ってきてくれています。 

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。

いや、いい。今の小森さん、小森さんも含めて何時頃できる見込みなの？速やかに。 

 

はい、で、まずですね、緊対の中の線量の変化は、基本的に爆発前後で、ありませんでした。 

には立ち入るなという指示の両方があって、まずは、

連絡取れてるね、はい。３／４号中操とは連絡取れています。３／４号

えっと、先ほど行方不明と報告された方を《ピー音》その後確認とれて減ってきています。 
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場所 発言者

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

 

総務班

総務班

 

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

小森常務

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

医療班

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  時間もっと言って、時刻は？

保安班  １１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

吉田所長  はい。

保安班  ニュートロンですが、０．０１ｍｓｖ／ｈ以下です。

吉田所長  以下？

保安班  以下です。引き続き連絡いたします。

 先ほど報告いただいた４０名の方と……。静粛。

総務班  けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

総務班  社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

せんので、その６名と、あと協力企業さんが１名。

 もう一回確認、数字、もう一回言ってください。

  ５０分。

吉田所長  本店さん。

復旧班  はい、本店です。

吉田所長  はい、福島第一吉田です。

 はい、どうぞ。

吉田所長  あの、爆発の最初のモニタリングの結果を報告します。

復旧班  はい、お願いします。

吉田所長  サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

す。

復旧班  １１時３７分、モニタリングポスト、３、４番のあいだ？

小森常務  モニタリングポスト。

吉田所長  違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

復旧班  あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

  医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。

医療班  ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

2011 年 3 月 1

 

時間もっと言って、時刻は？

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

はい。 

ニュートロンですが、０．０１ｍｓｖ／ｈ以下です。

以下？ 

以下です。引き続き連絡いたします。

先ほど報告いただいた４０名の方と……。静粛。

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

せんので、その６名と、あと協力企業さんが１名。

もう一回確認、数字、もう一回言ってください。

５０分。 

本店さん。 

はい、本店です。

はい、福島第一吉田です。

はい、どうぞ。 

あの、爆発の最初のモニタリングの結果を報告します。

はい、お願いします。

サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

す。 

１１時３７分、モニタリングポスト、３、４番のあいだ？

モニタリングポスト。

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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時間もっと言って、時刻は？ 

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

ニュートロンですが、０．０１ｍｓｖ／ｈ以下です。

以下です。引き続き連絡いたします。

先ほど報告いただいた４０名の方と……。静粛。

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

せんので、その６名と、あと協力企業さんが１名。

もう一回確認、数字、もう一回言ってください。

はい、本店です。 

はい、福島第一吉田です。 

 

あの、爆発の最初のモニタリングの結果を報告します。

はい、お願いします。 

サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

１１時３７分、モニタリングポスト、３、４番のあいだ？

モニタリングポスト。 

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

 

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

ニュートロンですが、０．０１ｍｓｖ／ｈ以下です。

以下です。引き続き連絡いたします。 

先ほど報告いただいた４０名の方と……。静粛。

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

せんので、その６名と、あと協力企業さんが１名。

もう一回確認、数字、もう一回言ってください。

あの、爆発の最初のモニタリングの結果を報告します。

サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

１１時３７分、モニタリングポスト、３、４番のあいだ？

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

ニュートロンですが、０．０１ｍｓｖ／ｈ以下です。 

先ほど報告いただいた４０名の方と……。静粛。 

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

せんので、その６名と、あと協力企業さんが１名。 

もう一回確認、数字、もう一回言ってください。 

あの、爆発の最初のモニタリングの結果を報告します。 

サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

１１時３７分、モニタリングポスト、３、４番のあいだ？ 

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

サービスホール近傍でモニタリングしました結果、１１時３７分、５０μＳｖ／ｈでした。それ

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。

医療班に確認します。当社の負傷者はゼロでよかったですか。 

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

１１時３７分です。申し訳ございません。１１時３７分、サービスホール近傍で５０μＳｖ／ｈ、

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

の方は１名が不明です。以上、現状でございます。協力企業名は分かりません。 

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

Ｓｖ／ｈでした。それ

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

違う、ごめんね、モニタリングポスト、いまないから、暫定です。サービスホール近傍。 

あっ、サービスホール近傍ね。了解。サービスホール近傍のモニタリングカー、５０μＳｖ／ｈ、

それから、中性子は０．０１ｍｓｖ／ｈ以下ですね、はい、確認しました。連絡します。 

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現

状ゼロで確定で、自衛隊、自衛隊だけですね、自衛隊の方だけはまだ行方不明です。 

 

Ｓｖ／ｈ、 

けが人の最新情報です。けが人は１名です。自衛隊の方は６名が不明になっています。協力企業

社員はいま戻ってきたので社員はゼロとなりました。協力企業さんは、まだ自衛隊が分かってま

Ｓｖ／ｈでした。それ

から、中性子、中性子線は０．０１ｍＳｖ／ｈ以下ということでございます。取り急ぎ連絡しま

 

Ｓｖ／ｈ、

 

ええ、現状ではゼロです。総務班から報告があった範囲ではゼロです。ちょっと確認中です。現
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 場所

本店 

１Ｆ 
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１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

小森常務

１Ｆ 

吉田所長

小森常務

医療班

吉田所長

１Ｆ 

総務班

吉田所長

吉田所長

総務班

 

保安班

 

復旧班

 

 

小森常務

保安班

小森常務

 

 

小森常務

高橋フェロー

医療班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  協力企業の方もいる？

  生きてます、生きてます、生きてます。

吉田所長  協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。

小森常務  じゃあ、けが人１名は確実。協力企業？

医療班  やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。

吉田所長  それはけが？

  けがです。

総務班  本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

吉田所長  不明が自衛隊さんは６、けがが社員１名。

吉田所長  水、水どうなった？

総務班  えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

 文科省・・。

保安班  いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

す。１１時４４

 普通だなぁ。

復旧班  何時って言ったつけ。何分？

 １１時４４分。

 ごめん。

小森常務  中性子は見えた？

保安班  中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

小森常務  はい、はい。

 ●●さん、●●さん、１１時０４分でよろしいですか。

 １１時４４分。

小森常務  あの、官庁で、ＯＫ，まあほぼ同時ですからね。

高橋フェロー  ●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

ださい。

医療班  柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。

2011 年 3 月 1

 

協力企業の方もいる？

生きてます、生きてます、生きてます。

協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。

じゃあ、けが人１名は確実。協力企業？

やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。

それはけが？ 

けがです。 

本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

不明が自衛隊さんは６、けがが社員１名。

水、水どうなった？

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

文科省・・。 

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

す。１１時４４ 

普通だなぁ。 

何時って言ったつけ。何分？

１１時４４分。 

ごめん。 

中性子は見えた？

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

はい、はい。 

●●さん、●●さん、１１時０４分でよろしいですか。

１１時４４分。 

あの、官庁で、ＯＫ，まあほぼ同時ですからね。

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

ださい。 

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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協力企業の方もいる？ 自衛隊の方だけ？

生きてます、生きてます、生きてます。

協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。

じゃあ、けが人１名は確実。協力企業？

やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。

本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

不明が自衛隊さんは６、けがが社員１名。

水、水どうなった？ 

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

 分、１１ 時４４

何時って言ったつけ。何分？ 

 

中性子は見えた？ 

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

●●さん、●●さん、１１時０４分でよろしいですか。

 

あの、官庁で、ＯＫ，まあほぼ同時ですからね。

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

自衛隊の方だけ？ 

生きてます、生きてます、生きてます。 

協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。

じゃあ、けが人１名は確実。協力企業？ 

やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。

本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

不明が自衛隊さんは６、けがが社員１名。 

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

時４４ 分、正門、２０

 

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

●●さん、●●さん、１１時０４分でよろしいですか。

あの、官庁で、ＯＫ，まあほぼ同時ですからね。

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。
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発言内容 

協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。

やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。

本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

分、正門、２０μ、２０μ

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

●●さん、●●さん、１１時０４分でよろしいですか。 

あの、官庁で、ＯＫ，まあほぼ同時ですからね。 

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。
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協力企業の方でけがされた方が１名いらっしゃるということは確実なのね。 

やっぱり社員１名です。社員１名います。●●さんっていう方。 

本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０

μＳｖ／ｈ。 

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。
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本店の内部、内部、不明を使わずに未確認を使いましょうね。不明はやめましょうね。 

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。

いまサイトから連絡が来ました。正門で、えー、正門ですね、正門でガンマ線２０μＳｖ／ｈで

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で

す。あと、●●さん、これが打撲です。いま３人、救護所におります。以上です。 

 

えっと、本部内、なるべく声は静かにしてください。本部内、なるべく静粛にお願いします。 

Ｓｖ／ｈで

中性子はまだ未測定です。このデータではまだ中性子のデータは出てきてません。未測定。 

●●さん、●●さん、この後の救援物資のことを考えなければいけないから、頭に入れといてく

柏崎の当社社員、原子炉の●●さんが打撲です。１Ｆの同じく原子炉の●●さん、これが打撲で
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東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

吉田所長

厚生班

高橋フェロー

 

 

官庁連絡班

高橋フェロー

吉田所長

 

吉田所長

１F 

吉田所長

保安班

 

保安班

総務班

保安班

清水社長

 

清水社長

 

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

吉田所長  いいよ。

厚生班  厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

高橋フェロー  あれ－、１Ｆさんさあ、中操と連絡はとれてる？

 とれてる。

 とれてる、ＯＫ。

官庁連絡班  中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

高橋フェロー  ＯＫ。

吉田所長  それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

は自衛隊さんゼロでいいのか。ゼロでいいのな。

 錯綜しているな。

吉田所長  だからそれ現場のそばじゃないでしょ？

  だから、それ、ちゃんと外に言ってないじゃんかよ。

吉田所長  だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

集団が正しいかどうかって問題があんだけどな。はい。

保安班  保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

です。

 ２Ｆ

保安班  まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

総務班  ５ｋｍ

保安班  はい、了解です。

清水社長  ●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

災害取りまとめて。

 はい。

清水社長  データをまとめて整理して、そのうえ報告。

 はい、分かりました。

 あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。

2011 年 3 月 1

 

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

いいよ。 

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

あれ－、１Ｆさんさあ、中操と連絡はとれてる？

とれてる。 

とれてる、ＯＫ。

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

ＯＫ。 

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

は自衛隊さんゼロでいいのか。ゼロでいいのな。

錯綜しているな。

だからそれ現場のそばじゃないでしょ？

だから、それ、ちゃんと外に言ってないじゃんかよ。

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

集団が正しいかどうかって問題があんだけどな。はい。

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

です。 

２Ｆ のモニタリングポストはなんか観測してますか。

まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

５ｋｍ 内に入るなよ。

はい、了解です。

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

災害取りまとめて。

はい。 

データをまとめて整理して、そのうえ報告。

はい、分かりました。

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

あれ－、１Ｆさんさあ、中操と連絡はとれてる？

とれてる、ＯＫ。 

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

は自衛隊さんゼロでいいのか。ゼロでいいのな。

錯綜しているな。 

だからそれ現場のそばじゃないでしょ？

だから、それ、ちゃんと外に言ってないじゃんかよ。

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

集団が正しいかどうかって問題があんだけどな。はい。

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

のモニタリングポストはなんか観測してますか。

まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

内に入るなよ。 

はい、了解です。 

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

災害取りまとめて。 

データをまとめて整理して、そのうえ報告。

はい、分かりました。 

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。
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362 

発言内容

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

あれ－、１Ｆさんさあ、中操と連絡はとれてる？

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

は自衛隊さんゼロでいいのか。ゼロでいいのな。

だからそれ現場のそばじゃないでしょ？ 

だから、それ、ちゃんと外に言ってないじゃんかよ。

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

集団が正しいかどうかって問題があんだけどな。はい。

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

のモニタリングポストはなんか観測してますか。

まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

データをまとめて整理して、そのうえ報告。 

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

あれ－、１Ｆさんさあ、中操と連絡はとれてる？ 

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

は自衛隊さんゼロでいいのか。ゼロでいいのな。 

だから、それ、ちゃんと外に言ってないじゃんかよ。 

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

集団が正しいかどうかって問題があんだけどな。はい。 

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

のモニタリングポストはなんか観測してますか。   

まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

 

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

    

まだ上がってません、上がったらすぐ言うように言ってあります。あと２Ｆ 

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

きりしてませんので、現時点ではけが人１人、未確認が６人といった情報でございます。 

中操は全部連絡がとれて、中操全員無事です。それは、保安院、官邸、連絡済みです。 

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

も南側からモニカー

を北側に走らせていますので、そちらのデータも上がってきたらご連絡します。 

●●さん、本部長、ちょっと。そこでいい、そこでいい、そこで。全体としての１Ｆ 全体の人身

あと誰か広報の人間、会見のほうに行って、会見の情報を上にあげてね。下か。 

 

すいません所長、中操にいる保全部員、３／４号中操ですけどこちらに戻してよろしいですか。 

厚生班ですけれども、発電所との連絡ちょっと錯綜してましたが、え－、現時点の数字としては、

けが人１名、未確認が６名という情報でございまして、社員、あるいは社外者の内訳はまだはっ

 

それはまだ分かんない。推定だな。要するにさ、けが人はちょっと分からないけど、行方不明者

だから、ちょっと変な話しないでくれる？うん、ゼロね。この発電所内でのゼロね。だから、母

保安班からです、現在２Ｆの排気筒における風向は西風です。ですからいったん南に向かって、

え－、２Ｆのほうに行くとさらに西風で海側に流されるっていうのが、今の気象状況です。以上

も南側からモニカー

全体の人身
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11:51 

 

 

11:52 
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 場所

本店 
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１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 
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場所 発言者

復旧班

 

復旧班

吉田所長

復旧班

 

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

広報班

吉田所長

広報班

 

増田所長

石崎部長

増田所長

広報班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  えっと、１Ｆ

 基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

復旧班  けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

し整理できたら正式に報告してください。

吉田所長  了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

いう話で、はい、そこは撤収済み。

復旧班  了解。

 自衛隊撤収済み。

保安班  え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

１９．６

先ほども同じように中性子は０．０１、

下でございます。申し訳ございません。

吉田所長  はい、ありがとう、もう一回言ってください。

保安班  １１

吉田所長  ちょっと待ってね。ガンマが。

保安班  ガンマが１９．６マイクロＳｖ／ｈ中性子が０．０１

吉田所長  さっき間違えたな、これ、さっきもマイクロだな？

保安班  はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

吉田所長  検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

いのね？

保安班  はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。

広報班  すみません、広報班ですけど。

吉田所長  はい、あの本店、聞かれてました？

広報班  はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。

 ２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

増田所長  はい、福島第二増田です。

石崎部長  正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

増田所長  了解。

広報班  はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ

2011 年 3 月 1

 

えっと、１Ｆ さんから、行方不明はなし、それから。

基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

し整理できたら正式に報告してください。

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

いう話で、はい、そこは撤収済み。

了解。 

自衛隊撤収済み。

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

１９．６μＳｖ／ｈ、中性子については０．０１

先ほども同じように中性子は０．０１、

下でございます。申し訳ございません。

はい、ありがとう、もう一回言ってください。

１１ 時４４ 分、まずは正門、正門ガンマが１９．６

ちょっと待ってね。ガンマが。

ガンマが１９．６マイクロＳｖ／ｈ中性子が０．０１

さっき間違えたな、これ、さっきもマイクロだな？

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

いのね？ 

はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。

すみません、広報班ですけど。

はい、あの本店、聞かれてました？

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

はい、福島第二増田です。

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

了解。 

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ
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さんから、行方不明はなし、それから。

基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

し整理できたら正式に報告してください。

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

いう話で、はい、そこは撤収済み。

自衛隊撤収済み。 

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

Ｓｖ／ｈ、中性子については０．０１

先ほども同じように中性子は０．０１、

下でございます。申し訳ございません。

はい、ありがとう、もう一回言ってください。

分、まずは正門、正門ガンマが１９．６

ちょっと待ってね。ガンマが。

ガンマが１９．６マイクロＳｖ／ｈ中性子が０．０１

さっき間違えたな、これ、さっきもマイクロだな？

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。

すみません、広報班ですけど。

はい、あの本店、聞かれてました？

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

はい、福島第二増田です。 

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ
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発言内容

さんから、行方不明はなし、それから。

基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

し整理できたら正式に報告してください。 

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

いう話で、はい、そこは撤収済み。 

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

Ｓｖ／ｈ、中性子については０．０１

先ほども同じように中性子は０．０１、μＳｖ／ｈ以下、中性子はすべて０．０１

下でございます。申し訳ございません。 

はい、ありがとう、もう一回言ってください。

分、まずは正門、正門ガンマが１９．６

ちょっと待ってね。ガンマが。 

ガンマが１９．６マイクロＳｖ／ｈ中性子が０．０１

さっき間違えたな、これ、さっきもマイクロだな？

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。

すみません、広報班ですけど。 

はい、あの本店、聞かれてました？ 

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

さんから、行方不明はなし、それから。 

基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

Ｓｖ／ｈ、中性子については０．０１μＳｖ／ｈ 以下、先ほども申し訳ございません、

Ｓｖ／ｈ以下、中性子はすべて０．０１

はい、ありがとう、もう一回言ってください。 

分、まずは正門、正門ガンマが１９．６μＳｖ／ｈ。

ガンマが１９．６マイクロＳｖ／ｈ中性子が０．０１μＳｖ／ｈ●●。

さっき間違えたな、これ、さっきもマイクロだな？ 

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ
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基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

以下、先ほども申し訳ございません、

Ｓｖ／ｈ以下、中性子はすべて０．０１

Ｓｖ／ｈ。 

Ｓｖ／ｈ●●。 

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、そうです。１１時３７分まったく検出されておりません。 

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

文をもう一度ご披露させていただきます。書画をお願いします。 

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

基本的には爆風でまあ、叩きつけられたって感じで打撲だと思います。これ推定です。 

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

以下、先ほども申し訳ございません、

Ｓｖ／ｈ以下、中性子はすべて０．０１μＳｖ／ｈ以

はい、マイクロです、すみませんでした。同じく中性子は検出されておりません。 

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

２Ｆ、見てますか、２Ｆ。福島第二さん、聞こえてますか。２Ｆ、聞いてますか。 

正式プレス文章をこれから紹介しますんで、それで情報共有してください。了解ですか。 

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ

 

けがした人が救護所に３人、それから行方不明はゼロという連絡を傍受していますから、もう少

了解しました、ただ自衛隊さんはですね、うちの担当が確認した後、あの、どっかに行かれたと

え一、モニタリングポストの結果が出ました。１１時４４分現在、正門付近です、正門付近です。

以下、先ほども申し訳ございません、

Ｓｖ／ｈ以

検出せずって言ったほうが分かりやすいんだけどな。さっきも検出されていないということ、い

はい、あのー、広報班です。福島第二のほうには１Ｆの情報がいってないようですので、プレス

 

はい、それでは始めます。「福島第一原子力発電所３号機付近での発煙発生について、本日午前

１１時０１分頃、３号機原子炉建屋で大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こ

した可能性が考えられます。パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えてお

りますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。プ
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 場所

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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場所 発言者

石崎部長

増田所長

石崎部長

増田所長

吉田所長

石崎部長

１Ｆ 

総務班

広報班

厚生班

清水社長

保安班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

石崎部長  ２Ｆ

増田所長  ２Ｆ増田です。

石崎部長  はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。

増田所長  了解しました。

吉田所長  はい、了解しました。

石崎部長  県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。

  はい、了解。

総務班  オフサイトセンター●●さん、電話ＯＫ

広報班  すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

厚生班  え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

清水社長  メモ、●●さん、作ってくれる？メモで。

保安班  お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

て測定が終わりしだい移動します。

吉田所長  はい、あれ、本店さん、本店さん、福島第一です。

復旧班  はい、本店です。

吉田所長  １１時３７分、ぼく、ニュートロン、中性子０．０１

ｖ／ｈ

復旧班  了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。

吉田所長  検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。

復旧班  はい、了解、そのようにします。

吉田所長  それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

しているエリアそのものなんで、いま行けません。

2011 年 3 月 1

 

ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

２Ｆ の●●、聞こえますか。

２Ｆ増田です。 

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。

了解しました。 

はい、了解しました。

県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。

はい、了解。 

オフサイトセンター●●さん、電話ＯＫ

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

メモ、●●さん、作ってくれる？メモで。

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

て測定が終わりしだい移動します。

はい、あれ、本店さん、本店さん、福島第一です。

はい、本店です。

１１時３７分、ぼく、ニュートロン、中性子０．０１

ｖ／ｈ で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。

検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。

はい、了解、そのようにします。

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

しているエリアそのものなんで、いま行けません。
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ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

の●●、聞こえますか。 

 

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。

 

はい、了解しました。 

県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。

オフサイトセンター●●さん、電話ＯＫ

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

メモ、●●さん、作ってくれる？メモで。

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

て測定が終わりしだい移動します。

はい、あれ、本店さん、本店さん、福島第一です。

はい、本店です。 

１１時３７分、ぼく、ニュートロン、中性子０．０１

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。

検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。

はい、了解、そのようにします。

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

しているエリアそのものなんで、いま行けません。
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発言内容

ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

 

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。

県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。

オフサイトセンター●●さん、電話ＯＫ です。

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

メモ、●●さん、作ってくれる？メモで。 

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

て測定が終わりしだい移動します。 

はい、あれ、本店さん、本店さん、福島第一です。

１１時３７分、ぼく、ニュートロン、中性子０．０１

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。

検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。

はい、了解、そのようにします。 

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

しているエリアそのものなんで、いま行けません。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。

県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。

です。 

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

はい、あれ、本店さん、本店さん、福島第一です。 

１１時３７分、ぼく、ニュートロン、中性子０．０１ ミリと言ったのは間違いで、０．０１

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。

検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

しているエリアそのものなんで、いま行けません。 
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ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

ろしく頼みますね。これは１Ｆも同じです。よろしくお願いします。 

県は本店、福島事務所でやりますから、よろしく頼みます。以上です。 

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

ミリと言ったのは間違いで、０．０１

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

今後は中性子束を検出せずと、そういうふうに表現したほうがいいですか。 

検出されずのほうがいいんだろう。これから検出されずにしましょう。 

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下
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ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ

圏内で３病院と３介護施設に職員と患者ら計７４６人が取り残されている」。以上です。 

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。

お知らせします。お知らせします。国のほうから３号機を中心として南側５ｋｍ には立ち入り禁

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

ミリと言ったのは間違いで、０．０１

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

 

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下

 

ラントの作業員が負傷したこと確認しております。現在、救急車を要請中です。今後、関係機関

と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに引き続き周辺環境モニタリングを継続し

て監視してまいります」。以上、え－、発表文は１１時５０分頃としております。本社１階プレ

スルームでこちらのほう説明することになっています。以上です。失礼しました。本社の説明者

ですが、小森常務、原子力●●、●●、それから、広報部●●が同席させていただく予定です。 

はい、２Ｆの増田所長、自治体への、自治体への説明はサイトでお願いせざるを得ませんのでよ

すいません、広報部です、もう１件、報道状況をご連絡させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。え－、時事通信の発信です。「１１時３０分発信、東電は１１時１５分現在、

３号機の格納容器と圧力容器は健全と発表した。福島県によると、福島第一原発の半径２０ｋｍ 

 

え一、厚生班でございますが、え－、今回の爆発の際に受けました負傷者でございますが、現時

点では３名、え－、打撲いずれも打撲、社員２名、協力会社１名、意識はあるという情報でござ

います。繰り返します。え－、今回のやつの負傷者３名、打撲でございまして、社員２名、協力

会社１でございます。未確認で、あの一、自衛隊の方が未確認という情報もございますが、随時

確認中でございますので、これはまた数字が動くと思いますので、今回は控えます。以上です。 

には立ち入り禁

止の指示が出ました。測定に対しては徐々に攻めるようにということです。一応、風下に向かっ

ミリと言ったのは間違いで、０．０１μＳ

で訂正してくださいね。１１時３７分のやつ、要するに検出限界以下ということなんで。 

了解、はい。今後はどうしますか。検出せずにしますか。検出せずと書いたほうがいいですか。

それからですね、あの、官邸からご指示のあった３号機の流量を下げる操作と、それから１号機

の注入量を見る操作はですね、ちょうど、あの一、３号機のピットの所ですから、爆発物が落下
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場所 発言者

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

官庁連絡班

吉田所長

高橋フェロー

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班
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復旧班
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復旧班
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ＯＳＣ

吉田所長

高橋フェロー

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  はい、しょうがないでしょ。

吉田所長  ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

高橋フェロー  了解。

官庁連絡班  え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

そうです。

吉田所長  はい、了解いたしました。

高橋フェロー  あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

Ｋ、ＯＫ、うん。そういうこと。

復旧班  え－、福島第一さん、確認です。

吉田所長  はい。

復旧班  あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

ういうことです。

吉田所長  はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。

復旧班  はい、不明確ということですね。

吉田所長  うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。

復旧班  はい、そういうことですね。状況は変わっていない。

吉田所長  ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。

復旧班  はい、分かりました。

高橋フェロー  いまさあ、吉田君、１号じゃなくて。

ＯＳＣ  すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

のほうで指示をお願いします。以上です。

吉田所長  保安班、大丈夫、はい。

高橋フェロー  《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。

ＯＳＣ  はい、●●です。

復旧班  その救急車はいま発動したんですね。
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はい、しょうがないでしょ。

ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

了解。 

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

そうです。 

はい、了解いたしました。

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

Ｋ、ＯＫ、うん。そういうこと。

え－、福島第一さん、確認です。

はい。 

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

ういうことです。

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。

はい、不明確ということですね。

うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。

はい、そういうことですね。状況は変わっていない。

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。

はい、分かりました。

いまさあ、吉田君、１号じゃなくて。

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

のほうで指示をお願いします。以上です。

保安班、大丈夫、はい。

《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。

はい、●●です。

その救急車はいま発動したんですね。
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はい、しょうがないでしょ。 

ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

はい、了解いたしました。 

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

Ｋ、ＯＫ、うん。そういうこと。

え－、福島第一さん、確認です。

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

ういうことです。 

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。

はい、不明確ということですね。

うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。

はい、そういうことですね。状況は変わっていない。

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。

はい、分かりました。 

いまさあ、吉田君、１号じゃなくて。

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

のほうで指示をお願いします。以上です。

保安班、大丈夫、はい。 

《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。

はい、●●です。 

その救急車はいま発動したんですね。
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362 

発言内容

 

ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

Ｋ、ＯＫ、うん。そういうこと。 

え－、福島第一さん、確認です。 

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。

はい、不明確ということですね。 

うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。

はい、そういうことですね。状況は変わっていない。

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。

いまさあ、吉田君、１号じゃなくて。 

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

のほうで指示をお願いします。以上です。 

《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。

その救急車はいま発動したんですね。 
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発言内容 

ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。

うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。

はい、そういうことですね。状況は変わっていない。 

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。
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ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

洗ビットのとこだから、あそこは引き上げてきたとこだから。 

うん、そこ、計器の指示値という意味ではいま読めませんってことです。 

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

機はプラントの運転状態に大きな変化はないと。１時間でですね、はい。 

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

《電話》それはいま、伸ばさざるを得ないということになっています。 
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ということで、その宿題はいますぐに果たせないということで、ご連絡お願いします。 

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

 

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

 

すいません、オフサイトセンター●●です。急ぎです、急ぎです。救急車を１Ｆ のほうで派遣さ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場

 

え一と、保安院から先ほどの、えっと、南５ｋｍに近づかないことの詳細です。３号を中心に南

側５ｋｍに近づかないこと。その南の遠目からのサーベイは慎重に行なうこと、そういう指示だ

あれ、保安班さあ、あの会見の時にその５ｋｍっていう絵いらないか、小森さんの会見の時に。

うん、そうそうそう。あのこういうふうに攻めていきますっていう、ここは立ち入り禁止でしょ、

５ｋｍって。その絵をさあ、小森さんのその記者会見の時に必要になるんじゃないか。うん。Ｏ

あの、保安院からの質問で、え－と、原子炉への注入は引き続き行なわれているのか否かと、こ

はい、あのそれも、だから、そうそう計器が付いているのはちょうどピットのとこですから、逆

ただし、プラントの運転状況を見るとパラメータに大きな変化はないと言っていいのかな。１号

のほうで派遣さ

れていると思いますが、いま５ｋｍ以内立ち入り禁止というところを人命救助優先と、救急車の

発動をご決断いただきました。ついては１台につき、１台につき２名の放管員を同乗させるよう

に要求が出ておりますので、そちらのほうの対応をよろしくお願いします。１名につき２名の保

安対応をお願いいたします。え－、どちらのほうで保安班の方が対応されるかを、指示を、現場
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勝俣会長
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発言者  

ＯＳＣ  救急車のほうは３台そちらのほうに向かっておりますので。

 向かっている。了解、ありがとう。

  ３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

  緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

ろにお集まりになっていただけるようご協力を願います。

保安班  え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

さい。よろしくお願いします。

保安班  保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

という評価をしています。えっと、ですので、今回も２％

以上です。

高橋フェロー  《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。

 了解。

清水社長  《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

としっかり整理してまとめてみて。

高橋フェロー  １号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

清水社長  それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか

勝俣会長  あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。

 《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０

７

高橋フェロー  あれ、●●君さぁ、●●君、

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。

復旧班  え一、福島第一さん。

  はい。

復旧班  あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

ます。

  はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

復旧班  はいどうぞ。

  え－と、１２時現在のパラメータです。
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救急車のほうは３台そちらのほうに向かっておりますので。

向かっている。了解、ありがとう。

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

ろにお集まりになっていただけるようご協力を願います。

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

さい。よろしくお願いします。

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

という評価をしています。えっと、ですので、今回も２％

以上です。 

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。

了解。 

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

としっかり整理してまとめてみて。

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか

あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。

《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０

７ の間は無音》

あれ、●●君さぁ、●●君、

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。

え一、福島第一さん。

はい。 

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

ます。 

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

はいどうぞ。 

え－と、１２時現在のパラメータです。
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救急車のほうは３台そちらのほうに向かっておりますので。

向かっている。了解、ありがとう。

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

ろにお集まりになっていただけるようご協力を願います。

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

さい。よろしくお願いします。

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

という評価をしています。えっと、ですので、今回も２％

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

としっかり整理してまとめてみて。

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか

あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。

《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０

の間は無音》 

あれ、●●君さぁ、●●君、 

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。

え一、福島第一さん。 

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

え－と、１２時現在のパラメータです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

救急車のほうは３台そちらのほうに向かっておりますので。

向かっている。了解、ありがとう。 

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

ろにお集まりになっていただけるようご協力を願います。

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

さい。よろしくお願いします。 

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

という評価をしています。えっと、ですので、今回も２％

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

としっかり整理してまとめてみて。 

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか

あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。

《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０

 あのもう爆発から１時間経ったんで、もう一回パラメータを１号

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

え－と、１２時現在のパラメータです。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

救急車のほうは３台そちらのほうに向かっておりますので。 

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

ろにお集まりになっていただけるようご協力を願います。 

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

という評価をしています。えっと、ですので、今回も２％ 放出で再評価してみたいと思います。

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか

あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。

《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０

あのもう爆発から１時間経ったんで、もう一回パラメータを１号

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％

放出で再評価してみたいと思います。

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

く現場行って確認するようにしますけど－ｒ。はい、よろしく。 

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね

それ、１号だろ。そのためにはね、どういう手立て考えなきゃいけないのか 

あのさあ２はさあ、もう注水の準備できあがってるんだっけ＝。 

《本店画面：勝俣会長、清水社長らの会話の映像が映るが１２：０２：５０ 

あのもう爆発から１時間経ったんで、もう一回パラメータを１号

機、２号機、３号機をさあ、ちょっと現場に確認してもらえないかな。 

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

保安班●●です。被曝評価ですけども、１号機の爆発の時にソースタームの２％ ほど放出された

放出で再評価してみたいと思います。

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

ょっと１号機も水を送らなければなりませんから、その判断もやらなくちゃなりませんね 

 

 から１２：０３：４

あのもう爆発から１時間経ったんで、もう一回パラメータを１号

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い

はい、分かりました。え－とそれではですね、まず１号から、よろしいですか。 

 

３号機に新たな負傷者がありそうで、いま救出に向かっているという情報が入ってきました。 

緊対室内にいる企業さんの放管さんにお願いします。大変申し訳ございませんが、保安班のとこ

え一と、保安班から連絡です。保安班から連絡します。外から入ってこられた方で、サーベイを

受けられずにですね、入ってこられた方が、３０名程いるそうです。申し訳ありませんが、サー

ベイを受けていない方は、もう一回、２階に下りて、あっ、１階に下りてサーベイを受けてくだ

ほど放出された

放出で再評価してみたいと思います。

《電話》そうです。－－テレビだけ見ると南南西かな；。まだ分からないです；。ちょっとね。

１号、２号、３号＝。分かったらまた連絡します。けが人の問題とか色々あるのよ、なるべく早

《本店画面：清水社長が立ち上がり、腰に手をあてながら発言》それで……、あと残りの号機の

４．５，６あのそれがどうなっているのかをしっかり、いまの現状がどうなっているか、ちょっ

１号、２号、３号のパラメータをまず見て、それから現場で注水しているかを見て、このあとち

 

から１２：０３：４

あのもう爆発から１時間経ったんで、もう一回パラメータを１号

あのまだ少しバタバタしているかもしれませんけれども、え－と爆発から１時間経ちましたので、

え－、現時点での１号、２号、３号のパラメータについてひととおり整理をお願いしたいと思い
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12:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:06 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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場所 発言者

復旧班

１F 

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  はい。

  原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

水位計は？

  はいセンチです。

復旧班  センチ。

  え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

２７５。ドライウェルの圧力は＝。はい、はい。

復旧班  ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

０３６

  Ｏ．２７５。

復旧班  ２７５。はい、それから。

  ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

ドライウエル側が１．２３×１０２。

復旧班  １．２３×１０

  はい、２

復旧班  ２乗ね、はい。単位は？

  サブチャン側が２．６４×１０１

復旧班  ２．６４×１０１、単位は？

  はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？

復旧班  Ｓｖ／ｈ、はい、どうぞ。

  ●●さん、引き続いて、その２号機読んでくれます？

発電班  え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

復旧班  はい、どうぞ。

発電班  え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

復旧班  ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

発電班  はい。十３４００

復旧班  はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。

発電班  そうです。

2011 年 3 月 1

 

はい。 

原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

水位計は？ 

はいセンチです。

センチ。 

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

２７５。ドライウェルの圧力は＝。はい、はい。

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

０３６ から、Ｂ

Ｏ．２７５。 

２７５。はい、それから。

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

ドライウエル側が１．２３×１０２。

１．２３×１０ 

はい、２ 乗。 

２乗ね、はい。単位は？

サブチャン側が２．６４×１０１

２．６４×１０１、単位は？

はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？

Ｓｖ／ｈ、はい、どうぞ。

●●さん、引き続いて、その２号機読んでくれます？

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

はい、どうぞ。 

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

はい。十３４００

はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。

そうです。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

はいセンチです。 

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

２７５。ドライウェルの圧力は＝。はい、はい。

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

から、Ｂ が零点？ 

２７５。はい、それから。 

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

ドライウエル側が１．２３×１０２。

 の？ 

 

２乗ね、はい。単位は？ 

サブチャン側が２．６４×１０１

２．６４×１０１、単位は？ 

はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？

Ｓｖ／ｈ、はい、どうぞ。 

●●さん、引き続いて、その２号機読んでくれます？

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

 

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

はい。十３４００ と十３４００

はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

２７５。ドライウェルの圧力は＝。はい、はい。

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

ドライウエル側が１．２３×１０２。 

サブチャン側が２．６４×１０１ 

 単位？ 

はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？

●●さん、引き続いて、その２号機読んでくれます？

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

と十３４００ です。 

はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

２７５。ドライウェルの圧力は＝。はい、はい。 

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？

●●さん、引き続いて、その２号機読んでくれます？ ２号の１２時。

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

はい、単位は、え－と、ちょっと見えない、シートノミーアワー？ Ｓｖ／ｈ。

２号の１２時。 

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

はい、これはあれですか、あの１号の－８０の基点と同じとしてですね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

原子炉水位Ａ、一１８０、原子炉水位Ｂ、一１７５、これ、単位はえ－と１号はｃｍ かな。これ？

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

ちょっと待って、０．０３、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、炉圧のＡ が０．

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－

Ｓｖ／ｈ。 

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。

え－、２号の原子炉水位は、燃料域、十３４００、前から少し下がり傾向です。 

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。

 

 

かな。これ？ 

え－、はいはい。●●さん、どいてくれる？悪い悪い。炉圧のＡ、０．０３６、炉圧のＢ、０．

が０．

ドライウェル圧力、ダウンスケール、サブチャンの圧力、ダウンスケール、で、ＣＡＭＳ、え－ と、

え一と、事象あってからの２回目の１２時、え－、事象発生から約１時間後のデータです。 

ちょっと待ってね、原子炉の水位は、えっと、Ａ系、Ｂ系２つあるはずですけれども、それが。 



 

時刻 

 

 

 

12:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:08 

 

12:09 
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 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

復旧班

復旧班

発電班

 

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。

発電班  あっ、今の話は２号のほうです。

復旧班  ２号のミリですね。

発電班  １号からもう一度いきますか。

復旧班  １

発電班  ミリメーターです。

復旧班  はい、了解。つぎ、圧力。

発電班  えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。

復旧班  メガパスカルなんだ。はい。

発電班  Ｂ、６．００８、同じ値です。

復旧班  はい、了解。

発電班  ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

です。

復旧班  会見始まります。

復旧班  会見始まるから＝。

復旧班  ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

ん一日中断させてください。

発電班  分かりました。

 会見が始まります。

保安班  サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

６２．３

／ｈ、中性子検出されず、です。以上です。

吉田所長  え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。

保安班  はい。

吉田所長  え一、６２．４

保安班  ６２．３。

吉田所長  ６２．３。

保安班  μ

2011 年 3 月 1

 

了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。

あっ、今の話は２号のほうです。

２号のミリですね。

１号からもう一度いきますか。

１ 号はいいです。－１８０ｃｍ

ミリメーターです。

はい、了解。つぎ、圧力。

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。

メガパスカルなんだ。はい。

Ｂ、６．００８、同じ値です。

はい、了解。 

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

です。 

会見始まります。

会見始まるから＝。

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

ん一日中断させてください。

分かりました。 

会見が始まります。

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

６２．３μＳｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０

／ｈ、中性子検出されず、です。以上です。

え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。

はい。 

え一、６２．４μ

６２．３。 

６２．３。 

μＳｖ／ｈです。中性子検出されず。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。

あっ、今の話は２号のほうです。

２号のミリですね。 

１号からもう一度いきますか。

号はいいです。－１８０ｃｍ

ミリメーターです。 

はい、了解。つぎ、圧力。 

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。

メガパスカルなんだ。はい。 

Ｂ、６．００８、同じ値です。

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

会見始まります。 

会見始まるから＝。 

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

ん一日中断させてください。 

 

会見が始まります。 

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

Ｓｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０

／ｈ、中性子検出されず、です。以上です。

え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。

μＳｖ／ｈ ？ 

Ｓｖ／ｈです。中性子検出されず。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。

あっ、今の話は２号のほうです。 

１号からもう一度いきますか。 

号はいいです。－１８０ｃｍ と２ 号は十３４０ｍｍ

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。

 

Ｂ、６．００８、同じ値です。 

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

 

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

Ｓｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０

／ｈ、中性子検出されず、です。以上です。 

え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。

 

Ｓｖ／ｈです。中性子検出されず。 
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発言内容 

了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。

号は十３４０ｍｍ ですね。

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

Ｓｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０

 

え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。
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了解。３４００ｃｍ、えっ、こっちはミリだな。ミリだな、はい。 

ですね。 

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

認します。原子炉圧力ですけれども、６．００８Ｍｐａ、Ａ。 

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

Ｓｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０

え一と、ごめんなさい。１２時０４分モニタリングポスト７の近辺ね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

Ｓｖ／ｈ。繰り返します、え－、場所はＭＰ７付近１２時０４分、６２．３０μ

 

えっと、ちょっとワイドレンジが横バーで、前はオーバースケールだったんですが、ちょっと確

ドライウェル圧力は０．４６Ｍｐａ［ａｂｓｌ、サブチャン圧力が０．４８５Ｍｐａ｛ａｂｓ］

ちょっととめますか。じやあ、ちょっととめますか。ちょっととめましょう。じやあ、すいませ

サイト、保安班より連絡いたします。ＭＰ、１２時０４分、ＭＰ７付近、ＭＰ７付近でガンマが

μＳｖ



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

12:10 

 

 

 

 

12:09 

 

 

12:11 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

１Ｆ 

保安班

吉田所長

広報班

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

吉田所長

清水社長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

 

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

たということで、いい？

保安班  はい、そうです。

吉田所長  で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

保安班  まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

吉田所長  はい、了解。

  これ音声入るの？音声入るの？

保安班  保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

吉田所長  了解。

広報班  広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

く浪江は津島支所●●整えました。

吉田所長  はい。

ＯＳＣ  すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

電話が入っております。

ＯＳＣ  ちょっと電話で確認します。

  保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

します。

吉田所長  はい、お願いいたします。

清水社長  ●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班  医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。

吉田所長  はい。

医療班  先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

ーの運転手の●●さん、この３人が軽傷でございます。

吉田所長  軽傷？

医療班  はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

 広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

ので、はい。

清水社長  それ早く。

2011 年 3 月 1

 

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

たということで、いい？

はい、そうです。

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

はい、了解。 

これ音声入るの？音声入るの？

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

了解。 

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

く浪江は津島支所●●整えました。

はい。 

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

電話が入っております。

ちょっと電話で確認します。

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

します。 

はい、お願いいたします。

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。

はい。 

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

ーの運転手の●●さん、この３人が軽傷でございます。

軽傷？ 

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

ので、はい。 

それ早く。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

たということで、いい？ 

はい、そうです。 

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

これ音声入るの？音声入るの？

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

く浪江は津島支所●●整えました。

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

電話が入っております。 

ちょっと電話で確認します。 

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

はい、お願いいたします。 

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

ーの運転手の●●さん、この３人が軽傷でございます。

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

これ音声入るの？音声入るの？ ８番。７番？

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

く浪江は津島支所●●整えました。 

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

 

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

ーの運転手の●●さん、この３人が軽傷でございます。

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

８番。７番？ 

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

ーの運転手の●●さん、この３人が軽傷でございます。 

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。

医療班ですが、現状でのけが人の確定数について報告します。 

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。

まだ、あの、え－と、少なくともあの辺で上昇してる傾向は見られませんということで。 

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

ことで、え－、南側の半分位になっています。中性子検出されず、です。以上です。 

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

●●さん、あれ正しいの？ちょっとフォローして。フォローして。●●のフォローして。 

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません

 

で、こうするとデータ的に言うと１１時３７分、１１時４４分、１２時０４分、３つデータ揃っ

で、そのデータを見る限り爆発前後を見たときに有意な大きい変化はないと見ていいですか。 

 

保安班から連絡します。建屋周り、この免震棟周りの線量ですが、南側の壁の付近が６ｍｓｖ／

ｈ、中性子は検出されず。それから入り口側、要は北側ですが、ここは大体３ｍｓｖ／ｈという

広報班です。え－、首長への説明の手配つきました。大熊は●●と●●さんで行ってもらいます。

いま田村の体育館におります。で双葉はですね、川俣の分宿所におりまして県庁から●●で同じ

すいません。本店さん、本店さん、オフサイトセンターですが、ちょっと保安院さんから確認の

保安班より連絡します。先ほど救急車の放射線管理員について＝。アトックスさんの放射線管理

員５名、●●さん１名、当社社員でございます。当社社員１名、企業さん５名で６名で分担いた

 

先ほど報告した３名に加え、総務グループの●●さん、建築グループの●●さん、タンクローリ

はい、軽傷です。はい、全員とも歩けるという状況です。この６名をですね、救急車３台で＝。 

広報班からは入れてありますので現時点では負傷者６名になっておりまして、不明者はいません



 

時刻 

 

 

 

 

 

12:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:22 

 

 

 

 

12:13 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

 

総務班

１Ｆ 

医療班

１Ｆ 

医療班

１Ｆ 

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

吉田所長

１Ｆ 

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

 広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

総務班  メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井

  すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

社員３名、作業員３名でいいですか、今のは。

医療班  え一と、社員が４名ですね。

  社員４名。

医療班  社員４名、協力企業さん２名です。

  ２名、ちなみに自衛隊の方は分かってないという？

医療班  自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。

吉田所長  ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？

あれだろう、６名だろ。

医療班  社員が４名です。

吉田所長  社員が５名じゃないの。

医療班  社員が４。

吉田所長  だって、●●、●●、●●。

医療班  ごめんなさい。５名です。

吉田所長  ５名だろ。

吉田所長  だから、うちの当社社員５人がけがしたんでしょ。

  だって、ちとせ商会ってこれ＝。

医療班  やっぱ４名です。社員４名の協力会社２名です。

吉田所長  え？

医療班  はい。

吉田所長  ちょっともういっぺん、どこの誰か確認してくれる？

医療班  確認します、確認します、確認します。

吉田所長  はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。

医療班  あっ、やっぱり社員が４名、企業さん２人です。

吉田所長  で、じゃ、社員４名の名前、言ってください。

2011 年 3 月 1

 

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

社員３名、作業員３名でいいですか、今のは。

え一と、社員が４名ですね。

社員４名。 

社員４名、協力企業さん２名です。

２名、ちなみに自衛隊の方は分かってないという？

自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。

ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？

あれだろう、６名だろ。

社員が４名です。

社員が５名じゃないの。

社員が４。 

だって、●●、●●、●●。

ごめんなさい。５名です。

５名だろ。 

だから、うちの当社社員５人がけがしたんでしょ。

だって、ちとせ商会ってこれ＝。

やっぱ４名です。社員４名の協力会社２名です。

え？ そうなの？

はい。 

ちょっともういっぺん、どこの誰か確認してくれる？

確認します、確認します、確認します。

はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。

あっ、やっぱり社員が４名、企業さん２人です。

で、じゃ、社員４名の名前、言ってください。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

社員３名、作業員３名でいいですか、今のは。

え一と、社員が４名ですね。 

社員４名、協力企業さん２名です。

２名、ちなみに自衛隊の方は分かってないという？

自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。

ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？

あれだろう、６名だろ。 

社員が４名です。 

社員が５名じゃないの。 

だって、●●、●●、●●。 

ごめんなさい。５名です。 

だから、うちの当社社員５人がけがしたんでしょ。

だって、ちとせ商会ってこれ＝。

やっぱ４名です。社員４名の協力会社２名です。

そうなの？ 

ちょっともういっぺん、どこの誰か確認してくれる？

確認します、確認します、確認します。

はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。

あっ、やっぱり社員が４名、企業さん２人です。

で、じゃ、社員４名の名前、言ってください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

社員３名、作業員３名でいいですか、今のは。

 

社員４名、協力企業さん２名です。 

２名、ちなみに自衛隊の方は分かってないという？

自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。

ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？

 

だから、うちの当社社員５人がけがしたんでしょ。

だって、ちとせ商会ってこれ＝。 

やっぱ４名です。社員４名の協力会社２名です。

ちょっともういっぺん、どこの誰か確認してくれる？

確認します、確認します、確認します。 

はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。

あっ、やっぱり社員が４名、企業さん２人です。

で、じゃ、社員４名の名前、言ってください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

社員３名、作業員３名でいいですか、今のは。 

２名、ちなみに自衛隊の方は分かってないという？ 

自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。

ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？

だから、うちの当社社員５人がけがしたんでしょ。 

やっぱ４名です。社員４名の協力会社２名です。 

ちょっともういっぺん、どこの誰か確認してくれる？ 

はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。

あっ、やっぱり社員が４名、企業さん２人です。 

で、じゃ、社員４名の名前、言ってください。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

メモ入れろ、までいきましょう。、メモ入れろ、まで。松井、松井 

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

自衛隊はですね、もうすでに退避したという情報があります。 

ちょっと待って、いま言ってるデータ、何のこと言ってるの？ ちょっと待って、社員は、社員は

はい。ちょっと確定して言ってくれ。さっき言ってることと違うよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

ちょっと待って、社員は、社員は

 

広報には連絡済みでございますので、はい。戻ってきております。以上です＝。はい、了解＝。 

すいません、すいません、今のなんですけど、すいません、医療班にもう一度確認なんですけど、

ちょっと待って、社員は、社員は



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:14 

 

 

 

 

12:15 

 

 

 

12:16 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

医療班

吉田所長

１Ｆ 

医療班

吉田所長

発話場所不

非公開> 
 

警備誘導班

吉田所長

１F 

広報班

高橋フェロー

広報班

 

広報班

 

広報班

 

広報班

勝俣会長

テレビ会議 2011

 

発言者  

医療班  はい。社員がですね、柏崎、●●さん。

吉田所長  ＫＫ、●●さん。

医療班  はい。それから１Ｆの原子炉の●●さん。

吉田所長  ●●さん、はい。

医療班  はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。

吉田所長  建築、●●。はい、それで協力企業さんは？

  社員２，協力企業４？

医療班  え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

●さん。これが協力企業２名です。以上６名です。

吉田所長  はい、分かりました。はい、了解。

 ６，６。

警備誘導班  警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

吉田所長  はい、了解。

  ３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

る人がいるという情報があります。

広報班  広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

画をご覧ください。

高橋フェロー  おい、書画切り替えてください。

広報班  ＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

グポストＭＰ６付近の測定値は２０

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

しければ、このまず下のほうにもしたいと思います。

 ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

のは、一番左、要らないんじゃないですか。

広報班  承知しました。

 さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。

広報班  あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

 そうすると、それは、口頭でフォローするんですね。

広報班  っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。

勝俣会長  ●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな

2011 年 3 月 1

 

はい。社員がですね、柏崎、●●さん。

ＫＫ、●●さん。

はい。それから１Ｆの原子炉の●●さん。

●●さん、はい。

はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。

建築、●●。はい、それで協力企業さんは？

社員２，協力企業４？

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

●さん。これが協力企業２名です。以上６名です。

はい、分かりました。はい、了解。

６，６。 

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

はい、了解。 

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

る人がいるという情報があります。

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

画をご覧ください。

おい、書画切り替えてください。

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

グポストＭＰ６付近の測定値は２０

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

しければ、このまず下のほうにもしたいと思います。

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

のは、一番左、要らないんじゃないですか。

承知しました。 

さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

そうすると、それは、口頭でフォローするんですね。

っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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はい。社員がですね、柏崎、●●さん。

ＫＫ、●●さん。 

はい。それから１Ｆの原子炉の●●さん。

●●さん、はい。 

はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。

建築、●●。はい、それで協力企業さんは？

社員２，協力企業４？ 

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

●さん。これが協力企業２名です。以上６名です。

はい、分かりました。はい、了解。

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

る人がいるという情報があります。

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

画をご覧ください。 

おい、書画切り替えてください。

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

グポストＭＰ６付近の測定値は２０

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

しければ、このまず下のほうにもしたいと思います。

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

のは、一番左、要らないんじゃないですか。

 

さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

そうすると、それは、口頭でフォローするんですね。

っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

はい。社員がですね、柏崎、●●さん。 

はい。それから１Ｆの原子炉の●●さん。 

はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。

建築、●●。はい、それで協力企業さんは？ 

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

●さん。これが協力企業２名です。以上６名です。

はい、分かりました。はい、了解。 

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

る人がいるという情報があります。 

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

おい、書画切り替えてください。 

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

グポストＭＰ６付近の測定値は２０μＳｖ／ｈです。引き続き関係機関と協調して安全の確保に

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

しければ、このまず下のほうにもしたいと思います。

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

のは、一番左、要らないんじゃないですか。 

さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

そうすると、それは、口頭でフォローするんですね。

っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな
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発言内容 

はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。

 

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

●さん。これが協力企業２名です。以上６名です。 

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

Ｓｖ／ｈです。引き続き関係機関と協調して安全の確保に

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

しければ、このまず下のほうにもしたいと思います。 

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

 

さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

そうすると、それは、口頭でフォローするんですね。 

っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな
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はい。あと総務グループの●●さん、建築グループの●●さん。 

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

Ｓｖ／ｈです。引き続き関係機関と協調して安全の確保に

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

さっき行方不明７が出ちやってますけど、それはいいんですか。 

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。

っ、はい、そうですね。今後の調査で出てくる可能性がありますので。 

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな
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え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

警備誘導班より報告します。え－、救急車の誘導車両、正門に到着しました。 

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

Ｓｖ／ｈです。引き続き関係機関と協調して安全の確保に

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

あっ、あの、行方不明７はですね、見つかったということ、下では訂正され＝。 

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな

 

え一と、協力企業さんが、え－と、ちとせ商会の●●さんと、タンクローリー運転されていた●

３号のピットから逃げるときに見た人が一番最後。ホースがちょっと破れたというのを言ってい

広報班から第２報の準備をいたしましたので、ご説明します。よろしいでしょうか。ちょっと書

＝お知らせ済みです。「午後０時現在、当社社員４名、協力会社作業員等２名が負傷。いずれも

意識はあり、負傷しているため、現在救急車を要請中です。午前１１時４４分現在、モニタリン

Ｓｖ／ｈです。引き続き関係機関と協調して安全の確保に

全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリングを継続して監視してまいります」。よろ

ちょっと、お知らせ済みのほうになっちゃってんですけど、上から３行、４行目、「今後」って

●●君、このモニタリングポストの数値がさ、どういう意味を持ってるのか、まったく分かんな
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発言者  

いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。

 せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

加できれば、ぜひ、うん。はい。

  １１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。

 すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。

保安班  モニタリングポストの３、４

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

ＯＳＣ  すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

センターから確認させてください。

 はい、オフサイトセンター、どうぞ。

ＯＳＣ  重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。

 いないね？

 当社確認分ではありません。

ＯＳＣ  現状なしということ、いいですか。

 いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

せん。自衛隊は６人おりました。１Ｆ

へりが必要な人。

  ＝

 ここ１週間では変動なしでいいですね。１Ｆ

吉田所長  元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

ら。

復旧班  有意な変動なし？

吉田所長  はい。

復旧班  大きな変動なしだ。

吉田所長  そう。

復旧班  はい、ＯＫ

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ

吉田所長  ちょっと何言った？

  ヘリコプターが必要な人はいません。
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いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

加できれば、ぜひ、うん。はい。

１１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。

すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。

モニタリングポストの３、４

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

センターから確認させてください。

はい、オフサイトセンター、どうぞ。

重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。

いないね？ 

当社確認分ではありません。

現状なしということ、いいですか。

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

せん。自衛隊は６人おりました。１Ｆ

へりが必要な人。

＝ てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。

ここ１週間では変動なしでいいですね。１Ｆ

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

ら。 

有意な変動なし？

はい。 

大きな変動なしだ。

そう。 

はい、ＯＫ です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ

ちょっと何言った？

ヘリコプターが必要な人はいません。
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いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

加できれば、ぜひ、うん。はい。

１１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。

すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。

モニタリングポストの３、４ 番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

センターから確認させてください。

はい、オフサイトセンター、どうぞ。

重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。

当社確認分ではありません。 

現状なしということ、いいですか。

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

せん。自衛隊は６人おりました。１Ｆ

へりが必要な人。 

てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。

ここ１週間では変動なしでいいですね。１Ｆ

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

有意な変動なし？ 

大きな変動なしだ。 

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ

ちょっと何言った？ 

ヘリコプターが必要な人はいません。
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発言内容

いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

加できれば、ぜひ、うん。はい。 

１１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。

すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。

番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

センターから確認させてください。 

はい、オフサイトセンター、どうぞ。 

重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。

 

現状なしということ、いいですか。 

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

せん。自衛隊は６人おりました。１Ｆ は以上ですか、１Ｆさん。優先順位３つ。第一にけが人で

てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。

ここ１週間では変動なしでいいですね。１Ｆ さん、変動なしでいいですね？

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ

ヘリコプターが必要な人はいません。 
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発言内容 

いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

１１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。

すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。

番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

は以上ですか、１Ｆさん。優先順位３つ。第一にけが人で

てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。

さん、変動なしでいいですね？

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ
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いだろ。上がったのか下がったのか、そこを少し入れたらどうなんだよ。 

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

１１時３７分については、当初、え－と、最悪を予想して＝。 

すいません。自衛隊の方は構内にいるのかどうか分かりますか。 

番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

重病人でヘリが必要な人はいますか。ヘリが必要な人はいますか。 

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

は以上ですか、１Ｆさん。優先順位３つ。第一にけが人で

てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。

さん、変動なしでいいですね？

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

いますか、という質問です。これについてはどうですか、１Ｆ さん。 
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せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

て風下のほうに下がってきました。で、今のところちょうど境界であります、 展望台の８番があ

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

は以上ですか、１Ｆさん。優先順位３つ。第一にけが人で

てますから、あと、かつ通常時に比べれば、ここ１週間あたりでは変動ありません。 

さん、変動なしでいいですね？ 

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が

 

せめて、ほら、せめて前後とあまり変化ないとか、通常と変わりませんとか、そういう表現を追

番に待機して、え－、風下に行こうとしました。で、そこで風上と

いうか、風向きが変わりましたので、まずは３番４番でスタートして、その後モニタリングとし

展望台の８番があ

るのですが、８番は車で行けませんので、本店に確認したら、やらないということになりました。 

すみません、オフサイトセンターから確認です。オフサイトセンターから確認です。オフサイト

いないね。当社確認分ではありませんが、自衛隊の退避しているのが、その辺が把握できていま

は以上ですか、１Ｆさん。優先順位３つ。第一にけが人で

元々、ちょっとかなり変動してるっていうか、オーダーが高いですから、その間での比較ですか

です。それから、２つ目。オフサイトセンターからヘリコプターで救助の必要な人が



 

時刻 

 

 

 

 

12:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

広報班

高橋フェロー

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

 

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

１Ｆ 

 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

 

復旧班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

要な人はいません。返事してください。

ＯＳＣ  はい、オフサイトセンターです。

 よろしいですか。

ＯＳＣ  ヘリコプターは、ヘリコプターは必要なかったんですね？

 いません、１Ｆ

ＯＳＣ  こちら、大丈夫です。

広報班  広報班です。先ほどのプレス文ですが、２０

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。

高橋フェロー  はい、よろしくお願いします。

 オフサイトセンター●●さん。

ＯＳＣ  オフサイトセンターです。《ピー音》。

復旧班  はい。

 何か？

復旧班  いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

ＯＳＣ  あっ、結構です。

復旧班  えっと、福島第一さん、外部から質問です。

  はい、福島第一です。

 はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

  救急車、正門通過しました。

復旧班  ３台ともでしょうか。

  すみません。まだです。

 まだですか。じゃ、来たら連絡してください。

復旧班  あの、出てるのは間違いないですけど。

 はい。
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了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

要な人はいません。返事してください。

はい、オフサイトセンターです。

よろしいですか。

ヘリコプターは、ヘリコプターは必要なかったんですね？

いません、１Ｆ 

こちら、大丈夫です。

広報班です。先ほどのプレス文ですが、２０

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。

はい、よろしくお願いします。

オフサイトセンター●●さん。

オフサイトセンターです。《ピー音》。

はい。 

何か？ 

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

あっ、結構です。

えっと、福島第一さん、外部から質問です。

はい、福島第一です。

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

救急車、正門通過しました。

３台ともでしょうか。

すみません。まだです。

まだですか。じゃ、来たら連絡してください。

あの、出てるのは間違いないですけど。

はい。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

要な人はいません。返事してください。

はい、オフサイトセンターです。

よろしいですか。 

ヘリコプターは、ヘリコプターは必要なかったんですね？

 はいません、はい。

こちら、大丈夫です。 

広報班です。先ほどのプレス文ですが、２０

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。

はい、よろしくお願いします。

オフサイトセンター●●さん。

オフサイトセンターです。《ピー音》。

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

あっ、結構です。 

えっと、福島第一さん、外部から質問です。

はい、福島第一です。 

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

救急車、正門通過しました。 

３台ともでしょうか。 

すみません。まだです。 

まだですか。じゃ、来たら連絡してください。

あの、出てるのは間違いないですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

要な人はいません。返事してください。 

はい、オフサイトセンターです。 

ヘリコプターは、ヘリコプターは必要なかったんですね？

はいません、はい。 

広報班です。先ほどのプレス文ですが、２０μ

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。

はい、よろしくお願いします。 

オフサイトセンター●●さん。 

オフサイトセンターです。《ピー音》。 

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

えっと、福島第一さん、外部から質問です。 

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

 

まだですか。じゃ、来たら連絡してください。

あの、出てるのは間違いないですけど。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

ヘリコプターは、ヘリコプターは必要なかったんですね？ 

μＳｖですが、これまでと比べて大きな変動はあり

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

 

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

まだですか。じゃ、来たら連絡してください。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

Ｓｖですが、これまでと比べて大きな変動はあり

ませんということですので、その分を加えて出したいと思います。 

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

Ｓｖですが、これまでと比べて大きな変動はあり

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

から、第一に確認したらそういう人はいませんと答えました。よろしいでしょうか。 

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。

 

了解。オフサイトセンターさん、いいですか。オフサイトセンターさん、いいですか。ヘリが必

Ｓｖですが、これまでと比べて大きな変動はあり

いや、だから、あの、そちらからヘリコプターが必要なけが人はいますか、という質問があった

はい。あの外部から質問です。救急車が３台来たはずですけれども、到着したでしょうか。 



 

時刻 

12:22 

 

 

 

 

 

 

 

12:23 

 

 

 

 

12:24 

 

 

 

12:26 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

保安班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

吉田所長

１Ｆ 

復旧班

１F 

保安班

 

広報班

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

した。時間は１２時１６分、ガンマの濃度ですが、６．０１

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

なっています。

ＯＳＣ  すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

ております。以上です。

 ６人中４人ということでよろしいでしょうか。

ＯＳＣ  すみません。６人中＝。

吉田所長  ちょっと、声、聞こえないんだけど。

ＯＳＣ  不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

すが、そのうち４名が軽症ということを聞いております。

吉田所長  いや、ちょっと。軽軽軽＝。

  自衛隊の方は撤収してしまったので、こちらのほうには＝。

ＯＳＣ  すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。

 え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

だと。そういうことでよろしいでしょうか。

ＯＳＣ  はい、そうです。

吉田所長  分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

  保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝

さい。よろしくお願いします。

復旧班  えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

い、データも含めて。

  聞こえた今の？

保安班  えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２

が６２．３０

した。値は６．０１

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

ガンマが１９．６

 じゃあ、変わっていないんだね？

広報班  すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

2011 年 3 月 1

 

保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

した。時間は１２時１６分、ガンマの濃度ですが、６．０１

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

なっています。 

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

ております。以上です。

６人中４人ということでよろしいでしょうか。

すみません。６人中＝。

ちょっと、声、聞こえないんだけど。

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

すが、そのうち４名が軽症ということを聞いております。

いや、ちょっと。軽軽軽＝。

自衛隊の方は撤収してしまったので、こちらのほうには＝。

すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

だと。そういうことでよろしいでしょうか。

はい、そうです。

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝

さい。よろしくお願いします。

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

い、データも含めて。

聞こえた今の？ 

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２

が６２．３０μＳｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

した。値は６．０１

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

ガンマが１９．６

じゃあ、変わっていないんだね？

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

した。時間は１２時１６分、ガンマの濃度ですが、６．０１

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

 

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

ております。以上です。 

６人中４人ということでよろしいでしょうか。

すみません。６人中＝。 

ちょっと、声、聞こえないんだけど。

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

すが、そのうち４名が軽症ということを聞いております。

いや、ちょっと。軽軽軽＝。 

自衛隊の方は撤収してしまったので、こちらのほうには＝。

すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

だと。そういうことでよろしいでしょうか。

はい、そうです。 

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝

さい。よろしくお願いします。

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

い、データも含めて。 

 

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

した。値は６．０１μＳｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

ガンマが１９．６μＳｖ／ｈ。中性子においては検出されておりません。以上です。

じゃあ、変わっていないんだね？

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

した。時間は１２時１６分、ガンマの濃度ですが、６．０１

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

６人中４人ということでよろしいでしょうか。

ちょっと、声、聞こえないんだけど。 

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

すが、そのうち４名が軽症ということを聞いております。

 

自衛隊の方は撤収してしまったので、こちらのほうには＝。

すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

だと。そういうことでよろしいでしょうか。 

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝

さい。よろしくお願いします。 

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

Ｓｖ／ｈ。中性子においては検出されておりません。以上です。

じゃあ、変わっていないんだね？ はい、了解しました。ありがとうございます。確認します。

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

した。時間は１２時１６分、ガンマの濃度ですが、６．０１μ

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

６人中４人ということでよろしいでしょうか。 

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

すが、そのうち４名が軽症ということを聞いております。 

自衛隊の方は撤収してしまったので、こちらのほうには＝。 

すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

 

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

Ｓｖ／ｈ。中性子においては検出されておりません。以上です。

はい、了解しました。ありがとうございます。確認します。

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ
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保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

μＳｖ／ｈ。６．０１

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

 

すみません。全体数は自衛隊自身も把握していないということです。 

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班よりお願いします。協力を仰ぎたいことがございますので＝ 保安班のほうに申し出てくだ

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

して、２回サンプリングしております。まず１回目として、１２ 時０４ 分、ガンマの線量です

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４

Ｓｖ／ｈ。中性子においては検出されておりません。以上です。

はい、了解しました。ありがとうございます。確認します。

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

Ｓｖ／ｈ。６．０１μＳｖ／ｈ。

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。

保安班のほうに申し出てくだ

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

分、ガンマの線量です

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０

ｖ／ｈ。中性子については検出されず。また場所を移動して正門でございます。１１時４４分、

Ｓｖ／ｈ。中性子においては検出されておりません。以上です。 

はい、了解しました。ありがとうございます。確認します。

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ

 

保安班より連絡します。保安班より連絡します。ＭＰ７での２回目のモニタリングの結果が出ま

Ｓｖ／ｈ。

中性子については検出されておりません。以上です。ＭＰ７、２回目です。１０分の１くらいに

すみません。オフサイトセンターからけが人情報を１つお願いします、いや、させてください。

自衛隊さんなんですけども、４名の方が軽傷ということです。上から降ってきたものに当たって

けがをしたということですが、意識があって重症ではありません。４人が軽症ということを聞い

不明の人はいまいないという認識です。最終確認していませんが、全員撤収したというところで

え－と、整理すると、福島第一からは自衛隊は撤収したので、その中身は把握できないが、オフ

サイトセンターで把握した情報によると、自衛隊の全体数は分からないけども、４人の方が軽症

分かりました。こっちは分からないんで、それはオフサイトセンタークレジットでお願いします。 

保安班のほうに申し出てくだ

えっと、福島第一さんに教えていただきたいのですが、先ほどモニタリングポスト７番の線量を

報告いただきましたが、１回目のデータの時刻と２回目のデータの時刻、それぞれ教えてくださ

えっと、福島第一保安班からモニタリングの結果についてご報告いたします。ＭＰ７番におきま

分、ガンマの線量です

Ｓｖ／ｈ。中性子は検出されず。同じ場所で１２時１６分、２回目の測定をしま

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。その他、１１時２７

分、サービスホールにおきましてサンプリングをしております。ガンマにつきましては５０μＳ

４分、

はい、了解しました。ありがとうございます。確認します。 

すみません。あのー、本部の広報班なんですけれども、いま、教えていただいた数値の意味合い

の確認なんですけれども。プレス文ではですね、あの一、これまでと大きな、大きな、特段、変

動はないという表現にしているんですが、いま新たに教えていただいたデータの意味合いも、そ
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場所 発言者

保安班

広報班
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１Ｆ 
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保安班

総務班

テレビ会議 2011

 

発言者  

れと同じということと理解してよろしいでしょうか。

保安班  同じと思っておりますが、え－と、ＭＰ

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

広報班  ありがとうございました。

  え－

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

確認をお願いしたいと思いますが。

  オフサイトセンターさん、よろしいですか。

ＯＳＣ  はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

  救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

ＯＳＣ  すみません。現在オフサイトセンターで確認中です。

  はい、分かりました。

  救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

ます。

ＯＳＣ  了解です。

復旧班  福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。

  え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

復旧班  えと、３号機以外？近辺？

  あの、火災の情報、現時点で来ていません、３号に限らず。

復旧班  はい、はい、了解です。

ＯＳＣ  すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

ろ、こういうことです。当初、南側５ｋｍ

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

るということです。よろしいでしょうか。

  はい、救急車こちらに向かっている、了解いたしました。

ＯＳＣ  はい、お願いします。

保安班  えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

ょっとワイドか…・。

総務班  すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ

2011 年 3 月 1

 

れと同じということと理解してよろしいでしょうか。

同じと思っておりますが、え－と、ＭＰ

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

ありがとうございました。

え－ と、すみません。オフサイトセンターさんへの確認なんですが、２Ｆ

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

確認をお願いしたいと思いますが。

オフサイトセンターさん、よろしいですか。

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

すみません。現在オフサイトセンターで確認中です。

はい、分かりました。

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

ます。 

了解です。 

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

えと、３号機以外？近辺？

あの、火災の情報、現時点で来ていません、３号に限らず。

はい、はい、了解です。

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

ろ、こういうことです。当初、南側５ｋｍ

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

るということです。よろしいでしょうか。

はい、救急車こちらに向かっている、了解いたしました。

はい、お願いします。

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

ょっとワイドか…・。

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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れと同じということと理解してよろしいでしょうか。

同じと思っておりますが、え－と、ＭＰ

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

ありがとうございました。 

と、すみません。オフサイトセンターさんへの確認なんですが、２Ｆ

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

確認をお願いしたいと思いますが。

オフサイトセンターさん、よろしいですか。

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

すみません。現在オフサイトセンターで確認中です。

はい、分かりました。 

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

えと、３号機以外？近辺？ ごめんなさい。ちょっと聞こえなかった。

あの、火災の情報、現時点で来ていません、３号に限らず。

はい、はい、了解です。 

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

ろ、こういうことです。当初、南側５ｋｍ

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

るということです。よろしいでしょうか。

はい、救急車こちらに向かっている、了解いたしました。

はい、お願いします。 

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

ょっとワイドか…・。 

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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発言内容

れと同じということと理解してよろしいでしょうか。

同じと思っておりますが、え－と、ＭＰ の７ 

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

と、すみません。オフサイトセンターさんへの確認なんですが、２Ｆ

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

確認をお願いしたいと思いますが。 

オフサイトセンターさん、よろしいですか。 

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

すみません。現在オフサイトセンターで確認中です。

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

ごめんなさい。ちょっと聞こえなかった。

あの、火災の情報、現時点で来ていません、３号に限らず。

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

ろ、こういうことです。当初、南側５ｋｍ 以内に立ち入り禁止という命令が出たので、入っては

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

るということです。よろしいでしょうか。 

はい、救急車こちらに向かっている、了解いたしました。

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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発言内容 

れと同じということと理解してよろしいでしょうか。 

 におきましては、え－

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

と、すみません。オフサイトセンターさんへの確認なんですが、２Ｆ

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

 

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

すみません。現在オフサイトセンターで確認中です。 

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

ごめんなさい。ちょっと聞こえなかった。

あの、火災の情報、現時点で来ていません、３号に限らず。 

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

以内に立ち入り禁止という命令が出たので、入っては

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

はい、救急車こちらに向かっている、了解いたしました。 

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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におきましては、え－ と、１０

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれ

と、すみません。オフサイトセンターさんへの確認なんですが、２Ｆ からの情報ですと、

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

一、火災等は確認されていないでしょうか。分かる範囲で教えてください。 

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。

ごめんなさい。ちょっと聞こえなかった。 

 

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

以内に立ち入り禁止という命令が出たので、入っては

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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と、１０ 分の１ まで数値

では下がってございますので、一時的に１２時０４分には高い値があったのかもしれません。

からの情報ですと、

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

はい、あの、聞きましたが、先ほど正門に着いた着かないって話をしてませんでしたか。 

救急車は着いてませんが、こちらに向かっているということ、よろしいでしょうか。 

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

 

え一と、少なくとも、あの、現時点で、あの、３号関係の火災の情報は来ておりません。 

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

以内に立ち入り禁止という命令が出たので、入っては

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ

 

まで数値

ません。 

からの情報ですと、

オフサイトセンターから派遣されると言っていた救急車３台ですけども、え－と、派遣がなくて、

県のほうからは発電所から自力で出してくれという情報が２Ｆへ届いたと来てるんですけども、

 

救急車の状況、確認します。それで、自力で運ぶ場合は２Ｆのほうで受け入れるんですけども、

車のナンバー等、事前にあの教えてくださいとのことですので、それも併せてよろしくお願いし

福島第一さんに念のため確認いたします。あの３号の煙、相当大きい印象がありましたが、あの

 

すみません、オフサイトセンターです、オフサイトセンターです。消防には、いま確認したとこ

以内に立ち入り禁止という命令が出たので、入っては

いけないという情報に勘違いしたけれども、人命優先ということ、救急車はそちらに向かってい

えっと、保安班●●です。え－と、ちょっと簡単に、今の予想をお話しいたします。えっと、ち

すみません、ちょっと急ぎです。オフサイトセンターの武藤本部長、内線で●●まで電話を下さ
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場所 発言者

保安班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

保安班

高橋フェロー

保安班

高橋フェロー

保安班

高橋フェロー

保安班

復旧班

保安班

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

い。社長とお繋ぎいたします。武藤本部長、お願いします。

保安班  はい。えっと、続けます。え－と、１Ｆの３号機、ここにあります。

ＯＳＣ  すみません、●●さん。内線何番ですか。すいません、ＯＫ

 △△△△です。

保安班  １Ｆの３号機、ここにあったとしますと、え－と、この排気筒がずっと見え続けてましたので、

排気筒よりも、海側を爆風は流れてるというふうに想定してます。それで、おそらく海側のほう

を流れてると思ってました。で、もし真南に行ってるとすると、福島第二のモニタリングポスト

にもうすでに検出、かかっていて、検出される時間はとうに過ぎております。しかしながら福島

第二のモニタリングポストに対しては、いま現在まったく変化がありません、ということで、こ

ちらのほうに抜けてる可能性が非常に大きいと考えております。継続してこのエリアのモニ

ング実施中です。以上です。

高橋フェロー  あれ、●●君、この情報はどこに配付したの？

保安班  えっと、この情報はいま口頭で保安院、それとこのあと官邸にいま繋げるように準備してもらっ

てます。

高橋フェロー  ＯＫ。これはあの、小森さんとかに伝えなくていいの？

保安班  それは広報ラインから伝えてもらいます。

高橋フェロー  ＯＫ、はい。

保安班  はい、承知しました。

復旧班  福島さん、あの、ひととおり波が通り過ぎましたけれども、先ほどやっていた１号、２号、３号

の、えっと、データの確認はどうしましょうか。

保安班  保安班より連絡いたします、保安班より連絡いたします。モニタリングの結果でございます。正

門の２回目です。時間が１２時２１分、ガンマが１０．６５マイクロＳｖ／ｈ。え－、中性子に

ついては検出されておりません。正門につきましては、１１時４４分にも測定しておりまして、

１９．６マイクロＳｖ／ｈ

／ｈ

方とも検出されてはおりません。以上です。

  緊対は大丈夫なのかな

  オフサイトセンターから救急車の情報です。出動するには＝＝

１３時頃の予定だそうです。

吉田所長  本店さん、本店さん。ちょっと緊急で、緊急で相談したいことがあります。

高橋フェロー  はい、はい、はい、どうぞ。

吉田所長  あの３号機と１号機というか、要するにあの逆洗弁ビット。あそこが今回の爆、作業しててです

ね、あそこにかなり作業者がいて、そこで引き上げてきたんです。そこでけがして帰ってきたと

いう状況なんですが、あのいずれにしても、あの、今後の１号機、３号機、２号機の運転考えま

すと、給水、水のラインの点検だとか、流量の確認だとか、もしくは１号機への切り替えだとか、

３号機の流量絞るだとか、こういう作業が必要になってまいります

は、進入禁止という形で国から言われてますので、その辺をどうするかということを至急調整し

ていただきたいと思います。

高橋フェロー  これ、あの１号機の時はどれ位現場に行けるまで時間がかかったんでしたつけ。

2011 年 3 月 1

 

い。社長とお繋ぎいたします。武藤本部長、お願いします。

はい。えっと、続けます。え－と、１Ｆの３号機、ここにあります。

すみません、●●さん。内線何番ですか。すいません、ＯＫ

△△△△です。 

１Ｆの３号機、ここにあったとしますと、え－と、この排気筒がずっと見え続けてましたので、

排気筒よりも、海側を爆風は流れてるというふうに想定してます。それで、おそらく海側のほう

を流れてると思ってました。で、もし真南に行ってるとすると、福島第二のモニタリングポスト

にもうすでに検出、かかっていて、検出される時間はとうに過ぎております。しかしながら福島

第二のモニタリングポストに対しては、いま現在まったく変化がありません、ということで、こ

ちらのほうに抜けてる可能性が非常に大きいと考えております。継続してこのエリアのモニ

ング実施中です。以上です。

あれ、●●君、この情報はどこに配付したの？

えっと、この情報はいま口頭で保安院、それとこのあと官邸にいま繋げるように準備してもらっ

てます。 

ＯＫ。これはあの、小森さんとかに伝えなくていいの？

それは広報ラインから伝えてもらいます。

ＯＫ、はい。 

はい、承知しました。

福島さん、あの、ひととおり波が通り過ぎましたけれども、先ほどやっていた１号、２号、３号

の、えっと、データの確認はどうしましょうか。

保安班より連絡いたします、保安班より連絡いたします。モニタリングの結果でございます。正

門の２回目です。時間が１２時２１分、ガンマが１０．６５マイクロＳｖ／ｈ。え－、中性子に

ついては検出されておりません。正門につきましては、１１時４４分にも測定しておりまして、

１９．６マイクロＳｖ／ｈ

／ｈ と、え－、２

方とも検出されてはおりません。以上です。

緊対は大丈夫なのかな

オフサイトセンターから救急車の情報です。出動するには＝＝

１３時頃の予定だそうです。

本店さん、本店さん。ちょっと緊急で、緊急で相談したいことがあります。

はい、はい、はい、どうぞ。

あの３号機と１号機というか、要するにあの逆洗弁ビット。あそこが今回の爆、作業しててです

ね、あそこにかなり作業者がいて、そこで引き上げてきたんです。そこでけがして帰ってきたと

いう状況なんですが、あのいずれにしても、あの、今後の１号機、３号機、２号機の運転考えま

すと、給水、水のラインの点検だとか、流量の確認だとか、もしくは１号機への切り替えだとか、

３号機の流量絞るだとか、こういう作業が必要になってまいります

は、進入禁止という形で国から言われてますので、その辺をどうするかということを至急調整し

ていただきたいと思います。

これ、あの１号機の時はどれ位現場に行けるまで時間がかかったんでしたつけ。
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い。社長とお繋ぎいたします。武藤本部長、お願いします。

はい。えっと、続けます。え－と、１Ｆの３号機、ここにあります。

すみません、●●さん。内線何番ですか。すいません、ＯＫ

 

１Ｆの３号機、ここにあったとしますと、え－と、この排気筒がずっと見え続けてましたので、

排気筒よりも、海側を爆風は流れてるというふうに想定してます。それで、おそらく海側のほう

を流れてると思ってました。で、もし真南に行ってるとすると、福島第二のモニタリングポスト

にもうすでに検出、かかっていて、検出される時間はとうに過ぎております。しかしながら福島

第二のモニタリングポストに対しては、いま現在まったく変化がありません、ということで、こ

ちらのほうに抜けてる可能性が非常に大きいと考えております。継続してこのエリアのモニ

ング実施中です。以上です。 

あれ、●●君、この情報はどこに配付したの？

えっと、この情報はいま口頭で保安院、それとこのあと官邸にいま繋げるように準備してもらっ

ＯＫ。これはあの、小森さんとかに伝えなくていいの？

それは広報ラインから伝えてもらいます。

はい、承知しました。 

福島さん、あの、ひととおり波が通り過ぎましたけれども、先ほどやっていた１号、２号、３号

の、えっと、データの確認はどうしましょうか。

保安班より連絡いたします、保安班より連絡いたします。モニタリングの結果でございます。正

門の２回目です。時間が１２時２１分、ガンマが１０．６５マイクロＳｖ／ｈ。え－、中性子に

ついては検出されておりません。正門につきましては、１１時４４分にも測定しておりまして、

１９．６マイクロＳｖ／ｈ でした。それが１２

と、え－、２ 分の１ に下がってございます。ニュートロン－－

方とも検出されてはおりません。以上です。

緊対は大丈夫なのかな 

オフサイトセンターから救急車の情報です。出動するには＝＝

１３時頃の予定だそうです。 

本店さん、本店さん。ちょっと緊急で、緊急で相談したいことがあります。

はい、はい、はい、どうぞ。 

あの３号機と１号機というか、要するにあの逆洗弁ビット。あそこが今回の爆、作業しててです

ね、あそこにかなり作業者がいて、そこで引き上げてきたんです。そこでけがして帰ってきたと

いう状況なんですが、あのいずれにしても、あの、今後の１号機、３号機、２号機の運転考えま

すと、給水、水のラインの点検だとか、流量の確認だとか、もしくは１号機への切り替えだとか、

３号機の流量絞るだとか、こういう作業が必要になってまいります

は、進入禁止という形で国から言われてますので、その辺をどうするかということを至急調整し

ていただきたいと思います。 

これ、あの１号機の時はどれ位現場に行けるまで時間がかかったんでしたつけ。
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発言内容

い。社長とお繋ぎいたします。武藤本部長、お願いします。

はい。えっと、続けます。え－と、１Ｆの３号機、ここにあります。

すみません、●●さん。内線何番ですか。すいません、ＯＫ

１Ｆの３号機、ここにあったとしますと、え－と、この排気筒がずっと見え続けてましたので、

排気筒よりも、海側を爆風は流れてるというふうに想定してます。それで、おそらく海側のほう

を流れてると思ってました。で、もし真南に行ってるとすると、福島第二のモニタリングポスト

にもうすでに検出、かかっていて、検出される時間はとうに過ぎております。しかしながら福島

第二のモニタリングポストに対しては、いま現在まったく変化がありません、ということで、こ

ちらのほうに抜けてる可能性が非常に大きいと考えております。継続してこのエリアのモニ
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福島さん、あの、ひととおり波が通り過ぎましたけれども、先ほどやっていた１号、２号、３号

の、えっと、データの確認はどうしましょうか。
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門の２回目です。時間が１２時２１分、ガンマが１０．６５マイクロＳｖ／ｈ。え－、中性子に
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発言者  

吉田所長  これはね、あの時はですね、こういう指示が

  でなかった。

吉田所長  出なかったんですよ。

高橋フェロー  ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

ね。了解もらえば。

吉田所長  そう、行かざるを得ないだろうと思ってる。

高橋フェロー  じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。

吉田所長  さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

ここ１０

高橋フェロー  ３号機ですか。

吉田所長  はい、１０分で。はい。

清水社長  じゃそれ、やろう。至急手当て。

広報班  あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

２報がまだ出せていない状況です。一応報告します。

  自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。

復旧班  えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。

武藤副社長  福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。

復旧班  どっか要は空間的に汚れてないってことか。うん、そういうことか。

 福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

ような気がします。

武藤副社長  え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

 いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

方はどういう整理になっているかという確認がしたかったということです。

武藤副社長  境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

ます。

 はい、了解しました。じゃ、そういう整理にさせていただきます。
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これはね、あの時はですね、こういう指示が

出なかったんですよ。 

ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

ね。了解もらえば。 

そう、行かざるを得ないだろうと思ってる。

じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

 

 

はい、１０分で。はい。 

じゃそれ、やろう。至急手当て。

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

２報がまだ出せていない状況です。一応報告します。

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。

福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。

どっか要は空間的に汚れてないってことか。うん、そういうことか。

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

ような気がします。 

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

方はどういう整理になっているかという確認がしたかったということです。

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

はい、了解しました。じゃ、そういう整理にさせていただきます。
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これはね、あの時はですね、こういう指示が 

ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

そう、行かざるを得ないだろうと思ってる。 

じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

じゃそれ、やろう。至急手当て。 

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

２報がまだ出せていない状況です。一応報告します。

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。

福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。

どっか要は空間的に汚れてないってことか。うん、そういうことか。

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

方はどういう整理になっているかという確認がしたかったということです。

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

はい、了解しました。じゃ、そういう整理にさせていただきます。
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ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

 

じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

２報がまだ出せていない状況です。一応報告します。 

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。

福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。

どっか要は空間的に汚れてないってことか。うん、そういうことか。

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

方はどういう整理になっているかという確認がしたかったということです。

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

はい、了解しました。じゃ、そういう整理にさせていただきます。
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ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。

福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。

どっか要は空間的に汚れてないってことか。うん、そういうことか。 

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

方はどういう整理になっているかという確認がしたかったということです。 

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

はい、了解しました。じゃ、そういう整理にさせていただきます。 
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ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

じゃ、ちょっと●●ちゃんのほうからさ、もうやらざるを得ないんだから、はい。 

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

自衛隊の車両で福島第二のビジターズホールに向かうようになっております。以上です。 

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

方はどうなっていますでしょうか。もし分かったら教えてください。本店です。 

福島第二のモニタリングポストの値を言ってあげたらいいんだと思うんだけど。 

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

 

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い

 

ＯＫ。ということは、これ保安院に指示を。指示だけど、これ、調査に行くよと言えばいいわけ

さっきのパラメータがちょっと振ってきてます。あのドライウェル圧力なんかが上がりつつある、

あの、本店広報ですが、プレス発表に関しては、いま官邸のほうでチェックを受けてまして、第

自衛隊のけが人の情報が入ってきました。自衛隊７名の内、４名が負傷してまして、４名自体、

 

えっと、けが人の話は以前から聞いていましたが、あの、被曝という観点からいくと、第一は被

曝エリアで、第二は被曝されてないエリアという整理なのですけれども、その辺のところの考え

福島第二のモニタリングポストは、今回の件では線量が届いてないので、えっと、クリーンなエ

リア、えっと、だから車両的に問題はないという説明になるんでしょうか。ちょっと無理がある

え、え、え、何が言いたいんだつけ、その、車両が行っても汚れないって言いたいってこと？ 

いや、あの、えっと、オフサイトセンターと福島第一は、一応、汚染が拡がっているエリアとい

う整理になっていますけど、そこからクリーンエリアとなっている第二まで行くと、あの、要す

るに汚染を拡げるという、まあ、流れになるわけですけれども、その件について、そういう考え

境界で、昨日の全体会議で決めたようにスクリーニングの基準というのがあって、そのスクリー

ニング基準を超えてる人は除染をして外に出ていただくということになるので、その作業を福島

第二のビジターズホールか、エネルギーホールかでやるということになるという、理解だと思い
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場所 発言者

広報班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

 

広報班

広報班

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

１F 

吉田所長

復旧班

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

広報班  本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

説明をしているということでございます。

高橋フェロー  あれ、１Ｆ

吉田所長  はい。

高橋フェロー  ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

吉田所長  はい、了解しました。

高橋フェロー  あの、これから行きますということで電話しますんで。

吉田所長  はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

絡みも調整していきたいと思いますので。

高橋フェロー  そうですね。はい。よろしくお願いいたします。

吉田所長  悪いけどよ、こんな時に悪いけどよ。

 はい、これＯＫ？

広報班  はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

までの連絡をよろしくお願いいたします。それはもう＝。

広報班  あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

下のところになってしまいますが、２０

という記述を、あの、確認して、あの、記載しております。

復旧班  えっと、福島第－さん。

吉田所長  はい。福島第一です。

復旧班  すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

た。ですので、このことの確認でＯＫ

させてください。

吉田所長  はい。

復旧班  あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

  ダウンスケールが正解ですね。

吉田所長  ダウンスケールが正解ですね。これちょっとデータ間違ってるから。

復旧班  はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。

発電班  １号の件ですよね。

2011 年 3 月 1

 

本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

説明をしているということでございます。

あれ、１Ｆ の吉田君。

はい。 

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

はい、了解しました。

あの、これから行きますということで電話しますんで。

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

絡みも調整していきたいと思いますので。

そうですね。はい。よろしくお願いいたします。

悪いけどよ、こんな時に悪いけどよ。

はい、これＯＫ？

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

までの連絡をよろしくお願いいたします。それはもう＝。

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

下のところになってしまいますが、２０

という記述を、あの、確認して、あの、記載しております。

えっと、福島第－さん。

はい。福島第一です。

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

た。ですので、このことの確認でＯＫ

させてください。

はい。 

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。
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本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

説明をしているということでございます。

の吉田君。 

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

はい、了解しました。 

あの、これから行きますということで電話しますんで。

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

絡みも調整していきたいと思いますので。

そうですね。はい。よろしくお願いいたします。

悪いけどよ、こんな時に悪いけどよ。

はい、これＯＫ？ 

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

までの連絡をよろしくお願いいたします。それはもう＝。

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

下のところになってしまいますが、２０

という記述を、あの、確認して、あの、記載しております。

えっと、福島第－さん。 

はい。福島第一です。 

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

た。ですので、このことの確認でＯＫ

させてください。 

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

ダウンスケールが正解ですね。

ダウンスケールが正解ですね。これちょっとデータ間違ってるから。

はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。

１号の件ですよね。 
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発言内容

本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

説明をしているということでございます。 

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

あの、これから行きますということで電話しますんで。

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

絡みも調整していきたいと思いますので。 

そうですね。はい。よろしくお願いいたします。

悪いけどよ、こんな時に悪いけどよ。 

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

までの連絡をよろしくお願いいたします。それはもう＝。

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

下のところになってしまいますが、２０μＳｖ／ｈ。これまでと比べて大きな変動はありません

という記述を、あの、確認して、あの、記載しております。

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

た。ですので、このことの確認でＯＫ ということにしたいと思いますが。あの、１個だけ確認を

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

ダウンスケールが正解ですね。 

ダウンスケールが正解ですね。これちょっとデータ間違ってるから。

はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。
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発言内容 

本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

あの、これから行きますということで電話しますんで。 

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

そうですね。はい。よろしくお願いいたします。 

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

までの連絡をよろしくお願いいたします。それはもう＝。 

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

Ｓｖ／ｈ。これまでと比べて大きな変動はありません

という記述を、あの、確認して、あの、記載しております。 

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

ということにしたいと思いますが。あの、１個だけ確認を

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

ダウンスケールが正解ですね。これちょっとデータ間違ってるから。

はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。
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本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

Ｓｖ／ｈ。これまでと比べて大きな変動はありません

 

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

ということにしたいと思いますが。あの、１個だけ確認を

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

ダウンスケールが正解ですね。これちょっとデータ間違ってるから。 

はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。
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本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

ああ、もうね、いま保安院に断ってるから。現場へ見に行く用意してください。 

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

Ｓｖ／ｈ。これまでと比べて大きな変動はありません

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

ということにしたいと思いますが。あの、１個だけ確認を

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と

同じなので混乱されているのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

はい、分かりました。じやあ、それだけ訂正しておいてください。お願いします。 

 

本店広報からマスコミ関係の、あの、情報です。風下側にある２Ｆのモニタリングポストに有意

な変動が出てないことはＱＡ対応ということで、プレス対応者に知らせてございます。そういう

はい、あとですね、いくつかまた、あの、例の２号機の、２号機の操作もありますので、それの

はい、あの広報情報です。本店広報情報です。プレス第２報。え－、なんだつけ。１２時４５分

に発報とのことです。１２時４５分発報です。繰り返しますが、関係者の方は確実にこの自治体

あの、念のためでございますが、先ほど、これから４５分にお配りするものでございます。一番

Ｓｖ／ｈ。これまでと比べて大きな変動はありません

すいません、先ほど、１号、２号、３号の１２時のデータを確認しようということで、１つ１つ

確認しておりましたが、いま、本社のほうにデジタルでプリントアウトしたデータを頂戴しまし

ということにしたいと思いますが。あの、１個だけ確認を

あの、１号のですね、ドライウェルとサブチャンの圧力ですが、えっと、先ほど教わった情報で

はダウンスケールということだったんですけれども、数字が入っているんですが、２号の数字と
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テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  １号です、はい。

発電班  １号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。

吉田所長  いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

復旧班  そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

吉田所長  うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

ないし。

復旧班  うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。

吉田所長  はい。

復旧班  ご苦労さまです。

吉田所長  聞いた、聞いた、うん。

吉田所長  あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

ですね。

高橋フェロー  そうだね、はい。

吉田所長  職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。

復旧班  うん、お察し申し上げます。

吉田所長  やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

思っております。

高橋フェロー  はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

武藤副社長  はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

ててできるようなことを考え

高橋フェロー  じゃあ、●●よろしくお願いします。

 ただちに、早くできるところから実行したいと思います。

吉田所長  あとですね、何回もすいません。

清水社長  本部の清水です。吉田さん、ご苦労さま。

吉田所長  はい、どうも。

2011 年 3 月 1

 

１号です、はい。

１号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。

いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

ないし。 

うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。

はい。 

ご苦労さまです。

聞いた、聞いた、うん。

あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

ですね。 

そうだね、はい。

職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。

うん、お察し申し上げます。

やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

思っております。

はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

ててできるようなことを考え

じゃあ、●●よろしくお願いします。

ただちに、早くできるところから実行したいと思います。

あとですね、何回もすいません。

本部の清水です。吉田さん、ご苦労さま。

はい、どうも。 
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１号です、はい。 

１号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。

いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。

ご苦労さまです。 

聞いた、聞いた、うん。 

あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

そうだね、はい。 

職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。

うん、お察し申し上げます。 

やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

思っております。 

はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

ててできるようなことを考える必要があると思います。で、あの、業務で検討しております。

じゃあ、●●よろしくお願いします。

ただちに、早くできるところから実行したいと思います。

あとですね、何回もすいません。

本部の清水です。吉田さん、ご苦労さま。
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発言内容

１号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。

いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。

あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。

 

やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

る必要があると思います。で、あの、業務で検討しております。

じゃあ、●●よろしくお願いします。 

ただちに、早くできるところから実行したいと思います。

あとですね、何回もすいません。 

本部の清水です。吉田さん、ご苦労さま。 
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発言内容 

１号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。

いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。

あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。

やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

る必要があると思います。で、あの、業務で検討しております。

ただちに、早くできるところから実行したいと思います。 
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１号の格納容器の圧力については、えっと、ダウンスケールという表示にドライウェルもサブチ

ャンもなってございますけれども、仮設電源で指示をさせてる関係でですね、振動等で動いてダ

ウンスケールになってる可能性は今の時点で否定できないということです。 

いやいや。こんなきれいなデータになんないだろって言ってんだよ、だから。

そう。あの、その数字がね。１号と２号が同じ数字になってるから。間違えたんじゃないかと。

うん、な、だから。だから、間違いやすいからダウンスケールならダウンスケールって書くしか

うん、そう。じやあ、ダウンスケールということで、訂正をお願いします。 

あとですね、ちょっと、あの、こんな時になんなんだけども、やっぱり、この１、この２つ爆発

があってですね、非常にサイトもこう、かなりショックっていうか、まあ、いろんな状態あって

職、職、職員がですね。多分、みんなもう落ち込んでんですよ。 

やれることはやるんですが、かなり士気が衰えると思います。それで、いろんな業務あるんです

けども、なかなか。それと被曝線量がかなりもう、みんなパンパンになってきてますので、なか

なかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと

はい、あのね、あの、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏崎でまた

出さないかという話をしてあって、あの、すぐに１０人位ならという話をいただいてますんで。

はい、そこはね、昨日●●と話をしていて、かなり系統立てて、しっかりと態勢を作らないとい

けないので。ええ、あの、いま、吉田さんが言ったようなことに対して、なかなか、

っていうのはあれだけども、その、他から新しい人を入れて、入れ替えてくようなことを系統立

る必要があると思います。で、あの、業務で検討しております。
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発言者  

清水社長  あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

なんとか、今しばらくはちょっと頑張っていただく。

吉田所長  はい、ありがとうございます。

清水社長  頑張ってください。

吉田所長  はい、ありがとうございます。

吉田所長  で、武藤さん、技術的な話なんですが。

武藤副社長  はい。

吉田所長  あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。

武藤副社長  そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

４Ｌ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

大変重要だと思います。

吉田所長  はい、はい。あと。

清水社長  あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。

吉田所長  はい。

清水社長  工務班、よろしくお願いします。

吉田所長  あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

す。

武藤副社長  例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

なんかは今でも、なん

吉田所長  ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

ってるという情報が入ってきて。

武藤副社長  ああ、４号もそうだね。

吉田所長  点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

願いしたいなと。
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あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

なんとか、今しばらくはちょっと頑張っていただく。

はい、ありがとうございます。

頑張ってください。

はい、ありがとうございます。

で、武藤さん、技術的な話なんですが。

はい。 

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

４Ｌ と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

大変重要だと思います。

はい、はい。あと。

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。

はい。 

工務班、よろしくお願いします。

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

す。 

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

なんかは今でも、なん

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

ってるという情報が入ってきて。

ああ、４号もそうだね。

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

願いしたいなと。
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あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

なんとか、今しばらくはちょっと頑張っていただく。

はい、ありがとうございます。

頑張ってください。 

はい、ありがとうございます。

で、武藤さん、技術的な話なんですが。

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

大変重要だと思います。 

はい、はい。あと。 

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。

工務班、よろしくお願いします。

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

なんかは今でも、なんか水メイクアップするようなやり方っていうのはあり得ますかね。

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

ってるという情報が入ってきて。

ああ、４号もそうだね。 

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

願いしたいなと。 
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発言内容

あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

なんとか、今しばらくはちょっと頑張っていただく。

はい、ありがとうございます。 

はい、ありがとうございます。 

で、武藤さん、技術的な話なんですが。 

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。

工務班、よろしくお願いします。 

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

か水メイクアップするようなやり方っていうのはあり得ますかね。

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

ってるという情報が入ってきて。 

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

なんとか、今しばらくはちょっと頑張っていただく。 

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

か水メイクアップするようなやり方っていうのはあり得ますかね。

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

料プール対策、早めに打たないと、これ、かなり大変だなと思ってます。 

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れて

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

らの工務含めて対処方針をしっかり確立、早期に確立します。 

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

か水メイクアップするようなやり方っていうのはあり得ますかね。

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお
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あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

 

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

と思います。そうじゃないとプールも冷えないしね。それから、いま、一生懸命水入れてる２号

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

か水メイクアップするようなやり方っていうのはあり得ますかね。 

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお

 

あの、職員の皆さま、大変、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで、確か

に要員の問題があるんで、継続につき検討してますが、可能な範囲で対処方針、対処しますので、

あの、ちょっとですね、それ、３号の、１号、３号の運転、１、２、３の運転以外にもですね、

いくつか気になるところがあって、やっぱり、あの、今回の３号もそうなんですが、使用済み燃

そうなのよ。それで、それ昨日議論したとおり、ただ３０ｏｏｔから水があるわけで、そこへ、

その水ぶっ込むったってそんな簡単じゃないんで、ともかくね、そのＦＰＣ含めて外部電源を早

く、１本でもいいから戻さないと、何にもできないっていうことだと思うんだよ。で、これを先

ほど午前中に山口常務に私、直接お願いをしてあるんですけれども、いまやってる大熊線３Ｌ、

と、その夜の森線の復旧をともかく可及的速やかにやっていただくということが大変重要だ

る２号

機だって最後は冷えなくなるわけで、この２号機を最後救うためには海水系生かさなきやしょう

がないんで、早く福島第二みたいなフェーズまでもってかないといけないんで、そのためには外

部電源がないとどうにもならないということなんで、ここをできるだけ急いでやるということが

あの、清水ですけどね。あの、まさに電源の確保がもう最重要、最大の課題なんで、あの、こち

あの、あと、個別で言いますと、ちょっと、ものすごい気になるのが、使用済み燃料プールで言

うと、ちょっと、この３日間位で、え－、各プールの温度が上がってると情報入ってきてるんで、

その電源問題ももちろんあるんですが、あの、迅速に対応せんといかん問題でもあるんで、ちょ

っとその、短期的な話とちょっと、あれを分けてやらないと大変だと、こういうことでございま

例えばあれかな。その、１号、３号はもう、その、非常に難しさがあると思うんだけど、２号機

 

ええ、これで点検していかないといけないんですけど、４号機なんかですね。かなり温度が上が

点検に行った人間がリアクタービルの中が非常に線量高くて、ウエッティというような話もして

るんで、その辺、ちょっと、なかなか、このサイトでは対応できないとこあるんで、サポートお
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発言者  

復旧班  あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

冷却の行動に入っていきたいと

願いします。

吉田所長  はい、よろしくお願いします、はい。

  すいません、あの２号機なんですけども、いまは、あの、ＲＣＩＣ

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

いしたいと思います。

武藤副社長  まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

復旧したときに、あと、何ができるかつて、もう１

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

すよね。

復旧班  すいません。２号はですね。ＰＣＶ

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

清水社長  はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

手立てを講じること。

吉田所長  はい。

清水社長  これ、本店全面支援。

復旧班  はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。

吉田所長  あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。

復旧班  はい。

吉田所長  あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

す。

 はい。

吉田所長  今回のようなことにならないためにも。

高橋フェロー  そうだね。はい。

吉田所長  それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

すが。

復旧班  はい、分かりました。

武藤副社長  あの、本店さ。

復旧班  はい。

武藤副社長  ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。

2011 年 3 月 1
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あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

冷却の行動に入っていきたいと

はい、よろしくお願いします、はい。

すいません、あの２号機なんですけども、いまは、あの、ＲＣＩＣ

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

いしたいと思います。 

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

復旧したときに、あと、何ができるかつて、もう１

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

すいません。２号はですね。ＰＣＶ

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

手立てを講じること。 

これ、本店全面支援。 

はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。

あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

今回のようなことにならないためにも。

そうだね。はい。 

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

はい、分かりました。 

 

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。
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発言内容

あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

冷却の行動に入っていきたいと思います。他のプラントについても同じです。はい。よろしくお

はい、よろしくお願いします、はい。 

すいません、あの２号機なんですけども、いまは、あの、ＲＣＩＣ

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

復旧したときに、あと、何ができるかつて、もう１

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

すいません。２号はですね。ＰＣＶ のベント弁の回路が今回の爆発の影響で死んじゃいましたん

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。

あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

今回のようなことにならないためにも。 

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。
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発言内容 

あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

思います。他のプラントについても同じです。はい。よろしくお

すいません、あの２号機なんですけども、いまは、あの、ＲＣＩＣ

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

復旧したときに、あと、何ができるかつて、もう１ つ、その、水かぶっちやったところどうする

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

のベント弁の回路が今回の爆発の影響で死んじゃいましたん

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。

あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。
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あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

思います。他のプラントについても同じです。はい。よろしくお

すいません、あの２号機なんですけども、いまは、あの、ＲＣＩＣ というのが回っていて冷却が

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

つ、その、水かぶっちやったところどうする

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

のベント弁の回路が今回の爆発の影響で死んじゃいましたん

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。

あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。
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あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

思います。他のプラントについても同じです。はい。よろしくお

というのが回っていて冷却が

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

つ、その、水かぶっちやったところどうする

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

のベント弁の回路が今回の爆発の影響で死んじゃいましたん

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

はい、これ、本店と共同で進めておりますので、早急に決めたいと思います。 

あ、すいません。あの、ちょっと言い忘れました。本店さんにお願いがあります。 

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。

 

あの、その件はですね。本社で検討を重ねておりまして、ご指摘どおり、熱放出量は４号と６号

が大きいです。で、４号はとくに１００℃に近づいていますので、これに水を補給しながら冷却

をするという、すでに検討案を提出しております。これを共有しながら、あの、早速にですね。

思います。他のプラントについても同じです。はい。よろしくお

というのが回っていて冷却が

できてるんですが、これもいっ、あの、だめになるか分かりませんので、これ、ぜひ支援をお願

まぁともかく、だから、さっきの電源はそれの解決することになるので、で、まあ、ただ、電源

つ、その、水かぶっちやったところどうする

かっていうのあんだけども。で、あと、２号は一応注水する装備はできてるという理解でいいで

のベント弁の回路が今回の爆発の影響で死んじゃいましたん

で、もう一回、その回路を復旧させないとベント弁が開かないんで、それ、早急に対応します。 

はい、清水です。その２号機の残りのユニットの対処方針、これを早急に決めて、可能な範囲で

あの、その、早急にやる中にかなり緊急度が高いのは、２号のブローアウトパネルだと思ってま

それで、中から入るのがかなりしんどいと思うので、外からですね、やるという、本店さんで色々

検討してもらったやつ、あれを早く実施して、できないかなと思ってるんで、期待しておるんで

ブローアウトパネルにこだわることなくてさ、ブローアウトパネルにさわろうと思うと、高いと

こになっちゃうから。オペフロの、オペフロ、まあ、できるだけ高い所がいいんだけど、タービ

ンビルの上からってどこまでいくか分かんないけどさ、そのどつかに穴あげたらいいんだから。 
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

吉田所長

オフサイトセ

 

武藤副社長

 

清水社長

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

吉田所長

１F 

高橋フェロー

復旧班

吉田所長

復旧班

広報班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  いまウオータージェットでブローアウトパネルに穴あげる、あっ、違うか、そつか。まぁ、一番

高い所に穴あげる計画を立ててまして、すでに準備に入ってます。

吉田所長  はい、よろしくお願いします。

武藤副社長  ブローアウトパネルにこだわることないと思うよ。穴あげりゃいいんだから。

 はい。

清水社長  その手当てを、手当てを至急あれ……。

発電班  ２号の、えっと、発電班ですけれども、２号のプラントデータで、炉水位がずいぶん下がってき

ましたんで、原子炉水位が下がってきました。えっと、で、１２時のデータから比べて２号の原

子炉水位が燃料域で３４００から２９５０。それから、ワイドでオーバースケールだったのが１

４００まで下がりました。で、原子炉圧力は６．００８

６．１８８に。それからドライウェル圧力が。

吉田所長  はい、じゃあ大至急ね。大至急２号、２号でしょ、いま。

発電班  ２号です。

吉田所長  号の給水ラインの健全性を確認して、あの、操作しようじゃないか。

発電班  はい。

高橋フェロー  そうしてください。

発電班  その前に、あの、いまベントラインの。

高橋フェロー  ああ、そつか、ベント。

発電班  ＡＯ

うなんです。で、そこの修理をまずやります。

吉田所長  分かった。あの、なんせね、これ、もう、あの、また●●。うん、これ、このタイミングまた３

号と同じ話になるからさ。早くやる。燃料を露出させないというのはもう、さ、さ、最優先なん

で、お願いします。ちょっと手分けして、あの、プール側、あ、プールじゃねぇ、海水注入側と

炉側。

  技術班はいつもの、あの、ＴＡＦ到達の予測、お願いしますよ。

高橋フェロー  ●●。ブローアウトパネル、時間がなくなってきたから、急ぐように。

復旧班  了解、はい。

吉田所長  ブローアウトパネル、時間なくなってきました。

復旧班  はい、了解。

広報班  広報からご連絡します。本店広報からご連絡します。厚生班から負傷者の方、１名増加の連絡を

いただきました。東京エネシスの方お１人負傷ということで、ご連絡をいただいております。こ

の件、マスコミ対応各所にも連絡いたします。
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いまウオータージェットでブローアウトパネルに穴あげる、あっ、違うか、そつか。まぁ、一番

高い所に穴あげる計画を立ててまして、すでに準備に入ってます。

はい、よろしくお願いします。

ブローアウトパネルにこだわることないと思うよ。穴あげりゃいいんだから。

はい。 

その手当てを、手当てを至急あれ……。

２号の、えっと、発電班ですけれども、２号のプラントデータで、炉水位がずいぶん下がってき

ましたんで、原子炉水位が下がってきました。えっと、で、１２時のデータから比べて２号の原

子炉水位が燃料域で３４００から２９５０。それから、ワイドでオーバースケールだったのが１

４００まで下がりました。で、原子炉圧力は６．００８

６．１８８に。それからドライウェル圧力が。

はい、じゃあ大至急ね。大至急２号、２号でしょ、いま。

２号です。 

号の給水ラインの健全性を確認して、あの、操作しようじゃないか。

はい。 

そうしてください。

その前に、あの、いまベントラインの。

ああ、そつか、ベント。

ＡＯ 弁が中操のところに外から電源を引いてきているんですけども、その電源が損傷しているよ

うなんです。で、そこの修理をまずやります。

分かった。あの、なんせね、これ、もう、あの、また●●。うん、これ、このタイミングまた３

号と同じ話になるからさ。早くやる。燃料を露出させないというのはもう、さ、さ、最優先なん

で、お願いします。ちょっと手分けして、あの、プール側、あ、プールじゃねぇ、海水注入側と

炉側。 

技術班はいつもの、あの、ＴＡＦ到達の予測、お願いしますよ。
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ブローアウトパネル、時間なくなってきました。
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いまウオータージェットでブローアウトパネルに穴あげる、あっ、違うか、そつか。まぁ、一番

高い所に穴あげる計画を立ててまして、すでに準備に入ってます。

はい、よろしくお願いします。

ブローアウトパネルにこだわることないと思うよ。穴あげりゃいいんだから。

その手当てを、手当てを至急あれ……。

２号の、えっと、発電班ですけれども、２号のプラントデータで、炉水位がずいぶん下がってき

ましたんで、原子炉水位が下がってきました。えっと、で、１２時のデータから比べて２号の原

子炉水位が燃料域で３４００から２９５０。それから、ワイドでオーバースケールだったのが１

４００まで下がりました。で、原子炉圧力は６．００８

６．１８８に。それからドライウェル圧力が。

はい、じゃあ大至急ね。大至急２号、２号でしょ、いま。

号の給水ラインの健全性を確認して、あの、操作しようじゃないか。

そうしてください。 

その前に、あの、いまベントラインの。

ああ、そつか、ベント。 

弁が中操のところに外から電源を引いてきているんですけども、その電源が損傷しているよ

うなんです。で、そこの修理をまずやります。

分かった。あの、なんせね、これ、もう、あの、また●●。うん、これ、このタイミングまた３

号と同じ話になるからさ。早くやる。燃料を露出させないというのはもう、さ、さ、最優先なん

で、お願いします。ちょっと手分けして、あの、プール側、あ、プールじゃねぇ、海水注入側と

技術班はいつもの、あの、ＴＡＦ到達の予測、お願いしますよ。

●●。ブローアウトパネル、時間がなくなってきたから、急ぐように。

ブローアウトパネル、時間なくなってきました。

広報からご連絡します。本店広報からご連絡します。厚生班から負傷者の方、１名増加の連絡を

いただきました。東京エネシスの方お１人負傷ということで、ご連絡をいただいております。こ

の件、マスコミ対応各所にも連絡いたします。
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発言内容

いまウオータージェットでブローアウトパネルに穴あげる、あっ、違うか、そつか。まぁ、一番

高い所に穴あげる計画を立ててまして、すでに準備に入ってます。

はい、よろしくお願いします。 

ブローアウトパネルにこだわることないと思うよ。穴あげりゃいいんだから。

その手当てを、手当てを至急あれ……。 

２号の、えっと、発電班ですけれども、２号のプラントデータで、炉水位がずいぶん下がってき

ましたんで、原子炉水位が下がってきました。えっと、で、１２時のデータから比べて２号の原

子炉水位が燃料域で３４００から２９５０。それから、ワイドでオーバースケールだったのが１

４００まで下がりました。で、原子炉圧力は６．００８

６．１８８に。それからドライウェル圧力が。

はい、じゃあ大至急ね。大至急２号、２号でしょ、いま。

号の給水ラインの健全性を確認して、あの、操作しようじゃないか。

その前に、あの、いまベントラインの。 

弁が中操のところに外から電源を引いてきているんですけども、その電源が損傷しているよ

うなんです。で、そこの修理をまずやります。

分かった。あの、なんせね、これ、もう、あの、また●●。うん、これ、このタイミングまた３

号と同じ話になるからさ。早くやる。燃料を露出させないというのはもう、さ、さ、最優先なん

で、お願いします。ちょっと手分けして、あの、プール側、あ、プールじゃねぇ、海水注入側と

技術班はいつもの、あの、ＴＡＦ到達の予測、お願いしますよ。

●●。ブローアウトパネル、時間がなくなってきたから、急ぐように。

ブローアウトパネル、時間なくなってきました。

広報からご連絡します。本店広報からご連絡します。厚生班から負傷者の方、１名増加の連絡を

いただきました。東京エネシスの方お１人負傷ということで、ご連絡をいただいております。こ

の件、マスコミ対応各所にも連絡いたします。
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テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  ウオータージェットなんてできんの？じゃあ、それあんの？なけりや、メーカーに手配だよ。

高橋フェロー  あの、日立工場に。

清水社長  いや、だから。

高橋フェロー  あれ、●●。ウォータージェットで切るって聞いたけど、さつき。ウオータージェットはどこの

やつ持ってくの？あるの？現場にあるの？どこにあれがあるの？ちょっとさ、社長からもお願い

してもらう必要があるかもしれないんで、ちょっと、どこのやつを持ってくのかを早く決めてく

れる。

吉田所長  あれ、技術班さ、２号機の。あっ、技術班、技術班。技術班さ、２号機のトレンドをいま予測で

きる？●●、聞こえてる？２号機のもう、ちょっと、トランジェントに近づいてきたから、これ

から、ＴＡＦ到達だとかあの評価を早速

清水社長  それをあれする、手配するなら、メーカー。だけど＝。

  あの、２号に向けての保全のほうは、思い切って、あの、選択と集中って言うのかな、無駄なこ

とはやらずに、２号に集中してもらえる？

吉田所長  だから、人の集中と、やるべきことのさ、あの、要するにＳＲ弁を開くということと、大丈夫？

思うじゃなくて、まあ、確認も含めて。ええ、はい。

清水社長  あれ。

吉田所長  ベント弁な。はい。

  ベント弁はいまだめなんです。

吉田所長  はい、はい。

  本部長、本部長。

清水社長  ●●●●。あの、要員のさっきの対応態勢、これちょっと連携して、至急きの対応態勢、これち

ょっと連携して、至急。

吉田所長  はい、何？

技術班  よろしいですか、あの、３号機なんですけど、爆発前後の１時間あたりのドライウェルの炉圧の

圧力の上昇の具合を見ると、２、３倍に増えてます。

吉田所長  え？

技術班  ２、３倍に増えてます。爆発前よりも爆発後のほうが２、３倍速いです、上昇率が。ドライウェ

ルの圧力が。

吉田所長  早い？

技術班  速い。明らかに速い。

吉田所長  上昇が？

技術班  上昇が。見れば分かりますけど。
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やつ持ってくの？あるの？現場にあるの？どこにあれがあるの？ちょっとさ、社長からもお願い

してもらう必要があるかもしれないんで、ちょっと、どこのやつを持ってくのかを早く決めてく
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から、ＴＡＦ到達だとかあの評価を早速

それをあれする、手配するなら、メーカー。だけど＝。

あの、２号に向けての保全のほうは、思い切って、あの、選択と集中って言うのかな、無駄なこ

とはやらずに、２号に集中してもらえる？
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思うじゃなくて、まあ、確認も含めて。ええ、はい。

あれ。 

ベント弁な。はい。

ベント弁はいまだめなんです。

はい、はい。 

本部長、本部長。

●●●●。あの、要員のさっきの対応態勢、これちょっと連携して、至急きの対応態勢、これち

ょっと連携して、至急。

はい、何？ 

よろしいですか、あの、３号機なんですけど、爆発前後の１時間あたりのドライウェルの炉圧の

圧力の上昇の具合を見ると、２、３倍に増えてます。

え？ 
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14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  179 / 362

ウオータージェットなんてできんの？じゃあ、それあんの？なけりや、メーカーに手配だよ。

あの、日立工場に。 

 

あれ、●●。ウォータージェットで切るって聞いたけど、さつき。ウオータージェットはどこの

やつ持ってくの？あるの？現場にあるの？どこにあれがあるの？ちょっとさ、社長からもお願い

してもらう必要があるかもしれないんで、ちょっと、どこのやつを持ってくのかを早く決めてく

あれ、技術班さ、２号機の。あっ、技術班、技術班。技術班さ、２号機のトレンドをいま予測で

きる？●●、聞こえてる？２号機のもう、ちょっと、トランジェントに近づいてきたから、これ

から、ＴＡＦ到達だとかあの評価を早速

それをあれする、手配するなら、メーカー。だけど＝。

あの、２号に向けての保全のほうは、思い切って、あの、選択と集中って言うのかな、無駄なこ

とはやらずに、２号に集中してもらえる？

だから、人の集中と、やるべきことのさ、あの、要するにＳＲ弁を開くということと、大丈夫？

思うじゃなくて、まあ、確認も含めて。ええ、はい。

ベント弁な。はい。 

ベント弁はいまだめなんです。

本部長、本部長。 

●●●●。あの、要員のさっきの対応態勢、これちょっと連携して、至急きの対応態勢、これち

ょっと連携して、至急。 

よろしいですか、あの、３号機なんですけど、爆発前後の１時間あたりのドライウェルの炉圧の

圧力の上昇の具合を見ると、２、３倍に増えてます。

２、３倍に増えてます。爆発前よりも爆発後のほうが２、３倍速いです、上昇率が。ドライウェ

速い。明らかに速い。 
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発言内容

ウオータージェットなんてできんの？じゃあ、それあんの？なけりや、メーカーに手配だよ。

あれ、●●。ウォータージェットで切るって聞いたけど、さつき。ウオータージェットはどこの

やつ持ってくの？あるの？現場にあるの？どこにあれがあるの？ちょっとさ、社長からもお願い

してもらう必要があるかもしれないんで、ちょっと、どこのやつを持ってくのかを早く決めてく
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から、ＴＡＦ到達だとかあの評価を早速してください、時間評価。

それをあれする、手配するなら、メーカー。だけど＝。

あの、２号に向けての保全のほうは、思い切って、あの、選択と集中って言うのかな、無駄なこ

とはやらずに、２号に集中してもらえる？ そのほうがいいと思うんだよね。

だから、人の集中と、やるべきことのさ、あの、要するにＳＲ弁を開くということと、大丈夫？

思うじゃなくて、まあ、確認も含めて。ええ、はい。

ベント弁はいまだめなんです。 

●●●●。あの、要員のさっきの対応態勢、これちょっと連携して、至急きの対応態勢、これち

よろしいですか、あの、３号機なんですけど、爆発前後の１時間あたりのドライウェルの炉圧の

圧力の上昇の具合を見ると、２、３倍に増えてます。

２、３倍に増えてます。爆発前よりも爆発後のほうが２、３倍速いです、上昇率が。ドライウェ

上昇が。見れば分かりますけど。 
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２、３倍に増えてます。爆発前よりも爆発後のほうが２、３倍速いです、上昇率が。ドライウェ
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発言者  

吉田所長  はい、はい、はい、はい。

技術班  で、あの、さっき、絞る絞らないの議論してましたけど、●●に聞いたら絞る操作はしてないと。

してないんだけども、作業した人が退避するときに見てたら＝。

吉田所長  ええ、聞いた、聞いた。

技術班  リークしてると。だから、それの手当ても考えないと３もいけないと。

吉田所長  だからブレークした可能性があるんで。それの点検も含めて、はい。それの点検と修理も含めて

やるということです。

技術班  はい、はい。

  え－と、ここのサーベイ、なんか、あれ、定期的に居留地のサーベイやっておいてね。居留地、

居留地。で、あの、あれ、定期的に上昇のないことを確認して。

  本部長、すいません、あっ、すみません。あのー先ほどの爆風であのー電源車、電源車が多分、

  うん、壊れてるね。

  飛ばされてると思います。で、電源供給のほうが多分止まってると思うんですが、で、あの、気

にしてるのは、電源車がごろんと転がって軽油が漏れて、間違って火がポンと出るのがいやだな

と思ってるので、あの、可能で、なるべく早いタイミングでちょっと一度見たいなと、ちょっと

思ってます。

  はいはい、そのとおりだね。了解。

吉田所長  まぁ、そういう意味であの、１号、２号、３号をどういうふうにするかという、最優先なんで、

それの手順は早めに考えて役割分担をして、期限を決めてやるということでお願いします。

高橋フェロー  あれ、１Ｆさん。現場行った人は何か情報来てますかね。

吉田所長  えっとですね、現場から逃げて帰ってきたんで、あんまり情報はないんですが。あの、ぴットか

ら逃げてきた人が見たところ、最後に３号機の注水ラインにちょっと、あの、破れてたと、ホー

スがですね。

高橋フェロー  ホースが破れてた？

吉田所長  というような情報は来てます。

高橋フェロー  ＯＫ。

吉田所長  ただ、もう慌てて逃げてきたんで、それ以上の事細かいことは見てないと、こういうような話は

あります。

高橋フェロー  で、いま、爆発後に、いま、人はもう入ってるんですか。まだこれからですか。

吉田所長  いやいや、いまから段取り決めて、補修のこともありますんで、これから入るとこです。

高橋フェロー  はい、分かりました。

  《電話》●●お疲れさまです。いえいえ、ええ、ちょっとですね、つかめません。あの、実は携

帯が繋がらない状態になってまして、確認のしようがないんです。はい。ええ、ちょっとあの、

不安なんですけど。まだ入ってないです、正門。門にも入ってないです。はい。はい、すみませ
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いやいや、いまから段取り決めて、補修のこともありますんで、これから入るとこです。
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まぁ、そういう意味であの、１号、２号、３号をどういうふうにするかという、最優先なんで、

それの手順は早めに考えて役割分担をして、期限を決めてやるということでお願いします。

えっとですね、現場から逃げて帰ってきたんで、あんまり情報はないんですが。あの、ぴットか

ら逃げてきた人が見たところ、最後に３号機の注水ラインにちょっと、あの、破れてたと、ホー

ただ、もう慌てて逃げてきたんで、それ以上の事細かいことは見てないと、こういうような話は

で、いま、爆発後に、いま、人はもう入ってるんですか。まだこれからですか。 

いやいや、いまから段取り決めて、補修のこともありますんで、これから入るとこです。 

《電話》●●お疲れさまです。いえいえ、ええ、ちょっとですね、つかめません。あの、実は携

帯が繋がらない状態になってまして、確認のしようがないんです。はい。ええ、ちょっとあの、

不安なんですけど。まだ入ってないです、正門。門にも入ってないです。はい。はい、すみませ

 

で、あの、さっき、絞る絞らないの議論してましたけど、●●に聞いたら絞る操作はしてないと。

だからブレークした可能性があるんで。それの点検も含めて、はい。それの点検と修理も含めて

え－と、ここのサーベイ、なんか、あれ、定期的に居留地のサーベイやっておいてね。居留地、

本部長、すいません、あっ、すみません。あのー先ほどの爆風であのー電源車、電源車が多分、 

飛ばされてると思います。で、電源供給のほうが多分止まってると思うんですが、で、あの、気

にしてるのは、電源車がごろんと転がって軽油が漏れて、間違って火がポンと出るのがいやだな

と思ってるので、あの、可能で、なるべく早いタイミングでちょっと一度見たいなと、ちょっと

まぁ、そういう意味であの、１号、２号、３号をどういうふうにするかという、最優先なんで、

それの手順は早めに考えて役割分担をして、期限を決めてやるということでお願いします。 

えっとですね、現場から逃げて帰ってきたんで、あんまり情報はないんですが。あの、ぴットか

ら逃げてきた人が見たところ、最後に３号機の注水ラインにちょっと、あの、破れてたと、ホー

ただ、もう慌てて逃げてきたんで、それ以上の事細かいことは見てないと、こういうような話は

 

《電話》●●お疲れさまです。いえいえ、ええ、ちょっとですね、つかめません。あの、実は携

帯が繋がらない状態になってまして、確認のしようがないんです。はい。ええ、ちょっとあの、

不安なんですけど。まだ入ってないです、正門。門にも入ってないです。はい。はい、すみませ
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場所 発言者

広報班

警備誘導班

１Ｆ 

１Ｆ 

警備誘導班

 

 

 

高橋フェロー

配電復旧班

 

発電班

１Ｆ 

官庁連絡班

発電班

官庁連絡班

高橋フェロー

 

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

ん。

広報班  すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

ります。

警備誘導班  救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。

  はい。

  救急車到着、了解。

警備誘導班  免震棟玄関前到着です、救急車。

 えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

れの燃料が切れるという状況に。１６時だっけ？

 １６時。

 １６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

ね。配電部さん、よろしいですか。

高橋フェロー  よろしいですか。

配電復旧班  あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

お願いします。

 はい、よろしくお願いします。

発電班  えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ

点で、いまあの、直しましたので。

  直った？

官庁連絡班  あの、直ったんですね？

発電班  はい、あの、中操の電気が来てるっての確認してます。

官庁連絡班  はい、了解。

高橋フェロー  ●●さ、●●とこでもフォローしてほしいんだけど、３

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

ちょっと、至急そういうことも含めて……。

 これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

高橋フェロー  じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

2011 年 3 月 1

 

ん。 

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

ります。 

救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。

はい。 

救急車到着、了解。

免震棟玄関前到着です、救急車。

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

れの燃料が切れるという状況に。１６時だっけ？

１６時。 

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

ね。配電部さん、よろしいですか。

よろしいですか。

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

お願いします。 

はい、よろしくお願いします。

えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ

点で、いまあの、直しましたので。

直った？ 

あの、直ったんですね？

はい、あの、中操の電気が来てるっての確認してます。

はい、了解。 

●●さ、●●とこでもフォローしてほしいんだけど、３

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

ちょっと、至急そういうことも含めて……。

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。

救急車到着、了解。 

免震棟玄関前到着です、救急車。

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

れの燃料が切れるという状況に。１６時だっけ？

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

ね。配電部さん、よろしいですか。

よろしいですか。 

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

 

はい、よろしくお願いします。

えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ

点で、いまあの、直しましたので。

あの、直ったんですね？ ●●。

はい、あの、中操の電気が来てるっての確認してます。

●●さ、●●とこでもフォローしてほしいんだけど、３

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

ちょっと、至急そういうことも含めて……。

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。

免震棟玄関前到着です、救急車。 

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

れの燃料が切れるという状況に。１６時だっけ？

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

ね。配電部さん、よろしいですか。 

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

はい、よろしくお願いします。 

えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ

点で、いまあの、直しましたので。 

●●。 

はい、あの、中操の電気が来てるっての確認してます。

●●さ、●●とこでもフォローしてほしいんだけど、３

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

ちょっと、至急そういうことも含めて……。 

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

れの燃料が切れるという状況に。１６時だっけ？ 

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ

はい、あの、中操の電気が来てるっての確認してます。 

●●さ、●●とこでもフォローしてほしいんだけど、３ 号、これ、ホースが破れてるようだけど

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

 

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれ

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

救急、救急車、２台。正門通りました。こっち向かってます。 

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

えー、発電班からで、先ほど３号のベントラインを構成するＡＯ 弁の電源が電圧確立しないって

号、これ、ホースが破れてるようだけど

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

中性子線が０．０１以下とありますが、微量でも中性子線が発見されたということであれば、臨

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

弁の電源が電圧確立しないって

号、これ、ホースが破れてるようだけど

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。

 

すいません、広報班からご連絡をさせていただきます。ええ、たったいま、ええ、福島第一３号

機の水素爆発についての追加記者会見を終了いたしました。小森常務を中心として、ご対応をい

ただきましたけれども、やはり関心の向きはですね、被災者ですね。負傷者の人数、内訳と、そ

れから各、まあ、パラメータですね。圧力、水位、その他の確認を再三。そして、まあ、質疑の

中ではですね、その、仮想事故とどう違うのかとか、あるいは、臨界が起きてたんじゃないかと。

ば、臨

界が起きてたんだろうという、まあこういう、かなり突っ込んだ質問が出されました。以上であ

えっと、本店内でちょっといいですか。原子力の●●ですけど。いま、配電部さんのほうで２Ｆ

の冷却のポンプのために高圧の電源車をやって、用意してもらってまして、動いてます。で、そ

１６時に切れるってことで、いま手配をして進んでもらうんですけども、え－、いまサイト同士

でやってるんですが、本店としてもこれは安全な作業だよっていう確認をして進めたいというこ

とで、あの、２Ｆの作業ですんで、安全だということで配電部さんにお願いしてよろしいですよ

あ、あの、配電部ですけど、その話伺っておりますんで、お願い、対応できますんで、よろしく

弁の電源が電圧確立しないって

号、これ、ホースが破れてるようだけど

も、このままじゃ、修理とかよりも新しい消防車に変えちやったほうが早いんじゃないの。これ、

これ、ちょっと現場に確認します。さっきあの、第１報で、あの、作業員の人がホースが破れて

たって言ったから、ちょっとここかなと思って書きましたけど、また現場の状況確認して。 

じゃあ、よく確認して。予備のあれもあるはずだから、消防車の。よろしくお願いします。 
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発言者  

 はい。

技術班  技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

吉田所長  もう一度、ごめんなさい。

  １２時半から３．３時間後にＴＡＦ到達の可能性。

技術班  え－っと、４時位ですね。４時位にＴＡＦ

技術班  はい。

吉田所長  はい。

吉田所長  はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

時までに確実に行な

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。

 ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

と思うんですけど、どうでしょう？

 うん、まあそうだね。

  さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。

  穴あげるやつさ●●。すぐ、すぐ実施。

  継続いたします。

情報班  情報班、通報したいと思います。

吉田所長  すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。

広報班  あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

ちょっとお諮りさせていただきます。

 えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

ろしく。

広報班  あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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はい。 

技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

もう一度、ごめんなさい。

１２時半から３．３時間後にＴＡＦ到達の可能性。

え－っと、４時位ですね。４時位にＴＡＦ

はい。 

はい。 

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

時までに確実に行な

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。

ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

と思うんですけど、どうでしょう？

うん、まあそうだね。

さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。

穴あげるやつさ●●。すぐ、すぐ実施。

継続いたします。

情報班、通報したいと思います。

すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

ちょっとお諮りさせていただきます。

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

ろしく。 

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

もう一度、ごめんなさい。 

１２時半から３．３時間後にＴＡＦ到達の可能性。

え－っと、４時位ですね。４時位にＴＡＦ

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

時までに確実に行な いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。

ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

と思うんですけど、どうでしょう？

うん、まあそうだね。 

さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。

穴あげるやつさ●●。すぐ、すぐ実施。

継続いたします。 

情報班、通報したいと思います。

すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

ちょっとお諮りさせていただきます。

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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発言内容

技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

１２時半から３．３時間後にＴＡＦ到達の可能性。

え－っと、４時位ですね。４時位にＴＡＦ に到達する可能性があります。

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。

ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

と思うんですけど、どうでしょう？ 

さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。

穴あげるやつさ●●。すぐ、すぐ実施。 

情報班、通報したいと思います。 

すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

ちょっとお諮りさせていただきます。 

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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発言内容 

技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

１２時半から３．３時間後にＴＡＦ到達の可能性。 

に到達する可能性があります。

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。

ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。

すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

に到達する可能性があります。 

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ

ざるを得なくなりますので、ぜひ協力してください。お願いいたします。 

ベントラインが生きてなくても、ドライウェルの圧力が高かったら、放出しちやったほうがいい

さらにあの、当直はパラメータを十分監視してください。２号に関して。 

すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

くと、ちょっと矛盾してますが、よろしくお願いいたします。 

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。

 

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定

できないので、いま１３時ですから、所定の作業、要するに切り替えを行なうための作業を１５

いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。

それから、ＳＲ弁を開した後の作業に支障がないように、中操周りのいろんな計器類の点検

急実施してください。一応、目標はもう、１５時ともほんとは言いたくなくて、できれば、１４

時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ
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すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早

あの、本店広報班からご連絡と言いますか、ご相談です。本店広報班から本部でご相談させてい

ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい

 

技術班からです。えっと、２号機の水位の低下が大きくなってます。今の予測だと、えっと、１

２時半の段階から３時、３．３時間後位に、えっと、ＴＡＦに到達する可能性があります。 

はい、皆さん聞いてください。いま２号機の水位の低下が確認されました。評価の結果、１６時

にＴＡＦに到達する可能性があります。これからのトレンドによると、もっと早くなるかも否定
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いたいと思います。したがいまして、２号機の、２号機の給水ラインのセ

ッティング、補修、それから、まあ、ビットへの給水の維持ですね。この１つの全力をあげる。
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時３０分位までにすべて整いたいと思いますので、その期限でやりましょう。また同じ思いをせ
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すいません。皆さんにもう１点、もう１点、もう１点、あの、追加で指示をお願い、あの、うる

さいな、《ベルが鳴っている》ちょっと。指示をいたします。今回の２号の、すいません、３号

の爆発で、予想以外にいろんな物が壊れてる可能性があります。ですからこれは使えるだろうと

思い込まないで、あの、実施していただきたいと思いますので、丁寧に見てください。丁寧に早
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ただきます。いま、１階のプレスルームに押し寄せてる記者の方々はですね。１００人以上とい

う状況です。え－、１階のプレスルームはもう満杯の状況で、かなり記者から不平が出てるとい

う状況です。そういう中で３階の先日使いました３階の部屋をですね、大会議室をプレスルーム

に使いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ちょっと、いま、あの、需給対策の部屋と

なってると聞いておりますが、それも変更可能と総務さん、総務班さんと相談しておりますので、

えっと、需給対策本部が隣にあるので、全部聞こえてしまうので、需給対策本部の場所を１２０

１に変える方向でいま各所調整してますので、あと、二、三十分で調整済むと思いますので、よ

あの、広報班、本店広報班からご相談でございます。本店広報班からご相談です。え－、これま

でに分かりましたけが人の方々、これまでのけが人の方々のお名前はフルネームでお出ししてい
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発言者  

ますが、今回、これを、まあ、すでにお名前をというご要望がありますが、フルネームでお出し

していいものなのかどうか、ちょっとお

 ちょっと待って下さいね。ちょっと確認します。

官庁連絡班  １Ｆ

まってるっていうことでしょうか。あれ？聞こえてないか。

 １Ｆ

 そうか。

厚生班  ええ、厚生班より連絡、連絡いたします。先ほどの水蒸気爆発、水素爆発で、負傷されましたけ

が人の家族の連絡でございますが、●●。ちょっと連絡がついておりません。それから、●●、

●●。いずれも家族にまだ連絡がついてないところでございますが、引き続き連絡を継続したい

と思います。また、柏崎、●●につきましては、柏崎の厚生班より、連絡をしていただくことと

なりました。

発電班  それから、２号のＲＣＩＣが運転を継続してるかってことに関しては、パラメータ、水位とか圧

力に若干の変動があるものの、極端にＲＣＩＣが止まるというような要素が出てきてないことか

ら、多分動いているだろうというふうに想定いたします。

官庁連絡班  はい、了解です。

厚生班  え一、引き続き負傷者の連絡です。《ピー音》。こちら、所属会社より連絡していただくことと

なりました。タンクローリー運転手の●●につきましては、本人から家族に連絡済みということ

です。なお、４号のタ

を継続していきたいと思います。以上、厚生班より連絡でした。

保安班  保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの連絡です。１３時０４分

にＭＰ３番付近で測定をいたしました。ガンマは２２９．７

しては検出されておりません。繰り返します、１３時０４分、ＭＰ３番付近で、ガンマは２２９．

７

発電班  発電班から、２号機の炉水位の下がりですけれども、１３時のデータで、先ほどの、あっ、今日

の１６時にＴＡＦ

  ストップです。ストップです。

官庁連絡班  １Ｆ

ますか。

保安班  了解しました。保安班から連絡いたします。１３時０４分、モニタリングポスト３番付近、ガン

マ２２９．７

分、モニタリングポスト３番付近、ガンマの値が２２９．７

されておりません。以上です。

小森常務  ＝

んだな、という問いに対して、まあ、あんまりその、強くも否定もできないから、あの調べてか

らという感じも含めて、それでちょっとモヤモヤとなったところ、炉心溶融の可能性ありと、ま

あ直接的には答えてませんけど。まぁ、そんな雰囲気をとられちやったというのが事実。

技術班  ２号機。水位低下よりちょっと早くなってまして、３時半位にＴＡＦ到達と予想してます。

清水社長  あの、２号機対応、原子力。２……。

吉田所長  申し訳ない。これはもうほとんど余裕がないんで、例えば、修、もう修理しながらある程度使え

そうだと思ったらゴーかけることもあるから、あの、そういうことも含めて１０、なんだ、１５

時、じゅう、じゅう、ほんとは１４時半までには終わりたいんだけども。それ位の目標でやろう
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ますが、今回、これを、まあ、すでにお名前をというご要望がありますが、フルネームでお出し

していいものなのかどうか、ちょっとお

ちょっと待って下さいね。ちょっと確認します。

１Ｆ さん、本店です。あの、いま、炉水位の低下、２号が激しいという話ですが、ＲＣＩＣが止

まってるっていうことでしょうか。あれ？聞こえてないか。

１Ｆ って、１Ｆ

そうか。 

ええ、厚生班より連絡、連絡いたします。先ほどの水蒸気爆発、水素爆発で、負傷されましたけ

が人の家族の連絡でございますが、●●。ちょっと連絡がついておりません。それから、●●、

●●。いずれも家族にまだ連絡がついてないところでございますが、引き続き連絡を継続したい

と思います。また、柏崎、●●につきましては、柏崎の厚生班より、連絡をしていただくことと

なりました。 

それから、２号のＲＣＩＣが運転を継続してるかってことに関しては、パラメータ、水位とか圧

力に若干の変動があるものの、極端にＲＣＩＣが止まるというような要素が出てきてないことか

ら、多分動いているだろうというふうに想定いたします。

はい、了解です。

え一、引き続き負傷者の連絡です。《ピー音》。こちら、所属会社より連絡していただくことと

なりました。タンクローリー運転手の●●につきましては、本人から家族に連絡済みということ

です。なお、４号のタ

を継続していきたいと思います。以上、厚生班より連絡でした。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。モニタリングポストの連絡です。１３時０４分

にＭＰ３番付近で測定をいたしました。ガンマは２２９．７

しては検出されておりません。繰り返します、１３時０４分、ＭＰ３番付近で、ガンマは２２９．

７μＳｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出され＝。

発電班から、２号機の炉水位の下がりですけれども、１３時のデータで、先ほどの、あっ、今日

の１６時にＴＡＦ

ストップです。ストップです。

１Ｆ さん、いまのモニタリングポストの値、ちょっと聞こえなかったんで、もう一回お願いでき

ますか。 

了解しました。保安班から連絡いたします。１３時０４分、モニタリングポスト３番付近、ガン

マ２２９．７μＳｖ／ｈ。中性子については検出されておりません。繰り返します。１３時０４

分、モニタリングポスト３番付近、ガンマの値が２２９．７

されておりません。以上です。

＝ だけど話はしてる。＝さんからもご注意がありまして。炉心溶融の可能性が絶対否定できない

んだな、という問いに対して、まあ、あんまりその、強くも否定もできないから、あの調べてか

らという感じも含めて、それでちょっとモヤモヤとなったところ、炉心溶融の可能性ありと、ま

あ直接的には答えてませんけど。まぁ、そんな雰囲気をとられちやったというのが事実。

２号機。水位低下よりちょっと早くなってまして、３時半位にＴＡＦ到達と予想してます。

あの、２号機対応、原子力。２……。

申し訳ない。これはもうほとんど余裕がないんで、例えば、修、もう修理しながらある程度使え

そうだと思ったらゴーかけることもあるから、あの、そういうことも含めて１０、なんだ、１５

時、じゅう、じゅう、ほんとは１４時半までには終わりたいんだけども。それ位の目標でやろう
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ますが、今回、これを、まあ、すでにお名前をというご要望がありますが、フルネームでお出し

していいものなのかどうか、ちょっとお

ちょっと待って下さいね。ちょっと確認します。

さん、本店です。あの、いま、炉水位の低下、２号が激しいという話ですが、ＲＣＩＣが止

まってるっていうことでしょうか。あれ？聞こえてないか。

って、１Ｆ って言っちゃえば。

ええ、厚生班より連絡、連絡いたします。先ほどの水蒸気爆発、水素爆発で、負傷されましたけ

が人の家族の連絡でございますが、●●。ちょっと連絡がついておりません。それから、●●、

●●。いずれも家族にまだ連絡がついてないところでございますが、引き続き連絡を継続したい

と思います。また、柏崎、●●につきましては、柏崎の厚生班より、連絡をしていただくことと

それから、２号のＲＣＩＣが運転を継続してるかってことに関しては、パラメータ、水位とか圧

力に若干の変動があるものの、極端にＲＣＩＣが止まるというような要素が出てきてないことか
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あ直接的には答えてませんけど。まぁ、そんな雰囲気をとられちやったというのが事実。

２号機。水位低下よりちょっと早くなってまして、３時半位にＴＡＦ到達と予想してます。

あの、２号機対応、原子力。２……。

申し訳ない。これはもうほとんど余裕がないんで、例えば、修、もう修理しながらある程度使え
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本店 
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本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

清水社長

清水社長

官庁連絡班

清水社長

官庁連絡班

１Ｆ 

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

じゃないですか。お願いします。

清水社長  復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

清水社長  ２号機はもう時間的な余裕がないでしよ？

官庁連絡班  はい。あまりありません。

清水社長  したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

のための対策とか支援してほしい。

官庁連絡班  はい、分かりました。

  救急車出発、了解。

吉田所長  あと、本店さん、本店さん。

官庁連絡班  はい、本店です。

吉田所長  あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

ことを考えてもらえませんでしょうか。

官庁連絡班  はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

タージェットであげてしまうことを計画してます。

吉田所長  はい、それを至急お願いいたします。

官庁連絡班  はい、了解です。

復旧班  えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。

吉田所長  ごめんなさい、●●何も聞こえなかった。

復旧班  えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

指示を出しました。なので、はい。

吉田所長  はい、お願いします。

高橋フェロー  あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

吉田所長  はい。

  ＝

  で、一応それにした？

  した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

  着いてますね、分かりました。

2011 年 3 月 1

 

じゃないですか。お願いします。

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

２号機はもう時間的な余裕がないでしよ？

はい。あまりありません。

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

のための対策とか支援してほしい。

はい、分かりました。

救急車出発、了解。

あと、本店さん、本店さん。

はい、本店です。

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

ことを考えてもらえませんでしょうか。

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

タージェットであげてしまうことを計画してます。

はい、それを至急お願いいたします。

はい、了解です。

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。

ごめんなさい、●●何も聞こえなかった。

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

指示を出しました。なので、はい。

はい、お願いします。

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

はい。 

＝ 来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。

で、一応それにした？

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

着いてますね、分かりました。
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じゃないですか。お願いします。

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

２号機はもう時間的な余裕がないでしよ？

はい。あまりありません。 

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

のための対策とか支援してほしい。

はい、分かりました。 

救急車出発、了解。 

あと、本店さん、本店さん。 

はい、本店です。 

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

ことを考えてもらえませんでしょうか。

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

タージェットであげてしまうことを計画してます。

はい、それを至急お願いいたします。

はい、了解です。 

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。

ごめんなさい、●●何も聞こえなかった。

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

指示を出しました。なので、はい。

はい、お願いします。 

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。

で、一応それにした？ 

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

着いてますね、分かりました。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

じゃないですか。お願いします。 

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

２号機はもう時間的な余裕がないでしよ？ 

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

のための対策とか支援してほしい。 

 

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

ことを考えてもらえませんでしょうか。 

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

タージェットであげてしまうことを計画してます。

はい、それを至急お願いいたします。 

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。

ごめんなさい、●●何も聞こえなかった。 

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

指示を出しました。なので、はい。 

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

着いてますね、分かりました。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

タージェットであげてしまうことを計画してます。 

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

てまあ、すぐってわけにはいきませんけど、大至急ご用意します。 

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

復旧班、違う、違う。いやこれでいい、これでいい、これで。これでいい、これで。 

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。

来てるものをそこでちょっと一元管理して、＝やろうってことになったんですよ。 

した。はい、そうです。はい、それで、一応これは小名浜に着いてますんで。 

 

したがって、今の所長の判断のように現地対応でなんとかやるより仕方がないということで、そ

あの、１号、３号も、２号もブローアウトパネル。もしも、要するにリアクタービルの天井にな

んらかの穴をあげんのが、もう一番重要だと思うんだけど。中からじゃね、足場うんぬんになる

んで、難しいんで、もう至急、外からの、ヘリコプターなりなんなりでもいいんで、穴をあげる

はい、いま考えてまして。外からはしご車みたいなところにウオータージェット付けて、ウオー

えっと、それは準備してるんですが、いま、東京にいます。で、運ぶ最中に津波警報が出たので、

そこで待機してますが、いまその待機を解除してこちらに向かうように指示しました。したがっ

えっと、その重機とですね、道具もいま、東京にいまして、こちらで運ぶ予定だったんですけど

も、津波警報が出たので、一時待機していましたが、たったいま待機してこちらに向かうように

あの、官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで、当然なんだけど、もう

線量のことも構わないで、５００ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。 



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

13:19 

 

 

 

13:20 

13:21 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 
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本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 
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場所 発言者

１Ｆ 

１Ｆ 

発電班

 

１F 

吉田所長

１F 

広報班

 

広報班

 

 

 

広報班

石崎部長

オフサイトセ

 

武藤副社長

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

  これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

  ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

発電班  えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

で、えっと、１２

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

復旧しましょう。

 了解。

  技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。

吉田所長  あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。

  やっつけ仕事でいいでしょ。

広報班  ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

は山々なんですが

けども、いかがでしょうか。

 現状、健康被害の心配はない。

広報班  現状ですね。

 あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。

 えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

 広報的でも、自分たちからちょっと言うのはどうかって

しょうか。

広報班  分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

石崎部長  いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

ください。お願いします。

武藤副社長  なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。

 定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が出たという評価になってます。で、もしこの２％

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

内ですね、ぐらいのポイントになります。

2011 年 3 月 1

 

これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

で、えっと、１２

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

復旧しましょう。

了解。 

技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。

やっつけ仕事でいいでしょ。

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

は山々なんですが

けども、いかがでしょうか。

現状、健康被害の心配はない。

現状ですね。 

あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

広報的でも、自分たちからちょっと言うのはどうかって

しょうか。 

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

ください。お願いします。

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が出たという評価になってます。で、もしこの２％

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

内ですね、ぐらいのポイントになります。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

で、えっと、１２ 時３０分で６．１８

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

復旧しましょう。 

技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。

やっつけ仕事でいいでしょ。 

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

は山々なんですが、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

けども、いかがでしょうか。 

現状、健康被害の心配はない。

あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

広報的でも、自分たちからちょっと言うのはどうかって

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

ください。お願いします。 

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が出たという評価になってます。で、もしこの２％

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

内ですね、ぐらいのポイントになります。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

時３０分で６．１８ だったのが、１３

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。

 

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

 

現状、健康被害の心配はない。 

あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

広報的でも、自分たちからちょっと言うのはどうかって

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が出たという評価になってます。で、もしこの２％

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

内ですね、ぐらいのポイントになります。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

だったのが、１３ 時で７．０６まで上がってますから、

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

広報的でも、自分たちからちょっと言うのはどうかってコメントに思いますけど、いかがなんで

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が出たという評価になってます。で、もしこの２％ が正しいとして評価をすると、えっと、マッ

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

時で７．０６まで上がってますから、

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

技術との兼ね合いでいくと、何時頃になりそう？それ、吹くの。 

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

使える、使うことを最優先に考えるという形で補修してください。 

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

あっ、もしもし。それに対する評価はどのようになってますかね。 

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

コメントに思いますけど、いかがなんで

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

いにくいよね。●●、なんか、その、定量性みたいなの、なんかないの。 

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が正しいとして評価をすると、えっと、マッ

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

これは、あの、それぞれに＝。あ、じやあここで確認しましょうか、名前の＝ 名前、先ほどの。

ああ、ちょっとこれ、すぐ、すぐ。分かんなきゃ、分かんないで教えときます。 

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

時で７．０６まで上がってますから、

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。

コメントに思いますけど、いかがなんで

分かりました。ちょっとそれで調整します。はい、ありがとうございました。 

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

 

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％

が正しいとして評価をすると、えっと、マッ

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地

 

名前、先ほどの。 

えーっと、発電班からですけれども、２号、いいですか。２号の炉圧が上がっております。それ

時で７．０６まで上がってますから、

ＳＲ弁が吹くと思います。安全弁も。まだですけども、このままの調子で上がれば。炉圧が。そ

うすると、吹けば、さっきのＴＡＦの到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って

あのね、あのね、まずね、２号機の給水ラインは目視で生きてるものを、吸い込みの所の水位が

あって生きてるのが分かれば、もう、あの、オン、オンちゅうか、スタンバイして、いつでもで

すね、水が注入できる状態にまずすると。●●。補修するとか、そういう対応にしてください。

ちょっとよろしいでしょうか、広報班なんですが。福島事務所からちょっと依頼が来てます。次

の第３報の、福島第一のプレス文に福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいた

いという話がありました。えっと、ちょっと読み上げますと。「これから天候が崩れる予想だが、

いま北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はない」という文言

を入れたい、入れてほしいという話がありましたけれども、え－、ちょっと、これ、言いたいの

、こういうことでいいのかっていうのを、ちょっとお諮りしたいと思うんです

えっと、ぼくはね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいか

っていうと、ちょっと気になりますけども。で、あの、恐らくそうだと、恐らくこうだと思いま

す。ただしこれが西のほうに行ったやつが、もういっぺん東に揺られて戻ってくることもあり得

ますから。その時は拡散作用、薄くなってるとは思いますけど、ちょっとリスキーですよね、こ

こまで言い切るのは。ほんとは、だから、こういう話は国から言ってもらいたいとこですけど。 

コメントに思いますけど、いかがなんで

いや、調整するじゃなくて、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談して

なんかさ、その出てる、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないと、なかなか今のは言

定量性だとですね、あの、今回の２号、いや、３号のやつは、もう、海側に行っちゃってるんで

全然、地上データも当てにならないのが１つです。ただし１号の時の爆発の評価をひととおりや

ってまして、これは地上とのレイシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の２％ 位

が正しいとして評価をすると、えっと、マッ

クスがですね、希ガスで２１ｍＳｖ、ヨウ素も、ヨウ素が１３０ｍＳｖ、いずれも発電所の敷地
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テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

 そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

ょっと不安なとこあります。

武藤副社長  まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

いですか。

 で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

がないな。

武藤副社長  そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。

 分かりました。ちょっと考えさせてください。

 ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。

 はい、了解しました。

 はい、じゃこれ特ってっちゃっていいから。

 はい、ありがとうございます。

復旧班  えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。

復旧班  はい、●●。

復旧班  ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

替の作戦、なんかとりますけど。

  えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

て、それ以前に＝。

発電班  情報です、情報です。早急な情報です。え－、２号

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。

吉田所長  高いレベルじゃないってことは、低くなったってこと？

発電班  ２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

給水を確保する必要性があります。

吉田所長  はい、皆さん、えっと２号機が、ＳＲ弁が吹いて、炉が。

高橋フェロー  はい、みんな聞いて。

吉田所長  違うの？間違ったデータ言わないでよ、もう。

発電班  ●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。

2011 年 3 月 1

 

いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

ょっと不安なとこあります。

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

いですか。 

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

がないな。 

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。

分かりました。ちょっと考えさせてください。

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。

はい、了解しました。

はい、じゃこれ特ってっちゃっていいから。

はい、ありがとうございます。

えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。

はい、●●。 

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

替の作戦、なんかとりますけど。

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

て、それ以前に＝。

情報です、情報です。早急な情報です。え－、２号

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。

高いレベルじゃないってことは、低くなったってこと？

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

給水を確保する必要性があります。

はい、皆さん、えっと２号機が、ＳＲ弁が吹いて、炉が。

はい、みんな聞いて。

違うの？間違ったデータ言わないでよ、もう。

●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。
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いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

ょっと不安なとこあります。 

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。

分かりました。ちょっと考えさせてください。

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。

はい、了解しました。 

はい、じゃこれ特ってっちゃっていいから。

はい、ありがとうございます。

えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

替の作戦、なんかとりますけど。

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

て、それ以前に＝。 

情報です、情報です。早急な情報です。え－、２号

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。

高いレベルじゃないってことは、低くなったってこと？

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

給水を確保する必要性があります。

はい、皆さん、えっと２号機が、ＳＲ弁が吹いて、炉が。

はい、みんな聞いて。 

違うの？間違ったデータ言わないでよ、もう。

●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

 

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。

分かりました。ちょっと考えさせてください。

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。

はい、じゃこれ特ってっちゃっていいから。 

はい、ありがとうございます。 

えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

替の作戦、なんかとりますけど。 

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

情報です、情報です。早急な情報です。え－、２号

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。

高いレベルじゃないってことは、低くなったってこと？

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

給水を確保する必要性があります。 

はい、皆さん、えっと２号機が、ＳＲ弁が吹いて、炉が。

違うの？間違ったデータ言わないでよ、もう。

●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。

分かりました。ちょっと考えさせてください。 

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。

 

えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

情報です、情報です。早急な情報です。え－、２号機については、原子炉の圧力が上昇して、Ｓ

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。

高いレベルじゃないってことは、低くなったってこと？ 

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

はい、皆さん、えっと２号機が、ＳＲ弁が吹いて、炉が。 

違うの？間違ったデータ言わないでよ、もう。 

●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

いんで、その仮定の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってこと。 

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

えっと、それじゃ、これで、広報班の●●にこれを渡してください。 

えっと、こんな時に何なんですけど、●●、第一の●●、いますか。 

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

機については、原子炉の圧力が上昇して、Ｓ

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

ますが、それほど高いレベルではない状態をいま、検出しております。 

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、

●●。誤情報でした。誤情報でした。すいません。申し訳ないです。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いずれにしても、それ、あれだよな。１号と同じような影響だっていう評価になるってことだね。

そうです。それが１つと、ただし１号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ち

まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

 

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

機については、原子炉の圧力が上昇して、Ｓ

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、
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まぁデータ、裏付けがあるんだったら、そこら辺でもって、今のような答え方だとして、その背

景っていうのは、こういうふうに考えて、こうでしたというふうにまとめておくってことじゃな

で、その上で現時点であのプレスでいくとですね。まあ、あの、なんともなんとも評価がしよう

そりゃそうだよ、データが限られてんだから、そうなんだけども、ある仮定を置かなきやいけな

ああ、ごめん、ごめん。は‐い。ああ、名前呼ばれて分かっちやったか。はい、じゃ。は‐ い。

ご苦労さま。あの、えっと、もう＝聞こえます。コンプレッサーですけど、６個持ってったはず

ですが、あのさっきの情報だと、ちょっと、あの、ラインが崩れちゃったってことなんですけど

も、これについては、いまの代替のコンプレッサーで凌げそうでしょうか。そうでなければ、代

えっと、ちょっと、まだ、コンプレッサーが生きてるか生きてないか、まだ全然よく分からなく

機については、原子炉の圧力が上昇して、Ｓ

Ｒ弁の自動開により、炉圧が急速に低下しました。水位については、減圧沸騰してくれると思い

２４００位で。もっと上がるかなと思ってたんですけど。変動はすると思いますけれども。あと、
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発言者  

吉田所長  はい、いずれにしてもさ、いずれにしてもさ、いつＳＲ

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

復旧班  はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

挑戦します。

吉田所長  え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機

の給水ラインが生きてるかどうか、これが一番重要なんで。

復旧班  はい。

吉田所長  そこを最優先に点検して、もし、それさえＯＫ

そこを最優先でいきましょう。

復旧班  はい、分かりました。

吉田所長  メイクアップの量を増やすのは、その後でやってもらって構わないから。

復旧班  はい。まず、じやあ２号機。

吉田所長  ２号機の水源確保、最優先お願いします。

吉田所長  はい。

吉田所長  あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

置だとか、そこら辺大丈夫ですか。ＯＫ？

復旧班  えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん

で、ケーブルのどこかが脱落してるものと思いますんで、いま、早急に中操に行って、ケーブル

の確認をするところです。

吉田所長  それ、大至急ケーブルの確認もいいんだけど、だめだった時のこと考えて、次々対策を次々練れ

るように、もう臨機応変にものを立ち上げることがいま、最優先なんで、あの、時間がないです

から、そういう処置をしてください。

  分かりました、はい。

情報班  本部長。２号機ですけども、ＲＣＩＣに機能がなかったとすると、１５条の原子炉冷却機能喪失

に当たりますので、もうＲＣＩＣ

吉田所長  はい。じゃあ、水位の低下傾向が始まった時刻をもって、１５条を判断したということにしまし

ょうか。

情報班  了解しました。

ＯＳＣ  ２

 すいません。オフサイトセンター●●。３号機なんですけど、先ほどですね、ちょっと保安検査

官さんから、テレビの映像を見ると、１号よりもだいぶその、飛んでる範囲が大きく見えると。

あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え
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はい、いずれにしてもさ、いずれにしてもさ、いつＳＲ

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

挑戦します。 

え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機

の給水ラインが生きてるかどうか、これが一番重要なんで。

はい。 

そこを最優先に点検して、もし、それさえＯＫ

そこを最優先でいきましょう。

はい、分かりました。

メイクアップの量を増やすのは、その後でやってもらって構わないから。

はい。まず、じやあ２号機。

２号機の水源確保、最優先お願いします。

はい。 

あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

置だとか、そこら辺大丈夫ですか。ＯＫ？

えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん

で、ケーブルのどこかが脱落してるものと思いますんで、いま、早急に中操に行って、ケーブル

の確認をするところです。

それ、大至急ケーブルの確認もいいんだけど、だめだった時のこと考えて、次々対策を次々練れ

るように、もう臨機応変にものを立ち上げることがいま、最優先なんで、あの、時間がないです

から、そういう処置をしてください。

分かりました、はい。

本部長。２号機ですけども、ＲＣＩＣに機能がなかったとすると、１５条の原子炉冷却機能喪失

に当たりますので、もうＲＣＩＣ

はい。じゃあ、水位の低下傾向が始まった時刻をもって、１５条を判断したということにしまし

ょうか。 

了解しました。 
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すいません。オフサイトセンター●●。３号機なんですけど、先ほどですね、ちょっと保安検査

官さんから、テレビの映像を見ると、１号よりもだいぶその、飛んでる範囲が大きく見えると。

あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え
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はい、いずれにしてもさ、いずれにしてもさ、いつＳＲ

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機

の給水ラインが生きてるかどうか、これが一番重要なんで。

そこを最優先に点検して、もし、それさえＯＫ

そこを最優先でいきましょう。

はい、分かりました。 

メイクアップの量を増やすのは、その後でやってもらって構わないから。

はい。まず、じやあ２号機。 

２号機の水源確保、最優先お願いします。

あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

置だとか、そこら辺大丈夫ですか。ＯＫ？

えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん

で、ケーブルのどこかが脱落してるものと思いますんで、いま、早急に中操に行って、ケーブル

の確認をするところです。 

それ、大至急ケーブルの確認もいいんだけど、だめだった時のこと考えて、次々対策を次々練れ

るように、もう臨機応変にものを立ち上げることがいま、最優先なんで、あの、時間がないです

から、そういう処置をしてください。

分かりました、はい。 

本部長。２号機ですけども、ＲＣＩＣに機能がなかったとすると、１５条の原子炉冷却機能喪失

に当たりますので、もうＲＣＩＣ

はい。じゃあ、水位の低下傾向が始まった時刻をもって、１５条を判断したということにしまし
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すいません。オフサイトセンター●●。３号機なんですけど、先ほどですね、ちょっと保安検査

官さんから、テレビの映像を見ると、１号よりもだいぶその、飛んでる範囲が大きく見えると。

あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え
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発言内容

はい、いずれにしてもさ、いずれにしてもさ、いつＳＲ

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機

の給水ラインが生きてるかどうか、これが一番重要なんで。

そこを最優先に点検して、もし、それさえＯＫ

そこを最優先でいきましょう。 

メイクアップの量を増やすのは、その後でやってもらって構わないから。

 

２号機の水源確保、最優先お願いします。 

あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

置だとか、そこら辺大丈夫ですか。ＯＫ？ 

えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん

で、ケーブルのどこかが脱落してるものと思いますんで、いま、早急に中操に行って、ケーブル

それ、大至急ケーブルの確認もいいんだけど、だめだった時のこと考えて、次々対策を次々練れ

るように、もう臨機応変にものを立ち上げることがいま、最優先なんで、あの、時間がないです

から、そういう処置をしてください。 

本部長。２号機ですけども、ＲＣＩＣに機能がなかったとすると、１５条の原子炉冷却機能喪失

に当たりますので、もうＲＣＩＣ は水位の低下傾向から見ると。

はい。じゃあ、水位の低下傾向が始まった時刻をもって、１５条を判断したということにしまし

が止まってる？２号のＲＣＩＣ

すいません。オフサイトセンター●●。３号機なんですけど、先ほどですね、ちょっと保安検査

官さんから、テレビの映像を見ると、１号よりもだいぶその、飛んでる範囲が大きく見えると。

あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え
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発言内容 

はい、いずれにしてもさ、いずれにしてもさ、いつＳＲ 弁が吹いても対応できるように、まず、

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機

の給水ラインが生きてるかどうか、これが一番重要なんで。 

そこを最優先に点検して、もし、それさえＯＫ であれば、いつでも水が入れられるわけだから、

メイクアップの量を増やすのは、その後でやってもらって構わないから。

あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん

で、ケーブルのどこかが脱落してるものと思いますんで、いま、早急に中操に行って、ケーブル

それ、大至急ケーブルの確認もいいんだけど、だめだった時のこと考えて、次々対策を次々練れ

るように、もう臨機応変にものを立ち上げることがいま、最優先なんで、あの、時間がないです

本部長。２号機ですけども、ＲＣＩＣに機能がなかったとすると、１５条の原子炉冷却機能喪失

は水位の低下傾向から見ると。

はい。じゃあ、水位の低下傾向が始まった時刻をもって、１５条を判断したということにしまし

が止まってる？２号のＲＣＩＣ が止まってる？

すいません。オフサイトセンター●●。３号機なんですけど、先ほどですね、ちょっと保安検査

官さんから、テレビの映像を見ると、１号よりもだいぶその、飛んでる範囲が大きく見えると。

あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

弁が吹いても対応できるように、まず、

まず、水、水。水源、水源の確保。これ、いまどうなってる？現場行ってる？

はい、復旧班。復旧班のほうは、先ほど、物揚場から、３号機のりパーシングバルブビットに付

けた注入ラインについての健全性確認と、爆発寸前まえにですね、このポンプ、２つ取り出し口

があって、そこにホースを繋げられれば、ダブルで繋がれるってことが分かったので、それにも

え。あのそこはね、そこはもう２次的でいいから。まずさ、いま水位があるんだったら、２号機
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あとは、制御系で、ＳＲ弁が吹いたあとで、開を維持させるための電気、計装関係のいろんな処

えっと、ドライウェルベント弁については、あの、空気のほうは、空気ボンベが最初健全だった

ので、比較的それがもってるんじゃないかと思ってますが、まず、圧と言いますか、その確認に

行きたいと思うんですけど。その前に電気信号が失われてます。ただ、大本の電源は生きてるん
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あの、プールまで影響受けてないか、大丈夫かという話がありました。ちょっとあの、どうしよ

うもないとこあるんだけど、本店さんではちょっと、そのマスコミ等の映像あれば、継続的にチ

ェックしてもらうことと、もし、サイトさんのほうでもそれに関する兆候、例えば、まあス力イ

シャインみたいな、まあ、こんだけ広いと分かんないかも分からないけれども、線量が増え
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発言者  

たいな話があるかどうかって、目でちょっと見といてください。

復旧班  了解、見ます。今日はヘリコプターが場合によっては飛ぶという話をしてたんですけど、その辺

も確認をお願いします。

ＯＳＣ  お願いします。

 ヘリはどういうふうになってましたっけ、資材班のほうで分かりますか。待機にしてませんでし

たっけ、待機にしてましたっけ。

資材班  えっと、現在、大型１機、小型５機ございまして、１機が空いて、新木場に待機しております。

それから、小型機も３号機が新木場で待機をしております。ほか４機については、福島関係、そ

れから工務巡視関係で使用中でございます。以上です。

資材班  元々、あの、武藤副社長と小森常務の交替のためのが１機はありましたし、写真を上空から撮ろ

うかって話もありましたよね。プールのね、１号の。だから飛べると思います。

復旧班  で、具体的に撮るか撮らないかってアクションはしてるんでしょうか。

資材班  いえ、まだしてません。飛ぶことで進めますか、飛ぶということで進めますか。

復旧班  ぜひお願いしたいと思います。あの、要するにプールが裸だと燃料がもうむき出しになってるっ

てことなので、それだとすると、水をどんどん入れなきやいけなくなりますから。あの、至急お

願いできればと思います。

 了解。

保安班  保安班から、モニタリングポストの測定についてお知らせします。１３時１２分、モニタリング

ポスト４番近傍、ガンマ線の値でございますが、３４．２、３４．２

ては検出されておりません。繰り返します。ＭＰ４の付近で１３時１２分測定いたしました。線

量につきましては、ガンマですが、３４．２

ん。以上です。

 じゃあ写真を撮る。で、１つね、あの、もうすぐ武藤副社長が交代するのには１機使いたいと。

 ●●。●●。＝。

 で、多分燃料部門の人が乗って、それであの写真を撮るって話が、２日前位にあったと思うんだ

けど、１号の。で、多分１号と３号両方撮ってって話になってて、それが＝。

 今のところ、２機空いていますので、こちらは小森さんが＝。

 ＝。１台まだ操作入ってない。＝。

 誰か一緒に乗らないといけないですね、原子炉燃料の人か、ちょっと相手を誰にするか、決めて

ください。

発電班  ちょ、ちょっと見えない。２号機のプラントの情報で、１３時２４分で、炉水は若干下がって、

炉圧が４．７５まで上がりました。それで、そのあと１３時３０分頃に安全弁が吹いた挙動の、

炉圧の挙動を確認しました。ですので３、４回安全弁が、そうです、パカ、パカをやっている。

たぶんそれと同じ。●●水の残り、水位が若干下がって、そこの高い圧力が維持されて、安全弁

が吹くというのを繰り返すと思います。

復旧班  安全弁は吹き止まってますね？

厚生班  厚生班でございますけれども、１時半の時点で、先ほどの負傷者に関して呼びました救急車２台

到着して、２台出発済みでございます。もう１台手配しておりまして、これはまだ未着という状
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炉圧の挙動を確認しました。ですので３、４回安全弁が、そうです、パカ、パカをやっている。

たぶんそれと同じ。●●水の残り、水位が若干下がって、そこの高い圧力が維持されて、安全弁

が吹くというのを繰り返すと思います。 

安全弁は吹き止まってますね？ 維持するってことはそういうことだよな。

厚生班でございますけれども、１時半の時点で、先ほどの負傷者に関して呼びました救急車２台

到着して、２台出発済みでございます。もう１台手配しておりまして、これはまだ未着という状

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

たいな話があるかどうかって、目でちょっと見といてください。

了解、見ます。今日はヘリコプターが場合によっては飛ぶという話をしてたんですけど、その辺

ヘリはどういうふうになってましたっけ、資材班のほうで分かりますか。待機にしてませんでし

えっと、現在、大型１機、小型５機ございまして、１機が空いて、新木場に待機しております。

それから、小型機も３号機が新木場で待機をしております。ほか４機については、福島関係、そ

れから工務巡視関係で使用中でございます。以上です。 

元々、あの、武藤副社長と小森常務の交替のためのが１機はありましたし、写真を上空から撮ろ

うかって話もありましたよね。プールのね、１号の。だから飛べると思います。

で、具体的に撮るか撮らないかってアクションはしてるんでしょうか。

いえ、まだしてません。飛ぶことで進めますか、飛ぶということで進めますか。

ぜひお願いしたいと思います。あの、要するにプールが裸だと燃料がもうむき出しになってるっ

てことなので、それだとすると、水をどんどん入れなきやいけなくなりますから。あの、至急お

保安班から、モニタリングポストの測定についてお知らせします。１３時１２分、モニタリング

ポスト４番近傍、ガンマ線の値でございますが、３４．２、３４．２

ては検出されておりません。繰り返します。ＭＰ４の付近で１３時１２分測定いたしました。線

μＳｖ／ｈ。中性子については検出されておりませ

じゃあ写真を撮る。で、１つね、あの、もうすぐ武藤副社長が交代するのには１機使いたいと。

で、多分燃料部門の人が乗って、それであの写真を撮るって話が、２日前位にあったと思うんだ

けど、１号の。で、多分１号と３号両方撮ってって話になってて、それが＝。

今のところ、２機空いていますので、こちらは小森さんが＝。

誰か一緒に乗らないといけないですね、原子炉燃料の人か、ちょっと相手を誰にするか、決めて

ちょ、ちょっと見えない。２号機のプラントの情報で、１３時２４分で、炉水は若干下がって、

炉圧が４．７５まで上がりました。それで、そのあと１３時３０分頃に安全弁が吹いた挙動の、

炉圧の挙動を確認しました。ですので３、４回安全弁が、そうです、パカ、パカをやっている。

たぶんそれと同じ。●●水の残り、水位が若干下がって、そこの高い圧力が維持されて、安全弁

維持するってことはそういうことだよな。

厚生班でございますけれども、１時半の時点で、先ほどの負傷者に関して呼びました救急車２台

到着して、２台出発済みでございます。もう１台手配しておりまして、これはまだ未着という状
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たいな話があるかどうかって、目でちょっと見といてください。 

了解、見ます。今日はヘリコプターが場合によっては飛ぶという話をしてたんですけど、その辺
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で、具体的に撮るか撮らないかってアクションはしてるんでしょうか。 

いえ、まだしてません。飛ぶことで進めますか、飛ぶということで進めますか。

ぜひお願いしたいと思います。あの、要するにプールが裸だと燃料がもうむき出しになってるっ

てことなので、それだとすると、水をどんどん入れなきやいけなくなりますから。あの、至急お

保安班から、モニタリングポストの測定についてお知らせします。１３時１２分、モニタリング

ポスト４番近傍、ガンマ線の値でございますが、３４．２、３４．２μＳｖ／ｈ。中性子につい

ては検出されておりません。繰り返します。ＭＰ４の付近で１３時１２分測定いたしました。線

Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりませ

じゃあ写真を撮る。で、１つね、あの、もうすぐ武藤副社長が交代するのには１機使いたいと。

で、多分燃料部門の人が乗って、それであの写真を撮るって話が、２日前位にあったと思うんだ

けど、１号の。で、多分１号と３号両方撮ってって話になってて、それが＝。

今のところ、２機空いていますので、こちらは小森さんが＝。 

誰か一緒に乗らないといけないですね、原子炉燃料の人か、ちょっと相手を誰にするか、決めて

ちょ、ちょっと見えない。２号機のプラントの情報で、１３時２４分で、炉水は若干下がって、

炉圧が４．７５まで上がりました。それで、そのあと１３時３０分頃に安全弁が吹いた挙動の、

炉圧の挙動を確認しました。ですので３、４回安全弁が、そうです、パカ、パカをやっている。

たぶんそれと同じ。●●水の残り、水位が若干下がって、そこの高い圧力が維持されて、安全弁

維持するってことはそういうことだよな。 

厚生班でございますけれども、１時半の時点で、先ほどの負傷者に関して呼びました救急車２台

到着して、２台出発済みでございます。もう１台手配しておりまして、これはまだ未着という状
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ヘリはどういうふうになってましたっけ、資材班のほうで分かりますか。待機にしてませんでし

えっと、現在、大型１機、小型５機ございまして、１機が空いて、新木場に待機しております。

それから、小型機も３号機が新木場で待機をしております。ほか４機については、福島関係、そ

元々、あの、武藤副社長と小森常務の交替のためのが１機はありましたし、写真を上空から撮ろ
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いえ、まだしてません。飛ぶことで進めますか、飛ぶということで進めますか。 

ぜひお願いしたいと思います。あの、要するにプールが裸だと燃料がもうむき出しになってるっ

てことなので、それだとすると、水をどんどん入れなきやいけなくなりますから。あの、至急お

保安班から、モニタリングポストの測定についてお知らせします。１３時１２分、モニタリング
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Ｓｖ／ｈ。中性子については検出されておりませ

じゃあ写真を撮る。で、１つね、あの、もうすぐ武藤副社長が交代するのには１機使いたいと。

で、多分燃料部門の人が乗って、それであの写真を撮るって話が、２日前位にあったと思うんだ

けど、１号の。で、多分１号と３号両方撮ってって話になってて、それが＝。 

誰か一緒に乗らないといけないですね、原子炉燃料の人か、ちょっと相手を誰にするか、決めて

ちょ、ちょっと見えない。２号機のプラントの情報で、１３時２４分で、炉水は若干下がって、

炉圧が４．７５まで上がりました。それで、そのあと１３時３０分頃に安全弁が吹いた挙動の、

炉圧の挙動を確認しました。ですので３、４回安全弁が、そうです、パカ、パカをやっている。

たぶんそれと同じ。●●水の残り、水位が若干下がって、そこの高い圧力が維持されて、安全弁
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えっと、現在、大型１機、小型５機ございまして、１機が空いて、新木場に待機しております。

それから、小型機も３号機が新木場で待機をしております。ほか４機については、福島関係、そ
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発言者  

態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

を搬送したかどうかは不明でございます。

総務班  武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。

 運転手だけ下さいという要請。

吉田所長  はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

 了解。

官庁連絡班  本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

音》さん、聞こえますか。

発電班  しっ、はい、●●です。

官庁連絡班  さっき、ＳＲ

発電班  １３時３０分頃です。

官庁連絡班  ３０分頃。で、圧力はどれ位？

発電班  圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。

官庁連絡班  ７．５３８

発電班  はい。確認されてるのは、４、５回程度と聞いています。

官庁連絡班  ４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？

発電班  ７．３８で吹き止まり。

官庁連絡班  了解。

発電班  はい。

 新木場だよね。

 また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

た、こっちで調整つくかもしれないので。

 あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

 新木場に、あるから。何人乗り？

 これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。

 あ一弁当持ってくる。

 持ってきましょうか。

2011 年 3 月 1

 

態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

を搬送したかどうかは不明でございます。

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。

運転手だけ下さいという要請。

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

了解。 

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

音》さん、聞こえますか。

しっ、はい、●●です。

さっき、ＳＲ 弁が吹いた挙動って１３時何分？

１３時３０分頃です。

３０分頃。で、圧力はどれ位？

圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。

７．５３８ から７．３８。そこが何回か吹いた感じでって感じ？

はい。確認されてるのは、４、５回程度と聞いています。

４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？

７．３８で吹き止まり。

了解。 

はい。 

新木場だよね。 

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

た、こっちで調整つくかもしれないので。

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

新木場に、あるから。何人乗り？

これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。

あ一弁当持ってくる。

持ってきましょうか。
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態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

を搬送したかどうかは不明でございます。

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。

運転手だけ下さいという要請。

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

音》さん、聞こえますか。 

しっ、はい、●●です。 

弁が吹いた挙動って１３時何分？

１３時３０分頃です。 

３０分頃。で、圧力はどれ位？

圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。

から７．３８。そこが何回か吹いた感じでって感じ？

はい。確認されてるのは、４、５回程度と聞いています。

４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？

７．３８で吹き止まり。 

 

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

た、こっちで調整つくかもしれないので。

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

新木場に、あるから。何人乗り？

これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。

あ一弁当持ってくる。 

持ってきましょうか。 
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発言内容

態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

を搬送したかどうかは不明でございます。 

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。

運転手だけ下さいという要請。 

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

弁が吹いた挙動って１３時何分？

３０分頃。で、圧力はどれ位？ 

圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。

から７．３８。そこが何回か吹いた感じでって感じ？

はい。確認されてるのは、４、５回程度と聞いています。

４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

た、こっちで調整つくかもしれないので。 

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

新木場に、あるから。何人乗り？ 

これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。
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発言内容 

態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

弁が吹いた挙動って１３時何分？ 

圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。

から７．３８。そこが何回か吹いた感じでって感じ？

はい。確認されてるのは、４、５回程度と聞いています。 

４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。
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態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

ターの武藤本部長、●●にお電話いただきたいです。△△△△です。 

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

圧力は、７．５３８から吹いて７．３８に落ちるのを確認してます。 

から７．３８。そこが何回か吹いた感じでって感じ？ 

４、５回。４、５回吹いて、吹き止まって７．３８になったのね？ 

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。

これはですね、３人か４人だと思います。荷物は３００ｋｇ積めます。 
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態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、

巡視と土木巡視と、総務で使っているもの１機ですね、４機使って２機空いてます。 

 

態でございます。１時半の時点で福島第一から救急車２台、出発済みでございます。負傷者全員

武藤本部長、本店の●●にご連絡いただきたいです。△△△△です。△△△△。オフサイトセン

はい、皆さんにお願いします。現場の状況等々、皆さーん、ちょっと聞いてください。現場の状

況等が、確実な情報が入ってきたら、本部に連絡してください。例えば２号機の現場でこれは健

全だ、これはだめだというような情報があったら、必ず本部に報告してください。お願いします。 

本店です。１Ｆの●●さん、福島第一の《ピー音》さん、本店、●●ですけど福島第一、《ピー

また例の区域内の上空には入れないんだと、いつもヘリはその話になります。ちょっとそこはま

あとは２Ｆ、福島で使っている２機と、あとは、え一、２、１、２、４、５は使っていまして、
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発言者  

 いや、おれ向こうにあるから。

 お茶要りますか。

 お茶持ってまいります。

広報班  すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

タリングポストＭＰ６付近の測定値は４

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

抜くための処置を行なうことといたしました。

 ＝要請はどうすんだ。

 切りました。

 引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

の案で、もう一回県のほうに返して。

高橋フェロー  これさ、２つで４

広報班  はい。え－と、確認いただいていいですか。

高橋フェロー  気になるとこはどこだつけ？

 ４

 ４マイクロ、えっ、モニタリングポスト６

高橋フェロー  処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

広報班  はい？

高橋フェロー  ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

めの処置を行なうこととしましたと。

小森常務  それはブローアウトパネルの話だけど。

高橋フェロー  うん。

小森常務  で、それはできそうですか。

高橋フェロー  まだ分かんないんですよ。
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いや、おれ向こうにあるから。

お茶要りますか。

お茶持ってまいります。

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

タリングポストＭＰ６付近の測定値は４

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

抜くための処置を行なうことといたしました。

＝要請はどうすんだ。

切りました。 

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

の案で、もう一回県のほうに返して。

これさ、２つで４

はい。え－と、確認いただいていいですか。

気になるとこはどこだつけ？

４μＳｖ、１２、０時３０分現在の。

４マイクロ、えっ、モニタリングポスト６

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

はい？ ４マイクロ＝。

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

めの処置を行なうこととしましたと。

それはブローアウトパネルの話だけど。

うん。 

で、それはできそうですか。

まだ分かんないんですよ。
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いや、おれ向こうにあるから。

お茶要りますか。 

お茶持ってまいります。 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

タリングポストＭＰ６付近の測定値は４

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

抜くための処置を行なうことといたしました。

＝要請はどうすんだ。 

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

の案で、もう一回県のほうに返して。

これさ、２つで４μＳｖってのが気になるの？

はい。え－と、確認いただいていいですか。

気になるとこはどこだつけ？ 

Ｓｖ、１２、０時３０分現在の。

４マイクロ、えっ、モニタリングポスト６

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

４マイクロ＝。 

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

めの処置を行なうこととしましたと。

それはブローアウトパネルの話だけど。

で、それはできそうですか。 

まだ分かんないんですよ。 
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発言内容

いや、おれ向こうにあるから。 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

タリングポストＭＰ６付近の測定値は４μＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されてお

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

抜くための処置を行なうことといたしました。

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

の案で、もう一回県のほうに返して。 

Ｓｖってのが気になるの？

はい。え－と、確認いただいていいですか。 

 

Ｓｖ、１２、０時３０分現在の。 

４マイクロ、えっ、モニタリングポスト６ 付近。

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

めの処置を行なうこととしましたと。 

それはブローアウトパネルの話だけど。 
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発言内容 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

Ｓｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されてお

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

抜くための処置を行なうことといたしました。 

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

Ｓｖってのが気になるの？ それ。それはいいの？

 

付近。 

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

Ｓｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されてお

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大き

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

それ。それはいいの？ 

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

この方々は私どもで確認していないということで含めておりません。それから救急車３台未着と

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

Ｓｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されてお

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

る福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大きな変動はあり

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

処置を行なうことにしましたってのは、ちょっとそんなに確認できないんじゃないの？ 

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた

 

すいません、広報班から第３報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では、

書画のほうに掛けさせていただきました。記号はまず飛ばさせていただきます。そして、中段の

ところからです。「午後１時３０分現在、当社社員４名、協力企業作業員等３名が負傷。いずれ

も意識あり」にしております。救急車３台を要請しておりますが、うち２台については病院に向

けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方４名のお話は報道には出ておりますが、

台未着と

いう情報でありますが、厚生班のところでご確認いただいて、うち２台については病院に向けて

出発しているという事実を書かせていただいてます。次に移ります。午後０時３０分現在、モニ

Ｓｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されてお

りません。すいません。ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安班さんに一応確認い

ただけたらと思います。続けます。午後０時３０分現在、当所の南側、約１０ｋｍ風下に位置す

な変動はあり

ません。なお今後、ここはちょっとしっかり書いたほうがよろしいとご意見をいただいてます。

なお今後、１、３号機の事象を踏まえ、あらかじめ２号機について原子炉建屋壁面に水素ガスを

引き続き、関係機関と協調して安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、周辺環境モニタリ

ングを継続監視してまいります。以上。ということで、先ほどお諮りいただきました県からの要

請に関しては、県から国への要請ということで再度調整をいただいておりますので、私どものこ

ブローアウトパネルを外す話をしてるんだと思うんだけど、原子炉建屋壁面に水素ガスを抜くた
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場所 発言者

広報班

高橋フェロー

広報班

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

１F 

高橋フェロー

 

 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

小森常務

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

 

小森常務

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

広報班  例えば、検討することといたしましたというのは？

高橋フェロー  従来と同じで行こうか。間に合わないかもしれません。

広報班  検討はよろしいですか。

吉田所長  ●●さんのとこ、適宜さ、＝●●。

発電班  今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

かするとＲＣＩＣ

吉田所長  はい。

発電班  あと継続して見ていきます。

  ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

高橋フェロー  ●●君、そういうことなの？

 書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

 ＭＰ６

吉田所長  本店さん、本店さん？

高橋フェロー  はい。

吉田所長  ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。

小森常務  はい。

吉田所長  ２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。

官庁連絡班  あぁ、ずれてるの？

吉田所長  開いちゃってるみたいだっていう情報があります。

官庁連絡班  おぉ、ラッキー！

吉田所長  そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

いでね。

 つい喜んじゃったよ。

小森常務  ３号機も外そうと考えたんですけど、入れない？オペフロ。

復旧班  すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手

配についてはよろしくお願いします。
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例えば、検討することといたしましたというのは？

従来と同じで行こうか。間に合わないかもしれません。

検討はよろしいですか。

●●さんのとこ、適宜さ、＝●●。

今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

かするとＲＣＩＣ

はい。 

あと継続して見ていきます。

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

●●君、そういうことなの？

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

ＭＰ６ でしょ？

本店さん、本店さん？

はい。 

ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。

はい。 

２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。

あぁ、ずれてるの？

開いちゃってるみたいだっていう情報があります。

おぉ、ラッキー！

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

いでね。 

つい喜んじゃったよ。

３号機も外そうと考えたんですけど、入れない？オペフロ。

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手

配についてはよろしくお願いします。
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例えば、検討することといたしましたというのは？

従来と同じで行こうか。間に合わないかもしれません。

検討はよろしいですか。 

●●さんのとこ、適宜さ、＝●●。

今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

かするとＲＣＩＣ が機能していて注水をしている可能性も、があります。

あと継続して見ていきます。 

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

●●君、そういうことなの？ 

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

でしょ？ １ＦのＭＰ６の所の測定値は実際４です。４マイクロシーベルト。

本店さん、本店さん？ 

ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。

２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。

あぁ、ずれてるの？ 

開いちゃってるみたいだっていう情報があります。

おぉ、ラッキー！ 

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

つい喜んじゃったよ。 

３号機も外そうと考えたんですけど、入れない？オペフロ。

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手

配についてはよろしくお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

例えば、検討することといたしましたというのは？

従来と同じで行こうか。間に合わないかもしれません。

●●さんのとこ、適宜さ、＝●●。 

今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

が機能していて注水をしている可能性も、があります。

 

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

 

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

１ＦのＭＰ６の所の測定値は実際４です。４マイクロシーベルト。

ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。

２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。

開いちゃってるみたいだっていう情報があります。

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

３号機も外そうと考えたんですけど、入れない？オペフロ。

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手

配についてはよろしくお願いします。 
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発言内容 

例えば、検討することといたしましたというのは？ 

従来と同じで行こうか。間に合わないかもしれません。 

今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

が機能していて注水をしている可能性も、があります。

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

１ＦのＭＰ６の所の測定値は実際４です。４マイクロシーベルト。

ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。

２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。

開いちゃってるみたいだっていう情報があります。 

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

３号機も外そうと考えたんですけど、入れない？オペフロ。 

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手
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今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

が機能していて注水をしている可能性も、があります。 

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。

１ＦのＭＰ６の所の測定値は実際４です。４マイクロシーベルト。

ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど。 

２号機のですね、ブローアウトパネルは、何かもう多分１号の爆発の時か。 

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

 

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

今の状態を報告します。今は１分間ごとに安全弁が動作をして、圧下がってまた上がってことを

繰り返して、水位については、燃料域でプラス２２５０位。ワイドでいう状態です。水が外に普

通ですと安全弁吹いてるんで出てるんですけど、そんなに下がってこないっていうことで、もし

 

ＲＣＩＣが動いていて、まだ、だから水が入っているってことだ。うん、助かるね。 

書画の方、処置のところを「検討を行なうこととしました」としていただけますか。 

１ＦのＭＰ６の所の測定値は実際４です。４マイクロシーベルト。 

 

そう、それでちょっといま、大至急確認に行ってますけども、ちょっとまだ未確認だから喜ばな

すいません。情報ですが、役所のほうに水素対策についての説明を求められておりましたので、

建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほし

いということで言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手
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発言者  

復旧班  その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の

原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

動きについて、これから情報共有をしたいと思います。

ＯＳＣ  ブローアウトパネルがずれているみたいです。

武藤副社長  穴あいてるって？

広報班  すいません、広報班もう一回やらせていただきます。本店広報班もう一回プレス文の拝見お願い

します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

すけど、よろしいですか。

広報班  はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

思います。ありがとう

官庁連絡班  すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

 どうぞ。

官庁連絡班  あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

てるでしょうか。

小森常務  サイトだ。●●さん、１Ｆ

官庁連絡班  すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。

  ２Ｆ

官庁連絡班  ２Ｆの診療所？

  常駐してる所。

医療班  病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

小森常務  病院の、搬送先の病院名？

医療班  搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

っております。以上です。

小森常務  病院とは言わないんだ。

官庁連絡班  分かりました。ありがとうございます。

保安班  保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー

トロンも当然、検出限界以下で変化ありません。以上です。

2011 年 3 月 1
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すけど、よろしいですか。

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

思います。ありがとう

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

どうぞ。 

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

てるでしょうか。

サイトだ。●●さん、１Ｆ

すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。

２Ｆ のあれです。え－

２Ｆの診療所？ 

常駐してる所。 

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

病院の、搬送先の病院名？

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

っております。以上です。

病院とは言わないんだ。

分かりました。ありがとうございます。

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー
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その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の

原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

動きについて、これから情報共有をしたいと思います。

ブローアウトパネルがずれているみたいです。

穴あいてるって？ 

すいません、広報班もう一回やらせていただきます。本店広報班もう一回プレス文の拝見お願い

します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

すけど、よろしいですか。 

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

思います。ありがとうございました。

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

てるでしょうか。 

サイトだ。●●さん、１Ｆ さん。

すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。

のあれです。え－ と。 

 

 

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

病院の、搬送先の病院名？ 

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

っております。以上です。 

病院とは言わないんだ。 

分かりました。ありがとうございます。

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー

トロンも当然、検出限界以下で変化ありません。以上です。
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発言内容

その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の

原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

動きについて、これから情報共有をしたいと思います。

ブローアウトパネルがずれているみたいです。

すいません、広報班もう一回やらせていただきます。本店広報班もう一回プレス文の拝見お願い

します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

ございました。 

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

さん。 

すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。

 

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

分かりました。ありがとうございます。 

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー

トロンも当然、検出限界以下で変化ありません。以上です。
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発言内容 

その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の

原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

動きについて、これから情報共有をしたいと思います。 
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します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー

トロンも当然、検出限界以下で変化ありません。以上です。 
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原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか
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します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

すいません、１Ｆさん、けが人は病院に行ったんでしょうか。 

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー
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その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の
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今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

すいません、広報班もう一回やらせていただきます。本店広報班もう一回プレス文の拝見お願い

します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

すいません、官庁連絡班からちょっと質問あるんですけれども、よろしいでしょうか。 

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

車待ち。残りの１人については搬送せず、という形で判断が出ております。以上です。 

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー

 

その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために２号の

原子炉建屋の横壁にウォータージェットで穴をあげるという算段です。この工具一式については、

今は東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりまし

た。つい先ほど１時間位前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がか

かります。なんとかその前に２号に水を注入する算段をしたいと思っておりまして、その一連の

すいません、広報班もう一回やらせていただきます。本店広報班もう一回プレス文の拝見お願い

します。４マイクロＳｖ／ｈは確認をいただきました。それから、ちょっとすいません、私、訂

正を間違えましたけど、抜くための処置について検討を行なうこととしましたと、いうような形

にしたいと思います。これは続けてよろしいですか。ブローアウトパネル抜けてるっていう話で

はい、分かりました。ちょっと引き続きまして、言葉の使い方をもう少し考えながら進めたいと

あのＮＩＳＡのほうからなんですけれども、けが人が出たっていう情報は出てるんですが、病院

に行ったっていう、着いたとか行ったとか情報がきてないんですけれども、救護班のほうに入っ

病人の搬出状況ですけれども、７名のけが人、社員４名、企業３名の７名のけが人のうち４名は

２台の救急車で搬送が終わっております。残りの３名のうち２名につきましては、３台目の救急

搬送先につきましては、福島第二のビジターズホールで、福島第二の産業医が対応することにな

保安班からですが、この部屋の中の環境線量ですが、ガンマ線で３０で変化ありません。ニュー
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発言者  

 ３０は３０マイクロですよね？

保安班  マイクロです。

 はい、ありがとうございます。

発電班  コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

Ｃ

武藤副社長  なんか、あれなのブローアウトパネル

武藤副社長  吉田さん、吉田さーん。

吉田所長  はい、吉田です。

武藤副社長  ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。

吉田所長  ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

ます。

武藤副社長  確認？これから確認？

吉田所長  ＠こと多いんで、ちょっとすべて慎重に＠

武藤副社長  はい、了解。

 ●●書画のところに、もうスタンバイしてる。

復旧班  じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

る？まずあの、２号につきましては、これから？校閲？

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

発のときに避難する人が見かけたという破損箇所と

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

に水さえ入っていれば注水することが可能に

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

代替をしていきたいというふうに考え

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

るわけです。それで、●●さん、これは何時間位で？

復旧班  すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。

復旧班  ビットには水入ってるんだろ。
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３０は３０マイクロですよね？

マイクロです。 

はい、ありがとうございます。

コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

Ｃ が多分入っていて若干落ちてるってやつです。

なんか、あれなのブローアウトパネル

吉田さん、吉田さーん。

はい、吉田です。

ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

ます。 

確認？これから確認？

＠こと多いんで、ちょっとすべて慎重に＠

はい、了解。 

●●書画のところに、もうスタンバイしてる。

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

る？まずあの、２号につきましては、これから？校閲？

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

発のときに避難する人が見かけたという破損箇所と

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

に水さえ入っていれば注水することが可能に

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

代替をしていきたいというふうに考え

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

るわけです。それで、●●さん、これは何時間位で？

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。

ビットには水入ってるんだろ。
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３０は３０マイクロですよね？

 

はい、ありがとうございます。

コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

が多分入っていて若干落ちてるってやつです。

なんか、あれなのブローアウトパネル

吉田さん、吉田さーん。 

はい、吉田です。 

ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

確認？これから確認？ 

＠こと多いんで、ちょっとすべて慎重に＠

●●書画のところに、もうスタンバイしてる。

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

る？まずあの、２号につきましては、これから？校閲？

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

発のときに避難する人が見かけたという破損箇所と

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

に水さえ入っていれば注水することが可能に

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

代替をしていきたいというふうに考え

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

るわけです。それで、●●さん、これは何時間位で？

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。

ビットには水入ってるんだろ。
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発言内容

３０は３０マイクロですよね？ 

はい、ありがとうございます。 

コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

が多分入っていて若干落ちてるってやつです。

なんか、あれなのブローアウトパネル 

ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

＠こと多いんで、ちょっとすべて慎重に＠ ます。

●●書画のところに、もうスタンバイしてる。

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

る？まずあの、２号につきましては、これから？校閲？

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

発のときに避難する人が見かけたという破損箇所と

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

に水さえ入っていれば注水することが可能になります。これについては、１、２時間でやるべく

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

代替をしていきたいというふうに考えているところです。これについてはまだ未確認ですので、

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

るわけです。それで、●●さん、これは何時間位で？

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。

ビットには水入ってるんだろ。 
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発言内容 

コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

が多分入っていて若干落ちてるってやつです。 

ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

ます。 

●●書画のところに、もうスタンバイしてる。 

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

る？まずあの、２号につきましては、これから？校閲？ まずですね、●●このパワーポイントで

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

発のときに避難する人が見かけたという破損箇所というのは、そこのペケ印でマークされている

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

なります。これについては、１、２時間でやるべく

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

ているところです。これについてはまだ未確認ですので、

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

るわけです。それで、●●さん、これは何時間位で？ これから注水できるまでの時間。

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。
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コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

ブローアウトパネル、なんか隙間ができてるっていう話は本当ですか。 

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

まずですね、●●このパワーポイントで

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

いうのは、そこのペケ印でマークされている

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

なります。これについては、１、２時間でやるべく

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

ているところです。これについてはまだ未確認ですので、

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

これから注水できるまでの時間。

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。
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コピー中ですけれども、発電班ですが、２号のプラントの情報です。毎分１回位で安全弁が出て

いて、炉圧のハンチング、炉圧の上下、それから水位はあんまり変わってません。水位もＲＣＩ

ええ、見たという話があるんですが、ちょっとそれ、本当かどうか分からないんで確認しに行き

じゃあ、情報共有しようか。本部の皆さん、いま２号が直面している問題をいかに問題解決する

かについて情報共有をしたいと思います。あのちょっと１Ｆのボリュームだけょっと下げてくれ

まずですね、●●このパワーポイントで

すけれども、いまどういう具合に水を注入しているかということですが、真ん中にある３号機の

逆洗弁ビット、これに水をつぎ足しつつですね、各号機に水を送っている状況です。先ほどの爆

いうのは、そこのペケ印でマークされている

ところで、これについては補修が必要になります。いま、喫緊の課題となっていますのは、２号

機の、真ん中ですね、２号機の未注入、そこですけれども、これについては、いまラインを繋ぎ、

もう一段繋ぐと、きっちりと送れそうだということで、いま現場の●●部長がこのところを確認

をしている最中です。で、それ以降の原子炉への注水のラインにつきましては、すでにラインナ

ップができていますので、ここのところがちゃんとラインナップできて、それから逆洗水ピット

なります。これについては、１、２時間でやるべく

現場が頑張ってくれているところです。それからベントですけれど、ベントは先程来、●●に当

方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで

ているところです。これについてはまだ未確認ですので、

今後の確認が必要になります。ベントがなるべくできるってことを、我々としては大いに期待す

これから注水できるまでの時間。 

すいません、ちょっといまの時点で時間ははっきり言えないんですけども、あのえっと。 
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方から確認しておりますけれども、昨日の段階で圧縮機、コンプレッサーでもって空気を送り込

んだ状態でエア弁を開維持しておりまして、えーベントラインは形成されていたのですけれども、

先ほどの爆発でそれが少し歪んだんじゃないかといった未確認情報があって、それはいま確認中

です。もし仮にコンプレッサーがイカレたとしても、他に６つ用意してありますので、どれかで
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発言者  

復旧班  ええ、ビットの水次第と。

復旧班  水入ってるんだろ？

復旧班  すいません、ちょっと待ってくださいね。

高橋フェロー  ●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？

復旧班  関係ないです。

復旧班  いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

分ものごとはマイルドになるというふうに考えられます。

発電班  ２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

高橋フェロー  これ、もし現場で作業やろうとすると何時にスタートできるの？

復旧班  只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。

高橋フェロー  しばらく、じゃ＝。

 今日中に終わる位の勢いで頑張ってます。

高橋フェロー  夜中になっちゃうの？

 はい、ライト点いてると思ってますので。

高橋フェロー  はい。

高橋フェロー  これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

考えていいのかな？

 実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。

高橋フェロー  はい。

復旧班  そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

んので、当然徐々に温度が上がっていきます。とくに１Ｆ

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

すので、まずは４号を優先で冷やす作業をします。

武藤副社長  まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。
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ええ、ビットの水次第と。

水入ってるんだろ？

すいません、ちょっと待ってくださいね。

●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？

関係ないです。 

いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

分ものごとはマイルドになるというふうに考えられます。

２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

これ、もし現場で作業やろうとすると何時にスタートできるの？

只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。

しばらく、じゃ＝。

今日中に終わる位の勢いで頑張ってます。

夜中になっちゃうの？

はい、ライト点いてると思ってますので。

はい。 

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

考えていいのかな？

実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。

はい。 

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

んので、当然徐々に温度が上がっていきます。とくに１Ｆ

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

すので、まずは４号を優先で冷やす作業をします。

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。
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ええ、ビットの水次第と。 

水入ってるんだろ？ 

すいません、ちょっと待ってくださいね。

●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？

 

いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

分ものごとはマイルドになるというふうに考えられます。

２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

これ、もし現場で作業やろうとすると何時にスタートできるの？

只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。

しばらく、じゃ＝。 

今日中に終わる位の勢いで頑張ってます。

夜中になっちゃうの？ 

はい、ライト点いてると思ってますので。

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

考えていいのかな？ 

実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

んので、当然徐々に温度が上がっていきます。とくに１Ｆ

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

すので、まずは４号を優先で冷やす作業をします。

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。
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発言内容

すいません、ちょっと待ってくださいね。 

●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？

いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か
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でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の
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今日中に終わる位の勢いで頑張ってます。 
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ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

すので、まずは４号を優先で冷やす作業をします。

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。
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●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？
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だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

分ものごとはマイルドになるというふうに考えられます。 

２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

これ、もし現場で作業やろうとすると何時にスタートできるの？

只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

んので、当然徐々に温度が上がっていきます。とくに１Ｆ では４号が新しい燃料なので、急勾配

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

すので、まずは４号を優先で冷やす作業をします。 

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。
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●●君さあ、３号のホースの破れたの２号の注入には関係ないんだよね？ 

いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

これ、もし現場で作業やろうとすると何時にスタートできるの？ 

只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

では４号が新しい燃料なので、急勾配

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな

いんで、ともかく電源がいるよ、これは、プールについては。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

いまはってるとこな、どんどんはってるな。あっちの海から。はい。それからさっきのクレーン

だ。万が一のために先ほどもちょっと紹介しましたが、いま東京にあるクレーンをこちらに向か

って走らせています。これはどういう仕組みかと言うと原子炉建屋の－番てっぺんに高圧ポンプ

でもって水をかけながら、穴をあげてしまうという工法です。これは一般にそんなに難しい技術

ではないので、これについては十分フィージブルだと思っておりまして、すでに作業、作業って

いうか段取りに入っている状況にあります。ただし先ほどの情報ですと、３号の爆発で脇の

ーアウトパネルが外れたという未確認情報もありますので、もしそれが外れているとすると、随

２号機の当直長に確認した情報について続報です。だいたい２分間に１回程度、動作を繰り返し

ております。で水位は５回位動作すると平均で《ビー音》程度で、ということで挙動としては安

定しているかなと思う程度です。水位については燃料域プラス２１００となっております。

只今ですね、ちょっとクレーンがそんなに早く移動できないものですから、ちょっと時間手間取

ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

そこの工程がまだみえてません。ですから、もうしばらくお待ちいただけますか。 

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

実質的にそういうことになるんじゃないでしょうか、３号に入れられないので。 

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

では４号が新しい燃料なので、急勾配

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

避ける必要があります。もう１つ、蒸発量が大きいのは６号ですけれども、これはあまり他のプ

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま

まあ、あれだよ、何千トンかある水がなくなってるんだから、なまやさしいことじゃ水は入らな
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ってます。あと、クレーンと東芝の用意してるガンの装着、装置の合体をしなきやいけないので、

これ、●●君さあ、３号のやつは穴があいていると、すべて６０ｔ、２号に入れるというふうに

そうだね、はい。あと全体の流れとしてもう１つやらなきやいけない仕事があります。それは、

燃料プールの冷却の仕事です。これは、燃料プールは、燃料が入りっぱなしだと冷却ができませ

では４号が新しい燃料なので、急勾配

で温度が上がっています。すでに１００℃近くなっているので、これを冷やすのが喫緊の課題で

す。１００℃ってことは蒸発しますから、建屋の中がビンビンに汚れるってことですね。それを

他のプ

ラントと勾配があんまり変わっていませんので、そんなに大きな蒸発量にならないと踏んでいま
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発言者  

復旧班  はい、そうだと思います。

武藤副社長  だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

復旧班  はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

段取りをその後の段階として計画をしています。

 ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

決まればまもなく飛べると思います。

復旧班  使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

を超えていま１

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

ヒートシ

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

ございます。

小森常務  石崎さん、いる？

  ３台目の救急車入構です。

早瀬顧問  早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

拡散するから。しっかり考えてください。

復旧班  はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

復旧班  ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

なると思います。

 すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

要するにＳＲ

 いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

す。

吉田所長  ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。

 分かりました。はい、すいません。
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はい、そうだと思います。

だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

段取りをその後の段階として計画をしています。

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

決まればまもなく飛べると思います。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

を超えていま１００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

ヒートシンク出ましたんで、ＯＫ

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

ございます。 

石崎さん、いる？

３台目の救急車入構です。

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

拡散するから。しっかり考えてください。

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

なると思います。

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

要するにＳＲ 弁が吹いたときはすぐに海水が注入できる状況になってるんでしたっけ？

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

す。 

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。

分かりました。はい、すいません。
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はい、そうだと思います。 

だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

段取りをその後の段階として計画をしています。

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

決まればまもなく飛べると思います。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

ンク出ましたんで、ＯＫ

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

石崎さん、いる？ 電話して＝石崎さんに座ってもらうって話を＝。

３台目の救急車入構です。 

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

拡散するから。しっかり考えてください。

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

なると思います。 

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

弁が吹いたときはすぐに海水が注入できる状況になってるんでしたっけ？

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。

分かりました。はい、すいません。
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発言内容

だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

段取りをその後の段階として計画をしています。

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

決まればまもなく飛べると思います。 

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

ンク出ましたんで、ＯＫ だと思います。で、最後、ちょっとこれは細かいのでいちいち

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

電話して＝石崎さんに座ってもらうって話を＝。

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

拡散するから。しっかり考えてください。 

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

弁が吹いたときはすぐに海水が注入できる状況になってるんでしたっけ？

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。

分かりました。はい、すいません。 
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発言内容 

だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

段取りをその後の段階として計画をしています。 

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

だと思います。で、最後、ちょっとこれは細かいのでいちいち

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

電話して＝石崎さんに座ってもらうって話を＝。

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

弁が吹いたときはすぐに海水が注入できる状況になってるんでしたっけ？

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。
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だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ

だと思います。で、最後、ちょっとこれは細かいのでいちいち

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

電話して＝石崎さんに座ってもらうって話を＝。 

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

弁が吹いたときはすぐに海水が注入できる状況になってるんでしたっけ？

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。
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だから、外部電源を戻さなかったら、実質的にその冷やすってのは無理だと思うよ。 

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水が

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

あるってので、この間に優先順位をつけて水を注入していくということですけど、２Ｆ はだいぶ

だと思います。で、最後、ちょっとこれは細かいのでいちいち

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。
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てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、

本当にどうなってるかっていう情報は、ちょっと現場から入ってこないんだよ。 

 

はい。プールやって、それからもう１つ重要な問題は１号と３号が天井が吹っ飛んでるので、プ

ールが要するにだいぶ水が溢れてるはずです。それで燃料が飛び出てるかどうか、そこまではい

ってないとは思いますけど、いずれにしても蒸発するような状況下にありますので、これを何と

か食い止める、あるいは水を補給する必要があります。なので、昨日から１号、３号の上を飛行

機で飛んでもらって、ヘリコプターで飛んでもらって、どれ位水が減ってるか確認してもらうと

いうことお願いしてありまして、先ほどお願いをしました。３号、１号の燃料プールの水がどれ

位減っているかといったこと確認したうえで、はしご消防車から水をぶっかけるといったような

ヘリのほうですね、いま、資材班と原子力保安班で飛ぶ個体の方を決めていただいてる最中です。

使用済み燃料プールについて、現状、今後の温度予想をいまここに示しております。一番左の黄

色いラインが１Ｆ４で、これがちょっと急ぎでして、もうすでに６５℃、コンクリートの制限値

００℃を超えた位になっていますんで、ちょっと沸騰気味でモヤモヤしていると

いうこと、これが急ぎです。で、１Ｆもそれ以外のプラント、ここにありますのはしばらく余裕

がありますんで、この間に、とにかくまず水を注入するというルートを確立すればいいと、で、

最終的にはファイナルヒートシンクを準備するということになります。ちょっともう１枚。で、

２Ｆについてもいまこういう状況で、少し高いプラントありますけれども、まだちょっと余裕が

はだいぶ

だと思います。で、最後、ちょっとこれは細かいのでいちいち

説明しませんが、１Ｆ１から２Ｆ４まで全プラントの今の状況、それから対策案をそれぞれ水を

どうやって注入するかという対策案を提示しておりまして、先ほどのあの温度の予想に従いまし

て、優先順位をつけて現場とそれができるかどうかというのを、いま確認を始めているところで

早瀬ですけどね、いまの燃料プールを冷やすのももちろん大事だけれども、１号、３号は大気と

つうつうになってるわけですね。この対策をとにかく早く考えないと、そう簡単じゃないです、

対策は。だけど、早めに考えてその手を早く打たないと、まさか屋根を架けるわけにいかないか

ら、何か蓋をするとかね、何かそういうこと具体的に考えないと放射性物質もっともっとどんど

ん出ちゃいますよ。それから、これから雨降るんでしょ。それから風が来たりしたら余計それが

はい、まさにおっしゃるとおりだと思います。はい。そこは大変重要なことと思っています。 

ちょっといま持ってこれてませんけど、１Ｆ１と１Ｆ３の検討というのは別途やっております。

まず水をとにかく注入するということと、飛散防止というか拡散防止を何か考えるということに

すいません。●●ですけど、１点確認させてください。２号機についてはＲＣＩＣが止まって、

いま２号機についてはラインナップ完了していて、そのＬＰＣＩの所から入るようにラインナッ

プまでできてて、水源の確保は、すいません、水源の確保の状況分かったら。いまドボドボ入れ

てるところなので、それが入りしだい、ＦＰ系消火ポンプから入れられるという状況になってま

ちょっと待って、ちょっと待って、そんな無責任なこと言わないで。現場はまだ点検に行って、
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テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  大丈夫だ、大丈夫だって勝手に言わないでほしいんだよ。

 分かりました。はい、失礼しました、大変。

吉田所長  要するに、もう昨日ラインアップはしてあるんですよ。だけど、今回の３号機の爆発で３号機の

逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

 なるほど。

吉田所長  だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

ないんですよ。

 なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

吉田所長  うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

 了解しました。

発電班  ２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという

こともあります。水位については、１５分でだいたい２００ミリ位低下する、低下しているよう

に見えるという情報です。

吉田所長  じゃあ、そのトレンドで、技術班、技術グループ。

保安班  保安班より情報を共有します。保安班より情報を共有します。本店《ビー音》さんのほうがＮＩ

ＳＡと調整をいたしまして、緊急復旧時の個人の被曝、いま１００で管理しておりますが、２５

０まで認めるということ調整されたそうです。しかしながら企業さんにおきましては、あくまで

も事前契約がどういう形でできていて、現場で働いている方に説明できているというのが前提で

ございますので、十分注意されるようにお願いします。これにつきましては当社社員ということ

が対象でございますので、企業さんと実施する場合に対しては、事前に契約が必要となりま

よろしくお願いいたします。

高橋フェロー  もうこんな時に契約なんか後でなんとでもなるんじゃないのそれ？

しょうがないんだけど、とぼく思うんだけど。まあ頑張ってください。

武藤副社長  ２５０ってのは相当に限界的な数字なので、しっかり守ることが大事だと思います。

復旧班  あと、そこで考えてること、整理してさらっと紹介お願いします。

 考えていること考えてること、いまそれぞれいろんなところで本店側が、連絡取れるサイトとや

りながら考えてること、順番にすでに終わってる号機もありますけれど、大きく分けると炉注入、

ＰＣＶベント、水素対策、プール冷却、爆発の影響ってことでプールの１、３号の影響確認、そ

れから、長期的な炉冷却の方法、この辺をそれぞれ考えております。考えていることはそういう

こと。それでいま考えている状況っていうのは、すいません、ちょっとずらしてもらうと、リス

ク等の横ぐらいに対応状況がありますけれども、炉

したけれど、そのまま。系統確認とか炉注水の方法の健全性確認とか水源の確保の話。それから

ＰＣＶ

るということ。２号機の水素爆発の可能性の排除に関しては、さっきから方法動き、を検討しな

がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法

は検討しています。

技術班  本部長、ＴＡＦの予測とドライウェル圧力の予測について、評価結果をお伝えします。

2011 年 3 月 1

 

大丈夫だ、大丈夫だって勝手に言わないでほしいんだよ。

分かりました。はい、失礼しました、大変。

要するに、もう昨日ラインアップはしてあるんですよ。だけど、今回の３号機の爆発で３号機の

逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

なるほど。 

だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

ないんですよ。 

なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

了解しました。 

２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという

こともあります。水位については、１５分でだいたい２００ミリ位低下する、低下しているよう

に見えるという情報です。

じゃあ、そのトレンドで、技術班、技術グループ。

保安班より情報を共有します。保安班より情報を共有します。本店《ビー音》さんのほうがＮＩ

ＳＡと調整をいたしまして、緊急復旧時の個人の被曝、いま１００で管理しておりますが、２５

０まで認めるということ調整されたそうです。しかしながら企業さんにおきましては、あくまで

も事前契約がどういう形でできていて、現場で働いている方に説明できているというのが前提で

ございますので、十分注意されるようにお願いします。これにつきましては当社社員ということ

が対象でございますので、企業さんと実施する場合に対しては、事前に契約が必要となりま

よろしくお願いいたします。

もうこんな時に契約なんか後でなんとでもなるんじゃないのそれ？

しょうがないんだけど、とぼく思うんだけど。まあ頑張ってください。

２５０ってのは相当に限界的な数字なので、しっかり守ることが大事だと思います。

あと、そこで考えてること、整理してさらっと紹介お願いします。

考えていること考えてること、いまそれぞれいろんなところで本店側が、連絡取れるサイトとや

りながら考えてること、順番にすでに終わってる号機もありますけれど、大きく分けると炉注入、

ＰＣＶベント、水素対策、プール冷却、爆発の影響ってことでプールの１、３号の影響確認、そ

れから、長期的な炉冷却の方法、この辺をそれぞれ考えております。考えていることはそういう

こと。それでいま考えている状況っていうのは、すいません、ちょっとずらしてもらうと、リス

ク等の横ぐらいに対応状況がありますけれども、炉

したけれど、そのまま。系統確認とか炉注水の方法の健全性確認とか水源の確保の話。それから

ＰＣＶ ベントは、コンプレッサーの確保だとか、電源の復旧だとか、そういうこと順次やってい

るということ。２号機の水素爆発の可能性の排除に関しては、さっきから方法動き、を検討しな

がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法

は検討しています。

本部長、ＴＡＦの予測とドライウェル圧力の予測について、評価結果をお伝えします。
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大丈夫だ、大丈夫だって勝手に言わないでほしいんだよ。

分かりました。はい、失礼しました、大変。

要するに、もう昨日ラインアップはしてあるんですよ。だけど、今回の３号機の爆発で３号機の

逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

 

なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

 

２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという

こともあります。水位については、１５分でだいたい２００ミリ位低下する、低下しているよう

に見えるという情報です。 

じゃあ、そのトレンドで、技術班、技術グループ。

保安班より情報を共有します。保安班より情報を共有します。本店《ビー音》さんのほうがＮＩ

ＳＡと調整をいたしまして、緊急復旧時の個人の被曝、いま１００で管理しておりますが、２５

０まで認めるということ調整されたそうです。しかしながら企業さんにおきましては、あくまで

も事前契約がどういう形でできていて、現場で働いている方に説明できているというのが前提で

ございますので、十分注意されるようにお願いします。これにつきましては当社社員ということ

が対象でございますので、企業さんと実施する場合に対しては、事前に契約が必要となりま

よろしくお願いいたします。 

もうこんな時に契約なんか後でなんとでもなるんじゃないのそれ？

しょうがないんだけど、とぼく思うんだけど。まあ頑張ってください。

２５０ってのは相当に限界的な数字なので、しっかり守ることが大事だと思います。

あと、そこで考えてること、整理してさらっと紹介お願いします。

考えていること考えてること、いまそれぞれいろんなところで本店側が、連絡取れるサイトとや

りながら考えてること、順番にすでに終わってる号機もありますけれど、大きく分けると炉注入、

ＰＣＶベント、水素対策、プール冷却、爆発の影響ってことでプールの１、３号の影響確認、そ

れから、長期的な炉冷却の方法、この辺をそれぞれ考えております。考えていることはそういう

こと。それでいま考えている状況っていうのは、すいません、ちょっとずらしてもらうと、リス

ク等の横ぐらいに対応状況がありますけれども、炉

したけれど、そのまま。系統確認とか炉注水の方法の健全性確認とか水源の確保の話。それから

ベントは、コンプレッサーの確保だとか、電源の復旧だとか、そういうこと順次やってい

るということ。２号機の水素爆発の可能性の排除に関しては、さっきから方法動き、を検討しな

がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法

は検討しています。 

本部長、ＴＡＦの予測とドライウェル圧力の予測について、評価結果をお伝えします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

大丈夫だ、大丈夫だって勝手に言わないでほしいんだよ。

分かりました。はい、失礼しました、大変。 

要するに、もう昨日ラインアップはしてあるんですよ。だけど、今回の３号機の爆発で３号機の

逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという

こともあります。水位については、１５分でだいたい２００ミリ位低下する、低下しているよう

じゃあ、そのトレンドで、技術班、技術グループ。

保安班より情報を共有します。保安班より情報を共有します。本店《ビー音》さんのほうがＮＩ

ＳＡと調整をいたしまして、緊急復旧時の個人の被曝、いま１００で管理しておりますが、２５

０まで認めるということ調整されたそうです。しかしながら企業さんにおきましては、あくまで

も事前契約がどういう形でできていて、現場で働いている方に説明できているというのが前提で

ございますので、十分注意されるようにお願いします。これにつきましては当社社員ということ

が対象でございますので、企業さんと実施する場合に対しては、事前に契約が必要となりま

 

もうこんな時に契約なんか後でなんとでもなるんじゃないのそれ？

しょうがないんだけど、とぼく思うんだけど。まあ頑張ってください。

２５０ってのは相当に限界的な数字なので、しっかり守ることが大事だと思います。

あと、そこで考えてること、整理してさらっと紹介お願いします。

考えていること考えてること、いまそれぞれいろんなところで本店側が、連絡取れるサイトとや

りながら考えてること、順番にすでに終わってる号機もありますけれど、大きく分けると炉注入、

ＰＣＶベント、水素対策、プール冷却、爆発の影響ってことでプールの１、３号の影響確認、そ

れから、長期的な炉冷却の方法、この辺をそれぞれ考えております。考えていることはそういう

こと。それでいま考えている状況っていうのは、すいません、ちょっとずらしてもらうと、リス

ク等の横ぐらいに対応状況がありますけれども、炉

したけれど、そのまま。系統確認とか炉注水の方法の健全性確認とか水源の確保の話。それから

ベントは、コンプレッサーの確保だとか、電源の復旧だとか、そういうこと順次やってい

るということ。２号機の水素爆発の可能性の排除に関しては、さっきから方法動き、を検討しな

がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法

本部長、ＴＡＦの予測とドライウェル圧力の予測について、評価結果をお伝えします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

大丈夫だ、大丈夫だって勝手に言わないでほしいんだよ。 

 

要するに、もう昨日ラインアップはしてあるんですよ。だけど、今回の３号機の爆発で３号機の

逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという

こともあります。水位については、１５分でだいたい２００ミリ位低下する、低下しているよう

じゃあ、そのトレンドで、技術班、技術グループ。 

保安班より情報を共有します。保安班より情報を共有します。本店《ビー音》さんのほうがＮＩ

ＳＡと調整をいたしまして、緊急復旧時の個人の被曝、いま１００で管理しておりますが、２５

０まで認めるということ調整されたそうです。しかしながら企業さんにおきましては、あくまで

も事前契約がどういう形でできていて、現場で働いている方に説明できているというのが前提で

ございますので、十分注意されるようにお願いします。これにつきましては当社社員ということ

が対象でございますので、企業さんと実施する場合に対しては、事前に契約が必要となりま

もうこんな時に契約なんか後でなんとでもなるんじゃないのそれ？

しょうがないんだけど、とぼく思うんだけど。まあ頑張ってください。

２５０ってのは相当に限界的な数字なので、しっかり守ることが大事だと思います。

あと、そこで考えてること、整理してさらっと紹介お願いします。

考えていること考えてること、いまそれぞれいろんなところで本店側が、連絡取れるサイトとや

りながら考えてること、順番にすでに終わってる号機もありますけれど、大きく分けると炉注入、

ＰＣＶベント、水素対策、プール冷却、爆発の影響ってことでプールの１、３号の影響確認、そ

れから、長期的な炉冷却の方法、この辺をそれぞれ考えております。考えていることはそういう

こと。それでいま考えている状況っていうのは、すいません、ちょっとずらしてもらうと、リス

ク等の横ぐらいに対応状況がありますけれども、炉 注入はさっき所長、吉田所長からも

したけれど、そのまま。系統確認とか炉注水の方法の健全性確認とか水源の確保の話。それから

ベントは、コンプレッサーの確保だとか、電源の復旧だとか、そういうこと順次やってい

るということ。２号機の水素爆発の可能性の排除に関しては、さっきから方法動き、を検討しな

がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法

本部長、ＴＡＦの予測とドライウェル圧力の予測について、評価結果をお伝えします。
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逆洗弁ボールピットだから、かなり損傷うけている可能性あるんで、その点検に行ってるんです。

だから本当に使えるかどうかつてのはそこの結果を見ないと言えないんで、使えるとまだ言えな

い、それを大至急いまやってるんだけど、あの、なんだ通信回線がすごく悪くて情報が入ってこ

なるほど。そういう意味では１時間か２時間位かかる、こんなイメージですか。

うん。それで、私は２時半までには確認してなんとしてでも、あの応急補修でもいいから使える

ようにしろと言ってあるんだけども、その状況も入ってこないんで、イライラしてる。

２号機の状態について、２時前に当直長に確認した状況についてお話をします。ＳＲ弁の開頻度

については１分弱位という話です。定期的にきれいに開く状態ではなくて、５、６秒違うという
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がら、なるべく早くできるように検討をしているということ、プール水の燃料プールの冷却方法
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発言者  

吉田所長  はい。

技術班  先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

して、えっと今日の１８時頃。

吉田所長  ええ。

技術班  １８時頃、夕方１８時頃。

吉田所長  ＴＡＦ

技術班  ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

ＳＲ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。

吉田所長  はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。

技術班  了解しました。

保安班  保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

吉田所長  皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

ンドのままいくと１８

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

り期待せずにやはり早め早めの復旧ということでお願いしたいと思います。

高橋フェロー  本店からもお願いいたします。

  ●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

認めるとかそういうふうにされるべきだと思いますけど。

吉田所長  各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

保安班にちゃんと話をして厳密な管理をお願いいたします。

高橋フェロー  はい、私からもよろしくお願いします。

 これちょっと右に寄せてくれるかな？一番右。

保安班  モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

分、ＭＰ６番付近での測定です。１２時３４分、ガンマで４．２２６

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

６５

介いたします。１２

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されておりません。同じくＭＰ４

３１．５３

ｈ、ニュートロンで検出されておりません。以上です。

 もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。

2011 年 3 月 1

 

はい。 

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

して、えっと今日の１８時頃。
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はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。

 

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

ンドのままいくと１８時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

り期待せずにやはり早め早めの復旧ということでお願いしたいと思います。

本店からもお願いいたします。

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

認めるとかそういうふうにされるべきだと思いますけど。

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

保安班にちゃんと話をして厳密な管理をお願いいたします。

はい、私からもよろしくお願いします。

これちょっと右に寄せてくれるかな？一番右。

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

分、ＭＰ６番付近での測定です。１２時３４分、ガンマで４．２２６

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

介いたします。１２ 時４６ 分、ガンマで６．８６

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されておりません。同じくＭＰ４

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されず、１３時１２分、ガンマで３４．２

ｈ、ニュートロンで検出されておりません。以上です。

もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

して、えっと今日の１８時頃。 

ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

弁吹いておりますが、緩やかな上昇でして、明日の１０時頃、明日の朝１０時頃にラプチャ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。

はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

り期待せずにやはり早め早めの復旧ということでお願いしたいと思います。

本店からもお願いいたします。 

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

認めるとかそういうふうにされるべきだと思いますけど。

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

保安班にちゃんと話をして厳密な管理をお願いいたします。

はい、私からもよろしくお願いします。 

これちょっと右に寄せてくれるかな？一番右。

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

分、ＭＰ６番付近での測定です。１２時３４分、ガンマで４．２２６

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

分、ガンマで６．８６

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されておりません。同じくＭＰ４

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されず、１３時１２分、ガンマで３４．２

ｈ、ニュートロンで検出されておりません。以上です。

もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

弁吹いておりますが、緩やかな上昇でして、明日の１０時頃、明日の朝１０時頃にラプチャ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。

はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

り期待せずにやはり早め早めの復旧ということでお願いしたいと思います。

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

認めるとかそういうふうにされるべきだと思いますけど。 

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

保安班にちゃんと話をして厳密な管理をお願いいたします。 

これちょっと右に寄せてくれるかな？一番右。 

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

分、ＭＰ６番付近での測定です。１２時３４分、ガンマで４．２２６

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

分、ガンマで６．８６μＳｖ／ｈ、ニュートロンにつきましては検

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されておりません。同じくＭＰ４

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されず、１３時１２分、ガンマで３４．２

ｈ、ニュートロンで検出されておりません。以上です。 

もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

弁吹いておりますが、緩やかな上昇でして、明日の１０時頃、明日の朝１０時頃にラプチャ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。

はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

り期待せずにやはり早め早めの復旧ということでお願いしたいと思います。 

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

 

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

分、ＭＰ６番付近での測定です。１２時３４分、ガンマで４．２２６μＳｖ／ｈ、ニュートロン

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンにつきましては検

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されておりません。同じくＭＰ４ 番、１２ 時５２

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されず、１３時１２分、ガンマで３４．２

もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

弁吹いておりますが、緩やかな上昇でして、明日の１０時頃、明日の朝１０時頃にラプチャ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。

はい、ちょっとそれ運転でさ、運転と安全のほうで評価して、どうやるか決めてくれ。 

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

ついては皆さんの記名で管理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

 

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

Ｓｖ／ｈ、ニュートロン

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンにつきましては検

出されておりません。同じポイントＭＰ５番付近ですが、１３時２８分、ガンマで６．３７７

時５２ 分、ガンマで

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンで検出されず、１３時１２分、ガンマで３４．２μＳｖ／

もう一回戻してくれる。あ、その●●戻してくれる。それ右に寄せてもらって＝。 

 

先ほど、３時半頃にＴＡＦ到達という話をしたんですけれども、水位低下が若干緩まっておりま

ＴＡＦが。と予測しております。若干、遅くなってます。それとドライウェル圧力については、

弁吹いておりますが、緩やかな上昇でして、明日の１０時頃、明日の朝１０時頃にラプチャ

ーディスク、サブチャンベントのラブチャーディスクが破れる見込みになっております。ただし

減圧操作をいたしますと、今まで原子炉建屋内、非常に線量上がって中に入れなくなりますんで、

少し早めに減圧操作前にベントいたしまして、動作を確認しておくのも良いかと思います。 

保安班よりお願いです。保安班よりお願いです。この緊急対策本部に入る場合、作業をしなくて

も被曝をする形になります。いま、入り口に氏名を書くことになっておりますので、ぜひ協力を

お願いいたします。作業中の被曝管理については、ＡＰＤで実施しておりますが、室内の管理に

皆さん、いま、えっとなんだ、技術班から報告がありましたが、２号機のＴＡＦ到達が今のトレ

時ということでありますが、これまた、いつですね、状況が変わるとも分

からない、ＳＲ弁も吹き止まらないということありますし、そういうこと考えれば、これにあま

●●２５０ｍＳｖの話ですが、さっき武藤本部長が言われたように、本当に限界的な値だと思い

ます。したがって、これありきで作業を依頼するんではなくて、当然これ１００を超えるような

場合には、まず本部でもってちゃんと報告してもらって、本当に必要性があるものに限ってのみ、

各班で作業の必要性をちゃんと把握した上でお願いします。なおその上ですね、これ保安、保安、

モニタリングポストの測定結果が入手しましたので、ご連絡いたします。ＭＰ６番、１２時３４

Ｓｖ／ｈ、ニュートロン

については検出はされておりません。同じポイントで１３時４０分でございますが、ガンマで３．

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。引き続きＭＰ５番について紹

Ｓｖ／ｈ、ニュートロンにつきましては検

３７７μ

分、ガンマで
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高橋フェロー
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テレビ会議 2011

 

発言者  

  ●●さん、ダストは？

  確認します。

 原子力●●、●●さん、●●さん、よろしいですか。

 はい。

 ヘリは５ｋｍ

復旧班  承認というか連絡はしたほうがいいでしょうね。

 はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

 １５時。１５時が最終。

 あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。

 私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

ん言ってたと思うんですけど。

高橋フェロー  それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。

 その連絡をお願いしていいですか。

技術班  技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

かと思います。

復旧班  ●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

で、ＰＣＶ

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

復旧班  今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

  傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

ております。以上です。

吉田所長  はい、ちょっとすいません。サイト吉田です。

高橋フェロー  はい、どうぞ。

吉田所長  皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ

2011 年 3 月 1

 

●●さん、ダストは？

確認します。 

原子力●●、●●さん、●●さん、よろしいですか。

はい。 

ヘリは５ｋｍ 圏内に入るのに保安院の承認いりますか。

承認というか連絡はしたほうがいいでしょうね。

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

１５時。１５時が最終。

あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

ん言ってたと思うんですけど。

それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。

その連絡をお願いしていいですか。

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

かと思います。 

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

で、ＰＣＶ ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

ております。以上です。

はい、ちょっとすいません。サイト吉田です。

はい、どうぞ。 

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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●●さん、ダストは？ ダストは出てるんですか。●●さん、ダスト。

原子力●●、●●さん、●●さん、よろしいですか。

圏内に入るのに保安院の承認いりますか。

承認というか連絡はしたほうがいいでしょうね。

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

１５時。１５時が最終。 

あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

ん言ってたと思うんですけど。

それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。

その連絡をお願いしていいですか。

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

 

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

ております。以上です。 

はい、ちょっとすいません。サイト吉田です。

 

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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発言内容

ダストは出てるんですか。●●さん、ダスト。

原子力●●、●●さん、●●さん、よろしいですか。

圏内に入るのに保安院の承認いりますか。

承認というか連絡はしたほうがいいでしょうね。

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

ん言ってたと思うんですけど。 

それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。

その連絡をお願いしていいですか。 

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

はい、ちょっとすいません。サイト吉田です。

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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発言内容 

ダストは出てるんですか。●●さん、ダスト。

原子力●●、●●さん、●●さん、よろしいですか。 

圏内に入るのに保安院の承認いりますか。 

承認というか連絡はしたほうがいいでしょうね。 

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

はい、ちょっとすいません。サイト吉田です。 

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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ダストは出てるんですか。●●さん、ダスト。 

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。

あっ、１５時に飛ぶのが最終だそうです。急がないといけないぐらい。 

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

それはね、保安院から国交省にいくから、保安院にまず言う。 

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

Ｋになりましたら、●●からご報告いただきますので。１６時最終です、飛ぶの。 

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

れでも一番使いやすい物を使っていただくというような段取りでお願いします。 

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

時に応じて紹介をして、確認をしていきたいと思います。どうもありがとう。 

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

も対応できないかもしれないんで、人出して、もういろんな引き上げですね、物の引き上げだと

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ

 

はい。じゃあ、連絡お願いしてよろしいですか。だいたい条件整ったので、●●最終的にそれＯ

私が助言したんだけど地上の５ｋｍというよりか、上空飛びますから、上空飛ぶときの許可は、

保安院に一報入れておくのと、そこから国交省に連絡入れてもらうというふうに、昨日、●●さ

技術班からです。１３時４５分と１４時のデータで水位の低下がちょっと早まってるようなので、

これに基づいて計算をしました。燃料領域で約１５分で２００ｍＬの低下があるということで、

今から１４時から２時間半ぐらいで、早ければＴＡＦ到達ということになります。ただし圧力が

いま高い状態なので圧力による補正を考えると、水位はもうちょっと高い位置にある可能性が高

くて、その場合だと５時間位もつ可能性もあります。今から２時間半から５時間位というところ

●●、ありがとうございます。それ期待したいと思いますが、今の提示していただいてる表の中

ベントって上から２番目がありますが、この１Ｆ２号です。これ、●●さんから話が

あったように、２号のベント準備してたんだけれども、これが、状況が変わってる可能性がある

ということですので、これは早急に確認をしていただくこと必要になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。で、資材については６個すでにコンプレッサーがありますので、ど

今のような形で今後のアクションとか、全体に何が必要なのかというのを整理していますので、

傷病者の搬出ですが、けが人の搬出ですが、１４時５分、１４時５分、残りの２人搬出を終了し

皆さん、もういっぺんちょっと聞いてください。いまですね、３号機の状況、３号機の逆洗弁ピ

ットの状況はよく分からないんだけれども、ちょっとずっと、私、欲しいんだけれど情報来ない。

そこには人間がかなり行ってるんだけれども情報が来ない。ただし、横の４号機の逆洗弁ピット

を見に行った人間はもうそこが瓦磯の山だと言ってるんですね。ということは、３号機のそこも

瓦磯の山の可能性が非常に高いです。だから、極端なこと言うと、そのいま行ってる人間で何に

げだと

か、それを一生懸命やって、とりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。こ
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発言者  

れ特別に、そういうことでチームを編成して、かなりの人間で現場に行くことをお願いします。

このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

  はい。

吉田所長  あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、

水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのは、さっきそこで作業してた人が見

てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。

 第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。

高橋フェロー  あれ、１Ｆの《ビー音》さん、いるの？

吉田所長  総務のあれ、浜電、浜電、電子通信の人。

 重機でかきだすんですよね。

高橋フェロー  あれ、１Ｆ、重機もあったほうがいいんじゃないの？

 全然写っていないな。

復旧班  ●●さん、１Ｆに重機ってどれ位入ってるんですかね。

 重機？

復旧班  重機。

 確認します。

復旧班  はい。

高橋フェロー  ●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

よ、どんどん。

  混信しちゃっている。

 えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

現状をちょっとご報告いたします。柏崎からすでに

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

清水社長  安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。

 えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

ょっと計画をつくってございます。

広報班  広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご

ざいます。
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れ特別に、そういうことでチームを編成して、かなりの人間で現場に行くことをお願いします。

このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

はい。 

あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、

水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのは、さっきそこで作業してた人が見

てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。

第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。

あれ、１Ｆの《ビー音》さん、いるの？

総務のあれ、浜電、浜電、電子通信の人。

重機でかきだすんですよね。

あれ、１Ｆ、重機もあったほうがいいんじゃないの？

全然写っていないな。

●●さん、１Ｆに重機ってどれ位入ってるんですかね。

重機？ 

重機。 

確認します。 

はい。 

●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

よ、どんどん。 

混信しちゃっている。

えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

現状をちょっとご報告いたします。柏崎からすでに

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。

えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

ょっと計画をつくってございます。

広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご

ざいます。 
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れ特別に、そういうことでチームを編成して、かなりの人間で現場に行くことをお願いします。

このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、

水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのは、さっきそこで作業してた人が見

てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。

第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。

あれ、１Ｆの《ビー音》さん、いるの？

総務のあれ、浜電、浜電、電子通信の人。

重機でかきだすんですよね。 

あれ、１Ｆ、重機もあったほうがいいんじゃないの？

全然写っていないな。 

●●さん、１Ｆに重機ってどれ位入ってるんですかね。

●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

 

混信しちゃっている。 

えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

現状をちょっとご報告いたします。柏崎からすでに

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。

えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

ょっと計画をつくってございます。

広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご
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発言内容

れ特別に、そういうことでチームを編成して、かなりの人間で現場に行くことをお願いします。

このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、

水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのは、さっきそこで作業してた人が見

てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。

第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。

あれ、１Ｆの《ビー音》さん、いるの？ 

総務のあれ、浜電、浜電、電子通信の人。 

 

あれ、１Ｆ、重機もあったほうがいいんじゃないの？

●●さん、１Ｆに重機ってどれ位入ってるんですかね。

●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

現状をちょっとご報告いたします。柏崎からすでに

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。

えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

ょっと計画をつくってございます。 

広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご
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発言内容 

れ特別に、そういうことでチームを編成して、かなりの人間で現場に行くことをお願いします。

このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、

水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのは、さっきそこで作業してた人が見

てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。

第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。

あれ、１Ｆ、重機もあったほうがいいんじゃないの？ 

●●さん、１Ｆに重機ってどれ位入ってるんですかね。 

●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

現状をちょっとご報告いたします。柏崎からすでに 64 名、失礼。４９名の人が応援に入っており

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。

えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご
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このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。

じゃあ、現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人、募って、《ビー音》さん。

あなた、こっちにいていいけど、連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現

行ってください。現場チームを編成してください。なるべく、そういう瓦磯だとかの修理をして、
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てきたっていうのは、まだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見ているんですね、あのホー

スが破れていたって話がありましたが。それから、逃げられてから多分上に上がったいろんな物

が落下してる可能性が非常に強いと思います。だから、それを考えると悠長にしていられないん

で、時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。 

第一の吉田さん、福島第一の吉田所長、《ビー音》困ったなあ。 

●●君、どんどん言ってくれよ。人の力はたかが知れてるから、重機を持っていったほうがいい

えっと、いまですね、要員の支援状況をちょっと念のため、前にちょっといったですが、ですが、

名、失礼。４９名の人が応援に入っており

ます。それから福二のほうは８人。それから本店から５人が入ってございます。今日、夕方の飛

行機の便で、すでに福一、福二で被災以降戻れない人がおられましたんで、その方々を優先して

いま集めてヘリで向こうに行っていただくということで、いま手配をしてございます。以上です。

安全上の問題は大丈夫だね？被曝の問題はちゃんと手当てして。 

えっとですね、被曝の線量は先ほど１００って話がありましたけども、これは保安班のほうで測

ってもらうしかないものですから、そこで目安にですね、ちょっと交替をするっていう、いまち

広報ですが、第３報は、先ほどご覧いただきました第３報は、２時２５分に発表ということでご
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このまま現場の情報待ってたら、絶対これ、後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。
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発言者  

吉田所長  はい、本店さん、本店さん、武藤さん、武藤さん。

武藤副社長  はい。

吉田所長  いま、現場がかなり大変だってのが分かりました。

武藤副社長  どんな状態でしょうか。

吉田所長  逆洗弁ビットの上は、３号の爆破した物の落下物で溢れてます。それでその下に、今回使うポン

プとピットがあるわけですけども、これを使うようにするには、まあよくいま分からない状態だ

ということで、いま人を派遣してこれを大至急片づける算段をしているところでございます。一

方、炉側はもう圧力吹き始めて、上がり始めておりますので、非常に危機的な状況になっている

というふうに申し上げないといけないと思っています。いずれにしましても、その中で最善を尽

くさざるを得ないんで、えーいま、所員全体でえーあのー対応するということ進めていると

でございます。とりあえずご報告まで。

武藤副社長  逆洗弁ビットをきれいにするというのが、やはり水を入れる上で一番近道だということですか。

吉田所長  というか、注入口があそこしか、いまもうないもんですから。

武藤副社長  ああ、なるほど。

吉田所長  なんにしても、あそこの注入口から持っていくしかないんで。

武藤副社長  うん。

吉田所長  だから、そこを片づけないことは、もうどこから持っていくにしても水が入らない。

武藤副社長  うん。その瓦磯どけないと入れる場所が作れないってことだね。

吉田所長  うん、だから、ちょっとその状況もかなり追ってきてるんで、大変だというのがある。またその

落下物ってね、多分かなりあのー放射能量等々も大きいと思うんですよ。

武藤副社長  うん。

吉田所長  そんな状況です。

武藤副社長  状態は分かったけども、重機とか入れてそれで取り除くようなことを考えることになるのかな。

吉田所長  そうです。

復旧班  で、いま●●のほうで重機の確認をしていただいています。

 重機、どんな重機が必要なのか、その辺をもし言っていただければ、ちょっと探してみますけど。

吉田所長  ちょっと」現場の片づけだとかに詳しい、土木さんとか建築さんで、いまそんなこと想定した時

どんな重機が現場にあればいいかというのをピックアップして、いま、本店に伝えてください。

用意してもらえる可能性があるんで。大至急。じやあ、これ土木の●●さん。
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発言者  

高橋フェロー  はい、お待ちしてます。

武藤副社長  吉田さんさ、その逆洗弁ビットじゃないと水入れられないってのは、そのＦＰの配管が出てきて

るのがそこしかないってことよね。

吉田所長  そうです。

武藤副社長  じゃあ、そのＦＰ

でしょ？

吉田所長  そうです、そうです。

武藤副社長  で、そこをいま水が入ってるんだとすると、それ切っちまうのはちょっと忍びないんだけど、も

うどうせ水が止まっちゃってるんだと思ったら、もうちょっと下流側で配管ぶった切って入れる

ような場所って見つけられないの。

吉田所長  いやいや、注入ラインってそこしかないわけですよね。

武藤副社長  あっ、そこしか出てないの？

吉田所長  そう、そう、そう、そう。で、そこにもうポンプを据え付けちゃってますから。

武藤副社長  ああ、ポンプがないってことか。

吉田所長  そう、そう、そう、そう。

武藤副社長  ああ、ポンプがないってことか。

吉田所長  そう、そう、そう、そう。

 ２号のベント弁開いたかどうか確認してほしいそうです。

復旧班  ２号のベント弁？

 はい、官邸のほうから。

復旧班  ああ、そう。程度の問題だと思いますけど、３号の逆洗弁ビットは上がグレーチングになってる

と思うので、程度問題であると思いますけれども。それよりも●●さん、●●さん。

復旧班  はい、●●です。

復旧班  ご苦労さま。保安院からの確認なんですが、２号のベント弁はどういう状況かと。開いているか

どうかってこと先ほどちょっと傷んでるようだってお話でしたけれども、確認はできてますでし

ょうか。

復旧班  確認にいま行っています。基本的には電源の、大元との電源は生きています。それはＣＡＭＳが

生きていることによって証明されています。ただ直接いってるほうには、行ってないので、途中

のケーブルコネクタのチェックに行きます。それから空気については、空気ボンベが元から生き

てるので、かなり生きてる確率が高いと思ってますが、いま同時にコンプレッサーの様子をいま

確認に行っております。

復旧班  はい、ぜひ健全であることを祈りたいと思いますが、とりあえず現状についてはそのように保安
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発言内容 
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吉田所長
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オフサイトセ

 

武藤副社長
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高橋フェロー

吉田所長
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武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

院に伝えます。

復旧班  すいません。ちなみに最後に、ＳＲ

復旧班  了解。

保安班  保安班からお願いがあります。保安班から本店にお願いがあります。復旧の＝。

  Err:501

資材班  はい、あの資材班ですけれども、承知いたしました。保護衣とチャコールマスクですか、具体的

には。はい、準備します。

復旧班  えっと関係部所にちょっと問い合わせをお願いします。いま、ウォータージェットの機械が、こ

ちらの第一のほうに向かっていますけども、その水源が十分確保できていない可能性があります。

その水源のためにですね、自衛隊の保有する水を使いたいといった所望があるのですけども、自

衛隊の人たちはいま、１Ｆのサイトには近づかないとのことでありますから、ウオータータンク

を自ら取りに行くという必要がありますけども、その交渉をするのにはえっと、総務班でいいの

かね。

清水社長  総務班●●さん、いまちょっと状況を

復旧班  はい、あのウオータージェットで壁を切るために水が要るんですけど、その水源が足りなくなる

可能性があると。で、現地にはないので、最終的には海水でやるのかもしれませんが、自衛隊の

持っている水を借りたいというか、もらいたい。ただ自衛隊の人は多分届けてくれないから、取

りに行くことが必要だと思いますけど、そういう算段をしたいんです。

総務班  あの、どういう状況にあるかまず確認しまして、報告させていただきます。

高橋フェロー  はい、１Ｆさん、いいですか、誰か出れます？

  はい。

高橋フェロー  あの、さっきから通信手段が悪いということで連絡が取れないんだけど、携帯なんかもだめなん

ですね。

吉田所長  いま携帯通話、あっ、だめですね。

高橋フェロー  あの、そちらのほうもイライラするでしょうけど、情報が来ないとなかなか心配になるんで。知

恵も出ないんでね。工夫をお願いします。オフサイトセンター武藤副社長

武藤副社長  トランシーバーみたいなの調達してもっと何か

吉田所長  トランシーバー５０台来たんですけども、全部同じ回線なんですよ。
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衛隊の人たちはいま、１Ｆのサイトには近づかないとのことでありますから、ウオータータンク
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あの、さっきから通信手段が悪いということで連絡が取れないんだけど、携帯なんかもだめなん

いま携帯通話、あっ、だめですね。 

あの、そちらのほうもイライラするでしょうけど、情報が来ないとなかなか心配になるんで。知

恵も出ないんでね。工夫をお願いします。オフサイトセンター武藤副社長

トランシーバーみたいなの調達してもっと何か

トランシーバー５０台来たんですけども、全部同じ回線なんですよ。

だから混線しちゃうの。だから回線増やせないか、通信さんにやってもらってるんですけどね。

何か周波数の違うやつを何組か持ってくってことだね。あとバッテリー、鞄池なんかも一杯持っ
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その水源のためにですね、自衛隊の保有する水を使いたいといった所望があるのですけども、自

衛隊の人たちはいま、１Ｆのサイトには近づかないとのことでありますから、ウオータータンク
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あの、さっきから通信手段が悪いということで連絡が取れないんだけど、携帯なんかもだめなん

あの、そちらのほうもイライラするでしょうけど、情報が来ないとなかなか心配になるんで。知

恵も出ないんでね。工夫をお願いします。オフサイトセンター武藤副社長 

トランシーバー５０台来たんですけども、全部同じ回線なんですよ。 
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場所 発言者

吉田所長

復旧班

吉田所長
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高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

清水社長

資材班

清水社長

資材班

清水社長

資材班
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吉田所長

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  ええ。ちょっとそこはいま、バラでやってますけど。あとね、ちょっと、あのピットの構造図、

あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

るんだよね。

復旧班  そうだと思います。

吉田所長  で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

まず、ポンプの上にかかってるんですよ。

復旧班  なるほど、はい。

高橋フェロー  ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。

吉田所長  そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

し訳ないですよね。

高橋フェロー  申し訳ないね、はい。

吉田所長  ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

つのネックになります。

清水社長  その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？

資材班  情報関係でございますか。

清水社長  消防。

資材班  あっ、消防ですか。

清水社長  関係のところ。他の、南明以外の。ちょっと調べて。

資材班  あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

清水社長  いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

 はい、

吉田所長  すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ

ろしくお願いします！

清水社長  よ、吉田さん、吉田さん。
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はい。 

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

つのネックになります。

その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？

情報関係でございますか。

消防。 

あっ、消防ですか。

関係のところ。他の、南明以外の。ちょっと調べて。

あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

はい、 分かりました。

すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ

ろしくお願いします！

よ、吉田さん、吉田さん。
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ええ。ちょっとそこはいま、バラでやってますけど。あとね、ちょっと、あのピットの構造図、

あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

そうだと思います。 

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

まず、ポンプの上にかかってるんですよ。

なるほど、はい。 

ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

し訳ないですよね。 

申し訳ないね、はい。 

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

つのネックになります。 

その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？

情報関係でございますか。 

あっ、消防ですか。 

関係のところ。他の、南明以外の。ちょっと調べて。

あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

分かりました。 本店で調べます。

すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ

ろしくお願いします！ 

よ、吉田さん、吉田さん。 
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発言内容

ええ。ちょっとそこはいま、バラでやってますけど。あとね、ちょっと、あのピットの構造図、

あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

まず、ポンプの上にかかってるんですよ。 

ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？

関係のところ。他の、南明以外の。ちょっと調べて。

あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

本店で調べます。 

すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ
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発言内容 

ええ。ちょっとそこはいま、バラでやってますけど。あとね、ちょっと、あのピットの構造図、

あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？

関係のところ。他の、南明以外の。ちょっと調べて。 

あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ
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ええ。ちょっとそこはいま、バラでやってますけど。あとね、ちょっと、あのピットの構造図、

あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１

その消防関係の扱えるのは、他の手当て、方法ってのはない？ 資材班。 

あの、南明さんだとすると、火力さんとか、第二にもいらっしゃると思うんですけども、その辺

の方、大変申し訳ないけれども接触することはできないでしょうか、例えば２Ｆ

いや。南明●●さん。それはいま本店ですぐ調べさせる。現地は大変だもん。

すみません、本部長吉田です。皆さん、あの、災害対策本部の皆さん、ちょっと、ちょっと聞い

てください。短時間です。ばーっと、私が言ってるんで、え－、あの一、かなり浮き足だった状

態になってます。ごめんなさい。ちょっと落ち着きましょう。で、やること整理して、やりまし

ょう。で、あの一、役割を明確にして、あんまりですね《１Ｆ 画面：黒になる》あの無駄な動き

をしないようやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって。じゃ、みんなでね、

深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ
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あの一、それから断面図、平面図、ちょっとそれ大至急さ本部に持ってきてよ。多分、●●さん

言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

ということは、まずポンプが回るかどうか確認しなきやいけないってことかな。 

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意

味で、かなり南明さんにウェイトがかかりすぎちゃってるっていう状況になっております。

ほんで、南明さんがいないと消防ポンプも取り扱いもですね、できないもんですから、そこが１
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深呼吸しましょう。息を吸って－、吐いて－。吸って－、吐いて－。はい。じゃ、これでちょっ

と一回整理をして、現場に行く者、検討する者、分け、手分けして段取りよくやりましょう。よ
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言うようにある程度グレーチングがあるから、グレーチングで大物が引っかかってる可能性があ

で、ただし一番いやらしいのは、ポンプはですね、ビットの上に置いてあるの。だから落下物が

そう、そういうこと。ほんで、ポンプはですね、まだ予備があるんで、え－、南明さんのポンプ

があるんで大丈夫なんですけど、南明さんがもう昨日、先週から、もうフルにやっていただいて、

線量も一杯になってるし、こういう極めて危険な、あれを２回もやられたんで、皆さん非常に申

ほんで、ちょっとあの、いまも現場に出て色々点検してもらってるわけですけども、そういう意
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発言者  

  いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

吉田所長  うわっ。

  ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８

吉田所長  バックホーはこれできるんだっけ？

  バックホーはただ、ずらすだけだからな。

吉田所長  だめだもんな。で、何がいい？

  平ブルでガーッと＝。

吉田所長  平ブル。

吉田所長  はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

ちょっと平ブルの、大至急手配お願いできますか。

 平ブルの手配でございますね。

吉田所長  あの本部、建設工機。

 建設工機だけ？

吉田所長  本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

清水社長  はい、すぐに、すぐに手配して。

吉田所長  本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。

復旧班  はい、平ブルすぐ手配します。

吉田所長  本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。

復旧班  いまはじめました。●●は動きはじめました。

吉田所長  はい。

高橋フェロー  あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。

吉田所長  あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

ないのか、いま。協力企業、聞いて●●。

  あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。
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ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８

バックホーはこれできるんだっけ？

バックホーはただ、ずらすだけだからな。

だめだもんな。で、何がいい？

平ブルでガーッと＝。

平ブル。 

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

ちょっと平ブルの、大至急手配お願いできますか。

平ブルの手配でございますね。

あの本部、建設工機。

建設工機だけ？ 

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

はい、すぐに、すぐに手配して。

本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。

はい、平ブルすぐ手配します。

本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。

いまはじめました。●●は動きはじめました。

はい。 

あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

ないのか、いま。協力企業、聞いて●●。

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８

バックホーはこれできるんだっけ？

バックホーはただ、ずらすだけだからな。

だめだもんな。で、何がいい？

平ブルでガーッと＝。 

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

ちょっと平ブルの、大至急手配お願いできますか。

平ブルの手配でございますね。

あの本部、建設工機。 

 

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

はい、すぐに、すぐに手配して。

本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。

はい、平ブルすぐ手配します。

本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。

いまはじめました。●●は動きはじめました。

あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

ないのか、いま。協力企業、聞いて●●。

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８

バックホーはこれできるんだっけ？ 

バックホーはただ、ずらすだけだからな。 

だめだもんな。で、何がいい？ 

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

ちょっと平ブルの、大至急手配お願いできますか。

平ブルの手配でございますね。 

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

はい、すぐに、すぐに手配して。 

本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。

はい、平ブルすぐ手配します。 

本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。

いまはじめました。●●は動きはじめました。

あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

ないのか、いま。協力企業、聞いて●●。 

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

ちょっと平ブルの、大至急手配お願いできますか。 

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。

本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。

いまはじめました。●●は動きはじめました。 

あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

は高く、線源になってしまう。走っていって帰ってくるだけで１８ ミリ。 

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。

本店さん、本店さん、平ブルの手配、お願いしたいんですけども。 

本店さん、本店さん、平ブルの手配をお願いしたいんですけども。 

あれさ、一番近いのはさ、小高の何だつけ？あの一、あの土建業者。 

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

 

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

本店さんもすみません、ちょっと、あのここに、あの協力していただけませんか。 

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。

 

いま、現場から帰ってきた放管員が、ビットの周りの線量が４００から５００ｍＳｖ／ｈ＝。 

ですから、そんないろんな物があるから高いんで、平ブルか何かでガーッと押すかしない限りは、

ブロックが放射化というか、線量になっちゃってますんで。そういうふうにしてどかさない限り

はい、すみません。いまですね、放管の現場見た人間からの情報が入ってきました。やはり、か

なりの大きいですね、コンクリートの破片が散らばっており、なおかつ、これがかなりの高線量

だという情報が入ってきました。で、バックホーじゃなくて、も、必要ですけども、平ブルでで

すね、あの、お、ガ一つとどっかにおし、おし、お、押しちゃうというのが必要だということで。

あれさ、伊達重機とかさ、いろんな重機屋あるじやん、この辺の。あ、そうか。でもみんな、い

あの、これから現場に向かう人にね、ちょっと前提に考えてほしいのは、いま、先に現場に行っ

てもらった人に見てもらったら、ポンプ代わりに使ってる消防車が２号用も３号用もエンジンが

かかんないんですよ。それで自衛隊から持ってきてもらった新しい消防車を今のものに入れ替え

て、エンジンをかけて、え－、その、ラインナップが正常かどうかをまず確認します。そこから

仕事がスタートするというふうに考えてもらって、仕事を組み上げてもらえればと思いますんで。 
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１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  ただその、あれでしょ、あの自衛隊の消防車持っていくにも、道路がちゃんと片づいてないと持

っていけないじゃん。

  まぁ、そりゃそうです。

吉田所長  だから、まずは道路の最低限、消防車が通る幅を平ブルできれいにすると。バックホーもそうだ

けど、それが一番重要なことなんで。

資材班  福島第一の吉田所長、聞こえますか、資材班の●●ですが。

吉田所長  ちょっと待ってください、な。

  まだ減圧しないといけないからだよな。

吉田所長  いいの、いいの、もうスタンバイできしだいね。

  ＝３号じゃなく、２号だけはラインができた・・・みたい＝。

吉田所長  ライン確保できた？２号機ライン確保できた、みたい？エンジン止まってるんだな。

  エンジンかけるようになって＝。

吉田所長  あっ、そう！

復旧班  ＳＲ

吉田所長  まあＰＣＶベントはバラでやっててくれ。バラでできるでしょ？だからさ、ちょっとさ、いま重

要なのはＳＲ

それでやってくれればいい。

吉田所長  で、それで、まずは水、それはじゃスタンバイになっているわけね？水源はあんのか、水源は。

  水源はどうですか、水源は。水源、

吉田所長  ビットの中の水。

  十分、あ、まだあるそうです。

吉田所長  十分にある。ＯＫ。じゃ、まずスタンバイして押し込めるようにしておいてください。

  本部長。消防車関係が少し分かりました。３号と２号のポンプ車がだめです。それで、１号に繋

がっていた自衛隊のポンプ車。これいま、いま、え、まあチェックはまだ１台しかやってないで

すが、それが１台動くと。２号機のポンプ車接続をしました。だから、いつでも、いま水ちょっ

と入ってるみたいなんで、入れると言われれば、入れることはできる。

吉田所長  ２号機？

  ２号機。

吉田所長  じゃ、いまポンプ替えたのか？あれ。

  ポンプ替えました。

2011 年 3 月 1

 

ただその、あれでしょ、あの自衛隊の消防車持っていくにも、道路がちゃんと片づいてないと持

っていけないじゃん。

まぁ、そりゃそうです。

だから、まずは道路の最低限、消防車が通る幅を平ブルできれいにすると。バックホーもそうだ

けど、それが一番重要なことなんで。

福島第一の吉田所長、聞こえますか、資材班の●●ですが。

ちょっと待ってください、な。

まだ減圧しないといけないからだよな。

いいの、いいの、もうスタンバイできしだいね。

＝３号じゃなく、２号だけはラインができた・・・みたい＝。

ライン確保できた？２号機ライン確保できた、みたい？エンジン止まってるんだな。

エンジンかけるようになって＝。

あっ、そう！ かかった。

ＳＲ 弁、ＯＫ ですけど、ＰＣＶ

まあＰＣＶベントはバラでやっててくれ。バラでできるでしょ？だからさ、ちょっとさ、いま重

要なのはＳＲ 弁操作できて水があることなんだから、ちょっと余分なことは言わないで、それは

それでやってくれればいい。

で、それで、まずは水、それはじゃスタンバイになっているわけね？水源はあんのか、水源は。

水源はどうですか、水源は。水源、

ビットの中の水。

十分、あ、まだあるそうです。

十分にある。ＯＫ。じゃ、まずスタンバイして押し込めるようにしておいてください。

本部長。消防車関係が少し分かりました。３号と２号のポンプ車がだめです。それで、１号に繋

がっていた自衛隊のポンプ車。これいま、いま、え、まあチェックはまだ１台しかやってないで

すが、それが１台動くと。２号機のポンプ車接続をしました。だから、いつでも、いま水ちょっ

と入ってるみたいなんで、入れると言われれば、入れることはできる。

２号機？ 

２号機。 

じゃ、いまポンプ替えたのか？あれ。

ポンプ替えました。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ただその、あれでしょ、あの自衛隊の消防車持っていくにも、道路がちゃんと片づいてないと持

っていけないじゃん。 

まぁ、そりゃそうです。 

だから、まずは道路の最低限、消防車が通る幅を平ブルできれいにすると。バックホーもそうだ

けど、それが一番重要なことなんで。

福島第一の吉田所長、聞こえますか、資材班の●●ですが。

ちょっと待ってください、な。

まだ減圧しないといけないからだよな。

いいの、いいの、もうスタンバイできしだいね。

＝３号じゃなく、２号だけはラインができた・・・みたい＝。

ライン確保できた？２号機ライン確保できた、みたい？エンジン止まってるんだな。

エンジンかけるようになって＝。

かかった。 

ですけど、ＰＣＶ

まあＰＣＶベントはバラでやっててくれ。バラでできるでしょ？だからさ、ちょっとさ、いま重

弁操作できて水があることなんだから、ちょっと余分なことは言わないで、それは

それでやってくれればいい。 

で、それで、まずは水、それはじゃスタンバイになっているわけね？水源はあんのか、水源は。

水源はどうですか、水源は。水源、

ビットの中の水。 

十分、あ、まだあるそうです。

十分にある。ＯＫ。じゃ、まずスタンバイして押し込めるようにしておいてください。

本部長。消防車関係が少し分かりました。３号と２号のポンプ車がだめです。それで、１号に繋

がっていた自衛隊のポンプ車。これいま、いま、え、まあチェックはまだ１台しかやってないで

すが、それが１台動くと。２号機のポンプ車接続をしました。だから、いつでも、いま水ちょっ

と入ってるみたいなんで、入れると言われれば、入れることはできる。

じゃ、いまポンプ替えたのか？あれ。

ポンプ替えました。 
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発言者  

吉田所長  あっ、替えてあるんだ。替えたから動いたんだ、ということなんだ。ＯＫ。

  ３号と、だから１号が、だめだということなんですよ。だからそれはいま、２Ｆの南明さんにオ

フサイトセンターに昨日の夜、消防車２台来てるんで、それを至急１Ｆに持って来いと。で、い

ま土木チームにですね、２号とか３号とかこの辺の周りの瓦磯を、至急消防車が走れるように、

バックホーか何かでどんどんずらしてくれ、ということをやらないと、えっと１号とか３号が消

防車入れません。

吉田所長  はい、ＯＫ。

  で、次、物揚場の消防車の点検を、いまこれから行きます。

吉田所長  分かりました。じゃ、それをですね、バラでいろんなこと同時に走りますんで、段取りよくやり

ましょう。

  はい。

吉田所長  で、それの指示をですね、各グループでリーダー作って連携しながらやってください。で、それ

をいま、そうだな、●●さんに全体のチームだとか連携の統括をお願いしますので、はい。

復旧班  あれ、ところで、●●さん。その寄せていくのにさ、あの一、運転手は何人位必要なの？

曝のやつだと。

  え－とですね、運転手３人位いれば、人海戦術で行けると思います。

  ２号のやつで、自衛隊のやつで消防車に替えて、一応いまＯＫ。

  ビットは３

吉田所長  で、その、ホースは大丈夫そうなの？

  一応その２号に持っていくホースの健全性は確認できてるんです。ちょっと流してみてから。

吉田所長  流してみてって流れないんだ、差圧が出ないと。

  まず流れるかどうかの確認はまだできない、あっ、とりあえずやってみないと分からない。まず

それもスタンバイ、それとも１回でやっちゃいます。

吉田所長  ちょっと貸して貸して。●●、おう、吉田です。ご苦労さん、大変だろう、被曝、あの線量も高

くて。あのさ、いま、あの動くんだな。２号な。《ビー音》繋がってるのね。●●ＯＫ。でも指

示しても圧力が、圧力が立たないと。圧力が立たないとっていうか、向こう側の圧力下がんない

と入んないよな。ま、まだ高いんだよ。いま、炉圧何キロ？炉圧何キロ？２号。え、うん、もう

７．３８メガだから、あの、要するにだから、そっちは２号は、スタンバイしていつでも行ける

状況にしておいてくれればいいな。ＯＫ

ださい。はい、はい、はいＯＫ。はい。だけど、なおかついま。

  ２号はすぐにクリティカルにならないよね、２．５時間あるから。

吉田所長  えーっと、本店さん、本店さん。

高橋フェロー  はい、どうぞ。

  ちょっと安心材料入ってきました。いま現場に行った●●君から電話が入ってきて、繋がって、

２号機については、前使ってたポンプはやはりだめだったんだけれども、消防署から借りてるポ

ンプが動くと。エンジンが動くということで、それでいまラインナップは構成しました。
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７．３８メガだから、あの、要するにだから、そっちは２号は、スタンバイしていつでも行ける

状況にしておいてくれればいいな。ＯＫ ？ええ、はい、３号だめなやつを替える方向で行

ださい。はい、はい、はいＯＫ。はい。だけど、なおかついま。

２号はすぐにクリティカルにならないよね、２．５時間あるから。

えーっと、本店さん、本店さん。 

ちょっと安心材料入ってきました。いま現場に行った●●君から電話が入ってきて、繋がって、

２号機については、前使ってたポンプはやはりだめだったんだけれども、消防署から借りてるポ

ンプが動くと。エンジンが動くということで、それでいまラインナップは構成しました。
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発言内容 

あっ、替えてあるんだ。替えたから動いたんだ、ということなんだ。ＯＫ。

３号と、だから１号が、だめだということなんですよ。だからそれはいま、２Ｆの南明さんにオ

フサイトセンターに昨日の夜、消防車２台来てるんで、それを至急１Ｆに持って来いと。で、い

ま土木チームにですね、２号とか３号とかこの辺の周りの瓦磯を、至急消防車が走れるように、

バックホーか何かでどんどんずらしてくれ、ということをやらないと、えっと１号とか３号が消

で、次、物揚場の消防車の点検を、いまこれから行きます。 

分かりました。じゃ、それをですね、バラでいろんなこと同時に走りますんで、段取りよくやり

で、それの指示をですね、各グループでリーダー作って連携しながらやってください。で、それ

をいま、そうだな、●●さんに全体のチームだとか連携の統括をお願いしますので、はい。

あれ、ところで、●●さん。その寄せていくのにさ、あの一、運転手は何人位必要なの？

え－とですね、運転手３人位いれば、人海戦術で行けると思います。

２号のやつで、自衛隊のやつで消防車に替えて、一応いまＯＫ。

一応その２号に持っていくホースの健全性は確認できてるんです。ちょっと流してみてから。

流してみてって流れないんだ、差圧が出ないと。 

まず流れるかどうかの確認はまだできない、あっ、とりあえずやってみないと分からない。まず

それもスタンバイ、それとも１回でやっちゃいます。 

ちょっと貸して貸して。●●、おう、吉田です。ご苦労さん、大変だろう、被曝、あの線量も高

くて。あのさ、いま、あの動くんだな。２号な。《ビー音》繋がってるのね。●●ＯＫ。でも指

示しても圧力が、圧力が立たないと。圧力が立たないとっていうか、向こう側の圧力下がんない

と入んないよな。ま、まだ高いんだよ。いま、炉圧何キロ？炉圧何キロ？２号。え、うん、もう

７．３８メガだから、あの、要するにだから、そっちは２号は、スタンバイしていつでも行ける

？ええ、はい、３号だめなやつを替える方向で行

ださい。はい、はい、はいＯＫ。はい。だけど、なおかついま。
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２号機については、前使ってたポンプはやはりだめだったんだけれども、消防署から借りてるポ

ンプが動くと。エンジンが動くということで、それでいまラインナップは構成しました。
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発言者  

高橋フェロー  あっ、構成済み？

吉田所長  構成済み。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  それで、一応いつでも注入できる体制は、ミニマム整いました。それからビットの中の水は十分

にあると報告が来てます。あと、ただこれをメイキャップするラインが切れてると後が大変なの

で、そこはパラで対応していかないといけないと思います。

高橋フェロー  それのほうの点検は？

吉田所長  えっ？

高橋フェロー  あの供給側のほうは見れてるの？まだ見てないの？

吉田所長  何が。

高橋フェロー  ビットに持ってくほう、海水をビットに持ってくほうのラインは大丈夫なの？

吉田所長  それもね、いま見てるんだけど、ちょっと報告が入ってきてない、全部、長いから。

高橋フェロー  了解。

吉田所長  はい。それで、そこは見て、直せるところはもう応急補修でもいいから直せと、ということでい

ま指示しております。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  それから、３号機の、３号機のポンプ、消防ポンプ、これはだめでした。動いてない。エンジン

かからない。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  それから１号機もですね、３台でへい、直列でやってるんですが、これも動い動、あの動かない、

あの１台は動くんだけど、あと２台はだめだということで、その生きてるやつをまず３号機に持

っていって、３号機のラインナップを先にやるということで、取りかかろうと思ってます。

高橋フェロー  はい、あれまだ、消防車＝。

吉田所長  で、１号機は、今度は構内にまたポンプがありますので、それを運んできて取り替えるというこ

とで、これパラランでですね、あの作業工程非常にあるんで、バラで進めていかないといけない

んで、ちょっと連携とりながらやっていきたいと思います。いずれにしても、２号機はとりあえ

ず注水源が確保できそうだという見通しがついたということだけが＝。

高橋フェロー  はい、バラでお願いします。それで、消防車はね、６台余計に行ってると思うんだけど、

の？昨日８台運んでるから。あと６台、あと６台、あの…

吉田所長  いやいや。８台のうち、例の長いやつは２台すでに、あの、あれ、水をビットに入れるために使

ってるんですよ。

高橋フェロー  はい、使ってますね。あと６台あると思うんだけど。

吉田所長  それからあとの２台はでかいの。はしご車なんで、ちょっと違うんですよ、使用用途が。
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あっ、構成済み？ 
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発言内容
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の？昨日８台運んでるから。あと６台、あと６台、あの…

いやいや。８台のうち、例の長いやつは２台すでに、あの、あれ、水をビットに入れるために使

はい、使ってますね。あと６台あると思うんだけど。

それからあとの２台はでかいの。はしご車なんで、ちょっと違うんですよ、使用用途が。
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発言内容 

それで、一応いつでも注入できる体制は、ミニマム整いました。それからビットの中の水は十分

にあると報告が来てます。あと、ただこれをメイキャップするラインが切れてると後が大変なの

で、そこはパラで対応していかないといけないと思います。 

あの供給側のほうは見れてるの？まだ見てないの？ 

ビットに持ってくほう、海水をビットに持ってくほうのラインは大丈夫なの？

それもね、いま見てるんだけど、ちょっと報告が入ってきてない、全部、長いから。

はい。それで、そこは見て、直せるところはもう応急補修でもいいから直せと、ということでい

それから、３号機の、３号機のポンプ、消防ポンプ、これはだめでした。動いてない。エンジン

それから１号機もですね、３台でへい、直列でやってるんですが、これも動い動、あの動かない、

あの１台は動くんだけど、あと２台はだめだということで、その生きてるやつをまず３号機に持

っていって、３号機のラインナップを先にやるということで、取りかかろうと思ってます。

で、１号機は、今度は構内にまたポンプがありますので、それを運んできて取り替えるというこ

とで、これパラランでですね、あの作業工程非常にあるんで、バラで進めていかないといけない

んで、ちょっと連携とりながらやっていきたいと思います。いずれにしても、２号機はとりあえ
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あの１台は動くんだけど、あと２台はだめだということで、その生きてるやつをまず３号機に持

っていって、３号機のラインナップを先にやるということで、取りかかろうと思ってます。
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あの１台は動くんだけど、あと２台はだめだということで、その生きてるやつをまず３号機に持

っていって、３号機のラインナップを先にやるということで、取りかかろうと思ってます。 
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場所 発言者

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

高橋フェロー

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

吉田所長

高橋フェロー

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１F 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  了解。

吉田所長  以上です。

高橋フェロー  はい。じゃ、バラでよろしくお願いします。

高橋フェロー  すみません、１Ｆさん。ベントは確認どうなってんでしたつけ？

吉田所長  ベントは確認中だろ？●●君。

復旧班  確認中、確認中です。

高橋フェロー  それがクリティカルね。

吉田所長  はい。

吉田所長  ２号、２号だよ、スタンバイしてるんだろ？

高橋フェロー  ベントも済んでんの？

  おお、だって南明さんがさ、１号機の動くやつを２号機に付けたんじゃねぇのか。

吉田所長  いまもう、付けたんだろ。

  と私は聞いてきて、上がってきたんですけど。

吉田所長  それでいいんだよ、２号はもうそれでいいんだよ。

  うん。

復旧班  ちょっといいニュースです。２

  よし！開いているんだって。

復旧班  ●●ちなみに４号はだめそうです。

  吉田さん、２号のブローアウトパネル開いています。

復旧班  ２号は開いています。

  さっきので開いたのかな。

  付け替えちやったのかなあ。

  さっきので開いたのかなぁ。

吉田所長  違う、２号に付けたはずだよ。＠＠もそう言っていたよ。うん。わけ分かんないこと言ってんじ

ゃないのか、おまえ、さっきから。

  ●●、ちょっといいですか、ちょっと、ちょっとちょっと。３号機のリバーシングバルブビット

から、２、３号機の方にポンプ送られて＝。
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高橋フェロー

１Ｆ 
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テレビ会議 2011

 

発言者  

  ラインナップは？

  土木屋が動いたあとでしょうがこっちは。こっちはさ、土木屋が動いたあとだから。

  ３号のの逆洗弁ピットに、吸い込み口はちゃんと入れられているのかっていうのを確認したいん

ですけども。

  入れられていない！まだそれどころではなくて点検進んでいない。

吉田所長  それは何号？

  それ３号の話です。

  逆洗弁ピットは水はたまっています。２号は逆洗弁ピットに津波のたまり水は残っています。３

号のポンプがだめ、２号のポンプがだめ、１号のポンプは一個残っていました。だから２号に付

け替えました。

吉田所長  ２号に１号機のやつを持って行ったんでしょ。うん。

  ２号は入れれるちゅうことやですね。

吉田所長  そうそう。

  平ブルで

  ろ過水で水、くみ始めたんで、

  どこにあるか探してくれっていう。

  消防車、消防車持ってくるから動けるようにして

  調達ついていない。

  すいません、いま下で情報もらってきて。

  この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

す。で、

吉田所長  １回これさ、

高橋フェロー  ●●、呼んでくれ。

  ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので

吉田所長  これ、バックホーでできるんだな。

  あっ、できんの？

  下りて、３・４号の方に向かう。

吉田所長  じゃあ、それでいいんじゃない。
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すいません、いま下で情報もらってきて。

この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

●●、呼んでくれ。 

ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので

これ、バックホーでできるんだな。

あっ、できんの？ 

下りて、３・４号の方に向かう。

じゃあ、それでいいんじゃない。
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土木屋が動いたあとでしょうがこっちは。こっちはさ、土木屋が動いたあとだから。

３号のの逆洗弁ピットに、吸い込み口はちゃんと入れられているのかっていうのを確認したいん

入れられていない！まだそれどころではなくて点検進んでいない。

逆洗弁ピットは水はたまっています。２号は逆洗弁ピットに津波のたまり水は残っています。３

号のポンプがだめ、２号のポンプがだめ、１号のポンプは一個残っていました。だから２号に付

２号に１号機のやつを持って行ったんでしょ。うん。

２号は入れれるちゅうことやですね。 

ろ過水で水、くみ始めたんで、 

どこにあるか探してくれっていう。 

消防車、消防車持ってくるから動けるようにして
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この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので

これ、バックホーでできるんだな。 

下りて、３・４号の方に向かう。 

じゃあ、それでいいんじゃない。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 
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逆洗弁ピットは水はたまっています。２号は逆洗弁ピットに津波のたまり水は残っています。３

号のポンプがだめ、２号のポンプがだめ、１号のポンプは一個残っていました。だから２号に付

２号に１号機のやつを持って行ったんでしょ。うん。 

消防車、消防車持ってくるから動けるようにして 

この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので
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土木屋が動いたあとでしょうがこっちは。こっちはさ、土木屋が動いたあとだから。

３号のの逆洗弁ピットに、吸い込み口はちゃんと入れられているのかっていうのを確認したいん

入れられていない！まだそれどころではなくて点検進んでいない。 

逆洗弁ピットは水はたまっています。２号は逆洗弁ピットに津波のたまり水は残っています。３
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この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので
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この２台がだめになっていて、ここに１号用の１台を、２号側に持ってきました。これはＯＫで

ここは斜面でだめなんで、ここを下って、こちらに行く予定にしていますので 
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発言者  

  現場にそう伝えます。

  じゃあ、それ終わったら、終わりそうなときに、それが終わりそうになったら、何時頃？

  終わりそうな頃に連絡。

  逆洗弁ピットの図です。

吉田所長  はあはあはあ。

吉田所長  これさ、だからさ、グレーチングがどこにあるか分かんないんだよ。

  グレーチングは上に張り巡らされています。

吉田所長  だから今、吸い込み口どこなんだよ。

  あーそれは分からないです。

吉田所長  だから、あの、この、あれが書いたやつなんだよ。あの、これはさ、タービンに聞けば一発なん

だよ、タービン。

 ちょっとシステム復旧班と広報班から、あの一ご連絡です。連絡です。え－と、いまですね、ホ

ームページ上でですね、えー停電情報公開システム、えーじゃなくてごめんなさい、計画停電の

周知のデータをですね、更新する作業を進めております。で、更新、更新に際しましては、イン

ターネット、イントラネットへのアクセスをしなきゃいけないんですが、社内の社員からですね、

社外へのアクセスの件数が非常に多くてですね、渋滞して更新作業が進まない状況です。したが

いまして、えー全館放送でですね、社員に対して社外へのインターネットのアクセスを控

うにという放送を入れさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。

吉田所長  本店さん、本店さん。

復旧班  はい、本店です。

吉田所長  えっと一、情報また追加で、メイキャップのラインは、えー別のラインっていいますか、あの、

あ、あとで検討してた、原、ろ過水タンクの上流の原水受タンクを、の、生かすラインが、２時

半に生きており、生かすことができまして、ピットに水張りをし始めてます。

高橋フェロー  偉い、偉い。

吉田所長  それで、今。もう、入っているんだって。開けに行って、いや、開けたんだって、開けに行った

んだって。約７００Ｌ／ｍｉｎ

見たんだっけ？

  消火栓開ける別部隊がいま行っています。

吉田所長  あっ、そういうことね。はいはい。ごめんなさい。消火栓はまだ開けてない。消火栓から下流側

はこれから別の部隊が行きます。

高橋フェロー  はい。

 えっと保安院の●●から小森常務に対して、１、２、３号の対応は２号を優先するように指示を

出すんだそうです。ま、当然、我々それ考えてますから。

高橋フェロー  官邸がね？
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終わりそうな頃に連絡。

逆洗弁ピットの図です。
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あーそれは分からないです。
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だよ、タービン。
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ームページ上でですね、えー停電情報公開システム、えーじゃなくてごめんなさい、計画停電の

周知のデータをですね、更新する作業を進めております。で、更新、更新に際しましては、イン

ターネット、イントラネットへのアクセスをしなきゃいけないんですが、社内の社員からですね、
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いまして、えー全館放送でですね、社員に対して社外へのインターネットのアクセスを控

うにという放送を入れさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。

本店さん、本店さん。

はい、本店です。

えっと一、情報また追加で、メイキャップのラインは、えー別のラインっていいますか、あの、

あ、あとで検討してた、原、ろ過水タンクの上流の原水受タンクを、の、生かすラインが、２時

半に生きており、生かすことができまして、ピットに水張りをし始めてます。

偉い、偉い。 

それで、今。もう、入っているんだって。開けに行って、いや、開けたんだって、開けに行った

んだって。約７００Ｌ／ｍｉｎ

見たんだっけ？ 

消火栓開ける別部隊がいま行っています。

あっ、そういうことね。はいはい。ごめんなさい。消火栓はまだ開けてない。消火栓から下流側

はこれから別の部隊が行きます。

はい。 
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現場にそう伝えます。 

じゃあ、それ終わったら、終わりそうなときに、それが終わりそうになったら、何時頃？

終わりそうな頃に連絡。 

逆洗弁ピットの図です。 

 

これさ、だからさ、グレーチングがどこにあるか分かんないんだよ。

グレーチングは上に張り巡らされています。

だから今、吸い込み口どこなんだよ。

あーそれは分からないです。 

だから、あの、この、あれが書いたやつなんだよ。あの、これはさ、タービンに聞けば一発なん

だよ、タービン。 

ちょっとシステム復旧班と広報班から、あの一ご連絡です。連絡です。え－と、いまですね、ホ

ームページ上でですね、えー停電情報公開システム、えーじゃなくてごめんなさい、計画停電の

周知のデータをですね、更新する作業を進めております。で、更新、更新に際しましては、イン

ターネット、イントラネットへのアクセスをしなきゃいけないんですが、社内の社員からですね、

社外へのアクセスの件数が非常に多くてですね、渋滞して更新作業が進まない状況です。したが

いまして、えー全館放送でですね、社員に対して社外へのインターネットのアクセスを控

うにという放送を入れさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。

本店さん、本店さん。 

はい、本店です。 

えっと一、情報また追加で、メイキャップのラインは、えー別のラインっていいますか、あの、

あ、あとで検討してた、原、ろ過水タンクの上流の原水受タンクを、の、生かすラインが、２時

半に生きており、生かすことができまして、ピットに水張りをし始めてます。

それで、今。もう、入っているんだって。開けに行って、いや、開けたんだって、開けに行った

んだって。約７００Ｌ／ｍｉｎ

 ビットまでまだ見てないよな。

消火栓開ける別部隊がいま行っています。

あっ、そういうことね。はいはい。ごめんなさい。消火栓はまだ開けてない。消火栓から下流側

はこれから別の部隊が行きます。

えっと保安院の●●から小森常務に対して、１、２、３号の対応は２号を優先するように指示を

出すんだそうです。ま、当然、我々それ考えてますから。

はいはい。そうせざるを得ないもんね。
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半に生きており、生かすことができまして、ピットに水張りをし始めてます。

それで、今。もう、入っているんだって。開けに行って、いや、開けたんだって、開けに行った

 出てるんだって。ビットまで見てないの《ビー音》、ビットまで

ビットまでまだ見てないよな。

消火栓開ける別部隊がいま行っています。 
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半に生きており、生かすことができまして、ピットに水張りをし始めてます。 

それで、今。もう、入っているんだって。開けに行って、いや、開けたんだって、開けに行った

出てるんだって。ビットまで見てないの《ビー音》、ビットまで

あっ、そういうことね。はいはい。ごめんなさい。消火栓はまだ開けてない。消火栓から下流側

えっと保安院の●●から小森常務に対して、１、２、３号の対応は２号を優先するように指示を
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技術班

高橋フェロー

技術班

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班
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吉田所長

１Ｆ 

吉田所長
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吉田所長

１Ｆ 

吉田所長
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発言者  

復旧班  ラインナップできていますよ。どうやって、入っていくか。

復旧班  いえいえ、継ぎ足さないと、注水すると、どうせなくなっちゃうから、どこから水を入れるか。

技術班  ●●さん、いいですか。●●、ＴＡＦなんですけど、ＴＡＦ

んですけども、ちょっと保守的にみると、１５時半から１６時になる可能性があります。

高橋フェロー  ここは急いで入れようよ。

技術班  あの、かなり厳しいカーブになってるということだけ、ご承知おきください。

  ここ消防車で、７００リッターパーミニッツで、二時半から。

吉田所長  ●●さん、大変なところ、ご苦労さん。あのさ、いま、散水車は空いてるよね、散水車。な、な

んでかと言うといま、瓦磯のところ挨がすごいじやん、だから作業用には一回ちょっと、ざっと

水まいたほうがいいと思うんだけど。散水車あるんだっけ？

復旧班  散水車は三春まで取りに来いってことなんで。

吉田所長  え？

復旧班  三春まで取りに来いって。

吉田所長  いやこの前使ってた４ｔと４トン、２ｔ、２ｔの、散水車じゃ？

復旧班  あっ、土木の？

吉田所長  うん。

復旧班  土木のは使えるでしょう。

吉田所長  使えるでしょ。だから土木の散水車に、水源があるかどうかなんだけど、ろ過水かなんか、ろ過

水じゃなくて大熊、熊川から取ってくるっていう、あのプロジェクトのやつ。

復旧班  あ一、消防車、浪江の消防車が帰っちやったかな。えっと、そこまでスタンバイしますか。あと

は何かいま、なんだっけ、ダムの水がどこからか、バカバカって漏れてるっていう話ありますよ

ね。そこから入れられるかどうかなんだけど。

吉田所長  それはもうこっちで使ってるからさ。本チャンのラインで使ってるからさ。

  あっ、そうですか。

吉田所長  ごめん、●●、もう１点ちょっと教えて。今朝の自衛隊の水ってもうビットに入れたんだっけ？

あれは。

  残念ながら１機目でバンでした。

吉田所長  え？

  １カン目でバンでした。

吉田所長  バンて何？あっ、バンだったんだ。ほれで２カン目はどっか？
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ここ消防車で、７００リッターパーミニッツで、二時半から。
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んでかと言うといま、瓦磯のところ挨がすごいじやん、だから作業用には一回ちょっと、ざっと

水まいたほうがいいと思うんだけど。散水車あるんだっけ？

散水車は三春まで取りに来いってことなんで。
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●●さん、いいですか。●●、ＴＡＦなんですけど、ＴＡＦ

んですけども、ちょっと保守的にみると、１５時半から１６時になる可能性があります。
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ここ消防車で、７００リッターパーミニッツで、二時半から。

●●さん、大変なところ、ご苦労さん。あのさ、いま、散水車は空いてるよね、散水車。な、な

んでかと言うといま、瓦磯のところ挨がすごいじやん、だから作業用には一回ちょっと、ざっと

水まいたほうがいいと思うんだけど。散水車あるんだっけ？

散水車は三春まで取りに来いってことなんで。

いやこの前使ってた４ｔと４トン、２ｔ、２ｔの、散水車じゃ？

使えるでしょ。だから土木の散水車に、水源があるかどうかなんだけど、ろ過水かなんか、ろ過

水じゃなくて大熊、熊川から取ってくるっていう、あのプロジェクトのやつ。

あ一、消防車、浪江の消防車が帰っちやったかな。えっと、そこまでスタンバイしますか。あと

は何かいま、なんだっけ、ダムの水がどこからか、バカバカって漏れてるっていう話ありますよ
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発言内容 

ラインナップできていますよ。どうやって、入っていくか。 
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水じゃなくて大熊、熊川から取ってくるっていう、あのプロジェクトのやつ。
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１Ｆ 

吉田所長
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発言者  

  ２カン目は後ろに並んでたんですけど、入れないで逃げました。

吉田所長  持って帰られちやったの。

  え。

吉田所長  いや、２カン目はどこにあんの。

  ７つあって、７つ来て２つが中に入ったんですよ。１個目を注水してましたんで、ビットに。そ

の終わる頃にバンと。だから並んでた２機目は引き返して、そちらの人も。ちょっとケガしたか

もわからない。あと５カンは正門の前に５カン。

吉田所長  持って帰られた？いまない？

  持って帰った。オフサイトセンターに。ただあれは給水車かな。たださ。

吉田所長  散水したいんだけど、その水源……。

  あっ、土木のね。

吉田所長  ●●君、２号機のプラントのほうは大丈夫？

発電班  適宜、当直長に確認しております。いま、最新の情報についてお話をいたします。炉水位がプラ

ス１２００、ワイドでマイナス、イコール、炉圧が７．４から７．５。ドライウェル圧が、

  もしもし、１Ｆの●●ですけども、いま、所長からですね、水入れられなかった給水車あと６個、

いま満水になっているじゃないですか、あの６個を貸してくれないか、要は少し水をまきたいと。

ええ、散水車は小さいけれども２・３個あるんで、えー水だけいただきたい、できれば大至急。

  物揚場からはないです。であれを直線で、直線って言うか

吉田所長  これいま点検してんの？

  ええ。

発電班  3

  １個、２個入れちゃうかもしれませんけれども、うまく供給ができなかったら、ええ、所長から

はですね、一番の目的は散水したいと。瓦磯が－杯で。どうもホコリっぽいということで

吉田所長  何なんだ、これ。

  そもそも、よくご存じだと思うんですけども、そもそも上の流量が少ないんですよ。

復旧班  ドライウェルベント弁のＡＯＶ

ます。

吉田所長  この話よりもね、まずこんな大型消防車みたいなやつな、

  調達できればいいんですけれども、まずそれが。

吉田所長  いまあるんだけど、結局あの圧がさ、下がったときにそんなリッターが入んないんだよな。だか

らこの炉の場合は結局あんまり入れてもさ、中で結局燃料と反応して出ていく水素が。な？だか

らこの先生が言ってるのはさ、水蒸気爆発でしょ。どっちかよく分からないけど、おれは水素じ
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２カン目は後ろに並んでたんですけど、入れないで逃げました。

持って帰られちやったの。

え。 

いや、２カン目はどこにあんの。

７つあって、７つ来て２つが中に入ったんですよ。１個目を注水してましたんで、ビットに。そ

の終わる頃にバンと。だから並んでた２機目は引き返して、そちらの人も。ちょっとケガしたか

もわからない。あと５カンは正門の前に５カン。

持って帰られた？いまない？

持って帰った。オフサイトセンターに。ただあれは給水車かな。たださ。

散水したいんだけど、その水源……。

あっ、土木のね。

●●君、２号機のプラントのほうは大丈夫？

適宜、当直長に確認しております。いま、最新の情報についてお話をいたします。炉水位がプラ

ス１２００、ワイドでマイナス、イコール、炉圧が７．４から７．５。ドライウェル圧が、

もしもし、１Ｆの●●ですけども、いま、所長からですね、水入れられなかった給水車あと６個、

いま満水になっているじゃないですか、あの６個を貸してくれないか、要は少し水をまきたいと。

ええ、散水車は小さいけれども２・３個あるんで、えー水だけいただきたい、できれば大至急。

物揚場からはないです。であれを直線で、直線って言うか

これいま点検してんの？

ええ。 

3 号の方は、炉水位、炉圧、ドライウェルの圧力は上がっていましたけれども、ベントをして・・・
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らこの炉の場合は結局あんまり入れてもさ、中で結局燃料と反応して出ていく水素が。な？だか

らこの先生が言ってるのはさ、水蒸気爆発でしょ。どっちかよく分からないけど、おれは水素じ
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場所 発言者
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吉田所長
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清水社長

高橋フェロー

吉田所長
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官庁連絡班

テレビ会議 2011

 

発言者  

ゃねぇかなって思う。こんな量入れたら、逆に。

  いきなり火を噴くというか、おかしくなりますけどなんか

吉田所長  こんな入んねえって。

  配管がじゃないと、おきるんだって。

  ３０００リットル？循環水ポンプ並みだぜ。

  循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

のポンプじゃないと入らない。

  ６４００Ｌ／ｍｍ。え、もっと＝

吉田所長  すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

清水社長  吉田さん、清水です。聞こえますか。

吉田所長  はい、吉田でございます。

清水社長  あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ら。あの。

吉田所長  よろしくお願いします。ありがとう

清水社長  はい。

吉田所長  ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

ちょっと本店さんのほうでちょっと調べてもらえませんか。

清水社長  はい。

吉田所長  いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

しようか。

清水社長  はい、すぐに情報収集、共有化して。

高橋フェロー  どこがやってくれるの、情報収集は。

吉田所長  いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

勝俣会長  ＪＲ

官庁連絡班  発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

吉田所長  あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

官庁連絡班  了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。
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なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ら。あの。 

よろしくお願いします。ありがとう

はい。 

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

ちょっと本店さんのほうでちょっと調べてもらえませんか。

はい。 

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

しようか。 

はい、すぐに情報収集、共有化して。

どこがやってくれるの、情報収集は。

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

ＪＲ は、やりすぎだよ－。駅になんて書いてあるか知ってつか。

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ゃねぇかなって思う。こんな量入れたら、逆に。

いきなり火を噴くというか、おかしくなりますけどなんか

こんな入んねえって。 

配管がじゃないと、おきるんだって。

３０００リットル？循環水ポンプ並みだぜ。

循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

のポンプじゃないと入らない。

６４００Ｌ／ｍｍ。え、もっと＝

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

吉田さん、清水です。聞こえますか。

はい、吉田でございます。 

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

よろしくお願いします。ありがとう

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

ちょっと本店さんのほうでちょっと調べてもらえませんか。

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

はい、すぐに情報収集、共有化して。

どこがやってくれるの、情報収集は。

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

は、やりすぎだよ－。駅になんて書いてあるか知ってつか。

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。
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362 

発言内容

ゃねぇかなって思う。こんな量入れたら、逆に。

いきなり火を噴くというか、おかしくなりますけどなんか

配管がじゃないと、おきるんだって。 

３０００リットル？循環水ポンプ並みだぜ。 

循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

のポンプじゃないと入らない。 

６４００Ｌ／ｍｍ。え、もっと＝ ●●。 

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

吉田さん、清水です。聞こえますか。 

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

よろしくお願いします。ありがとうございます。

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

ちょっと本店さんのほうでちょっと調べてもらえませんか。

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

はい、すぐに情報収集、共有化して。 

どこがやってくれるの、情報収集は。 

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

は、やりすぎだよ－。駅になんて書いてあるか知ってつか。

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。
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発言内容 

ゃねぇかなって思う。こんな量入れたら、逆に。 

いきなり火を噴くというか、おかしくなりますけどなんか 

 

循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ございます。 

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

ちょっと本店さんのほうでちょっと調べてもらえませんか。 

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

は、やりすぎだよ－。駅になんて書いてあるか知ってつか。

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。
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循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

 

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

は、やりすぎだよ－。駅になんて書いてあるか知ってつか。 

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

了解。それが平ブルって言うのね？ま、それは専門家に確認します。 
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循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。

 

循環水ポンプだいたい、毎分７０トン、１時間で４２００だからさ、それの一回り小さいくらい

すみません。各チームで進捗状況を報告できるところは報告してください、作業進捗状況を。 

あの大変際どい状況でご苦労さまです。さっき吉田さんもおっしゃったけど、一呼吸おくという

かね、落ち、落ち着いてやっていただくということも大事だし、えーそれから、そうは言っても

２号機はじめ大変あのーシビアな状態が続いてるんでね、可能な範囲で全力でそのーデータ計測

なり、現地の様子を確認してもらうということで、よろしくお願いします。こっちもあの、人と

かあるいは可能な限り全部、手当てから資機材関係も、えー可能な範囲で全部手当てしてますか

ただですね、また、いまですね、結構大きめの地震が来たんで、津波の可能性があるかどうか、

いま、結構、ヤードで仕事してるやつが多いんで、津波の可能性について調べてもらえませんで

いまいまいま、テレビ見たら若干の海面変動って書いてありましたから、大丈夫だと思います。 

発電所吉田さん、本店ですけど。吉田さん、あのね、建設部さんであのいろんな重機あって、平

ブルとかバックホーとかあるんですけど、その中で最優先は平ブルってことでいいんですか。 

あのね、道に固まったやつをね、一気にね、ぐいって押していってね、端に片づけるやつ。 
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 場所

１Ｆ 

本店 
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１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 
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本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

復旧班

吉田所長

清水社長

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１Ｆ 

総務班

高橋フェロー

総務班

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい、すでに使ってます。

復旧班  あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。

吉田所長  はい。

清水社長  いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。

高橋フェロー  どこ、どこで……？

技術班  技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

情報です。ＴＡＦ

高橋フェロー  吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？

  じゃあ、その内容でもう一回通報します。

  オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

教えていただけませんですか。

ＯＳＣ  どちらの。

  あのオフサイトセンターの、●●さんの。

ＯＳＣ  私のところはね、△△△△です。

  はい、ありがとうございます。

総務班  ２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？

高橋フェロー  分かんない。

総務班  １Ｆ

くれています。で、操作員欲しいですか。

総務班  聞こえない。

吉田所長  すみません、もう一回お願いします。

総務班  え一、１Ｆ

を４名用意しています、欲しいですか。

吉田所長  操作員っていうのは、プラント運転？

総務班  しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。

吉田所長  あの、大、欲しいです。

総務班  大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。

2011 年 3 月 1

 

はい、すでに使ってます。

あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。

はい。 

いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。

どこ、どこで……？

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

情報です。ＴＡＦ

吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？

じゃあ、その内容でもう一回通報します。

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

教えていただけませんですか。

どちらの。 

あのオフサイトセンターの、●●さんの。

私のところはね、△△△△です。

はい、ありがとうございます。

２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？

分かんない。 

１Ｆ さん、２Ｆ

くれています。で、操作員欲しいですか。

聞こえない。 

すみません、もう一回お願いします。

え一、１Ｆ さんと２Ｆ

を４名用意しています、欲しいですか。

操作員っていうのは、プラント運転？

しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。

あの、大、欲しいです。

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  214 / 362

はい、すでに使ってます。 

あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。

いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。

どこ、どこで……？ 津波はどこで調べてくれんの？

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

情報です。ＴＡＦ 到達です。到達の予想時間です。１６時半。よろしくお願いします。

吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？

じゃあ、その内容でもう一回通報します。

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

教えていただけませんですか。

あのオフサイトセンターの、●●さんの。

私のところはね、△△△△です。

はい、ありがとうございます。

２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？

さん、２Ｆ さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

くれています。で、操作員欲しいですか。

すみません、もう一回お願いします。

さんと２Ｆ さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員

を４名用意しています、欲しいですか。

操作員っていうのは、プラント運転？

しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。

あの、大、欲しいです。 

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。
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発言内容

あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。

いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。

津波はどこで調べてくれんの？

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

到達です。到達の予想時間です。１６時半。よろしくお願いします。

吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？

じゃあ、その内容でもう一回通報します。 

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

教えていただけませんですか。 

あのオフサイトセンターの、●●さんの。 

私のところはね、△△△△です。 

はい、ありがとうございます。 

２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？

さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

くれています。で、操作員欲しいですか。 

すみません、もう一回お願いします。 

さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員

を４名用意しています、欲しいですか。 

操作員っていうのは、プラント運転？ 

しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。
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発言内容 

あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。

いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。

津波はどこで調べてくれんの？ 

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

到達です。到達の予想時間です。１６時半。よろしくお願いします。

吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？

さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員

しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。
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あの、●●が大分用意があるみたいなんで、彼に連絡とります。 

いま出た津波情報、情報を収集して共有化して。ここですぐに調べて。 

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

到達です。到達の予想時間です。１６時半。よろしくお願いします。

吉田君、こんな時に悪いんだけど、見通しはどうなってんの？ 

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

２Ｆって防護服なしで入れます？いま２Ｆって防護無しで入れます？ 

さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員

しょう、消防自動車を運転する、操作する人です。欲しいですか。 

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。
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技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

到達です。到達の予想時間です。１６時半。よろしくお願いします。 

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員

大、欲しい。２Ｆから、２Ｆまで行ったら、２Ｆで防護服を着せて送っていけますか。 

 

技術班です。先ほどのＴＡＦの到達時間ですけど、１５時半位じゃないかとちょっと前通しの報

告したんですけど、再評価した結果ですね、保守的にみて１６時半というのが現時点での最新の

オフサイトセンター●●さん、すみません。はいでたよ。あの、●●です。ＰＨＳの電話番号を

さん、火力部がですね、消防自動車の操作員を広野から４名送れる準備をして

さんに話しかけています。火力部が、火力部が広野火力発電所の操作員
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場所 発言者

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

増田所長

 

増田所長

 

増田所長

１Ｆ 

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい、大丈夫です。

総務班  大丈夫ですか。

吉田所長  はい、お願いします。

総務班  それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

届けてください。ＯＫ

お願いします。

吉田所長  はい。

増田所長  ２Ｆ、了解しました。

 すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

てるんですが。

増田所長  ２Ｆ

ょうか。

 天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

方も一緒にと思ってるんですが。

増田所長  ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

方はお医者さんじゃないけれども、どうするんですか。１Ｆ

いとくんですか。

  皆さん、すいません。●●でございますけれども

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

方。

吉田所長  分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

たち。

 ちょっと整理してもう一回お話しします。２Ｆさんと１Ｆ

吉田所長  はい。

 本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

吉田所長  はい。

 それでお医者さんと看護婦さんは２Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

あと思っております。

吉田所長  ２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

うでもう一度確認して対応させていただきます。

 すいません、お願いいたします。
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はい、大丈夫です。

大丈夫ですか。 

はい、お願いします。

それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

届けてください。ＯＫ

お願いします。 

はい。 

２Ｆ、了解しました。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

てるんですが。 

２Ｆ では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

ょうか。 

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

方も一緒にと思ってるんですが。

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

方はお医者さんじゃないけれども、どうするんですか。１Ｆ

いとくんですか。

皆さん、すいません。●●でございますけれども

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

方。 

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

たち。 

ちょっと整理してもう一回お話しします。２Ｆさんと１Ｆ

はい。 

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

はい。 

それでお医者さんと看護婦さんは２Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

あと思っております。

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

うでもう一度確認して対応させていただきます。

すいません、お願いいたします。
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はい、大丈夫です。 

 

はい、お願いします。 

それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

届けてください。ＯＫ ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

 

２Ｆ、了解しました。 

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

 

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

方も一緒にと思ってるんですが。

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

方はお医者さんじゃないけれども、どうするんですか。１Ｆ

いとくんですか。 

皆さん、すいません。●●でございますけれども

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

ちょっと整理してもう一回お話しします。２Ｆさんと１Ｆ

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

それでお医者さんと看護婦さんは２Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

あと思っております。 

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

うでもう一度確認して対応させていただきます。

すいません、お願いいたします。
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発言内容

それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

方も一緒にと思ってるんですが。 

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

方はお医者さんじゃないけれども、どうするんですか。１Ｆ

皆さん、すいません。●●でございますけれども

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

ちょっと整理してもう一回お話しします。２Ｆさんと１Ｆ

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

それでお医者さんと看護婦さんは２Ｆ ですんで、そのままでかまいませんが、１Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

うでもう一度確認して対応させていただきます。

すいません、お願いいたします。 
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発言内容 

それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

方はお医者さんじゃないけれども、どうするんですか。１Ｆ 

皆さん、すいません。●●でございますけれども。今朝の大型免許持っていた７人の方、お、お、

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

ちょっと整理してもう一回お話しします。２Ｆさんと１Ｆ さん、よろしいですか。

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

ですんで、そのままでかまいませんが、１Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

うでもう一度確認して対応させていただきます。 
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それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

ら看護婦さんも入れまして、大体１０名位ヘリで飛ばします。それで２Ｆ さんに降りて、２Ｆさ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

 に連れていくんですか、２Ｆ

。今朝の大型免許持っていた７人の方、お、お、

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

さん、よろしいですか。

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。

ですんで、そのままでかまいませんが、１Ｆ

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ
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それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

さんに降りて、２Ｆさ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

に連れていくんですか、２Ｆ 

。今朝の大型免許持っていた７人の方、お、お、

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

さん、よろしいですか。 

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

婦さんを、こちらを４時半に発つヘリコプターに乗っていただくつもりでおります。 

ですんで、そのままでかまいませんが、１Ｆ さんに入る

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ

 

それ必ず、必ず原子力のほうから、２Ｆから１Ｆまで送り届けてください。防護服を着せて送り

ですか。火力部長、よろしいですか。それでは広野から出発させますから。

すみません。併せまして●●ですけども、こちらからの応援の人をですね、お医者さん、それか

さんに降りて、２Ｆさ

んから福－さんまで一部送っていただくことになるんですけど、その方もできれば併せてと思っ

では、明日ヘリコプターで来ると聞いているんですが、明日じゃなくて今日ということでし

天候の問題があって、今日難しいと話し合ったんですが、お医者さんはちょっと分かりませんけ

ども、少なくても福－さんに行っていただく方、３、４人は間違いなくおりますので、えーその

ごめんなさい。お医者さんじゃなくて、いまよく分からなかったんですけど、今日３、４人来る

 に置

。今朝の大型免許持っていた７人の方、お、お、

自衛隊の水がもらえることになりましたので、オフサイトセンターまで取りに行きたいんですが、

また協力お願いしたいんですが、よろしくお願いします。大型免許を持って、朝お手伝いされた

分かった。じやあ、総務班長、大型免許を持つ人間を集めてください。朝、午前中お願いした人

本店から、１Ｆに応援の方を３ないし４人。それから加えまして、間に合えばお医者さんと看護

さんに入る

方について、車の汚染の問題がございますので、２Ｆのほうまで来ていただけるとありがたいな

２Ｆと１Ｆのあいだはいま、そういう関係になっていると思いますが、ちょっと一度、総務のほ



 

時刻 

 

 

 

15:26 
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 場所

２Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

増田所長

 

吉田所長

１F 

発電班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

１F 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

復旧班

復旧班

１Ｆ 

１Ｆ 

発話場所不  

テレビ会議 2011

 

発言者  

増田所長  ２Ｆのほうでできてますんで、２Ｆからしっかり１Ｆ

コプター受け入れます。どうぞ来てください。

 はい、よろしくお願いいたします。

吉田所長  ありがとうございます。

  え－

到達の時間が迫ってきてますよ。

発電班  ●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。

  原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

発電班  で、それにどけてもらったら、その今の－

  運転では、どけられるかどうか分かんない、分かんない。

  自衛隊の散水車、どこにいるの？

復旧班  ２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

のが分かりました。

吉田所長  はぁ？

復旧班  散水車。

吉田所長  その散水車、動かないのか。

復旧班  動かないですね。

  鍵ないの？

吉田所長  ●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

供給する障害になっているのか、どっちなの？

復旧班  あの、ホース。ホースと敷設するための３号。

吉田所長  要するに、逆洗、ろ過水の水を。

復旧班  そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

になる可能性があるので。

復旧班  給水車、これ動かせない？

復旧班  大型免許、大型免許持っている人いない？

  鍵あるの鍵？鍵ついてるの？

  なんで置いていっちやったんだ。

 鍵ついていればだれでも動かせるんじゃない？

2011 年 3 月 1

 

２Ｆのほうでできてますんで、２Ｆからしっかり１Ｆ

コプター受け入れます。どうぞ来てください。

はい、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

え－ っと、３ 号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

到達の時間が迫ってきてますよ。

●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

で、それにどけてもらったら、その今の－

運転では、どけられるかどうか分かんない、分かんない。

自衛隊の散水車、どこにいるの？

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

のが分かりました。

はぁ？ 散水車が邪魔してるのね？

散水車。 

その散水車、動かないのか。

動かないですね。

鍵ないの？ 

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

供給する障害になっているのか、どっちなの？

あの、ホース。ホースと敷設するための３号。

要するに、逆洗、ろ過水の水を。

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

になる可能性があるので。

給水車、これ動かせない？

大型免許、大型免許持っている人いない？

鍵あるの鍵？鍵ついてるの？

なんで置いていっちやったんだ。

鍵ついていればだれでも動かせるんじゃない？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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２Ｆのほうでできてますんで、２Ｆからしっかり１Ｆ

コプター受け入れます。どうぞ来てください。

はい、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

到達の時間が迫ってきてますよ。

●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

で、それにどけてもらったら、その今の－

運転では、どけられるかどうか分かんない、分かんない。

自衛隊の散水車、どこにいるの？

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

のが分かりました。 

散水車が邪魔してるのね？

その散水車、動かないのか。 

動かないですね。 

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

供給する障害になっているのか、どっちなの？

あの、ホース。ホースと敷設するための３号。

要するに、逆洗、ろ過水の水を。

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

になる可能性があるので。 

給水車、これ動かせない？ 

大型免許、大型免許持っている人いない？

鍵あるの鍵？鍵ついてるの？ 

なんで置いていっちやったんだ。

鍵ついていればだれでも動かせるんじゃない？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

２Ｆのほうでできてますんで、２Ｆからしっかり１Ｆ

コプター受け入れます。どうぞ来てください。

はい、よろしくお願いいたします。 

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

到達の時間が迫ってきてますよ。 

●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

で、それにどけてもらったら、その今の－ 。 

運転では、どけられるかどうか分かんない、分かんない。

自衛隊の散水車、どこにいるの？ 

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

散水車が邪魔してるのね？ 

 

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

供給する障害になっているのか、どっちなの？

あの、ホース。ホースと敷設するための３号。

要するに、逆洗、ろ過水の水を。 

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

大型免許、大型免許持っている人いない？ 

 

なんで置いていっちやったんだ。 

鍵ついていればだれでも動かせるんじゃない？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

２Ｆのほうでできてますんで、２Ｆからしっかり１Ｆ に連絡しますので。２Ｆ

コプター受け入れます。どうぞ来てください。 

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

 

運転では、どけられるかどうか分かんない、分かんない。 

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

供給する障害になっているのか、どっちなの？ 

あの、ホース。ホースと敷設するための３号。 

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

鍵ついていればだれでも動かせるんじゃない？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

に連絡しますので。２Ｆ

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

●●さん、２号の、２号には今のろ過水、ろ過水じゃないや、原水が。 

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

に連絡しますので。２Ｆ グランドでヘリ

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔

 

グランドでヘリ

号おいといて、そろそろ２号の報告をしてもらえませんか、各グループ。ＴＡＦ

原水タンクからろ過水タンクに入ってて、だから下の消火栓を開ければ、ホースを繋げるタンク、

リバーシングバルブピットに入る。だけどいま、自衛隊の散水車が２台邪魔しているんだって。 

２号と３号のＴ字路に、自衛隊の散水車が２台邪魔していて、瓦襟の掃除をいまできないという

●●君、それは何の障害になってるんだ？３号を片づける障害になっているのか、ピットに水を

そうそう消火栓、消火栓から３号機リパーシングバルブビットのホース、繋ぎ込むところの邪魔
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15:32 
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 場所

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

非公開> 

１Ｆ 

発電班

復旧班

復旧班

１F 

１Ｆ 

１F 

１Ｆ 

１F 

１Ｆ 

１F 

１F 

吉田所長

１F 

１Ｆ 

吉田所長

１F 

吉田所長

高橋フェロー

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

  大型免許あれば。

発電班  免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？

復旧班  私道だもんね。

復旧班  鍵のありかだけでも確認してもらえばいいじゃない。

  もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。

  えっ。

  何の邪魔になってるんですか。

  ホースの敷設。

  何のホース。

  消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。

  だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

  あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

んですか。

吉田所長  いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

  物揚場からの海水ラインは？

  物揚場からの海水ライン生きてない。

吉田所長  生きていないでしょ。

  あっ、生きてないの？じゃあ、あれか一。

吉田所長  物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？

高橋フェロー  ●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

ここで聞こう。

高橋フェロー  すいません、福島第一、これからあ

吉田所長  はい、吉田です。第一吉田です。

高橋フェロー  ご説明があるなら、よろしくお願いします。

吉田所長  すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。

2011 年 3 月 1

 

大型免許あれば。

免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？

私道だもんね。 

鍵のありかだけでも確認してもらえばいいじゃない。

もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。

えっ。 

何の邪魔になってるんですか。

ホースの敷設。 

何のホース。 

消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

んですか。 

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

物揚場からの海水ラインは？

物揚場からの海水ライン生きてない。

生きていないでしょ。

あっ、生きてないの？じゃあ、あれか一。

物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

ここで聞こう。 

すいません、福島第一、これからあ

はい、吉田です。第一吉田です。

ご説明があるなら、よろしくお願いします。

すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。
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大型免許あれば。 

免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？

 

鍵のありかだけでも確認してもらえばいいじゃない。

もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。

何の邪魔になってるんですか。

 

消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

物揚場からの海水ラインは？ 生きてるかというと？

物揚場からの海水ライン生きてない。

生きていないでしょ。 

あっ、生きてないの？じゃあ、あれか一。

物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

 

すいません、福島第一、これからあ

はい、吉田です。第一吉田です。

ご説明があるなら、よろしくお願いします。

すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。
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発言内容

免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？

鍵のありかだけでも確認してもらえばいいじゃない。

もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。

何の邪魔になってるんですか。 

消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

生きてるかというと？

物揚場からの海水ライン生きてない。 

あっ、生きてないの？じゃあ、あれか一。 

物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

すいません、福島第一、これからあ れですか。海側からのラインのご説明があるんでしょうか。

はい、吉田です。第一吉田です。 

ご説明があるなら、よろしくお願いします。 

すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。
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発言内容 

免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？

鍵のありかだけでも確認してもらえばいいじゃない。    

もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。

消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

生きてるかというと？ 

物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

れですか。海側からのラインのご説明があるんでしょうか。

 

すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。
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免許なんて言ってる場合じゃなくて動かしゃいい、いま現場、誰かいるの？ 

 

もう一回聞くけどさ、何の邪魔になってるんだって？その散水車が。 

消火栓からリパーシングバルブビットに落とすホースの敷設。で、その。 

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。

物揚場からの海水ラインの状況はどうなってるんでしたつけ？ 

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？

れですか。海側からのラインのご説明があるんでしょうか。

すいません、ちょっとこの会議室、ちょっと静かにしてもらえます？ ちょっと静かにしてもらえ

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。
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だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いう手はあるけども、すぐにバックアップしておかないとかれちゃうからさ。 

●●。あれ、上からのさ、ろ過水タンクの代わりのラインはどうなったんだつけ？ いま、じやあ、

れですか。海側からのラインのご説明があるんでしょうか。

ちょっと静かにしてもらえ

ます？福島第一吉田です、どうぞ、すいません。ちょっと、な、聞こえないんですが。 

 

だから、物揚場からビットまでのホースですよね。物揚場からビットまでのホースだったら、と

りあえず注入には問題ないんでしょ。ビットに水あるから。あとでやってくれればいいやんか。 

あの一、結局んとこですね、２号は注入ラインはＯＫ？消火栓からろ過水を運んでくるところの

ホースがビットまで引けない、邪魔して。だから当面の注入には問題ない、そういうことでいい

いや、ただし、ビットの中の水は補給してないから、補給しとかないとすぐカラになっちゃうか

ら、焼けきっちゃうから、補給しておかないといけない。とりあえずは、いま補給水でやるって

いま、じやあ、

れですか。海側からのラインのご説明があるんでしょうか。 

ちょっと静かにしてもらえ
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場所 発言者

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

復旧班

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  あのいまね、そちらで海からの供給ラインを説明しろと言うから、それが聞かせてもらえるんで

しょうか、という質問なんですけど。

吉田所長  あの、海からの供給ラインは、いま点検に行ってるんですけど、点検チームがまだ戻ってこない

んで。海からっていうか、物揚場からのラインでしょ？

高橋フェロー  そうです。

吉田所長  物揚場からのラインについては、まだ状況が分かりません。

高橋フェロー  それはポンプ車もホースも、両方とも分からないってことね？

吉田所長  そう。情報が入ってこないっていうこと。

高橋フェロー  それでもう１つ聞きたいんだけど、ろ過水のやつは、何か繋がったという話でしたけど、これは

どうなったんでしたっけ？原水タンク。

吉田所長  えっとね、ろ過水のやつは逆洗弁ビットの下の消火栓までは繋がったんですけども、消火栓から

ビットに行くところの、に散水車が、自衛隊さんの散水車が置いてあって、なおかつ色々瓦機が

あるんで、それをどかさないと入れられないということになっ、がいま分かって、いまそれをど

うしようかと思って対応しているところです。

高橋フェロー  なるほど。

吉田所長  そこが入れば、ビットに水が入るということです。はい。

高橋フェロー  ああ、そういうことですね。

復旧班  物揚場から逆洗弁ビットまでのライン３本は生かせまして、いま海水、違うの？

１本が復旧して。

吉田所長  ちょっと待って。色々話しないで。何の話しているか、最初に言ってよ。

復旧班  えっと、物揚場から海水で、１本のラインで３号機のりパーシングバルブビットに入ってます。

高橋フェロー  ええ。

吉田所長  入ってんの？

復旧班  入ってます。

高橋フェロー  もう動いているのね。

吉田所長  ああ、分かった。情報がないと言ったのは違って、最新情報の物揚場から１本は入ってるんだ。

もうすでに入ってる？

０Ｌ／ｍｉｎ、ＯＫ。ということで、海水はビットには入ったということですね。

高橋フェロー  そうするとさ、何か供給があるんで、２号は動かせそうな状況になってきたんだけど、あとは動

かせない理由は何？

吉田所長  いや、だからまだ、あの、あ、ろ、動かせますよ。

高橋フェロー  ベント？

2011 年 3 月 1

 

あのいまね、そちらで海からの供給ラインを説明しろと言うから、それが聞かせてもらえるんで

しょうか、という質問なんですけど。

あの、海からの供給ラインは、いま点検に行ってるんですけど、点検チームがまだ戻ってこない

んで。海からっていうか、物揚場からのラインでしょ？

そうです。 

物揚場からのラインについては、まだ状況が分かりません。

それはポンプ車もホースも、両方とも分からないってことね？

そう。情報が入ってこないっていうこと。

それでもう１つ聞きたいんだけど、ろ過水のやつは、何か繋がったという話でしたけど、これは

どうなったんでしたっけ？原水タンク。

えっとね、ろ過水のやつは逆洗弁ビットの下の消火栓までは繋がったんですけども、消火栓から

ビットに行くところの、に散水車が、自衛隊さんの散水車が置いてあって、なおかつ色々瓦機が

あるんで、それをどかさないと入れられないということになっ、がいま分かって、いまそれをど

うしようかと思って対応しているところです。

なるほど。 

そこが入れば、ビットに水が入るということです。はい。

ああ、そういうことですね。

物揚場から逆洗弁ビットまでのライン３本は生かせまして、いま海水、違うの？

１本が復旧して。

ちょっと待って。色々話しないで。何の話しているか、最初に言ってよ。

えっと、物揚場から海水で、１本のラインで３号機のりパーシングバルブビットに入ってます。

ええ。 

入ってんの？ 

入ってます。 

もう動いているのね。

ああ、分かった。情報がないと言ったのは違って、最新情報の物揚場から１本は入ってるんだ。

もうすでに入ってる？

０Ｌ／ｍｉｎ、ＯＫ。ということで、海水はビットには入ったということですね。

そうするとさ、何か供給があるんで、２号は動かせそうな状況になってきたんだけど、あとは動

かせない理由は何？

いや、だからまだ、あの、あ、ろ、動かせますよ。

ベント？ いつでも、もうベントもＯＫ
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あのいまね、そちらで海からの供給ラインを説明しろと言うから、それが聞かせてもらえるんで

しょうか、という質問なんですけど。

あの、海からの供給ラインは、いま点検に行ってるんですけど、点検チームがまだ戻ってこない

んで。海からっていうか、物揚場からのラインでしょ？

物揚場からのラインについては、まだ状況が分かりません。

それはポンプ車もホースも、両方とも分からないってことね？

そう。情報が入ってこないっていうこと。

それでもう１つ聞きたいんだけど、ろ過水のやつは、何か繋がったという話でしたけど、これは

どうなったんでしたっけ？原水タンク。

えっとね、ろ過水のやつは逆洗弁ビットの下の消火栓までは繋がったんですけども、消火栓から

ビットに行くところの、に散水車が、自衛隊さんの散水車が置いてあって、なおかつ色々瓦機が

あるんで、それをどかさないと入れられないということになっ、がいま分かって、いまそれをど

うしようかと思って対応しているところです。

そこが入れば、ビットに水が入るということです。はい。

ああ、そういうことですね。 

物揚場から逆洗弁ビットまでのライン３本は生かせまして、いま海水、違うの？

１本が復旧して。 

ちょっと待って。色々話しないで。何の話しているか、最初に言ってよ。

えっと、物揚場から海水で、１本のラインで３号機のりパーシングバルブビットに入ってます。

もう動いているのね。 

ああ、分かった。情報がないと言ったのは違って、最新情報の物揚場から１本は入ってるんだ。

もうすでに入ってる？ 送ってくれた？

０Ｌ／ｍｉｎ、ＯＫ。ということで、海水はビットには入ったということですね。

そうするとさ、何か供給があるんで、２号は動かせそうな状況になってきたんだけど、あとは動

かせない理由は何？ 

いや、だからまだ、あの、あ、ろ、動かせますよ。

いつでも、もうベントもＯＫ
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発言内容

あのいまね、そちらで海からの供給ラインを説明しろと言うから、それが聞かせてもらえるんで

しょうか、という質問なんですけど。 

あの、海からの供給ラインは、いま点検に行ってるんですけど、点検チームがまだ戻ってこない

んで。海からっていうか、物揚場からのラインでしょ？

物揚場からのラインについては、まだ状況が分かりません。

それはポンプ車もホースも、両方とも分からないってことね？

そう。情報が入ってこないっていうこと。 

それでもう１つ聞きたいんだけど、ろ過水のやつは、何か繋がったという話でしたけど、これは

どうなったんでしたっけ？原水タンク。 

えっとね、ろ過水のやつは逆洗弁ビットの下の消火栓までは繋がったんですけども、消火栓から

ビットに行くところの、に散水車が、自衛隊さんの散水車が置いてあって、なおかつ色々瓦機が

あるんで、それをどかさないと入れられないということになっ、がいま分かって、いまそれをど

うしようかと思って対応しているところです。

そこが入れば、ビットに水が入るということです。はい。

 

物揚場から逆洗弁ビットまでのライン３本は生かせまして、いま海水、違うの？

ちょっと待って。色々話しないで。何の話しているか、最初に言ってよ。

えっと、物揚場から海水で、１本のラインで３号機のりパーシングバルブビットに入ってます。

ああ、分かった。情報がないと言ったのは違って、最新情報の物揚場から１本は入ってるんだ。

送ってくれた？ ありがとう。で、何リッター位入ってんだっけ？

０Ｌ／ｍｉｎ、ＯＫ。ということで、海水はビットには入ったということですね。

そうするとさ、何か供給があるんで、２号は動かせそうな状況になってきたんだけど、あとは動

いや、だからまだ、あの、あ、ろ、動かせますよ。

いつでも、もうベントもＯＫ なのね？
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発言内容 

あのいまね、そちらで海からの供給ラインを説明しろと言うから、それが聞かせてもらえるんで

あの、海からの供給ラインは、いま点検に行ってるんですけど、点検チームがまだ戻ってこない

んで。海からっていうか、物揚場からのラインでしょ？ 

物揚場からのラインについては、まだ状況が分かりません。 

それはポンプ車もホースも、両方とも分からないってことね？

それでもう１つ聞きたいんだけど、ろ過水のやつは、何か繋がったという話でしたけど、これは

えっとね、ろ過水のやつは逆洗弁ビットの下の消火栓までは繋がったんですけども、消火栓から

ビットに行くところの、に散水車が、自衛隊さんの散水車が置いてあって、なおかつ色々瓦機が

あるんで、それをどかさないと入れられないということになっ、がいま分かって、いまそれをど

うしようかと思って対応しているところです。 

そこが入れば、ビットに水が入るということです。はい。 

物揚場から逆洗弁ビットまでのライン３本は生かせまして、いま海水、違うの？

ちょっと待って。色々話しないで。何の話しているか、最初に言ってよ。
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発言者  

吉田所長  ちょっと待って、ちょっと待って。それはもう、スタンバイしてるの？

もうさあ、あのいろんな心配あるけどきあ、話ややこしくなるから、もういっぺん整理するよ。

だから、物揚場からの海水ラインはビットまで来て、７００Ｌ／ｍｉｎで、ちゃんと中に水を出

してます。これでいいね、責任者はいいよって言ってくれ。はい。そんでこのビットから、この

ビットの水を汲み込む、２号機にく、２号機の消火ポンプっていうか消防車、消防車だな、消防

車とラインはもう構成されて、エンジンもかけられて、スタンバイ状態？

は、また《ビー音》だって、だから聞くやつが違う、責任者が答

だから。どあほ！

してくれてＯＫ

だからこれで一応ラインは、１ラインは、２号機用の１ラインは、ＯＫ

アップ用の逆洗、なんだ、ろ過水ラインは逆洗弁ビット近くの消火栓まで来てるけども、消火栓

からビットまでがいま、あのいけないと。

  ビットまで流す予定だったんだけど、そこにいま自衛隊の散

はバックホーンで片づけられるかな、ということでいま進んでいます。

吉田所長  いま検討中ね、はい。そんな状況です。

高橋フェロー  そうすると、起動するためにはもう、障害はないってことですか。これはバックアップを待って

るってことですか。

吉田所長  いや、ないです。やっといまその状態になったということすから。

高橋フェロー  そうですね。

吉田所長  ぼくも初めて聞いたんですから、いま。

高橋フェロー  ははははは、ＯＫ。それでもう、ベントも大丈夫だってことですね？

復旧班  ベントはまだです。

高橋フェロー  そうすると、これがネックになってるということですか。

復旧班  ベントの電源の復旧だけがいま進行中です。

吉田所長  進行中でいいんだけど、どれ位で終わる予定なんだよ、だから……。

復旧班  あの一、多分、あと２０分位で行くと思いますけど。あっ、もっとかかる？

復旧班  これ交流電源が必要なので、先ほどから、１号側からもらってきた電源が落ちたので、残ってい

た２号側の電源のほうに切り替えたところ、２号のＣＡＭＳも負荷を持っていて、負荷が重くて

これも飛んでしまいました。で、１号も２号もなくなって、いまあるのは小さい発電機で、中操

用の照明の用に使っている小さいやつが１つ残っているので、そこから２号のベントの弁にジャ

ンパーして

が最後の望みになります。

吉田所長  それでだめだったら、動かないっていうことだ。

復旧班  交流電源はこれしかないので、厳しい状況だと思っています。

吉田所長  そうすると、ベントラインは、まぁただ、ベントを吹かせるような状況には、ならせないような

状況で始めれば良いんだけど、だからちょっと時間的に余裕があるという意味、調達も含めて時

間的に余裕があるんじゃないの？

復旧班  時間的には若干＝。

吉田所長  だからいま言っているような、もうこれで最後ですって言っているような交流電源盤かなんか、
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用の照明の用に使っている小さいやつが１つ残っているので、そこから２号のベントの弁にジャ

り替えをやっているところです。ということで、これ

それでだめだったら、動かないっていうことだ。 

交流電源はこれしかないので、厳しい状況だと思っています。

そうすると、ベントラインは、まぁただ、ベントを吹かせるような状況には、ならせないような

状況で始めれば良いんだけど、だからちょっと時間的に余裕があるという意味、調達も含めて時

だからいま言っているような、もうこれで最後ですって言っているような交流電源盤かなんか、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ちょっと待って、ちょっと待って。それはもう、スタンバイしてるの？ ちょっとややこしいこと、

もうさあ、あのいろんな心配あるけどきあ、話ややこしくなるから、もういっぺん整理するよ。

だから、物揚場からの海水ラインはビットまで来て、７００Ｌ／ｍｉｎで、ちゃんと中に水を出

してます。これでいいね、責任者はいいよって言ってくれ。はい。そんでこのビットから、この

ビットの水を汲み込む、２号機にく、２号機の消火ポンプっていうか消防車、消防車だな、消防

車とラインはもう構成されて、エンジンもかけられて、スタンバイ状態？ だから、そのライン

は、また《ビー音》だって、だから聞くやつが違う、責任者が答えるって言ってるじゃないか！

わけの分かんないの、聞くな、こんなもう。そこは、●●君が確認

で、●●も確認してくれてＯＫということで、ＯＫ でいいんだよな。ＯＫ

だからこれで一応ラインは、１ラインは、２号機用の１ラインは、ＯＫ だったと。それでバック

アップ用の逆洗、なんだ、ろ過水ラインは逆洗弁ビット近くの消火栓まで来てるけども、消火栓

水車２台邪魔してるんだけど、それ

はバックホーンで片づけられるかな、ということでいま進んでいます。 

そうすると、起動するためにはもう、障害はないってことですか。これはバックアップを待って

いや、ないです。やっといまその状態になったということすから。 

ははははは、ＯＫ。それでもう、ベントも大丈夫だってことですね？ 

進行中でいいんだけど、どれ位で終わる予定なんだよ、だから……。 

あの一、多分、あと２０分位で行くと思いますけど。あっ、もっとかかる？ 

これ交流電源が必要なので、先ほどから、１号側からもらってきた電源が落ちたので、残ってい

た２号側の電源のほうに切り替えたところ、２号のＣＡＭＳも負荷を持っていて、負荷が重くて

これも飛んでしまいました。で、１号も２号もなくなって、いまあるのは小さい発電機で、中操

用の照明の用に使っている小さいやつが１つ残っているので、そこから２号のベントの弁にジャ

り替えをやっているところです。ということで、これ

交流電源はこれしかないので、厳しい状況だと思っています。 

そうすると、ベントラインは、まぁただ、ベントを吹かせるような状況には、ならせないような

状況で始めれば良いんだけど、だからちょっと時間的に余裕があるという意味、調達も含めて時

だからいま言っているような、もうこれで最後ですって言っているような交流電源盤かなんか、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ちょっとややこしいこと、

もうさあ、あのいろんな心配あるけどきあ、話ややこしくなるから、もういっぺん整理するよ。

だから、物揚場からの海水ラインはビットまで来て、７００Ｌ／ｍｉｎで、ちゃんと中に水を出

してます。これでいいね、責任者はいいよって言ってくれ。はい。そんでこのビットから、この

ビットの水を汲み込む、２号機にく、２号機の消火ポンプっていうか消防車、消防車だな、消防

だから、そのライン

えるって言ってるじゃないか！

わけの分かんないの、聞くな、こんなもう。そこは、●●君が確認

でいいんだよな。ＯＫ だろ？

だったと。それでバック

アップ用の逆洗、なんだ、ろ過水ラインは逆洗弁ビット近くの消火栓まで来てるけども、消火栓

水車２台邪魔してるんだけど、それ

そうすると、起動するためにはもう、障害はないってことですか。これはバックアップを待って

 ちょっと待って。

これ交流電源が必要なので、先ほどから、１号側からもらってきた電源が落ちたので、残ってい

た２号側の電源のほうに切り替えたところ、２号のＣＡＭＳも負荷を持っていて、負荷が重くて

これも飛んでしまいました。で、１号も２号もなくなって、いまあるのは小さい発電機で、中操

用の照明の用に使っている小さいやつが１つ残っているので、そこから２号のベントの弁にジャ

り替えをやっているところです。ということで、これ

そうすると、ベントラインは、まぁただ、ベントを吹かせるような状況には、ならせないような

状況で始めれば良いんだけど、だからちょっと時間的に余裕があるという意味、調達も含めて時

だからいま言っているような、もうこれで最後ですって言っているような交流電源盤かなんか、

 

ちょっとややこしいこと、

もうさあ、あのいろんな心配あるけどきあ、話ややこしくなるから、もういっぺん整理するよ。

だから、物揚場からの海水ラインはビットまで来て、７００Ｌ／ｍｉｎで、ちゃんと中に水を出

してます。これでいいね、責任者はいいよって言ってくれ。はい。そんでこのビットから、この

ビットの水を汲み込む、２号機にく、２号機の消火ポンプっていうか消防車、消防車だな、消防

だから、そのライン

えるって言ってるじゃないか！ 

わけの分かんないの、聞くな、こんなもう。そこは、●●君が確認

だろ？

だったと。それでバック

アップ用の逆洗、なんだ、ろ過水ラインは逆洗弁ビット近くの消火栓まで来てるけども、消火栓

水車２台邪魔してるんだけど、それ

そうすると、起動するためにはもう、障害はないってことですか。これはバックアップを待って

ちょっと待って。 

これ交流電源が必要なので、先ほどから、１号側からもらってきた電源が落ちたので、残ってい

た２号側の電源のほうに切り替えたところ、２号のＣＡＭＳも負荷を持っていて、負荷が重くて

これも飛んでしまいました。で、１号も２号もなくなって、いまあるのは小さい発電機で、中操

用の照明の用に使っている小さいやつが１つ残っているので、そこから２号のベントの弁にジャ

り替えをやっているところです。ということで、これ

そうすると、ベントラインは、まぁただ、ベントを吹かせるような状況には、ならせないような

状況で始めれば良いんだけど、だからちょっと時間的に余裕があるという意味、調達も含めて時

だからいま言っているような、もうこれで最後ですって言っているような交流電源盤かなんか、



 

時刻 

 

 

 

15:39 

 

 

15:40 

 

 

 

 

 

 

 

15:41 

 

 

 

 

 

 

15:42 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議
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発言者  

そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。

復旧班  探します。

吉田所長  探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

計装の電源盤か。

  ２Ｆとかつながっているから聞いてみたら、仕様。

  とにかく、１０ＯＶ

吉田所長  １０ＯＶの交流の電源盤があればいいのね？

復旧班  電源。

吉田所長  電源ね。だからまあ電源盤ってか、電源があればいいのね？

復旧班  ディーゼルの発電機。

吉田所長  ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

の？

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

ょ？

資材班  電源車、資材班です。電源車はそれぞれ１Ｆ用

吉田所長  ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。

高橋フェロー  《電話》もしもし、はい、高橋です。ええ、ええ、何？

資材班  分かりました。

 ２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ

です。１Ｆ

吉田所長  こんなとこで、もうごちゃごちゃ言うなよ、だから。個別にここフォローしてやれ、個別に。

 １Ｆ

いんですね？

吉田所長  ちょっとごめん。ちょっとさ、その調達の話は個別にやってくれないかな。

 分かりました、はい。

吉田所長  お願いするよ。いまプラントのほうは、もう一度整理しよう、プラントのほう、最優先します。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  今のベントラインのやつが懸案ですけども、プラントとしては一応おー水源が確保された。それ

からもうすでに、炉ｍ炉はＳＲ弁が吹いた、吹き止まりしながら、あるレベルで維持をしている

と。で運転継続中。

高橋フェロー  はい。

2011 年 3 月 1

 

そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。

探します。 

探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

計装の電源盤か。

２Ｆとかつながっているから聞いてみたら、仕様。

とにかく、１０ＯＶ

１０ＯＶの交流の電源盤があればいいのね？

電源。 

電源ね。だからまあ電源盤ってか、電源があればいいのね？

ディーゼルの発電機。

ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

の？ すいません、ちょっと確認してください。電源車、結構、この地震の直後にかなり多数、

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

ょ？ 

電源車、資材班です。電源車はそれぞれ１Ｆ用

ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。

《電話》もしもし、はい、高橋です。ええ、ええ、何？

分かりました。 

２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ

です。１Ｆ にはないです、もうそんなに。

こんなとこで、もうごちゃごちゃ言うなよ、だから。個別にここフォローしてやれ、個別に。

１Ｆ さん、確認したいんですけど、○○です。持っていく１０ＯＶ

いんですね？ 

ちょっとごめん。ちょっとさ、その調達の話は個別にやってくれないかな。

分かりました、はい。

お願いするよ。いまプラントのほうは、もう一度整理しよう、プラントのほう、最優先します。

はい。 

今のベントラインのやつが懸案ですけども、プラントとしては一応おー水源が確保された。それ

からもうすでに、炉ｍ炉はＳＲ弁が吹いた、吹き止まりしながら、あるレベルで維持をしている

と。で運転継続中。

はい。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。

探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

計装の電源盤か。 

２Ｆとかつながっているから聞いてみたら、仕様。

とにかく、１０ＯＶ の交流が発生できる発電機であれば、とりあえず大小問いません。

１０ＯＶの交流の電源盤があればいいのね？

電源ね。だからまあ電源盤ってか、電源があればいいのね？

ディーゼルの発電機。 

ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

すいません、ちょっと確認してください。電源車、結構、この地震の直後にかなり多数、

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

電源車、資材班です。電源車はそれぞれ１Ｆ用

ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。

《電話》もしもし、はい、高橋です。ええ、ええ、何？

 

２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ

にはないです、もうそんなに。

こんなとこで、もうごちゃごちゃ言うなよ、だから。個別にここフォローしてやれ、個別に。

さん、確認したいんですけど、○○です。持っていく１０ＯＶ

ちょっとごめん。ちょっとさ、その調達の話は個別にやってくれないかな。

分かりました、はい。 

お願いするよ。いまプラントのほうは、もう一度整理しよう、プラントのほう、最優先します。

今のベントラインのやつが懸案ですけども、プラントとしては一応おー水源が確保された。それ

からもうすでに、炉ｍ炉はＳＲ弁が吹いた、吹き止まりしながら、あるレベルで維持をしている

と。で運転継続中。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。

探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

２Ｆとかつながっているから聞いてみたら、仕様。

の交流が発生できる発電機であれば、とりあえず大小問いません。

１０ＯＶの交流の電源盤があればいいのね？ 

電源ね。だからまあ電源盤ってか、電源があればいいのね？

ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

すいません、ちょっと確認してください。電源車、結構、この地震の直後にかなり多数、

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

電源車、資材班です。電源車はそれぞれ１Ｆ用

ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。

《電話》もしもし、はい、高橋です。ええ、ええ、何？

２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ

にはないです、もうそんなに。 

こんなとこで、もうごちゃごちゃ言うなよ、だから。個別にここフォローしてやれ、個別に。

さん、確認したいんですけど、○○です。持っていく１０ＯＶ

ちょっとごめん。ちょっとさ、その調達の話は個別にやってくれないかな。

お願いするよ。いまプラントのほうは、もう一度整理しよう、プラントのほう、最優先します。

今のベントラインのやつが懸案ですけども、プラントとしては一応おー水源が確保された。それ

からもうすでに、炉ｍ炉はＳＲ弁が吹いた、吹き止まりしながら、あるレベルで維持をしている

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。

探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

２Ｆとかつながっているから聞いてみたら、仕様。 

の交流が発生できる発電機であれば、とりあえず大小問いません。

 

電源ね。だからまあ電源盤ってか、電源があればいいのね？ 

ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

すいません、ちょっと確認してください。電源車、結構、この地震の直後にかなり多数、

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

電源車、資材班です。電源車はそれぞれ１Ｆ用 に。 

ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。

《電話》もしもし、はい、高橋です。ええ、ええ、何？ はいはい。

２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ

こんなとこで、もうごちゃごちゃ言うなよ、だから。個別にここフォローしてやれ、個別に。

さん、確認したいんですけど、○○です。持っていく１０ＯＶ

ちょっとごめん。ちょっとさ、その調達の話は個別にやってくれないかな。

お願いするよ。いまプラントのほうは、もう一度整理しよう、プラントのほう、最優先します。

今のベントラインのやつが懸案ですけども、プラントとしては一応おー水源が確保された。それ

からもうすでに、炉ｍ炉はＳＲ弁が吹いた、吹き止まりしながら、あるレベルで維持をしている

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

そういう物ってさ、どっかから手配できないのかって言ってんだよ。 

探しますだし、頼めばいいんだ、頼めば。自分が探すんじゃなくて。こういう仕様の物下さいっ

て言って。すいません、これもちょっとまたお願いになりますが、探してください。計装品です。

の交流が発生できる発電機であれば、とりあえず大小問いません。

 

ディーゼルね。それって、だって、電源の、電源車たくさんあったんじゃないの？あれ使えない

すいません、ちょっと確認してください。電源車、結構、この地震の直後にかなり多数、

手配したと思うんですが、どっかありませんか。ちょっと資材班か、ユニックの上にあるんでし

ちょっとさ、それが使えるかどうか含めて調整してください。 

はいはい。 

２Ｆに高圧発電機車３８台あります。低圧発電機車が１６台、高圧発電機車が３８台です、２Ｆ
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発言者  

吉田所長  それで、これまでの評価では、ＴＡＦ到達が１６時３０分、という予定だったね、技術グループ、

技術班の評価では。そうすると、そろそろ４時位に、あの４時前にえー判断しないといけない。

動作をする、なんだ、操作をする、減圧するというタイミングに

えは、今のなんだ、ベント弁はそれやんないと開かない、開いてないんだつけ？

う状態なんだっけ？

復旧班  上は開いていません。

吉田所長  で、それで電源供給して無理矢理開け、開けてあげようとしているわけね。

復旧班  ベント弁、あっ、電源を供給すれば、リミットスイッチの抵抗を測ることで、開くことは確認で

きます。

吉田所長  開けられるわけね？

復旧班  はい。空気やボンベが生きているはずですので、あります。それから……。

吉田所長  空気がもっているってのは確認してんだっけ？

復旧班  えっと、空気はもっているっていうのはもう確認する手段がありませんけれども、元からもって

ましたんで、前の３号とは大きな違いです。それと、いま、例のコンプレッサーのほうは確認に

行っています、バックアップのコンプレッサーのほうは。

吉田所長  だから、エアは大丈夫なの？

復旧班  エアは、大丈夫とは言い切れませんけれども。

吉田所長  そのね、だから、言い切れないっていうそこがさ、いつもさ、この今日の、今回のさ、一連のや

っでさ、すべてだめなとこ、そこなんだよ。言い切れないとかさ、何だとか言ってさ、それで判

断しちゃうからさ、次のステップがおかしくなるんだけど。

復旧班  はい、それは３０分位もしないうちに、答えが返ってくると思いますので。

吉田所長  答え、返ってくるというのもまたさ、その答えがまた、どれ位責任持って答えてるか分かんない

んだよ。もうほんとにさ、この大変な問題なんだよ。その真剣みでやってほしいんだけどさ。

復旧班  分かりました。

高橋フェロー  ちょっと待ってください。ちょっと待って。

吉田所長  なっ、ほんで、そこはちょっとおいといて、おいといてって言うのは、操作の後でもあるから、

もうとりあえず、水源と、ＳＲ弁の操作ができるようになったら、減圧操作は可能になる。だか

ら燃料をＴＡＦ

ったほうがいいだろうというふうに思ってます。

高橋フェロー  分かりました。そうするともう時間的にいっていまある発電機を使ってベントを開けてギャグ噛

ませるってのに、とりあえずやるのかな、これを。

復旧班  ギャグはできません。

高橋フェロー  ギャグできないの？

復旧班  ギャグはできませんけど、開くことは前回確認してますので大丈夫だと、大丈夫です。

高橋フェロー  そうすると、発電機を使って開けて、それでなに、何かの拍子で閉まっちゃう可能性があって、
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えは、今のなんだ、ベント弁はそれやんないと開かない、開いてないんだつけ？ いま。どうい

 

ベント弁、あっ、電源を供給すれば、リミットスイッチの抵抗を測ることで、開くことは確認で

 

えっと、空気はもっているっていうのはもう確認する手段がありませんけれども、元からもって

ましたんで、前の３号とは大きな違いです。それと、いま、例のコンプレッサーのほうは確認に

そのね、だから、言い切れないっていうそこがさ、いつもさ、この今日の、今回のさ、一連のや

っでさ、すべてだめなとこ、そこなんだよ。言い切れないとかさ、何だとか言ってさ、それで判

 

答え、返ってくるというのもまたさ、その答えがまた、どれ位責任持って答えてるか分かんない

んだよ。もうほんとにさ、この大変な問題なんだよ。その真剣みでやってほしいんだけどさ。

なっ、ほんで、そこはちょっとおいといて、おいといてって言うのは、操作の後でもあるから、

もうとりあえず、水源と、ＳＲ弁の操作ができるようになったら、減圧操作は可能になる。だか

に行く前の状態でコ、コントロールして減圧して水を注入する、という操作に入

分かりました。そうするともう時間的にいっていまある発電機を使ってベントを開けてギャグ噛

ギャグはできませんけど、開くことは前回確認してますので大丈夫だと、大丈夫です。 

そうすると、発電機を使って開けて、それでなに、何かの拍子で閉まっちゃう可能性があって、

 

それで、これまでの評価では、ＴＡＦ到達が１６時３０分、という予定だったね、技術グループ、

技術班の評価では。そうすると、そろそろ４時位に、あの４時前にえー判断しないといけない。

なると思います。それで私の考

いま。どうい

ベント弁、あっ、電源を供給すれば、リミットスイッチの抵抗を測ることで、開くことは確認で

えっと、空気はもっているっていうのはもう確認する手段がありませんけれども、元からもって

ましたんで、前の３号とは大きな違いです。それと、いま、例のコンプレッサーのほうは確認に

そのね、だから、言い切れないっていうそこがさ、いつもさ、この今日の、今回のさ、一連のや

っでさ、すべてだめなとこ、そこなんだよ。言い切れないとかさ、何だとか言ってさ、それで判

答え、返ってくるというのもまたさ、その答えがまた、どれ位責任持って答えてるか分かんない

んだよ。もうほんとにさ、この大変な問題なんだよ。その真剣みでやってほしいんだけどさ。 

なっ、ほんで、そこはちょっとおいといて、おいといてって言うのは、操作の後でもあるから、

もうとりあえず、水源と、ＳＲ弁の操作ができるようになったら、減圧操作は可能になる。だか

に行く前の状態でコ、コントロールして減圧して水を注入する、という操作に入

分かりました。そうするともう時間的にいっていまある発電機を使ってベントを開けてギャグ噛

そうすると、発電機を使って開けて、それでなに、何かの拍子で閉まっちゃう可能性があって、
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復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

総務班

高橋フェロー

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

総務班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

１Ｆ 

清水社長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

それをまた発電機で開ければいいって、そういうこと。

復旧班  何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

ができます。

高橋フェロー  ということね。

復旧班  復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

ＯＳＣ  割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

急ご連絡いただきたいと思います。

 はい、●●です。

ＯＳＣ  △△△△です。△△△△。

高橋フェロー  すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

てたんですか。

  違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

るにいま。

高橋フェロー  よく分かんないな。ちょっとさ、うちの連中、分かる？

総務班  増田所長、●●です。電話番号、もう一度お願いします。

高橋フェロー  要は２号の水源の＝。

ＯＳＣ  ●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

総務班  了解です。

高橋フェロー  あの＝

の？

  はい。

高橋フェロー  さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

てこと？

  いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

ていうことです。

清水社長  ２号機、入ってるの？

高橋フェロー  あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？

2011 年 3 月 1

 

それをまた発電機で開ければいいって、そういうこと。

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

ができます。 

ということね。 

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

急ご連絡いただきたいと思います。

はい、●●です。

△△△△です。△△△△。

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

てたんですか。 

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

るにいま。 

よく分かんないな。ちょっとさ、うちの連中、分かる？

増田所長、●●です。電話番号、もう一度お願いします。

要は２号の水源の＝。

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

了解です。 

あの＝ ●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

の？ ●●さん。

はい。 

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

てこと？ 

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

ていうことです。

２号機、入ってるの？

あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？
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それをまた発電機で開ければいいって、そういうこと。

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

 

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

急ご連絡いただきたいと思います。

はい、●●です。 

△△△△です。△△△△。 

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

 

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

よく分かんないな。ちょっとさ、うちの連中、分かる？

増田所長、●●です。電話番号、もう一度お願いします。

要は２号の水源の＝。 

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

●●さん。 

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

ていうことです。 

２号機、入ってるの？ 

あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

それをまた発電機で開ければいいって、そういうこと。

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

急ご連絡いただきたいと思います。 

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

よく分かんないな。ちょっとさ、うちの連中、分かる？

増田所長、●●です。電話番号、もう一度お願いします。

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

それをまた発電機で開ければいいって、そういうこと。 

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

よく分かんないな。ちょっとさ、うちの連中、分かる？ 

増田所長、●●です。電話番号、もう一度お願いします。 

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

あっ、なに、ビットに入らずに、２号機に直接いっちゃってるってこと？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は

２台目のポンプを通して３号機のりパーシングバルブビットに入っています。入ってるんですが、

チョロチョロなんで、ある程度レベルが上がってからビットからポンプで供給すると。 

割り込んですいません。オフサイトの●●ですが、すいません。●●さん、もしおられたら、至

すいません。●●さんの今の説明。《ビー音》さんの説明は、いま、ろ過水地下タンクの話をし

違います。海水系です。物揚場経由で上げた海水を、ポンプ２台を通して直接２号機ユニットに

送っているということ。それからもう１つは、２号、２つの、２台目のポンプを通して、３号機

のリバーシングバルブビットにいま流れてます。で、ちょっと水が、３号機のりパーシングバル

ブビットがチョロチョロなんで、ある程度水位が上がってから３号機のほうに供給すると。要す

●●さん、すいません。オフサイトセンターの●●のほうにお願いします。△△△△－△△△△。

●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ

 

 

何かの拍子っていうのは、発電機で起こしている電気と発電機で起こしている空気で開けること

復旧班から。ちょっと図面を見て、白板を見てください。●●さん、指さしてくれます？ええと、

海水、物揚場からポンプ２台設置してあって、２本のラインを敷きました。その１本が直接２台

目のポンプを通って、２号機に直接いま供給されています。供給されています。で、もう１本は
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●●さんね、２号の水源となる海からの水の供給はチョロチョロしかないという理解な

さっき吉田所長が、このラインは問題ないって言ってたけど、実際には水が供給されていないっ

いや、２号機には直接海水が、３号機のりパーシングバルブビットを介さずに供給されているっ
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発言者  

  え一、いま、じやあ、ちょっと白板のやつをコピーしてファックス入れますから。

高橋フェロー  お願いいたします。

  情報班送ってくれる？

官庁連絡班  本部の方、いまサイトが用意してる間に若干情報共有しますが、先ほど２号機の一番上のフロア

のブローアウトパネルの、遠目で点検しましたが、そうしたところ、最初報告があったように若

干隙間があるということが確認できましたので、２号についてはわざわざ穴をあげなくても、現

状で隙間があいた状態になっているということが分かりました。これから実際の幅とか蓄積の状

態がどうなるかって評価は実施しますが、とりあえず一報が入りました。

高橋フェロー  はい、評価はしっかりやりましょうね、はい。

吉田所長  ええとですね。

高橋フェロー  すいません、じやあよろしくお願いします。

建設復旧班  すいません。建設復旧班ですけど、大成建設通じて地元のリース屋さん、片っ端からあたっても

らって、いま７ｔの平ブルを確保しました。

吉田所長  はい、ありがとうございます。

建設復旧班  で、小名浜にいますんで、今からＪヴィレッジまで運んでもらうようには頼んでいるんですけど、

一応軽油も満タンです。トレーラーもあるんですが、問題は地元の方なんで、その先は入ってく

れないんで。

吉田所長  ＯＫ．

建設復旧班  引き取りと、あとオペが必要になります。ちょっと手配できないでしょうか、自衛隊とかで。

吉田所長  ちょっとさ、土木屋さんと、＝

先、どちらですか。

 ●●さん、連絡先、どこですかって。

高橋フェロー  今の話、聞こえました？

復旧班  あっ、聞こえて、●●連絡先教えてくれって言ってます。

 はい、分かりました。ちょっとお待ちください。あの、追ってすぐ連絡します、じやあ。いま３

階にいますから。

 はい、はい。

吉田所長  はい。

清水社長  今の話はね、とにかくいい？

法。

吉田所長  ちょっと整理しましょう。ごめんなさい。ちょっとすいません、第一の吉田です。ちょっと話、

整理しましょう。いまですね、いろんな質問してると、時間がどんどん、どんどん経っていきま

す。だからちょっとやめてください。それで、確かに色々分からない点ありますけれども、今回

２号機用に海水ラインに、ビットを介してというのが当初の予定だったんだけれども、ホースが

かなりズタズタ破れてたってところがあったのを現場合わせして、物揚場からポンプを２台介し

て直接原子炉建屋の消火ラインに水を入れるというラインナップを構成しました。それで、
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事務局ベースでどんどん進めて、話を。ね、今のね。手当ての方

ちょっと整理しましょう。ごめんなさい。ちょっとすいません、第一の吉田です。ちょっと話、

整理しましょう。いまですね、いろんな質問してると、時間がどんどん、どんどん経っていきま

す。だからちょっとやめてください。それで、確かに色々分からない点ありますけれども、今回

２号機用に海水ラインに、ビットを介してというのが当初の予定だったんだけれども、ホースが

かなりズタズタ破れてたってところがあったのを現場合わせして、物揚場からポンプを２台介し

て直接原子炉建屋の消火ラインに水を入れるというラインナップを構成しました。それで、です



 

時刻 

 

15:51 

 

15:52 

 

 

 

 

15:53 

 

 

 

15:54 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

から消火ポンプ要らないんだな？

とは、ビットから汲み上げる消火ポンプも要らなくなったんだな？

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。

 はい、これはもう流れること確認したんでしたっけ？

吉田所長  これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

認したんだっけ。

高橋フェロー  《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

吉田所長  あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。

高橋フェロー  はい、もう分かりました。

吉田所長  物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

高橋フェロー  大きくならない？

吉田所長  ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

うことです。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。

高橋フェロー  はい、そうするともう時間がない？

吉田所長  あとはＳＲ

技術班  いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

温度が１３０℃

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。

吉田所長  そうだね、だからベントが条件なんだね。

技術班  はい。はい。はい。

高橋フェロー  そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？

の。

復旧班  発電機持ってきます。

高橋フェロー  ちょっと、見通しはあと何分位なの？さっきからもう１０分位経っちゃんたんだけどさ。

復旧班  ＰＣＶ

吉田所長  ちょっとさ、作業に関わる人と脇で答える人とちゃんと作っておいてよ。今の状況を説明できる

人と。すぐさ、ちょこちょこいなくなるからもう全然分かんないんだよ。《ビー音》や。だから、
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ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。

はい、これはもう流れること確認したんでしたっけ？

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

認したんだっけ。

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。

はい、もう分かりました。

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

大きくならない？

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

うことです。 

はい。 

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。

はい、そうするともう時間がない？

あとはＳＲ 弁はいま吹いたり上がったり、今の原子炉の状況説明して。

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

温度が１３０℃ 

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。

そうだね、だからベントが条件なんだね。

はい。はい。はい。

そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？

の。 

発電機持ってきます。

ちょっと、見通しはあと何分位なの？さっきからもう１０分位経っちゃんたんだけどさ。
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これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確
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はい、もう分かりました。 

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。
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ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。

はい、そうするともう時間がない？

弁はいま吹いたり上がったり、今の原子炉の状況説明して。

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

 を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。

そうだね、だからベントが条件なんだね。
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そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？

発電機持ってきます。 

ちょっと、見通しはあと何分位なの？さっきからもう１０分位経っちゃんたんだけどさ。
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発言内容

から消火ポンプ要らないんだな？ 今までのような。ちょっといい、ライン構成変えたっていうこ

とは、ビットから汲み上げる消火ポンプも要らなくなったんだな？

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。

はい、これはもう流れること確認したんでしたっけ？

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。

はい、そうするともう時間がない？ 

弁はいま吹いたり上がったり、今の原子炉の状況説明して。

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。

そうだね、だからベントが条件なんだね。 

そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？

ちょっと、見通しはあと何分位なの？さっきからもう１０分位経っちゃんたんだけどさ。
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ちょっとさ、作業に関わる人と脇で答える人とちゃんと作っておいてよ。今の状況を説明できる

人と。すぐさ、ちょこちょこいなくなるからもう全然分かんないんだよ。《ビー音》や。だから、
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発言内容 

今までのような。ちょっといい、ライン構成変えたっていうこ

とは、ビットから汲み上げる消火ポンプも要らなくなったんだな？

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。

はい、これはもう流れること確認したんでしたっけ？ 

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。

弁はいま吹いたり上がったり、今の原子炉の状況説明して。

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。

そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？
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今までのような。ちょっといい、ライン構成変えたっていうこ

とは、ビットから汲み上げる消火ポンプも要らなくなったんだな？ ２号機はね。だから物揚場

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

してる。まぁ、いずれにしても２号機はクリアしたということなんです。 

弁はいま吹いたり上がったり、今の原子炉の状況説明して。 

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

いまそのためにベントして頑張ってるっていう、そういう状況です。 

そうすると、これはさっき言ったように、発電機を持ってきてやるの？ バッテリーを持ってくる
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。向こうの相手は誰、技術課長？ 

ちょっとさ、作業に関わる人と脇で答える人とちゃんと作っておいてよ。今の状況を説明できる

人と。すぐさ、ちょこちょこいなくなるからもう全然分かんないんだよ。《ビー音》や。だから、
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今までのような。ちょっといい、ライン構成変えたっていうこ

２号機はね。だから物揚場

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

こういうラインが構成できて水が入るようになったっていうのがいまの状況です。 

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。

あのね、書画見たらね、余計分からなくなっちゃうんで、もうあの、あれなんだけど。 

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

 

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

バッテリーを持ってくる

ちょっと、見通しはあと何分位なの？さっきからもう１０分位経っちゃんたんだけどさ。 

ちょっとさ、作業に関わる人と脇で答える人とちゃんと作っておいてよ。今の状況を説明できる

人と。すぐさ、ちょこちょこいなくなるからもう全然分かんないんだよ。《ビー音》や。だから、

 

今までのような。ちょっといい、ライン構成変えたっていうこ

２号機はね。だから物揚場

から出てるでかい消火ポンプ２台の揚程で、２号機にダイレクトに海水を持っていくようになり

ました、こういうことでいいな。もう分かってる、長い消防車な。ということで、２号機単独で

これは、流れること確認したんだよな。ちょっとごめん、このラインの確認は流れることまで確

《携帯電話の緊急地震速報の音が鳴る》また地震だ。やめてくれ、もう。長野県だから仕方ない。 

物揚場からポンプ、一番右見てください。物揚場から海水をポンプ、一番右ね、図面の一番右。 

ポンプ２つ介して、２号の建屋そのものに、建屋の、建屋の、おー、なんだ、うん、ＦＰ、ＦＰ の

ラインに持ってくラインを構成しました。だから２号機についてはこの単独で行きます。こうい

ほんで、元々考えたビットから持っていくラインっていうのは、３号機用にそのビットはもう１

本のラインでいま、これビットですね、ビットちょっと色変えてほしかったんだけど、まあもう

いいや、２号機にいっているラインの途中から１本のホースを持ってきて水を流すラインは構成

いま、炉圧が７．０７で、ドライウェルの圧力がコンマニパスカルです。それで、サブチャンの

を超えているので、いま仮にベントしないまんまＳＲ弁開いて凝縮させようとし

ても、おそらく凝縮しないんですよ。だから圧力は下がらないで、だから注入ができないってい

う危険があると。だからそれを回避するためには、ドライウェルの圧力を抜かなきやいけなくて、

バッテリーを持ってくる

 

ちょっとさ、作業に関わる人と脇で答える人とちゃんと作っておいてよ。今の状況を説明できる

人と。すぐさ、ちょこちょこいなくなるからもう全然分かんないんだよ。《ビー音》や。だから、
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オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

オフサイトセ

 

 

吉田所長

オフサイトセ

 

 

高橋フェロー

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

発話場所不

非公開> 
 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

さあ。

 吉田さん。

吉田所長  はい。

 ●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

急持ってってもらうようにしました。ちょっと２Ｆ

させてください。

高橋フェロー  ちょっとそうなんだけども、時間がないんだけどさ。

  ありがとうございます。

吉田所長  でもそれだと時間かかるじやん、この状態で。

高橋フェロー  バックアップでいいじゃん。

吉田所長  とりあえずいまは、さっき言ってた方法を試みたんだつけ。

 発電機は１台見つけまして。

  いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

  それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

吉田所長  あと何分位で、生きるかどうか分かる？

  それ自体は、あと１０分位ではできると思ってます。

吉田所長  え？

  ＩＯ分位。

吉田所長  １０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

の２Ｆ

いうこと、いいな？

  はい、並行して考えます。

吉田所長  ちょっと、資材班とか手伝ってください。２Ｆ

  はい。

  資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。

  ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

時半とみてますので、若干余裕はあるかなと思ってます。

吉田所長  それでいいですか、考え方は。
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ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

さあ。 

吉田さん。 

はい。 

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

急持ってってもらうようにしました。ちょっと２Ｆ

させてください。

ちょっとそうなんだけども、時間がないんだけどさ。

ありがとうございます。

でもそれだと時間かかるじやん、この状態で。

バックアップでいいじゃん。

とりあえずいまは、さっき言ってた方法を試みたんだつけ。

発電機は１台見つけまして。

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

あと何分位で、生きるかどうか分かる？

それ自体は、あと１０分位ではできると思ってます。

え？ 

ＩＯ分位。 

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

の２Ｆ さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

いうこと、いいな？

はい、並行して考えます。

ちょっと、資材班とか手伝ってください。２Ｆ

はい。 

資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

時半とみてますので、若干余裕はあるかなと思ってます。

それでいいですか、考え方は。
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ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

急持ってってもらうようにしました。ちょっと２Ｆ

させてください。 

ちょっとそうなんだけども、時間がないんだけどさ。

ありがとうございます。 

でもそれだと時間かかるじやん、この状態で。

バックアップでいいじゃん。 

とりあえずいまは、さっき言ってた方法を試みたんだつけ。

発電機は１台見つけまして。 

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

あと何分位で、生きるかどうか分かる？

それ自体は、あと１０分位ではできると思ってます。

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

いうこと、いいな？ 

はい、並行して考えます。  

ちょっと、資材班とか手伝ってください。２Ｆ

資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

時半とみてますので、若干余裕はあるかなと思ってます。

それでいいですか、考え方は。
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発言内容

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

急持ってってもらうようにしました。ちょっと２Ｆ

ちょっとそうなんだけども、時間がないんだけどさ。

でもそれだと時間かかるじやん、この状態で。

 

とりあえずいまは、さっき言ってた方法を試みたんだつけ。

 

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

あと何分位で、生きるかどうか分かる？ 

それ自体は、あと１０分位ではできると思ってます。

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

 

ちょっと、資材班とか手伝ってください。２Ｆ

資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

時半とみてますので、若干余裕はあるかなと思ってます。

それでいいですか、考え方は。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

急持ってってもらうようにしました。ちょっと２Ｆ と調整してゲートのところに受け渡しを調整

ちょっとそうなんだけども、時間がないんだけどさ。 

でもそれだと時間かかるじやん、この状態で。 

とりあえずいまは、さっき言ってた方法を試みたんだつけ。 

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

それ自体は、あと１０分位ではできると思ってます。 

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

ちょっと、資材班とか手伝ってください。２Ｆ からの資材の搬入。

資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

時半とみてますので、若干余裕はあるかなと思ってます。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

と調整してゲートのところに受け渡しを調整

 

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

からの資材の搬入。 

資材班、資材班よく確認して。よく確認していま。確認して。 

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

と調整してゲートのところに受け渡しを調整

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。

それで電磁弁だけを生かす回路をいま繋いで、生かそうとしてるところです。 

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７

 

ちゃんとそういう状況分かっている人、脇におっつけておけって。こんだけ若い人いるんだから

●●です。えっとね、１０ＯＶのポータブルの発電機、２Ｆに３個あるっていうから、それを至

と調整してゲートのところに受け渡しを調整

いま中操、照明につかっている回路で、電磁弁だけ活かす回路を活かそうとしているところです。 

１０分ね、はい。まずいま、こちらでやっているのは１０分。だけど後々のことあるんで、いま

さんからの電源だとか、そういうのはどんどん持ちこむのをスピーディにやってほしいと

ＴＡＦの到達時間ですけど、保守的な評価で１６時半と言いましたが、圧力の補正をすると１７
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

１Ｆ 

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

復旧班

発電班

 

官庁連絡班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

技術班

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

  事務局ルートで確認。

技術班  圧力は高めで、燃料域なので圧力補正をすると、ちょっとＴＡＦ

力でいきますと、プラス１時間位、予想よりもプラス１時間位だと思われます。

吉田所長  いいですか。じやあ一応、そんなにいま焦る状態ではないという理解でいいですね。

技術班  １７

吉田所長  １７時までは、待てると。その中でベントラインの開操作、これをやってもらいます。

官庁連絡班  吉田さん、本店●●ですけども、いま言ってるベントラインの操作ってのはさ、いわゆるラブチ

ャーのあるＰＣＶ

使ってるラブチャーのないベントの話をしてるの？

吉田所長  ごめん、ちょっとぼくもそこのラインについて勉強が足りないから、ちょっとぼくは答えられな

いんだけども。

官庁連絡班  ●●、●●はいない？

吉田所長  ●●。

官庁連絡班  あれさ、あのいま、凝縮とかさせるためにね、圧、上げないためにベントするんだったら、いま

よく、アクシデントマネジメントとかで言ってるＰＣＶ

ないから、いわゆる通常の圧力調整に使ってるラブチャーのないベント開こうって意味じゃな

い？

復旧班  いわゆるサブチャンベントだよね。

発電班  ラブチャーのあるほうのベントです。ウエットウェルからベントして。

 だからサブチャンベントでしょ？

官庁連絡班  じゃあ、いわゆる本当のサブチャンのベントね、了解。

高橋フェロー  吉田所長ね。

吉田所長  はい。

高橋フェロー  まぁ、焦る必要もないし、あれなんだけど、でももうちょっと早い目標でやりませんか。ここま

でズルズルと来てて。

吉田所長  いやいいんだけど。逆に、いま言ったみたいに、焦って、そのなんだ、ベント弁が開かないのに

もう焦らせるのもちょっと問題だから。すいません。１０、いま、なんだ、いまのなんだ。

技術班  ＴＡＦ予測が１７時半に対して、目標１７時。

吉田所長  そう。あの、目標一応１７時。ということで設定させていただきたいと思いますが、いいですか。

高橋フェロー  はい、よし、じやあ念には念を入れて１７

吉田所長  はい。

高橋フェロー  そういうことね。
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事務局ルートで確認。

圧力は高めで、燃料域なので圧力補正をすると、ちょっとＴＡＦ

力でいきますと、プラス１時間位、予想よりもプラス１時間位だと思われます。

いいですか。じやあ一応、そんなにいま焦る状態ではないという理解でいいですね。

１７ 時まで。 

１７時までは、待てると。その中でベントラインの開操作、これをやってもらいます。

吉田さん、本店●●ですけども、いま言ってるベントラインの操作ってのはさ、いわゆるラブチ

ャーのあるＰＣＶ

使ってるラブチャーのないベントの話をしてるの？

ごめん、ちょっとぼくもそこのラインについて勉強が足りないから、ちょっとぼくは答えられな

いんだけども。 

●●、●●はいない？

●●。 

あれさ、あのいま、凝縮とかさせるためにね、圧、上げないためにベントするんだったら、いま

よく、アクシデントマネジメントとかで言ってるＰＣＶ

ないから、いわゆる通常の圧力調整に使ってるラブチャーのないベント開こうって意味じゃな

い？ 

いわゆるサブチャンベントだよね。

ラブチャーのあるほうのベントです。ウエットウェルからベントして。

だからサブチャンベントでしょ？

じゃあ、いわゆる本当のサブチャンのベントね、了解。

吉田所長ね。 

はい。 

まぁ、焦る必要もないし、あれなんだけど、でももうちょっと早い目標でやりませんか。ここま

でズルズルと来てて。

いやいいんだけど。逆に、いま言ったみたいに、焦って、そのなんだ、ベント弁が開かないのに

もう焦らせるのもちょっと問題だから。すいません。１０、いま、なんだ、いまのなんだ。

ＴＡＦ予測が１７時半に対して、目標１７時。

そう。あの、目標一応１７時。ということで設定させていただきたいと思いますが、いいですか。

はい、よし、じやあ念には念を入れて１７

はい。 

そういうことね。
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事務局ルートで確認。 
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いいですか。じやあ一応、そんなにいま焦る状態ではないという理解でいいですね。

 

１７時までは、待てると。その中でベントラインの開操作、これをやってもらいます。

吉田さん、本店●●ですけども、いま言ってるベントラインの操作ってのはさ、いわゆるラブチ

ャーのあるＰＣＶ ベントだと、そんなのなかなか圧、はけないから、いわゆる通常の圧力調整に

使ってるラブチャーのないベントの話をしてるの？

ごめん、ちょっとぼくもそこのラインについて勉強が足りないから、ちょっとぼくは答えられな
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まぁ、焦る必要もないし、あれなんだけど、でももうちょっと早い目標でやりませんか。ここま

でズルズルと来てて。 

いやいいんだけど。逆に、いま言ったみたいに、焦って、そのなんだ、ベント弁が開かないのに

もう焦らせるのもちょっと問題だから。すいません。１０、いま、なんだ、いまのなんだ。
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そう。あの、目標一応１７時。ということで設定させていただきたいと思いますが、いいですか。
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ベントだと、そんなのなかなか圧、はけないから、いわゆる通常の圧力調整に

使ってるラブチャーのないベントの話をしてるの？

ごめん、ちょっとぼくもそこのラインについて勉強が足りないから、ちょっとぼくは答えられな

あれさ、あのいま、凝縮とかさせるためにね、圧、上げないためにベントするんだったら、いま

よく、アクシデントマネジメントとかで言ってるＰＣＶ
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いわゆるサブチャンベントだよね。 

ラブチャーのあるほうのベントです。ウエットウェルからベントして。
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いやいいんだけど。逆に、いま言ったみたいに、焦って、そのなんだ、ベント弁が開かないのに

もう焦らせるのもちょっと問題だから。すいません。１０、いま、なんだ、いまのなんだ。

ＴＡＦ予測が１７時半に対して、目標１７時。
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じゃあ、いわゆる本当のサブチャンのベントね、了解。 
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１７時までは、待てると。その中でベントラインの開操作、これをやってもらいます。
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ベントってラブチャーがあるから、意味

ないから、いわゆる通常の圧力調整に使ってるラブチャーのないベント開こうって意味じゃな

ラブチャーのあるほうのベントです。ウエットウェルからベントして。 
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まぁ、焦る必要もないし、あれなんだけど、でももうちょっと早い目標でやりませんか。ここま
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もう焦らせるのもちょっと問題だから。すいません。１０、いま、なんだ、いまのなんだ。
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あれさ、あのいま、凝縮とかさせるためにね、圧、上げないためにベントするんだったら、いま
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いやいいんだけど。逆に、いま言ったみたいに、焦って、そのなんだ、ベント弁が開かないのに
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発言者  

吉田所長  はい、それで各グループ、もう一度最後の点検等、あたってください。いいですか。

  すいません、いま２号機はそれでいいと思うんですが、３号機だとか１号機に向けた動きってい

うのはいま、どんなふうに考えて。

吉田所長  ●●さんのさ、ちょっといつも小言が聞こえないからさ。もうちょっと分かりやすく言ってくれ

る。

  ３号機と１号機のために、いま水が少ししか流れてないっていうふうに聞いてますが、あれはも

っと一杯に。

吉田所長  もちろん、それはやります。ちょっといま２号機の話してるんで、ちょっと議論するときは「２

号機とは違いますが」とか言ってもらえるとありがたいんだけど、それはパラでいま検討してい

るところです。

吉田所長  話は変わりますが、今度は３号機と１号機の水源確保の話で言うと、とりあえず先ほど２号に＝。

高橋フェロー  ちょっと待って、吉田君、ちょっと待ってね。１７時目途でいいんだっけ？

吉田所長  ２号に残ってるやつのほう側をビットに持っていったと。ということでここのラインは、チョロ

チョロだけどいま出てると。

  ろ過水のほうは、ある程度原水タンクか、ろ過水のほうは一杯になってるんですが、おそらくど

っかの、今までずっと抜けていたので、そっちの方に流れていて当該の消火栓からまだ開けたん

だけど出てきません。●●開けっぱなしにして、上がってきました。

吉田所長  ＯＫ。

  それはあとで確認に行きます、出てることは。

吉田所長  はい。はい。

吉田所長  で、あとは最後の問題はビットから１号機ならびに３号機に送り込むための、しょしょ、消防車

っていうか、そこがいま手配ができてない。

  ３号機のほうは１台ありますけど、１号機のほうは消火ポンプが１台確保できてないので、これ

から確認します。

吉田所長  そのためにはあの、お片づけがいるから、道路の、ね、消防車運ぶために。そのためにさっき土

木さんと総務に言ったんだけど、あの、なんて言うの？あの、ブルドーザーみたいなやつ。なん

て言うの？

  バックホーン。

吉田所長  違う、バツクホーンじゃないんだよ。

 平ブル。

吉田所長  そう、平ブル。専門語よく分かんない。平ブルが１台、あの、その時間とあれ確認してやってい

ただければいい。

ＯＳＣ  もしもし、吉田さん、●●ですけれども。

  ２Ｆ
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うのはいま、どんなふうに考えて。

●●さんのさ、ちょっといつも小言が聞こえないからさ。もうちょっと分かりやすく言ってくれ

る。 

３号機と１号機のために、いま水が少ししか流れてないっていうふうに聞いてますが、あれはも

っと一杯に。 

もちろん、それはやります。ちょっといま２号機の話してるんで、ちょっと議論するときは「２

号機とは違いますが」とか言ってもらえるとありがたいんだけど、それはパラでいま検討してい

るところです。 

話は変わりますが、今度は３号機と１号機の水源確保の話で言うと、とりあえず先ほど２号に＝。

ちょっと待って、吉田君、ちょっと待ってね。１７時目途でいいんだっけ？
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平ブル。 
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もしもし、吉田さん、●●ですけれども。

２Ｆ の南明さんにお願いして、いまオフサイトに消防車２台、２８００が２台ありますから、そ
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３号機と１号機のために、いま水が少ししか流れてないっていうふうに聞いてますが、あれはも

もちろん、それはやります。ちょっといま２号機の話してるんで、ちょっと議論するときは「２

号機とは違いますが」とか言ってもらえるとありがたいんだけど、それはパラでいま検討してい

話は変わりますが、今度は３号機と１号機の水源確保の話で言うと、とりあえず先ほど２号に＝。

ちょっと待って、吉田君、ちょっと待ってね。１７時目途でいいんだっけ？

２号に残ってるやつのほう側をビットに持っていったと。ということでここのラインは、チョロ

 

ろ過水のほうは、ある程度原水タンクか、ろ過水のほうは一杯になってるんですが、おそらくど
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それはあとで確認に行きます、出てることは。

で、あとは最後の問題はビットから１号機ならびに３号機に送り込むための、しょしょ、消防車

っていうか、そこがいま手配ができてない。 

３号機のほうは１台ありますけど、１号機のほうは消火ポンプが１台確保できてないので、これ

そのためにはあの、お片づけがいるから、道路の、ね、消防車運ぶために。そのためにさっき土

木さんと総務に言ったんだけど、あの、なんて言うの？あの、ブルドーザーみたいなやつ。なん

違う、バツクホーンじゃないんだよ。 

そう、平ブル。専門語よく分かんない。平ブルが１台、あの、その時間とあれ確認してやってい

もしもし、吉田さん、●●ですけれども。 

の南明さんにお願いして、いまオフサイトに消防車２台、２８００が２台ありますから、そ
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発言者  

れを１Ｆに持ってくるようにいま手配してあります。

  で、４号の脇に１つ、２８００の消防車１個あるよね。昨日の４号から取ろうとした消防車。

吉田所長  ああ、それは予備であるってことね。

  あれはどこか行っちやったんだっけ。昨日、４号から抜こうとしてた消防車１個あるはずなんだ

けど、あるよね？昨日４号のタービンから＝。

吉田所長  ちょっとそういう、サイトの個別の物の手配の話はちょっと別でやろう。

  いずれにしても２台来ますから。いま２号、３号のあいだに行こうか、４号側をぐるっと整地し

てもらってアクセスするか、どっちでもできるようにって、土木のほうにはお願いしておきまし

た。

復旧班  すいません、復旧班ですが。いま２Ｆ

接１Ｆに、１０ＯＶ

として使うこと考えます。

吉田所長  はい、よろしくお願いします。増田さん、ありがとうございます。

保安班  本店保安班ですけども、このあとＰＣＶ

ニター、燃料破損が発生してないという条件ですので、オフガスの濃度のみになります。したが

って、被曝はほとんどないかと思います。ちなみに風は西南西、２Ｆのスタックで西南西ですね。

もろに海に向かってますので、非常に、放射線の影響的にはリスクは低いかと思います。一応い

ま評価はしております。以上です。

吉田所長  はい、ありがとうございます。

復旧班  それから、実施前には保安院に通告が必要ですので、よろしくお願いします。

吉田所長  はい。

復旧班  さらには、●●さんからベントの折の注意事項をそちらの専門の方にお渡しして、情報共有して

おりますんで、１つずつ確実に確認しながらじっくりやって、１７時目途ということで理解して

いますが、それでよろしいでしょうか。

吉田所長  はい結構です。

復旧班  よろしくお願いいたします。

吉田所長  はい。

 《本店画面：清水社長が社員にベントの説明をさせる》

資材班  資材班です。先ほどブルドーザーの搬入の話があったんですけども、ブルドーザーをトレーラー

に載っけて、例えばＪヴィレッジまで持ってけば、またＪヴィレッジまで＝

しました。

高橋フェロー  早くやれって。早くやれと言われても。あっ、そうですね。これなんか、さっき汚くて見えなか

ったんですよね？汚くて見えなかった。あれさ、●●これさ、こっちで作ってんだよね？それで、

この最新バージョンの絵をちょっとこっちで作り直してほしいんだよ。

広報班  すいません。本店本部の中での共有でお願いします。えっと、第４報のえープレス文案を作成い

たしましたのでお諮りいたします。お知らせ済みのところは飛ばしまして、その後からは新しい

情報になります。「午後３時現在、当社社員４名、協力企業、作業員等３名が負傷。いずれも意

識あり。しております。冷却水の補給作業にご協力いただいておりました自衛隊の方々４名も負
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で、４号の脇に１つ、２８００の消防車１個あるよね。昨日の４号から取ろうとした消防車。

ああ、それは予備であるってことね。 

あれはどこか行っちやったんだっけ。昨日、４号から抜こうとしてた消防車１個あるはずなんだ

けど、あるよね？昨日４号のタービンから＝。

ちょっとそういう、サイトの個別の物の手配の話はちょっと別でやろう。

いずれにしても２台来ますから。いま２号、３号のあいだに行こうか、４号側をぐるっと整地し

てもらってアクセスするか、どっちでもできるようにって、土木のほうにはお願いしておきまし

すいません、復旧班ですが。いま２Ｆ の増田所長から連絡あって、消防車の助手席に載っけて直

の発電機を２台載っけて来てくれるということなので、これをバックアップ

はい、よろしくお願いします。増田さん、ありがとうございます。

本店保安班ですけども、このあとＰＣＶ ベントをやるということですけど、格納容器の放射線モ

ニター、燃料破損が発生してないという条件ですので、オフガスの濃度のみになります。したが

って、被曝はほとんどないかと思います。ちなみに風は西南西、２Ｆのスタックで西南西ですね。

もろに海に向かってますので、非常に、放射線の影響的にはリスクは低いかと思います。一応い

ま評価はしております。以上です。 

はい、ありがとうございます。 

それから、実施前には保安院に通告が必要ですので、よろしくお願いします。

さらには、●●さんからベントの折の注意事項をそちらの専門の方にお渡しして、情報共有して

おりますんで、１つずつ確実に確認しながらじっくりやって、１７時目途ということで理解して

いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

《本店画面：清水社長が社員にベントの説明をさせる》

資材班です。先ほどブルドーザーの搬入の話があったんですけども、ブルドーザーをトレーラー

に載っけて、例えばＪヴィレッジまで持ってけば、またＪヴィレッジまで＝

早くやれって。早くやれと言われても。あっ、そうですね。これなんか、さっき汚くて見えなか

ったんですよね？汚くて見えなかった。あれさ、●●これさ、こっちで作ってんだよね？それで、

この最新バージョンの絵をちょっとこっちで作り直してほしいんだよ。

すいません。本店本部の中での共有でお願いします。えっと、第４報のえープレス文案を作成い

たしましたのでお諮りいたします。お知らせ済みのところは飛ばしまして、その後からは新しい

情報になります。「午後３時現在、当社社員４名、協力企業、作業員等３名が負傷。いずれも意

識あり。しております。冷却水の補給作業にご協力いただいておりました自衛隊の方々４名も負
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発言者  

傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

てございます。以上でございます。

高橋フェロー  何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

か。いいですか。

広報班  あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

を行なっておりましたが、本日

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

Ｋ

高橋フェロー  あれ、ぼく忘れちゃ、いま、こういう状況なんだっけ。

広報班  はい。

高橋フェロー  はい、あのちょっと。

吉田所長  すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

分けてよろしくお願いしたいと思います。

高橋フェロー  吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

ん、聞こえますか。

増田所長  本店、聞こえますか、２Ｆ

高橋フェロー  ちょっとね増田君、わるいな。ちょっと１Ｆ

増田所長  １Ｆ、聞こえますか。

  はい、聞こえます。

増田所長  本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

  吉田さんいま、電話に出てます。
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力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

Ｋ などで報じられているものでございます。

あれ、ぼく忘れちゃ、いま、こういう状況なんだっけ。

はい。 

はい、あのちょっと。

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

分けてよろしくお願いしたいと思います。

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

ん、聞こえますか。

本店、聞こえますか、２Ｆ

ちょっとね増田君、わるいな。ちょっと１Ｆ

１Ｆ、聞こえますか。

はい、聞こえます。

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

吉田さんいま、電話に出てます。
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傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

てございます。以上でございます。

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

か。いいですか。 

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

を行なっておりましたが、本日

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

などで報じられているものでございます。

あれ、ぼく忘れちゃ、いま、こういう状況なんだっけ。

はい、あのちょっと。 

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

分けてよろしくお願いしたいと思います。

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

ん、聞こえますか。 

本店、聞こえますか、２Ｆ です。

ちょっとね増田君、わるいな。ちょっと１Ｆ

１Ｆ、聞こえますか。 

はい、聞こえます。 

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

吉田さんいま、電話に出てます。
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発言内容

傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

てございます。以上でございます。 

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

を行なっておりましたが、本日原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時２５分に原子

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

などで報じられているものでございます。 

あれ、ぼく忘れちゃ、いま、こういう状況なんだっけ。

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

分けてよろしくお願いしたいと思います。 

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

です。 

ちょっとね増田君、わるいな。ちょっと１Ｆ に繋いでほしいんだけど。

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

吉田さんいま、電話に出てます。 
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発言内容 

傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時２５分に原子

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

 

あれ、ぼく忘れちゃ、いま、こういう状況なんだっけ。 

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

に繋いでほしいんだけど。

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。
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傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時２５分に原子

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

う操作をやってもらってるというところで、現時点の目標で言えば、ＴＡＦ 

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

に繋いでほしいんだけど。 

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をし

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

１５マイクロＳｖ／ｈであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。午前３時現在、南

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時２５分に原子

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

 が５時、１７時３０

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

価の最新の注意をはらって臨んでいただきたいと思います。一方、１号機と３号機の注水ライン

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。

 

傷していること確認しております。救急車を３台要請し、病院へ搬送しております。負傷しまし

た７名のうち、６名に放射性物質の付着が確認されましたが、うち５名については除染をしてお

ります」。１名の方については引き続き確認することといたします。ということで、ちょっとそ

の後の汚染というのがございましたので、ここを付け加えているのと、それからこれまで自分た

ちで確認していない、自衛隊の方々の記述はいたしませんでしたが、私どもの冷却水の補給作業

にご協力いただいている方ということで、知りませんというわけにはいきませんので、記載をさ

せていただいております。それから「午後１時５５分現在、モニタリングポスト付近の測定値は

現在、南

側風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大

きな変動はありません」。先ほど、ブローアウトパネルの件も書いてございます。それからその

次、「立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしました

ことに対し、心よりお詫び申し上げます」。ここはちょっと記載が漏れておりましたので追加し

何か、追加になったとこ、いくらもないよね。よろしいんじゃないでしょうか。何かございます

あの、もう１個。福島第一の２号機の、１５条通報のプレスがちょっといま漏れておりまして、

そちらを一緒にちょっとお諮りしてもよろしいでしょうか。すいません、長時間。福島第一２号

機の１５条通報の関係です。上の部分はすでに既報です。いつもお知らせ済みとか書くところで

ございます。で、下の部分。「その後２号機では、原子炉隔離時冷却系により、原子炉への注水

原子炉隔離時冷却系が停止したことから、午後１時２５分に原子

力災害対策特別措置法第１５条第１項の規定に基づく特別事象が発生したと判断しました」。こ

れすいません。かなり早く起こってたんですが、プレス自体が遅れておりますので、すでにＮＨ

すいません。あの、吉田です。サイトの皆さん聞いてください。もう一度ちょっと頭を整理しま

す。一応、いま計装のほうで、２号機の減圧注水に向けて最後のベントラインの、を生かすとい

が５時、１７時３０

分という最新の予想が出てきましたので、１７時、５時をもってＳＲ弁を操作して減圧し、注水

をするという操作に入っていくということ決定しました。で、もう一度これに備えて、点検、評

水ライン

はいまだに十分じゃないんで、ここも土木さんを含めた道路のおーなんていいますか、整理、そ

れからラインの構築、それから消防車の手配、配置等の作業がまだ残っております。これらも当

然１号機、３号機にとっては非常に重要な作業でございますので、えーこれも迅速にこれから力

を合わせてやっていくというのが今の当面の目的になります。ですから２号だけじゃなくて、３

号機、１号機用の水源の確保というのをバラで非常に重要な業務でございますので、役割分担を

吉田君さ。吉田所長、ごめんなさいね。あの、聞こえますか。吉田所長、聞こえますか、１Ｆ さ

本店の高橋明男さんが、１Ｆ吉田所長と話がしたいって言ってますんで、繋がってください。 
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 場所

本店 

１Ｆ 
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本店 
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本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 
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本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

高橋フェロー

１Ｆ 

１Ｆ 

高橋フェロー

増田所長

総務班

増田所長

総務班

増田所長

 

石崎部長

増田所長

石崎部長

増田所長

勝俣会長

高橋フェロー

勝俣会長

高橋フェロー

吉田所長

技術班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。

  はい、分かりました。

  高橋さん、いま所長はその電話中です。

高橋フェロー  はい。

増田所長  すいません、本店、確認したいんですけど。先ほど２Ｆ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

んでしょうね。

総務班  そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。

増田所長  消防士を連れていけばいいんですね。

総務班  そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。

増田所長  分かりました。連れていきます。

 ありがとうございます。

石崎部長  増田所長、増田所長。

増田所長  はい、増田です。

石崎部長  発音が悪くてすいませんでした。ということです、はい。

増田所長  へへ（笑）。

勝俣会長  それでどうだ、送り込めんのかい？

高橋フェロー  動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

構あるんですけど、ちょっとそれ心配だから。

勝俣会長  結局水素の問題なんだろ。

高橋フェロー  ちょっと予備の……。

吉田所長  えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

それでいいかしら？そういう判断で。

技術班  サブレッションチェンバーの水温が１３０℃

ョンチェ

なると、ＳＲ

なるということ恐れているというのが実態です。

吉田所長  《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

チェンバーの水温がもう１００℃超えてるんですよ、はい。

2011 年 3 月 1

 

いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。

はい、分かりました。

高橋さん、いま所長はその電話中です。

はい。 

すいません、本店、確認したいんですけど。先ほど２Ｆ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

んでしょうね。 

そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。

消防士を連れていけばいいんですね。

そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。

分かりました。連れていきます。

ありがとうございます。

増田所長、増田所長。

はい、増田です。

発音が悪くてすいませんでした。ということです、はい。

へへ（笑）。 

それでどうだ、送り込めんのかい？

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

構あるんですけど、ちょっとそれ心配だから。

結局水素の問題なんだろ。

ちょっと予備の……。

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

それでいいかしら？そういう判断で。

サブレッションチェンバーの水温が１３０℃

ョンチェンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

なると、ＳＲ 弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

なるということ恐れているというのが実態です。

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

チェンバーの水温がもう１００℃超えてるんですよ、はい。
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いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。

はい、分かりました。 

高橋さん、いま所長はその電話中です。

すいません、本店、確認したいんですけど。先ほど２Ｆ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

 

そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。

消防士を連れていけばいいんですね。

そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。

分かりました。連れていきます。

ありがとうございます。 

増田所長、増田所長。 

はい、増田です。 

発音が悪くてすいませんでした。ということです、はい。

それでどうだ、送り込めんのかい？

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

構あるんですけど、ちょっとそれ心配だから。

結局水素の問題なんだろ。 

ちょっと予備の……。 

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

それでいいかしら？そういう判断で。

サブレッションチェンバーの水温が１３０℃

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

なるということ恐れているというのが実態です。

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

チェンバーの水温がもう１００℃超えてるんですよ、はい。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。

高橋さん、いま所長はその電話中です。 

すいません、本店、確認したいんですけど。先ほど２Ｆ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。

消防士を連れていけばいいんですね。 

そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。

分かりました。連れていきます。 

発音が悪くてすいませんでした。ということです、はい。

それでどうだ、送り込めんのかい？ 

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

構あるんですけど、ちょっとそれ心配だから。

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

それでいいかしら？そういう判断で。 

サブレッションチェンバーの水温が１３０℃ を超えていて、蒸気がＳＲ

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

なるということ恐れているというのが実態です。

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

チェンバーの水温がもう１００℃超えてるんですよ、はい。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。

すいません、本店、確認したいんですけど。先ほど２Ｆ で消防車を受け取って１Ｆへ持ってけっ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。

そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。

発音が悪くてすいませんでした。ということです、はい。 

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

構あるんですけど、ちょっとそれ心配だから。 

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

を超えていて、蒸気がＳＲ

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

なるということ恐れているというのが実態です。 

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

チェンバーの水温がもう１００℃超えてるんですよ、はい。 
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いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

だけど、武黒さんを通じていまその話が行ってんじゃないかと思います。 

で消防車を受け取って１Ｆへ持ってけっ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

そのまま行ってください。消防自動車は嘘でした。申し訳ありません。 

そのとおりです。エスティマに乗ってきた消防士を連れてってください。 

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

を超えていて、蒸気がＳＲ 弁を介してサブレッシ

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

 

で消防車を受け取って１Ｆへ持ってけっ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

 

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

弁を介してサブレッシ

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション

 

いまね、官邸からね、直ちにかなんかで、止めろという話が、いや止めろじゃないや、２号を起

動しろと、注入を開始しろというのが行ってるはずなんですよ。ちょっとそれ言おうと思ったん

で消防車を受け取って１Ｆへ持ってけっ

て言われたんですが、来たのは消防士４人であって、消防車が来てません。このまま行っていい

動かしてますし、圧力が、一応、２段のポンプなんで送り込めると思います。ええと、距離が結

えっと皆さん聞いて。本店さんも聞いてください。いま、安全委員長の班目先生から電話が来ま

して、格納容器のベントラインを生かすよりも、注水を先にすべきじゃないかと。要するに減圧

すると水が入っていくんだから、そんなの待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェ

スチョンが安全委員長から来たんですが、そのサジェスチョンに対して、ちょっと安全屋さん、

弁を介してサブレッシ

ンバーに落ちても、おそらく凝縮しないで、っていうことは、減圧が見込めない。そう

弁だけ吹いて、水がそれだけお釜から出てきて、かつ減圧できない、という状況に

《班目委員長との電話》すいません、先生。いま安全屋に聞きましたらですね、サブレッション
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本店 

本店 
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本店 
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１Ｆ 
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場所 発言者

高橋フェロー

技術班

吉田所長

安全屋

技術班

１Ｆ 

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

高橋フェロー

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

吉田所長

技術班

吉田所長

高橋フェロー

技術班

吉田所長

技術班

１Ｆ 

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  いまね、ちょっとその話を班目先生から－。

技術班  すいません、本店●●です。吉田所長、吉田所長。

吉田所長  《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

全屋と話しさせますので、ちょっとお待ちくださいませ。

安全屋  《電話》もしもし、お電話代わりました。＝。

技術班  吉田所長。●●さん。

  はい。

技術班  本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

吉田所長  はい。

技術班  それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

われてるということではないと思います。

吉田所長  いいですか、それで。じやあ。

高橋フェロー  いまの●●君の話は、もうそれで上げる。

高橋フェロー  ベントを開ける前にやっちやってもいいってこと？

るわけ？

技術班  いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

高橋フェロー  いま違うでしょ？

吉田所長  違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

を、班目先生がおっしゃってるんですよ。

技術班  はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。

吉田所長  で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

高橋フェロー  違うんでしょ。

技術班  あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。

吉田所長  だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。

技術班  ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

提に、ベントをすべきじゃないかということです。

  １１時。

吉田所長  ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

2011 年 3 月 1

 

いまね、ちょっとその話を班目先生から－。

すいません、本店●●です。吉田所長、吉田所長。

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

全屋と話しさせますので、ちょっとお待ちくださいませ。

《電話》もしもし、お電話代わりました。＝。

吉田所長。●●さん。

はい。 

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

はい。 

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

われてるということではないと思います。

いいですか、それで。じやあ。

いまの●●君の話は、もうそれで上げる。

ベントを開ける前にやっちやってもいいってこと？

るわけ？ 

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

いま違うでしょ？

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

を、班目先生がおっしゃってるんですよ。

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

違うんでしょ。 

あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。

だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

提に、ベントをすべきじゃないかということです。

１１時。 

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、
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いまね、ちょっとその話を班目先生から－。

すいません、本店●●です。吉田所長、吉田所長。

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

全屋と話しさせますので、ちょっとお待ちくださいませ。

《電話》もしもし、お電話代わりました。＝。

吉田所長。●●さん。 

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

われてるということではないと思います。

いいですか、それで。じやあ。

いまの●●君の話は、もうそれで上げる。

ベントを開ける前にやっちやってもいいってこと？

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

いま違うでしょ？ 議論してるの。

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

を、班目先生がおっしゃってるんですよ。

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

 

あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。

だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

提に、ベントをすべきじゃないかということです。

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

いまね、ちょっとその話を班目先生から－。 

すいません、本店●●です。吉田所長、吉田所長。

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

全屋と話しさせますので、ちょっとお待ちくださいませ。

《電話》もしもし、お電話代わりました。＝。

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

われてるということではないと思います。 

いいですか、それで。じやあ。 

いまの●●君の話は、もうそれで上げる。 

ベントを開ける前にやっちやってもいいってこと？

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

議論してるの。 

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

を、班目先生がおっしゃってるんですよ。 

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。

だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

提に、ベントをすべきじゃないかということです。

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

すいません、本店●●です。吉田所長、吉田所長。 

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

全屋と話しさせますので、ちょっとお待ちくださいませ。 

《電話》もしもし、お電話代わりました。＝。 

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

ベントを開ける前にやっちやってもいいってこと？ もう冷却したほうがいいという話をしてい

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。

だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

提に、ベントをすべきじゃないかということです。 

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

もう冷却したほうがいいという話をしてい

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

ウエットウェルラインは生かせなくなるというところを懸念します。 

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。

あのサブチャンからのベントをトライすべきではないかということです。 

だから、サブチャンからのベントをいまトライしているんです。 

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

本店●●です。１３８℃の件、分かってます。で、蒸気は二百何十度ありますね。 

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

もう冷却したほうがいいという話をしてい

いや冷却じゃなくて、ベントすることは問題ないと思っているということです。 

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

で、で、結論から言うと、班目先生のおっしゃったとおりだということでいいんですか。 

 

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、

 

《電話》それは分かります。安全屋から、恐らく入んない可能性が高いと言っている。そこは安

それは１３８℃になると、いったん水に落ちるんですよ。だけど、じやあ凝縮性能は確かに落ち

ますけど、その結果として、ドライウェル圧力若干上がると思います。だけど、凝縮するのが失

もう冷却したほうがいいという話をしてい

違うんです。今の争点はベントラインが生きる前に、減圧してもう水を突っ込むべきだというの

はい。その場合の心配点はサブレッションチェンバーの水位がですね、このまま上昇を続けて、

現在水位不明だと思いますけれども、ウエットウェルベントラインが埋まるということの懸念が

あると思っています。現在も埋まっている可能性はあると思いますが、早めにベントをしないと

 

ですからあの、炉注を継続するということよりも、まず炉注は次に減圧してやるということを前

ちょっと、●●さんさ、分かんないんだけど、班目先生との主張の何が違うんだつけ？我々は、
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本店 
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場所 発言者

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

技術班

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

清水社長

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

オフサイトセ

 

 

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

だからサブチャンからのベントラインを生かそうとしているわけよ。

技術班  そういうことですね。

吉田所長  それ生かしてから、減圧して注入しようとしているんだけど、班目先生はサブチャンからのベン

トラインを生かす必要はなくて、まず突っ込みなさいとおっしゃっているんですよ。

技術班  はい。そこはあの、判断だとは思うんですが、結局最後にですね、炉心損傷をしてしまった後の

ことを考えると、ドライウェルベントしかなくなるということに対する懸念で、先にまずサブチ

ャンからのベントをやったほうがいいんじゃないかというふうに思うわけです。

吉田所長  うん、思うのはいいんだけど、いまはもう時間がなくて。

技術班  あっ、すみません。

吉田所長  安全委員会委員長、ならびに保安院長、ならびに官邸のほうから、もうすぐ操作やりなさいとお

っしゃってんだけど、それでいいですか、って聞いているんです。

  いまですね、要するに残りとしては１００ｍｍ

ｍｍ

吉田所長  あっ、そういうこと。

技術班  はい。

高橋フェロー  だから、我々のやり方で認めていただいたってことね。

技術班  そういうふうに認識しております。

高橋フェロー  それで吉田君さ、もうさっきから言うと、もうだいたいベント弁開いてなきやいけない時間なん

じゃないの？

清水社長  いいよ、そんなことは。

吉田所長  そうです。だから、ちょっとそこも確認してました。なんで、我々は５時なんだけれども、早く

ベント弁を開ければ、すぐに操作にかかれるんで、そこはどうなの？

復旧班  いま接続作業を行なっています。

吉田所長  え。

復旧班  まだです。ちょっと待ってください。

吉田所長  だから、ちょっと待ってくださいじゃ分かんねぇんだよ、だから。だから、脇に置いとけって、

だから、状況を確認するやつをさ。

 今の話で結局まずはベント弁を開けるわけですよね。ですから、それに協力をしていただくとい

うことで、その状況を逐次教えていただくと、こういうことですね。

吉田所長  そうそう。

高橋フェロー  じゃ、吉田君さ、まず今までのあれの方針どおりいくということで、班目先生にご説明するって

いうことだな。

吉田所長  はい、ちょっとすみません。本店のほうでフォローをちゃんとしていただきたいんですけども。
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トラインを生かす必要はなくて、まず突っ込みなさいとおっしゃっているんですよ。

はい。そこはあの、判断だとは思うんですが、結局最後にですね、炉心損傷をしてしまった後の

ことを考えると、ドライウェルベントしかなくなるということに対する懸念で、先にまずサブチ

ャンからのベントをやったほうがいいんじゃないかというふうに思うわけです。
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っしゃってんだけど、それでいいですか、って聞いているんです。
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あると言ったら、一応ご納得はいただけたというふうに考えております。
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だから、ちょっと待ってくださいじゃ分かんねぇんだよ、だから。だから、脇に置いとけって、

今の話で結局まずはベント弁を開けるわけですよね。ですから、それに協力をしていただくとい
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それで吉田君さ、もうさっきから言うと、もうだいたいベント弁開いてなきやいけない時間なん

そうです。だから、ちょっとそこも確認してました。なんで、我々は５時なんだけれども、早く

ベント弁を開ければ、すぐに操作にかかれるんで、そこはどうなの？ 
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それ生かしてから、減圧して注入しようとしているんだけど、班目先生はサブチャンからのベン

トラインを生かす必要はなくて、まず突っ込みなさいとおっしゃっているんですよ。 
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プラス水差補正１０００ｍｍ で、あと１１００

あると言ったら、一応ご納得はいただけたというふうに考えております。 

それで吉田君さ、もうさっきから言うと、もうだいたいベント弁開いてなきやいけない時間なん

そうです。だから、ちょっとそこも確認してました。なんで、我々は５時なんだけれども、早く
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それで吉田君さ、もうさっきから言うと、もうだいたいベント弁開いてなきやいけない時間なん

そうです。だから、ちょっとそこも確認してました。なんで、我々は５時なんだけれども、早く

だから、ちょっと待ってくださいじゃ分かんねぇんだよ、だから。だから、脇に置いとけって、

今の話で結局まずはベント弁を開けるわけですよね。ですから、それに協力をしていただくとい

じゃ、吉田君さ、まず今までのあれの方針どおりいくということで、班目先生にご説明するって

はい、ちょっとすみません。本店のほうでフォローをちゃんとしていただきたいんですけども。
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本店 
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場所 発言者

技術班

吉田所長

清水社長

吉田所長

保安班

増田所長

１Ｆ 

清水社長

吉田所長

１Ｆ 

増田所長

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

清水社長

吉田所長

清水社長

吉田所長

清水社長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

私もちょっと十分説明できないんで。

技術班  了解しました。

吉田所長  ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

清水社長  それでやってください。いいです。それでやってください。

吉田所長  あっ、はい、分かりました。

保安班  福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

うしても２Ｆ

が、はい。ぜひ、よろしくお願いしたいんですが。

増田所長  もしもし、２Ｆです。もしもし、２Ｆですが聞こえますか。

  はい。

清水社長  石崎君、石崎君。

吉田所長  ２Ｆ

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

しっかりと除染する場所作ってありますから。

  はい、そのように指示しまーす。

増田所長  よろしく。

吉田所長  すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

復旧班  いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

なきやいけないという状況です。

吉田所長  それはどれ位のスピードでやるの。

復旧班  こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。

清水社長  吉田さん、吉田さん。

吉田所長  はい。それじゃあ、だめだよ。

清水社長  清水ですがね。班目先生の方式で行ってください。

吉田所長  はい、分かりました。

清水社長  それでやってください。●●。

吉田所長  ○○さん、いまちょっと話、聞いていた？

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。
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あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

しっかりと除染する場所作ってありますから。

はい、そのように指示しまーす。

よろしく。 

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

なきやいけないという状況です。

それはどれ位のスピードでやるの。

こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。

吉田さん、吉田さん。

はい。それじゃあ、だめだよ。

清水ですがね。班目先生の方式で行ってください。

はい、分かりました。

それでやってください。●●。

○○さん、いまちょっと話、聞いていた？

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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私もちょっと十分説明できないんで。

 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

それでやってください。いいです。それでやってください。

あっ、はい、分かりました。 

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

が、はい。ぜひ、よろしくお願いしたいんですが。

もしもし、２Ｆです。もしもし、２Ｆですが聞こえますか。

石崎君、石崎君。 

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

しっかりと除染する場所作ってありますから。

はい、そのように指示しまーす。

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

なきやいけないという状況です。

それはどれ位のスピードでやるの。

こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。

吉田さん、吉田さん。 

はい。それじゃあ、だめだよ。

清水ですがね。班目先生の方式で行ってください。

はい、分かりました。 

それでやってください。●●。

○○さん、いまちょっと話、聞いていた？

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

私もちょっと十分説明できないんで。 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

それでやってください。いいです。それでやってください。

 

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

が、はい。ぜひ、よろしくお願いしたいんですが。

もしもし、２Ｆです。もしもし、２Ｆですが聞こえますか。

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

しっかりと除染する場所作ってありますから。

はい、そのように指示しまーす。 

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

なきやいけないという状況です。 

それはどれ位のスピードでやるの。 

こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。

はい。それじゃあ、だめだよ。 

清水ですがね。班目先生の方式で行ってください。

それでやってください。●●。 

○○さん、いまちょっと話、聞いていた？ あの、ちょっとベント、サブチャンベントラインは

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

それでやってください。いいです。それでやってください。 

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

が、はい。ぜひ、よろしくお願いしたいんですが。 

もしもし、２Ｆです。もしもし、２Ｆですが聞こえますか。 

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

しっかりと除染する場所作ってありますから。 

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。

清水ですがね。班目先生の方式で行ってください。 

あの、ちょっとベント、サブチャンベントラインは

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

 

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

 

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

こ、これは圧が見えないので、動くまで待つしかないんですね。 

あの、ちょっとベント、サブチャンベントラインは

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

あの、ちょっとベント、サブチャンベントラインは

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が

危険な状態になってくる可能性があるから、操作のほうに行くということでいいですか。 

 

ただし、５時なんだけども。５時ということですが、ベン、ベントラインが動作できれば、可及

的速やかに５時を待たずにやるということも、視野に入れてやるということでいいですか。 

福島第一の保安グループからお願いです、１Ｆで手伝ってもらった柏崎のメンバーがいま２Ｆ の

ビジター室の前にいます。ビジターハウスの前で、ちょっと１Ｆから来た人は汚れているので、

入れられないということで、ちょっと柏崎の人で引き継いでですね、柏崎に戻るんですけど、ど

のビジターハウスに入れさせていただきたいんですけど、許可をもらいたいんです

は入れないなんて、言ってません。２Ｆは正門の脇に汚染された方を除染する場所を設けて

あります。そこに入って除染をするようになっていますから、そんな変なことを言わないように。

すみません、ちょっと今のサブチャンベントラインの系統構成の状況をちょっと説明します。 

いま、電源を投入したんですが、動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動い

ておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっといま確認をし

あの、ちょっとベント、サブチャンベントラインは

時間がかかってもそれはそれでやってくれ。ちゃんと生かすこと、これ絶対重要だから。それは

それでやってください。ただし、いま、もうそれを待っているとますます危険な状態に、燃料が
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 場所

本店 
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場所 発言者

清水社長

吉田所長

清水社長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

発電班

吉田所長

発電班

吉田所長

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

高橋フェロー

オフサイトセ

 

 

吉田所長

オフサイトセ

 

 

１Ｆ 

１Ｆ 

吉田所長

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  イエス、それでやってください。

吉田所長  あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

すか。

清水社長  大丈夫だね。

高橋フェロー  《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

吉田所長  分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。

高橋フェロー  あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。

吉田所長  はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

大丈夫？

ているかい？

い。で、指揮は、指揮者決めてください。

発電班  スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ボー

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

っていたところで、３番えっと、④のＳＲ

吉田所長  今の、現時点での水位？

発電班  プラスマイナスゼロで、密度補正をすると十１０００。

吉田所長  １０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

りがないから、早めにやっちゃおう。はい、ゴー。

高橋フェロー  もう、早くやっちゃおう。

発電班  それでは当直長に指示をして減圧操作を行ないます。

高橋フェロー  まず、減圧します。

高橋フェロー  はい、何分、減圧操作開始ですか。

 吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

吉田所長  ベントのラインをやっている人は危険はないです。

 ない。はい。

  ええと、逆洗弁ビット＝。

  関係ない！

吉田所長  ないからいいんだよ、もう。ややこしいこと言うな！

吉田所長  じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。

2011 年 3 月 1

 

イエス、それでやってください。

あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

すか。 

大丈夫だね。 

《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。

あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。

はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

大丈夫？ いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

ているかい？ 操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

い。で、指揮は、指揮者決めてください。

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ボードに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

っていたところで、３番えっと、④のＳＲ

今の、現時点での水位？

プラスマイナスゼロで、密度補正をすると十１０００。

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

りがないから、早めにやっちゃおう。はい、ゴー。

もう、早くやっちゃおう。

それでは当直長に指示をして減圧操作を行ないます。

まず、減圧します。

はい、何分、減圧操作開始ですか。

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

ベントのラインをやっている人は危険はないです。

ない。はい。 

ええと、逆洗弁ビット＝。

関係ない！ 

ないからいいんだよ、もう。ややこしいこと言うな！

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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イエス、それでやってください。

あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。

あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。

はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

い。で、指揮は、指揮者決めてください。

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

っていたところで、３番えっと、④のＳＲ

今の、現時点での水位？ ２号機。

プラスマイナスゼロで、密度補正をすると十１０００。

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

りがないから、早めにやっちゃおう。はい、ゴー。

もう、早くやっちゃおう。 

それでは当直長に指示をして減圧操作を行ないます。

まず、減圧します。 

はい、何分、減圧操作開始ですか。

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

ベントのラインをやっている人は危険はないです。

ええと、逆洗弁ビット＝。 

ないからいいんだよ、もう。ややこしいこと言うな！

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。
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発言内容

イエス、それでやってください。 

あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。

あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。

はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

い。で、指揮は、指揮者決めてください。 

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

っていたところで、３番えっと、④のＳＲ 弁の開操作に入ると。

２号機。 

プラスマイナスゼロで、密度補正をすると十１０００。

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

りがないから、早めにやっちゃおう。はい、ゴー。

それでは当直長に指示をして減圧操作を行ないます。

はい、何分、減圧操作開始ですか。 

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

ベントのラインをやっている人は危険はないです。

ないからいいんだよ、もう。ややこしいこと言うな！

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。
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発言内容 

あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。

あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。

はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

弁の開操作に入ると。

プラスマイナスゼロで、密度補正をすると十１０００。 

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

りがないから、早めにやっちゃおう。はい、ゴー。 

それでは当直長に指示をして減圧操作を行ないます。 

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

ベントのラインをやっている人は危険はないです。 

ないからいいんだよ、もう。ややこしいこと言うな！ 

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。
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あれ、本店の社長の指示が出ましたけど、技術的に武藤、武藤、武藤、ほっ、本部長、大丈夫で

《電話》やる方向で、ということで、いまここの場で決めましたんで、早速注入やります。

分かりました。それではいいですか、もういっぺん整理します。 

あのね、聞こえてる？班目先生のやつでいいんですね、はい。 

はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

弁の開操作に入ると。 

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 
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急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？

じゃ、指揮者はでかい声で発声してやってください。はい、スタートしてください。 
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はい、じやあいいですか。ＳＲ弁のベントラインは、復旧行為は並行してやってください。大至

急ね。その上で、はい、皆さん４時３０分から減圧操作を開始するということで準備できますか。

いや、だめだったら、だめって、何分くれって言ってくれたらいいんだけども、入っ

操作側から言うと、１６時３０分に操作を開始ということで準備についてくださ

スタートは最終的に本部長にもらいますけど、順番だけ確認したいと思います。こっちの右側の

ドに書いてありますけど、最初に海水から逆洗ビットへのポンプを運転していることを確認、

これもう運転していると思います。次が逆洗ビットから２号の炉水に注入するラインができあが

１０００だけど、班目先生そんな余裕ないんじゃないかと言ってるんですよ。だからもう水かぶ

吉田さん、ごめん、吉田さん。いまさ、ベントやっている人は危険はないですか。そこの場所は？ 
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場所 発言者

１Ｆ 

１Ｆ 

清水社長

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

清水社長

高橋フェロー

保安班

復旧班

吉田所長

 

吉田所長

情報班

通報班

高橋フェロー

吉田所長

清水社長

高橋フェロー

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

  はい、

  はい

清水社長  注水はできるのね？

吉田所長  ３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。

高橋フェロー  減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

す。

吉田所長  えっと

復旧班  通報はすでに実施しております。

高橋フェロー  減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

れましょう。

清水社長  弁は開くわけね？

高橋フェロー  ＳＲ弁は開くのは。開かせていません。逃がし弁機

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。

保安班  ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

復旧班  １Ｆ

吉田所長  すいません。ちょっと直前にですね、ＡＯ

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

ころです。操作始めたところです。すいません。

 了解しました。

吉田所長  はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

うことで、連絡お願いします。

情報班  はい、情報班、了解。

通報班  通報班、了解です。●●。

高橋フェロー  いま減圧操作開始だから。

吉田所長  すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

ださい。

清水社長  水がはいれば保たれるわけ？

高橋フェロー  そうです。

清水社長  入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？
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はい、 

はい 

注水はできるのね？

３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

す。 

えっと 

通報はすでに実施しております。

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

れましょう。 

弁は開くわけね？

ＳＲ弁は開くのは。開かせていません。逃がし弁機

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

１Ｆ さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。

すいません。ちょっと直前にですね、ＡＯ

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

ころです。操作始めたところです。すいません。

了解しました。 

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

うことで、連絡お願いします。

はい、情報班、了解。

通報班、了解です。●●。

いま減圧操作開始だから。

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

ださい。 

水がはいれば保たれるわけ？

そうです。 

入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？
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注水はできるのね？ 

３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

通報はすでに実施しております。

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

弁は開くわけね？ ＳＲ弁は？

ＳＲ弁は開くのは。開かせていません。逃がし弁機

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。

すいません。ちょっと直前にですね、ＡＯ

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

ころです。操作始めたところです。すいません。

 

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

うことで、連絡お願いします。

はい、情報班、了解。 

通報班、了解です。●●。 

いま減圧操作開始だから。 

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

水がはいれば保たれるわけ？ 

入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？
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発言内容

３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

通報はすでに実施しております。 

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

ＳＲ弁は？ 

ＳＲ弁は開くのは。開かせていません。逃がし弁機

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。

すいません。ちょっと直前にですね、ＡＯ 弁のベントラインの発電機がトリップするという事象

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

ころです。操作始めたところです。すいません。

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

うことで、連絡お願いします。 

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

 

入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？
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発言内容 

３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

ＳＲ弁は開くのは。開かせていません。逃がし弁機 能というのがあって、機能を開くようにや

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。

弁のベントラインの発電機がトリップするという事象

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

ころです。操作始めたところです。すいません。 

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

３時、あすいません、１６時２８分、減圧操作の指示行ないました。 

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

能というのがあって、機能を開くようにや

っていると。ＳＲ弁は８弁位ありまして、１弁開けば大丈夫な感じで、。 

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。

さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。

弁のベントラインの発電機がトリップするという事象

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

入れた後だって、あれだろ継ぎ足し続けるは、入れ続けるの？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

能というのがあって、機能を開くようにや

 

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

０．０００２〆Ｓｖ位。全然効きません。燃料が健全なのでこれだけ違います。 

さん、ひとつ聞かせてください。減圧開始して、炉圧どうなってますでしょうか。 

弁のベントラインの発電機がトリップするという事象

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく

 

減圧操作開始、１６時２８分。これあれかな、関係各所に連絡かな、はい、よろしくお願いしま

減圧するとポンプを開けたときに入りやすくなるんですね。圧力はないですから。その段階で入

能というのがあって、機能を開くようにや

ちなみに評価結果が出ておりますので、お話しします。評価結果は希ガスのみに着目して大丈夫

かと思ってます。ごめんなさい、ベントをする場合ですけど、まだベントはしませんけど、ベン

トしたときには、最大の被曝線量が、２×１０マイナス８乗ｍｓｖですから、え－と、いくつか、

弁のベントラインの発電機がトリップするという事象

があったんで、それちょっと確認していま、ちょっとそれで遅れてますが、いま操作していると

はい、すみません。１６時３４分、えーなんだ、スタートしました。うわっ。ちょっとすいませ

ん、２８分と言ったのにちょっと若干遅れましたが、１６時３４分、２号機の減圧操作開始とい

すみません。パラメータについて、適宜、誰かが報告してください。発電のほうから報告してく
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清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

１Ｆ 

復旧班

 

 

 

復旧班

 

吉田所長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  そうです。

 やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。

清水社長  店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

復旧班  されます。

清水社長  それで、炉が一応、水が入る？

復旧班  入ります。

清水社長  ただ、その後、継続して注水を続けなければいけない。

復旧班  そういうことです。

清水社長  そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

うなの？

復旧班  これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。

清水社長  いやだから、バックアップも含めて、これは対応できてる。

復旧班  海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

は維持される。

清水社長  それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

材は、長時間にわ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

確認して？

  もう少しチェックが必要。えー、１６時３４分にＳＲ

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ので、いま至急チェックに入ります。

復旧班  ＲＣＩＣ回っているんだつけ。

 2

 もう蒸気ないですからね、

 減圧しちゃえば、駆動蒸気なくなるから。

復旧班  まだ、減圧していないじゃん。

 減圧開始したって、ＳＲ弁が開いてないじゃん。

吉田所長  ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。

復旧班  いま、回路のチェックと繋ぎ替えやります。

2011 年 3 月 1

 

そうです。 

やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

されます。 

それで、炉が一応、水が入る？

入ります。 

ただ、その後、継続して注水を続けなければいけない。

そういうことです。

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

うなの？ それは大丈夫なの？

これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。

いやだから、バックアップも含めて、これは対応できてる。

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

は維持される。 

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

材は、長時間にわ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

確認して？ 足りなければ、手当てする。●●。

もう少しチェックが必要。えー、１６時３４分にＳＲ

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ので、いま至急チェックに入ります。

ＲＣＩＣ回っているんだつけ。

2 号は動作確認中、回っているかどうか、分かんない。

もう蒸気ないですからね、

減圧しちゃえば、駆動蒸気なくなるから。

まだ、減圧していないじゃん。

減圧開始したって、ＳＲ弁が開いてないじゃん。

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。

いま、回路のチェックと繋ぎ替えやります。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

それで、炉が一応、水が入る？

ただ、その後、継続して注水を続けなければいけない。

そういうことです。 

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

それは大丈夫なの？

これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。

いやだから、バックアップも含めて、これは対応できてる。

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

 

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

材は、長時間にわたるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

足りなければ、手当てする。●●。

もう少しチェックが必要。えー、１６時３４分にＳＲ

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ので、いま至急チェックに入ります。

ＲＣＩＣ回っているんだつけ。

号は動作確認中、回っているかどうか、分かんない。

もう蒸気ないですからね、 

減圧しちゃえば、駆動蒸気なくなるから。

まだ、減圧していないじゃん。

減圧開始したって、ＳＲ弁が開いてないじゃん。

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。

いま、回路のチェックと繋ぎ替えやります。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

それで、炉が一応、水が入る？ 

ただ、その後、継続して注水を続けなければいけない。

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

それは大丈夫なの？ 

これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。

いやだから、バックアップも含めて、これは対応できてる。

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

たるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

足りなければ、手当てする。●●。

もう少しチェックが必要。えー、１６時３４分にＳＲ

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ので、いま至急チェックに入ります。 

ＲＣＩＣ回っているんだつけ。 

号は動作確認中、回っているかどうか、分かんない。

減圧しちゃえば、駆動蒸気なくなるから。 

まだ、減圧していないじゃん。 

減圧開始したって、ＳＲ弁が開いてないじゃん。

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。

いま、回路のチェックと繋ぎ替えやります。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

ただ、その後、継続して注水を続けなければいけない。 

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。

いやだから、バックアップも含めて、これは対応できてる。 

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

たるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

足りなければ、手当てする。●●。 

もう少しチェックが必要。えー、１６時３４分にＳＲ 弁の操作をいたしましたが、圧力の低下が

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

号は動作確認中、回っているかどうか、分かんない。 

減圧開始したって、ＳＲ弁が開いてないじゃん。 

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。
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やっぱり、あれだな、全体にどういうフローになっているか、書かないと。 

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

これ、書画、出してくれるかな。こういう状況で、海から直接。 

 

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

たるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？

弁の操作をいたしましたが、圧力の低下が

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

人をね、バックアップでさ、ちゃんとさあ、フォローすぐしてくれよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

たるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

ればすぐに、それは今までのちょっと整理するとどういうことになってんの？ これ、ちょっと

弁の操作をいたしましたが、圧力の低下が

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている

 

店復旧班、本店復旧班。いや、いいよ、そこで。あの、これから水が減圧の後で、注水がされる？ 

そのための水とか、電源とか、一式長時間にわたるわけだけども、その調達状況、備え状況はど

海の水ですけど、海の水が、このタンデムでずっと直接入っていますので、１つ壊れたとしても

そこを経由してそのまますぐ行きますので、ラインは確実に構成されています。それから、その

水が圧力が下がったとしても、そのまま、その格納容器内に圧力容器の水と、それから格納容器

の空気がそのまま溜まってますので、その状態であれば、少しは水が多少なり入ることで、圧力

それは分かったんだけど、水を送り続けなければいけないわけだ。そのための装置、いろんな機

たるから備えが必要なわけだ。それのバックアップは大丈夫か、もし足りなけ

これ、ちょっと

弁の操作をいたしましたが、圧力の低下が

見られませんので、ＳＲ弁の開のスイッチから弁の実動作のあいだに何らかの問題があると思う

ちょっとさあ、ちょっとおまえ、もうちょっと真剣に対応してくれよ、保修も。発電やっている



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

16:42 

 

 

 

16:43 

16:44 

16:45 

 

 

16:46 

16:47 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

発電班

 

 

 

 

 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

総務班

増田所長

総務班

増田所長

資材班

２Ｆ 

資材班

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

 １号も２号も冷温停止になっています。

発電班  現在、ＲＰＶ，あＳＲ

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

ます。

 減圧開始ってしたんだけど、まだ開いていないです。

 ただ、一回原子炉水位がガーっと下がって、上がっているっていう状態。

 ドライウェル圧力は、上がっているの？ドライウェル圧力上がっている？

 これ２本あるんだよなこれ。

 電源無し。

吉田所長  すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

ま並行して実施しているところです。

  ロジック回路のチェックをやってます。

吉田所長  ロジック回路のチェックをしてます。至急やっています。

復旧班  あのひとつひとつ着実に、ぜひお願いをいたします。

  すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

ているっていうようなことを。

総務班  ２Ｆさん、聞こえますか。福島第二、聞こえますか。

増田所長  ２Ｆ、聞こえますよ。

総務班  すみません。さっきの消防士さんたちですね。いま２Ｆ

でした。失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。

増田所長  はい。

資材班  資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

  いま、正門をエスティマ出るところです、消防隊４

資材班  すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

増田所長  ２Ｆ

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

Ｊ

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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現在、ＲＰＶ，あＳＲ

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

ます。 

減圧開始ってしたんだけど、まだ開いていないです。

ただ、一回原子炉水位がガーっと下がって、上がっているっていう状態。

ドライウェル圧力は、上がっているの？ドライウェル圧力上がっている？

これ２本あるんだよなこれ。

電源無し。 

すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

ま並行して実施しているところです。

ロジック回路のチェックをやってます。

ロジック回路のチェックをしてます。至急やっています。

あのひとつひとつ着実に、ぜひお願いをいたします。

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

ているっていうようなことを。

２Ｆさん、聞こえますか。福島第二、聞こえますか。

２Ｆ、聞こえますよ。

すみません。さっきの消防士さんたちですね。いま２Ｆ

でした。失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。

はい。 

資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

いま、正門をエスティマ出るところです、消防隊４

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

２Ｆ です、２Ｆ

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

Ｊ ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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１号も２号も冷温停止になっています。

現在、ＲＰＶ，あＳＲ 弁はまだ開いておりませんが、炉水位は燃料域で－３００、この炉圧で補

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

減圧開始ってしたんだけど、まだ開いていないです。

ただ、一回原子炉水位がガーっと下がって、上がっているっていう状態。

ドライウェル圧力は、上がっているの？ドライウェル圧力上がっている？

これ２本あるんだよなこれ。 

すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

ま並行して実施しているところです。

ロジック回路のチェックをやってます。

ロジック回路のチェックをしてます。至急やっています。

あのひとつひとつ着実に、ぜひお願いをいたします。

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

ているっていうようなことを。

２Ｆさん、聞こえますか。福島第二、聞こえますか。

２Ｆ、聞こえますよ。 

すみません。さっきの消防士さんたちですね。いま２Ｆ

でした。失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。

資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

いま、正門をエスティマ出るところです、消防隊４

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

です、２Ｆ です。いま、２Ｆ

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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弁はまだ開いておりませんが、炉水位は燃料域で－３００、この炉圧で補

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

減圧開始ってしたんだけど、まだ開いていないです。

ただ、一回原子炉水位がガーっと下がって、上がっているっていう状態。

ドライウェル圧力は、上がっているの？ドライウェル圧力上がっている？

 

すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

ま並行して実施しているところです。 

ロジック回路のチェックをやってます。 

ロジック回路のチェックをしてます。至急やっています。

あのひとつひとつ着実に、ぜひお願いをいたします。

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

ているっていうようなことを。 

２Ｆさん、聞こえますか。福島第二、聞こえますか。

すみません。さっきの消防士さんたちですね。いま２Ｆ

でした。失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。

資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

いま、正門をエスティマ出るところです、消防隊４

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

です。いま、２Ｆ で小名浜のコールセンターから資機材を持っていこうとして

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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発言内容 

弁はまだ開いておりませんが、炉水位は燃料域で－３００、この炉圧で補

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

減圧開始ってしたんだけど、まだ開いていないです。 
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すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、
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ロジック回路のチェックをしてます。至急やっています。 

あのひとつひとつ着実に、ぜひお願いをいたします。 

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

２Ｆさん、聞こえますか。福島第二、聞こえますか。 

すみません。さっきの消防士さんたちですね。いま２Ｆ を、ごめんなさい。間違いました、１Ｆ
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資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー
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る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

いま、正門をエスティマ出るところです、消防隊４名、＝１Ｆ

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

で小名浜のコールセンターから資機材を持っていこうとして

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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弁はまだ開いておりませんが、炉水位は燃料域で－３００、この炉圧で補

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

ただ、一回原子炉水位がガーっと下がって、上がっているっていう状態。 
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圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

を、ごめんなさい。間違いました、１Ｆ

資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。

名、＝１Ｆ に向かうところです。

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

で小名浜のコールセンターから資機材を持っていこうとして

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。
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すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい
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に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

方いましたら、ちょっと申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

で小名浜のコールセンターから資機材を持っていこうとして

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル

ドーザーをどこへ持っていくと、誰が運転するのかがちゃんとできてるんでしょうか。 

 

弁はまだ開いておりませんが、炉水位は燃料域で－３００、この炉圧で補

正いたしますと、まだ、え、炉心頂部から十７００ミリございます。７００ミリの位置でござい

すみません、１６時３４分にえー操作を開始しましたが、バルブがどうも開いていないみたいで、

圧力が落ちてないというのが今の状態です。で、バルブのえー、あの、おースイッチの点検をい

すみません、この期間を利用してですね、ビットのほうの水位ですとか、そういうものをちょっ

とよく確認していただければと思います、再度。水を入れているところがきちっと必要な量が出

を、ごめんなさい。間違いました、１Ｆ

資材班からえっとお願いがあります。先ほど石崎本部長から、えーブルドーザーをですね、えー

Ｊヴィレッジによこすことができたという連絡が入りました。ただ、いかんせん、それを迎えに

行くべく車とですね、えーそのトラック運転できる、大型の免許を持った方がちょっと揃わない

ところでございます。えー大型の免許を持っている方、それからその迎えに行ける車を提供でき

る方、いらっしゃるようであればえー資材班のほうにお越しください。よろしくお願いします。 

すいません、重ねて資材班からお願いでございます。いまランドリー用具の関係でちょっと大量

に荷物を運ぶ必要があります。で、業務車が不足しておりまして、個人の方でご協力いただける

 

で小名浜のコールセンターから資機材を持っていこうとして

るときに、Ｊヴィレッジへ寄ってブルドーザーの載ってるトラックを持っていこうと思ってます。

ただ、Ｊヴィレッジも人が誰もいないんです。それはみんな避難してますので、本当にそこで、

ヴィレッジでブルドーザーを拾えるようになってるんでしょうか。それと、拾ったあとのブル
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オフサイトセ

 

 

増田所長

オフサイトセ

 

 

増田所長

１Ｆ 

増田所長

清水社長

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

１Ｆ 

技術班

復旧班

清水社長

発電班

清水社長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ

まで持っていっていただけますでしょうか。

増田所長  持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

 １Ｆ側、大丈夫ですか、ゲート前で、。

増田所長  いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

  すみません、ちょっといま確認をとります。

増田所長  ぜひよろしくお願いします。

清水社長  なんなんだよ。

清水社長  復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

オ。

復旧班  はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

ール注入の紙を流用、流用させていただきます。

清水社長  途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。

復旧班  原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

す。

清水社長  ということは、燃料の上に水が来ているということ。

復旧班  そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

  そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

技術班  いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。

復旧班  え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。

清水社長  それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

発電班  はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

と、２０分で約３００ｍｍ

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

ます。

清水社長  ＳＲ

が起こるんですか。

復旧班  その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

2011 年 3 月 1

 

すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ

まで持っていっていただけますでしょうか。

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

１Ｆ側、大丈夫ですか、ゲート前で、。

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

すみません、ちょっといま確認をとります。

ぜひよろしくお願いします。

なんなんだよ。 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

オ。 

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

ール注入の紙を流用、流用させていただきます。

途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

す。 

ということは、燃料の上に水が来ているということ。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。

え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

と、２０分で約３００ｍｍ

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

ます。 

ＳＲ 弁が開かずに水が注入されない

が起こるんですか。

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。
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すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ

まで持っていっていただけますでしょうか。

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

１Ｆ側、大丈夫ですか、ゲート前で、。

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

すみません、ちょっといま確認をとります。

ぜひよろしくお願いします。 

 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

ール注入の紙を流用、流用させていただきます。

途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

ということは、燃料の上に水が来ているということ。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。

え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

と、２０分で約３００ｍｍ 低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

弁が開かずに水が注入されない

が起こるんですか。 

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ

まで持っていっていただけますでしょうか。 

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

１Ｆ側、大丈夫ですか、ゲート前で、。 

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

すみません、ちょっといま確認をとります。 

 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

ール注入の紙を流用、流用させていただきます。

途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

ということは、燃料の上に水が来ているということ。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。

え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

弁が開かずに水が注入されない状態だと仮定すると、その先はどの位の時間でどういう現象

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ

 

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

ール注入の紙を流用、流用させていただきます。 

途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

ということは、燃料の上に水が来ているということ。 

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。

え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

状態だと仮定すると、その先はどの位の時間でどういう現象

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すみません、●●です。いま確認しました。何分に着くって？ あと１０ 分で

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ

けるそうです。それでそれをですね、申し訳ありませんけど、２Ｆ の増田さんのほうで１Ｆの前

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

途中で挟むけど、原子炉のえー水位、水位を言ってください、原子炉水位。 

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

言うことで、別の弁を開けようと、あのいま中操で試みているところです。 

え、圧力補正をして７００だって先ほど報告がありましたけど。 

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

状態だと仮定すると、その先はどの位の時間でどういう現象

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

分でＪ ヴィレッジに、

トラックの上に載った、大成建設がですね、トラックに載ったブルドーザーをＪ ヴィレッジに着

の増田さんのほうで１Ｆの前

持っていって、向こうで、じやあ１Ｆ側で運転できる人いるんですね？ブルドーザーを。 

いや、ブルドーザーを運転できる人がいないとだめですよね、トラックじゃなくて。 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

 

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。 

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

ども、この弁が開かないので、まだ減圧できていない状態です。これが燃料です。 

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

 

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

状態だと仮定すると、その先はどの位の時間でどういう現象

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。

 

ヴィレッジに、

ヴィレッジに着

の増田さんのほうで１Ｆの前

 

復旧班復旧班●●、今の状況をちょっと簡単に。バルブが開かないという以降の、以降のシナリ

はい、説明用にちょうどいい紙を探していたんですけど、破れちやったものですから、４号のプ

原子炉水位はいま、あの先ほどの説明でＴＡＦの上、えっと７０っていったっけ、７００ｍｍ で

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

そうです。７００ｍｍあるということです。で、この状態で、いま減圧を始めようとしましたけ

いま、水位はマイナス３００です。でいま弁が開かなかったんで、あの、違う弁を交換しようと

それで、その今のデータに基づくと、これは何時間、どういう状態が、どういう状態が続くのか。 

はい。先ほど言いましたように、１６時４３分の時点で、ＳＲ弁のほうは、開しようと思ったも

のが、開していなくて、原子炉の水位は－３００という指示になりましたので、これを圧力補正

いたしますと、燃料の頂部から十７００ｍｍのところでございます。で、これまでおおむねえっ

低下、水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しており

ます。なので至急ＳＲ弁のえー違った弁を開させるということをいまやっているところでござい

状態だと仮定すると、その先はどの位の時間でどういう現象

その場合は今までと同じ状況が続きますんで、中の圧力がだんだん上がりまして、あのＳＲ。 
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場所 発言者

発電班

技術班

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  １７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

にいくのは。

技術班  炉心溶融、２時間ぐらい。

復旧班  あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

今まではここの格納容器のところのベントをして…

清水社長  その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

復旧班  そうです。抜いた上で。

清水社長  ＳＲＶで。

復旧班  そうです。

清水社長  それがいまできていない？

復旧班  はい、いまできておりません。

清水社長  でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

復旧班  ええ、いくつもありますので、ほかの弁を選んで。

清水社長  それ自動的に抜けるの？

復旧班  あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。

清水社長  だったら、いますぐそれできないの？

復旧班  それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

清水社長  じゃあ、それはできないということなの？

復旧班  今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

ています、現場で。

清水社長  うん。まあまぁ、それ作業成功すればという前提でね。

復旧班  はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

ます。

清水社長  そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

復旧班  はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

いま一生懸命やってくれているところです。

2011 年 3 月 1

 

１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

にいくのは。 

炉心溶融、２時間ぐらい。

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

今まではここの格納容器のところのベントをして…

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

そうです。抜いた上で。

ＳＲＶで。 

そうです。 

それがいまできていない？

はい、いまできておりません。

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

ええ、いくつもありますので、ほかの弁を選んで。

それ自動的に抜けるの？

あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。

だったら、いますぐそれできないの？

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

じゃあ、それはできないということなの？

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

ています、現場で。

うん。まあまぁ、それ作業成功すればという前提でね。

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

ます。 

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

いま一生懸命やってくれているところです。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

炉心溶融、２時間ぐらい。 

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

今まではここの格納容器のところのベントをして…

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

そうです。抜いた上で。 

それがいまできていない？ 

はい、いまできておりません。

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

ええ、いくつもありますので、ほかの弁を選んで。

それ自動的に抜けるの？ 

あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。

だったら、いますぐそれできないの？

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

じゃあ、それはできないということなの？

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

ています、現場で。 

うん。まあまぁ、それ作業成功すればという前提でね。

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

いま一生懸命やってくれているところです。
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発言内容

１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

今まではここの格納容器のところのベントをして…

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

はい、いまできておりません。 

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

ええ、いくつもありますので、ほかの弁を選んで。

あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。

だったら、いますぐそれできないの？ 

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

じゃあ、それはできないということなの？ 

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

うん。まあまぁ、それ作業成功すればという前提でね。

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

いま一生懸命やってくれているところです。 
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発言内容 

１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

今まではここの格納容器のところのベントをして… …。 

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

ええ、いくつもありますので、ほかの弁を選んで。 

あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

うん。まあまぁ、それ作業成功すればという前提でね。 

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは
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１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

あの、遠隔で抜きます。遠隔で信号を入れて抜くようにします。 

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

は新しい回線にするか、その選択をしております。それには何時間も時間がかかるものではない

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

その話は分かりました。圧力容器の、圧力、いま抜こうとしているわけでしょ？ 

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？

それで、電源の接続が正しいと思っていたところが、どうも接続ミスだったようなので。 

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

にどうだということで、それの先手を打った対策を打たなきゃいけない、ですよ。 

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

時間も時間がかかるものではない

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは

 

１７時半頃にえー燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心溶融

あのちょっと、直接それを言うと誤解があるんですが、このままほっとくと中の燃料の圧力で、

原子炉圧力の、容器の圧力が上がりますんで、安全弁が吹いて圧力が下がります。で、その分だ

け、あの出ていた蒸気の分の水位が下がるので、だんだんに水位が下がって燃料の頂部に近づき

ますので、そうなる前に圧力を下げて海水を注入するという選択をしたわけでございます。で、

でしょ？そうすると、いま●●さんが言ったけども、またその圧が抜けるような弁がほかにある？ 

 

今のままではできませんので、その電源の接続を替える、ちゃんと調整するような作業をいまし

はい。で、ほかの、この弁だけではなくて、ほかの弁で開けられる可能性があるということがあ

るので、それをいま、いろんな種類を選択をして、バックアップとして、そういう状況でござい

そうしたらば、その今の弁が開かないというリスクの前提で、どういう現象になるかと、時間的

はい。あの、このままずっと時間が経つと、ずっと水位が下がってくるがために、それを避ける

ためになるべく水位が高い段階でＳＲ弁を吹かせようとしてやったわけですけど、えっと正直言

ってそこは、まずファーストステップとして失敗をしました。なので、他の弁をやるか、あるい

時間も時間がかかるものではない

と思っておりますので、圧が次に下がる前に果たすことはできると思ってまして、それを彼らは
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場所 発言者

清水社長

復旧班

技術班

復旧班

技術班

復旧班

技術班

清水社長

清水社長

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

清水社長

復旧班

峰松顧問

清水社長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

復旧班  えっと手元にない、現状、現状、水位が上がるよね。あの

技術班  えっとですね、１号機は１６時で、１７５。あと３号機

復旧班  領域は？

技術班  炉水位Ａ

れてます。

復旧班  あと、３号機

技術班  ３号は１６時５０分で－１８００。これがＡです。Ｂ

０．２７６

清水社長  それで２号機についての……。

清水社長  まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

でしっかりと把握して、報告してください。

清水社長  ●●さん、意味分かりますか。

復旧班  はい。このまま、あの、水位が下がってまいりますと。

清水社長  水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

復旧班  はい、分かりました。

清水社長  それの対応策。

復旧班  はい、それをすぐとるようにします。

清水社長  時間の感覚はどんくらい、見ますか。

復旧班  えっと、２０分、

清水社長  いや、その最悪な状態になるまで。

復旧班  あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

と、２時間位かかりますかね？だと思います。

清水社長  じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。

復旧班  はい、分かりました。

峰松顧問  社長、峰松ですけど、なんかお呼びだと。

清水社長  えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》

復旧班  安全弁が吹いてだんだん水位が下がるでしょ？

2011 年 3 月 1

 

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

えっと手元にない、現状、現状、水位が上がるよね。あの

えっとですね、１号機は１６時で、１７５。あと３号機

領域は？ 

炉水位Ａ が－１７５、Ｂ

れてます。 

あと、３号機 

３号は１６時５０分で－１８００。これがＡです。Ｂ

０．２７６ です。

それで２号機についての……。

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

でしっかりと把握して、報告してください。

●●さん、意味分かりますか。

はい。このまま、あの、水位が下がってまいりますと。

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

はい、分かりました。

それの対応策。 

はい、それをすぐとるようにします。

時間の感覚はどんくらい、見ますか。

えっと、２０分、

いや、その最悪な状態になるまで。

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

と、２時間位かかりますかね？だと思います。

じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。

はい、分かりました。

社長、峰松ですけど、なんかお呼びだと。

えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》

安全弁が吹いてだんだん水位が下がるでしょ？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

えっと手元にない、現状、現状、水位が上がるよね。あの

えっとですね、１号機は１６時で、１７５。あと３号機

が－１７５、Ｂ が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

３号は１６時５０分で－１８００。これがＡです。Ｂ

です。 

それで２号機についての……。

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

でしっかりと把握して、報告してください。

●●さん、意味分かりますか。

はい。このまま、あの、水位が下がってまいりますと。

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

はい、分かりました。 

 

はい、それをすぐとるようにします。

時間の感覚はどんくらい、見ますか。

えっと、２０分、 です、２０分。

いや、その最悪な状態になるまで。

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

と、２時間位かかりますかね？だと思います。

じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。

はい、分かりました。 

社長、峰松ですけど、なんかお呼びだと。

えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》

安全弁が吹いてだんだん水位が下がるでしょ？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

えっと手元にない、現状、現状、水位が上がるよね。あの

えっとですね、１号機は１６時で、１７５。あと３号機

が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

３号は１６時５０分で－１８００。これがＡです。Ｂ

それで２号機についての……。 

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

でしっかりと把握して、報告してください。 

●●さん、意味分かりますか。 

はい。このまま、あの、水位が下がってまいりますと。

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

はい、それをすぐとるようにします。 

時間の感覚はどんくらい、見ますか。 

です、２０分。 

いや、その最悪な状態になるまで。 

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

と、２時間位かかりますかね？だと思います。

じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。

社長、峰松ですけど、なんかお呼びだと。 

えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》

安全弁が吹いてだんだん水位が下がるでしょ？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

えっと手元にない、現状、現状、水位が上がるよね。あの 

えっとですね、１号機は１６時で、１７５。あと３号機 

が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

３号は１６時５０分で－１８００。これがＡです。Ｂ は－２０。炉圧はＡ

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

 

はい。このまま、あの、水位が下がってまいりますと。 

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

と、２時間位かかりますかね？だと思います。 

じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。

えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》

安全弁が吹いてだんだん水位が下がるでしょ？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

は－２０。炉圧はＡ が０．２７４、Ｂ

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

じゃあ、至急それの対応策を、すぐに手を打たなきやいけない。 

えっとね－。《本店画面：清水社長と峰松顧問が二人で席を外す》 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。

が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

が０．２７４、Ｂ

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

水が入らず、入ってきたときの、時間的な、時間軸のシナリオ、これを描いてほしい。 

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ

 

それとあの、１号と３号の現状、これを可能な範囲で、ちょっとデータをしっかりつかむ。 

が－１７５。炉圧が０．０４７と０．２７０、この値がずっと維持さ

が０．２７４、Ｂ が

まあ、最悪のシナリオ。これを描いた上で、その対応策、これは、あの復旧班のバックオフィス

あっ、最悪の状況になるのは、えっと、そうですね。いままで、あれですから、あと、に、えっ
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場所 発言者

技術班

復旧班

品質安全部

１Ｆ 

品質安全部

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

品質安全部

復旧班

復旧班

勝俣会長

復旧班

勝俣会長

高橋フェロー

 

復旧班

 

１Ｆ 

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  はい、そうですね。対応策ですか。私がここでしゃべる？

復旧班  え、いや、だから、どうしようかと。

品質安全部  すいません、えっと、本店品質安全部●●と申します。１Ｆさん、すいません。ちょっと確認さ

せてください。

  はい、どうぞ。

品質安全部  あの、えっと、Ｎ２ラインのＡＯ

  Ｎ２ラインのＡＯ弁？

  答えてあげてよ。

復旧班  すいません。Ｎ２ラインは通常どおりです。

品質安全部  通常どおりということは開してるってことでよろしいですか。

復旧班  そのとおりです。

復旧班  復旧班●●です。情報を共有です。本店で手配をしてくれたブルドーザー、えっと広野のＪヴィ

レッジで引き渡しになりますが、こちら手一杯のため、第二でえー途中まで搬送してくれること

になりました。そこで、第一が途中で取って、えーこちらに着きますので、えー１９時位には、

ブルドーザーがこちらに入ることになります。以上。

勝俣会長  ５時１５分まで我慢していれば。

復旧班  続が誤ってたことが確認できましたんで、今から正して繋ぎ替えをします。同時にチェックしま

す。別の人間が行ってますんで。ちょっとチェックさせます。ちょっといま並行してやってます。

勝俣会長  現場に行けるの？

高橋フェロー  現場、行けます。ＳＲ

部電源を失って、これ１つでやってますから、厳しいんですよね。頼むよ。

 ●●さん、原子力立地業務の●●です。あの、ＳＲＶ

ぐに、あの、消防のポンプの注入という手続きになるので、消防のほうのポンプの注入できる態

勢もとってくださるようお願いいたします。

復旧班  ●●さん、すいません。いまちょっと聞こえなかったので、もう一度お願いします。

 このあとの消防のポンプの注入の態勢も、そのあと減圧が済めば、すぐに進んでいきますので、

そちらの態勢の準備もしっかりと。

  遅くなって、対応、すいません。●●。

復旧班  はい、了解です。

 えっと、ＳＲ

高橋フェロー  おまえ、昨日やったよな、それ。それでもってさ、それぞれに電池があると思うんですよ、バッ

テリーのケーブルも外して繋ぐ。外して繋ぐ。おまえ、バッテリーのはチェックしたって言うけ

2011 年 3 月 1

 

はい、そうですね。対応策ですか。私がここでしゃべる？

え、いや、だから、どうしようかと。

すいません、えっと、本店品質安全部●●と申します。１Ｆさん、すいません。ちょっと確認さ

せてください。 

はい、どうぞ。 

あの、えっと、Ｎ２ラインのＡＯ

Ｎ２ラインのＡＯ弁？

答えてあげてよ。

すいません。Ｎ２ラインは通常どおりです。

通常どおりということは開してるってことでよろしいですか。

そのとおりです。

復旧班●●です。情報を共有です。本店で手配をしてくれたブルドーザー、えっと広野のＪヴィ

レッジで引き渡しになりますが、こちら手一杯のため、第二でえー途中まで搬送してくれること

になりました。そこで、第一が途中で取って、えーこちらに着きますので、えー１９時位には、

ブルドーザーがこちらに入ることになります。以上。

５時１５分まで我慢していれば。

続が誤ってたことが確認できましたんで、今から正して繋ぎ替えをします。同時にチェックしま

す。別の人間が行ってますんで。ちょっとチェックさせます。ちょっといま並行してやってます。

現場に行けるの？

現場、行けます。ＳＲ

部電源を失って、これ１つでやってますから、厳しいんですよね。頼むよ。

●●さん、原子力立地業務の●●です。あの、ＳＲＶ

ぐに、あの、消防のポンプの注入という手続きになるので、消防のほうのポンプの注入できる態

勢もとってくださるようお願いいたします。

●●さん、すいません。いまちょっと聞こえなかったので、もう一度お願いします。

このあとの消防のポンプの注入の態勢も、そのあと減圧が済めば、すぐに進んでいきますので、

そちらの態勢の準備もしっかりと。

遅くなって、対応、すいません。●●。

はい、了解です。

えっと、ＳＲ 弁のＡ

おまえ、昨日やったよな、それ。それでもってさ、それぞれに電池があると思うんですよ、バッ

テリーのケーブルも外して繋ぐ。外して繋ぐ。おまえ、バッテリーのはチェックしたって言うけ
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レッジで引き渡しになりますが、こちら手一杯のため、第二でえー途中まで搬送してくれること

になりました。そこで、第一が途中で取って、えーこちらに着きますので、えー１９時位には、

ブルドーザーがこちらに入ることになります。以上。

５時１５分まで我慢していれば。

続が誤ってたことが確認できましたんで、今から正して繋ぎ替えをします。同時にチェックしま
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ぐに、あの、消防のポンプの注入という手続きになるので、消防のほうのポンプの注入できる態

勢もとってくださるようお願いいたします。

●●さん、すいません。いまちょっと聞こえなかったので、もう一度お願いします。

このあとの消防のポンプの注入の態勢も、そのあと減圧が済めば、すぐに進んでいきますので、

そちらの態勢の準備もしっかりと。

遅くなって、対応、すいません。●●。

はい、了解です。 

弁のＡ 弁で、ええ、弁。

おまえ、昨日やったよな、それ。それでもってさ、それぞれに電池があると思うんですよ、バッ

テリーのケーブルも外して繋ぐ。外して繋ぐ。おまえ、バッテリーのはチェックしたって言うけ
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ど、バッテリーが間違っているということはないのか。

 繋いで何べんも確認して例示されていることは確認されている。バッテリーは大丈夫です。」

高橋フェロー  それでさ、バッテリーは予備もないんだっけ？予備もあったんじゃなかったっけ？

 ２つ分。

高橋フェロー  だから、こっちのバッテリーだめだったら、次の物に繋ぐことできないのか。

高橋フェロー  そもそもバッテリーそのものがだめかもしれない。

発電班  ええ。福島第一ですけれども。ええ、福島第一の発電班ですが。現状の状況をご説明いたします。

高橋フェロー  はい。

発電班  ええ、１６時４３分に、ええ、最初にＳＲ弁のＡ

でした。その時点で、原子炉の水位は－３００ｍｍ。つまり、炉の頂部の７００ｍｍ

す。その後、１７時、えー１６時５７分に別な弁でＳＲ弁の開を試みました。しかし、これも、

えっと、え－、開はできませんでした。この時点で原子炉の水位は－５２０。つまり炉頂、燃料

頂部の。

高橋フェロー  まずいな、おい。

発電班  頂部より十５００位のとこでございます。で、う一、ＳＲ

ましたので、いま現場で調整をしてるところでございます。１７時１２分の時点で原子炉の水位

は－８００。燃料の頂部より上２００ｍｍの位置でござ

４Ｍｐａでございます。ええ、至急、あのＳＲ

  今回の不適合の原因は電気側なのか機械側なのかと問われると、どちらなんですか。

発電班  今回のは電気側＝。
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４Ｍｐａでございます。ええ、至急、あのＳＲ

今回の不適合の原因は電気側なのか機械側なのかと問われると、どちらなんですか。

電気側。例えば、バッテリーの容量が足りなかったとか、そういうわけではない。

あえっと、バッテリーの容量不足なので、で、すぐ対応しているところです。

いやいや、バッテリーの容量不足だとバッテリーを取り替えるってこと？

いんでしょ。あ一、そういうこと。 

ちょっと聞こえなかったんで教えてくれる？ 

私の言ったのが聞こえなかった？ 

私のしゃべったのが聞こえませんでしたか。 

すいません、１回目、ＳＲ弁を開けようと思ってだめでした。
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発言者  

高橋フェロー  それはいい。あの一、原因、電気側が悪いと。電気のどこが悪かったの、容量不足？

発電班  そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

す。

高橋フェロー  じゃあ、励磁ランプが点灯しなかったってこと？

発電班  えっと、励磁ランプが点灯しなかったのか。

高橋フェロー  励磁しなかったってこと？

復旧班  えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

２Ｖ

で接続不良が起きていると思われるので、いま、そこを至急確認してます。

高橋フェロー  それでさ。これ、１２Ｖ、１０個が必要で、ほかに１２Ｖ

復旧班  えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

うが早いです。

高橋フェロー  うん、早いのはいいんだけど、それを用意しとかないと、用意されてるの？

復旧班  えっと、すぐ近くに置いてあります。

 脇に置いてあるの？

 脇？

高橋フェロー  うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。

復旧班  えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

ことは確認済みです。

高橋フェロー  はい、分かりました。

技術班  １Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

分にＴＡＦ

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり

ますん

高橋フェロー  ところで、これ、ＰＣＶ

  まだです。

高橋フェロー  何が問題になってます？

発電班  空気系の不具合というふうに聞いています。

高橋フェロー  えっ？
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それはいい。あの一、原因、電気側が悪いと。電気のどこが悪かったの、容量不足？

そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

す。 

じゃあ、励磁ランプが点灯しなかったってこと？

えっと、励磁ランプが点灯しなかったのか。

励磁しなかったってこと？

えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

２Ｖ は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

で接続不良が起きていると思われるので、いま、そこを至急確認してます。

それでさ。これ、１２Ｖ、１０個が必要で、ほかに１２Ｖ

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

うが早いです。 

うん、早いのはいいんだけど、それを用意しとかないと、用意されてるの？

えっと、すぐ近くに置いてあります。

脇に置いてあるの？

脇？ 

うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

ことは確認済みです。

はい、分かりました。

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

分にＴＡＦ に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり

ますんで、その場合には必要だと思います。

ところで、これ、ＰＣＶ

まだです。 

何が問題になってます？

空気系の不具合というふうに聞いています。

えっ？ 
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それはいい。あの一、原因、電気側が悪いと。電気のどこが悪かったの、容量不足？

そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

じゃあ、励磁ランプが点灯しなかったってこと？

えっと、励磁ランプが点灯しなかったのか。

励磁しなかったってこと？ 

えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

で接続不良が起きていると思われるので、いま、そこを至急確認してます。

それでさ。これ、１２Ｖ、１０個が必要で、ほかに１２Ｖ

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

 

うん、早いのはいいんだけど、それを用意しとかないと、用意されてるの？

えっと、すぐ近くに置いてあります。

脇に置いてあるの？ 

うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

ことは確認済みです。 

はい、分かりました。 

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり

で、その場合には必要だと思います。

ところで、これ、ＰＣＶ のベントって、開いたんですか。

何が問題になってます？ 

空気系の不具合というふうに聞いています。
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発言内容
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えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは
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うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス
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は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

で接続不良が起きていると思われるので、いま、そこを至急確認してます。

それでさ。これ、１２Ｖ、１０個が必要で、ほかに１２Ｖ と１０個のやつはないの？

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

うん、早いのはいいんだけど、それを用意しとかないと、用意されてるの？

うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は
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だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり
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そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

で接続不良が起きていると思われるので、いま、そこを至急確認してます。 

と１０個のやつはないの？

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

うん、早いのはいいんだけど、それを用意しとかないと、用意されてるの？ 

うん。これ、あの、確実に接続方法だということは分かったんですか。 

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

それはいい。あの一、原因、電気側が悪いと。電気のどこが悪かったの、容量不足？ 

そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

 

と１０個のやつはないの？ 

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

 

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

１Ｆサイトですが。１７時１４分で炉水位が補正込みでプラス１５０。今のままだと１７ 時２０

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり

 

そうです。電気のバッテリーで、えっと、電圧印加するんですけども、その容量不足と思ってま

えっと、あの、バッテリー、これ、あの、１２ＶＸ１０個、直列に繋いでますけども、単体で１

は出てるのは確認できてるんですけれども、１０個繋いだときに電圧出てないので、どこか

えっと、これがきれいに並んでる物はなくて、えっと、単体で単体で、バラバラになってるのは

あるんですけれども、これ、あの、スペアとしては使えますけれども、この接続のチェックのほ

えっと、接続も、ちょっと入力箇所、端子の場所を間違えておりまして、そこは正しく直ってる

時２０ 

に到達する模様です。したがって、あの、関係する対応として、さっきの社長のリス

ク、あの、リスク考えた場合に、あの、やるべきことはブローアウトパネル。もう、炉心損傷は

覚悟して、ブローアウトパネルはもう開いてるからいいと思いますが、あとは被曝評価とか。ま

た●●さん、準備してもらうんですかね？あとは、あの、これベントした場合に、まだ早いです

けども、ベントする前に人を退避させないと、今度は炉心損傷の場合って、今度は放射能を含ん

だ物が生み出されますから、そこは、ほんとにベントする前には。２時間以降で炉心溶融になり
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17:22 

 

 

 

17:23 
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 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

発電班

高橋フェロー

発電班

官庁連絡班

１Ｆ 

技術班

情報班

通報班

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  えっと、空気系の不具合を疑ってます、いま。

高橋フェロー  ああ、加圧ができないってこと。

発電班  そういう可能性を疑っております。

官庁連絡班  いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

ームは海の方向に移行することになります。

  承知しました。ありがとうございます。

技術班  えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

します。

情報班  通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。

通報班  はい通報班、通報ＯＫ

高橋フェロー  あれ、あの、１Ｆ

  はいはい。

高橋フェロー  いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

ポンプのほう、よく確認しといてくださいね。

  はい、分かりました。

高橋フェロー  開いた？

復旧班  何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

します。

高橋フェロー  ちょっと●●君、いないかな。これさ、あれ、だめなの？

ってのは。それ、できないの？

 そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０

高橋フェロー  物理的にだめなの？

 はい。２号のパネルで、バッテリー１０個分なんで。

高橋フェロー  これ、１２Ｖ１０

 それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

高橋フェロー  うーん。

高橋フェロー  ●●君、聞こえますか。

発電班  聞こえてます。

高橋フェロー  あれ１２Ｖのやつ１０個だけど、あと１２Ｖ
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えっと、空気系の不具合を疑ってます、いま。

ああ、加圧ができないってこと。

そういう可能性を疑っております。

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

ームは海の方向に移行することになります。

承知しました。ありがとうございます。

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

します。 

通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。

はい通報班、通報ＯＫ

あれ、あの、１Ｆ

はいはい。 

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

ポンプのほう、よく確認しといてくださいね。

はい、分かりました。

開いた？ なんだよ、まったく。なんだよ、開いたん

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

します。 

ちょっと●●君、いないかな。これさ、あれ、だめなの？

ってのは。それ、できないの？

そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０

物理的にだめなの？

はい。２号のパネルで、バッテリー１０個分なんで。

これ、１２Ｖ１０

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

うーん。 

●●君、聞こえますか。

聞こえてます。 

あれ１２Ｖのやつ１０個だけど、あと１２Ｖ
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えっと、空気系の不具合を疑ってます、いま。

ああ、加圧ができないってこと。

そういう可能性を疑っております。

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

ームは海の方向に移行することになります。

承知しました。ありがとうございます。

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。

はい通報班、通報ＯＫ です。準備お願いします。

あれ、あの、１Ｆ さんね、１Ｆ

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

ポンプのほう、よく確認しといてくださいね。

はい、分かりました。 

なんだよ、まったく。なんだよ、開いたん

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

ちょっと●●君、いないかな。これさ、あれ、だめなの？

ってのは。それ、できないの？

そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０

物理的にだめなの？ 

はい。２号のパネルで、バッテリー１０個分なんで。

これ、１２Ｖ１０ 個じゃなくて、１２Ｖ１１個じゃだめか。

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

●●君、聞こえますか。 

 

あれ１２Ｖのやつ１０個だけど、あと１２Ｖ
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発言内容

えっと、空気系の不具合を疑ってます、いま。

ああ、加圧ができないってこと。 

そういう可能性を疑っております。 

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

ームは海の方向に移行することになります。 

承知しました。ありがとうございます。 

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。

です。準備お願いします。

さんね、１Ｆ さん。 

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

ポンプのほう、よく確認しといてくださいね。

なんだよ、まったく。なんだよ、開いたん

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

ちょっと●●君、いないかな。これさ、あれ、だめなの？

ってのは。それ、できないの？ こっちとこっちと、こっちとこっちとさ。

そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０

はい。２号のパネルで、バッテリー１０個分なんで。

個じゃなくて、１２Ｖ１１個じゃだめか。

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

あれ１２Ｖのやつ１０個だけど、あと１２Ｖ のやつ１０個あるんだろ？
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発言内容 

えっと、空気系の不具合を疑ってます、いま。 

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

 

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。

です。準備お願いします。 

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

ポンプのほう、よく確認しといてくださいね。 

なんだよ、まったく。なんだよ、開いたん 

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

ちょっと●●君、いないかな。これさ、あれ、だめなの？ 予備のバッテリーとさ並行してやる

こっちとこっちと、こっちとこっちとさ。

そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０

はい。２号のパネルで、バッテリー１０個分なんで。 

個じゃなくて、１２Ｖ１１個じゃだめか。

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

のやつ１０個あるんだろ？
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いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

通報班、その内容で通報します。あっ情報班、通報班よろしいですか。 

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

予備のバッテリーとさ並行してやる

こっちとこっちと、こっちとこっちとさ。 

そんだけ、あそこの近くまで置けるケーブルの長さがあるかと、１０ 個、１０

個じゃなくて、１２Ｖ１１個じゃだめか。 

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。

のやつ１０個あるんだろ？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

予備のバッテリーとさ並行してやる

 

個、１０ 個あるんで。

それはありだと思いますが、現場でそこまで、暗い中、気が回るかどうかと。 

 

いま、あの、ベント時の被曝評価はもうしてありまして、現在の風向ですと西南西なので、プル

えー技術班ですけれども、水位－１０００ということでえーＴＡＦに到達したというふうに推測

いま、まぁ、ＳＲ弁で苦労してるんだけど、あの、このあとポンプ起動してトラブラないように、

何回か動いたバルブはちょっとＮ２が足りなくなってる可能性があるので、次のバルブでトライ

予備のバッテリーとさ並行してやる

個あるんで。 
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 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 
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場所 発言者

発電班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

高橋フェロー

 

技術班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

通信復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  すいません、ちょっとちょっと、私、私、そっち見てないので。

高橋フェロー  誰が見てるんだよお一。

  ●●さん、いいですか。

高橋フェロー  そんでさ、ちょっとぼく電気屋さんじゃないんだけど、パワーが足りないなら１１個にしちゃう

とかって、そういうのもあり？

復旧班  あの、中操の中にありますんで、トライします。

高橋フェロー  トライして、よくない方向にいっても困っちゃうんだけど、ちょっとさ。

高橋フェロー  え、１２０Ｖ、なんか、ないんじゃないかと。８個もあるんだから、高い電圧でやって、１個位

壊しても、補助のやつで勝負しろってのもあるよな。

 はい。

技術班  すいません、あのＣＡＭＳの指示ですとか、見れるんであれば、見ていただきたいと思います。

高橋フェロー  もしもし。

  はい。

高橋フェロー  あの、要するに、緊対室のほうでやり方の色々、こういうふうにしたらいい、こうしたらいい、

これはだめだとかってそういうのを、ちゃんと、あるいは出てんのかな？誰かがコントロールし

てる？

発電班  えっと、中操のほうがいま、ほとんど計器がない状態です。地震のあとにバッテリー等もないの

で、で、こちらがえっと中操側の数値を開いて、それが、あの、デジタル、デジマノの数値が出

てきますので、そこを換算して、何キロというふうに返して、で、炉水位もこちらが聞いて、何

弁を開けてくれと。こちらのほう、緊対のほうから水の供給ができているからというようなやり

とりをしながらやっております。

高橋フェロー  うん。それで繋ぎ込みがさ、まずかったって、繋ぎ込みをちゃんと替えても開かないの？

  そうですね。ですから、機械的なものと電気的なものでいくと、回路上はもう電気的に正しいも

のなので、残るは、その、ええ、バルブを開けるための、その、Ｎ２の圧力が足りないとか、そ

ういうことが考えられるんですね。で、そうすると、あの、各バルブごとにＮ２のボンベを抱い

てますんで、いま、Ａ

ば、隣の別の弁をやれば、圧力が立ってるかもしれないので、いま、隣の弁に移ってやってみよ

うということでやってます。

高橋フェロー  これさ、●●君、１２Ｖ、１０個のやつが２つあるんだよね？

  ええ。ただバッテリーはですね、繋ぎ込む前に－応、１２個で１２０Ｖ

やってますんで、１個増やしてって世界ではないとは思うんですけどね。

高橋フェロー  いやいや、そんな、ぼくのあれでは。

  例えばでおっしゃったということは分かってますんで。

高橋フェロー  さっきのアイでは、並列に並べてはどうかつてのが。
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発言者  

そういう工夫もあるのかなっと思っただけですけど。

  はい。

  わかんねえ。

復旧班  えっと、バッテリーは１０

どちらかというとＮ２のほうの残圧が残ってない可能性があるので、次々とチャレンジしていく

ほうが先かなと思ってます。

システム復旧  あの、システム復旧の●●ですが。電気屋の観点から言うとですね。今の話はＡＯ弁の、要する

にソレノイド、ソレノイドで叩いてるんですよね。エアバルブを。

  そうです。

システム復旧  その、ソレノイドが電流型なのか電圧型なのかによって、対応の仕方が違いますから。そちらに

電気屋さんいますよね。電流型であれば、いま情報の通信の●●さんが言ったように、電流型だ

ったら電圧を高めてもだめで、電流容量を高めるために並列にしなきやいけないんですよ。電圧

型だったら、電圧を高めるために、電圧が出ないから直列に接続するんですよ。そちらで電気屋

さんとちょっと相談してもらえますか。

  ちょっと電気機器と相談してもらえる？

高橋フェロー  これ、ちょっとさ。なんかプラントのデータ来てるの？

官庁連絡班  １Ｆさん、１７時半の炉水位、分かります？

  １７時半の水位、分かります？ちょっと読んで。

発電班  １７時半ですね、１７時半は－１１００になりましたので、一１００ｍｍ

復旧班  いま、まず、電圧を高めてみるために、えっともう１個直列にします。

 開けらんないから、どうしようもないんだよね、ほんとうに。電源の開閉所

きててね、ここにアクセスできないんだよ、瓦磯をよけないと。まいっちゃうね。

 自衛隊の・・・なんでもいいから。

 １号と３号は＝。

 ちゃんと注入してるの？

料ないんだもん。正確な時間、言えないの？

高橋フェロー  もうさ、おい誰か本店で色々トラブッた経験をみんなしてると思うんで、なんか知恵ないの？

Ｒ弁のこういう経験で、こういうことで直ったとか。

復旧班  ＳＲ弁１１個あります。電源がいま足りないんですよ。えっと、つまり電池を十数個繋げなきや

いけないところ、１０個しか繋げてなくて、それでパワー不足だったってことは分かってます。

高橋フェロー  え、なに、１０個じゃなくて十数個並べなきやいけなかったの？

復旧班  そうです。そういうことが分かったっていうことです。ただ、そこは、とても残念なんですけど。

ただ、ＳＲ

選んでいけば、必ずどっか開きますので、そう思ってます。それから、あと、あの、ホウ酸水注

入系もですね。実は、もうバックで用意してあって、電源も用意してたんですけれども、１号の
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そうです。 
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１７時半ですね、１７時半は－１１００になりましたので、一１００ｍｍ
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にソレノイド、ソレノイドで叩いてるんですよね。エアバルブを。

その、ソレノイドが電流型なのか電圧型なのかによって、対応の仕方が違いますから。そちらに

電気屋さんいますよね。電流型であれば、いま情報の通信の●●さんが言ったように、電流型だ

ったら電圧を高めてもだめで、電流容量を高めるために並列にしなきやいけないんですよ。電圧

型だったら、電圧を高めるために、電圧が出ないから直列に接続するんですよ。そちらで電気屋

さんとちょっと相談してもらえますか。

ちょっと電気機器と相談してもらえる？

これ、ちょっとさ。なんかプラントのデータ来てるの？
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いけないところ、１０個しか繋げてなくて、それでパワー不足だったってことは分かってます。
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発言者  

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

高橋フェロー  電池、重ねるね？

復旧班  １１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

高橋フェロー  ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？

復旧班  さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。

発電班  水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

復旧班  今度は、Ｃ系についてトライします。

高橋フェロー  これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

に開かないの？１Ｆさん。

復旧班  これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

んでいます。

高橋フェロー  ああ、わかりました。

高橋フェロー  ＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし

復旧班  はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

側をチェックにいま行っています。

高橋フェロー  じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

復旧班  あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。

復旧班  承知しました。

復旧班  えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

番弱いＥかＦを実施することといたします。

復旧班  えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

ださい。

清水社長  原子炉水位が下がってきたってこと？

高橋フェロー  下がってきたってことです。

高橋フェロー  あれ、ＳＬＣはだめなのか？この間の地震で全然・・。

復旧班  ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

そこをやらなければいけません。

復旧班  復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

高橋フェロー  どうぞ。

2011 年 3 月 1

 

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

電池、重ねるね？

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？

さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

今度は、Ｃ系についてトライします。

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

に開かないの？１Ｆさん。

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

んでいます。 

ああ、わかりました。

＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

側をチェックにいま行っています。

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。

承知しました。 

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

番弱いＥかＦを実施することといたします。

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

ださい。 

原子炉水位が下がってきたってこと？

下がってきたってことです。

あれ、ＳＬＣはだめなのか？この間の地震で全然・・。

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

そこをやらなければいけません。

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

どうぞ。 
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残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

電池、重ねるね？ １１個にするってこと。

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？

さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

今度は、Ｃ系についてトライします。

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

に開かないの？１Ｆさん。 

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

ああ、わかりました。 

＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

側をチェックにいま行っています。

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。

 

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

番弱いＥかＦを実施することといたします。

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

原子炉水位が下がってきたってこと？

下がってきたってことです。 

あれ、ＳＬＣはだめなのか？この間の地震で全然・・。

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

そこをやらなければいけません。

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

１１個にするってこと。 

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？

さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

今度は、Ｃ系についてトライします。 

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

側をチェックにいま行っています。 

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

番弱いＥかＦを実施することといたします。 

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

原子炉水位が下がってきたってこと？ 

 

あれ、ＳＬＣはだめなのか？この間の地震で全然・・。

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

そこをやらなければいけません。 

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？

さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

 

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

あれ、ＳＬＣはだめなのか？この間の地震で全然・・。 

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

ちょっと、ぼくは情報持ってないけど、８個のうち何個やってみたの？ 

さっきもう１個やってみたって言ってましたけど、私がここに出る前は。 

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

＜ﾋﾟｰ＞ところでＰＣＶのベントはどうなっちゃったの？もしもし 

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。

あの電池がいっぱいあるんだから早く電池つないで電圧上げて下さい。 

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

残念ながら電源復旧途中で終わってたんですね。あの、おととい位までは、まだ、あと１時間で

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。

 

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

じゃああれじゃん、ベントなんか待っていたら、全然起動できなかったじゃないかよ。 

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、

復旧班より、１号機、２号機、３号機のメイキャップのラインを報告します。 

 

１時間で

終わるって感じだったんですけど。あと、他にもその、圧力容器のベントを開ける方法だとか、

とにかく減圧させる方法はいくらでもありますので、そういったところの電源をもっと工夫して

復旧すれば減圧させることはできます。まあ、それよりも今の方法が一番確実だと思います。 

１１個っていうか、とにかくどれかの弁を開けていくといったことが最も確実です、はい。 

水平ベントなんて、やる価値あるんですか？動いているんですか？これは関係ないと思います。 

これあれなんだっけ、励磁のランプってのはつくんだっけ、点いているんだっけ、点いているの

これ、バッテリーが中古のものなので、あの、ランプをつけずに、励磁をさせるという回路を組

はい、あのタービングループがコンプレッサーを見に行っているのと、原子炉グループがボンベ

えっと、いまバッテリーをもう一個追加します。また、あのバネ、バネ力、安全弁のバネ力の一

えっと電池いっぱいあるんだったら、あの手が空いている人、パラでね、電圧だけでなくて、電

流も稼げるように、パラで電池つないで下さい、手の空いている人、手の空いている人やってく

ガレキの下に埋もれていて、電源車が傾いているので、それをどかしてやれば出来ますけれども、
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発言者  

復旧班  ２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

後、インサービスする予定になっています。

高橋フェロー  これなんだっけ、ラインナップ全部終わっているんだっけ？

 はい。

高橋フェロー  全部終わってそれぞれ注水ができるわけね。

復旧班  そうです。

高橋フェロー  始めたの？

復旧班  いやまだです。

高橋フェロー  何を待っているんですか？

復旧班  まず、

高橋フェロー  ああ２号機は分かっている。１と３は？

復旧班  １と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

高橋フェロー  まだ取替中なのか。

復旧班  はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

とでラインナップが出来ています。

高橋フェロー  これ全部急ぐんでよろしくお願いします。まいったな。

高橋フェロー  すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

のやつ。

発電班  はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

００ミリメーター圧力は７．３５８になっています。

高橋フェロー  もしもし。

 《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

姿》

2011 年 3 月 1

 

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

後、インサービスする予定になっています。

これなんだっけ、ラインナップ全部終わっているんだっけ？

はい。 

全部終わってそれぞれ注水ができるわけね。

そうです。 

始めたの？ 

いやまだです。 

何を待っているんですか？

まず、2号機はＳＲ弁が吹いて原子炉が減圧されないと入らない。

ああ２号機は分かっている。１と３は？

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

まだ取替中なのか。

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

とでラインナップが出来ています。

これ全部急ぐんでよろしくお願いします。まいったな。

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

のやつ。 

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

００ミリメーター圧力は７．３５８になっています。

もしもし。 

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

姿》 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

後、インサービスする予定になっています。

これなんだっけ、ラインナップ全部終わっているんだっけ？

全部終わってそれぞれ注水ができるわけね。

 

何を待っているんですか？ 

号機はＳＲ弁が吹いて原子炉が減圧されないと入らない。

ああ２号機は分かっている。１と３は？

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

まだ取替中なのか。 

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

とでラインナップが出来ています。

これ全部急ぐんでよろしくお願いします。まいったな。

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

００ミリメーター圧力は７．３５８になっています。

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

後、インサービスする予定になっています。 

これなんだっけ、ラインナップ全部終わっているんだっけ？

全部終わってそれぞれ注水ができるわけね。 

号機はＳＲ弁が吹いて原子炉が減圧されないと入らない。

ああ２号機は分かっている。１と３は？ 

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

とでラインナップが出来ています。 

これ全部急ぐんでよろしくお願いします。まいったな。

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

００ミリメーター圧力は７．３５８になっています。

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

 

これなんだっけ、ラインナップ全部終わっているんだっけ？ 

 

号機はＳＲ弁が吹いて原子炉が減圧されないと入らない。

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

これ全部急ぐんでよろしくお願いします。まいったな。 

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

００ミリメーター圧力は７．３５８になっています。 

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

 

号機はＳＲ弁が吹いて原子炉が減圧されないと入らない。 

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

栓にはまだ流れていない。いうことだと思っています。えっと次に１号機ですが、１号機はえっ

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

で２段目のポンプで確認できたのが、えー１．３メガパスカルです。このままですと２号機のＳ

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

１と３はこのポンプ３号機は爆破で壊れたこのポンプを今取り替えています。 

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス

 

２台の海水ポンプを通します、そのうちの１、１本をブランチさせて逆洗弁ピットに落とします。

現在、このホースはぱんぱん、ぱんぱんになって、えー逆洗弁ピットに流れております。もう一

方、ろ過水の方を利用してですね、原水タンクからポンプを使って、ろ過水に流し、それから水

頭、静水頭を利用してですね、消火栓、逆洗弁ピットに流します。ですが、これはまだここに流

れていません。その理由は、ろ過水タンクから、ブランチしている方に流れていて、当該の消火

はえっ

と海水、物揚場に同じように、専門のポンプを一台もうけまして海水ポンプから直接１号機の方

に流入させます。それから２号機ですが、えー２号機は３号機とコモンとしまして、先ほどの２

号機のポンプ１とポンプ２を利用して、えーこの２台のポンプから専門のポンプで２号機の方に

供給します。ここの所の供給、えっと午前中に確認したところ、このホースはぱんぱんでした。

ちなみに、１台目のポンプのサクションで１６００リッターパーミニッツで流れています。圧力

２号機のＳ

Ｒ弁、ベッセル側の圧力が減圧されれば、自然とこちらの方が供給されることになろうかと思い

ます。で、現在、このポンプとこのポンプは南明さんの方で取り替えています。爆破後に、ちょ

っと故障したと思われるポンプから新しいポンプに取り替えています。でこのポンプ取り替えた

はい、これと一号機はこれまでいろいろとポンプを何台も組み合わせて１号機に入れたんですが、

新しいいいポンプがありますので、そのポンプを海水から直接取って１号機に入れると、いうこ

すいません、１Ｆさん、いま炉水位とか圧力とか、もう一度データを教えてもらえますか。最新

はい、はい１７：５２現在でベッセルの水位はマイナス１５００。えー燃料頂部からマイナス５

《オフサイトセンター画面：小森常務がオフサイトセンターに到着。保護服の白いタイベックス
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場所 発言者

清水社長

 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

峰松顧問

柏崎 

復旧班

 

復旧班

 

官庁連絡班

復旧班

発電班

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  でも、それがあれだろ、まだ開かないんだろ？

 どれが開くか調べてるんだ。さっきから２、３

高橋フェロー  あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？

復旧班  あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

りますので、それを脇で。

高橋フェロー  あの一、電池ではなくて。

復旧班  ああ、ポンプね。

高橋フェロー  ポンプの吐出圧を上げてやるということで。

峰松顧問  ただ、配管の肉厚で。

  すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？

復旧班  聞こえております。

 ＳＲ

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

復旧班  ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。

 電池って２Ｆ

官庁連絡班  いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

来ています。

復旧班  それは本店で答えます。

発電班  えっと、一２０００？

吉田所長  はい、減圧開始したみたいです。

高橋フェロー  よし、ポンプは？

吉田所長  落ち方が悪いな。

高橋フェロー  注入も開始したの？

復旧班  減圧開始。

高橋フェロー  減圧開始か。まだ入んないか、あわてちゃいかんな。

発電班  え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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でも、それがあれだろ、まだ開かないんだろ？

どれが開くか調べてるんだ。さっきから２、３

あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？

あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

りますので、それを脇で。

あの一、電池ではなくて。

ああ、ポンプね。

ポンプの吐出圧を上げてやるということで。

ただ、配管の肉厚で。

すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？

聞こえております。

ＳＲ 弁の件ですが、私も過去の不具合の中で、現場の中でえっと配線側のミスというのがかつて

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。

電池って２Ｆ にはないの？

いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

来ています。 

それは本店で答えます。

えっと、一２０００？

はい、減圧開始したみたいです。

よし、ポンプは？

落ち方が悪いな。

注入も開始したの？

減圧開始。 

減圧開始か。まだ入んないか、あわてちゃいかんな。

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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でも、それがあれだろ、まだ開かないんだろ？

どれが開くか調べてるんだ。さっきから２、３

あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？

あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

りますので、それを脇で。 

あの一、電池ではなくて。 

ああ、ポンプね。 

ポンプの吐出圧を上げてやるということで。

ただ、配管の肉厚で。 

すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？

聞こえております。 

弁の件ですが、私も過去の不具合の中で、現場の中でえっと配線側のミスというのがかつて

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。

にはないの？ 

いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

それは本店で答えます。 

えっと、一２０００？ まあ、いいのか。

はい、減圧開始したみたいです。

よし、ポンプは？ 

落ち方が悪いな。 

注入も開始したの？ 

減圧開始か。まだ入んないか、あわてちゃいかんな。

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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発言内容

でも、それがあれだろ、まだ開かないんだろ？

どれが開くか調べてるんだ。さっきから２、３

あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？

あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

ポンプの吐出圧を上げてやるということで。 

すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？

弁の件ですが、私も過去の不具合の中で、現場の中でえっと配線側のミスというのがかつて

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。

いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

まあ、いいのか。 

はい、減圧開始したみたいです。 

減圧開始か。まだ入んないか、あわてちゃいかんな。

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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発言内容 

でも、それがあれだろ、まだ開かないんだろ？ 

どれが開くか調べてるんだ。さっきから２、３ 回やったけど開かないそうなんで。

あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？

あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

 

すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？

弁の件ですが、私も過去の不具合の中で、現場の中でえっと配線側のミスというのがかつて

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。

いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

減圧開始か。まだ入んないか、あわてちゃいかんな。 

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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回やったけど開かないそうなんで。

あの一、ちょっとさ、皆さんの意見を聴きたいんだけど、手がないのが困っちゃうんで、ポンプ

をもっと直列に何台も並べちやったら昇圧して入ったりしない？ だめ？ 

あの、いま指示しているのが、直列で増やすことあるいは並列で増やすこと、いろんな作戦があ

すいません柏崎の●●ですけども、１Ｆさんいいですかね、聞こえますか？ 

弁の件ですが、私も過去の不具合の中で、現場の中でえっと配線側のミスというのがかつて

昔あった記憶があったんですよね、それを考えると、もしＳＲ弁の電磁弁を動かすのであればで

すね、単純な、三連式のＡＤＳとＳＲ弁が付いているものではなくて、１弁だけの弁を選定して

これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。

ありがとうございます。それ、次に試そうと思っております、はい。 

いま保安院から質問が来てまして、１つは３号の炉圧とドライウェルの圧力が下がりだした。要

するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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これを繋ぎ込んだほうがミスが少ないんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いします。
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するに今までと傾向が変わったのですが、その理由を東電はどのように考えるか、ということ。

それからもう１つは、２号の現状ですが、サブチャンの圧力は高いので炉圧がなかなか下がらな

い状況であろうが、この場合、ベントを先にやる手順にはなっていないのか。この２点の質問が

え一と、１８時０６分で炉の圧力が５．４メガに下がりました。原子炉の水位は－１１００ｍｍ
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場所 発言者

清水社長

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

高橋フェロー

復旧班

発電班

発電班

発電班

発電班

高橋フェロー

保安班

発電班

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

発電班

発電班

高橋フェロー

発電班

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

ので、燃料頂部の１００程度の値を指しています。

清水社長  下がってんだな。

高橋フェロー  ええ、減圧されました。

復旧班  ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。

高橋フェロー  《電話》減圧、減圧。ええ、いま１８時６

い、どうも一。

高橋フェロー  《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

復旧班  格納容器圧力をコールしてください。

発電班  炉圧３．８２５

発電班  炉水－２７００。

発電班  炉水－２８００。

発電班  ドライウェル圧力、

高橋フェロー  ポンプは起動したの？

保安班  えっと現在の風向きは、排気筒方向で、２Ｆ

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

発電班  水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

  また来たよ。

吉田所長  《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

す。

高橋フェロー  ちょっと吉田君、いま炉圧がどの位か教えてくれる？

発電班  はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

の水位が－２５００

発電班  炉圧は２．２５です

高橋フェロー  はい、了解。

発電班  －２５００位のところにいると思います。

吉田所長  《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下

がらないと。はい。

2011 年 3 月 1

 

ので、燃料頂部の１００程度の値を指しています。

下がってんだな。

ええ、減圧されました。

ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。

《電話》減圧、減圧。ええ、いま１８時６

い、どうも一。 

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

格納容器圧力をコールしてください。

炉圧３．８２５ 

炉水－２７００。

炉水－２８００。

ドライウェル圧力、

ポンプは起動したの？

えっと現在の風向きは、排気筒方向で、２Ｆ

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

また来たよ。 

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

す。 

ちょっと吉田君、いま炉圧がどの位か教えてくれる？

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

の水位が－２５００

炉圧は２．２５です

はい、了解。 

－２５００位のところにいると思います。

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下

がらないと。はい。
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ので、燃料頂部の１００程度の値を指しています。

下がってんだな。 

ええ、減圧されました。 

ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。

《電話》減圧、減圧。ええ、いま１８時６

 

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

格納容器圧力をコールしてください。

 

炉水－２７００。 

炉水－２８００。 

ドライウェル圧力、 

ポンプは起動したの？ 何キロになったら起動するんだっけ、あ、焦っちゃいかん。

えっと現在の風向きは、排気筒方向で、２Ｆ

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

ちょっと吉田君、いま炉圧がどの位か教えてくれる？

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

の水位が－２５００ 位のところにいると思います。

炉圧は２．２５です 

－２５００位のところにいると思います。

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下

がらないと。はい。 
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発言内容

ので、燃料頂部の１００程度の値を指しています。

ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。

《電話》減圧、減圧。ええ、いま１８時６ 分で５．４メガに下がりました。７．３メガから、は

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

格納容器圧力をコールしてください。 

何キロになったら起動するんだっけ、あ、焦っちゃいかん。

えっと現在の風向きは、排気筒方向で、２Ｆ で、と、と、東南東って言ったっけ。ちょっと東、

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

ちょっと吉田君、いま炉圧がどの位か教えてくれる？

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

位のところにいると思います。

－２５００位のところにいると思います。 

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下
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発言内容 

ので、燃料頂部の１００程度の値を指しています。 

ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。

分で５．４メガに下がりました。７．３メガから、は

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

何キロになったら起動するんだっけ、あ、焦っちゃいかん。

で、と、と、東南東って言ったっけ。ちょっと東、

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

ちょっと吉田君、いま炉圧がどの位か教えてくれる？ 

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

位のところにいると思います。 

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下
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ドライウェル圧力、監視してくださいね。ドライウェル圧力。 

分で５．４メガに下がりました。７．３メガから、は

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

何キロになったら起動するんだっけ、あ、焦っちゃいかん。

で、と、と、東南東って言ったっけ。ちょっと東、

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下
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分で５．４メガに下がりました。７．３メガから、は

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。

何キロになったら起動するんだっけ、あ、焦っちゃいかん。 

で、と、と、東南東って言ったっけ。ちょっと東、

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下

 

分で５．４メガに下がりました。７．３メガから、は

《電話》あ、すいません、あの、時間が違ってました。１８時６分じゃなかった。もうちょっと。 

で、と、と、東南東って言ったっけ。ちょっと東、

陸側に向いていますけど、風速は０．２ｍ、ほとんど凪、凪です。ほとんど無風状態、いま。 

水位マイナス３１００。ドライウェル圧力、０．３９５。炉圧９．９８３。炉水位マイナス・・・。 

《電話》東京電力の吉田でございます。２号機はＳＲ弁が開きましたが、え－、中のですね、炉

内の、炉内と言うか、核納容器内のですね、温度が高いもんですから、なかなか蒸気が凝縮しな

いと。その状態で、えー炉水位が下がっていると。ちょっと、あまり良くない状況で、まぁ下が

ったは下がったんですけどちょっとそういうよくない状況であることをご報告させていただきま

はい、え－と１８時１２分で、炉圧は２．４７、２．４７まで来ています。水位、水位、ＲＰＶ）

《電話》はい、吉田でございます。ＳＲ弁は開きました。開きました。開いて減圧はしておるん

でございますけども、はい。ただし、あの、スタートする前に。そういうことで炉圧は下がって

おります。２．７とか、どんどん推移してますのであれですけども。はい、下がっております。

ではあります。で中が熱いものですから、やはり心配されたとおり、蒸気が凝縮するのが非常に

遅いんですね。はい、ですから温度が下がらないですね、なかなか。ですから圧力もなかなか下
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テレビ会議 2011

 

発言者  

  やっぱりベントをあれすれば。

復旧班  いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

吉田所長  それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

すから２メガ、。

 吉田さーん

  電話中です。

高橋フェロー  ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

ょっとですね、●●さん、お願いします。

技術班  本店の下の会見において、いま、Ｑが出ております。そのＱ

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

された。その後、８

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

めるという形の答えになっております。これを回答

清水社長  その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。

清水社長  溶けるのありうるの？

  炉水－３５００。炉圧１．６０３。

  炉圧１．５７５。

  炉水－３６００。

  炉圧１．５３０。

  炉圧Ｌ３９５。炉水－３６００。炉圧１．３０５。

  炉圧１．２６８。

  炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

保安班  現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

でしょうかね、で、ところが、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。

 すいません、●●なんですけれども、１Ｆ

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号
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やっぱりベントをあれすれば。

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

すから２メガ、。

吉田さーん 

電話中です。 

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

ょっとですね、●●さん、お願いします。

本店の下の会見において、いま、Ｑが出ております。そのＱ

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

された。その後、８

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

めるという形の答えになっております。これを回答

その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。

溶けるのありうるの？

炉水－３５００。炉圧１．６０３。

炉圧１．５７５。

炉水－３６００。

炉圧１．５３０。

炉圧Ｌ３９５。炉水－３６００。炉圧１．３０５。

炉圧１．２６８。

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

でしょうかね、で、ところが、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。

すいません、●●なんですけれども、１Ｆ

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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やっぱりベントをあれすれば。

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

すから２メガ、。 

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

ょっとですね、●●さん、お願いします。

本店の下の会見において、いま、Ｑが出ております。そのＱ

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

された。その後、８ 時に１６０ＳＶ／ｈを検知した。２番目のＱ、通常原子炉格納容器内は同シ

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

めるという形の答えになっております。これを回答

その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。

溶けるのありうるの？ ということになるでしょうね。

炉水－３５００。炉圧１．６０３。

炉圧１．５７５。 

炉水－３６００。 

炉圧１．５３０。 

炉圧Ｌ３９５。炉水－３６００。炉圧１．３０５。

炉圧１．２６８。 

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

でしょうかね、で、ところが、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。

すいません、●●なんですけれども、１Ｆ

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

やっぱりベントをあれすれば。 

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

ょっとですね、●●さん、お願いします。 

本店の下の会見において、いま、Ｑが出ております。そのＱ

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

時に１６０ＳＶ／ｈを検知した。２番目のＱ、通常原子炉格納容器内は同シ

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

めるという形の答えになっております。これを回答

その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。

ということになるでしょうね。

炉水－３５００。炉圧１．６０３。 

炉圧Ｌ３９５。炉水－３６００。炉圧１．３０５。

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

でしょうかね、で、ところが、１Ｆ で確認してもらっているんですけど、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。

すいません、●●なんですけれども、１Ｆ さん、いまちょっと話していいですか。いまですね、

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

本店の下の会見において、いま、Ｑが出ております。そのＱ に答える必要があります。Ｑを読み

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

時に１６０ＳＶ／ｈを検知した。２番目のＱ、通常原子炉格納容器内は同シ

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

めるという形の答えになっております。これを回答したいと思いますが、いかがですか。

その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。

ということになるでしょうね。 

炉圧Ｌ３９５。炉水－３６００。炉圧１．３０５。 

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

で確認してもらっているんですけど、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。

さん、いまちょっと話していいですか。いまですね、

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですか

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

に答える必要があります。Ｑを読み

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

時に１６０ＳＶ／ｈを検知した。２番目のＱ、通常原子炉格納容器内は同シ

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

したいと思いますが、いかがですか。

その件は、官邸とあれと、きちんと事前にしっかり、あれしといて。 

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ

で確認してもらっているんですけど、１Ｆ

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

の方向をきちんと確認してくれと、いうふうにお願いしました。以上です。 

さん、いまちょっと話していいですか。いまですね、

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いま、注水ポンプがすでに起動しています。２つ目の逃がし弁の起動を、もう一回開こうと準備

を始めています。ベント弁が開かないので、窒素タンクの交換にいま行って、ちょっとこれ決死

隊なんだけど、圧が下がっているので上げようと、ということで、現場に行っています。 

それから、もう、一部は燃料が露出している状況にもあるんです。部分的にですね。フラッシュ

してますものですから。あ、そういうことです。これからどんどん炉圧が下がってきます。注入

しようとしているのは、消火系の系統使いますポンプでございますから、その圧力になって、炉

側よりも圧力がそこよりも落ちますと、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。

それがそれがですね、海水用のポンプでいまパンパンに張っているんですが、だいたい１０キロ

とかそんなもんなんですね。あ、１０キロってのは、すいません、１Ｍｐａです。ですから、で

ちょっとすいませんね。オフサイトセンターの方も一緒に聞いてほしいんですけど、１Ｆも。ち

に答える必要があります。Ｑを読み

上げます。１Ｆ３号機原子炉格納容器内で１６０ＳＶの値が検知されたと聞いたが、事実関係は？

これに対する答えは、ＣＡＭＳが復旧した時点、３月１４日４時３０分で１４４Ｓｖ／ｈが検知

時に１６０ＳＶ／ｈを検知した。２番目のＱ、通常原子炉格納容器内は同シ

ーベルト程度か。停止時であればほぼ０ｓｖ／ｈである。Ｑ、３つ目、１６０ｓｖという高数値

は被覆管が溶ければありうるのか。燃料損傷に至っていればありえる。３つ目は、炉心損傷を認

したいと思いますが、いかがですか。 

炉圧０．２１５。炉水－３７００。ドライウェル０．４００。炉圧０．１９３。 

現在の２Ｆの排気筒の方向がですね、陸側に風が吹いています。数メーター、２、３ｍ ってとこ

で確認してもらっているんですけど、１Ｆ は体感で北の方

向に吹いてるそうです。なので、ちょっとこれ、はっきりしませんので、いま、１Ｆのほうに指

示したのは、排気筒からもしベントした場合には、排気筒からモヤモヤと湯気が出ますので、そ

 

さん、いまちょっと話していいですか。いまですね、

先ほどもちょっと話したんですけど、１Ｆから、いや保安院さんからですね、あの一、いわゆる

その、いま自衛隊さんにですね、道路のその、まあ瓦磯をどけるのとか、ビットの瓦磯をどける、

というような仕事をお願いしたということをお願いしているんですけども、先ほどもですね、こ

のお仕事をしていただいている時に、まあ爆発もあったということで、むしろですね、今回２号
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発言者  

機には消防車を直列で繋いで直接入れられるわけですよね、水を。むしろ逆先弁のビットの掃除

だとか道路の掃除なんかをやるより

い合わせが来てるんですけども。

武藤副社長  武藤ですけどね、その、直接ビットよりももっと下流側に入れるようにして、そこに入れる場所

がないかと言われているということかな。

 はい、そうです。

武藤副社長  それは、うまく繋いだということなんだろ。

 いやあの、２号機はそういうふうに繋いだわけですよね。

武藤副社長  うん、だから、そっから入れりやいいんだろ。

 １号、３号についても同じようにできないかと。危険を冒してビットの掃除なんかする必要ない

じゃないかと。

高橋フェロー  いまね、１号機は同じようにしていると聞いていますよ。

武藤副社長  そのほうが、たぶん、さっきぼくが出てくるときのビットの状況を聞いた感じからすると、線量

の高い瓦磯を全部どけたりするよりもよっぽど楽じゃないかという気がするけれども。１号と３

号について、その、それを入れる場所だが、見つかってるのかどうかというのが分かんないんで、

そこは確認してるの？

 え－、ちょっとその辺を、逆に言うと、その、１Ｆ

かったんですけども。

武藤副社長  うん、吉田さん、聞こえるかい。

武藤副社長  おーい。

吉田所長  聞こえますけどね、ちょっといま、いま、いまのポイント、ちょっと、あの、いまの質問に答え

る余力、よりょ、余裕はないんですけどね。

武藤副社長  余裕がない、なななな、なんで。

吉田所長  《ビー音》、ちょっとあの、武藤さん。

復旧班  武藤さーん。ちょっと答えます。１号、２号、３号への注入は昨日から試みてまして、ご存じの

ように。

武藤副社長  いや、分かってるよ。

復旧班  例えば１号機ですと、前３号機の逆先ビットにいっぱい海水がたまっていたと言うことで、物揚

場から長い距離のホースを引くよりは、当該逆先ビットから１号機、２号機側のほうにホースを

引いたほうが全然距離が短いので、そう考えて引きました。

武藤副社長  そのとおり。

復旧班  とくに１号機については、３号機の逆先ビットが遠いということで、ポンプをシリーズに３台直

列に並べて引きました。

武藤副社長  消防自動車な。
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発言者  

復旧班  ２号機、３号機については、１台ずつやっています。

武藤副社長  ＯＫ。

復旧班  しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

ら１号機が近いから。

武藤副社長  ちょっと待って、ちょ

ているのだな？

復旧班  いま、そういうふうに敷設しています。

武藤副社長  ＯＫ、２号は２台？

復旧班  ２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

のりパーシングバルブビットに送っています。

武藤副社長  分かった分かった。そうすると３号機はないんだな。水が。

復旧班  ３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。

武藤副社長  それと２号機の分岐したやっと両方あるということかい？

復旧班  そうです。そういうことです。

 そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？

復旧班  そうです。それで、ブルドーザーだっけ？

武藤副社長  分かった分かった。

復旧班  こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

の通路の確保だとか、そういったのを図っています。

武藤副社長  分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ポンプが足んねぇんだろ？

復旧班  ポンプは今のところ、いま２号機のケースで、吐出……。

吉田所長  ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。

武藤副社長  余裕あれば欲しいよな。ポンプは消防自動車でいいのか。

復旧班  武藤さんすいません、もう一回言って下さい。

武藤副社長  消防自動車が行けばいいってこと？
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２号機、３号機については、１台ずつやっています。

ＯＫ。 

しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

ら１号機が近いから。

ちょっと待って、ちょ

ているのだな？ 

いま、そういうふうに敷設しています。

ＯＫ、２号は２台？

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

のりパーシングバルブビットに送っています。

分かった分かった。そうすると３号機はないんだな。水が。

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。

それと２号機の分岐したやっと両方あるということかい？

そうです。そういうことです。

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？

そうです。それで、ブルドーザーだっけ？

分かった分かった。

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

の通路の確保だとか、そういったのを図っています。

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ポンプが足んねぇんだろ？

ポンプは今のところ、いま２号機のケースで、吐出……。

ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。

余裕あれば欲しいよな。ポンプは消防自動車でいいのか。

武藤さんすいません、もう一回言って下さい。

消防自動車が行けばいいってこと？
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２号機、３号機については、１台ずつやっています。

しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

ら１号機が近いから。 

ちょっと待って、ちょっと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

 

いま、そういうふうに敷設しています。

ＯＫ、２号は２台？ 

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

のりパーシングバルブビットに送っています。

分かった分かった。そうすると３号機はないんだな。水が。

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。

それと２号機の分岐したやっと両方あるということかい？

そうです。そういうことです。

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？

そうです。それで、ブルドーザーだっけ？

分かった分かった。 

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

の通路の確保だとか、そういったのを図っています。

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ポンプが足んねぇんだろ？ 

ポンプは今のところ、いま２号機のケースで、吐出……。

ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。

余裕あれば欲しいよな。ポンプは消防自動車でいいのか。

武藤さんすいません、もう一回言って下さい。

消防自動車が行けばいいってこと？
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発言内容

２号機、３号機については、１台ずつやっています。

しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

っと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

いま、そういうふうに敷設しています。 

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

のりパーシングバルブビットに送っています。

分かった分かった。そうすると３号機はないんだな。水が。

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。

それと２号機の分岐したやっと両方あるということかい？

そうです。そういうことです。 

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？

そうです。それで、ブルドーザーだっけ？ 

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

の通路の確保だとか、そういったのを図っています。

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ポンプは今のところ、いま２号機のケースで、吐出……。

ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。

余裕あれば欲しいよな。ポンプは消防自動車でいいのか。

武藤さんすいません、もう一回言って下さい。

消防自動車が行けばいいってこと？ 
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発言内容 

２号機、３号機については、１台ずつやっています。 

しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

っと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

のりパーシングバルブビットに送っています。 

分かった分かった。そうすると３号機はないんだな。水が。 

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。

それと２号機の分岐したやっと両方あるということかい？ 

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

の通路の確保だとか、そういったのを図っています。 

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ポンプは今のところ、いま２号機のケースで、吐出……。 

ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。

余裕あれば欲しいよな。ポンプは消防自動車でいいのか。 

武藤さんすいません、もう一回言って下さい。 
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しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

っと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

 

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

ろ過水経由、ろ過水タンクで静水頭でいま入れようとしています。 

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

むしろそれじゃなくて、いま言った方向に変えるということですね？ 

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

ええ、こわ、壊れたと言えば壊れてるんで、余裕があれば欲しいです。 
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しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

っと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて

 

しかし、先ほどの爆発の関係でポンプが全部で３台故障したので、使えるポンプと新しく入れた

ポンプとを分けてシンプルにしました。それから２号機は物揚場から２台のポンプを通して、１

台は２号機、直接。１台は２号機ポンプからリパーシングバルブビット。で、１号機は３台シリ

ーズだったポンプを２台ぶっ壊れてしまったので、新しいポンプを、ここでもう古いポンプと入

れ替えてシンプルに、２号機並みに１号機に直接物揚場から入れています。その理由は物揚場か

っと待って。そうすると、１号機はポンプ１台で物揚場から入れようとし

２号は、３号機との絡みがあったので、前のポンプも利用するということで、ポンプをシリーズ

にして１段目と２段目で２段目のポンプをブランチして２号機で、もう１つのブランチで３号機

３号機につきましては、海水を直接入れることが不可能になりましたので、先ほどの爆破で４号

機の放水口から入れる予定だった海水がだめになりましたので、２号機側とそれから原水タンク、

そういう意味では、重機を持っていって道路を清掃するとか逆先ビットを清掃するというのは、

こういったことによって、リパーシングバルブビット前の道路を整備できて、当直員のバス、車

分かった分かった、やろうとしていることは分かったので、そうするとさ、ポンプがぶっ壊れて
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テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  それがいいです。

武藤副社長  聞こえない。

復旧班  それが一番いいです。

武藤副社長  それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。

復旧班  あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。

武藤副社長  ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

復旧班  え一つと、１

吉田所長  あのですね、仕様的に言うと、だいたい３００Ｌ／ｍｉｎ

武藤副社長  じゃあ、３００Ｌ／ｍｉｎ位出るポンプ車＝。

吉田所長  いや間違えた。３０００Ｌ、ごめん。

武藤副社長  ３０００Ｌ

吉田所長  ８００位です。

  そうそう、３１００Ｌ／ｍｉｎ

総務班  火力が今日４台入れてくれました。

 すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

よろしいですね？

  炉圧０．８５５。炉水－３８００。

吉田所長  取り下げて結構です。

ＯＳＣ  はい、分かりました。すみませんでした。

  ドライウェル０．４００、変わらず。

武藤副社長  それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

吉田所長  えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

武藤副社長  プラスアルファで。

資材班  昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。

吉田所長  もう来ているの？

 あの一ですね。

2011 年 3 月 1

 

それがいいです。

聞こえない。 

それが一番いいです。

それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。

あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

え一つと、１ つは…

あのですね、仕様的に言うと、だいたい３００Ｌ／ｍｉｎ

じゃあ、３００Ｌ／ｍｉｎ位出るポンプ車＝。

いや間違えた。３０００Ｌ、ごめん。

３０００Ｌ ってのはでけぇぞ、３ｋＬ

８００位です。 

そうそう、３１００Ｌ／ｍｉｎ

火力が今日４台入れてくれました。

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

よろしいですね？

炉圧０．８５５。炉水－３８００。

取り下げて結構です。

はい、分かりました。すみませんでした。

ドライウェル０．４００、変わらず。

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

プラスアルファで。

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。

もう来ているの？

あの一ですね。 
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それがいいです。 

それが一番いいです。 

それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。

あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

つは… …。どこのポンプだったっけ、え一つと１つは、え一つと。

あのですね、仕様的に言うと、だいたい３００Ｌ／ｍｉｎ

じゃあ、３００Ｌ／ｍｉｎ位出るポンプ車＝。

いや間違えた。３０００Ｌ、ごめん。

ってのはでけぇぞ、３ｋＬ

 

そうそう、３１００Ｌ／ｍｉｎ

火力が今日４台入れてくれました。

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

よろしいですね？ 

炉圧０．８５５。炉水－３８００。

取り下げて結構です。 

はい、分かりました。すみませんでした。

ドライウェル０．４００、変わらず。

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

プラスアルファで。 

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。

もう来ているの？ 
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発言内容

それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。

あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

…。どこのポンプだったっけ、え一つと１つは、え一つと。

あのですね、仕様的に言うと、だいたい３００Ｌ／ｍｉｎ

じゃあ、３００Ｌ／ｍｉｎ位出るポンプ車＝。

いや間違えた。３０００Ｌ、ごめん。 

ってのはでけぇぞ、３ｋＬ だぞ、３ｔだぞ。ん、なんだっけ、３ｔ／ｍｉｎ？

そうそう、３１００Ｌ／ｍｉｎ です。 

火力が今日４台入れてくれました。 

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

炉圧０．８５５。炉水－３８００。 

はい、分かりました。すみませんでした。 

ドライウェル０．４００、変わらず。 

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。
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発言内容 

それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。

あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

…。どこのポンプだったっけ、え一つと１つは、え一つと。

あのですね、仕様的に言うと、だいたい３００Ｌ／ｍｉｎ 位。

じゃあ、３００Ｌ／ｍｉｎ位出るポンプ車＝。 

だぞ、３ｔだぞ。ん、なんだっけ、３ｔ／ｍｉｎ？

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。
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それが一番いいね。大容量の消防自動車かき集めて持っていくんだな。 

あまりでかいポンプは要りませんけど、ほどほどのポンプで結構です。 

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

…。どこのポンプだったっけ、え一つと１つは、え一つと。

位。 

だぞ、３ｔだぞ。ん、なんだっけ、３ｔ／ｍｉｎ？

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。

…。どこのポンプだったっけ、え一つと１つは、え一つと。 

だぞ、３ｔだぞ。ん、なんだっけ、３ｔ／ｍｉｎ？

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

それで何だつけ、火力さんが消防自動車を４台入れてくれたのを、吉田さん、聞いてる？ 

えっ、新しくですか。火力さんから元々４台来ていたのに、それに付加して？ 

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。

 

ほどほどってなんだい、６０ｔ／ｈ位だっけ？いま入れているのは。２０ｔだっけ？６０ｔか。 

だぞ、３ｔだぞ。ん、なんだっけ、３ｔ／ｍｉｎ？ 

すいません、一番最初に１個だけ結論を出したいんですけど、そういう意味はですね、今まで自

衛隊さんに道路清掃と逆先ビットの清掃をお願いしようとしていたんですが、これは取り下げて

 

昨日届いた４台以外に新たに１０台ほど新潟とか北関東から来るということを聞いています。 
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

発電班

資材班

 

発電班

武藤副社長

 

 

発電班

武藤副社長

 

復旧班

発電班

復旧班

総務班

発電班

復旧班

発電班

復旧班

復旧班

発電班

高橋フェロー

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  炉圧０．８３３。炉水－３７００。

資材班  まだ搬送中です。

 いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

発電班  ドライウェル０．４００。

武藤副社長  聞こえた？

 先にいまあるやつを、いまあるやつが何台かを。

 いま、消防で来たやつがもう４台あります。

発電班  えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

ェル圧力が０．４００。

武藤副社長  余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？

 ありがとうございます。

復旧班  すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。

発電班  ええ、いまポンプ回っていないんですか。

復旧班  と思いますけど。

総務班  ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

れから何台来るのか。

発電班  言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

そりやまずいですよ。

復旧班  ええっとね、２号のほうは回っていると思います。

発電班  どっちなんですか。

復旧班  元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

情報が入ったんで。すみません。かもしれません。

復旧班  ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

発電班  それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

ウエットウェル側のガンマ、ガンマ線、

きます。

高橋フェロー  これ、水入ったの？これ。

武藤副社長  うーん、わかんねえ。

2011 年 3 月 1

 

炉圧０．８３３。炉水－３７００。

まだ搬送中です。

いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

ドライウェル０．４００。

聞こえた？ 

先にいまあるやつを、いまあるやつが何台かを。

いま、消防で来たやつがもう４台あります。

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

ェル圧力が０．４００。

余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？

ありがとうございます。

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。

ええ、いまポンプ回っていないんですか。

と思いますけど。

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

れから何台来るのか。

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

そりやまずいですよ。

ええっとね、２号のほうは回っていると思います。

どっちなんですか。

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

情報が入ったんで。すみません。かもしれません。

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

ウエットウェル側のガンマ、ガンマ線、

きます。 

これ、水入ったの？これ。

うーん、わかんねえ。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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炉圧０．８３３。炉水－３７００。

まだ搬送中です。 

いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

ドライウェル０．４００。 

先にいまあるやつを、いまあるやつが何台かを。

いま、消防で来たやつがもう４台あります。

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

ェル圧力が０．４００。 

余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？

ありがとうございます。 

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。

ええ、いまポンプ回っていないんですか。

と思いますけど。 

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

れから何台来るのか。 

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

そりやまずいですよ。 

ええっとね、２号のほうは回っていると思います。

どっちなんですか。 

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

情報が入ったんで。すみません。かもしれません。

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

ウエットウェル側のガンマ、ガンマ線、

これ、水入ったの？これ。 

うーん、わかんねえ。 
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発言内容

炉圧０．８３３。炉水－３７００。 

いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

先にいまあるやつを、いまあるやつが何台かを。

いま、消防で来たやつがもう４台あります。 

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。

ええ、いまポンプ回っていないんですか。 

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

ええっとね、２号のほうは回っていると思います。

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

情報が入ったんで。すみません。かもしれません。

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

ウエットウェル側のガンマ、ガンマ線、 それからサブチャン側のガンマ線も、併せて読んでい
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発言内容 

いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

先にいまあるやつを、いまあるやつが何台かを。 

 

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

ええっとね、２号のほうは回っていると思います。 

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

情報が入ったんで。すみません。かもしれません。 

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

それからサブチャン側のガンマ線も、併せて読んでい
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いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

余っている？足んなくなったらそれ使って。もう、発電所の中に入ったの？ 

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

いまオイルを入れまわっていますので、すぐに復旧すると思いますが。 

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

それからサブチャン側のガンマ線も、併せて読んでい
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えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

 

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

ちょっと●●、それより炉圧とドライウェルの圧力をリコールしてください。 

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

それからサブチャン側のガンマ線も、併せて読んでい

 

いまですね、８台、消防自動車、国からの支援で手配しました。これ今日の夜、着く予定です。 

えっ、えっ、よろしいですか、発電班ですけども。いま読んだプラントの関係ですけども、１８

時３１分現在で、炉水位が－３７００、それから、炉圧が０．８３３でゆっくり降下。ドライウ

すみません、●●ですけど。いま、消防車のほうが、どうもオイルを入れまわっていたのですが、

ちょっと、なんか手間取っているみたいで、消防車がいま止まっている可能性があります。すぐ

ちょっと整理しましょう。いま何台持っていて、何台不具合で、何台生きていて、それから、こ

言われているのがどのポンプか分からないです。２号の注水に使っているポンプなんだったら、

元の水の汲み上げのほうが、多分もうそろそろ燃料が切れるという話が、いま現場にいた人から

それでプラントパラメータのほうは今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思われ

ますから、３分おきの読みに変えます。それからこれに加えて、次の３分データではＣＡＭＳの

それからサブチャン側のガンマ線も、併せて読んでい



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

18:31 

 

 

 

 

18:32 

 

18:33 

 

 

 

 

 

18:34 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

高橋フェロー

武藤副社長

高橋フェロー

１Ｆ 

発電班

高橋フェロー

吉田所長

武藤副社長

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

清水社長

吉田所長

１Ｆ 

武藤副社長

吉田所長

技術班

武藤副社長

高橋フェロー

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  聞いていいですか？

武藤副社長  いいよ。

高橋フェロー  すみません。●●君、これは水は入ったんですか。

  入ってない。

発電班  ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

高橋フェロー  それ、どういうこと？

吉田所長  この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

ているので、大至急対応しています。

武藤副社長  そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

に。燃

復旧班  はい、了解しました。

高橋フェロー  燃料がないんだったら、最低だよ。

  ０．７２０．炉圧０．７２０。

清水社長  これ時間的にどうなんだ。

吉田所長  ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

  はい。

武藤副社長  ２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？

吉田所長  できてな。い

技術班  まだできていないです。

武藤副社長  できてないよね。何かやってるんだつけ？

てるの？それともそれどころじゃない？

高橋フェロー  核納容器が？

復旧班  圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

武藤副社長  えっ、ああ、行ってんのね、現場に。なに、ＡＯ

復旧班  はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

開になったという、え－、あの、連絡は受けていません。

武藤副社長  まだできていないんだな？

2011 年 3 月 1

 

聞いていいですか？

いいよ。 

すみません。●●君、これは水は入ったんですか。

入ってない。 

ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

それ、どういうこと？

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

ているので、大至急対応しています。

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

に。燃料入れたほうが早いってこと？

はい、了解しました。

燃料がないんだったら、最低だよ。

０．７２０．炉圧０．７２０。

これ時間的にどうなんだ。

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

はい。 

２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？

できてな。い 

まだできていないです。

できてないよね。何かやってるんだつけ？

てるの？それともそれどころじゃない？

核納容器が？ これ元々ね、２

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

えっ、ああ、行ってんのね、現場に。なに、ＡＯ

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

開になったという、え－、あの、連絡は受けていません。

まだできていないんだな？
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聞いていいですか？ 

すみません。●●君、これは水は入ったんですか。

ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

それ、どういうこと？ 起動はしたんでしょ。

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

ているので、大至急対応しています。

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

料入れたほうが早いってこと？

はい、了解しました。 

燃料がないんだったら、最低だよ。

０．７２０．炉圧０．７２０。

これ時間的にどうなんだ。 

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？

まだできていないです。 

できてないよね。何かやってるんだつけ？

てるの？それともそれどころじゃない？

これ元々ね、２

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

えっ、ああ、行ってんのね、現場に。なに、ＡＯ

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

開になったという、え－、あの、連絡は受けていません。

まだできていないんだな？ だけどいまやろうとしていることだな？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

すみません。●●君、これは水は入ったんですか。

ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

起動はしたんでしょ。

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

ているので、大至急対応しています。 

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

料入れたほうが早いってこと？ 

燃料がないんだったら、最低だよ。 

０．７２０．炉圧０．７２０。 

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？

できてないよね。何かやってるんだつけ？ これも難しいのかい、ベント。復旧班、ベントやっ

てるの？それともそれどころじゃない？ 

これ元々ね、２F から発電機を使ってやってきて。

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

えっ、ああ、行ってんのね、現場に。なに、ＡＯ

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

開になったという、え－、あの、連絡は受けていません。

だけどいまやろうとしていることだな？
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発言内容 

すみません。●●君、これは水は入ったんですか。 

ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

起動はしたんでしょ。 

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？

これも難しいのかい、ベント。復旧班、ベントやっ

から発電機を使ってやってきて。

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

えっ、ああ、行ってんのね、現場に。なに、ＡＯ の圧力がないのか。コンプレッサーがないの？

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

開になったという、え－、あの、連絡は受けていません。 

だけどいまやろうとしていることだな？
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ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

２号はまだベントできていないんだよね。イエスかノーで答えてくれる？ 

これも難しいのかい、ベント。復旧班、ベントやっ

から発電機を使ってやってきて。 

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。

の圧力がないのか。コンプレッサーがないの？

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

だけどいまやろうとしていることだな？ 
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ええと、入っていると思っておりましたが、ちょっと入っていないようなので。 

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。

 

これも難しいのかい、ベント。復旧班、ベントやっ

圧が足りないので、いまあの、ポンプを替えに現場に行っています、現場に。 

の圧力がないのか。コンプレッサーがないの？

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、

 

この圧力になると、当然のことながら入るはずなんですけども、水位が回復しないということは

入っていない可能性があるんで、現場ちょっと確認したところ、どうも消防ポンプの海から汲み

取っている最初のポンプ、えーポンプ２台あって、最後に１台あって、そいつがですね、どうも

いま止まっているという話が入ってきたんで、それをいま燃料入れに行っているという話が入っ

そのあれじゃない、そしたら持ってきた消防自動車を持っていって入れ替えたら？見に行くとき

ちょっとさ、●●チームだけでやっているんだけど、現場サポート行ってやってくれるかな。 

これも難しいのかい、ベント。復旧班、ベントやっ

の圧力がないのか。コンプレッサーがないの？ 

はい、すいません●●。ベントは、いま試してますが、ベントはやっていないはずです。まだ、
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場所 発言者

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

武藤副社長

１Ｆ 

保安班

武藤副社長

保安班

武藤副社長

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  もちろんそうです。早急に対応しています。

武藤副社長  んで、クリティカルになっているのは何なんだ？エアかＤＣか。

復旧班  エアはボンベに圧力があるのを確認しましたので、電気的なほうだと思っておりますので、ＤＣ

のほうを一生懸命やっています。

武藤副社長  ＤＣ

のいままでの１号や３号と違って、どこがぶっ壊れるか分かんなくなるんだからさぁ。早くベン

トしないと。

復旧班  全力でやります、はい。

武藤副社長  ヨウ素なんかが上から一杯出てきちゃうということになるんだよ、これ。

復旧班  分かりました、はい、全力で。

武藤副社長  ともかくその格納容器のウエットウェルのベント、蓋を開けるというのが、２号はさぁ、これか

らそのもっと厳しいことになっていったときに、多分最後、格納容器を救うことになるのだから、

そこを－生懸命やると。

復旧班  いやあ、あ、分かりました。いま、大弁をやっておりますが、小弁がもう１つバイパス弁として

付いていますので、そちらも試してみます。

武藤副社長  これが大事だよ。そうでないと、１号と３号と違うその放出のやり方になるよ。多分、１号３号

より悪くなるぞ、そこができねぇと。

復旧班  承知しました。あの、全力でやります。

武藤副社長  頑張ってください。

武藤副社長  あとは、水だな。もっかい、もう一回教えてよ。ぼくがそっちから出てきてからラインナップ変

わっちやったんで分かんなくなっちやったんだけど、２号機は２台シリーズで、１号機は１台で、

そう言ったよな？

  気をつけて。

保安班  保安班からです。このあとウエットウェルベントしたときに、ＰＣＶ

かっていうことで、今の風向きは２Ｆ

す。したがって東向きで評価をしていますが、実際には１Ｆ

現場では言ってます。これは体感です。したがってこの後、ベントしたときには、えーベントす

ると排気筒からモヤモヤモヤっと出ますので、その風向を確認してくれと、いうふうにお願いし

てます、その上でえー２４時間後の評価をしますと。これ、えっと、えっと炉心が２％

いるというベースで評価をしていますが、このようになりまして、この太い赤いところが、え一

つと。

武藤副社長  いま何だって？

保安班  いま海風です。２Ｆで海風です。１Ｆ

１

武藤副社長  分かった分かった。

 仮に海風だとして評価するとこのようになりまして、一番真ん中の等値線が、これ希ガスで。

武藤副社長  真ん中はいいからさ、２０ｋｍの所で、その制限値超えるかどうかだけ言ってくれよ。
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エアはボンベに圧力があるのを確認しましたので、電気的なほうだと思っておりますので、ＤＣ

のほうを一生懸命やっています。

ＤＣ をやってるんだ。早く開けないとさあ、格納容器の圧力が上がってきたときに、こんどはそ

のいままでの１号や３号と違って、どこがぶっ壊れるか分かんなくなるんだからさぁ。早くベン

トしないと。 

全力でやります、はい。

ヨウ素なんかが上から一杯出てきちゃうということになるんだよ、これ。

分かりました、はい、全力で。

ともかくその格納容器のウエットウェルのベント、蓋を開けるというのが、２号はさぁ、これか

らそのもっと厳しいことになっていったときに、多分最後、格納容器を救うことになるのだから、

そこを－生懸命やると。

いやあ、あ、分かりました。いま、大弁をやっておりますが、小弁がもう１つバイパス弁として

付いていますので、そちらも試してみます。

これが大事だよ。そうでないと、１号と３号と違うその放出のやり方になるよ。多分、１号３号

より悪くなるぞ、そこができねぇと。

承知しました。あの、全力でやります。

頑張ってください。

あとは、水だな。もっかい、もう一回教えてよ。ぼくがそっちから出てきてからラインナップ変

わっちやったんで分かんなくなっちやったんだけど、２号機は２台シリーズで、１号機は１台で、

そう言ったよな？

気をつけて。 

保安班からです。このあとウエットウェルベントしたときに、ＰＣＶ

かっていうことで、今の風向きは２Ｆ

す。したがって東向きで評価をしていますが、実際には１Ｆ

現場では言ってます。これは体感です。したがってこの後、ベントしたときには、えーベントす

ると排気筒からモヤモヤモヤっと出ますので、その風向を確認してくれと、いうふうにお願いし

てます、その上でえー２４時間後の評価をしますと。これ、えっと、えっと炉心が２％
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発言者  

保安班  ２０ｋｍのところで、希ガスで１０を超える所が出てきます。

武藤副社長  それ、目安はいくらにして考えたらいいの？

保安班  えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

武藤副社長  退避しているから、その範囲内っていうことなの？

保安班  ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

武藤副社長  ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。

保安班  了解です。

武藤副社長  福島第二、聞こえるかい、増田所長。おおーい、聞こえねぇぞ。

増田所長  増田です、聞こえてます。

武藤副社長  第二はさ、１、２、３号冷温停止になったんだろ？

増田所長  はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

し一。

武藤副社長  サプチャン、１００℃切ったんだろ？

増田所長  １００℃切りました。

武藤副社長  ４号、どうなってんだよ。

増田所長  ４号、まだです。１２０か１３０℃＝。

武藤副社長  いやいや、４号は海水系、繋がったの？

増田所長  海水系は繋がりました。１系統だけ。

武藤副社長  ああ、繋がったの。じゃもう除熱、始まってんだね。

増田所長  １系統だけ繋がりました。

武藤副社長  よしよし。じやあこのまま回してったら１００℃切るな。

増田所長  ええ。ですが、ＦＰＣの機能側がこのままじゃないのは＝。

武藤副社長  ＥＥＣＷ

増田所長  えっと、ちょっと待ってください。

武藤副社長  これ、あれだっけ、１、２、３全部動いてないんだっげ？
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２０ｋｍのところで、希ガスで１０を超える所が出てきます。

それ、目安はいくらにして考えたらいいの？

えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

退避しているから、その範囲内っていうことなの？

ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。

了解です。 

福島第二、聞こえるかい、増田所長。おおーい、聞こえねぇぞ。

増田です、聞こえてます。

第二はさ、１、２、３号冷温停止になったんだろ？

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

し一。 

サプチャン、１００℃切ったんだろ？

１００℃切りました。

４号、どうなってんだよ。

４号、まだです。１２０か１３０℃＝。

いやいや、４号は海水系、繋がったの？

海水系は繋がりました。１系統だけ。

ああ、繋がったの。じゃもう除熱、始まってんだね。

１系統だけ繋がりました。

よしよし。じやあこのまま回してったら１００℃切るな。

ええ。ですが、ＦＰＣの機能側がこのままじゃないのは＝。

ＥＥＣＷ 生かさなきやいけないんだっけ？

えっと、ちょっと待ってください。

これ、あれだっけ、１、２、３全部動いてないんだっげ？
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えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

退避しているから、その範囲内っていうことなの？

ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない
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はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです
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いやいや、４号は海水系、繋がったの？

海水系は繋がりました。１系統だけ。

ああ、繋がったの。じゃもう除熱、始まってんだね。

１系統だけ繋がりました。 

よしよし。じやあこのまま回してったら１００℃切るな。

ええ。ですが、ＦＰＣの機能側がこのままじゃないのは＝。

生かさなきやいけないんだっけ？
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発言内容

２０ｋｍのところで、希ガスで１０を超える所が出てきます。

それ、目安はいくらにして考えたらいいの？ 

えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

退避しているから、その範囲内っていうことなの？

ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。

福島第二、聞こえるかい、増田所長。おおーい、聞こえねぇぞ。

第二はさ、１、２、３号冷温停止になったんだろ？

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

サプチャン、１００℃切ったんだろ？ 

４号、まだです。１２０か１３０℃＝。 

いやいや、４号は海水系、繋がったの？ 

海水系は繋がりました。１系統だけ。 

ああ、繋がったの。じゃもう除熱、始まってんだね。

よしよし。じやあこのまま回してったら１００℃切るな。

ええ。ですが、ＦＰＣの機能側がこのままじゃないのは＝。

生かさなきやいけないんだっけ？ ＥＥＣＷ

えっと、ちょっと待ってください。 

これ、あれだっけ、１、２、３全部動いてないんだっげ？
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発言内容 

２０ｋｍのところで、希ガスで１０を超える所が出てきます。

 

えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

退避しているから、その範囲内っていうことなの？ 

ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。

福島第二、聞こえるかい、増田所長。おおーい、聞こえねぇぞ。

第二はさ、１、２、３号冷温停止になったんだろ？ 

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

ああ、繋がったの。じゃもう除熱、始まってんだね。 

よしよし。じやあこのまま回してったら１００℃切るな。 

ええ。ですが、ＦＰＣの機能側がこのままじゃないのは＝。 

ＥＥＣＷ はいつ動くんだい？

これ、あれだっけ、１、２、３全部動いてないんだっげ？ 
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２０ｋｍのところで、希ガスで１０を超える所が出てきます。 

えっと、屋内退避が２０、いや１０から５０ですので、退避が５０以上です。

ただし、希ガスのほうがそうでして、ヨウ素のほうがもう少し線量が多くなります。

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。

福島第二、聞こえるかい、増田所長。おおーい、聞こえねぇぞ。 

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

 

はいつ動くんだい？ 
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ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

いまそのやっているバルブを、それ開けたらこの心配しなくてすむようになるんだから。 

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです

 

 

ヨウ素はさっきみたいに格納容器の上のほうがぶっ壊れたり格納容器の上のほうに穴をあげたら

出てくるけど、ウエットウェルからベントしている限りにおいては、ヨウ素なんかは出てこない

んだから、それは関係ないんだ。これは。だから早くウエットウェルのベント、穴あげることで、

 

はい。１、２、３号まで冷温停止ですが、まだ安定的ではないですよね。Ｄ／Ｇとかがないです
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場所 発言者

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

 

増田所長

武藤副社長

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

増田所長  そうです。ＦＰＣの機能はみんな全号機ないんです。ＲＣＷ

武藤副社長  ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

いってこと？

増田所長  えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

予想です。

武藤副社長  ああ、冷えているってこと、だって、え、え？

増田所長  少しねてます。

武藤副社長  な、な、なんで？

増田所長  １号のプールは。

武藤副社長  熱交あるの？

増田所長  ３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。

武藤副社長  まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

増田所長  ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

きません。

武藤副社長  １号はもう冷えてるってことか、あっ、３号も冷えてる？

増田所長  ３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

すから。ずっと水を今まで入れ続けてきてて。

武藤副社長  分かった分かった。

増田所長  中のインベントリ多いんですよね。

武藤副社長  で、残りの号機もやってんだろ？

増田所長  遅かれ早かれですね、２Ｆ４が３月１５日の２０

想して。

武藤副社長  分かった分かった。

増田所長  それまでに何とかしようとしています。

武藤副社長  そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

 ポンプ車、ポンプ車の状況は、どんな状況ですか。

増田所長  はい、進んでます。

武藤副社長  課題？

増田所長  課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電

源の＝。
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そうです。ＦＰＣの機能はみんな全号機ないんです。ＲＣＷ

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

いってこと？ 

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

予想です。 

ああ、冷えているってこと、だって、え、え？

少しねてます。 

な、な、なんで？

１号のプールは。

熱交あるの？ 

３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

きません。 

１号はもう冷えてるってことか、あっ、３号も冷えてる？

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

すから。ずっと水を今まで入れ続けてきてて。

分かった分かった。

中のインベントリ多いんですよね。

で、残りの号機もやってんだろ？

遅かれ早かれですね、２Ｆ４が３月１５日の２０

想して。 

分かった分かった。

それまでに何とかしようとしています。

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

ポンプ車、ポンプ車の状況は、どんな状況ですか。

はい、進んでます。

課題？ 

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電

源の＝。 
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そうです。ＦＰＣの機能はみんな全号機ないんです。ＲＣＷ

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

ああ、冷えているってこと、だって、え、え？

 

な、な、なんで？ 

１号のプールは。 

３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

１号はもう冷えてるってことか、あっ、３号も冷えてる？

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

すから。ずっと水を今まで入れ続けてきてて。

分かった分かった。 

中のインベントリ多いんですよね。

で、残りの号機もやってんだろ？

遅かれ早かれですね、２Ｆ４が３月１５日の２０

分かった分かった。 

それまでに何とかしようとしています。

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

ポンプ車、ポンプ車の状況は、どんな状況ですか。

はい、進んでます。 

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電
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発言内容

そうです。ＦＰＣの機能はみんな全号機ないんです。ＲＣＷ

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

ああ、冷えているってこと、だって、え、え？

３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

１号はもう冷えてるってことか、あっ、３号も冷えてる？

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

すから。ずっと水を今まで入れ続けてきてて。

中のインベントリ多いんですよね。 

で、残りの号機もやってんだろ？ 当然。 

遅かれ早かれですね、２Ｆ４が３月１５日の２０

それまでに何とかしようとしています。 

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

ポンプ車、ポンプ車の状況は、どんな状況ですか。

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電
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発言内容 

そうです。ＦＰＣの機能はみんな全号機ないんです。ＲＣＷ 

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

ああ、冷えているってこと、だって、え、え？ 

３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

１号はもう冷えてるってことか、あっ、３号も冷えてる？ 

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

すから。ずっと水を今まで入れ続けてきてて。 

遅かれ早かれですね、２Ｆ４が３月１５日の２０ 時、２Ｆ、３月１８日の５時頃というふうに予

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

ポンプ車、ポンプ車の状況は、どんな状況ですか。 

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 は＝。 

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

３月１５日の３時に６５℃になる予定です。ですから、明朝３時頃。 

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

時、２Ｆ、３月１８日の５時頃というふうに予

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

まあ、いいけど、原子炉は４つとも冷えたら、次はプールだったら冷えるか。 

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

時、２Ｆ、３月１８日の５時頃というふうに予

そうするとさぁ、福島第二は各号機冷温停止に向かって着実に動いているという。 

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電

 

ちゅうことはさぁ、３号機も一番最初止まったけど、プールはどうなっているか、よく分かんな

えっと、プールは何度か、ちょっと待ってください。３号のプールは３月１９日に６５度になる

ですから、プール、いま、ガンガン冷やすことをやってるんですが、もう少し。まだ効果が出て

３号ですね、１号も冷やし始めてますが、先ほど申し上げたように、冷却系は１系統しかないで

時、２Ｆ、３月１８日の５時頃というふうに予

課題はＦＰＣのとこです。あとは１号、２号のディーゼル発電機が起動できませんので、外部電
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 場所

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 
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場所 発言者

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

武藤副社長

 

炉主任

武藤副社長

炉主任

武藤副社長

炉主任

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

武藤副社長

 

武藤副社長

 

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。

増田所長  はい、キープしてほしい、そうです。

武藤副社長  はい、了解しました。

増田所長  よろしくお願いします。

武藤副社長  ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

不安要因はないですか。

武藤副社長  ここ、しゃべってあげて。

 いま、増田所長からのお話ですけど。

炉主任  すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

回して、お願いします。

武藤副社長  ちょっと待て。今の１Ｆかい？

炉主任  １Ｆ

武藤副社長  １Ｆの復旧班か。

炉主任  炉主任の●●です。

  いま、予備車を持って現場に向かいました。

武藤副社長  よしよし。だって、いや、ポンプ車８台あるんだろ？

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

  そのとおりです。

武藤副社長  ＯＫ。じやあ、２Ｆ

 ２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。

武藤副社長  まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。

 と思っております。

武藤副社長  ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

ということだと思います。

増田所長  あの、鉄塔の単一故障でいきますので、そこだけ・・・。

武藤副社長  鉄塔の単一故障？

増田所長  はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。

2011 年 3 月 1

 

分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。

はい、キープしてほしい、そうです。

はい、了解しました。

よろしくお願いします。

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

不安要因はないですか。

ここ、しゃべってあげて。

いま、増田所長からのお話ですけど。

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

回して、お願いします。

ちょっと待て。今の１Ｆかい？

１Ｆ です。 

１Ｆの復旧班か。

炉主任の●●です。

いま、予備車を持って現場に向かいました。

よしよし。だって、いや、ポンプ車８台あるんだろ？

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

そのとおりです。

ＯＫ。じやあ、２Ｆ

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。

まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。

と思っております。

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

ということだと思います。

あの、鉄塔の単一故障でいきますので、そこだけ・・・。

鉄塔の単一故障？

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。
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分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。

はい、キープしてほしい、そうです。

はい、了解しました。 

よろしくお願いします。 

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

不安要因はないですか。 

ここ、しゃべってあげて。 

いま、増田所長からのお話ですけど。

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

回して、お願いします。 

ちょっと待て。今の１Ｆかい？

１Ｆの復旧班か。 

炉主任の●●です。 

いま、予備車を持って現場に向かいました。

よしよし。だって、いや、ポンプ車８台あるんだろ？

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

そのとおりです。 

ＯＫ。じやあ、２Ｆ はよさそうだけど、外電の状況だけ、ひと言。

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。

まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。

と思っております。 

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

ということだと思います。 

あの、鉄塔の単一故障でいきますので、そこだけ・・・。

鉄塔の単一故障？ それは昔からあそこはそうなんだよ。

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。

はい、キープしてほしい、そうです。 

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

いま、増田所長からのお話ですけど。 

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

ちょっと待て。今の１Ｆかい？ 

いま、予備車を持って現場に向かいました。 

よしよし。だって、いや、ポンプ車８台あるんだろ？

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

はよさそうだけど、外電の状況だけ、ひと言。

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。

まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

あの、鉄塔の単一故障でいきますので、そこだけ・・・。

それは昔からあそこはそうなんだよ。

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

 

よしよし。だって、いや、ポンプ車８台あるんだろ？ だからそのガス欠のやつの代わりに動く

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

はよさそうだけど、外電の状況だけ、ひと言。

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。

まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

あの、鉄塔の単一故障でいきますので、そこだけ・・・。 

それは昔からあそこはそうなんだよ。 

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。
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分かった。外部電源をちゃんとキープしてほしい、そういうことだな。 

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

だからそのガス欠のやつの代わりに動く

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。

はよさそうだけど、外電の状況だけ、ひと言。 

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

すし、富岡線１回線とあと、岩井戸線も２回線生きていると思いますので。 

まあ一応どっか１カ所ぶっ壊れても停電しないような冗長性はあると。 

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

そういうところも、ちょっとまだあるというのはご承知おきください。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

だからそのガス欠のやつの代わりに動く

やつ持っていって、入れ替えたらいいじゃない。ということをやってるってことだな。 

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

 

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。

 

ということで、富岡線と岩井戸線、ぜひキープをよろしくお願いします。新福島側はとくに何か

すみません、非常にいま一刻を争う事態だと思うんで、ぜひ、あの、ポンプ車、至急、至急あの

だからそのガス欠のやつの代わりに動く

２Ｆのほうは、福島東幹２回線生きてます。新福島変電所とえー系統側は２回線で生きておりま

ということだそうだから、増田さん、一応その単一故障では外電喪失にならない状況まできてる

はい。それと、外部ケーブルで一杯引いてる、今回仮設のケーブルを一杯引いたわけですけど、

まだ地震が続いていて、今日も３ｍの津波が発生するとかっていう話があってですね、津波で仮

設ケーブルが引いてあるために扉も開いてますし、ケーブル自身も流される可能性があります。



 

時刻 

 

 

18:45 

 

 

 

 

 

18:46 

 

 

 

 

 

 

 

18:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 
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本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

武藤副社長

増田所長

復旧班

発電班

復旧班

 

保安班

武藤副社長

保安班

武藤副社長

保安班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

１F 

発電班

復旧班

発電班

技術班

発電班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  注意深く見てください。

増田所長  はい。

復旧班  すみません、１Ｆ

発電班  はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

ェル圧力、コンマ４００、変わらずです。

復旧班  ありがとうございます。

 ０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。

保安班  緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

武藤副社長  ちょっとごめんな。緊対室の線量が倍になった？

保安班  はい、上がってます。

武藤副社長  いくらあるんだよ、数字。

保安班  ２０

武藤副社長  ４０

る。誰か考えてんだよな？

復旧班  了解しました。●●さんのとこでシナリオを作ってます。

武藤副社長  ＯＫ。

復旧班  炉圧と水位と線量は定期的にコールしてください。

  はい。

発電班  炉圧０．５８５、若干上昇。

復旧班  これ、早くしないとね。

発電班  炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。

技術班  えっ、なに、分かんない。

発電班  炉圧が上がり傾向か。

  炉圧があんまりあがっているんじゃ。

発電班  ラプチャーいってるかわかんないだろ。

  まだ、代替動かして＝、よかったら。

  ポンプは結局入っているんですよね？

2011 年 3 月 1

 

注意深く見てください。

はい。 

すみません、１Ｆ

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

ェル圧力、コンマ４００、変わらずです。

ありがとうございます。

０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ちょっとごめんな。緊対室の線量が倍になった？

はい、上がってます。

いくらあるんだよ、数字。

２０μ から４０

４０μね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

る。誰か考えてんだよな？

了解しました。●●さんのとこでシナリオを作ってます。

ＯＫ。 

炉圧と水位と線量は定期的にコールしてください。

はい。 

炉圧０．５８５、若干上昇。

これ、早くしないとね。

炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。

えっ、なに、分かんない。

炉圧が上がり傾向か。

炉圧があんまりあがっているんじゃ。

ラプチャーいってるかわかんないだろ。

まだ、代替動かして＝、よかったら。

ポンプは結局入っているんですよね？
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注意深く見てください。 

すみません、１Ｆ さん。定期的に炉圧と炉水位をコールしてください。

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

ェル圧力、コンマ４００、変わらずです。

ありがとうございます。 

０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ちょっとごめんな。緊対室の線量が倍になった？

はい、上がってます。 

いくらあるんだよ、数字。 

から４０μ に上がってます。

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

る。誰か考えてんだよな？ これ。●●さんか。

了解しました。●●さんのとこでシナリオを作ってます。

炉圧と水位と線量は定期的にコールしてください。

炉圧０．５８５、若干上昇。 

これ、早くしないとね。 

炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。

えっ、なに、分かんない。 

炉圧が上がり傾向か。 

炉圧があんまりあがっているんじゃ。

ラプチャーいってるかわかんないだろ。

まだ、代替動かして＝、よかったら。

ポンプは結局入っているんですよね？
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発言内容

さん。定期的に炉圧と炉水位をコールしてください。

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

ェル圧力、コンマ４００、変わらずです。 

０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ちょっとごめんな。緊対室の線量が倍になった？

に上がってます。 

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

これ。●●さんか。

了解しました。●●さんのとこでシナリオを作ってます。

炉圧と水位と線量は定期的にコールしてください。

 

炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。

炉圧があんまりあがっているんじゃ。 

ラプチャーいってるかわかんないだろ。 

まだ、代替動かして＝、よかったら。 

ポンプは結局入っているんですよね？ 
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発言内容 

さん。定期的に炉圧と炉水位をコールしてください。

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ちょっとごめんな。緊対室の線量が倍になった？ 

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

これ。●●さんか。 

了解しました。●●さんのとこでシナリオを作ってます。 

炉圧と水位と線量は定期的にコールしてください。 

炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

さん。定期的に炉圧と炉水位をコールしてください。 

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

０．３６５メガパスカル、まだ下がっている。保安規定が・・。 

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

炉水位－３７００、変わらず。ドライウェル圧力、コンマ４００で。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え

 

はい。１８時４５分現在、炉水位－３７００、炉圧ちょっと上がって、コンマ５６３、ドライウ

緊対室の線量についても、通常値の倍くらいに上がり始めたので、皆さん注意してください。 

ね。それはちょっと中期的リスクとして認識して、その、何するかつて本店側でよく考え
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明/非公開
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場所 発言者

発電班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

発電班

発電班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

発電班

発電班

発電班

清水社長

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

武藤副社長

発話場所不

非公開> 
 

発電班

発電班

発電班

発電班

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  入ってると、思う。

  えっ。

発電班  でもでも、ビットでしょ、ビットあるんでしょ？

  ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

は動いているんじゃないんですか、２号機、２号機。

発電班  ああ、そういうこと。

発電班  あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

  入ってないわけ、要は？

発電班  かもしんない。

  入ってない。入ってないし、ベントも効いていないし。

発電班  だめじゃん。

発電班  最後、最後、これかい。最後、これかいって、感じだなあ。

発電班  はい、炉圧は一。

清水社長  とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

  じゃあ、ちょっとすいません、そこ。

武藤副社長  吉田さん、忙しいか。

  その段取り、どうすればいいんだ。給料と－。

  電話中です。

  あの、いま首相官邸と話し中です。

武藤副社長  は‐い。

 《本店画面：勝俣会長が携帯電話に出て離席する》

発電班  はい、いま、対応してます。ベントの＝。

発電班  いくつ？

発電班  ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

発電班  ベントと注水！

発電班  ベントやってるの、いま！

2011 年 3 月 1

 

入ってると、思う。

えっ。 

でもでも、ビットでしょ、ビットあるんでしょ？

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

は動いているんじゃないんですか、２号機、２号機。

ああ、そういうこと。

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

入ってないわけ、要は？

かもしんない。 

入ってない。入ってないし、ベントも効いていないし。

だめじゃん。 

最後、最後、これかい。最後、これかいって、感じだなあ。

はい、炉圧は一。

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

じゃあ、ちょっとすいません、そこ。

吉田さん、忙しいか。

その段取り、どうすればいいんだ。給料と－。

電話中です。 

あの、いま首相官邸と話し中です。

は‐い。 

《本店画面：勝俣会長が携帯電話に出て離席する》

はい、いま、対応してます。ベントの＝。

いくつ？ 

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

ベントと注水！ 

ベントやってるの、いま！
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入ってると、思う。 

でもでも、ビットでしょ、ビットあるんでしょ？

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

は動いているんじゃないんですか、２号機、２号機。

ああ、そういうこと。 

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

入ってないわけ、要は？ 

 

入ってない。入ってないし、ベントも効いていないし。

最後、最後、これかい。最後、これかいって、感じだなあ。

はい、炉圧は一。 

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

じゃあ、ちょっとすいません、そこ。

吉田さん、忙しいか。 

その段取り、どうすればいいんだ。給料と－。

あの、いま首相官邸と話し中です。

《本店画面：勝俣会長が携帯電話に出て離席する》

はい、いま、対応してます。ベントの＝。

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

 えっと、どうなってるかというと。

ベントやってるの、いま！ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

でもでも、ビットでしょ、ビットあるんでしょ？

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

は動いているんじゃないんですか、２号機、２号機。

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

入ってない。入ってないし、ベントも効いていないし。

最後、最後、これかい。最後、これかいって、感じだなあ。

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

じゃあ、ちょっとすいません、そこ。 

その段取り、どうすればいいんだ。給料と－。

あの、いま首相官邸と話し中です。 

《本店画面：勝俣会長が携帯電話に出て離席する》

はい、いま、対応してます。ベントの＝。 

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

えっと、どうなってるかというと。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

でもでも、ビットでしょ、ビットあるんでしょ？ 

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

は動いているんじゃないんですか、２号機、２号機。 

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

入ってない。入ってないし、ベントも効いていないし。 

最後、最後、これかい。最後、これかいって、感じだなあ。 

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

その段取り、どうすればいいんだ。給料と－。 

《本店画面：勝俣会長が携帯電話に出て離席する》 

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

えっと、どうなってるかというと。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。

 

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

あ一、じやあ、止まっているの、そう、直接なんだ。ポンプ、ポンプ２台なんだ。 

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。

 

ビットにあるから、ビットに足し込むものがないと言っとるだけであって、ビットから出すほう

とにかく放射能のあるとかないとか、そこ突っ込んどいて。その段取り、どうすればいいか。 

ろ、炉圧０．５８５、変わらず。炉水位、ダウンスケール。下がりました。ドライウェル。 
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本店 
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本店 
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本店 
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１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

発電班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

発電班

発電班

発電班

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

１Ｆ 

発電班

武藤副社長

１Ｆ 

１Ｆ 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  ドライウェル圧力０．４００、ドライウェル圧力０．４００変わらず。

  ＴＡＦ以降で、えっと一、何時からだつけ。

発電班  あ、あ、開かないんだよ、まだ関係ないんだよ。まだ、まだ今んとこ。

  えっ、だからいいんですよ、圧がそのうち上がるから。問題はつうつうになりえる状態になって

いるんでしたつけ？それを待っているのね。

発電班  SR

発電班  ＳＲ弁、閉まってる？

発電班  ＳＲ弁、閉との情報が入りました。

武藤副社長  ●●さん、いるかい。

吉田所長  吉田です、吉田です。電話終わりました。

武藤副社長  あ、あのさ、いま、外部電源をその復旧することで、工務が一生懸命やってくれていて、で、途

中の鉄塔のとこの、その、えー、夜の森線と大熊線繋ぎ込みはもうできるんだってさ。あと、発

電所の中に、その「６６」から落とすトランスを持ってって設置する作業が残ってんだけど、こ

れが、その、線、線量がね、高いんでどこに置いたらいいかつてのは、工務で判断できないんで、

原子力で場所を教えてほしいと。で、その答えが欲しいと。それが、答えがもらえたらすぐにで

もできますよって、こういう話らしいんだけどさ。そこって誰か見ているかい？

吉田所長  ●●●●●●●●●●●●●●●●

武藤副社長  それさ。

吉田所長  はい、あの、でつ、電気関係は●●がやってます。

武藤副社長  ＯＫ。おい、いるかい。

  はいっ、はい。

武藤副社長  それでさ、その、電気が来たらもう世界が変わるんだからさ。まあ、その、受ける側が水に浸か

っちゃってる大変さあるんで、すぐ、どこの使うかつての、あんだけどさ。ともかくさ、電気が

来るところまで頑張れよ。今日の夜中でもできたら、ずいぶん違うよ。

  予定あんの？

  いま調整してます。

発電班  いま、あれですね、調整中なんですね、はい。

武藤副社長  え？

  炉圧０．６０８。

  あの、明日の朝、●●さんも行きます。

武藤副社長  いやぁ、いいけどさ。その＝。

2011 年 3 月 1

 

ドライウェル圧力０．４００、ドライウェル圧力０．４００変わらず。

ＴＡＦ以降で、えっと一、何時からだつけ。

あ、あ、開かないんだよ、まだ関係ないんだよ。まだ、まだ今んとこ。

えっ、だからいいんですよ、圧がそのうち上がるから。問題はつうつうになりえる状態になって

いるんでしたつけ？それを待っているのね。

SR 弁、閉。 

ＳＲ弁、閉まってる？

ＳＲ弁、閉との情報が入りました。

●●さん、いるかい。

吉田です、吉田です。電話終わりました。

あ、あのさ、いま、外部電源をその復旧することで、工務が一生懸命やってくれていて、で、途

中の鉄塔のとこの、その、えー、夜の森線と大熊線繋ぎ込みはもうできるんだってさ。あと、発

電所の中に、その「６６」から落とすトランスを持ってって設置する作業が残ってんだけど、こ

れが、その、線、線量がね、高いんでどこに置いたらいいかつてのは、工務で判断できないんで、

原子力で場所を教えてほしいと。で、その答えが欲しいと。それが、答えがもらえたらすぐにで

もできますよって、こういう話らしいんだけどさ。そこって誰か見ているかい？

●●●●●●●●●●●●●●●●

それさ。 

はい、あの、でつ、電気関係は●●がやってます。

ＯＫ。おい、いるかい。

はいっ、はい。 

それでさ、その、電気が来たらもう世界が変わるんだからさ。まあ、その、受ける側が水に浸か

っちゃってる大変さあるんで、すぐ、どこの使うかつての、あんだけどさ。ともかくさ、電気が

来るところまで頑張れよ。今日の夜中でもできたら、ずいぶん違うよ。

予定あんの？ 

いま調整してます。

いま、あれですね、調整中なんですね、はい。

え？ なに、それ？

炉圧０．６０８。

あの、明日の朝、●●さんも行きます。

いやぁ、いいけどさ。その＝。
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テレビ会議 2011

 

発言者  

勝俣会長  ●●さんから電話でさ。米軍が冷却を最大限何でもやるという申し出があって、官邸がぜひ受け

ろと。それで、窓口を決めて、●●さんに連絡してくれと。

発電班  ドライウェル圧力０．４００。

武藤副社長  分かりました。じやあ、ぼく、電話しましょう。

発電班  いまあの、えっと、いま、１８時４５分の段階で、水位は－３７００なんですけども、炉圧が０．

５４から０．５６に上がり勝手になってるんですよ。だから入っているんだと思うんですよ。水

が入っているんだと思うんです。で、炉圧は、うーんと、え－、１８時４２分をボトムに、ここ

１０分位は上がってきてるんですよ。

  炉圧０．６０８。

発電班  といったら、下がっちやったんですけど。あの、上がり勝手なんで、ちょっと、どの位か、入っ

ているのはいいことなんで。

  炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

高橋フェロー  ●●君、現場から、水、入ったっていう連絡ないの？

発電班  あ、あの、現場の確認をしてもらってですね、えっと、細かい仕様は、現場でどの位の、えっと、

吐出圧になってたのか分からないんですけども、ポンプ回って入っていたっていう現場の、現場

からの結果が来ました。それで、えっと、今の状況ですけれども、えっと、減圧沸騰したあとに、

単調に水位は下がってきていて、いまも－３７００で水は、あの、非常に少ない状態なんですが、

炉圧が。

  実際はですね、なんかどうもポンプが止まったみたいで、あの、注入ができてないみたいなんで

すけども。ちょっとあの、本店。

高橋フェロー  あれ、予備のポンプはそこにないの？付け替えるってのはできないの？そこ。

吉田所長  付け替えるためのポンプは持ってってます。ただ、付け替えるのに時間かかるんで、そことここ

で。

高橋フェロー  はい、了解。

復旧班  えっと、炉圧の動きと、それから、ドライウェルの圧力の動きに注意してください。

  ベント操作、継続中。

  はい。は、はいっ、継続します。

復旧班  で、ベント操作は非常に重要ですからそれを進めることと、それから、あの、ポンプ繋ぎ替えで

はなくて、パイプというか配管繋ぎ替えで近くのビットから注水することなども含めて、え－、

注水に全力を尽くしていただきたいです。

復旧班  はい、はい、そのようにやってます。

  あっ、回ってたってのは、あの、回ってたのは確認してから上がってきてもらってますから、た

だそのときに燃料がもうなくなりそうだよって情報が来た。

吉田所長  ごめん、ごめん、ちょっと正確に言って。その時間帯に入ってたかどうか誰も見てないんでしょ。

この、いま行ってる、この時間帯に、この時間の中でさ。
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ごめん、ごめん、ちょっと正確に言って。その時間帯に入ってたかどうか誰も見てないんでしょ。

この、いま行ってる、この時間帯に、この時間の中でさ。
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発言内容

●●さんから電話でさ。米軍が冷却を最大限何でもやるという申し出があって、官邸がぜひ受け

ろと。それで、窓口を決めて、●●さんに連絡してくれと。

ドライウェル圧力０．４００。 

分かりました。じやあ、ぼく、電話しましょう。

いまあの、えっと、いま、１８時４５分の段階で、水位は－３７００なんですけども、炉圧が０．

５４から０．５６に上がり勝手になってるんですよ。だから入っているんだと思うんですよ。水

が入っているんだと思うんです。で、炉圧は、うーんと、え－、１８時４２分をボトムに、ここ

１０分位は上がってきてるんですよ。 

といったら、下がっちやったんですけど。あの、上がり勝手なんで、ちょっと、どの位か、入っ

 

炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。 

●●君、現場から、水、入ったっていう連絡ないの？

あ、あの、現場の確認をしてもらってですね、えっと、細かい仕様は、現場でどの位の、えっと、

吐出圧になってたのか分からないんですけども、ポンプ回って入っていたっていう現場の、現場

からの結果が来ました。それで、えっと、今の状況ですけれども、えっと、減圧沸騰したあとに、

単調に水位は下がってきていて、いまも－３７００で水は、あの、非常に少ない状態なんですが、

実際はですね、なんかどうもポンプが止まったみたいで、あの、注入ができてないみたいなんで

すけども。ちょっとあの、本店。 

あれ、予備のポンプはそこにないの？付け替えるってのはできないの？そこ。

付け替えるためのポンプは持ってってます。ただ、付け替えるのに時間かかるんで、そことここ

えっと、炉圧の動きと、それから、ドライウェルの圧力の動きに注意してください。

はい。は、はいっ、継続します。 

で、ベント操作は非常に重要ですからそれを進めることと、それから、あの、ポンプ繋ぎ替えで

はなくて、パイプというか配管繋ぎ替えで近くのビットから注水することなども含めて、え－、

注水に全力を尽くしていただきたいです。 

はい、はい、そのようにやってます。 

あっ、回ってたってのは、あの、回ってたのは確認してから上がってきてもらってますから、た

だそのときに燃料がもうなくなりそうだよって情報が来た。

ごめん、ごめん、ちょっと正確に言って。その時間帯に入ってたかどうか誰も見てないんでしょ。

この、いま行ってる、この時間帯に、この時間の中でさ。
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といったら、下がっちやったんですけど。あの、上がり勝手なんで、ちょっと、どの位か、入っ

あ、あの、現場の確認をしてもらってですね、えっと、細かい仕様は、現場でどの位の、えっと、

吐出圧になってたのか分からないんですけども、ポンプ回って入っていたっていう現場の、現場
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はなくて、パイプというか配管繋ぎ替えで近くのビットから注水することなども含めて、え－、

あっ、回ってたってのは、あの、回ってたのは確認してから上がってきてもらってますから、た

ごめん、ごめん、ちょっと正確に言って。その時間帯に入ってたかどうか誰も見てないんでしょ。
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発言者  

  その時間帯には、現場に社員さんがいたんです。

吉田所長  いたの？

  いましたよ。で、流れるのを確認してから上がってきたんです。で、その時に燃料がないよって

情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。

吉田所長  まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、

要するに現場状況把握しないとだめなんで、ほんで、その代替のやつ、人は行ったのね？

  行きました。

  炉圧０．６３０。変化無し。炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

  ああ一、もう早く入ってくれ。

  すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

だきたいと思います。

復旧班  いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

う注意してやってくと、いうことかと思います。

吉田所長  え、もう、もうこれが最優先だよ。

復旧班  えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。

吉田所長  いやいや、それは言ってんだけどね。１つの条件で言うとね、ものすごい線量高いのよ。ここの

現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

時間短いんで、ちょっと交替で行ってるもんだから。

復旧班  あっ、了解しました。

吉田所長  うん。

武藤副社長  ●●さん、いるかい？

武黒さん。

資材班  すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

の軽油がありません、

武藤副社長  あれさあ。

資材班  で、困っているところがあれば、え－、余ってる、すでにタンクに入っている軽油を抜き取って

移設するということも可能かと思いますので、困っているところ、余っているところ、あったら、

資材部のほうまでお申し出ください。

武藤副社長  多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな

いけどさ。

 米軍からの支援の申し出があったんですけども。
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その時間帯には、現場に社員さんがいたんです。

いたの？ 

いましたよ。で、流れるのを確認してから上がってきたんです。で、その時に燃料がないよって

情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。

まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、

要するに現場状況把握しないとだめなんで、ほんで、その代替のやつ、人は行ったのね？

行きました。 

炉圧０．６３０。変化無し。炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

ああ一、もう早く入ってくれ。

すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

だきたいと思います。

いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

う注意してやってくと、いうことかと思います。

え、もう、もうこれが最優先だよ。

えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。
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現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

時間短いんで、ちょっと交替で行ってるもんだから。
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●●さん、いるかい？

武黒さん。 

すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

の軽油がありません、
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多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな
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その時間帯には、現場に社員さんがいたんです。

いましたよ。で、流れるのを確認してから上がってきたんです。で、その時に燃料がないよって

情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。

まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、

要するに現場状況把握しないとだめなんで、ほんで、その代替のやつ、人は行ったのね？

炉圧０．６３０。変化無し。炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

ああ一、もう早く入ってくれ。

すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

だきたいと思います。 

いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

う注意してやってくと、いうことかと思います。

え、もう、もうこれが最優先だよ。

えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。

いやいや、それは言ってんだけどね。１つの条件で言うとね、ものすごい線量高いのよ。ここの

現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

時間短いんで、ちょっと交替で行ってるもんだから。

あっ、了解しました。 
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すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

の軽油がありません、 

で、困っているところがあれば、え－、余ってる、すでにタンクに入っている軽油を抜き取って

移設するということも可能かと思いますので、困っているところ、余っているところ、あったら、

資材部のほうまでお申し出ください。

多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな

米軍からの支援の申し出があったんですけども。
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その時間帯には、現場に社員さんがいたんです。

いましたよ。で、流れるのを確認してから上がってきたんです。で、その時に燃料がないよって

情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。

まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、

要するに現場状況把握しないとだめなんで、ほんで、その代替のやつ、人は行ったのね？

炉圧０．６３０。変化無し。炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

ああ一、もう早く入ってくれ。 

すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

う注意してやってくと、いうことかと思います。

え、もう、もうこれが最優先だよ。 

えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。

いやいや、それは言ってんだけどね。１つの条件で言うとね、ものすごい線量高いのよ。ここの

現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

時間短いんで、ちょっと交替で行ってるもんだから。

いねぇか。７時半位になったら、武黒さんの部屋に来てくれって。え？

すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

で、困っているところがあれば、え－、余ってる、すでにタンクに入っている軽油を抜き取って

移設するということも可能かと思いますので、困っているところ、余っているところ、あったら、

資材部のほうまでお申し出ください。 

多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな

米軍からの支援の申し出があったんですけども。
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いねぇか。７時半位になったら、武黒さんの部屋に来てくれって。え？
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切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

で、困っているところがあれば、え－、余ってる、すでにタンクに入っている軽油を抜き取って

移設するということも可能かと思いますので、困っているところ、余っているところ、あったら、

多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな

米軍からの支援の申し出があったんですけども。 
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情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。

まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、
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要するに現場状況把握しないとだめなんで、ほんで、その代替のやつ、人は行ったのね？ 

すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。

いやいや、それは言ってんだけどね。１つの条件で言うとね、ものすごい線量高いのよ。ここの

現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

いねぇか。７時半位になったら、武黒さんの部屋に来てくれって。え？

すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち

で、困っているところがあれば、え－、余ってる、すでにタンクに入っている軽油を抜き取って

移設するということも可能かと思いますので、困っているところ、余っているところ、あったら、

多分ね、その、余っているところはみんな、人がいなくなっちやったとこのガソリンスタンドだ

よ。これ、その、その簡単じゃないかもしれないけど、それが一番近いと思うよ。あそこら辺の

農協スタンドなんか、多分軽油一杯あると思うよ。農協の人がどこ行っちゃっているか分かんな

 

いましたよ。で、流れるのを確認してから上がってきたんです。で、その時に燃料がないよって

情報があって、いや、入れてるはずだと。というので、なぜ遅れてんだってことになって。 

まあ、なんせさ、上がってこない。まあ、線量あるからあれなんだけども、何人かで交替ででも、

 

すみません、あのーそれで、炉心が熱くなっているときにですね、注水した場合のケースでです

ね、ちょっとどういう、どういう対応をすればより適切なのかっていうの、ぜひアドバイスいた

いや、水を入れるしかありませんし、あの、水素の発生が出るので、まぁ、今回はそれをいっそ

えっと、誰かがー、あの、ポンプ現場見に行って、ちゃんと動いているかとか、スピーディーに

動いてる、対応しているかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。 

いやいや、それは言ってんだけどね。１つの条件で言うとね、ものすごい線量高いのよ。ここの

現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もうほんとにチンチンなんですよ。それで、滞在

いねぇか。７時半位になったら、武黒さんの部屋に来てくれって。え？ 

すみません、資材部です。え－、すみません。現在、資材部手持ちの軽油が切れました。軽油が

切れました。９時頃になれば、外部から運んでくる見込みが立っているんですが、いま、手持ち
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場所 発言者

資材班
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復旧班

吉田所長

技術班
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武藤副社長
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武藤副社長
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発言者  

資材班  はい、検討してみます。

  《電話》はい、分かりました。＝

復旧班  えっと、プラントパラメータは定期的にコールしてください。

吉田所長  ●●君、プラントパラメータ定期的にコールしてくださいって。あなたがやらなくてもいいから、

誰か指名してやって。

技術班  えっと、２

ル圧力がコンマ４００。で、え－と、炉水位はダウンスケール、です。

  炉圧０．６３。

技術班  はい、そうです。０．６３

武藤副社長  ＣＡＭＳは生きてんだっけ。

  炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

発電班  ＣＡＭＳ

武藤副社長  うん、いや。それ上がってんのか、上がってないのか、どうなんだ。

発電班  えっと、いま、まだベント、ＰＣＶ

いってのは、えっと、まだ、あの、生かせていません。見える状態ですけども。

  炉圧０．６３。

武藤副社長  いや、線量率上がってんのか、上がってないのか、分かんないのか、何なんだい。

発電班  一回確認しておきます。

武藤副社長  分かんないってこったな。

  え－、原子炉圧力、お願いします。

  １９時０６分、炉圧０．６３０、炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

武藤副社長  あれ、１号と３号はあれだっけ。ウエットウェルのベントってのは、まだそのまんま生きている

んだよね？

早瀬顧問  今の話は、でも、いま、平岡さんから電話なんだけど。武黒さんのほうは、

話をしている。

発電班  は、はい、何の話でしょうか。

武藤副社長  １号と３号のウエットウェルのベントは、あ、開いてんだよね。

発電班  １号と３号の？

武藤副社長  ＡＯ
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はい、検討してみます。

《電話》はい、分かりました。＝

えっと、プラントパラメータは定期的にコールしてください。

●●君、プラントパラメータ定期的にコールしてくださいって。あなたがやらなくてもいいから、

誰か指名してやって。

えっと、２ 号のプラントパラメータ。１９

ル圧力がコンマ４００。で、え－と、炉水位はダウンスケール、です。

炉圧０．６３。 

はい、そうです。０．６３

ＣＡＭＳは生きてんだっけ。

炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

ＣＡＭＳ はウエットウェルとドライウェルのガンマだけ、ガンマ線だけ生きています。

うん、いや。それ上がってんのか、上がってないのか、どうなんだ。

えっと、いま、まだベント、ＰＣＶ

いってのは、えっと、まだ、あの、生かせていません。見える状態ですけども。

炉圧０．６３。 

いや、線量率上がってんのか、上がってないのか、分かんないのか、何なんだい。

一回確認しておきます。

分かんないってこったな。

え－、原子炉圧力、お願いします。

１９時０６分、炉圧０．６３０、炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

あれ、１号と３号はあれだっけ。ウエットウェルのベントってのは、まだそのまんま生きている

んだよね？ 誰も分かんない？

今の話は、でも、いま、平岡さんから電話なんだけど。武黒さんのほうは、

話をしている。 

は、はい、何の話でしょうか。

１号と３号のウエットウェルのベントは、あ、開いてんだよね。

１号と３号の？ 

ＡＯ 弁はちゃんと開いたままになっていたんだよな。
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いや、線量率上がってんのか、上がってないのか、分かんないのか、何なんだい。

一回確認しておきます。 

分かんないってこったな。 

え－、原子炉圧力、お願いします。

１９時０６分、炉圧０．６３０、炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。
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発言内容

《電話》はい、分かりました。＝ 今の時間ですと、圧力だけ。

えっと、プラントパラメータは定期的にコールしてください。

●●君、プラントパラメータ定期的にコールしてくださいって。あなたがやらなくてもいいから、

号のプラントパラメータ。１９ 時の値は、えっと、炉圧が０．６３０、ドライウェ

ル圧力がコンマ４００。で、え－と、炉水位はダウンスケール、です。

です。 

 

炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。 

はウエットウェルとドライウェルのガンマだけ、ガンマ線だけ生きています。

うん、いや。それ上がってんのか、上がってないのか、どうなんだ。

えっと、いま、まだベント、ＰＣＶ ベントのラインが構成されていないようなので、えっと、な

いってのは、えっと、まだ、あの、生かせていません。見える状態ですけども。

いや、線量率上がってんのか、上がってないのか、分かんないのか、何なんだい。

え－、原子炉圧力、お願いします。 

１９時０６分、炉圧０．６３０、炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

あれ、１号と３号はあれだっけ。ウエットウェルのベントってのは、まだそのまんま生きている

誰も分かんない？ 

今の話は、でも、いま、平岡さんから電話なんだけど。武黒さんのほうは、

は、はい、何の話でしょうか。 

１号と３号のウエットウェルのベントは、あ、開いてんだよね。

弁はちゃんと開いたままになっていたんだよな。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

今の時間ですと、圧力だけ。

えっと、プラントパラメータは定期的にコールしてください。

●●君、プラントパラメータ定期的にコールしてくださいって。あなたがやらなくてもいいから、

時の値は、えっと、炉圧が０．６３０、ドライウェ

ル圧力がコンマ４００。で、え－と、炉水位はダウンスケール、です。

はウエットウェルとドライウェルのガンマだけ、ガンマ線だけ生きています。

うん、いや。それ上がってんのか、上がってないのか、どうなんだ。

ベントのラインが構成されていないようなので、えっと、な

いってのは、えっと、まだ、あの、生かせていません。見える状態ですけども。

いや、線量率上がってんのか、上がってないのか、分かんないのか、何なんだい。

１９時０６分、炉圧０．６３０、炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

あれ、１号と３号はあれだっけ。ウエットウェルのベントってのは、まだそのまんま生きている

今の話は、でも、いま、平岡さんから電話なんだけど。武黒さんのほうは、

１号と３号のウエットウェルのベントは、あ、開いてんだよね。

弁はちゃんと開いたままになっていたんだよな。 
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復旧班
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吉田所長
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吉田所長
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発言者  

  回ってないよ。

発電班  いま、まだ回っていないってことですか。

武藤副社長  違う違う違う違う。その、ラインナップはできてんだよね？

早瀬顧問  おれねぇ、＝のチャンネル見てたらさぁ、武黒さんと話をして、桝本さんとも話をして＝頼んで

＝細野さんの＝。

復旧班  いち、１号、３号の時にはベント弁、あの、１回開きました。その後、空気圧の低下があって閉

まったりしてたんですけど、あの、そのためにバックアップの、あのコンプレッサーを付けて再

度開けるというようなことをして、今回は最初から、

プのコンプレッサーを用意しておりました。

  ０．６３０

 ０．６３０

 はい。

  えっと、原子炉の圧力、お願いします。

  １．２９。

武藤副社長  はい、分かった。で、何だつけ？その、要は開いてないかもしれないってことだな。

  炉圧０．６５３。

  炉水位とドライウェル圧力変化なし。

  ０．６５３。

復旧班  えっと、炉注が始まると、炉圧というよりもドライウェルの圧力が上がってくると思いますので、

上がり始めたら、ちょっと注意してください。

  ドライウェルの圧力はＳＲ弁が閉じてるんで上がりません。

復旧班  了解しました。

資材班  資材部からお願いです。え－、現在、軽油用のポリタンクが、あ－、全部出払っています。軽油

用のポリタンク、お持ちの方は、お持ちの方は、空タンクお持ちの方は、速やかに資材部のほう

へ戻すようお願いします。よろしくお願いいたします。

復旧班  １Ｆ

吉田所長  はい。

復旧班  はい、あの、本店です－。えっと、炉圧がいったん０．６０まで下がったあとに、えっと、吐出

圧０、７の消防車の水が入っていたというふうに考えると、炉圧が上がるのも説明できますけれ

ども、入っていない可能性もありますので、そこのところの流量の確認はどうなってますか。

吉田所長  いまですね、現場に人間を、はけ、行っている人間から情報を得るようにしています。
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発言者  

復旧班  はい。

吉田所長  ただね。そこと通信が繋がらないんですよ。それで、ちょっと、その、情報がですね、錯綜して

いて、申し訳ございません。

復旧班  はい。いずれにしても。

吉田所長  いまは……。

復旧班  あの一、一旦は全水沸騰するので、見かけ上の水位はうんと下がるわけですけども、その状態か

らだんだん水が入ってくると、さらに沸騰量が増えるので圧が上がるという、そういう整理です

けども。それが本当にそうなのかどうかっていうとこが早く見極めたいとこなので、はい。で、

炉圧とドライウェル圧力のコールをしてください。あの、一定時間ごとにお願いします。

吉田所長  はい。

高橋フェロー  もうドキドキドキ。ずーっとドキドキしてますよ。もう死にそうですよ、もう。やけくそで＝。

ずっと二日間、寝てなくて。

 通信が悪いって言うのが、本当に。

復旧班  うんと、ＳＲ

  閉まっている。閉まっている。

  えっと、すみません。あの２号が肝心なのかあれなんですが、いま１号と３号も消防車を設置し

ています。で、消防車が設置できれば、自然と炉注入は開始されます。

復旧班  ２号の話をしてんです。

保安班  緊対室の線量についてお知らせします。

  １９時１３分。炉圧０．６５３。炉水位、ドライウェル圧力、変化なしです。

  タイミング悪いかもしれない。

保安班  緊対室の線量についてお知らせします。１８時４５分に比べ１９時１０分から１５分で採取した
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テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ●●さん、ちょっと、ちょっと。

清水社長  ●●、いない？

復旧班  えっと、ポンプの復旧状況について分かることがあったら教えてください。

武藤副社長  一番近いのが、新福島変電所。

清水社長  よし、じやあ。

  えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

に向かっています。え－

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

あと、３０分以内には給油でいけると思っています。

発電班  ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？

ンプは回っていたの、止まっていたの？

発電班  止まってんの。

復旧班  回せるポンプでラインナップを完成できないんでしょうか。

発電班  えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？

  今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

  了解、は‐

発電班  それを、えっと、回せるのはいっ位になるのかな。

  あと３０分。

発電班  あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

料持っていけば回るんだったら、燃料すぐ持ってけばいいし

資材班  すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。

資材班  えっと、ポリバケツじゃなくて、え－

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

送してそれを持っていくと。

発電班  えっと一、あの……。

復旧班  えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

というよりも工夫していただければありがたく。

復旧班  ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

んですけど。

発電班  どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。
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あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

んですけど。 

どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。
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●●さん、ちょっと、ちょっと。

 ●●。 

えっと、ポンプの復旧状況について分かることがあったら教えてください。

一番近いのが、新福島変電所。

 

えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

に向かっています。え－ とその際に、え－

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

あと、３０分以内には給油でいけると思っています。

ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？

ンプは回っていたの、止まっていたの？

 

回せるポンプでラインナップを完成できないんでしょうか。

えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

い。はい、はい。 

それを、えっと、回せるのはいっ位になるのかな。

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

料持っていけば回るんだったら、燃料すぐ持ってけばいいし

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。

えっと、ポリバケツじゃなくて、え－

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

送してそれを持っていくと。 

えっと一、あの……。 

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

というよりも工夫していただければありがたく。

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。
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●●さん、ちょっと、ちょっと。 

えっと、ポンプの復旧状況について分かることがあったら教えてください。

一番近いのが、新福島変電所。 

えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

とその際に、え－ と、いまっ、タンクローリーがあるんですけど、タ

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

あと、３０分以内には給油でいけると思っています。

ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？

ンプは回っていたの、止まっていたの？ 

回せるポンプでラインナップを完成できないんでしょうか。

えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

 

それを、えっと、回せるのはいっ位になるのかな。

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

料持っていけば回るんだったら、燃料すぐ持ってけばいいし

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。

えっと、ポリバケツじゃなくて、え－ と、タンクローリー２

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

 

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

というよりも工夫していただければありがたく。

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。
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発言内容 

えっと、ポンプの復旧状況について分かることがあったら教えてください。

えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

と、いまっ、タンクローリーがあるんですけど、タ

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

あと、３０分以内には給油でいけると思っています。 

ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？

回せるポンプでラインナップを完成できないんでしょうか。 

えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

それを、えっと、回せるのはいっ位になるのかな。 

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

料持っていけば回るんだったら、燃料すぐ持ってけばいいし 

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。

と、タンクローリー２ 

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

というよりも工夫していただければありがたく。 

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。
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えっと、ポンプの復旧状況について分かることがあったら教えてください。 

えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

と、いまっ、タンクローリーがあるんですけど、タ

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？

 

えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

 

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。

 台あって、１ 

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

どっちでも先に入れば、えっと、ポンプは回っているんです。 
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えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

と、いまっ、タンクローリーがあるんですけど、タ

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

ごめんごめん。えっと、ポンプは注水していたの、してないの、していないの？ あ、あの、ポ

えっ、え、え、え。えっと、●●君が見に行ったときにはもう、止まってんの？ 

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

ないタンクローリーに、現在、いま、移し替え作業実施中です。申し訳ございません。 

台がパンクしてて満

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う

 

えっと、いま、海岸のほうに、え－とポンプ車、ポンプ車には給油に、え－と－、３０分ほど前

と、いまっ、タンクローリーがあるんですけど、タ

ンクローリーの積み替えをして、１台、え－、向かってますので、もう、もうちょっと。まあ、

あ、あの、ポ

今から３０分ほど、まあ、１時間ほど前に見たときに、えっと、止まっていたという事実がある。 

あと３０分？それ、あの一、もう早く回さないとまずいので。えっと一お、何でもいいから、燃

すみません。タンク、あ－、いや、軽油ゼロっていうのは、すみません、誤報で、満タンのタン

クはありました。ただ、それが、パンクしているということです。すみません。で、パンクして

台がパンクしてて満

タンに近いもの、１台はカラで乗用できるもの。だから、カラのやつにパンクしてるものから移

えっと、３０分はかなり長いかなと思うので、もうちょっと早くできる方法を考えてください。

ちなみにホースはあれでしたっけ。消防用のカチッてはめるタイプでしたっけ。そうであれば、

あのー、動いて水を吸っているものを最終段にしてホースだけ移し替えれば、注水できると思う
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発言者  

  現場は他の人が行っている。

  １回なくなったけど。

技術班  すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

８時２２，２２分

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

うことで。まぁ、２２時過ぎ位にはＲＰＶ

況であると思います。以上です。

 《会話重複》

発電班  １９時＝。２号炉圧、あっ、０．６５３。

  最初にＴＡＦ

武藤副社長  まぁ、ともかく水入れて、それからベントだ。この２

高橋フェロー  もうあれでしょ。ベントも近づけないでしょ？

武藤副社長  えっ、ベント近づけないの？

復旧班  えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

  あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

ようよ。

吉田所長  ホウ酸。

復旧班  えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

  入れんの？

復旧班  入れたほうがいい。ホウ酸のほうがいいです。

吉田所長  入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。

 あああ、そういうこと。

  最低。

吉田所長  ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

  線量は・・・。

武藤副社長  えっと、今のなんだっけ？

んか時間とかなんか、その、誰か予測した人、紙持ってる？

班。

復旧班  サイトの技術グループの人が言ってましたね。
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現場は他の人が行っている。

１回なくなったけど。

すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

８時２２，２２分

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

うことで。まぁ、２２時過ぎ位にはＲＰＶ

況であると思います。以上です。

《会話重複》 

１９時＝。２号炉圧、あっ、０．６５３。

最初にＴＡＦ 切ってから、もう２時間経ってるよね。

まぁ、ともかく水入れて、それからベントだ。この２

もうあれでしょ。ベントも近づけないでしょ？

えっ、ベント近づけないの？

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

ようよ。 

ホウ酸。 

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

入れんの？ 入れるんだ。

入れたほうがいい。ホウ酸のほうがいいです。

入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。

あああ、そういうこと。

最低。 

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

線量は・・・。 

えっと、今のなんだっけ？

んか時間とかなんか、その、誰か予測した人、紙持ってる？

班。 

サイトの技術グループの人が言ってましたね。
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現場は他の人が行っている。 

１回なくなったけど。 

すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

８時２２，２２分 １８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

うことで。まぁ、２２時過ぎ位にはＲＰＶ

況であると思います。以上です。

１９時＝。２号炉圧、あっ、０．６５３。

切ってから、もう２時間経ってるよね。

まぁ、ともかく水入れて、それからベントだ。この２

もうあれでしょ。ベントも近づけないでしょ？

えっ、ベント近づけないの？ 

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

入れるんだ。 

入れたほうがいい。ホウ酸のほうがいいです。

入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。

あああ、そういうこと。 

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

 

えっと、今のなんだっけ？ ＴＡＦ

んか時間とかなんか、その、誰か予測した人、紙持ってる？

サイトの技術グループの人が言ってましたね。
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すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

１８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

うことで。まぁ、２２時過ぎ位にはＲＰＶ が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状

況であると思います。以上です。 

１９時＝。２号炉圧、あっ、０．６５３。 

切ってから、もう２時間経ってるよね。

まぁ、ともかく水入れて、それからベントだ。この２

もうあれでしょ。ベントも近づけないでしょ？

 

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

入れたほうがいい。ホウ酸のほうがいいです。

入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

ＴＡＦ 切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までの、な

んか時間とかなんか、その、誰か予測した人、紙持ってる？

サイトの技術グループの人が言ってましたね。
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発言内容 

すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

１８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状

切ってから、もう２時間経ってるよね。 

まぁ、ともかく水入れて、それからベントだ。この２ つだよ。

もうあれでしょ。ベントも近づけないでしょ？ 

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

入れたほうがいい。ホウ酸のほうがいいです。 

入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までの、な

んか時間とかなんか、その、誰か予測した人、紙持ってる？ 

サイトの技術グループの人が言ってましたね。 
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すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

１８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ

が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状

つだよ。 

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの…

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

入れられない。だってもう、密閉ラインになっちゃってるから。 

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までの、な

 誰がいま、言ってくれたの。技術
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すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

１８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

す。そうすると、約２時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに２時間でＲＰＶ を損傷と、い

が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状

えっと、ビットの中にはホウ酸入っているんでしたっけ。えっとビットからの… …。 

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。

切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までの、な

誰がいま、言ってくれたの。技術

 

すみません、技術班ですけども。え－っと一、ちょっと、これまでの２号機の状況ですけど、１

１８時２２分位に燃料がむき出しになってるんじゃないかと、想定をしてま

を損傷と、い

が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状

あれ。ホウ酸はビットの脇に用意してあるの？混ぜるために。ホウ酸、用意してなきや、用意し

えっと、ビットの中にホウ酸入れて、ホウ酸が入っているビットから据えるところで、え－、パ

イプをラインナップしてください。あの一、炉の形が変わってますから。ホウ酸水を入れないと。 

ここにまず入れて。いいんだけど、入ってんだな。だからいいんだ。ここにホウ酸入れて、ホウ

酸、このラインを使って２号にぶち込むと。ポンプで、ここに。これしかないんだ、もう。 

切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までの、な

誰がいま、言ってくれたの。技術
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場所 発言者

武藤副社長

１F 

技術班

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

１F 

武藤副社長

１F 

技術班

１F 

１Ｆ 

通報班

１Ｆ 

通報班

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ちよ、ちよ、ちょっと紙くんない？それ。

  ●●さん、あれ説明できる？

技術班  あっ、ＴＡＦの到達？

技術班  えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

炉心溶融から２時間経つと、ＲＰＶ

ネジメントガイドに書いてある数値を使ったものです。

武藤副社長  えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

こと？

技術班  えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

武藤副社長  ＯＫ。●●。

武藤副社長  えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

認識でいいですね？

技術班  えと、１８

武藤副社長  で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

技術班  えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

武藤副社長  ＯＫ。そうすると、これは皆さんにご報告した数字だな？

  ＴＡＦ

武藤副社長  ＴＡＦ

  ●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？

技術班  いや、そうじゃなくて、燃料が全部露出した時刻。

  あっ、露出した時刻か。

  それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

てますか、通報班の人たち。

通報班  いや、やってないです。

  やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。

通報班  ＴＡＦまでの時間しか言ってないです。

  だから、あの。

  言ってないです。

2011 年 3 月 1

 

ちよ、ちよ、ちょっと紙くんない？それ。

●●さん、あれ説明できる？

あっ、ＴＡＦの到達？

えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

炉心溶融から２時間経つと、ＲＰＶ

ネジメントガイドに書いてある数値を使ったものです。

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

こと？ 

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

ＯＫ。●●。 

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

認識でいいですね？

えと、１８ 時２２

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

ＯＫ。そうすると、これは皆さんにご報告した数字だな？

ＴＡＦ の時刻でしょ？

ＴＡＦ と、それから全部●●。

●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？

いや、そうじゃなくて、燃料が全部露出した時刻。

あっ、露出した時刻か。

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

てますか、通報班の人たち。

いや、やってないです。

やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。

ＴＡＦまでの時間しか言ってないです。

だから、あの。 

言ってないです。
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ちよ、ちよ、ちょっと紙くんない？それ。

●●さん、あれ説明できる？ 

あっ、ＴＡＦの到達？ 

えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

炉心溶融から２時間経つと、ＲＰＶ

ネジメントガイドに書いてある数値を使ったものです。

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

認識でいいですね？ 

時２２ 分に３７００。え－、ほぼ、あの燃料むき出しになっている時間です。

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

ＯＫ。そうすると、これは皆さんにご報告した数字だな？

の時刻でしょ？ 

と、それから全部●●。

●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？

いや、そうじゃなくて、燃料が全部露出した時刻。

あっ、露出した時刻か。 

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

てますか、通報班の人たち。 

いや、やってないです。 

やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。

ＴＡＦまでの時間しか言ってないです。

 

言ってないです。 
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発言内容

ちよ、ちよ、ちょっと紙くんない？それ。 

 今の。●●さんが話した話。

えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

炉心溶融から２時間経つと、ＲＰＶ の損傷になるだろうということで、こちらのアクシデントマ

ネジメントガイドに書いてある数値を使ったものです。

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

分に３７００。え－、ほぼ、あの燃料むき出しになっている時間です。

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

ＯＫ。そうすると、これは皆さんにご報告した数字だな？

と、それから全部●●。 

●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？

いや、そうじゃなくて、燃料が全部露出した時刻。

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

 

やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。

ＴＡＦまでの時間しか言ってないです。 
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発言内容 

今の。●●さんが話した話。 

えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

の損傷になるだろうということで、こちらのアクシデントマ

ネジメントガイドに書いてある数値を使ったものです。 

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

分に３７００。え－、ほぼ、あの燃料むき出しになっている時間です。

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

ＯＫ。そうすると、これは皆さんにご報告した数字だな？ イエス・オア・ノー、どっちだよ。

●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？

いや、そうじゃなくて、燃料が全部露出した時刻。 

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。
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えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

の損傷になるだろうということで、こちらのアクシデントマ

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

分に３７００。え－、ほぼ、あの燃料むき出しになっている時間です。

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

イエス・オア・ノー、どっちだよ。

●●さんさ、今の、ＴＡＦ到達の時刻だよね？ＴＡＦ到達の時刻でしょ？ 

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

やってないですよね。武藤本部長、そちらを言っているんじゃないですか。 
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えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、

えっと、むき出しになったのは１８時２２分ということで、１８時２２分のむき出しになったと

ころから、え‐約２時間で炉心溶融が始まるだろうというざっくりとした見積もりです。その後、

の損傷になるだろうということで、こちらのアクシデントマ

えっと、１８時２２分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確認しているって

えっと、１８時２２分っていうのは、え－と－、水位、水位で確認したところです。 

えっと今の、その、こう、１８時２２分に、え－、燃料が全露出したっていうのは、その共通の

分に３７００。え－、ほぼ、あの燃料むき出しになっている時間です。

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだっけ。なんか紙配ってんの？

で、これは、え－と、あれだつけ、その、皆さんにご報告してんだつけ。なんか紙配ってんの？

えっと、水位と、え－、ＰＣＶの圧力について、時々刻々、報告していた中での報告です。

イエス・オア・ノー、どっちだよ。

 

それは、ここでは言いましたけど、皆さんに通報って、社外の人たちか関係者にってこと、やっ

 

 

えと、先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、ＴＡＦの到達が１６時１６分ですが、そのあと、
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発言者  

小森常務  もしもし、本店、聞こえます？

復旧班  えっと、国とか関係者に状態を伝えておいたほうがいいと思います。

小森常務  あっ、もしもし、本店、聞こえますか。

武藤副社長  はい、はい。

小森常務  や、あの、情報を伝えとくのは当然の話で、えっと一、その、退避基準というようなことを誰か

考えておかないといけないし。発電所のほうも中操なんかに居続けることができるかどうか、ど

つかで判断しないと、おー、すごいことになるので、退避基準の検討を進めてくださいよ。

武藤副社長  うん、分かった。それ、それやって。その前にだけど、そうなってますよって言うってことなん

だからさ。その、ＴＡＦ

１８時２２

高橋フェロー  それはいいんでしょ？１Ｆ、時間は。

武藤副社長  いいね？

吉田所長  はい、いいです。

武藤副社長  はい。で、２時間でメルト。２時間でＲＰＶ

吉田所長  はい。

武藤副社長  で、あと、退避の基準については、これ、誰だ、保安班か。●●さん、いねぇな。

高橋フェロー  ●●。

 ここにいます。

武藤副社長  ああ、待避、今までやってきたやつも、その、ＡＭ

損傷になったとき、どうしたらいいんだって？

 退避基準、すみません、私、頭に入ってないです。

  ●●さ、いま言ったのって、むき出しになってから２時間で損傷って言った？

て。

  じゃあ、むき出しからじゃなくて、じやあ、ＴＡＦから２時間って決まってんの？

そこのホワイトボードに書いてあるじやん。

  もう、バッテリーがない。

復旧班  注水のほうは大丈夫なんですかね。

  現在、燃料を補給中。燃料を補給中です。

復旧班  あっ、ありがとうございます。燃料を補給したら満タンにしなくてもいいですから、特急で起動

してください。注水が最優先です。
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発言者  

 はい。

吉田所長  はい。

  広さ的にはどこがいいの？サービスホールが一番広い？

  いや、浜電。

  浜電は使えるの？。

復旧班  えっと、適時パラメータをコールしてください。

高橋フェロー  これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

で、そのためのデータを渡さなきやいけないから。

 《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっ、でもでも、ぼくに判断材料ないですよね。

武藤副社長  ええと、吉田さん、電話中？

  ちょっと電話中ですね。

武藤副社長  終わったらさ、電話くんないかな。

  分かりました。言っときます。

高橋フェロー  いま、線量が低いとか言ってるのって＝。

復旧班  えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

えっと、ポンプが動いた形跡はありますか。パラメータはいかがでしょう。

高橋フェロー  ●●君さ、１、３はどうなってんだっけ？

 風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

移すように＝。

高橋フェロー  《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

しかないんですよ……。

復旧班  えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。

  すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

に備えてですね。ＳＲ

いたほうがいいのか。

復旧班  それは炉圧によります。炉圧を考慮してください。

  炉圧、いくつですか。

  Ｏ．６５３
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えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

えっと、ポンプが動いた形跡はありますか。パラメータはいかがでしょう。

●●君さ、１、３はどうなってんだっけ？

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

 

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

しかないんですよ……。 

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

に備えてですね。ＳＲ 弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと

いたほうがいいのか。 

それは炉圧によります。炉圧を考慮してください。

炉圧、いくつですか。 

です。 
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発言内容

広さ的にはどこがいいの？サービスホールが一番広い？

えっと、適時パラメータをコールしてください。

これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

で、そのためのデータを渡さなきやいけないから。

《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっ、でもでも、ぼくに判断材料ないですよね。

 

終わったらさ、電話くんないかな。 

分かりました。言っときます。 

いま、線量が低いとか言ってるのって＝。 

えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

えっと、ポンプが動いた形跡はありますか。パラメータはいかがでしょう。

●●君さ、１、３はどうなってんだっけ？ ポンプ、回ってんだつけ？

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと

それは炉圧によります。炉圧を考慮してください。
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発言内容 

広さ的にはどこがいいの？サービスホールが一番広い？ 

えっと、適時パラメータをコールしてください。 

これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

で、そのためのデータを渡さなきやいけないから。 

《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっ、でもでも、ぼくに判断材料ないですよね。 

えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

えっと、ポンプが動いた形跡はありますか。パラメータはいかがでしょう。

ポンプ、回ってんだつけ？

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと

それは炉圧によります。炉圧を考慮してください。 
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これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

えっと、ポンプが動いた形跡はありますか。パラメータはいかがでしょう。 

ポンプ、回ってんだつけ？ 

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと
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これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

 

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

２を早く回さないと、２は非常に状態が良くありませんから、２が最優先です。 

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと

 

これだけど、本当に、あれだろ、オフサイトセンターに避難の指示をしなきやいかんだろ。それ

《電話》はい、●●です。はい、はい。とくに私、頭の中にないんです。ええ。ええ、はい。え

えっと、これでＰＣＶのベントができると、線量がぐっと上がって、場合によっては１０条とか

そういうことになると思いますし、ちょっと関係の基準を確認しといてください。防災関係の人。

風向きはですね、いま西方向が卓越しています。海方向です。南風ですから、南のほうに拠点を

《勝俣会長に向かって》いや一もう手がないんですよ。＝手がないんで、がんばって水を入れる

えっと、燃料入れだしたんだったら、ポンプが回せると思うんですけれど、早くポンプが回れば

パラメータに現れると思うんですが。えっと、１、３が回ってないのもあると思いますけれど、

すみません、ちょっとアドバイスお願いします。ＳＲ弁がいま閉まっているんですけども、注入

弁、開けられる、注入できる状態で開けたらいいのか。今の段階で開けと
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場所 発言者

１Ｆ 

武藤副社長

 

１F 

武藤副社長

１Ｆ 

１F 

復旧班

１F 

復旧班

１Ｆ 

武藤副社長

吉田所長

技術班

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

 

 

高橋フェロー

 

高橋フェロー

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

  Ｏ．６５３、です。

武藤副社長  いま、緊対って何人位いんだっけ？１Ｆ。

 西、西、＝

  １ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？

武藤副社長  ＯＫ。

  ２００位います、２００、

  もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

復旧班  ０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

ますので、ちょっと詳しい人の意見を聞いてください。

  あれ、消火ポンプへの油の充填は、まだ現在進行形？

復旧班  満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

  はい、分かってます。

武藤副社長  吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。

吉田所長  電話かけます。

技術班  技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

  ２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

化なし。

高橋フェロー  ●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

そう。いま、どうなってんの？

復旧班  えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

い状態ということです。

 電気がないんです。

 浜電、浜電でいいよ。本体で。本体ですね。

高橋フェロー  ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。

 ●●さん、デットタイム、何時だ？

高橋フェロー  ●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう

しよう、こうしようって。

復旧班  了解。

2011 年 3 月 1

 

Ｏ．６５３、です。

いま、緊対って何人位いんだっけ？１Ｆ。

西、西、＝ 海に向かってる、海に向かってる。

１ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？

ＯＫ。 

２００位います、２００、

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

ますので、ちょっと詳しい人の意見を聞いてください。

あれ、消火ポンプへの油の充填は、まだ現在進行形？

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

はい、分かってます。

吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。

電話かけます。 

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

化なし。 

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

そう。いま、どうなってんの？

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

い状態ということです。

電気がないんです。

浜電、浜電でいいよ。本体で。本体ですね。

ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。

●●さん、デットタイム、何時だ？

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう

しよう、こうしようって。

了解。 
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Ｏ．６５３、です。 

いま、緊対って何人位いんだっけ？１Ｆ。

海に向かってる、海に向かってる。

１ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？

２００位います、２００、 

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

ますので、ちょっと詳しい人の意見を聞いてください。

あれ、消火ポンプへの油の充填は、まだ現在進行形？

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

はい、分かってます。 

吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。

 

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

そう。いま、どうなってんの？

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

い状態ということです。 

電気がないんです。 

浜電、浜電でいいよ。本体で。本体ですね。

ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。

●●さん、デットタイム、何時だ？

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう

しよう、こうしようって。 
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発言内容

いま、緊対って何人位いんだっけ？１Ｆ。 

海に向かってる、海に向かってる。

１ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

ますので、ちょっと詳しい人の意見を聞いてください。

あれ、消火ポンプへの油の充填は、まだ現在進行形？

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

そう。いま、どうなってんの？ 官邸にも出さなきやいけないし。

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

浜電、浜電でいいよ。本体で。本体ですね。 

ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。

●●さん、デットタイム、何時だ？ 何時に設定する？

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう
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発言内容 

海に向かってる、海に向かってる。 

１ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

ますので、ちょっと詳しい人の意見を聞いてください。 

あれ、消火ポンプへの油の充填は、まだ現在進行形？ 終わった？

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

官邸にも出さなきやいけないし。

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

 

ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。

何時に設定する？ 

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう
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１ＯＯ人近くいますね。１００人位いますかね。もっといる？ 百二、三十人。

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

終わった？ 

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。

吉田さん、まだ電話中かな。イエスかノ一かで答えてください。 

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

官邸にも出さなきやいけないし。 

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

ちょっとさ、早くスケジュール作って、で、投げなきやいけないよ。 

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう
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百二、三十人。 

もっといるか。これ、全体だもんね。３００人位はいますね。あれ、●●、どこ行った？ 

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

満タンにしなくていいですよ。ちょっと入ったら、回して、水を入れるのが先決です。 

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

ＣＡＭＳのデータが入手しだい、再度また評価させていただきたいと思います。 

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう

 

 

０．６５３だったら入ると思いますけれども、どちらがいいかは運転屋さんの判断があると思い

技術班ですけれども、先ほどの炉心溶融のところについては、かなりいろんな仮定が入りながら、

大雑把に評価した結果で、ＣＡＭＳのデータがいまないので、そうせざるを得ないと。ちょっと、

２号機、いいですか。２号機、１９時３５分、炉圧０，６０８、炉水位、ドライウェル圧力、変

●●君さ、ちょっと今の状況を国、県、みんなに言わなきやいけないよね。で、整理して早く出

えっと、現在の状態はサイトの技術グループが言ってるとおり、燃料が露出して破損している状

態というふうに考えられます。で、炉注はできていない状態ですので、気を付けなければいけな

●●君さ、その●●のあれをベースに、ちょっと、それの投げるやつ、時間入れて、何時にどう
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場所 発言者

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

吉田所長

１F 

吉田所長

１F 

復旧班

吉田所長

武藤副社長

１Ｆ 

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

 

 

高橋フェロー

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

吉田所長  武藤さんの内線、何番ですか、内線。

武藤副社長  △△△△はぼくのじゃないけど、△△△△。

吉田所長  かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

吉田所長  オフサイトセンターの電話は＝。

  いま、でもオフサイトセンター、いないでしょう？

吉田所長  いないんだ。

  武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

復旧班  ベントは開けることは進んでいますか？

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。

吉田所長  はい、吉田です。

武藤副社長  《電話》もうその燃料が裸になって２時間、＝。

  ＝

復旧班  ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

引き続き、努力中です。

復旧班  ベントは努力中、ありがとうございます。

復旧班  ＳＲ弁はいっ開けますか。

復旧班  まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

復旧班  いま何キロだっけ？

復旧班  いま６キロですから注水は可能です。

復旧班  可能だな。

復旧班  だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。

 そうだな。じやあ、ベント開けとかなきやいけない。

 えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

高橋フェロー  あの、何の？

 そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

エネルギーホールを第２候補として、いま考えています。

2011 年 3 月 1

 

誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

武藤さんの内線、何番ですか、内線。

△△△△はぼくのじゃないけど、△△△△。

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

オフサイトセンターの電話は＝。

いま、でもオフサイトセンター、いないでしょう？

いないんだ。 

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

ベントは開けることは進んでいますか？

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。

はい、吉田です。

《電話》もうその燃料が裸になって２時間、＝。

＝ してよ、海水で、海水だけのやつで＝。

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

引き続き、努力中です。

ベントは努力中、ありがとうございます。

ＳＲ弁はいっ開けますか。

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

いま何キロだっけ？

いま６キロですから注水は可能です。

可能だな。 

だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。

そうだな。じやあ、ベント開けとかなきやいけない。

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

あの、何の？ 炉心溶融？

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

エネルギーホールを第２候補として、いま考えています。
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誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

武藤さんの内線、何番ですか、内線。

△△△△はぼくのじゃないけど、△△△△。

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

オフサイトセンターの電話は＝。

いま、でもオフサイトセンター、いないでしょう？

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

ベントは開けることは進んでいますか？

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。

はい、吉田です。 

《電話》もうその燃料が裸になって２時間、＝。

してよ、海水で、海水だけのやつで＝。

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

引き続き、努力中です。 

ベントは努力中、ありがとうございます。

ＳＲ弁はいっ開けますか。 

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

いま何キロだっけ？ 

いま６キロですから注水は可能です。

だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。

そうだな。じやあ、ベント開けとかなきやいけない。

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

炉心溶融？ 

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

エネルギーホールを第２候補として、いま考えています。
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362 

発言内容

誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

武藤さんの内線、何番ですか、内線。 

△△△△はぼくのじゃないけど、△△△△。 

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

オフサイトセンターの電話は＝。 

いま、でもオフサイトセンター、いないでしょう？

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

ベントは開けることは進んでいますか？ ベントが開かない状態で退避になると、非常に扱いが

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。

《電話》もうその燃料が裸になって２時間、＝。

してよ、海水で、海水だけのやつで＝。 

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

ベントは努力中、ありがとうございます。 

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

いま６キロですから注水は可能です。 

だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。

そうだな。じやあ、ベント開けとかなきやいけない。

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

エネルギーホールを第２候補として、いま考えています。
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発言内容 

誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

 

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

いま、でもオフサイトセンター、いないでしょう？ 

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

ベントが開かない状態で退避になると、非常に扱いが

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。

《電話》もうその燃料が裸になって２時間、＝。 

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。

そうだな。じやあ、ベント開けとかなきやいけない。 

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

エネルギーホールを第２候補として、いま考えています。 
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誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。

ベントが開かない状態で退避になると、非常に扱いが

難しい状態になりますので、ベントをぜひ完成させてください。 

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。

だけど、入れると圧が変わるので、入れる前に抜いたほうがいいでしょう。 

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、
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誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。

かかんないな。これなんだろ。△△押すのか。●●。なんか、かかりませんね、電話が。 

武藤副社長さんはいま、東京です。オフサイトセンター、小森さんと代わりました。 

ベントが開かない状態で退避になると、非常に扱いが

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

まだいいですね。いま開けちゃうとわずかに残っている水を抜いちゃいますから。 

 

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

前に退避をすると。その３０分前から退避準備をするということを考えています。 

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、

 

誰かいま、向こうの繋対とピッチで話している人いませんか。電話、繋がんねぇんだけど。 

 

ベントが開かない状態で退避になると、非常に扱いが

ＳＲ弁のほうはもう、あの、開ける手筈が整ってスタンバッてます。それから、ＰＣＶベントは

えっと、今の検討の途中状況を申し上げます。－応、いま、あの、えっと、えっと、１時間ほど

そうです、はい。で、その場合の第１候補をいま浜通り電力所で、に。本館で考えていますけど

も、それは使えるかどうか、いま確認してもらっています。それがだめだった場合にはえっと、
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場所 発言者

高橋フェロー

 

高橋フェロー

復旧班

 

復旧班

復旧班

復旧班

１Ｆ 

 

吉田所長

高橋フェロー

 

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  まあ、我々もそうかもしれないけど、あの、一般の人を、その避難の範囲と、規模、時間。

 避難の中です、いま。

高橋フェロー  いや、一般の人にどうアナウンスするかと。ということは、オフサイトセンターが出すんだろう

けど。

復旧班  炉注に備えて、ＳＲ弁を開けてください。

 えっと、東電のバスはですね、マイクロが２０人乗りのが２台、中型が１台、３０人乗り。

復旧班  すみません、ＳＲ弁は開けるっていうことでいいんですね。

復旧班  ＯＫ

復旧班  ＯＫ

  承知しました。

 そうすると、１回当たり７０人です。その他に構内のバスが７台ありますが、運転手が何人いる

か、ちょっといま確認中です。

吉田所長  注水ポンプ、動いているの？

高橋フェロー  ●●さん、いま、サイトには何人いるか把握できてる？

 えっと。確認します。

復旧班  動かしてください、もう動かして結構です。

技術班  可能なかぎり全開をずーっと保ってください。

小森常務  ＳＲ弁を開くとかいう話があったけど、注水できてるんでしたっけ。

復旧班  まだポンプは動いていません。

小森常務  動いてないのにそんなに減圧したら、もっと水減るじやん。そういう話じゃなくて？

復旧班  もう動かすタイミングだと思ってるんですけど。

小森常務  ＡＭ

復旧班  あっ、了解しました。じやあ、ちょっと。

小森常務  いやいや、手順がちゃんと。

技術班  すみません。本店の●●です。あの、原子炉圧力は今後、確実に上がってきちゃう可能性がある

ので、ＳＲ弁で開きっぱなしにし。
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 炉圧、圧力容器の破損防止？
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そうすると、１回当たり７０人です。その他に構内のバスが７台ありますが、運転手が何人いる
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発言者  

  ＳＲ

技術班  保ってください。高圧状態で、え－、炉心が損傷していくと、格納容器の損傷がきわめて厳しく

なります。

小森常務  で、格納容器のベント、格納容器のドライウェルベントっていうのはもう期待はできないの？

技術班  ええ、それはいいんです。あの、原子炉の圧力を下げた状態で今後を迎えたい●●ということで

す。

技術班  もう、だから、開けるっていうことですよね、ＳＲ弁は。

技術班  開けてください。じゃ、開けてください。

小森常務  はい。目的はっきりしたら、やってください。

技術班  開けます。

高橋フェロー  あれ、武黒さんの捨てちゃった

復旧班  え一と、ポンプの注水の準備状況はいかがでしょう。この状態で入れば、え－、だいぶん余裕が

できます。パラメータの定期的なコールはしてください。状態が見えないと判断ができません。

  え－と、無線、無線では燃料を入れたっていう情報が入っているんですが、いま確認中です。

復旧班  了解。

高橋フェロー  あっ、●●君、１、３は動いたの？

  すみません、高橋さん。何でしょう。

高橋フェロー  １号機と３号機は動きましたか、ポンフ。

  まだ動いてません。

高橋フェロー  はい。

高橋フェロー  ３つ、炉心溶融。

高橋フェロー  《電話》●●ああ、そうですか。ちょっといま見てなかったです。はい。●●、うん。うん。え

え、ええ。うん。はい。●●、これは現場は＝

した。はい。確認します。はい。じやあ、折り返しお電話します。

復旧班  えっと、トランシーバーか何かで連絡を取って、とにかくポンプを回して、２号を最優先で注水

するということで促していただければ。

復旧班  えっと、数字を定時でコールしてください。状態を把握するためです。

技術班  １９時３５分、え－、炉水位ダウンスケール、炉圧０．６０８、ドライウェル圧力０．３９５

す。

  エネ館が使えるか、だれか分かりますか？エネルギーホール。富岡のエネルギーホールが使える
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保ってください。高圧状態で、え－、炉心が損傷していくと、格納容器の損傷がきわめて厳しく

で、格納容器のベント、格納容器のドライウェルベントっていうのはもう期待はできないの？

ええ、それはいいんです。あの、原子炉の圧力を下げた状態で今後を迎えたい●●ということで

もう、だから、開けるっていうことですよね、ＳＲ弁は。

開けてください。じゃ、開けてください。

はい。目的はっきりしたら、やってください。

あれ、武黒さんの捨てちゃった

え一と、ポンプの注水の準備状況はいかがでしょう。この状態で入れば、え－、だいぶん余裕が
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すみません、高橋さん。何でしょう。

１号機と３号機は動きましたか、ポンフ。

まだ動いてません。 

３つ、炉心溶融。 

《電話》●●ああ、そうですか。ちょっといま見てなかったです。はい。●●、うん。うん。え

え、ええ。うん。はい。●●、これは現場は＝
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発言内容

保ってください。高圧状態で、え－、炉心が損傷していくと、格納容器の損傷がきわめて厳しく

で、格納容器のベント、格納容器のドライウェルベントっていうのはもう期待はできないの？

ええ、それはいいんです。あの、原子炉の圧力を下げた状態で今後を迎えたい●●ということで

もう、だから、開けるっていうことですよね、ＳＲ弁は。

開けてください。じゃ、開けてください。 

はい。目的はっきりしたら、やってください。

あれ、武黒さんの捨てちゃった 

え一と、ポンプの注水の準備状況はいかがでしょう。この状態で入れば、え－、だいぶん余裕が

できます。パラメータの定期的なコールはしてください。状態が見えないと判断ができません。

え－と、無線、無線では燃料を入れたっていう情報が入っているんですが、いま確認中です。

あっ、●●君、１、３は動いたの？ 
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１号機と３号機は動きましたか、ポンフ。 
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え、ええ。うん。はい。●●、これは現場は＝

した。はい。確認します。はい。じやあ、折り返しお電話します。
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するということで促していただければ。 
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発言内容 

保ってください。高圧状態で、え－、炉心が損傷していくと、格納容器の損傷がきわめて厳しく

で、格納容器のベント、格納容器のドライウェルベントっていうのはもう期待はできないの？

ええ、それはいいんです。あの、原子炉の圧力を下げた状態で今後を迎えたい●●ということで

もう、だから、開けるっていうことですよね、ＳＲ弁は。 

はい。目的はっきりしたら、やってください。 

え一と、ポンプの注水の準備状況はいかがでしょう。この状態で入れば、え－、だいぶん余裕が

できます。パラメータの定期的なコールはしてください。状態が見えないと判断ができません。
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場所 発言者

発電班

技術班

高橋フェロー

復旧班

１F 

発電班

復旧班

高橋フェロー

武藤副社長

高橋フェロー

清水社長

 

勝俣会長

 

高橋フェロー

武藤副社長

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー

１F 

技術班

発電班

発電班

技術班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

かどうか。

発電班  ２号炉圧、１９時４５分、０．５８５。

技術班  え－、１９

高橋フェロー  あれさあ、あっ、ごめん、いまちょっと武藤さんと相談するけど、あっ、武藤さんね。

復旧班  安全弁、開状態、死守してくださいよ。

  安全弁の状態どうなっていますか？あと、海水注入用のポンプは回りました？まだ？

発電班  えっと、

復旧班  海水ポンプ、動いてんの？

高橋フェロー  米軍が本店のはっきりさせてくれと。

武藤副社長  誰が？

高橋フェロー  根井さん、根井さんと安井さんが＝いま、●●に本店の窓口してもらって＝現場、●●にしたい

＝。

清水社長  米軍を断っている説あるけど、断っているの？

 米軍をですか。

勝俣会長  それだってあの一、彼、早瀬、早瀬行ってるだろ。

 武黒さんのところに行っている

高橋フェロー  現場●●。

武藤副社長  断っているわけないよ。

高橋フェロー  すみません、１Ｆにいま●●君はいるんでしたっけ。

  ああ、いますよ。

高橋フェロー  あっ、じゃあ、ちょっとね、ぼくのところに電話欲しいんだけど、△△△△。

  はい、分かりました。

技術班  ５０分の炉圧をお願いします。

発電班  CAMS,

発電班  １９時４９分、２号、炉圧０．５８５。

技術班  １９時４９分、炉圧０．５８５。

  すみません。え－と、福島県対応のほうで１つ確認をさせてください。県のほうも水位の回復が

なぜ進まないのかということを気にされていて、状況によって、その、消火ポンプが動いてなか
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吉田所長

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１F 

復旧班

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

技術班

技術班

発電班

技術班

復旧班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

発電班

発電班

オフサイトセ ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

った時間帯があったということを、マスコミもいま、押し寄せているので、答えていいかどうか

という確認が来ていますが、え一と、いかがしましょうか。

吉田所長  いいです。

復旧班  事実だからしょうがない。答えるしかない。

  はい、分かりました。じゃ、そのように、あの一、対応いたします。

復旧班  え－と、ポンプのほうの対応状況はどうでしょうか。

  え－と、ポンプのほうの対応状況はどうでしょうか。

復旧班  ポンプは、え－

吉田所長  いや。あのね。これね、現場に人をもう派遣して、行ってんだけど、あの一、そこに電、音波が

伝わんないんですよ。状況が入ってこないんだ。

 ああ、了解。

吉田所長  間違いなく人が行って対応しているはずなんだけど、状況が入ってこないんですよ。また第二弾、

第三弾も出してんだけど、やっぱり電波が入ってこない。こういう状況なんです。

 了解。じゃ、パラメータのコールのほう、誰か、あの、定期的にお願いします。

吉田所長  はい。

技術班  あの先ほども申し上げましたけど、１９時４９分は炉圧０．５８５、ドライウェル圧力０．３９

５です。

技術班  ＳＲ

発電班  しまった。ＳＲ弁、開けました。

技術班  いまＳＲ弁、開けました。

復旧班  データコールしてください。

発電班  はい、データコール。次のデータからコールします。データはできるだけこまめにお願いします。。

技術班  すみません。データコールお願いします。

発電班  炉圧０．５８５。

技術班  炉圧０．５８５。

発電班  ドライウェル圧力変化なし。

発電班  ドライウェル圧力変化無し。

発電班  ドライウェル圧力変化なし。

ＯＳＣ  電話出てください●●。もしもし●●。
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った時間帯があったということを、マスコミもいま、押し寄せているので、答えていいかどうか

という確認が来ていますが、え一と、いかがしましょうか。

事実だからしょうがない。答えるしかない。

はい、分かりました。じゃ、そのように、あの一、対応いたします。

え－と、ポンプのほうの対応状況はどうでしょうか。

え－と、ポンプのほうの対応状況はどうでしょうか。

 と、どっちか回ったのかな。

いや。あのね。これね、現場に人をもう派遣して、行ってんだけど、あの一、そこに電、音波が

伝わんないんですよ。状況が入ってこないんだ。

間違いなく人が行って対応しているはずなんだけど、状況が入ってこないんですよ。また第二弾、

第三弾も出してんだけど、やっぱり電波が入ってこない。こういう状況なんです。

了解。じゃ、パラメータのコールのほう、誰か、あの、定期的にお願いします。

あの先ほども申し上げましたけど、１９時４９分は炉圧０．５８５、ドライウェル圧力０．３９
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はい、データコール。次のデータからコールします。データはできるだけこまめにお願いします。。

すみません。データコールお願いします。 
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場所 発言者

 

 

発電班

技術班

１Ｆ 

技術班

１Ｆ 

技術班

１Ｆ 

技術班

 

 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

発電班

技術班

発電班

発話場所不

非公開> 
 

発電班

技術班

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 え－と、いまですね、バスが、え－と、目一杯乗ったとしても半分位。いま構内に８５０人いま

すが、えっ。

発電班  ダウンスケールからハンチングになりました。

技術班  炉水位がダウンスケールからハンチングになりました。

  おっ！

技術班  時間が、え－と、時間が１９時５５分、５３分です。

  ５３？

技術班  いや、５７分。はい、すみません。

  ５７になっていないよ、５４分。何分だよ。

技術班  ５７分です。ごめんなさい。混乱してます、今のは５４分です。１９時５４分にダウンスケール

からハンチングに変わったそうです。

 よしっ。

 ほんとかなぁ＝。ＳＲ弁がハンチングしてんの＝。

ＯＳＣ  高橋さん、高橋さん。武藤さんか、高橋さん、△△△の△△△△に至急連絡ください。

高橋フェロー  はい、何でしょう。

発電班  炉圧０．５６３。

技術班  炉圧０．５８３。

発電班  Ｏ．５６３。

 え、ごめんなさい。

発電班  炉水位、ドライウェル圧力、変化なし。

技術班  炉水位、ハンチング。

復旧班  ドライウェル圧力お願いします。

技術班  ドライウェル圧力は？

ＯＳＣ  電話》すみません、●●です。もしもし、え－と、いまですね、副大臣と、早ければ格納容器の

＝。

発電班  ドライウェル圧力０．３９５。
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発電班

高橋フェロー

峰松顧問

高橋フェロー

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

 

 

 

高橋フェロー

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

高橋フェロー

復旧班

技術班

武藤副社長

吉田所長

技術班

オフサイトセ 小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  時間、５５分ね。時間、５５分でいいでしょ。

技術班  はい。時間、今のは５５分です。

発電班  ５５分で。

高橋フェロー  １号、３号、炉心溶融ですよね。

峰松顧問  そういうことなんです。そうきちゃうんだよなあ。注水できないんだから。

高橋フェロー  ３機炉心溶融ですもんね。

高橋フェロー  これ、避難、退避は何時になっているんだろうな？

復旧班  あとベントができればＯＫ。

高橋フェロー  武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。

 あの、え－と。

 まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

いてからですね。

 変わらない＝。

高橋フェロー  分かりました。ありがとうございます。

発電班  炉圧０．５６３。

技術班  炉圧０．５６３。

発電班  炉圧、ゆっくり下降中です。炉水位、ダウンスケール、ハンチング。

技術班  炉水位、ハンチング。

発電班  ドライウェル圧力０．３９５。

技術班  ドライウェル圧力０．３９５。５７分。今のは５７分です。

高橋フェロー  ●●君、結局まだ動いてないんだな？

復旧班  分からない。ヤードの状況を教えてください。

技術班  ヤードの状況、教えてください。

武藤副社長  吉田さん、吉田さん、ちょっと電話くれる？

吉田所長  はいはい。何番に電話すりやいいんでしょう。

技術班  すみません。５７

小森常務  養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ

2011 年 3 月 1
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ドライウェル圧力０．３９５。５７分。今のは５７分です。

●●君、結局まだ動いてないんだな？

分からない。ヤードの状況を教えてください。

ヤードの状況、教えてください。

吉田さん、吉田さん、ちょっと電話くれる？

はいはい。何番に電話すりやいいんでしょう。

すみません。５７

養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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時間、５５分ね。時間、５５分でいいでしょ。

はい。時間、今のは５５分です。

１号、３号、炉心溶融ですよね。

そういうことなんです。そうきちゃうんだよなあ。注水できないんだから。

３機炉心溶融ですもんね。 

これ、避難、退避は何時になっているんだろうな？

あとベントができればＯＫ。 

武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。

 

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

いてからですね。 

 

分かりました。ありがとうございます。

炉圧０．５６３。 

炉圧０．５６３。 

炉圧、ゆっくり下降中です。炉水位、ダウンスケール、ハンチング。

炉水位、ハンチング。 

ドライウェル圧力０．３９５。

ドライウェル圧力０．３９５。５７分。今のは５７分です。

●●君、結局まだ動いてないんだな？

分からない。ヤードの状況を教えてください。

ヤードの状況、教えてください。

吉田さん、吉田さん、ちょっと電話くれる？

はいはい。何番に電話すりやいいんでしょう。

すみません。５７ 分、ドライウェル圧力０．４００、《ピー音）。

養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

時間、５５分ね。時間、５５分でいいでしょ。

はい。時間、今のは５５分です。 

１号、３号、炉心溶融ですよね。 

そういうことなんです。そうきちゃうんだよなあ。注水できないんだから。

これ、避難、退避は何時になっているんだろうな？

 

武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

分かりました。ありがとうございます。 

炉圧、ゆっくり下降中です。炉水位、ダウンスケール、ハンチング。

ドライウェル圧力０．３９５。 

ドライウェル圧力０．３９５。５７分。今のは５７分です。

●●君、結局まだ動いてないんだな？ 

分からない。ヤードの状況を教えてください。

ヤードの状況、教えてください。 

吉田さん、吉田さん、ちょっと電話くれる？ 

はいはい。何番に電話すりやいいんでしょう。

分、ドライウェル圧力０．４００、《ピー音）。

養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

時間、５５分ね。時間、５５分でいいでしょ。 

そういうことなんです。そうきちゃうんだよなあ。注水できないんだから。

これ、避難、退避は何時になっているんだろうな？ 作れって言ったんだけど。

武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

炉圧、ゆっくり下降中です。炉水位、ダウンスケール、ハンチング。

ドライウェル圧力０．３９５。５７分。今のは５７分です。 

分からない。ヤードの状況を教えてください。 

 

はいはい。何番に電話すりやいいんでしょう。 

分、ドライウェル圧力０．４００、《ピー音）。

養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

そういうことなんです。そうきちゃうんだよなあ。注水できないんだから。 

作れって言ったんだけど。

武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

炉圧、ゆっくり下降中です。炉水位、ダウンスケール、ハンチング。 

 

分、ドライウェル圧力０．４００、《ピー音）。 

養護の、用務の方なんかは一応退避されたんですかね、２０ｋｍ 圏から。老人ホームから。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

作れって言ったんだけど。 

武藤さん、これ、全員のサイトからの退避というのは何時頃になるんですかね。 

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

圏から。老人ホームから。

 

まだ早いです。落ち着いたら、次はここなので。これが入手できましたんで。まだこれが落ち着

圏から。老人ホームから。 



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:58 

19:04 

 

19:59 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

発電班

技術班

復旧班

発電班

技術班

１Ｆ 

技術班

武藤副社長

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

復旧班

復旧班

高橋フェロー

 

高橋フェロー

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  原子炉圧力０．５６３。

技術班  原子炉圧力０．５６３。

発電班  炉水位、ダウンスケールから３７００ｍｍ

技術班  えっ、なになに、３７００ｍｍ。

発電班  炉水位３７００。

発電班  ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。

技術班  すいません、まだハンチングしてます。ドライウエノレ。

復旧班  ドライウェル。

発電班  ドライウェル圧力０．４０５。

技術班  ドライウェル圧力０．４０５。

  １Ｆ＝。安否状況を＝。

技術班  はい。今のは１９時５９分です、今のは。

武藤副社長  ちょっと待ってね。誰か１

吉田所長  すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

復旧班  ベント弁のほうはいかがでしょう、まだ作業中ですか。

  ベント弁の状況。

復旧班  はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。

復旧班  了解。じゃ、ポンプに頑張ってもらいましょう。

高橋フェロー  ●●君。

 ありがとうございます。

高橋フェロー  あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？

復旧班  決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

ＯＳＣ  あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

ままかけていって、開くか開かないかの勝負だよな。

ＯＳＣ  本部長、うちの人間もまだ何人かいるんですけど。

2011 年 3 月 1

 

原子炉圧力０．５６３。

原子炉圧力０．５６３。

炉水位、ダウンスケールから３７００ｍｍ

えっ、なになに、３７００ｍｍ。

炉水位３７００。

ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。

すいません、まだハンチングしてます。ドライウエノレ。

ドライウェル。 

ドライウェル圧力０．４０５。

ドライウェル圧力０．４０５。

１Ｆ＝。安否状況を＝。

はい。今のは１９時５９分です、今のは。

ちょっと待ってね。誰か１

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

ベント弁のほうはいかがでしょう、まだ作業中ですか。

ベント弁の状況。

はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。

了解。じゃ、ポンプに頑張ってもらいましょう。

●●君。 

ありがとうございます。

あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

ままかけていって、開くか開かないかの勝負だよな。

本部長、うちの人間もまだ何人かいるんですけど。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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原子炉圧力０．５６３。 

原子炉圧力０．５６３。 

炉水位、ダウンスケールから３７００ｍｍ

えっ、なになに、３７００ｍｍ。

炉水位３７００。 

ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。

すいません、まだハンチングしてます。ドライウエノレ。

 

ドライウェル圧力０．４０５。

ドライウェル圧力０．４０５。

１Ｆ＝。安否状況を＝。 

はい。今のは１９時５９分です、今のは。

ちょっと待ってね。誰か１Fの緊対とつながっているピッチ持っている人いるかな、１

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

ベント弁のほうはいかがでしょう、まだ作業中ですか。

ベント弁の状況。 

はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。

了解。じゃ、ポンプに頑張ってもらいましょう。

ありがとうございます。 

あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

ままかけていって、開くか開かないかの勝負だよな。

本部長、うちの人間もまだ何人かいるんですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

炉水位、ダウンスケールから３７００ｍｍ でハンチング。

えっ、なになに、３７００ｍｍ。 

ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。

すいません、まだハンチングしてます。ドライウエノレ。

ドライウェル圧力０．４０５。 

ドライウェル圧力０．４０５。 

はい。今のは１９時５９分です、今のは。 

の緊対とつながっているピッチ持っている人いるかな、１

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

ベント弁のほうはいかがでしょう、まだ作業中ですか。

はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。

了解。じゃ、ポンプに頑張ってもらいましょう。

あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

ままかけていって、開くか開かないかの勝負だよな。

本部長、うちの人間もまだ何人かいるんですけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

でハンチング。 

ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。

すいません、まだハンチングしてます。ドライウエノレ。 

の緊対とつながっているピッチ持っている人いるかな、１

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

ベント弁のほうはいかがでしょう、まだ作業中ですか。 

はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。

了解。じゃ、ポンプに頑張ってもらいましょう。 

あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

ままかけていって、開くか開かないかの勝負だよな。IA は。 

本部長、うちの人間もまだ何人かいるんですけど。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 

ダウンスケールから３７００ｍｍでハンチング、ハンチング。 

の緊対とつながっているピッチ持っている人いるかな、１

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。

はい。いま努力していますが、まだ開いたという報告はありません。 

あれ、協力企業の人たちが避難するタイミングの時間って何時？ まだ決めていない？

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

の緊対とつながっているピッチ持っている人いるかな、１F の緊対。

すいません。武藤さんの電話番号が分かんないんですけど。繋がんないんですけど。 

まだ決めていない？ 

決めてない？していない？何時だっけ、避難のタイミング。さっき聞いたやつ。９時。 

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの

 

の緊対。 

あれ、かけてんだろ、ずっと。いわゆる何だっけ。コンプレッサーかけているんだろ、ＩＡこの



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

19:05 

 

 

19:06 

20:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:07 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

技術班

官庁連絡班

技術班

復旧班

発電班

発電班

技術班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

技術班

１Ｆ 

復旧班

復旧班

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

 

吉田所長

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

復旧班  データコールは、あの、適時行なってください。

技術班  はい。あの一、変化ありしだいお知らせします。

官庁連絡班  変化がなくても、それは情報です。

技術班  え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。

復旧班  ありがとうございます。

発電班  原子炉圧力。原子炉圧力

発電班  原子炉圧力０，５４０。

技術班  原子炉圧力０，５４０。

  ドライウェル圧力は？

復旧班  水位とドライウェル圧力は？

  ２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。

復旧班  よかったあ一。

技術班  えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。

  変化しなくても、状況を教えて。

復旧班  そう。●●。

復旧班  えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。

武藤副社長  吉田さん。

吉田所長  はい。

武藤副社長  水入ったの。

吉田所長  水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ンプは回っていると、言ってますので。ええ。

武藤副社長  ではあるがと……。

 いまハンチングから見えてくる。

吉田所長  ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

技術班  え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。

2011 年 3 月 1

 

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

データコールは、あの、適時行なってください。

はい。あの一、変化ありしだいお知らせします。

変化がなくても、それは情報です。

え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。

ありがとうございます。

原子炉圧力。原子炉圧力

原子炉圧力０，５４０。

原子炉圧力０，５４０。

ドライウェル圧力は？

水位とドライウェル圧力は？

２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。

よかったあ一。 

えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。

変化しなくても、状況を教えて。

そう。●●。 

えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。

吉田さん。 

はい。 

水入ったの。 

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ンプは回っていると、言ってますので。ええ。

ではあるがと……。

いまハンチングから見えてくる。

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

データコールは、あの、適時行なってください。

はい。あの一、変化ありしだいお知らせします。

変化がなくても、それは情報です。

え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。

ありがとうございます。 

原子炉圧力。原子炉圧力 

原子炉圧力０，５４０。 

原子炉圧力０，５４０。 

ドライウェル圧力は？ 

水位とドライウェル圧力は？ 

２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。

 

えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。

変化しなくても、状況を教えて。

えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ンプは回っていると、言ってますので。ええ。

ではあるがと……。 

いまハンチングから見えてくる。

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。
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発言内容

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

データコールは、あの、適時行なってください。

はい。あの一、変化ありしだいお知らせします。

変化がなくても、それは情報です。 

え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。

 

２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。

えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。

変化しなくても、状況を教えて。 

えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ンプは回っていると、言ってますので。ええ。

いまハンチングから見えてくる。 

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。
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発言内容 

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

データコールは、あの、適時行なってください。 

はい。あの一、変化ありしだいお知らせします。 

え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。

２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。

えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。

えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ンプは回っていると、言ってますので。ええ。 

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

え－と、２０時は変わらないですね、２０時は変化ないです。 

２台目、２台目、５分前に回りました。２台目、５分前に回りました。 

えっと、約５分前からポンプが回って、注水が開始されているそうです。 

えっと、データコールは命綱ですから、必ず３分おきにやってください。 

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。

え－と、２０時３分は、炉圧が０．５４０のほかは変わらずです。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？

 

 

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ

ただ、武藤さん、あれですよね、まあ、こんなタイミングは、どうしましょうかね。 

 

じゃ、もうあれか。とくに今日はいなくていいというような人は、別にここにいる必要はない？ 

水はね、５分位前からどうも入り始めたみたいな感じです。現場、行った人間も、あの、水、ポ



 

時刻 

 

 

 

 

20:03 

 

 

19:08 

 

 

 

 

 

20:04 

 

 

 

 

 

20:05 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武藤副社長

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

復旧班

技術班

発電班

技術班

技術班

発電班

技術班

高橋フェロー

 

復旧班

勝俣会長

高橋フェロー

武藤副社長

勝俣会長

高橋フェロー

復旧班

発電班

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ええ、ごめんなさい。

復旧班  水位は？水位。ダウンスケール？

  ２０

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。

復旧班  えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

刻を予測するように努めてください。

  もう一度言ってもらいます？

復旧班  技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

て、目安を常に持つようにしてください。

復旧班  本店も並行してグラフにプロットします。

技術班  技術、発電所技術グループ、了解です。

発電班  炉圧０．５４０。

技術班  炉圧０．５４０。

技術班  炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。

発電班  ドライウェル圧力０．４４０。

技術班  ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

高橋フェロー  ●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

 ちょっと分かりません。

復旧班  あれ、後ろで連絡してます、はい。逐次。

勝俣会長  どうしたの、入ったのかい？

高橋フェロー  水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。

武藤副社長  ちょっと水が入ったので

勝俣会長  入ったけど、時、遅しか。

高橋フェロー  まあまあ、水は入ったほうがいいんで、１、３

復旧班  データコールお願いします。

発電班  ４１０

発電班  はい、次お願いします。

2011 年 3 月 1

 

ええ、ごめんなさい。

水位は？水位。ダウンスケール？

２０ 時０３ 分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

刻を予測するように努めてください。

もう一度言ってもらいます？

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

て、目安を常に持つようにしてください。

本店も並行してグラフにプロットします。

技術、発電所技術グループ、了解です。

炉圧０．５４０。

炉圧０．５４０。

炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

ちょっと分かりません。

あれ、後ろで連絡してます、はい。逐次。

どうしたの、入ったのかい？

水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。

ちょっと水が入ったので

入ったけど、時、遅しか。

まあまあ、水は入ったほうがいいんで、１、３

データコールお願いします。

４１０ しかないので。

はい、次お願いします。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ええ、ごめんなさい。 

水位は？水位。ダウンスケール？

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

刻を予測するように努めてください。

もう一度言ってもらいます？ 

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

て、目安を常に持つようにしてください。

本店も並行してグラフにプロットします。

技術、発電所技術グループ、了解です。

炉圧０．５４０。 

炉圧０．５４０。 

炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

ちょっと分かりません。 

あれ、後ろで連絡してます、はい。逐次。

どうしたの、入ったのかい？ 

水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。

ちょっと水が入ったので 

入ったけど、時、遅しか。 

まあまあ、水は入ったほうがいいんで、１、３

データコールお願いします。 

しかないので。 

はい、次お願いします。 
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発言内容

水位は？水位。ダウンスケール？ ハンチングだろ、うん。

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

刻を予測するように努めてください。 

 

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

て、目安を常に持つようにしてください。 

本店も並行してグラフにプロットします。 

技術、発電所技術グループ、了解です。 

炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力０．４４０。 

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

あれ、後ろで連絡してます、はい。逐次。 

 

水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。

まあまあ、水は入ったほうがいいんで、１、３
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発言内容 

ハンチングだろ、うん。 

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。

まあまあ、水は入ったほうがいいんで、１、３ は入ってないんだよね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

ますから、現場の状況と併せると水は注入されていると思われます。 

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

炉水位、ハンチングのまま継続してます。ドライウェル圧力０．４４０。 

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。

水が入ったんです。えっとね、８時、８時ちょっと前。１、２分前に。 

は入ってないんだよね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい

 

ドライウェル圧力、０．４４０、いや、０．４１０です。すみません。いま……。 

●●さんさ、あれ、国とか県とか官邸の通報っていうの、どうなってんだつけ。 

 

分はハンチングから十３７００、炉圧が０．５４０、ドライウェル圧力０．４５５。

５分前からハンチングは水位が始まっているのとか、ドライウェル圧力はちょっと下がりだして

えっと、安全グループの人は、ドライウェル圧力の上がる速度をプロットして。基準に達する時

技術グループの人は、ドライウェルの圧力の上昇速度をプロットして、基準に達する時間につい



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

20:06 

 

 

 

 

 

 

19:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:08 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

技術班

発電班

発電班

技術班

発電班

技術班

技術班

技術班

 

技術班

技術班

発電班

技術班

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

技術班

復旧班

技術班

復旧班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。

発電班  炉圧０．５４０。

発電班  ダウンスケールで変わらず。

技術班  炉水位、ハンチングで変わらず。

発電班  ドライウェル圧力０．４１５。

技術班  ドライウェル圧力０．４１５。いまのが２０

技術班  おい、おい、おい、おい。

技術班  なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

た、やっと入り出したのに。

 ２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

それは１個あれば、次から次へと足せるんでしたつけ？

技術班  炉圧０．５６３。

技術班  炉水位、ダウンスケール。

発電班  ドライウェル圧力０．４１５。

技術班  ドライウェル圧力０．４１５。いま２０時８分。

武藤副社長  吉田さん、吉田さん。

吉田所長  はい、吉田です。

武藤副社長  △△△△の電話に出てください。

吉田所長  あのね、△△△△の電話は誰か持っているの？

  これです、これです。

吉田所長  《電話》はい、吉田でございます、はい。

  今は全く本当に焼け石に水状態だ＝。

技術班  だから早く開けないと、弁を開けないと入んなくなる。

復旧班  ベント弁、頑張ってください。

技術班  コールしてください。

復旧班  ベント弁が開けば炉注できますから。

  ２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。
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ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。

炉圧０．５４０。

ダウンスケールで変わらず。

炉水位、ハンチングで変わらず。

ドライウェル圧力０．４１５。

ドライウェル圧力０．４１５。いまのが２０

おい、おい、おい、おい。

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

た、やっと入り出したのに。

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

それは１個あれば、次から次へと足せるんでしたつけ？

炉圧０．５６３。

炉水位、ダウンスケール。

ドライウェル圧力０．４１５。

ドライウェル圧力０．４１５。いま２０時８分。

吉田さん、吉田さん。

はい、吉田です。

△△△△の電話に出てください。

あのね、△△△△の電話は誰か持っているの？

これです、これです。

《電話》はい、吉田でございます、はい。

今は全く本当に焼け石に水状態だ＝。

だから早く開けないと、弁を開けないと入んなくなる。

ベント弁、頑張ってください。

コールしてください。

ベント弁が開けば炉注できますから。

２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。

炉圧０．５４０。 

ダウンスケールで変わらず。 

炉水位、ハンチングで変わらず。

ドライウェル圧力０．４１５。

ドライウェル圧力０．４１５。いまのが２０

おい、おい、おい、おい。 

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

た、やっと入り出したのに。 

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

それは１個あれば、次から次へと足せるんでしたつけ？

炉圧０．５６３。 

炉水位、ダウンスケール。 

ドライウェル圧力０．４１５。

ドライウェル圧力０．４１５。いま２０時８分。

吉田さん、吉田さん。 

はい、吉田です。 

△△△△の電話に出てください。

あのね、△△△△の電話は誰か持っているの？

これです、これです。 

《電話》はい、吉田でございます、はい。

今は全く本当に焼け石に水状態だ＝。

だから早く開けないと、弁を開けないと入んなくなる。

ベント弁、頑張ってください。

コールしてください。 

ベント弁が開けば炉注できますから。

２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。

 

炉水位、ハンチングで変わらず。 

ドライウェル圧力０．４１５。 

ドライウェル圧力０．４１５。いまのが２０ 時、え－、私の時計で７分です。

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

 

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

それは１個あれば、次から次へと足せるんでしたつけ？

ドライウェル圧力０．４１５。 

ドライウェル圧力０．４１５。いま２０時８分。

△△△△の電話に出てください。 

あのね、△△△△の電話は誰か持っているの？

《電話》はい、吉田でございます、はい。 

今は全く本当に焼け石に水状態だ＝。 

だから早く開けないと、弁を開けないと入んなくなる。

ベント弁、頑張ってください。 

ベント弁が開けば炉注できますから。 

２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。
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発言内容 

ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。

時、え－、私の時計で７分です。

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

それは１個あれば、次から次へと足せるんでしたつけ？ 

ドライウェル圧力０．４１５。いま２０時８分。 

あのね、△△△△の電話は誰か持っているの？ これだ。 

だから早く開けないと、弁を開けないと入んなくなる。 

２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ぼくの時計でいきますね、はい。コールしてください。炉圧０．５４０。 

時、え－、私の時計で７分です。

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

２号機の、いま２号機の注水圧力は１．１Ｍｐａです、１．ＩＭｐａ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

時、え－、私の時計で７分です。 

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。

 

なんか給水を、のバックアップみたいなの、いまやってるんですかね。これが切れちゃうと、ま

２号に注入する、２つ目のラインとかってあるんでしたっけ。これ１個でやってるんですよね。
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 場所

１Ｆ 
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１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

技術班

１Ｆ 

復旧班

技術班

技術班

１Ｆ 

復旧班

 

復旧班

復旧班

技術班

復旧班

技術班

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

小森常務

発電班

技術班

技術班

復旧班

保安班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  ちなみに海水注入は１．ＩＭｐａだそうです。

  はい。

復旧班  ちょっと大きいですね。

技術班  炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

技術班  ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。

  はい、了解。

復旧班  了解。

 消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。

復旧班  えっと、ベント弁のほうの調子はいかがですか。

復旧班  ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

弁のほうは、ボンベではなくてＩＡ

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

意見いただきたいと思います。

技術班  大きいんじゃないの、そんなもん。

復旧班  もう開けたほうがいい？

技術班  いいですか。

復旧班  うん。

技術班  あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

思います。

小森常務  えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

発電班  炉圧０．５６３。

技術班  炉圧０．５６３。

技術班  炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

復旧班  えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。

保安班  え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

復旧班  えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力

は低めで安定していますから。

2011 年 3 月 1

 

ちなみに海水注入は１．ＩＭｐａだそうです。

はい。 

ちょっと大きいですね。

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。

はい、了解。 

了解。 

消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。

えっと、ベント弁のほうの調子はいかがですか。

ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

弁のほうは、ボンベではなくてＩＡ

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

意見いただきたいと思います。

大きいんじゃないの、そんなもん。

もう開けたほうがいい？

いいですか。 

うん。 

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

思います。 

えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

炉圧０．５６３。

炉圧０．５６３。

炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。

え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力

は低めで安定していますから。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ちなみに海水注入は１．ＩＭｐａだそうです。

ちょっと大きいですね。 

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。

消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。

えっと、ベント弁のほうの調子はいかがですか。

ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

弁のほうは、ボンベではなくてＩＡ

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

意見いただきたいと思います。

大きいんじゃないの、そんなもん。

もう開けたほうがいい？ 大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

炉圧０．５６３。 

炉圧０．５６３。 

炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。

え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力

は低めで安定していますから。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ちなみに海水注入は１．ＩＭｐａだそうです。

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。

消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。

えっと、ベント弁のほうの調子はいかがですか。

ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

弁のほうは、ボンベではなくてＩＡ の圧力なんで、この圧力がよく分かりません。で、こちらも

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

意見いただきたいと思います。 

大きいんじゃないの、そんなもん。 

大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。

え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力

は低めで安定していますから。 
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発言内容 

ちなみに海水注入は１．ＩＭｐａだそうです。 

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。

消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。

えっと、ベント弁のほうの調子はいかがですか。 

ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

の圧力なんで、この圧力がよく分かりません。で、こちらも

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。

え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力
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炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケールからハンチング。ドライウェルの圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。え一、今のが１０分です、２０時１０分。 

消火ポンプってガソリン一杯入れてるんですか。とりあえず。 

ベント弁はやはり、どうしても開きません。エアの圧はある、あの一、大弁については、エアの

圧は完壁にあるんですが、どうしても開かない状態です。小弁のほうは、どちらが問題かと、小

の圧力なんで、この圧力がよく分かりません。で、こちらも

やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹

いてて、海向きだというふうに聞いていますので、いまベントできるならば、したほうがいいと

えっと、その風向き、風向きについては、ちゃんと確認しないと。だろうでは絶対だめ。

炉水位、ダウンスケール。ドライウェルの圧力０．４１９。今のは１２分のデータです。

えっと、どうしましょうか。用意始めてよろしいでしょうか。 

え－と、現在２Ｆのスタックで西向きです。ずっと西向きです。ここ１時間位。おそらく浜通り

全体で西向きだと思います。海向きです。西風から海向きです。西から東への風です。

えっと、慌てなくていいですよ。慌てなくていいですよ。あの一、まだまだドライウェルの圧力
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やはり開きません。開けるとする、もう１つだけトライするとすると、ドライウェルのベントの

ラインを開けるという可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご

大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。

あのドライウェルベントは、まあ、すでに炉心損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思

うんですけれども、圧力を下げるのは確実にいい方向だと思います。かつ、現在、風が西から吹
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場所 発言者

復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

１Ｆ 

発電班

技術班

小森常務

技術班

オフサイトセ

 

小森常務

技術班

復旧班

 

復旧班

復旧班

吉田所長

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

 

復旧班

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  分かりました。あの、端子番号の確認だけやっておきます。

復旧班  だから、端子番号の確認じゃなくて繋ぎ込みを含めて準備はしておいたほうがいいですが、間違

いのないように確実にやっていただいて。

復旧班  繋ぎ込んだら、もう開いちゃうと思いますんで。

復旧班  了解。了解。じやあ、ちょっと今のは訂正。いずれにせよ、慌てなくていいです。

  １２分現在北西。海向きです。海に向かって＝。

発電班  炉圧０．５４０。

技術班  炉圧０．５４０。

小森常務  Ｏ．５４０、まあ……。

技術班  炉水位、ダウンスケール。

小森常務  ダウンスケール。

技術班  ドライウェル圧力０．４２０。１３

復旧班  すみません。本店●●さん、いいですか。

 了解。●●です。

復旧班  あの一、いま、ラブチャーディスクの圧力が全然達してないんで、あの一、動作確認だけしてみ

たいんですけど、だめでしょうか。

復旧班  何の？

吉田所長  あの一、ＲＰＶベント側のＡＯ

復旧班  えっと、機械屋さん、どうですか。大丈夫ですか。

小森常務  炉の圧力が信じられるか？

復旧班  圧、低いか、確かめないと。

 ごめんなさい。確認ですけど、えっと、２号機は、えっと、ＰＣＶ

け。

復旧班  もち、もちろん初めてです。

復旧班  初めて、うん。

小森常務  まぁ、やれる準備はまず間違いなくて、ちょっとその、判断そのものは関係のところも含めて、

一言は言っておいたほうがいいような気がします。

復旧班  了解しました。えっと。
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だから、端子番号の確認じゃなくて繋ぎ込みを含めて準備はしておいたほうがいいですが、間違

いのないように確実にやっていただいて。 

繋ぎ込んだら、もう開いちゃうと思いますんで。

了解。了解。じやあ、ちょっと今のは訂正。いずれにせよ、慌てなくていいです。

１２分現在北西。海向きです。海に向かって＝。

ドライウェル圧力０．４２０。１３ 分のデータです。

すみません。本店●●さん、いいですか。 

あの一、いま、ラブチャーディスクの圧力が全然達してないんで、あの一、動作確認だけしてみ

たいんですけど、だめでしょうか。 

あの一、ＲＰＶベント側のＡＯ 弁のです。 
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だから、端子番号の確認じゃなくて繋ぎ込みを含めて準備はしておいたほうがいいですが、間違
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ベントやるの初めてでしたつ

まぁ、やれる準備はまず間違いなくて、ちょっとその、判断そのものは関係のところも含めて、
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場所 発言者

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

復旧班

発電班

技術班

復旧班

１Ｆ 

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

清水社長

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

増田所長

復旧班

増田所長

オフサイトセ 小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  いや、あの一、それで遅くなっちやったらいけないけど。

復旧班  ええと、コールは続けてください。

復旧班  分かりました。では待機してます。

発電班  炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

技術班  ドライウエル０．４２０。今のが１５分のデータで、お願いします。

復旧班  えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。

  なんだよ、おい－。

復旧班  データコールは続けてください。

技術班  はい。はい。

ＯＳＣ  動いているから。入ってる？

ＯＳＣ  ベントはどうなっている？ちょっと待てよ。

高橋フェロー  ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ

ですね、いる人たちみんな２Ｆ

清水社長  足があるのか？

高橋フェロー  ああ、そうですか。すいません。

技術班  炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

です。

高橋フェロー  えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

いてください。はし）。

増田所長  すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

それ以外の方は全部体育館に案内します。２Ｆ

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。

復旧班  すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

ります。

増田所長  それから２Ｆ

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい

と思います。

小森常務  ウエットウェルはいつでも続けてください。
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いや、あの一、それで遅くなっちやったらいけないけど。

ええと、コールは続けてください。

分かりました。では待機してます。

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウエル０．４２０。今のが１５分のデータで、お願いします。

えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。

なんだよ、おい－。 

データコールは続けてください。

動いているから。入ってる？ 

ベントはどうなっている？ちょっと待てよ。

ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ

ですね、いる人たちみんな２Ｆ

 

ああ、そうですか。すいません。

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

いてください。はし）。 

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

それ以外の方は全部体育館に案内します。２Ｆ

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい

ウエットウェルはいつでも続けてください。
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発言内容

いや、あの一、それで遅くなっちやったらいけないけど。

ええと、コールは続けてください。 

分かりました。では待機してます。 

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウエル０．４２０。今のが１５分のデータで、お願いします。

えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。

データコールは続けてください。 

 

ベントはどうなっている？ちょっと待てよ。 

ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ

ですね、いる人たちみんな２Ｆ のビジターホールに避難するんですよね。その時に、なんか。

ああ、そうですか。すいません。 

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

それ以外の方は全部体育館に案内します。２Ｆ 

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい

ウエットウェルはいつでも続けてください。 
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発言内容 

いや、あの一、それで遅くなっちやったらいけないけど。 

炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウエル０．４２０。今のが１５分のデータで、お願いします。

えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。

 

ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ

のビジターホールに避難するんですよね。その時に、なんか。

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

 はいまプラントが安全な状態じゃないものですか

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい
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炉圧０．５４０。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。 

ドライウエル０．４２０。今のが１５分のデータで、お願いします。 

えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。

ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ

のビジターホールに避難するんですよね。その時に、なんか。

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

はいまプラントが安全な状態じゃないものですか

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい
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えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

がず引き上げたほうがいいのかなと思います。それも含めてご判断してください。 

ちょっと、あの、本店の本部の方、ちょっと聞いていただけますか。えっと、いまね、１Ｆ 

のビジターホールに避難するんですよね。その時に、なんか。

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

はいまプラントが安全な状態じゃないものですか

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

じゃ給油しますと言うと、そんな仕事は任せられないと言われて＝。残念ですが、＝。 

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい

 

えっと、ヤードにいる人は、そろそろ、あの一、燃料入れるだけ入れたりとかしたら、慌てず騒

 から

のビジターホールに避難するんですよね。その時に、なんか。 

炉圧０．５６３、炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。１７ 分

えっと、２Ｆのほうでですね、給電、配電がですね、給油をしてくれないとかですね、水が欲し

いって話があるんですよ。ちょっと、２Ｆに、あの一、そういう、ちょっと、行っている部門の

方はですね、ちょっと話を聞いてあげてほしいんですけど。あのね。ちょっと増田君の意見を聞

すいません、２Ｆでございます。２Ｆの増田です。高橋さんのお話を一。えっと、２Ｆのほうは、

えっと、１Ｆからの避難者のけが人は正門の脇のビジターズホールで全部受け入れます。そして

はいまプラントが安全な状態じゃないものですか

ら、工事用の電源とか、いろんな電源装置で動いてるのがあるんですが、残念ながら配電の方に

そこへの給油をいま断られています。こんな危険な状態で給油なんかできないと。で、我々が、

すみません。ちょっと、ミスコミュニケーションがあって、いまウエットウェルの小弁をまずや

は水がありません。えっと、汚染された方を除染するだけの水が十分ありませんの

で、水をぜひ持ってきてください。え－、それとあとは受け入れた方々は全部ここに収容したい
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場所 発言者

 

高橋フェロー

増田所長

復旧班
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復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班
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ＯＳＣ

清水社長

オフサイトセ
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技術班

吉田所長

清水社長

吉田所長

清水社長

吉田所長

発話場所不

非公開> 
 

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

増田所長  もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

をしてください。以上。

復旧班  データコール、お願いします。

高橋フェロー  ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

復旧班  サプチャンベントはいっやってもいいですよ。

小森常務  サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。

復旧班  い、いまトライしてます。

 ●●●●。

技術班  炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

イウエル０．４２０。ドライウェル０．４２０。今のが２０

復旧班  ちょうどバランスしている位なんですね。

ＯＳＣ  いま１Ｆ

清水社長  本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

か、プラントの状況が確認さ……。

 １

清水社長  吉田さん、聞こえますか。●●。

技術班  コールしてください。

吉田所長  はい、聞こえます。吉田です。

清水社長  あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

吉田所長  はい。

清水社長  現時点の状況はそういう認識でよろしくお願いします。

吉田所長  はい、分かりました。

 《会話重複》

技術班  炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１
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増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

をしてください。以上。

データコール、お願いします。

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

サプチャンベントはいっやってもいいですよ。

サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。

い、いまトライしてます。

●●●●。 

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

イウエル０．４２０。ドライウェル０．４２０。今のが２０

ちょうどバランスしている位なんですね。

いま１Ｆ 組が帰ってきまして。

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

か、プラントの状況が確認さ……。

１ 回ね、何でもいいから、２Ｆ

吉田さん、聞こえますか。●●。

コールしてください。

はい、聞こえます。吉田です。

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

はい。 

現時点の状況はそういう認識でよろしくお願いします。

はい、分かりました。

《会話重複》 

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１
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増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

をしてください。以上。 

データコール、お願いします。

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

サプチャンベントはいっやってもいいですよ。

サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。

い、いまトライしてます。 

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

イウエル０．４２０。ドライウェル０．４２０。今のが２０

ちょうどバランスしている位なんですね。

組が帰ってきまして。

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

か、プラントの状況が確認さ……。

回ね、何でもいいから、２Ｆ

吉田さん、聞こえますか。●●。

コールしてください。 

はい、聞こえます。吉田です。

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

現時点の状況はそういう認識でよろしくお願いします。

はい、分かりました。 

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１
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発言内容

増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

データコール、お願いします。 

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

サプチャンベントはいっやってもいいですよ。

サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

イウエル０．４２０。ドライウェル０．４２０。今のが２０

ちょうどバランスしている位なんですね。 

組が帰ってきまして。 

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

か、プラントの状況が確認さ……。 

回ね、何でもいいから、２Ｆ のほうに戻ってくる。●●。

吉田さん、聞こえますか。●●。 

はい、聞こえます。吉田です。 

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

現時点の状況はそういう認識でよろしくお願いします。

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

サプチャンベントはいっやってもいいですよ。 

サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

イウエル０．４２０。ドライウェル０．４２０。今のが２０ 

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

のほうに戻ってくる。●●。

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

現時点の状況はそういう認識でよろしくお願いします。 

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

もう１つだけ。緊対を、我々の２Ｆの４プラント緊対と、えっと、１Ｆ から来た方が使える旧の

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。

サブチャンベントはいつでも続けてください、サブチャン側は。 

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

 分です。 

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

のほうに戻ってくる。●●。 

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

増田君。ちょっと、こっちの本部は分かったと思いますんで。こっちで、あとでフォローします。

から来た方が使える旧の

緊対と、緊対を２つに分けて用意しておきますんで、そこだけ、本店側は、その両方の使い分け

ちょっと、関係部門の方はご協力を、ちょっとフォローしていただけますか。 

炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。あっ、炉水はダウンスケールからハンチング。ドラ

本部長の清水です。あの一、いまプラントの状況が、あの一、確認されていますが、聞こえます

あのー、現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。

え－、それでいま、あの一、しかるべきところと確認作業を進めております。 

炉圧０．５６３。炉水はダウンスケール。ドライウェル０．４２０。え一と、２１ 分です。
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東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

<発話場所不

明/非公開

本店 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

柏崎 

本店 

柏崎 

<発話場所不

明/非公開

本店 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

清水社長

吉田所長

 

発話場所不

非公開> 
 

復旧班

技術班

発話場所不

非公開> 
 

発電班

技術班

横村所長

復旧班

横村所長

発話場所不

非公開> 
 

復旧班

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

技術班

オフサイトセ

 

小森常務

１Ｆ 

発話場所不

非公開> 
 

復旧班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

清水社長  プラントの状況を判断、判断しな……あの確認しながら決めますので。

吉田所長  はい、分かりました。はい、分かりました。

 すいません、お待たせしました。

 《本店画面：清水社長が携帯電話を持って離席、武藤副社長も離席》

復旧班  データコールお願いします。

技術班  データコールお願いします。

 《本店画面：武藤副社長が着席》

発電班  炉圧０，５６３。

技術班  炉圧０，５６３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。●●。えっと、２３分で

お願いします。

横村所長  本店●●さん。

復旧班  はい、●●です。

横村所長  そのホウ酸水はどうしたんだっけ。

 《本店画面：武藤副社長が離席》

復旧班  ホウ酸水は今のラインで入っているかどうか分からないけど、ちょっとしょうがない。どうしよ

うもない。このまま行きましょう。

復旧班  すみません。ウエットウェルの小弁は試すとですね、若干動きますんで、これ多分、駆動空気が

多少足りないんじゃないかと思いますけど、そのままちょっとそれでホールドしたいと思います

けど、いかがでしょうか。

 《本店画面：武藤副社長が着席》

技術班  炉圧０．５６３。炉水位、ダウンスケール。

小森常務  ウエットウェル側はやるべきだと思います。

  ホットウェルの小弁、開けていいですね。

 《本店画面：武藤副社長が離席》

復旧班  小森さん、すいません、もう一度お願いします。

技術班  ドライウエル０．４２０。今の、２５分です。
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１Ｆ 

オフサイトセ
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１Ｆ 

オフサイトセ
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オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ
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オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

本店 

本店 

<発話場所不

明/非公開
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本店 
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本店 

<発話場所不

明/非公開
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本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

１Ｆ 

オフサイトセ

 

小森常務

復旧班

オフサイトセ

 

 

オフサイトセ

 

小森常務

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

小森常務

技術班

発電班

技術班

発話場所不

非公開> 
 

清水社長

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

発電班

復旧班

 

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

藤本副社長

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

  本店さん。

小森常務  ウエットウェル側はやるべきだと思います。

復旧班  はい、分かりました。ウエットウェル側でやって保持します。

 大丈夫ですか？そっちのほうが時間が間に合わなくなる？

小森常務  そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

さ。

ＯＳＣ  これはお伝えする必要ありますか。

小森常務  元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

技術班  炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

発電班  ドライウェル０．４２０。

技術班  ドライウェル０．４２０。２６

 全員行ったら、官邸いなくなっちゃうよ。

清水社長  ９時って朝。

復旧班  えっと、ＳＲ

個、２個開けられません？

 《本店画面：高橋フェローが離席》

発電班  バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

復旧班  ＳＲ

 副社長、それ、お持ちです。

復旧班  何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。

 《本店画面：武藤副社長が着席》

藤本副社長  ●●●●●●●●●●●●●●沼津と茨城変電所一。

高橋フェロー  ●●君さ、ドライウェルの圧力ってどうなっちゃってんの？

復旧班  ２号のドライウェル圧力は安定しています。

高橋フェロー  どの位なの？
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大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウェル０．４２０。

ドライウェル０．４２０。２６

全員行ったら、官邸いなくなっちゃうよ。

９時って朝。 

えっと、ＳＲ 弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？

個、２個開けられません？

《本店画面：高橋フェローが離席》

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

ＳＲ 弁開けるの、トライしてください。炉注が増えると思いますから。

副社長、それ、お持ちです。

何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。

《本店画面：武藤副社長が着席》

●●●●●●●●●●●●●●沼津と茨城変電所一。

●●君さ、ドライウェルの圧力ってどうなっちゃってんの？

２号のドライウェル圧力は安定しています。

どの位なの？ 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ウエットウェル側はやるべきだと思います。

はい、分かりました。ウエットウェル側でやって保持します。

大丈夫ですか？そっちのほうが時間が間に合わなくなる？

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

これはお伝えする必要ありますか。

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウェル０．４２０。 

ドライウェル０．４２０。２６

全員行ったら、官邸いなくなっちゃうよ。

弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？

個、２個開けられません？ 

《本店画面：高橋フェローが離席》

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

弁開けるの、トライしてください。炉注が増えると思いますから。

副社長、それ、お持ちです。 

何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。

《本店画面：武藤副社長が着席》

●●●●●●●●●●●●●●沼津と茨城変電所一。

●●君さ、ドライウェルの圧力ってどうなっちゃってんの？

２号のドライウェル圧力は安定しています。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ウエットウェル側はやるべきだと思います。 

はい、分かりました。ウエットウェル側でやって保持します。

大丈夫ですか？そっちのほうが時間が間に合わなくなる？

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

これはお伝えする必要ありますか。 

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

ドライウェル０．４２０。２６ 分でお願いします。

全員行ったら、官邸いなくなっちゃうよ。 

弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？

《本店画面：高橋フェローが離席》 

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

弁開けるの、トライしてください。炉注が増えると思いますから。

 

何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。

《本店画面：武藤副社長が着席》 

●●●●●●●●●●●●●●沼津と茨城変電所一。

●●君さ、ドライウェルの圧力ってどうなっちゃってんの？

２号のドライウェル圧力は安定しています。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

はい、分かりました。ウエットウェル側でやって保持します。

大丈夫ですか？そっちのほうが時間が間に合わなくなる？ 

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。

分でお願いします。 

弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

弁開けるの、トライしてください。炉注が増えると思いますから。

何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。

●●●●●●●●●●●●●●沼津と茨城変電所一。 

●●君さ、ドライウェルの圧力ってどうなっちゃってんの？ 

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

はい、分かりました。ウエットウェル側でやって保持します。 

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。

炉圧０．５８５。炉水位、ダウンスケール。ドライウエル０．４２０。 

弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

弁開けるの、トライしてください。炉注が増えると思いますから。 

何分位でできるでしょう、さっきの感じからすると１０分位かな。 

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

大弁が動かなかったから、小弁にしたんじゃないのかな、という理解。はい。 

弁もうちょっとたくさん開けられたりしませんか。いま２つ開けてます？ もう１

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。

 

そっちの方が楽。そこに行くまでの、ドライウェルベント。動きそうっていっているんだったら

元々だって、サブチャン側のベントはしようとしていたんだから。小弁か大弁かじゃないけど、

もう１

バッテリーがあったら、あっ、バッテリーがあったら、えっと、もう１個開けられると思います。 
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19:32 
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20:28 
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東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

復旧班

復旧班

技術班

発電班

技術班

 

峰松顧問

 

 

高橋フェロー

オフサイトセ

 

小森常務

武藤副社長

オフサイトセ

 

小森常務

武藤副社長

１Ｆ 

技術班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  ０．４で、半分位のところで安定している感じです。

高橋フェロー  それ信用できる、あれ？

復旧班  分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

高橋フェロー  あの、ＰＣＶのベント考えなきやいけないよね。

復旧班  考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

高橋フェロー  そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

イミング。

復旧班  えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

復旧班  了解。それとＳＲ

の量なんで、もうちょっと圧が下がれば。

復旧班  はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。

技術班  炉圧０．６０８。炉水位、ダウンスケール。

発電班  ドライウエル０．４２０。

技術班  ドライウェル０．４２０。２８

 いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

電の責任でやる分には構わないということで。

峰松顧問  あつそう。官邸のほうは？

 格納容器ベント弁が。いま開けるところです。

 ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。

高橋フェロー  《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

小森常務  えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。

武藤副社長  はい。

小森常務  え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

上です。

武藤副社長  了解。

  各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。

技術班  コールしてください。

高橋フェロー  大変だな－。頑張ってくれ。

2011 年 3 月 1

 

０．４で、半分位のところで安定している感じです。

それ信用できる、あれ？

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

あの、ＰＣＶのベント考えなきやいけないよね。

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

イミング。 

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

了解。それとＳＲ

の量なんで、もうちょっと圧が下がれば。

はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。

炉圧０．６０８。炉水位、ダウンスケール。

ドライウエル０．４２０。

ドライウェル０．４２０。２８

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

電の責任でやる分には構わないということで。

あつそう。官邸のほうは？

格納容器ベント弁が。いま開けるところです。

ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。

はい。 

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

上です。 

了解。 

各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。

コールしてください。

大変だな－。頑張ってくれ。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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０．４で、半分位のところで安定している感じです。

それ信用できる、あれ？ 

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

あの、ＰＣＶのベント考えなきやいけないよね。

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

了解。それとＳＲ 弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

の量なんで、もうちょっと圧が下がれば。

はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。

炉圧０．６０８。炉水位、ダウンスケール。

ドライウエル０．４２０。 

ドライウェル０．４２０。２８

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

電の責任でやる分には構わないということで。

あつそう。官邸のほうは？ 

格納容器ベント弁が。いま開けるところです。

ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。

コールしてください。 

大変だな－。頑張ってくれ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

０．４で、半分位のところで安定している感じです。

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

あの、ＰＣＶのベント考えなきやいけないよね。

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

の量なんで、もうちょっと圧が下がれば。 

はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。

炉圧０．６０８。炉水位、ダウンスケール。 

ドライウェル０．４２０。２８ 分でお願いします。

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

電の責任でやる分には構わないということで。

格納容器ベント弁が。いま開けるところです。

ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

０．４で、半分位のところで安定している感じです。 

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

あの、ＰＣＶのベント考えなきやいけないよね。 

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。

 

分でお願いします。 

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

電の責任でやる分には構わないということで。 

格納容器ベント弁が。いま開けるところです。 

ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。

弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

はい。ＳＲ弁の２弁目も、いま開のほうでトライしております。 

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

ラブチャー破けるまで、コンマ７位までいかないと開かないよね＝。 

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。

えっと、本店、聞こえますか、本部長、聞こえますか、小森です。 

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

各班、各ブースにおけます、え－、名簿の作成をお願いします。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

分からないです。傾向安定で信用できると思いますが、絶対値は分からないです。 

考えたほうがいいと思いますが、そこはちょっと安全屋さんに聞いてください。 

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

えっと、ウエットウェルの、いま、あの一、微開をとにかくやっております。 

弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

《電話》３号の圧がだいぶ下がっていて、格納容器、壊れているんじゃないか。 

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以

 

そうだね。ちょっと安全屋さんに意見を相談してくれる？その、いつ開けたらいいかっていうタ

弁もちょっと開けてください。いま、注入とあの一、熱がバランスしちゃう位

いまドライウェルベントは、ＮＩＳＡのほうの●●のほうのは、えっと先方の判断ではなくて東

え一、オフサイトセンターの状況です。え－、２号機につきましては緊迫した状況にあるという

ことで、共通認識をするため、え－、８時４０分に全体会議をするという指示がありました。以
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19:36 

 

20:32 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

<発話場所不

明/非公開

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

復旧班

復旧班

吉田所長

技術班

吉田所長

復旧班

吉田所長

吉田所長

 

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

発電班

技術班

発話場所不

非公開> 
 

 

 

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

復旧班  そうです。

復旧班  えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

ます？

吉田所長  違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

ているから。

技術班  炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

ます。

吉田所長  あとのコントロールは別々なんですよ。分かります？

復旧班  ええ。じやあ、独立と考えていいということですね、実質。

吉田所長  そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

えず入れることを優先しているので。

吉田所長  でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

１号機。

 ドライウェルのベント、

高橋フェロー  はい、分かりました。

吉田所長  で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。

高橋フェロー  分かりました。はい、ありがとうございます。

復旧班  ＳＲ

 《本店画面：清水社長の携帯電話に着信、離席》

発電班  炉圧０．６５３。

技術班  炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

●●。

 《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》

 これ止める

 これ止める。

復旧班  ピットには問題ない。流量が減っている？

2011 年 3 月 1

 

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

そうです。 

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

ます？ 

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

ているから。 

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

ます。 

あとのコントロールは別々なんですよ。分かります？

ええ。じやあ、独立と考えていいということですね、実質。

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

えず入れることを優先しているので。

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

１号機。 

ドライウェルのベント、

はい、分かりました。

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。

分かりました。はい、ありがとうございます。

ＳＲ 弁、もう一声、頑張ってください。

《本店画面：清水社長の携帯電話に着信、離席》

炉圧０．６５３。

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

●●。 

《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》

これ止める 

これ止める。 

ピットには問題ない。流量が減っている？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

あとのコントロールは別々なんですよ。分かります？

ええ。じやあ、独立と考えていいということですね、実質。

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

えず入れることを優先しているので。

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

ドライウェルのベント、NISA がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。

はい、分かりました。 

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。

分かりました。はい、ありがとうございます。

弁、もう一声、頑張ってください。

《本店画面：清水社長の携帯電話に着信、離席》

炉圧０．６５３。 

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》

ピットには問題ない。流量が減っている？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

あとのコントロールは別々なんですよ。分かります？

ええ。じやあ、独立と考えていいということですね、実質。

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

えず入れることを優先しているので。 

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。

分かりました。はい、ありがとうございます。

弁、もう一声、頑張ってください。 

《本店画面：清水社長の携帯電話に着信、離席》

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》

ピットには問題ない。流量が減っている？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

あとのコントロールは別々なんですよ。分かります？ 

ええ。じやあ、独立と考えていいということですね、実質。 

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。

分かりました。はい、ありがとうございます。 

《本店画面：清水社長の携帯電話に着信、離席》 

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

 

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

ことで、今のところ１、２、３とも冷却水は供給されておる。はい。 

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

《本店画面：武黒フェローが高橋フェローの肩を労うように叩く》 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。

 

えっと、すみません。このポンプっていうのは、２号と３号の両方に給水してるんですか。 

えっと、３号側ちょっとゆる、厳し目にして、２号を優先してください。圧損の低いほうにどん

どん寄ってっちゃって、あんまり入ってないんだと思います。ですから、ＳＲ弁を開けて。違い

違います。ちょっとね、混乱があるの。あのね、最初のポンプの所までは、１、２号が、あっ、

２号と３号のラインが同じで来るんだけど、そこから分岐して２号と３号別々のラインで取水し

炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。炉圧０．６０８。今のは３２分でお願いし

そう、独立。●●。ただし、ちょっと申し訳ないけど、流量コントロールできないのよ。とりあ

でね、状況を言いますと、あの一、気になさっている１号と３号の件だと思いますが、１号は１

号で先ほど単独に。あの一、物揚場からラインに繋いで、え－、すでに注水を開始しております、

がね、やるんだったなら、事業者の判断でやるぶんにはかまわない。 

で、３号機もですね、いまラインを作った、要するに２号機を優先して作ってるところで、あの、

あの、３号機も作っておったんで、先ほど２号機のほぼ同じ時期に、インサービスしてるという

炉圧０．６５３。炉水位、ダウンスケール。ドライウェル０．４２０。３３分でお願いします。



 

時刻 

 

 

 

19:38 

 

 

 

 

 

 

19:39 

 

20:35 

19:40 
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本店 

本店 
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本店 
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本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 
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本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 
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復旧班

復旧班

復旧班

復旧班

オフサイトセ

 

 

復旧班

オフサイトセ

 

 

資材班

復旧班

発話場所不

非公開> 
 

 

 

 

 

高橋フェロー

復旧班

 

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

 減っていない。

 独立ライン。

 あまり皆さん知らないみたいなんで、紹介して。

復旧班  すみません。えっと、ウエットウェルのベント弁については、多少動いている感触がありますん

で、これをホールド中です。したがいまして、一応ラインナップが多少なりできてるっていう判

断が必要かと思います。あと、え－、ＳＲ弁については２つ目の弁を開けるアクションを今から

とります。

復旧班  はい、了解。えっと、あれだよね、サブチャン側だよね？

復旧班  サブチャンのベントです、いまは。

復旧班  よろしく。

 あっ、すみません。●●ですけど、サブチャンのベントってのは、小弁ちょっと開きそうだと。

それでコンプレッサーによる加圧は続けている。こういう状況ですか。

復旧班  おっしゃるとおりです。小弁のほうですんで、あのー、電磁弁の操作をするとＬＳが離れるのは

確かめられています。ただ、全開には至っておりませんが、え一、あの一、ＩＡ

コンプレッサーの圧力が上がってくると、もうちょっと開いてくるんじゃないかということと、
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高橋フェロー  ちょっと。

高橋フェロー  悪いな、あれさ、ちょっと頻繁にデータが来るんだけど、ちょっと、ある断面のデータも、ちょ

っとこっちにもらいたいんだけど。

 あとは、だからやる前に、退避する。退避しないと。退避する前に。

 第二では受けた方がいいですね。うーん。＝なかったでしょ＝。した。したというのが可能＝。

退避しましたので＝。

 どうせ、ラプチャー開かないから、フェイルセーフで考えたら開けといて。

 どこでだめになるか、あきらめるか、決めて下さい。

 えっと、ドライウェルベントは、事業者の判断でやっていいってことですね。

 実際、開いたらラプチャーあるから出ないです。だからフェールセーフで開けておいて。２倍の

PD
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えっと、現在３号機の状況です、あっ、すみません。２号機の状況ですが、右下に書いてありま

すように、物揚場から１段目、２段目のポンプが今度２号機と３号機にブランチしてます。それ

で、３号機のほうにも２号機同様、流れが行ってると思われますので、いま２号機のデータを見

るとなかなかえっとダウンスケールだとかハンチングっていうのが繰り返されていますので、な

かなか水位が出てこないということで、２段目のポンプに２号機と３号機に送る切り替え弁があ

で、この切り替え弁を２号機だけに送るっていう操作をしたいんですが。

ぜひ、それは操作やっていただきたいと思います。

また、もう燃料の量。 

いま、２号と３号で３号に行ってる分を、バルブを閉じて２号に回すっていう、それでいいんだ

無理だと思います。 

そうサイトが言ってるんだけど。やりたいって。
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あとは、だからやる前に、退避する。退避しないと。退避する前に。

第二では受けた方がいいですね。うーん。＝なかったでしょ＝。した。したというのが可能＝。

どうせ、ラプチャー開かないから、フェイルセーフで考えたら開けといて。

どこでだめになるか、あきらめるか、決めて下さい。

えっと、ドライウェルベントは、事業者の判断でやっていいってことですね。

実際、開いたらラプチャーあるから出ないです。だからフェールセーフで開けておいて。２倍の

データ、データはどうですか。 
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ぜひ、それは操作やっていただきたいと思います。 

いま、２号と３号で３号に行ってる分を、バルブを閉じて２号に回すっていう、それでいいんだ
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発言者  

 ヤードに行くの？

  １段目のポンプがあと２時間位しかないって言うんで、燃料のほうも補給します。

技術班  炉圧０．７４３。

 燃料補給をするって。

 ポンプを止めるっていうこと？

  その操作をするメンバーが現場に行ってるあいだは、格納容器ベントはやめていただきたいんで

すが、よろしいですか。

 《本店画面：高橋フェローが着席》

技術班  間違えて、炉圧０．８３３が正しいです。

  このバルブ。

吉田所長  格納容器ベントじゃなくて何？

  この２号と３号の切り替え用のバルブがあるので、そう。２号機だけ流すっていう操作をだけに

＝。

技術班  ドライウェル０．４２１。８

吉田所長  やるんだったら。ベントはもうやっているの？

技術班  はい。ＳＲ弁の操作に入りますんで、若干中断します。

復旧班  お願いします。

高橋フェロー  ちょっと、ちょっと悪いけど、ぼく席外しててあれだったけど、ちょっと教えてくれる。何？

号を？

復旧班  じゃあちょっと、教えてあげてください。

 さっき高橋さんが言っていた話なんですけど、ポンプがあって、それを３号と２号に途中から分

岐して流したんだけども、その３号に流れているところの元弁を閉めて、全部２号に流しますっ

ていう話です。

高橋フェロー  で、３号はどうするの？

 ３号はだから、しばらく注水停止。

高橋フェロー  で、どうすんの。ピットから。えつ、●●、３号はどうするの？

  ３号は、２号が終わってからやります。

高橋フェロー  はい、分かりまし

吉田所長  ちょっとややこしいから。
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ヤードに行くの？

１段目のポンプがあと２時間位しかないって言うんで、燃料のほうも補給します。

炉圧０．７４３。

燃料補給をするって。

ポンプを止めるっていうこと？
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お願いします。 

ちょっと、ちょっと悪いけど、ぼく席外しててあれだったけど、ちょっと教えてくれる。何？

号を？ なんかさつき。

じゃあちょっと、教えてあげてください。

さっき高橋さんが言っていた話なんですけど、ポンプがあって、それを３号と２号に途中から分

岐して流したんだけども、その３号に流れているところの元弁を閉めて、全部２号に流しますっ

ていう話です。 

で、３号はどうするの？
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ちょっとややこしいから。
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さっき高橋さんが言っていた話なんですけど、ポンプがあって、それを３号と２号に途中から分
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発言者  

高橋フェロー  了解。

吉田所長  ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

すけども。

 《本店画面：清水社長は着席せず、画面上右に左に移動》

高橋フェロー  はい、了解。はい。了解しました。

吉田所長  はい。そういうことでいいですか、と。

高橋フェロー  はい。いいのでしょ？

復旧班  確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

らのほうも対応よろしくお願いします。

吉田所長  はい。●●、いいの？

  はい。ＯＫ？

吉田所長  そう。

復旧班  ＳＲ

技術班  現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

と待ってください。

復旧班  そう、じやあ、ちょっと待ちます。ＳＲ弁優先。

  外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

  歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。

技術班  ●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。

復旧班  分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

しれません。

  引き上げる。

技術班  多分いま海風だから。

 《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》

高橋フェロー  ●●、さあ、どうだった、軽油とガソリンは？

復旧班  ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

離感的に。

2011 年 3 月 1

 

了解。 

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

すけども。 

《本店画面：清水社長は着席せず、画面上右に左に移動》

はい、了解。はい。了解しました。

はい。そういうことでいいですか、と。

はい。いいのでしょ？

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

らのほうも対応よろしくお願いします。

はい。●●、いいの？

はい。ＯＫ？ 

そう。 

ＳＲ 弁操作すると思いますけど、データコールは続けてください。

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

と待ってください。

そう、じやあ、ちょっと待ちます。ＳＲ弁優先。

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

しれません。 

引き上げる。 

多分いま海風だから。

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》

●●、さあ、どうだった、軽油とガソリンは？

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

離感的に。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

《本店画面：清水社長は着席せず、画面上右に左に移動》

はい、了解。はい。了解しました。

はい。そういうことでいいですか、と。

はい。いいのでしょ？ それでお願いします。

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

らのほうも対応よろしくお願いします。

はい。●●、いいの？ 

弁操作すると思いますけど、データコールは続けてください。

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

と待ってください。 

そう、じやあ、ちょっと待ちます。ＳＲ弁優先。

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

多分いま海風だから。 

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》

●●、さあ、どうだった、軽油とガソリンは？

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

《本店画面：清水社長は着席せず、画面上右に左に移動》

はい、了解。はい。了解しました。 

はい。そういうことでいいですか、と。 

それでお願いします。

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

らのほうも対応よろしくお願いします。 

弁操作すると思いますけど、データコールは続けてください。

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

そう、じやあ、ちょっと待ちます。ＳＲ弁優先。

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》

●●、さあ、どうだった、軽油とガソリンは？

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

《本店画面：清水社長は着席せず、画面上右に左に移動》 

それでお願いします。 

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

弁操作すると思いますけど、データコールは続けてください。

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

そう、じやあ、ちょっと待ちます。ＳＲ弁優先。 

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》

●●、さあ、どうだった、軽油とガソリンは？ 

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

弁操作すると思いますけど、データコールは続けてください。 

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

歯医者、あははは。何かこういう時に気が抜けるような電話が。 

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

てれば、多分それなりに、それなりに崩壊熱には勝ってくれるよね。 

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る。勝俣会長とも話す》 

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

 

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距

 

ややこしいから整理すると、いいですか。いま、２号３号に水源同じで行ってます。で、ポンプ

が途中で２つかんでます。その２つ目を出たところで、片方側をシャットにすると、もう１つの

側に加圧、加圧されるんですよ。だから、そういう形でいま２号に入ってなさそうだから、それ

をやりましょうと。だから、その間は、３号機が一時的に給水が停止しますよということなんで

確実に作業お願いします。それから、終わったらうまくいったら戻さなきやいけないんで、そち

現場の手がなくて、ＳＲ弁の操作に入ると、一時データ採取がストップするようなんで、ちょっ

外の者に言って。ちょっと申し訳ございません。はい、はい。大変、申し訳ございません。 

●●。でもジュージュージュージューいっているかもしれないけど、毎分１０００リッター入っ

分かんないです。あの、どちらかと言うと、圧損の関係で、３号に行っちゃってる量が多いかも

ちなみに３号と２号のタイライン直しに行くのって、どの位の時間がかかる作業なんですか。距
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資材班

高橋フェロー

資材班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

  距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ます。

復旧班  ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。

  いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

はかかります。

復旧班  三、四十分ですか。じゃあ、ＳＲ弁、頑張ってください。

復旧班  はい。ＳＲ弁、頑張ります。

 ２Ｆ

んだ、ないって＝。

 ２

 ないっていう前提で話をする。

復旧班  やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

します。

 《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る》

 ３号がいたずらしているんじゃないかって言うこと？

 じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。

 あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

ますか？＝＝。

 ３号、活かしてんの、本当に？

 あー髙橋フェロー。

高橋フェロー  はい。

 資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

高橋フェロー  ちょっと何がないんですか。

資材班  えーガソリン、軽油。

高橋フェロー  ガソリン運ぶことになってたんじゃないの？

資材班  ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

そうです。

  20

2011 年 3 月 1

 

距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ます。 

ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

はかかります。 

三、四十分ですか。じゃあ、ＳＲ弁、頑張ってください。

はい。ＳＲ弁、頑張ります。

２Ｆ ですか。２Ｆ

んだ、ないって＝。

２F っていうか、福１、一応在庫は聞いたんだけど。

ないっていう前提で話をする。

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

します。 

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る》

３号がいたずらしているんじゃないかって言うこと？

じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

ますか？＝＝。 

３号、活かしてんの、本当に？

あー髙橋フェロー。

はい。 

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

ちょっと何がないんですか。

えーガソリン、軽油。

ガソリン運ぶことになってたんじゃないの？

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

そうです。 

20 時 49 分、炉水位、ダウンスケール、ドライウェル０．４２１。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

 

三、四十分ですか。じゃあ、ＳＲ弁、頑張ってください。

はい。ＳＲ弁、頑張ります。 

ですか。２Ｆ はちょっと。在庫はないですね。ちょっと増田さんに聞いてみれば？

んだ、ないって＝。 

っていうか、福１、一応在庫は聞いたんだけど。

ないっていう前提で話をする。

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る》

３号がいたずらしているんじゃないかって言うこと？

じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

 

３号、活かしてんの、本当に？

あー髙橋フェロー。 

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

ちょっと何がないんですか。 

えーガソリン、軽油。 

ガソリン運ぶことになってたんじゃないの？

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

分、炉水位、ダウンスケール、ドライウェル０．４２１。
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発言内容

距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

三、四十分ですか。じゃあ、ＳＲ弁、頑張ってください。

 

はちょっと。在庫はないですね。ちょっと増田さんに聞いてみれば？

っていうか、福１、一応在庫は聞いたんだけど。

ないっていう前提で話をする。 

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る》

３号がいたずらしているんじゃないかって言うこと？

じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

３号、活かしてんの、本当に？ 

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

 

ガソリン運ぶことになってたんじゃないの？ 

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

分、炉水位、ダウンスケール、ドライウェル０．４２１。
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発言内容 

距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

三、四十分ですか。じゃあ、ＳＲ弁、頑張ってください。 

はちょっと。在庫はないですね。ちょっと増田さんに聞いてみれば？

っていうか、福１、一応在庫は聞いたんだけど。 

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

《本店画面：官邸連絡班が高橋フェローの所へ来る》 

３号がいたずらしているんじゃないかって言うこと？ 

じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

 

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

分、炉水位、ダウンスケール、ドライウェル０．４２１。
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距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

ありがとうございます。時間のイメージで言うと何分位でしょう。 

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

はちょっと。在庫はないですね。ちょっと増田さんに聞いてみれば？

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

じゃなくて、３号側をきって２号の注水量を、っていっているんですよ。 

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

分、炉水位、ダウンスケール、ドライウェル０．４２１。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

はちょっと。在庫はないですね。ちょっと増田さんに聞いてみれば？ 知って

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

 

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

資材班に聞いた情報ですけども、現状では、ありません、福一には。それで小名浜に。 

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ

 

距離感に、距離感的に言いますと、物揚場からのポンプが１台、２台と直列になってますので、

ポンプそのものに切り替え弁が付いています。これ、消火ポンプは、だから簡単に切り替えられ

いま、下に行って着替えて、またフィードマスク等装着していきますので、やっぱり三、四十分

知って

やっぱり３号閉めに行くのが重要だって、この辺で議論してます。あの、三、四十分って言って

ますけど、これ結構クリティカルですので、あの、スピードと言っては恐縮ですが、早くお願い

あのね、え一つと、武黒さんから保安院の米軍の窓口になってくれる、この電話に掛けてもらえ

ええ、それがまだ小名浜にあってですね、ドラム缶２００本、あっ、２００Ｌのやつが１７本。

これをですね、いま持ってくる算段をしているようですけど、いまこっちに向かっている途中だ
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場所 発言者

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

資材班

高橋フェロー

資材班

資材班

高橋フェロー

資材班

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  向かっている途中？

資材班  はい、ちょっといま確認中です。

高橋フェロー  到着予定はどの位でしょうかね。

資材班  ちょっとそれも確認しております。

資材班  直ちに、至急確認いたします。

高橋フェロー  それから、軽油は？

資材班  軽油は、そうだ。軽油は１１本ですよ。

資材班  軽油１１本。

高橋フェロー  １１本ってのはどの位なの。

資材班  これは何リッター入りか、ちょっと確認いたします。

資材班  えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

高橋フェロー  ちょっとさ。

資材班  いま、いま、正確な。

高橋フェロー  燃料がないと仕事にならないんで。

資材班  はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

０Ｌ

高橋フェロー  算段をしているだけで、運んでいるわけじゃないのね？

資材班  聞いておりませんので、至急確認しております。

高橋フェロー  ２００Ｌが何本？

資材班  ３５本ずつです。

高橋フェロー  ３５本。ガソリンも？

資材班  同様に３５本です。

高橋フェロー  １７本じゃなくて、３５本ですか。

資材班  ３５です。はい。

高橋フェロー  で、ガソリンのほうは運んでいる途中ですか。

資材班  運んでいる途中＝

たします。はい。

2011 年 3 月 1

 

向かっている途中？

はい、ちょっといま確認中です。

到着予定はどの位でしょうかね。

ちょっとそれも確認しております。

直ちに、至急確認いたします。

それから、軽油は？

軽油は、そうだ。軽油は１１本ですよ。

軽油１１本。 

１１本ってのはどの位なの。

これは何リッター入りか、ちょっと確認いたします。

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

ちょっとさ。 

いま、いま、正確な。

燃料がないと仕事にならないんで。

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

０Ｌ ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。

算段をしているだけで、運んでいるわけじゃないのね？

聞いておりませんので、至急確認しております。

２００Ｌが何本？

３５本ずつです。

３５本。ガソリンも？

同様に３５本です。

１７本じゃなくて、３５本ですか。

３５です。はい。

で、ガソリンのほうは運んでいる途中ですか。

運んでいる途中＝

たします。はい。
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向かっている途中？ 

はい、ちょっといま確認中です。

到着予定はどの位でしょうかね。

ちょっとそれも確認しております。

直ちに、至急確認いたします。

それから、軽油は？ 

軽油は、そうだ。軽油は１１本ですよ。

１１本ってのはどの位なの。 

これは何リッター入りか、ちょっと確認いたします。

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

いま、いま、正確な。 

燃料がないと仕事にならないんで。

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。

算段をしているだけで、運んでいるわけじゃないのね？

聞いておりませんので、至急確認しております。

２００Ｌが何本？ 

３５本ずつです。 

３５本。ガソリンも？ 

同様に３５本です。 

１７本じゃなくて、３５本ですか。

３５です。はい。 

で、ガソリンのほうは運んでいる途中ですか。

運んでいる途中＝ 至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い

たします。はい。 
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発言内容

はい、ちょっといま確認中です。 

到着予定はどの位でしょうかね。 

ちょっとそれも確認しております。 

直ちに、至急確認いたします。 

軽油は、そうだ。軽油は１１本ですよ。 

 

これは何リッター入りか、ちょっと確認いたします。

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

燃料がないと仕事にならないんで。 

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。

算段をしているだけで、運んでいるわけじゃないのね？

聞いておりませんので、至急確認しております。

１７本じゃなくて、３５本ですか。 

で、ガソリンのほうは運んでいる途中ですか。

至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い
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発言内容 

これは何リッター入りか、ちょっと確認いたします。 

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。

算段をしているだけで、運んでいるわけじゃないのね？ 

聞いておりませんので、至急確認しております。 

で、ガソリンのほうは運んでいる途中ですか。 

至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。

至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、１Ｆに持ってくる、直接持ってくる算段をいましているはずです。ちょっと。 

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

ドラム缶３５本ずつ、小名浜にございますので、至急運ぶ算段をしております。 

至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い

 

はい、あのっ、＝ついて確認中でございますが、量についてはですね、軽油、ガソリンとも２０

至急確認します。運んでいる途中っていうのは聞いておりませんので、確認い
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場所 発言者

 

通報班

復旧班

 

 

１Ｆ 

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

 

技術班

発電班

発電班

技術班

技術班

技術班

発電班

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 しょうがねぇな。出てないよ、まだ。トラックがないって、運ぶ。

通報班  はい、どうしました、どうもお疲れさまです。え－と、協力企業の皆さん退去いただいたんで、

できるだけ出さないほうがいいと思うんですよ。

復旧班  今の消火系のラインナップについて、ご説明いたします。３号止めに行く理由です。

 すみません。これが、本日やっていた各号機への原子炉注水方法の内容ということで、えー各消

火ポンプの配置になっております。で、えー２号機に入れていたのは海から２台のポンプ、シリ

ーズで並べて、２号機に入れるというところでございました。で、１号機に関しては、このよう

に海から近いこともあるということで、直でこちらのほうも１号機のほうにやるということで、

いま、あの注水中ということでございます。あとは、３号機は取水の海から遠いということもあ

って、洗浄弁ビットを通って３号機に入れるというラインになってございます。

 この情報につきまして、発電所さんの確認をいただきまして、官邸ならびに国、あっ、役所等の、

と情報共有を進めていくということで進めていきたいと思っておりますが、よろしいでしょうか、

１Ｆ

  はい。記録、記録。

技術班  はい。お願いします。

  ああ、ＯＫ。

  うん、お願いします。

 はい、分かりました。では、これからこれで官邸等も含めて共有していきたいと思います。

技術班  炉圧１．１７０。

発電班  ５１分でお願いします。

発電班  原子炉水位、ダウンスケール。

技術班  原子炉水位、ダウンスケール。

技術班  ドライウェル０．４２０。

技術班  今のが５１分？

発電班  ５１分です。

発電班  すみません。さっきの時間、５４分です。

  すみません。さっきの時間、５４分です。５４分に炉圧１．１７０、ドライウェル０．４２０、

炉水位、ダウンスケールです。

  炉圧、安定していますね。
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官庁連絡班  開いている、じゃあもうこれ以上効かないね。
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 小弁は開いているんですね。
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３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ＳＲ弁もう開けてないんでしたつけ、開いたんでしたつけ？ 

開いている、じゃあもうこれ以上効かないね。 

 

 

本店、本店【ピー音】さん、おりますか？いない。なんで出てくれないの？

 

１Ｆさん、柏崎ですけれども、ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁は開いているんですよね？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 

本店、本店【ピー音】さん、おりますか？いない。なんで出てくれないの？ 

１Ｆさん、柏崎ですけれども、ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁は開いているんですよね？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

１Ｆさん、柏崎ですけれども、ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁は開いているんですよね？

 

１Ｆさん、柏崎ですけれども、ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁は開いているんですよね？ 



 

時刻 

 

 

 

21:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:04 
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 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

本店 
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場所 発言者

 

 

復旧班

 

復旧班

 

１Ｆ 

１Ｆ 

高橋フェロー

 

１Ｆ 

 

復旧班

 

発電班

技術班

発電班

技術班

横村所長

復旧班

横村所長

復旧班

横村所長

高橋フェロー

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

 だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。

 そうだな。これラプチャーディスク・・。

復旧班  すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

 その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。

復旧班  ＭＯ弁は開いております。

 わかりました。すいません。

  すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

  全然、聞こえてねぇなこれ。

高橋フェロー  【ピー音】君は何、記者会見やっているの。

 記者会見中です。

  ああ、わかりました。

 メモ入れて呼び出して。

復旧班  えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

 現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。

発電班  炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

技術班  炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

発電班  ドライウェル０．４１９。

技術班  ドライウェル０．４１９。０４分です。

横村所長  ●●ちゃん、●●ちゃん、聞こえる？

復旧班  はい、聞こえます。

横村所長  あれドライウェルベントいつやんの？

復旧班  それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

横村所長  誰が考えているの？

高橋フェロー  ドライウェルのベントは、技術的に難しいんじゃないか。

清水社長  現在、国の方に決断を仰いでいます。

2011 年 3 月 1

 

だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。

そうだな。これラプチャーディスク・・。

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。

ＭＯ弁は開いております。

わかりました。すいません。

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

全然、聞こえてねぇなこれ。

【ピー音】君は何、記者会見やっているの。

記者会見中です。

ああ、わかりました。

メモ入れて呼び出して。

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

ドライウェル０．４１９。

ドライウェル０．４１９。０４分です。

●●ちゃん、●●ちゃん、聞こえる？

はい、聞こえます。

あれドライウェルベントいつやんの？

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

誰が考えているの？

ドライウェルのベントは、技術的に難しいんじゃないか。

現在、国の方に決断を仰いでいます。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。

そうだな。これラプチャーディスク・・。

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。

ＭＯ弁は開いております。 

わかりました。すいません。 

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

全然、聞こえてねぇなこれ。 

【ピー音】君は何、記者会見やっているの。

記者会見中です。 

ああ、わかりました。 

メモ入れて呼び出して。 

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。

ドライウェル０．４１９。 

ドライウェル０．４１９。０４分です。

●●ちゃん、●●ちゃん、聞こえる？

はい、聞こえます。 

あれドライウェルベントいつやんの？

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

誰が考えているの？ 

ドライウェルのベントは、技術的に難しいんじゃないか。

現在、国の方に決断を仰いでいます。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。

そうだな。これラプチャーディスク・・。 

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。

 

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

 

【ピー音】君は何、記者会見やっているの。 

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。 

炉圧、１．４１８。炉水位ダウンスケール。 

ドライウェル０．４１９。０４分です。 

●●ちゃん、●●ちゃん、聞こえる？ 

あれドライウェルベントいつやんの？ 

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

ドライウェルのベントは、技術的に難しいんじゃないか。

現在、国の方に決断を仰いでいます。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

 

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。

 

 

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

ドライウェルのベントは、技術的に難しいんじゃないか。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

だからちょろちょろちょろちょろだったら出続けるんですよ。 

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

その下流のＭＯ弁です。ラプチャーディスクの手前のＭＯ弁。 

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。

現在、風向きが変わって北東の風です．陸側に吹いています。 

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

と電話に捕まらないんですけれども、あの電話とれる方法、どなたか分かりますか？ 

えっと、水源の方の、３号への分岐を止めましたら、連絡をもらえると嬉しいです。 

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？

 

すいません、えっとドライウェルの、いやドライウェルじゃない、すいません、ウェットウェル

のベント弁ですけれども、小弁の方は、明らかに動いたという感触はあります。全閉のＬＳはタ

ッチしていないのは確認しています。従って、微開かもしれませんが、開いてはおります。 

すいません、１Ｆの【ピー音】ですけれども、●●さんとお話ししたいんですけれども、ちょっ

それを判断してもらいたいと思っているんですが、いま国、の方が預かっているんですか？ 



 

時刻 

21:05 

 

21:06 

21:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:08 

21:09 

 

21:10 
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 場所

柏崎 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

横村所長

復旧班

復旧班

復旧班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

復旧班

発電班

技術班

高橋フェロー

技術班

復旧班

技術班

復旧班

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

横村所長  了解しました。

復旧班  ポンプの切り替えに行っているんですよね。

復旧班  大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

とが出来ます。

復旧班  中操、データコールをお願いします。

技術班  データお願いします。

発電班  炉圧、１．４４０。

技術班  炉圧、１．４４０。

発電班  炉水位、ダウンスケール。

技術班  炉水位、ダウンスケール。

発電班  ドライウェル圧力０．４１８。

技術班  ドライウェル０．４１８。

発電班  ９分。

技術班  ９分。です。

復旧班  ヤードの方はいかがですかね。

発電班  いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

けた方がいいか。

技術班  すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

高橋フェロー  じゃあ、頑張って開けてよ。

技術班  開けるべきですよね。

復旧班  開けるべきだよ、開けるべき、絶対開けよう。

技術班  はい。はい。

復旧班  全力で開けるようにします。

復旧班  えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。

ＯＳＣ  ２Ｆに行く人はいないんでしたっけ？

ＯＳＣ  サイトと相談しましょう。

2011 年 3 月 1

 

了解しました。 

ポンプの切り替えに行っているんですよね。

大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

とが出来ます。 

中操、データコールをお願いします。

データお願いします。

炉圧、１．４４０。

炉圧、１．４４０。

炉水位、ダウンスケール。

炉水位、ダウンスケール。

ドライウェル圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。

９分。 

９分。です。 

ヤードの方はいかがですかね。

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

けた方がいいか。

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

じゃあ、頑張って開けてよ。

開けるべきですよね。

開けるべきだよ、開けるべき、絶対開けよう。

はい。はい。 

全力で開けるようにします。

えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。

２Ｆに行く人はいないんでしたっけ？

サイトと相談しましょう。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ポンプの切り替えに行っているんですよね。

大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

 

中操、データコールをお願いします。

データお願いします。 

炉圧、１．４４０。 

炉圧、１．４４０。 

炉水位、ダウンスケール。 

炉水位、ダウンスケール。 

ドライウェル圧力０．４１８。

ドライウェル０．４１８。 

ヤードの方はいかがですかね。

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

けた方がいいか。 

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

じゃあ、頑張って開けてよ。 

開けるべきですよね。 

開けるべきだよ、開けるべき、絶対開けよう。

全力で開けるようにします。 

えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。

２Ｆに行く人はいないんでしたっけ？

サイトと相談しましょう。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

ポンプの切り替えに行っているんですよね。 

大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

中操、データコールをお願いします。 

ドライウェル圧力０．４１８。 

ヤードの方はいかがですかね。 

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

 

開けるべきだよ、開けるべき、絶対開けよう。

 

えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。

２Ｆに行く人はいないんでしたっけ？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

開けるべきだよ、開けるべき、絶対開けよう。 

えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。
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大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。

えっとミスアンダスタンがあったら訂正して下さい。いまみたいに。 
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大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように

いまえっと２１時９分、で炉圧１．４４０。ドライウェル０．４１８まで来ています。 

 

大丈夫です。ラプチャーディスクが開くにはもう少し時間がかかりますから、逆に時間を稼ぐこ

いま、ＳＲ弁、１個しか開いていない。勘違いです。もう２個開ける準備は出来ていて、２個開

すいません、ちょっと今、えっと発電班から聞いたんですけれども、ＳＲ弁２つ目はまだ開いて

いないそうです。それでまだＳＲ弁は一つしか開いていない状態で、私がコールしているように
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オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ
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<発話場所不
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オフサイトセ
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１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 
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本店 

オフサイトセ
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オフサイトセ
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１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 
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１Ｆ 
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場所 発言者

復旧班

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

小森常務

オフサイトセ

 

小森常務

１Ｆ 

発話場所不

非公開> 
 

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

技術班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

技術班

発電班

復旧班

オフサイトセ

 

 

オフサイトセ

 

小森常務

１Ｆ 

オフサイトセ

 

 

１Ｆ 

復旧班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

技術班  もう、開けて下さい。

ＯＳＣ  県庁が、第二。

小森常務  オフサイトセンターは県庁移転。

小森常務  第二に、１Ｆの安全対策室は第二に。

  ２１時１９分ですか。

 《本店画面：清水社長が携帯電話を持ち離席》

復旧班  切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

方もよろしくお願いします。

ＯＳＣ  車はある。用務車。

技術班  ＳＲ弁、開いてます？

ＯＳＣ  足はあるんで、

技術班  ＳＲ弁、開いてます？ＳＲ弁、開いてます？開けて下さい。

発電班  えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

よろしくお願いします。

復旧班  お願いします。

 代替皆マイカーだから。

小森常務  なんか、しゃべっている？しゃべれるのこれ？

  すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

きます？

 はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

を県庁に動かすと、

  わかりました。えーその旨、県の方に伝えてもらいます。

復旧班  ＳＲ弁終わったら教えて下さい。

復旧班  了解です。
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すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

もう、開けて下さい。

県庁が、第二。 

オフサイトセンターは県庁移転。

第二に、１Ｆの安全対策室は第二に。

２１時１９分ですか。

《本店画面：清水社長が携帯電話を持ち離席》

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

方もよろしくお願いします。

車はある。用務車。

ＳＲ弁、開いてます？

足はあるんで、 

ＳＲ弁、開いてます？ＳＲ弁、開いてます？開けて下さい。

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

よろしくお願いします。

お願いします。 

代替皆マイカーだから。

なんか、しゃべっている？しゃべれるのこれ？

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

きます？ 

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

を県庁に動かすと、

わかりました。えーその旨、県の方に伝えてもらいます。

ＳＲ弁終わったら教えて下さい。

了解です。 
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すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

もう、開けて下さい。 

 

オフサイトセンターは県庁移転。

第二に、１Ｆの安全対策室は第二に。

２１時１９分ですか。 

《本店画面：清水社長が携帯電話を持ち離席》

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

方もよろしくお願いします。 

車はある。用務車。 

ＳＲ弁、開いてます？ 

 

ＳＲ弁、開いてます？ＳＲ弁、開いてます？開けて下さい。

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

よろしくお願いします。 

 

代替皆マイカーだから。 

なんか、しゃべっている？しゃべれるのこれ？

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

を県庁に動かすと、 

わかりました。えーその旨、県の方に伝えてもらいます。

ＳＲ弁終わったら教えて下さい。
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発言内容

すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

オフサイトセンターは県庁移転。 

第二に、１Ｆの安全対策室は第二に。 

《本店画面：清水社長が携帯電話を持ち離席》

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

 

ＳＲ弁、開いてます？ＳＲ弁、開いてます？開けて下さい。

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

なんか、しゃべっている？しゃべれるのこれ？

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

わかりました。えーその旨、県の方に伝えてもらいます。

ＳＲ弁終わったら教えて下さい。 
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発言内容 

すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

《本店画面：清水社長が携帯電話を持ち離席》 

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

ＳＲ弁、開いてます？ＳＲ弁、開いてます？開けて下さい。 

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

なんか、しゃべっている？しゃべれるのこれ？ 

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

わかりました。えーその旨、県の方に伝えてもらいます。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

 

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すいません。ＳＲ弁は今からあの、開ける方向でスタンバっているんで、開けます。 

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター

 

切り替えは特急で行っているんでしょうかね？ここで言ってもしょうがないけど。あとＳＲ弁の

えっと、１９時５３分から開けてあったやつもう一台追加で、Ｈ弁とＧ弁を追加で開けますので、

すいません。１Ｆです。オフサイトセンターに県からの依頼です。今の状況をオフサイトセンタ

ーにいる県の方たちとか町の方たちに説明してほしいという県からの要望ですけれども、対応で

はい、すでに全体会議の場でご説明終わっています。それで一部についてはオフサイトセンター
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１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 
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１Ｆ 
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１Ｆ 
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場所 発言者

技術班

１Ｆ 

防災安全

高橋フェロー

防災安全

自衛消防隊

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

発話場所不

非公開> 
 

吉田所長

復旧班

吉田所長

自衛消防隊

吉田所長

１Ｆ 

自衛消防隊

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  はい、はい、はい、伝言、何を伝言されている？はいはい、わかりました。

  １Ｆの本部の中でのお願いです。県からの要望ですけど、県センターにいる職員に状況説明して

ほしいということですけれども、どなたか対応できます？

防災安全  当該ポンプの軽油は余裕があるんですか？当該ポンプの軽油。油。どのくらいあるの？

高橋フェロー  軽油とガソリンはちょっと教えてよ。どれくらい要求したらいいのか。自衛隊運んでくれるって

いうから。

防災安全  うちも、軽、軽油はあるんですよ。

自衛消防隊  油は半分弱くらい入っている感じです。タンクにはあるんですけれども、タンクを操作できる操

作員がいなくてそこからずっと移し替えができなかった。

高橋フェロー  軽油の話ね。軽油ですか？

  軽、軽油です。

高橋フェロー  だから軽油はあると、操作するひとがいないと、そういうことね。

 ガソリンは？

吉田所長  あのね、話がもうみんなね、ガンガン聞かれても応えるだけの、もう残ってないから、ちょっと

整理して言って下さい、お願いします。

復旧班  当面、運転に関係ないことはちょっと遠慮して頂ければありがたく。

吉田所長  それで、ガソリンにしても軽油にしてもそれは今後のことを考えればあるだけあった方がいいん

です。で、なおかつ使いやすいには、ポリ、ポリ、ポリに入った形で持ってきてもらって、は、

やんのがいいんでしょ。違うの？

自衛消防隊  えーなんですか、タンクローリーでいままわってい消防車入れています。できちんと操作できる

人はいて、それが回せれば。

吉田所長  え、だからさ、いいんだけど、使い勝手がいい形はどれがいいのかとかさ、自分たちが使いやす

い形で、こうやってこれくらい持ってきてって、具体的に言わないと、なかなか、うまく使えな

いから、そういうの含めて、要求しなさいって言っているだけの話なんだけど、量と。

  はい。

自衛消防隊  あのーあの、タンクローリー二つくらいあって、きちんとその操作できる運転手、あの３日位前

は３人ずついましたけれども、あの昨日辺りから一人になってよく分からない人間がついていま

した。でその前３人ついていてそういう状態を確保されれば一番楽に入れられます。

吉田所長  あ、だから人と、人とタンクローリーがセットになっているのが一番いいっていっているわけね。

  はい、それが一番いいです。

吉田所長  ということのようです。

高橋フェロー  分かりました。いま小名浜にあるやつはドラム缶だから、ちょっと考えます。

2011 年 3 月 1

 

はい、はい、はい、伝言、何を伝言されている？はいはい、わかりました。

１Ｆの本部の中でのお願いです。県からの要望ですけど、県センターにいる職員に状況説明して

ほしいということですけれども、どなたか対応できます？

当該ポンプの軽油は余裕があるんですか？当該ポンプの軽油。油。どのくらいあるの？

軽油とガソリンはちょっと教えてよ。どれくらい要求したらいいのか。自衛隊運んでくれるって

いうから。 

うちも、軽、軽油はあるんですよ。

油は半分弱くらい入っている感じです。タンクにはあるんですけれども、タンクを操作できる操

作員がいなくてそこからずっと移し替えができなかった。

軽油の話ね。軽油ですか？

軽、軽油です。 

だから軽油はあると、操作するひとがいないと、そういうことね。

ガソリンは？ 

あのね、話がもうみんなね、ガンガン聞かれても応えるだけの、もう残ってないから、ちょっと

整理して言って下さい、お願いします。

当面、運転に関係ないことはちょっと遠慮して頂ければありがたく。

それで、ガソリンにしても軽油にしてもそれは今後のことを考えればあるだけあった方がいいん

です。で、なおかつ使いやすいには、ポリ、ポリ、ポリに入った形で持ってきてもらって、は、

やんのがいいんでしょ。違うの？

えーなんですか、タンクローリーでいままわってい消防車入れています。できちんと操作できる

人はいて、それが回せれば。

え、だからさ、いいんだけど、使い勝手がいい形はどれがいいのかとかさ、自分たちが使いやす

い形で、こうやってこれくらい持ってきてって、具体的に言わないと、なかなか、うまく使えな

いから、そういうの含めて、要求しなさいって言っているだけの話なんだけど、量と。

はい。 

あのーあの、タンクローリー二つくらいあって、きちんとその操作できる運転手、あの３日位前

は３人ずついましたけれども、あの昨日辺りから一人になってよく分からない人間がついていま

した。でその前３人ついていてそういう状態を確保されれば一番楽に入れられます。

あ、だから人と、人とタンクローリーがセットになっているのが一番いいっていっているわけね。

はい、それが一番いいです。

ということのようです。

分かりました。いま小名浜にあるやつはドラム缶だから、ちょっと考えます。
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はい、はい、はい、伝言、何を伝言されている？はいはい、わかりました。

１Ｆの本部の中でのお願いです。県からの要望ですけど、県センターにいる職員に状況説明して

ほしいということですけれども、どなたか対応できます？

当該ポンプの軽油は余裕があるんですか？当該ポンプの軽油。油。どのくらいあるの？

軽油とガソリンはちょっと教えてよ。どれくらい要求したらいいのか。自衛隊運んでくれるって

うちも、軽、軽油はあるんですよ。

油は半分弱くらい入っている感じです。タンクにはあるんですけれども、タンクを操作できる操

作員がいなくてそこからずっと移し替えができなかった。

軽油の話ね。軽油ですか？ 

 

だから軽油はあると、操作するひとがいないと、そういうことね。

あのね、話がもうみんなね、ガンガン聞かれても応えるだけの、もう残ってないから、ちょっと

整理して言って下さい、お願いします。

当面、運転に関係ないことはちょっと遠慮して頂ければありがたく。

それで、ガソリンにしても軽油にしてもそれは今後のことを考えればあるだけあった方がいいん

です。で、なおかつ使いやすいには、ポリ、ポリ、ポリに入った形で持ってきてもらって、は、

やんのがいいんでしょ。違うの？

えーなんですか、タンクローリーでいままわってい消防車入れています。できちんと操作できる

人はいて、それが回せれば。 

え、だからさ、いいんだけど、使い勝手がいい形はどれがいいのかとかさ、自分たちが使いやす

い形で、こうやってこれくらい持ってきてって、具体的に言わないと、なかなか、うまく使えな

いから、そういうの含めて、要求しなさいって言っているだけの話なんだけど、量と。

あのーあの、タンクローリー二つくらいあって、きちんとその操作できる運転手、あの３日位前

は３人ずついましたけれども、あの昨日辺りから一人になってよく分からない人間がついていま

した。でその前３人ついていてそういう状態を確保されれば一番楽に入れられます。

あ、だから人と、人とタンクローリーがセットになっているのが一番いいっていっているわけね。

はい、それが一番いいです。 

ということのようです。 

分かりました。いま小名浜にあるやつはドラム缶だから、ちょっと考えます。
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発言内容

はい、はい、はい、伝言、何を伝言されている？はいはい、わかりました。

１Ｆの本部の中でのお願いです。県からの要望ですけど、県センターにいる職員に状況説明して

ほしいということですけれども、どなたか対応できます？

当該ポンプの軽油は余裕があるんですか？当該ポンプの軽油。油。どのくらいあるの？

軽油とガソリンはちょっと教えてよ。どれくらい要求したらいいのか。自衛隊運んでくれるって

うちも、軽、軽油はあるんですよ。 

油は半分弱くらい入っている感じです。タンクにはあるんですけれども、タンクを操作できる操

作員がいなくてそこからずっと移し替えができなかった。
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復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

ＯＳＣ  ないんで、これから自衛隊来るから、絶対乗り遅れないように。

清水社長  なんとか考えます。

発電班  ＳＲ弁開いた。

復旧班  すいません、ＳＲ弁２弁目開しました。

復旧班  了解。コールして下さい。あとのデータね。

復旧班  ２１時１９分ですか。

ＯＳＣ  でみなさん、足あるの？

ＯＳＣ  ありません。

ＯＳＣ  ないんで、これから自衛隊来ると思いますんで、絶対に乗り遅れないように。

ＯＳＣ  はい。

 まだ望みあるよ。水が入っ＝。

復旧班  炉圧のコールお願いします。

発電班  どこに書いてあるかな？炉圧１．４４０。

  ５分前に当該ポンプの切り替えを行ないました。

復旧班  了解。

  流量全部２号機、回ってます。

発電班  ２１

復旧班  ＳＲ

発電班  いま、増やしてすぐのタイミングなので。

復旧班  了解。

発電班  えっと、これからドライウェル側の上がりが早くあると思いますけど、まだちょっと炉圧低いか

ら、そんな上がんないかもしれません。

復旧班  大変申し訳ありません。まだ２つ目の弁は開いていませんでした。大変申し訳ございません。

復旧班  了解。数字がおかしいと思いました。早く開けてください、ポンプは動いたようですから。
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２１ 時０９ 分、炉圧１．４４４、ドライウェル圧力０．４１８です。

ＳＲ 弁増やした後でも変わってないですか。
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了解。数字がおかしいと思いました。早く開けてください、ポンプは動いたようですから。
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ないんで、これから自衛隊来ると思いますんで、絶対に乗り遅れないように。 
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復旧班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

高橋フェロー

１Ｆ 

早瀬顧問

高橋フェロー

復旧班

技術班

発電班

技術班

１Ｆ 

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  炉圧１，４６３。

発電班  もう一回、ドライウェル。

発電班  ドライウェル、０．４１８。

発電班  え一、炉圧１．４６３、ドライウェル０．４１８。

復旧班  ポンプの切り替え弁の操作は終わった、でいいんですよね？

復旧班  ●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

  すみません。ちょっと聞こえなかったんですが。

  お－－－－。《歓声と拍手》

 ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

  はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。

  お－－－－。《歓声と拍手》

復旧班  やったぁ。

  ちょっと●●、中操のパラメータ、言って。

  ああ、よかった。

  ドライウェル圧力、読んで。

技術班  まだ、分かんねえぞ。

高橋フェロー  ●●、いま、何号の話してんの？

  ドライウェル圧力、もう一回読んでください。

早瀬顧問  ２号。

高橋フェロー  ２号ですか。

復旧班  嬉しい、データコール、お願いします。

技術班  ドライウェル圧力、教えてください。

発電班  ０．４７０。

技術班  えっと、２１時２０分、ＳＲ

８３３、ドライウェル圧力が０．４７０

  よし！

 おめでとう。

2011 年 3 月 1

 

炉圧１，４６３。

もう一回、ドライウェル。

ドライウェル、０．４１８。

え一、炉圧１．４６３、ドライウェル０．４１８。

ポンプの切り替え弁の操作は終わった、でいいんですよね？

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

すみません。ちょっと聞こえなかったんですが。

お－－－－。《歓声と拍手》

ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。

お－－－－。《歓声と拍手》

やったぁ。 

ちょっと●●、中操のパラメータ、言って。

ああ、よかった。

ドライウェル圧力、読んで。

まだ、分かんねえぞ。

●●、いま、何号の話してんの？

ドライウェル圧力、もう一回読んでください。

２号。 

２号ですか。 

嬉しい、データコール、お願いします。

ドライウェル圧力、教えてください。

０．４７０。 

えっと、２１時２０分、ＳＲ

８３３、ドライウェル圧力が０．４７０

よし！ 

おめでとう。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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炉圧１，４６３。 

もう一回、ドライウェル。 

ドライウェル、０．４１８。 

え一、炉圧１．４６３、ドライウェル０．４１８。

ポンプの切り替え弁の操作は終わった、でいいんですよね？

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

すみません。ちょっと聞こえなかったんですが。

お－－－－。《歓声と拍手》 

ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。

お－－－－。《歓声と拍手》 

ちょっと●●、中操のパラメータ、言って。

ああ、よかった。 

ドライウェル圧力、読んで。 

まだ、分かんねえぞ。 

●●、いま、何号の話してんの？

ドライウェル圧力、もう一回読んでください。

嬉しい、データコール、お願いします。

ドライウェル圧力、教えてください。

えっと、２１時２０分、ＳＲ 弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．

８３３、ドライウェル圧力が０．４７０

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

 

え一、炉圧１．４６３、ドライウェル０．４１８。

ポンプの切り替え弁の操作は終わった、でいいんですよね？

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

すみません。ちょっと聞こえなかったんですが。

 

ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。

 

ちょっと●●、中操のパラメータ、言って。 

 

●●、いま、何号の話してんの？ 

ドライウェル圧力、もう一回読んでください。

嬉しい、データコール、お願いします。 

ドライウェル圧力、教えてください。 

弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．

８３３、ドライウェル圧力が０．４７０ です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

え一、炉圧１．４６３、ドライウェル０．４１８。 

ポンプの切り替え弁の操作は終わった、でいいんですよね？ 

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

すみません。ちょっと聞こえなかったんですが。 

ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？ 

はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。

 

ドライウェル圧力、もう一回読んでください。 

弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．

です。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

 先ほど、おっしゃってました。

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？

 誰かのお誕生日ですか。

はい。ポンプの切り替えというよりは、いまようやく水位が出てきました。 

弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

先ほど、おっしゃってました。

●●さん、すいません。ポンプの切り替えは終わったという理解でいいんですよね？ 

誰かのお誕生日ですか。 

 

弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．

 

先ほど、おっしゃってました。 

弁の２弁目が開。その後、炉水位が復活して－３４００、炉圧が０．



 

時刻 

 

 

 

21:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:25 

 

 

 

 

 

21:26 

21:27 

 

東京電力

 

 場所

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

発話場所不

非公開> 
 

１Ｆ 

復旧班

復旧班

保安班

復旧班

技術班

復旧班

技術班

発電班

発電班

発電班

発電班

技術班

１Ｆ 

復旧班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

 

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 拍手。

  ●●さん、次はベント弁で。

復旧班  いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

ントは相当待ちたいんですよ。

復旧班  そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

いと思います。

保安班  ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

ます。

復旧班  データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

変ハッピーかと思います。

技術班  炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

位だと思いますよ。

復旧班  了解。

技術班  それが２１分ですね。すみません、今のが２１分。

発電班  いまのが２１分。

発電班  だけど抜けたから、さっきのが

発電班  ２０分、抜けたのが２１分、

発電班  炉圧が下がったから、えっと水位計が、

技術班  ●●。炉圧０．６０８。

  抜けたからか。

復旧班  すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

てください。

技術班  炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

発電班  炉水位－３３００。

技術班  炉水位－３３００、

発電班  ドライウェル０．４７０。

技術班  ドライウェル圧力０．４７０。えー２７分でお願いします。

 すみません、さっきの宿題の件なんですけれども。

技術班  炉圧０．５４０。

2011 年 3 月 1

 

拍手。 

●●さん、次はベント弁で。

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

ントは相当待ちたいんですよ。

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

いと思います。 

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

ます。 

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

変ハッピーかと思います。

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

位だと思いますよ。

了解。 

それが２１分ですね。すみません、今のが２１分。

いまのが２１分。

だけど抜けたから、さっきのが

２０分、抜けたのが２１分、

炉圧が下がったから、えっと水位計が、

●●。炉圧０．６０８。

抜けたからか。 

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

てください。 

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

炉水位－３３００。

炉水位－３３００、

ドライウェル０．４７０。

ドライウェル圧力０．４７０。えー２７分でお願いします。

すみません、さっきの宿題の件なんですけれども。

炉圧０．５４０。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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●●さん、次はベント弁で。 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

ントは相当待ちたいんですよ。

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

 

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

変ハッピーかと思います。 

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

位だと思いますよ。 

それが２１分ですね。すみません、今のが２１分。

いまのが２１分。 

だけど抜けたから、さっきのが

２０分、抜けたのが２１分、 

炉圧が下がったから、えっと水位計が、

●●。炉圧０．６０８。 

 

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

炉水位－３３００。 

炉水位－３３００、 

ドライウェル０．４７０。 

ドライウェル圧力０．４７０。えー２７分でお願いします。

すみません、さっきの宿題の件なんですけれども。

炉圧０．５４０。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

ントは相当待ちたいんですよ。 

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

それが２１分ですね。すみません、今のが２１分。

だけど抜けたから、さっきのが 

 

炉圧が下がったから、えっと水位計が、 

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

ドライウェル圧力０．４７０。えー２７分でお願いします。

すみません、さっきの宿題の件なんですけれども。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

それが２１分ですね。すみません、今のが２１分。 

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

ドライウェル圧力０．４７０。えー２７分でお願いします。 

すみません、さっきの宿題の件なんですけれども。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。

 

いま、ヤードに出てるんで、このままウエットウェル待ちたいんですよ。ＰＣ，ドライウェルベ

そうですね。そんな気もします。ちょっとこちらの本部のほうで、専門の人の意見を聞いてみた

ちなみに風向きは先ほどまで東向いてましたけど、いま西向き、え－と、風向きは先ほどまで東

向いてましたけど、いま西向きです。あれ、逆だな。いま、海、海に向いてます。海に向いてい

データは非常に重要なんで、データコール続けてください。このまま満水まで素直に行ければ大

炉圧０．６７５、炉水位－３５００、０．ドライウェル圧力０．４６５。ごめんなさい。２４分

すみません、安全屋さん。今の崩壊熱をバランスする流量っていうのは、一応イメージしておい

炉水位－３３００、ドライウェル圧力０．４７０。何分ですか。すみません。炉圧０．５６３。 



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

技術班

 

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

 ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

ど、これ、行った人の。

技術班  炉水位－３２００。

 意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

発電班  マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。

技術班  マイナス２０００

発電班  ドライウェル０．４７０。

技術班  ドライウェル０．４７０。今のが２８

発電班  炉圧、０．４９８。

技術班  え、炉圧０，４９８？、あっ、５１８

発電班  炉水位マイナス３２００。

技術班  炉水位－３２００、はい。

発電班  ドライウェル０．４７５。

技術班  ドライウェル０．４７５。えー２９分。えー、炉圧？

発電班  炉圧０．４９５．

技術班  炉圧０．４９５。

発電班  炉水位マイナス３０００．

技術班  、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

０

発電班  ドライウェル圧力０．４７５。

技術班  ドライウェル０．４７５。３０

発電班  炉圧０．４７３。

技術班  炉圧０．４７３。

発電班  炉水位ー３０００。

技術班  炉水位－３０００

発電班  ドライウェル０．４８０。

技術班  ドライウェル０．４８０。えー同じく３０

2011 年 3 月 1

 

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

ど、これ、行った人の。

炉水位－３２００。

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。

マイナス２０００

ドライウェル０．４７０。

ドライウェル０．４７０。今のが２８

炉圧、０．４９８。

え、炉圧０，４９８？、あっ、５１８

炉水位マイナス３２００。

炉水位－３２００、はい。

ドライウェル０．４７５。

ドライウェル０．４７５。えー２９分。えー、炉圧？

炉圧０．４９５．

炉圧０．４９５。

炉水位マイナス３０００．

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

０ 分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

ドライウェル圧力０．４７５。

ドライウェル０．４７５。３０

炉圧０．４７３。

炉圧０．４７３。

炉水位ー３０００。

炉水位－３０００

ドライウェル０．４８０。

ドライウェル０．４８０。えー同じく３０

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

ど、これ、行った人の。 

炉水位－３２００。 

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。

マイナス２０００ からマイナス３５００、ハンチング。

ドライウェル０．４７０。 

ドライウェル０．４７０。今のが２８

炉圧、０．４９８。 

え、炉圧０，４９８？、あっ、５１８

炉水位マイナス３２００。 

炉水位－３２００、はい。 

ドライウェル０．４７５。 

ドライウェル０．４７５。えー２９分。えー、炉圧？

炉圧０．４９５． 

炉圧０．４９５。 

炉水位マイナス３０００． 

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

ドライウェル圧力０．４７５。

ドライウェル０．４７５。３０

炉圧０．４７３。 

炉圧０．４７３。 

炉水位ー３０００。 

炉水位－３０００ 

ドライウェル０．４８０。 

ドライウェル０．４８０。えー同じく３０

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。

からマイナス３５００、ハンチング。

ドライウェル０．４７０。今のが２８ 分。 

え、炉圧０，４９８？、あっ、５１８ です、すみません。０．５１８、

ドライウェル０．４７５。えー２９分。えー、炉圧？

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

ドライウェル圧力０．４７５。 

ドライウェル０．４７５。３０ 分。 

ドライウェル０．４８０。えー同じく３０ 分ですね。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。

からマイナス３５００、ハンチング。 

です、すみません。０．５１８、

ドライウェル０．４７５。えー２９分。えー、炉圧？ 

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

分ですね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

マイナス２０００からマイナス３５００でハンチングだって。 

です、すみません。０．５１８、 

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。

 

ちょっと待ってください、すみません。３号の逆洗ビットですね。３号に使ってるビットですけ

意見では満タンでしたでしょうか。それとも満タンになってたんじゃないかと思うんですけど。 

、炉水位－３０００、炉圧０．４７３、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。同じく３

分ですね。炉圧０．４５０、炉水位－３０００、ドライウェル０．４８０。ギリギリ３１分。 



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

21:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:31 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

技術班

復旧班

１Ｆ 

復旧班

高橋フェロー

復旧班

１Ｆ 

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

技術班

発電班

技術班

高橋フェロー

復旧班

技術班

復旧班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  炉圧０．４５０、、

技術班  炉圧０．４５０

発電班  炉水位－３０００

技術班  炉水位－３０００

発電班  ドライウェル圧力０．４８０。

技術班  ドライウェル圧力０．４８０。ギリギリ３１分。

技術班  もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

げた時間で行きましょう。

復旧班  ●●さん、相談が１つあります。

  はい。

復旧班  ３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

ら。

高橋フェロー  ちょっといい？

復旧班  もっと持つ思うんだけど。

  もちろんです。

高橋フェロー  あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

技術班  炉圧０．４５０。

高橋フェロー  ３３００

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

技術班  聞こえない。炉水位は？

発電班  ドライウェル０．４８０。

技術班  ドライウエル０．４８０。３２

高橋フェロー  ドライウェルが高くなっているんだね。

復旧班  それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。

技術班  炉圧０．４５０。

復旧班  逆洗ビットに。

  ３号機もいま単独で。

2011 年 3 月 1

 

炉圧０．４５０、、

炉圧０．４５０ 

炉水位－３０００

炉水位－３０００

ドライウェル圧力０．４８０。

ドライウェル圧力０．４８０。ギリギリ３１分。

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

げた時間で行きましょう。

●●さん、相談が１つあります。

はい。 

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

ら。 

ちょっといい？ 

もっと持つ思うんだけど。

もちろんです。 

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

炉圧０．４５０。

３３００ とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

聞こえない。炉水位は？

ドライウェル０．４８０。

ドライウエル０．４８０。３２

ドライウェルが高くなっているんだね。

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。

炉圧０．４５０。

逆洗ビットに。 

３号機もいま単独で。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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炉圧０．４５０、、 

 

炉水位－３０００ 

炉水位－３０００ 

ドライウェル圧力０．４８０。

ドライウェル圧力０．４８０。ギリギリ３１分。

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

げた時間で行きましょう。 

●●さん、相談が１つあります。

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

 

もっと持つ思うんだけど。 

 

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

炉圧０．４５０。 

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

聞こえない。炉水位は？ 聞こえない。炉水位－３０００

ドライウェル０．４８０。 

ドライウエル０．４８０。３２

ドライウェルが高くなっているんだね。

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。

炉圧０．４５０。 

 

３号機もいま単独で。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ドライウェル圧力０．４８０。 

ドライウェル圧力０．４８０。ギリギリ３１分。

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

●●さん、相談が１つあります。 

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

聞こえない。炉水位－３０００

ドライウエル０．４８０。３２ 分。 

ドライウェルが高くなっているんだね。 

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ドライウェル圧力０．４８０。ギリギリ３１分。 

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

聞こえない。炉水位－３０００ 

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

すようにしちゃうとコントロールがものすごく難しくなるから、えっと。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

厳しいみたいだから、少しいいニュースを持っていこう。－３０００。何分？ 

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流

 

 

もう、ぼくの時計で言っちゃってるから。うん。まあいいや。しょうがないね。いいよ、いいよ。

多少。はいはい。あの、言って、言って。うん。引き続き言ってください。時計はぼくの読み上

３号機に使っている物を２号のほうに回して、２号の水位、流量が回復したわけですけど、まあ

３号のほうもほっといたらかわいそうなんですが、逆洗ビットがきれいな状態で水が満水だった

あれさ、いま、２号機が水位が回復しているよね、で、いま、最新でいくつだっけ、何分で。 

とか４００。－３０００、何分で？もう、これをさちょっと武藤さんに届けて、だいぶ

それで●●、相談というのは、せっかく入ってるんですけど、これまた３号のビットのほうに流
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 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

技術班

１Ｆ 

復旧班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

発電班

技術班

１Ｆ 

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

技術班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  炉水位－２０００。

  海水を入れるように検討してます。

復旧班  え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

技術班  ドライウェル０．４８０。３３

  はい。

  あの、水位なんて全然あてになんねぇよ。

  軽油、軽油。

発電班  あの、何時頃までに行かなければならないの？

  いやもうあと３０分くらいで行けるじゃん。

発電班  炉圧、０．４０５。

技術班  炉圧０．４０５、

  炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３４分。

復旧班  えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。

吉田所長  もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

入れるだけ。

復旧班  ああ、そうですか。

吉田所長  はい。

復旧班  そうすると、ほ－、結構厳しいですね。分かりました。

吉田所長  厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

が崩れちやっただろ。

復旧班  ええ。

技術班  炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

吉田所長  爆発で。

復旧班  あっ、了解。でもまあ、水。

吉田所長  だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

でさぁ、どうするか考えるしかねぇんだよ。

復旧班  了解。よく分かりました。

2011 年 3 月 1

 

炉水位－２０００。

海水を入れるように検討してます。

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

ドライウェル０．４８０。３３

はい。 

あの、水位なんて全然あてになんねぇよ。

軽油、軽油。 

あの、何時頃までに行かなければならないの？

いやもうあと３０分くらいで行けるじゃん。

炉圧、０．４０５。

炉圧０．４０５、

炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３４分。

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

入れるだけ。 

ああ、そうですか。

はい。 

そうすると、ほ－、結構厳しいですね。分かりました。

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

が崩れちやっただろ。

ええ。 

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

爆発で。 

あっ、了解。でもまあ、水。

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

でさぁ、どうするか考えるしかねぇんだよ。

了解。よく分かりました。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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炉水位－２０００。 

海水を入れるように検討してます。

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

ドライウェル０．４８０。３３

あの、水位なんて全然あてになんねぇよ。

あの、何時頃までに行かなければならないの？

いやもうあと３０分くらいで行けるじゃん。

炉圧、０．４０５。 

炉圧０．４０５、 

炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３４分。

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

ああ、そうですか。 

そうすると、ほ－、結構厳しいですね。分かりました。

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

が崩れちやっただろ。 

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

あっ、了解。でもまあ、水。 

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

でさぁ、どうするか考えるしかねぇんだよ。

了解。よく分かりました。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

海水を入れるように検討してます。 

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

ドライウェル０．４８０。３３ 分です。 

あの、水位なんて全然あてになんねぇよ。 

あの、何時頃までに行かなければならないの？

いやもうあと３０分くらいで行けるじゃん。 

炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３４分。

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

そうすると、ほ－、結構厳しいですね。分かりました。

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

 

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

でさぁ、どうするか考えるしかねぇんだよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

あの、何時頃までに行かなければならないの？ 

 

炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３４分。 

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

そうすると、ほ－、結構厳しいですね。分かりました。 

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

の流量の調整って、できるんでしょうか。この入り方、ちょっと速いので。 

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

え－と、それ急いで準備しといたほうがいいですね。よろしくお願いします。 

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

 

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件

 

えっと、●●さん。それからもう１つお願いが。えっと、今のこの２号に注水しているポンプ車

もうね、そんなややこしいことできるようなね、物、この時間で取り付けられなかったから、水

厳しいんだよ。だからあ、だから、だから要するにさ、ビットから入れようと思ったら、ビット

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。えっと、ギリギリ３４分。 

だからホウ酸も入れられないんだよ。しょうがねぇんだよ、もうこれはこれで。だからこの条件
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本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

技術班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  ３４

吉田所長  いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

まずは。

復旧班  まぁ、まずはそうですね。元に戻せば。

吉田所長  そうだろ？

復旧班  ええ。入らなくなるから。

吉田所長  な。な？

復旧班  ま、まだ戻すのは早いですが、人、いますか。

吉田所長  ちよ、●●、現場に。

  はい。

吉田所長  いまあの一、３

の、現場にいま、人、いるんだっけ？

  えっと、いま、引き上げてます。

吉田所長  引き上げてる。

復旧班  えっと、そしたら。

吉田所長  すぐ、えっ？

復旧班  行き、行けるよう。

  補給。

吉田所長  分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

あの一、さ、さん、あの、２、３

  はい。戻しちゃっていい？

吉田所長  そう、だから、２号の流量落とせっていうこと。

  は－

発電班  炉圧０．４０５、炉水位－２０００、

技術班  炉圧０．４０５

発電班  炉水位－２０００

技術班  炉水位－２０００

発電班  ドライウェル０．４８０。

2011 年 3 月 1

 

３４ 分。その２。

いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

まずは。 

まぁ、まずはそうですね。元に戻せば。

そうだろ？ 

ええ。入らなくなるから。

な。な？ 

ま、まだ戻すのは早いですが、人、いますか。

ちよ、●●、現場に。

はい。 

いまあの一、３ 

の、現場にいま、人、いるんだっけ？

えっと、いま、引き上げてます。

引き上げてる。 

えっと、そしたら。

すぐ、えっ？ 

行き、行けるよう。

補給。 

分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

あの一、さ、さん、あの、２、３

はい。戻しちゃっていい？

そう、だから、２号の流量落とせっていうこと。

は－ い。 

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、

炉圧０．４０５ 

炉水位－２０００

炉水位－２０００

ドライウェル０．４８０。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  312 / 362

分。その２。 

いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

まぁ、まずはそうですね。元に戻せば。

ええ。入らなくなるから。 

ま、まだ戻すのは早いですが、人、いますか。

ちよ、●●、現場に。 

 号のラインはとめて、２号に全部回してるだろ。それをまた３号に戻すのは、あ

の、現場にいま、人、いるんだっけ？

えっと、いま、引き上げてます。

 

えっと、そしたら。 

行き、行けるよう。 

分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

あの一、さ、さん、あの、２、３

はい。戻しちゃっていい？ 

そう、だから、２号の流量落とせっていうこと。

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、

 

炉水位－２０００ 

炉水位－２０００ 

ドライウェル０．４８０。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

まぁ、まずはそうですね。元に戻せば。 

ま、まだ戻すのは早いですが、人、いますか。

号のラインはとめて、２号に全部回してるだろ。それをまた３号に戻すのは、あ

の、現場にいま、人、いるんだっけ？ 

えっと、いま、引き上げてます。 

分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

あの一、さ、さん、あの、２、３ 号のラインを生かしてほしいんだよ、だから。

そう、だから、２号の流量落とせっていうこと。

炉圧０．４０５、炉水位－２０００、 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

ま、まだ戻すのは早いですが、人、いますか。 

号のラインはとめて、２号に全部回してるだろ。それをまた３号に戻すのは、あ

分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

号のラインを生かしてほしいんだよ、だから。

そう、だから、２号の流量落とせっていうこと。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

いやだからさ、速いと思ったら、あれだろ、元に戻して、３号側に、あれ、戻しやあいいんだろ、

号のラインはとめて、２号に全部回してるだろ。それをまた３号に戻すのは、あ

分かった。燃料を補給しに行くとき、ときに、早め、まあ、タイミングはこっちから言うから、

号のラインを生かしてほしいんだよ、だから。
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発電班
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発言者  

技術班  ドライウェル０．４８０。え一、３６、３５

復旧班  ●●さん、すみません。え－と、ＴＡＦ

ントロールするのが理想なんだけど、そう都合のいいこともできないんで、ＴＡＦ

頃のタイミングで、元の条件に戻してみて様子を見るというのが、まあ、美しいかなと思うんで、

えっと、この勢いで行くと、ＴＡＦ、何分後？何分後位ですかね、２０分後位にはＴＡＦに着く

のかなと思うんですが。えっと、いいタイミングで、こちらが指示したタイミングで３号のビッ

トのほうに、弁の切り替えを、元に戻すことができる人をアサインしてもらえないでしょうか。

連絡が取りにくいんでしたつけ？●●さん、聞こえましたか、●●さん。

発電班  微開、微開、でえっと、全開に

横村所長  ●●ちやん、聞こえる？

復旧班  はい。

横村所長  なんでさあ、あの、水位一杯上げちゃいけないの？

復旧班  えっと、いいんですけれど、ちょっと、これ、まったくコントロールできないんですよ。それで

このままドバドバすごい勢いで入れていくと、あの一、ドライウェルを完全に満水にしてしまっ

て、それで下部のベント弁を多分塞いじゃうんじゃないかなと思うんですね。そうすると、先々、

締め切りになるんで、やだなと。

横村所長  あ一、分かった、分かった。そしたらさあ、でもさ、そしたらＴＡＦ、ＴＡＦ

でさ、もっと上にしないとだめだよ。

復旧班  そうですね。

横村所長  あ一、さ、えっと３ｍとか４ｍ

復旧班  あっ、そう思います。で、えっと、理想はこちらで水位を見ながら切り替えるタイミングを指示

できるというのが理想なんで、ただ、あの指示してから出かけてったら間に合わないじゃ困るの

で、そろそろ行ってもらいたいということです。

横村所長  うん。

復旧班  そう、そういう意味です。

横村所長  で、せいぜい１０ｔ／ｈ

復旧班  ええ。

技術班  炉圧０．４０５、炉水位－２０００、ドライウェル０．４８０。３８

発電班  ちょっとあの、い、今の件でいいですか。

横村所長  でね、ベントラインを塞ぐほどのね、流量じゃないよ。

復旧班  そうかもしれないですね。

横村所長  うん。そこをよく考えないと。

発電班  あ－、ちょっちょっと今のいいですか。あの一、どこでとめるかって話されていると思うんです

けれども、えと、いま、見てる計器っていうのがあの、非常に限定されていて、えっと、ベッセ

ルの水位、それから、ドライウェルの圧力、それと、えと何だ、えっと、え一、ＲＰＶの圧力の

３つくらいでコントロールしてるんですよ。というような状況で、えっと、ウエットウェルのベ
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復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

清水社長

資材班

１Ｆ 

１Ｆ 

保安班

高橋フェロー

保安班

テレビ会議 2011

 

発言者  

せん？

復旧班  えっと、微開だか中間開だと俺は思っている。

復旧班  えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

たほうがいいんじゃないですかね？

技術班  ＳＲＶ？

復旧班  イエス。

復旧班  本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

Ｒ弁１個開の状態に戻してもよろしいんでしょうか。

復旧班  え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

ら外しますか。

高橋フェロー  ●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

復旧班  ええ、そうですね。

高橋フェロー  だからいま、３０。

復旧班  いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

両方とも閉まっちゃうの恐れてるだけです。

高橋フェロー  いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

２０Ｖ

復旧班  え一っと一…

高橋フェロー  それだったら、あの一、用意するけど。

復旧班  バッテリーの予備があるかどうか、至急チェックします。

高橋フェロー  いやいや。こっちでも、あの一、調べるけど。

清水社長  バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

配は済んでるの？いや、これ本店、本店の、本店側。

資材班  ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。

  え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

  え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。

保安班  高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

高橋フェロー  はい。

保安班  モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。
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せん？ 

えっと、微開だか中間開だと俺は思っている。

えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

たほうがいいんじゃないですかね？

ＳＲＶ？ 

イエス。 

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

Ｒ弁１個開の状態に戻してもよろしいんでしょうか。

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

ら外しますか。 

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

ええ、そうですね。

だからいま、３０。

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

両方とも閉まっちゃうの恐れてるだけです。

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

２０Ｖ 分を用意しておくってことじゃあ、だめなの？

え一っと一… …。

それだったら、あの一、用意するけど。

バッテリーの予備があるかどうか、至急チェックします。

いやいや。こっちでも、あの一、調べるけど。

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

配は済んでるの？いや、これ本店、本店の、本店側。

ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

はい。 

モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。
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えっと、微開だか中間開だと俺は思っている。

えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

たほうがいいんじゃないですかね？

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

Ｒ弁１個開の状態に戻してもよろしいんでしょうか。

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

 

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

ええ、そうですね。 

だからいま、３０。 

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

両方とも閉まっちゃうの恐れてるだけです。

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

分を用意しておくってことじゃあ、だめなの？

…。 

それだったら、あの一、用意するけど。

バッテリーの予備があるかどうか、至急チェックします。

いやいや。こっちでも、あの一、調べるけど。

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

配は済んでるの？いや、これ本店、本店の、本店側。

ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。
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発言内容

えっと、微開だか中間開だと俺は思っている。

えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

たほうがいいんじゃないですかね？ 

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

Ｒ弁１個開の状態に戻してもよろしいんでしょうか。

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

両方とも閉まっちゃうの恐れてるだけです。 

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

分を用意しておくってことじゃあ、だめなの？

それだったら、あの一、用意するけど。 

バッテリーの予備があるかどうか、至急チェックします。

いやいや。こっちでも、あの一、調べるけど。

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

配は済んでるの？いや、これ本店、本店の、本店側。

ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。
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発言内容 

えっと、微開だか中間開だと俺は思っている。 

えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

Ｒ弁１個開の状態に戻してもよろしいんでしょうか。 

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

 

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

分を用意しておくってことじゃあ、だめなの？ 

バッテリーの予備があるかどうか、至急チェックします。 

いやいや。こっちでも、あの一、調べるけど。 

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

配は済んでるの？いや、これ本店、本店の、本店側。 

ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。
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えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

ちょっと確認します。小名浜にあるかもしれません。確認します。 

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１

え一っと、２、２号機はＣＡＭＳの指示が出るようになりました。 

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。

モニタリング関係の情報ですが、２Ｆのモニタリングポストの１番。 
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えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

●●君さ、あれ－、５０個位持ってて、いま、２０個位使ってんじゃなかったっけ？ 

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

え一、ＣＡＭＳ、ドライウェル４．３３。ＣＡＭＳ、ドライウェル３４．３。２１ 時４５ 

高橋フェロー、高橋さん、よろしいでしょうか。あの、保安班の●●ですけども。 

 

えっと、バッテリーがへたっているようだったら、どっからか探してきて、ちょっとかましとい

本店の方に、あの、ご質問があるんですけども。いま、あの、現状ＳＲ弁を２つ開けてるんです

が、ＳＲ弁２つを開けておくと、バッテリーの消耗が激しいことが予想されます。できれば、Ｓ

え－と、いい考えだと思います。いまはえっと、圧力が、えっと、そうですね、０．４ですから

ね。ちょっと上がるかもしれませんけど、入るかもしれません。もうちょっと水位を回復してか

いや、あの、まだ、まだすぐというわけじゃないんですけど、あの、バッテリーへたっちゃうと

いや、そうなんで、え－と、次のバッテリーを準備しといて、また、どっかから、バッテリー１

バッテリーは、バッテリーはいま、どういう、その、手配をしてるの？いま、現状、どこまで手

 分。 
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本店 
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本店 
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場所 発言者

高橋フェロー

保安班

発電班

高橋フェロー

保安班

高橋フェロー

保安班

高橋フェロー

発電班

１Ｆ 

保安班

高橋フェロー

保安班

武藤副社長

保安班

武藤副社長

 

保安班

高橋フェロー

武藤副社長

高橋フェロー

武藤副社長

保安班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  はい。

保安班  モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

んですけども、そこのあの、指示値がですね、２１時４４

発電班  ＣＡＭＳ

６・・。

高橋フェロー  えっ、７００？

保安班  ７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

の前が４６ｎＧｙ／ｈ

０、４３

高橋フェロー  これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

保安班  えっと、風向がちょっと、風向、あっ。

高橋フェロー  ２Ｆ

発電班  炉圧０．４０５。

  炉圧０．４０５。炉水位－１８００。

保安班  えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

高橋フェロー  ２Ｆで測ったらその位でしたと、そういうこと？

保安班  はい、そうです。はい。

武藤副社長  風吹いてんだろ、そっちに。

保安班  風はですね、北側に、え－と、１ｍの風で吹いてます。

武藤副社長  えっ、えっ？

 南から上がってきた可能性がある。

保安班  あっ、北側から。北の風です。

高橋フェロー  北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。

武藤副社長  いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

響しかないだろ。違うの？そういうことじゃないの？

高橋フェロー  いやいや。１Ｆの影響を測ってます。

武藤副社長  １Ｆの影響だと思っております。違うの？

保安班  １Ｆの影響だと思っております、はい。

高橋フェロー  そういうもので説明してんでしょ？
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はい。 

モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

んですけども、そこのあの、指示値がですね、２１時４４

ＣＡＭＳ データ出ました。２１

６・・。 

えっ、７００？ 

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

の前が４６ｎＧｙ／ｈ

０、４３ に３００ｎＧｙ／ｈ

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

えっと、風向がちょっと、風向、あっ。

２Ｆ で測れるから測ったって、そういうこと？

炉圧０．４０５。

炉圧０．４０５。炉水位－１８００。

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

２Ｆで測ったらその位でしたと、そういうこと？

はい、そうです。はい。

風吹いてんだろ、そっちに。

風はですね、北側に、え－と、１ｍの風で吹いてます。

えっ、えっ？ 

南から上がってきた可能性がある。

あっ、北側から。北の風です。

北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

響しかないだろ。違うの？そういうことじゃないの？

いやいや。１Ｆの影響を測ってます。

１Ｆの影響だと思っております。違うの？

１Ｆの影響だと思っております、はい。

そういうもので説明してんでしょ？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

んですけども、そこのあの、指示値がですね、２１時４４

データ出ました。２１

 

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

の前が４６ｎＧｙ／ｈ でございましたが、４０

に３００ｎＧｙ／ｈ 

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

えっと、風向がちょっと、風向、あっ。

で測れるから測ったって、そういうこと？

炉圧０．４０５。 

炉圧０．４０５。炉水位－１８００。

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

２Ｆで測ったらその位でしたと、そういうこと？

はい、そうです。はい。 

風吹いてんだろ、そっちに。 

風はですね、北側に、え－と、１ｍの風で吹いてます。

南から上がってきた可能性がある。

あっ、北側から。北の風です。

北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

響しかないだろ。違うの？そういうことじゃないの？

いやいや。１Ｆの影響を測ってます。

１Ｆの影響だと思っております。違うの？

１Ｆの影響だと思っております、はい。

そういうもので説明してんでしょ？
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発言内容

モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

んですけども、そこのあの、指示値がですね、２１時４４

データ出ました。２１ 時４５ 分、ドライウェノし４．３３。ウエットウェノレ０．３

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

でございましたが、４０

 ということで、あの、数値を監視してまいりたいと思います。

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

えっと、風向がちょっと、風向、あっ。 

で測れるから測ったって、そういうこと？

炉圧０．４０５。炉水位－１８００。 

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

２Ｆで測ったらその位でしたと、そういうこと？

 

風はですね、北側に、え－と、１ｍの風で吹いてます。

南から上がってきた可能性がある。 

あっ、北側から。北の風です。 

北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

響しかないだろ。違うの？そういうことじゃないの？

いやいや。１Ｆの影響を測ってます。 

１Ｆの影響だと思っております。違うの？ 

１Ｆの影響だと思っております、はい。 

そういうもので説明してんでしょ？ 
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発言内容 

モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

んですけども、そこのあの、指示値がですね、２１時４４ 分現在で７６０、えー、ナノグレイ。

分、ドライウェノし４．３３。ウエットウェノレ０．３

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

でございましたが、４０ 分には６６、４１

ということで、あの、数値を監視してまいりたいと思います。

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

で測れるから測ったって、そういうこと？ 

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

２Ｆで測ったらその位でしたと、そういうこと？ 

風はですね、北側に、え－と、１ｍの風で吹いてます。 

北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

響しかないだろ。違うの？そういうことじゃないの？ 
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モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

分現在で７６０、えー、ナノグレイ。

分、ドライウェノし４．３３。ウエットウェノレ０．３

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

分には６６、４１ 分には１４０、４２

ということで、あの、数値を監視してまいりたいと思います。

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。

北側から。それで、風下から測りましたという、そういうことね。 

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

分現在で７６０、えー、ナノグレイ。

分、ドライウェノし４．３３。ウエットウェノレ０．３

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

分には１４０、４２ に２４

ということで、あの、数値を監視してまいりたいと思います。

これはさあ、いま、言ったのはそこが風下ですよってことを言っているわけね？ 

えっと、風がですね、北、あっ、そうです、北側から吹いてましたので風下、はい。 

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影

 

モニタリングポストの１番、２Ｆの１番と言いますのが、一番敷地の北側に、北側、海側にある

分現在で７６０、えー、ナノグレイ。 

分、ドライウェノし４．３３。ウエットウェノレ０．３

７６０ｎＧｙ／ｈと。で、ちょうど数字が上がり始めましたのが、２１時４０分が、え－と、そ

に２４

ということで、あの、数値を監視してまいりたいと思います。 

いや。福島第二はあの一、あれだよね、燃料、炉水のサンプリングもして、壊れてなかったって

今日言ってたと思うし、燃料壊れてないからモニタリングポストが上がるんだったら、１Ｆの影
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 場所

本店 

本店 
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１Ｆ 
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本店 

１Ｆ 

本店 
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本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

保安班

高橋フェロー

保安班

通報班

１Ｆ 

高橋フェロー

通報班

高橋フェロー

通報班

高橋フェロー

保安班

通報班

高橋フェロー

高橋フェロー

技術班

清水社長

武藤副社長

高橋フェロー

発電班

発電班

１F 

発電班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

保安班  あーそうです、はい。

高橋フェロー  １Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？

保安班  はい。

通報班  え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

  ドライウエル０．４８０。

高橋フェロー  あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

ういう話？

通報班  いや、違います。共有していただいて、１、１Ｆ

高橋フェロー  あ、ＯＫ、ＯＫ。

通報班  ２Ｆさんのほうに、今の、一覧表にしてほしい。

高橋フェロー  じゃあ、共有してさ。あの一、出し、出してください。

保安班  保安班より報告します－。

通報班  じゃあ、よろしくお願いします。

高橋フェロー  はい。

高橋フェロー  ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

技術班  え－、２１

清水社長  バッテリーは？

武藤副社長  まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

めなんですか？川崎火力のやつ。

高橋フェロー  あ、バッテリーは元々５０個あるんですよ。

発電班  はい、ＣＡＭＳ。

発電班  ４．８×１０の０乗。

  時間は？

発電班  ２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。

  ああ、あああ、。

2011 年 3 月 1

 

あーそうです、はい。

１Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？

はい。 

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

ドライウエル０．４８０。

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

ういう話？ 

いや、違います。共有していただいて、１、１Ｆ

あ、ＯＫ、ＯＫ。

２Ｆさんのほうに、今の、一覧表にしてほしい。

じゃあ、共有してさ。あの一、出し、出してください。

保安班より報告します－。

じゃあ、よろしくお願いします。

はい。 

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

え－、２１ 時４６

バッテリーは？ 

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

めなんですか？川崎火力のやつ。

あ、バッテリーは元々５０個あるんですよ。

はい、ＣＡＭＳ。

４．８×１０の０乗。

時間は？ 

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。

ああ、あああ、。
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あーそうです、はい。 

１Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

ドライウエル０．４８０。 

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

いや、違います。共有していただいて、１、１Ｆ

あ、ＯＫ、ＯＫ。 

２Ｆさんのほうに、今の、一覧表にしてほしい。

じゃあ、共有してさ。あの一、出し、出してください。

保安班より報告します－。 

じゃあ、よろしくお願いします。

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

時４６ 分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。

 

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

めなんですか？川崎火力のやつ。

あ、バッテリーは元々５０個あるんですよ。

はい、ＣＡＭＳ。 

４．８×１０の０乗。 

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。

ああ、あああ、。 
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発言内容

１Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

いや、違います。共有していただいて、１、１Ｆ

２Ｆさんのほうに、今の、一覧表にしてほしい。

じゃあ、共有してさ。あの一、出し、出してください。

じゃあ、よろしくお願いします。 

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

めなんですか？川崎火力のやつ。 

あ、バッテリーは元々５０個あるんですよ。 

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。
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発言内容 

１Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

いや、違います。共有していただいて、１、１Ｆ からであれば、１Ｆで出せるように。

２Ｆさんのほうに、今の、一覧表にしてほしい。 

じゃあ、共有してさ。あの一、出し、出してください。 

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

 

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。
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１Ｆの影響が、このて、こういう程度ですよって、そういう説明でしょ？ 

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

からであれば、１Ｆで出せるように。

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。

分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

上ですね、県のほうに報告いただければと思いますが、え－と、対応可能でしょうか。 

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

からであれば、１Ｆで出せるように。 

ちょっといまね、バッテリーがないから１つは閉じたいと。その判断を求めているわけ。 

分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、

ドライウェル４．８×１０の０乗、ウエットウェル３．６３×１０－１乗です。 

 

え－、すみません。福島第一通報班の《ピー音》です。今まで福島県のほうにですね、え－と、

１Ｆ２のプラントの、電話回線で、ずっと、報告しておりましたけども、その中でも、モニタリ

ングポストのデータのほう、県のほうも知りたいということでしたので、いま、２Ｆのほうから

報告があった内容について、もし県のほうにも報告可能であればご検討いただいて、情報共有の

あの一、出すのは全然問題ないと思うんだけど、その、なに、本店から県へ出してくれって、そ

 

分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０。 

まぁしょうがない、だけどまた開けるんじゃないですか、閉じて。川崎火力のバッテリーとかだ

２１時４８分、え－、水位－１８００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧０．４８０、ＣＡＭＳ、
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 場所

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 
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場所 発言者

高橋フェロー

復旧班

復旧班

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

武藤副社長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

分かんない？はい。分かりました。

復旧班  えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

復旧班  えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。

復旧班  えっとガソリンついているかは知りませんけど。

ＯＳＣ  すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ

で、軽油は？

復旧班  すみません、●●さん。２００Ｌ

ＯＳＣ  申し訳ない、２００Ｌ

と思ってます。

高橋フェロー  了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

ポリバケツ。無理か、この時間で。

ＯＳＣ  ポリはね、無理。うん。

高橋フェロー  無理。あ一、了解、了解。

ＯＳＣ  だけどとりあえず、その、持っていきますね。

高橋フェロー  はい。

武藤副社長  火事に気を付けてね。

ＯＳＣ  了解です。

高橋フェロー  あれ、●●君さ。●●君。

  ●●さん、電話中です。

高橋フェロー  ＯＫ。あの、●●君、いるかい？

復旧班  すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

高橋フェロー  はい。

復旧班  なんでしょう？

高橋フェロー  ちょっと、あの一。

  えっ、聞こえてない。

高橋フェロー  ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

2011 年 3 月 1

 

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

分かんない？はい。分かりました。

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。

えっとガソリンついているかは知りませんけど。

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ

で、軽油は？ 

すみません、●●さん。２００Ｌ

申し訳ない、２００Ｌ

と思ってます。 

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

ポリバケツ。無理か、この時間で。

ポリはね、無理。うん。

無理。あ一、了解、了解。

だけどとりあえず、その、持っていきますね。

はい。 

火事に気を付けてね。

了解です。 

あれ、●●君さ。●●君。

●●さん、電話中です。

ＯＫ。あの、●●君、いるかい？

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

はい。 

なんでしょう？ 

ちょっと、あの一。

えっ、聞こえてない。

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

分かんない？はい。分かりました。

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。

えっとガソリンついているかは知りませんけど。

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ

すみません、●●さん。２００Ｌ

申し訳ない、２００Ｌ が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

 

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

ポリバケツ。無理か、この時間で。

ポリはね、無理。うん。 

無理。あ一、了解、了解。 

だけどとりあえず、その、持っていきますね。

火事に気を付けてね。 

あれ、●●君さ。●●君。 

●●さん、電話中です。 

ＯＫ。あの、●●君、いるかい？

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

 

ちょっと、あの一。 

えっ、聞こえてない。 

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

分かんない？はい。分かりました。 

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。

えっとガソリンついているかは知りませんけど。

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ

すみません、●●さん。２００Ｌ がいくつですか。

が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

ポリバケツ。無理か、この時間で。 

だけどとりあえず、その、持っていきますね。

ＯＫ。あの、●●君、いるかい？ 

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。

えっとガソリンついているかは知りませんけど。 

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ

がいくつですか。 

が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

だけどとりあえず、その、持っていきますね。 

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。

えっと、●●さん。ガソリンと、あの一、バッテリーの話ですよね。 

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

してあって、そちらにこれから持っていきます。え－っと、２００Ｌ のドラム缶４本あります。

が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

いいのかなあと思います。えっと、ポンプ燃料、やや寂しげなんですよね、確か。 

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

のドラム缶４本あります。

が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい

 

すみません、●●さん。あれ、小名浜にはバッテリーがあることは分かったんでしたつけ？まだ

えっと、そろそろガソリンのことを、ガソリンでしたつけ、燃料補給のことも考えていただくと

すいません。オフサイトセンターの●●ですが、いま、ガソリンはですね、こちらにえーキープ

のドラム缶４本あります。

が手配できそうなんで、２０Ｌ一緒に持っていけるように段取りをしたい

了解。了解なんで、できれば、《ピー音》君、ポリに入れて持ってってやってください、ポリ。

すみ、すみません。ちょっと緊対室うるさすぎて、ちょっと近寄りますんで、待ってください。 

ＳＲ弁の、運用の仕方なんだけど、もう、いまあの一、付けてるＳＲ弁の電池はなくなっちゃい
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１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

<発話場所不

明/非公開

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

１F 

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

清水社長

高橋フェロー

清水社長

高橋フェロー

高橋フェロー

発話場所不

非公開> 
 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

そうですか。

  え一っと。

復旧班  えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

高橋フェロー  ええ、分かりました。

  あの一、えっと、そういうことです。

高橋フェロー  あの、え一と、１２０Ｖ

復旧班  はっきり言って、１２０Ｖ

高橋フェロー  １２０Ｖ３０組位ね。で、いまあの。

復旧班  そのとおりです。

高橋フェロー  で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

復旧班  えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。

高橋フェロー  ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。

復旧班  え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

くつあるか、それからあといくつ必要か。

高橋フェロー  ＯＫ。

復旧班  まとめてもう一回、あの、ご連絡します。

高橋フェロー  あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

  は、はい。

清水社長  サイト、サイトの中にあるの教えてあげて、

高橋フェロー  ええ、元々は５０個用意したはずなんですよ。

清水社長  いやぁ、はず、はいいんだけど。

高橋フェロー  ええ。

高橋フェロー  《電話》高橋ですが。

 《本店画面；高橋フェローが離席》

ＯＳＣ  あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。

2011 年 3 月 1

 

そうですか。 

え一っと。 

えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

ええ、分かりました。

あの一、えっと、そういうことです。

あの、え一と、１２０Ｖ

はっきり言って、１２０Ｖ

１２０Ｖ３０組位ね。で、いまあの。

そのとおりです。

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

くつあるか、それからあといくつ必要か。

ＯＫ。 

まとめてもう一回、あの、ご連絡します。

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

は、はい。 

サイト、サイトの中にあるの教えてあげて、

ええ、元々は５０個用意したはずなんですよ。

いやぁ、はず、はいいんだけど。

ええ。 

《電話》高橋ですが。

《本店画面；高橋フェローが離席》

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。
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えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

ええ、分かりました。 

あの一、えっと、そういうことです。

あの、え一と、１２０Ｖ のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？

はっきり言って、１２０Ｖ が３０組位欲しいです。

１２０Ｖ３０組位ね。で、いまあの。

そのとおりです。 

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

くつあるか、それからあといくつ必要か。

まとめてもう一回、あの、ご連絡します。

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

サイト、サイトの中にあるの教えてあげて、

ええ、元々は５０個用意したはずなんですよ。

いやぁ、はず、はいいんだけど。

《電話》高橋ですが。 

《本店画面；高橋フェローが離席》

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。
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発言内容

えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

あの一、えっと、そういうことです。 

のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？

が３０組位欲しいです。

１２０Ｖ３０組位ね。で、いまあの。 

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

くつあるか、それからあといくつ必要か。 

まとめてもう一回、あの、ご連絡します。 

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

サイト、サイトの中にあるの教えてあげて、 

ええ、元々は５０個用意したはずなんですよ。

いやぁ、はず、はいいんだけど。 

《本店画面；高橋フェローが離席》 

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。
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発言内容 

えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？

が３０組位欲しいです。 

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

 

ええ、元々は５０個用意したはずなんですよ。 

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。
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えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。

のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

えっ、す、すいません、高橋さん。えっと、おな、小名浜ってことですか。 

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

てけるんだけど、その前にサイトに予備が３０個位あるよね。 

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

の一、いやもちろん、もちろん怖いと思ってますんで、新しいバッテリー欲しいですし。 

のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。

 

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。

 

えっと、そんなに緊急になくなるということではないと思います。あの一、えっと、最初の１号

の時に１日、あの、１弁ですけど、もってましたんで、それは大丈夫だと思うんですけども。あ

 

のバッテリーが、いくつか、いくつも欲しいって、そういうことでしょ？ 

で、いま、小名浜にあるかどうか調べてもらってるんで、なかったら、サイトには、とりあえず。 

ちょっと、あの、ちょっとストックがあって、そこから持ってくこともできるんで、あれば持っ

え一と、ちよ、ちょっと、ちょっと確認します。いまはたしかに言われたので、いまサイトにい

あの、そちらが予備がなかったんじゃ、１個外して、大事にとっとかなきやいけないから。 

あっ、すみません。福島第二のモニタリングポスト１番が上が、上昇したと聞いたんですが、２

Ｆさん、大丈夫ですか。ＭＰの１番が、５ｎＧｙ。確認したいんですが、よろしいですか。 
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東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

増田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

技術班

高橋フェロー

技術班

復旧班

発電班

資材班

横村所長

武藤副社長

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

横村所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

増田所長  あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

福島第二呼ばれましたか。

ＯＳＣ  あっ、すみません。聞こえなかったんですけど－。

増田所長  ええ、福島第二を呼びましたか。

ＯＳＣ  はい。福島第二のモニタリングポストの１

増田所長  えっと、１．２

ろです。

ＯＳＣ  え一とね、軽油は２０Ｌ

ない？

ＯＳＣ  まだ伝えていない？じゃあ、運ぼう。

技術班  本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

高橋フェロー  《電話》はい、はい、はい。分かりました。

技術班  流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。

復旧班  あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

発電班  ２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

ＭＳ

資材班  すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

お願いします。

横村所長  ●●君、聞こえますか。

武藤副社長  ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

クエストあるのかい？

  えーっと。今の。

武藤副社長  でっけぇ声で言え。

  でかい声で。

武藤副社長  普段みたいに。

  あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

絡いたします。

横村所長  ＝

2011 年 3 月 1

 

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

福島第二呼ばれましたか。

あっ、すみません。聞こえなかったんですけど－。

ええ、福島第二を呼びましたか。

はい。福島第二のモニタリングポストの１

えっと、１．２ 

ろです。 

え一とね、軽油は２０Ｌ

ない？ 

まだ伝えていない？じゃあ、運ぼう。

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

《電話》はい、はい、はい。分かりました。

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

ＭＳ データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

お願いします。 

●●君、聞こえますか。

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

クエストあるのかい？

えーっと。今の。

でっけぇ声で言え。

でかい声で。 

普段みたいに。 

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

絡いたします。 

＝ 君、聞こえますか。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

福島第二呼ばれましたか。 

あっ、すみません。聞こえなかったんですけど－。

ええ、福島第二を呼びましたか。

はい。福島第二のモニタリングポストの１

 の１０の４乗ｎＧｙ／ｈ

え一とね、軽油は２０Ｌ だけ手に入って、これから１Ｆ

まだ伝えていない？じゃあ、運ぼう。

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

《電話》はい、はい、はい。分かりました。

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

 

●●君、聞こえますか。 

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

クエストあるのかい？ 

えーっと。今の。 

でっけぇ声で言え。 

 

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

 

君、聞こえますか。 
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発言内容

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

あっ、すみません。聞こえなかったんですけど－。

ええ、福島第二を呼びましたか。 

はい。福島第二のモニタリングポストの１ 番が、５ｎＧｙを指示したと聞いたんですが。

の１０の４乗ｎＧｙ／ｈ です。１０

だけ手に入って、これから１Ｆ

まだ伝えていない？じゃあ、運ぼう。 

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

《電話》はい、はい、はい。分かりました。 

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連
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発言内容 

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

あっ、すみません。聞こえなかったんですけど－。 

番が、５ｎＧｙを指示したと聞いたんですが。

です。１０ 条。１０条というか、まだ作っているとこ

だけ手に入って、これから１Ｆ に持っていきますけど、その、あれは

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

 

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

番が、５ｎＧｙを指示したと聞いたんですが。

条。１０条というか、まだ作っているとこ

に持っていきますけど、その、あれは

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？

に注入する流量コントロールの話は誰としたらいいんですか。 

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

番が、５ｎＧｙを指示したと聞いたんですが。 

条。１０条というか、まだ作っているとこ

に持っていきますけど、その、あれは

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。

流量コントロールの話は誰としたらいいんですか、私は。●●さんとすればいいの？ あの、２

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連

 

あっ、福島第二増田です。福島第二増田です。いま、呼ばれましたかね。ごめんなさい。あれ、

 

条。１０条というか、まだ作っているとこ

に持っていきますけど、その、あれは

本部長。あの、技術班ですけど、よろしいでしょうか。本部長一。あっ、どっか行っちやった。 

あの、２ 号

あ一、じやあ、●●さんとしてください。あっ、でもね。でもね、流量コントロールの話は－－。 

２１時５５分、炉水位－１８００、え－、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡ

データ、ドライウェノレ５．３６×１０の０乗、ウエットウエル３．８３×１０の－１乗。 

すみまっ、え－、資材班でございますけれども。あの、トラックに付いているあの、クレーンを

操作できる方いらっしゃいましたら、ちょっと、資材のところにおいでいただきたく、よろしく

ごめん、聞いてなかった。●●さん、なんかあんの？●●さん。●●。《ピー音》さん。何かリ

あっ、普段みたいに。はは、すいません、ちょっと、いま、他のこと考えて……。後ほど、ご連
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東京電力

 

 場所

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

柏崎 

本店 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武藤副社長

横村所長

復旧班

横村所長

復旧班

横村所長

復旧班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

１F 

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

復旧班

 

資材班

武藤副社長

１Ｆ 

武藤副社長

高橋フェロー

武藤副社長

横村所長

高橋フェロー

武藤副社長

高橋フェロー

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ちゃんと要求を出してね。

横村所長  ●●君、聞こえる？

復旧班  あ、●●です。はい、聞こえます。

横村所長  あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

示するから。

復旧班  あ、了解。

横村所長  うん、十分注意してね。とにかく満水だよ。

復旧班  はい、そうですね。了解しました。

ＯＳＣ  すいません、オフサイトセンター●●ですが。

  ありがとうざいます、アドバイス。

ＯＳＣ  福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。

復旧班  あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

してもらいます。

 えっと一、先ほど１Ｆ

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

ト程度と、今のところ評価しています。以上です。

資材班  はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。

武藤副社長  第二、第二、ですか？圧力？

  はい、あの、●●さん、いらっしゃいますか。

武藤副社長  あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

高橋フェロー  えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

武藤副社長  よ、吉田所長さーん。取り込み中かな。

横村所長  はい、吉田でございます。吉田で一す。

高橋フェロー  あっ、じゃあ、ぼくが先に。

武藤副社長  すいません。はいはい。

高橋フェロー  あの一、いまさ。２

っけ、諦めちゃったんだつけ？

復旧班  えっえっ、
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ちゃんと要求を出してね。

●●君、聞こえる？

あ、●●です。はい、聞こえます。

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

示するから。 

あ、了解。 

うん、十分注意してね。とにかく満水だよ。

はい、そうですね。了解しました。

すいません、オフサイトセンター●●ですが。

ありがとうざいます、アドバイス。

福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

してもらいます。

えっと一、先ほど１Ｆ

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

ト程度と、今のところ評価しています。以上です。

はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。

第二、第二、ですか？圧力？

はい、あの、●●さん、いらっしゃいますか。

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

よ、吉田所長さーん。取り込み中かな。

はい、吉田でございます。吉田で一す。

あっ、じゃあ、ぼくが先に。

すいません。はいはい。

あの一、いまさ。２

っけ、諦めちゃったんだつけ？

えっえっ、 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

  321 / 362

ちゃんと要求を出してね。 

●●君、聞こえる？ 本店本部《ピー音》君、聞こえますか。

あ、●●です。はい、聞こえます。

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

うん、十分注意してね。とにかく満水だよ。

はい、そうですね。了解しました。

すいません、オフサイトセンター●●ですが。

ありがとうざいます、アドバイス。

福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

してもらいます。 

えっと一、先ほど１Ｆ からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

ト程度と、今のところ評価しています。以上です。

はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。

第二、第二、ですか？圧力？ 

はい、あの、●●さん、いらっしゃいますか。

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

よ、吉田所長さーん。取り込み中かな。

はい、吉田でございます。吉田で一す。

あっ、じゃあ、ぼくが先に。 

すいません。はいはい。 

あの一、いまさ。２ 号のＰＣＶ

っけ、諦めちゃったんだつけ？
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発言内容

本店本部《ピー音》君、聞こえますか。

あ、●●です。はい、聞こえます。 

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

うん、十分注意してね。とにかく満水だよ。 

はい、そうですね。了解しました。 

すいません、オフサイトセンター●●ですが。

ありがとうざいます、アドバイス。 

福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

ト程度と、今のところ評価しています。以上です。

はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。

 

はい、あの、●●さん、いらっしゃいますか。

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

よ、吉田所長さーん。取り込み中かな。 

はい、吉田でございます。吉田で一す。 

 

号のＰＣＶ ベントって開いてないと思うんだけど、いままだ開けてるんだ

っけ、諦めちゃったんだつけ？ 
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発言内容 

本店本部《ピー音》君、聞こえますか。

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

 

すいません、オフサイトセンター●●ですが。 

福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

ト程度と、今のところ評価しています。以上です。 

はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。

はい、あの、●●さん、いらっしゃいますか。 

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

ベントって開いてないと思うんだけど、いままだ開けてるんだ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

本店本部《ピー音》君、聞こえますか。 

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

福島第一の●●さん、お願いします。資材の●●さん、お願いします。 

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％

はい。あの、オフサイトセンターさん。１Ｆの資材の●●でございます。 

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。

ベントって開いてないと思うんだけど、いままだ開けてるんだ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

のガンマ線線量率を評価したところ、炉心損傷の程度はですね。えっと、５％ 以下、数パーセン

 

あっ、その、プラントのパラメータは、その、大体把握をできたということで。 

えっと一、ダウンスケールだったものが、さっきの水位みたいに回復したのもあるし。 

ベントって開いてないと思うんだけど、いままだ開けてるんだ

 

あのね。今のね、水位計をね、信じちゃだめだよ。あのレグが完全に乾き切っていると、高め指

あっ、すいません。ＣＡＭＳのデータで燃料損傷のおよその評価をしましたので、えっと、報告

からいただいたデータで、ＣＡＭＳのガンマ線線量率から、ドライウェル

以下、数パーセン

ベントって開いてないと思うんだけど、いままだ開けてるんだ
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 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

武藤副社長

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

自衛消防隊

武藤副社長

自衛消防隊

武藤副社長

復旧班

自衛消防隊

吉田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  ２

高橋フェロー  うん。

復旧班  ウエットウェルベントは、あの一、先ほどから申し上げてますように、えっと、小弁は微開って

いうか、中間開って、開いてるはずなんです。あの、リミットスイッチによると、あきらかに全

閉ではないので、開いてます。で、バタ弁なので、流量が出れば絶対に開いていく方向にあると

思ってまして、ラブチャーが開くのをとりあえず待ってるってとこですけど。なんですけど、一

方で、これ。

高橋フェロー  ああ、そういうことね。圧が＝。

武藤副社長  そういう状況にすでにかかってますから。

復旧班  Ｏ．４８０でずっと一緒っていうのと。９時三十何分に２Ｆのモニタリングポストの値が急に上

がったっていうのがあって。もしかしたら、開いてるのかなっていうのも、ちょっと半信半疑な

んですけど。

高橋フェロー  わ、分かりました。

  あるんです。

高橋フェロー  それでなんか、この問題で、え－と一、武黒さんが東芝さんのほうにこれは、開け、開けてくれ

ってお願いしたようなんで、ちょっと一応お伝えしときます。すいませんね。

復旧班  ああ、分かりました。

高橋フェロー  武藤さん、お願いします。

吉田所長  あ、そう、搬入できんの？

武藤副社長  すいません。今までちょっとあの、プレスに行ってていなかったんで、え‐

話題になってるかもしんないんだけど、２号はそういうことで、その、ちょっと戻ってきて、３

号はあれだっけ、３号、水入ってんだっけ？

吉田所長  てか、もうちょっと、いらいらしないの。１か２かって、どうかっていつも言ってさ、選択がい

つも失敗してんだけどさあ。

自衛消防隊  すいません。２号のおかげでいま、３号は止まってます。

武藤副社長  ３号とまってんだ。

自衛消防隊  それで、いま、消防車を２台を取りに行ってますんで、なんとか、人を見つけてですね、海側に

つけて、なんとか注水をしたいな、というふうに考えています。

武藤副社長  ＯＫ。そうすると、３号はいま水止まってんだな？

復旧班  止まってるんですか、ビットの水が入ってたりするんですか、どっちでしょう。重要な違いです

が。

自衛消防隊  え－

吉田所長  あのね、あの、ここでさ、もう明確に頭が明断なやつ、ほとんどいないから、いきなりガンガン

聞かれてもさ、答えづらいんだけど。
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２ 号の、２ 号のＰＣＶ

うん。 

ウエットウェルベントは、あの一、先ほどから申し上げてますように、えっと、小弁は微開って

いうか、中間開って、開いてるはずなんです。あの、リミットスイッチによると、あきらかに全

閉ではないので、開いてます。で、バタ弁なので、流量が出れば絶対に開いていく方向にあると

思ってまして、ラブチャーが開くのをとりあえず待ってるってとこですけど。なんですけど、一

方で、これ。 

ああ、そういうことね。圧が＝。

そういう状況にすでにかかってますから。

Ｏ．４８０でずっと一緒っていうのと。９時三十何分に２Ｆのモニタリングポストの値が急に上

がったっていうのがあって。もしかしたら、開いてるのかなっていうのも、ちょっと半信半疑な

んですけど。 

わ、分かりました。

あるんです。 

それでなんか、この問題で、え－と一、武黒さんが東芝さんのほうにこれは、開け、開けてくれ

ってお願いしたようなんで、ちょっと一応お伝えしときます。すいませんね。

ああ、分かりました。

武藤さん、お願いします。

あ、そう、搬入できんの？

すいません。今までちょっとあの、プレスに行ってていなかったんで、え‐

話題になってるかもしんないんだけど、２号はそういうことで、その、ちょっと戻ってきて、３

号はあれだっけ、３号、水入ってんだっけ？

てか、もうちょっと、いらいらしないの。１か２かって、どうかっていつも言ってさ、選択がい

つも失敗してんだけどさあ。

すいません。２号のおかげでいま、３号は止まってます。

３号とまってんだ。

それで、いま、消防車を２台を取りに行ってますんで、なんとか、人を見つけてですね、海側に

つけて、なんとか注水をしたいな、というふうに考えています。

ＯＫ。そうすると、３号はいま水止まってんだな？

止まってるんですか、ビットの水が入ってたりするんですか、どっちでしょう。重要な違いです

が。 

え－ －。止まってます。

あのね、あの、ここでさ、もう明確に頭が明断なやつ、ほとんどいないから、いきなりガンガン

聞かれてもさ、答えづらいんだけど。
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思ってまして、ラブチャーが開くのをとりあえず待ってるってとこですけど。なんですけど、一

ああ、そういうことね。圧が＝。

そういう状況にすでにかかってますから。

Ｏ．４８０でずっと一緒っていうのと。９時三十何分に２Ｆのモニタリングポストの値が急に上
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発言者  

武藤副社長  はい、分かった分かった。

吉田所長  今の状況言うと、２号機は３号機のラインを切ってるから、あの一、流量、吐出圧ともに高い状

態でいま行ってると。３号機は２号機を優先したから今は流量はいってない。１号機は単独でラ

イン作ったから１８時から流量は入っている。そういうこと、それでいいですか。

復旧班  そのとおりです。で、言われて思ったんですが、３号の中操からの状況というのを一回聞いてお

いたほうがいいですね。とくに大きく水位が減ったりしてません？

吉田所長  それで、データ見てんだよ。それで、おれが。

復旧班  ありがとうございます。

吉田所長  ３号、１号。

吉田所長  おう。とりあえずは落ち着いてんだけど、ちょっと入れすぎ。ちょっとね、１号の中、入れすぎ

かなっと思ってるんで、ちょっと絞んないといけないなとかね。そういうような考えてます。た

だ、そんなに微調整も、その、しっかりきくようなポンプじゃないし、大変なところでいまちょ

っと交渉してるところ。

復旧班  ありがとうございます

武藤副社長  了解。

復旧班  あの、高橋フェローさん。バッテリーの話なんですけど。とりあえず今晩、結構な数のバッテリ

ーがまず入ってきました。ただ、なんか、ちょっと、私が見てもスペックで、なんかよく分から

ないんで、これでニーズが足りてるとは思えないので、ちょっと仕分けをして、さらに追加する

ようなことがあったら、また明日お願いしたいと思うんですが。

高橋フェロー  はい、まあ、ちょっとさ、それ使えるのかどうかまず、見てもらわないとね。

復旧班  そう、そうなんです。はい。

高橋フェロー  ちょっとその位は見てくれるかな。

復旧班  はい。

高橋フェロー  はい。

吉田所長  あとですね。ちょっといまね。あの、現場が一番混乱してるのは、いろんなもん欲しいから注文

するんだけど、それをさばく人がものすごく弱いんです。そんで、例えば電気なら電気、計装な

ら計装で、そのさばき屋さんのところで専門チーム入れてもらって、物が分かって、ちゃんとあ

のデリバーできて。チェックできて、これが来てないよとか、そういうのができるチームで、あ

の、やってもらいたいなと、これは、あの、それだけじゃなく、機械もそうだし、そういうチー

ム化してもらいたいなと思ってんですけどね。

資材班  す

情は分かんないんですが、届いているそうなんです。よろしくお願いします。

復旧班  あの、あと、今の吉田所長の補足と言いますか、追加のお願いになるんですけど。正直言って、

もう、あの、我々の電気、計測制御疲弊しきっております。それで、あの、人海戦術でバッテリ

ーをですね、中操に運んで、そこで結線しなきやいけないって、ものすごい負荷になってます。

ちょっとできればですね。あの、他サイトの方々で、電気とか計装の方々、応援いただいて、運

搬とか結線とか、お手伝いいただけると非常にありがたいんですが。

 官邸出す。
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テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  あれ、●●さんがやってた。他サイトから応援が欲しいと。

発電班  ２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

エル５．７９×１０の０乗、ウエットウェル３，９５×１０の－１乗。

発電班  １８００から１６００に上がってきた。

清水社長  この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

１２０Ｖ

 うん、分かりました。

清水社長  と、軽油も、いま、配電と協力をしてＪヴィレッジ経由で２００Ｌ

手配中。まだ出てませんけども。

高橋フェロー  ありがとうございます。よろしくお願いいたします、ということで。

復旧班  ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。

高橋フェロー  はい、そうしてください。

横村所長  １Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。

復旧班  はい、聞こえております。聞こえてます。

横村所長  あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

ち向かってます。もう１時間位で小名浜に着く。そういう状況ですから。

復旧班  あ、ありがとうございます。

高橋フェロー  いや。どうもありがとうございます。

横村所長  あの。

吉田所長  横村さん。どうもありがとうございます。

横村所長  小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

一緒に持ってかせますから。

吉田所長  分かりました。はい。

復旧班  ありがとうございます。

 いま外務省から。

 えっ。

 外務省からで、消防車が横田基地からキャンプ・・。

横村所長  はい。

 いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。
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あれ、●●さんがやってた。他サイトから応援が欲しいと。

２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

エル５．７９×１０の０乗、ウエットウェル３，９５×１０の－１乗。

１８００から１６００に上がってきた。

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

だけじゃだめなんだって？

うん、分かりました。 

と、軽油も、いま、配電と協力をしてＪヴィレッジ経由で２００Ｌ

手配中。まだ出てませんけども。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします、ということで。

ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。

はい、そうしてください。 

１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。

はい、聞こえております。聞こえてます。

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

ち向かってます。もう１時間位で小名浜に着く。そういう状況ですから。

あ、ありがとうございます。 

いや。どうもありがとうございます。

横村さん。どうもありがとうございます。

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

一緒に持ってかせますから。 

分かりました。はい。 

ありがとうございます。 

いま外務省から。 

外務省からで、消防車が横田基地からキャンプ・・。

いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。
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発言内容

あれ、●●さんがやってた。他サイトから応援が欲しいと。

２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

エル５．７９×１０の０乗、ウエットウェル３，９５×１０の－１乗。

１８００から１６００に上がってきた。 

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

だけじゃだめなんだって？ 

と、軽油も、いま、配電と協力をしてＪヴィレッジ経由で２００Ｌ

手配中。まだ出てませんけども。 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします、ということで。

ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。

１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。

はい、聞こえております。聞こえてます。 

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

ち向かってます。もう１時間位で小名浜に着く。そういう状況ですから。

 

いや。どうもありがとうございます。 

横村さん。どうもありがとうございます。 

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

 

外務省からで、消防車が横田基地からキャンプ・・。

いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。
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発言内容 

あれ、●●さんがやってた。他サイトから応援が欲しいと。 

２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

エル５．７９×１０の０乗、ウエットウェル３，９５×１０の－１乗。

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

と、軽油も、いま、配電と協力をしてＪヴィレッジ経由で２００Ｌ

ありがとうございます。よろしくお願いいたします、ということで。

ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。

１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

ち向かってます。もう１時間位で小名浜に着く。そういう状況ですから。

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

外務省からで、消防車が横田基地からキャンプ・・。 

いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。
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２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

エル５．７９×１０の０乗、ウエットウェル３，９５×１０の－１乗。 

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

と、軽油も、いま、配電と協力をしてＪヴィレッジ経由で２００Ｌ 入りのドラム缶で何本か輸送

ありがとうございます。よろしくお願いいたします、ということで。 

ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。

１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。１Ｆ、聞こえますか。 

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

ち向かってます。もう１時間位で小名浜に着く。そういう状況ですから。 

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

入りのドラム缶で何本か輸送

ありがとうございます。少し、バッテリーのニーズは少しさばきたいと思います。 

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

 

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、

いません、●●さん、お電話ください。お電話ください。●●さん、お電話ください。 

 

２２時。水位－１６００。炉圧０．４０５。ドライウェル圧力０．４８０。ＣＡＭＳ、ドライウ

この間に、バッテリーは小名浜にまだあと、４００位ありますから、送るように手配します。た

だ、いま言ったように、やみくもにバッテリー集めてる感があるので、スペックを明確に。ただ

入りのドラム缶で何本か輸送

あのね、こっちからね、追加の人の要求があったんで、機械屋５人と電気、計装５人がいまそっ

小名浜に着いてなんかピックアップしてくもんがあったら、そこで指示してもらえれば、あの、
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場所 発言者

増田所長

高橋フェロー

増田所長

高橋フェロー

増田所長

高橋フェロー

増田所長

高橋フェロー

増田所長

武藤副社長

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

資材班

高橋フェロー

 

高橋フェロー

資材班

 

清水社長

武藤副社長

清水社長

資材班

清水社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

増田所長  福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。

高橋フェロー  はい、聞こえます。

増田所長  えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

で確保したいんですが、水がまったくないんです。

高橋フェロー  あっ、はい。

増田所長  自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

ど入れたときに、１Ｆのあの昨日を見てですね。

高橋フェロー  了解、了解。

増田所長  帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。

高橋フェロー  あの、ミニマム何トン位欲しいの？１０００

増田所長  えっとですね。４０００ｔ欲しいです、４０００ｔ。

武藤副社長  船だ、船、船。

高橋フェロー  すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

資材班  これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。

高橋フェロー  そうですね

資材班  一気に運ぶとすると。

高橋フェロー  さっき。

 破損率のデータ、出ない？

高橋フェロー  ２Ｆ

資材班  調達班、調達班。いまの総務。

 破損率、データ、出ない？

清水社長  今のちょっと、そ、総務班、いる？

武藤副社長  ●●さん、いない？●●さん。

清水社長  いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。

資材班  了解しました。

清水社長  ●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。

2011 年 3 月 1

 

福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。

はい、聞こえます。

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

で確保したいんですが、水がまったくないんです。

あっ、はい。 

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

ど入れたときに、１Ｆのあの昨日を見てですね。

了解、了解。 

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。

あの、ミニマム何トン位欲しいの？１０００

えっとですね。４０００ｔ欲しいです、４０００ｔ。

船だ、船、船。 

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。

そうですね 

一気に運ぶとすると。

さっき。 

破損率のデータ、出ない？

２Ｆ はまだきれいなんですよね。

調達班、調達班。いまの総務。

破損率、データ、出ない？

今のちょっと、そ、総務班、いる？

●●さん、いない？●●さん。

いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。

了解しました。 

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。

はい、聞こえます。 

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

で確保したいんですが、水がまったくないんです。

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

ど入れたときに、１Ｆのあの昨日を見てですね。

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。

あの、ミニマム何トン位欲しいの？１０００

えっとですね。４０００ｔ欲しいです、４０００ｔ。

 

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。

一気に運ぶとすると。 

破損率のデータ、出ない？ 

はまだきれいなんですよね。

調達班、調達班。いまの総務。

破損率、データ、出ない？ 早く！

今のちょっと、そ、総務班、いる？

●●さん、いない？●●さん。

いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。

 

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。
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発言内容

福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

で確保したいんですが、水がまったくないんです。

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

ど入れたときに、１Ｆのあの昨日を見てですね。

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。

あの、ミニマム何トン位欲しいの？１０００ とか２０００

えっとですね。４０００ｔ欲しいです、４０００ｔ。

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。

はまだきれいなんですよね。 

調達班、調達班。いまの総務。 

早く！ 

今のちょっと、そ、総務班、いる？ 

●●さん、いない？●●さん。 

いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。
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発言内容 

福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

で確保したいんですが、水がまったくないんです。 

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

ど入れたときに、１Ｆのあの昨日を見てですね。 

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。

とか２０００ とか。

えっとですね。４０００ｔ欲しいです、４０００ｔ。 

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。

いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。
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福島第二です。高橋明男さん。本店高橋明男さん、聞こえますか。 

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ

ないので、もう船で持ってきていただいても結構なので水をください。 

とか。 

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。

これはもう資材の手に負えないので、自衛隊にお願い。あの……。 

いま、必要な物資の要求があったんで、それを確認して、その手配方法。 

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

帰っちやったんです。いま、全然水がないんです。この水をなんとかしてもらわないと２Ｆ 

すいません。ちょっと、資材のほうで、なんとかなり、なりますかね？あるいはもう。 

 

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん

かで運んできてもらうのが一番いいんだけど、まあ、港入れるかどうか分かんないけど。 

 

えっと、福島第二なんですけれども、４プラント、いまあの一、まあ安定に行った、とめた状態

自衛隊が水を入れてってくれる予定で４０００ｔっていう契約をしていたんですが、２００ｔほ

 は危

●●さん、●●さん。水を４０ｏｏｔ欲しいんだって。この規模になるともう自衛隊に船かなん
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２Ｆ 
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本店 
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本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 
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場所 発言者

 

 

 

技術班

清水社長

高橋フェロー

清水社長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

清水社長

官庁連絡班

吉田所長

技術班

 

復旧班

技術班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

 水４０００ｔ、えっ？

 確認します。

 純水？

技術班  すみません。

清水社長  だってどうして今頃、そんなこと言うの？

高橋フェロー  １Ｆがこんな状態で－。

清水社長  だったら、すぐにまた。

武藤副社長  増田さん、福島第二。

増田所長  はい、福島第二増田です。

武藤副社長  第二は港使えるのかよ。

増田所長  ええ、港使えます。

武藤副社長  水、揚げられるの？

増田所長  ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

武藤副社長  だったら船がいいね。

増田所長  なんとかします。

清水社長  だから、調達をさ、いま、総務指示したけど…

まとめてあるのよ、まとめてるんだよ。

官庁連絡班  １Ｆ

吉田所長  ●●、データコール、丁寧にやっといて。データコール。

技術班  ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。

 １Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

評価しています。以上です。

復旧班  同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、

技術班  だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで

それがいいと思う。

  本店が計算してあって事故基準で５％
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水４０００ｔ、えっ？

確認します。 

純水？ 

すみません。 

だってどうして今頃、そんなこと言うの？

１Ｆがこんな状態で－。

だったら、すぐにまた。

増田さん、福島第二。

はい、福島第二増田です。

第二は港使えるのかよ。

ええ、港使えます。

水、揚げられるの？

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

だったら船がいいね。

なんとかします。

だから、調達をさ、いま、総務指示したけど…

まとめてあるのよ、まとめてるんだよ。

１Ｆ さん、データコールをお願いしまーす。

●●、データコール、丁寧にやっといて。データコール。

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

評価しています。以上です。

同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、

だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで

それがいいと思う。

本店が計算してあって事故基準で５％
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水４０００ｔ、えっ？ 

だってどうして今頃、そんなこと言うの？

１Ｆがこんな状態で－。 

だったら、すぐにまた。 

増田さん、福島第二。 

はい、福島第二増田です。 

第二は港使えるのかよ。 

ええ、港使えます。 

水、揚げられるの？ 

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

だったら船がいいね。 

なんとかします。 

だから、調達をさ、いま、総務指示したけど…

まとめてあるのよ、まとめてるんだよ。

さん、データコールをお願いしまーす。

●●、データコール、丁寧にやっといて。データコール。

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

評価しています。以上です。 

同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、

だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで

それがいいと思う。 

本店が計算してあって事故基準で５％
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発言内容

だってどうして今頃、そんなこと言うの？ 前から分かってんの、そういうの。

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

だから、調達をさ、いま、総務指示したけど… 

まとめてあるのよ、まとめてるんだよ。 

さん、データコールをお願いしまーす。 

●●、データコール、丁寧にやっといて。データコール。

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

 

同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、

だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで

本店が計算してあって事故基準で５％ 程度。 
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発言内容 

前から分かってんの、そういうの。

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

 …。いま、官邸からね、どういう物がもらいたい、

 

●●、データコール、丁寧にやっといて。データコール。 

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、

だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで
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前から分かってんの、そういうの。

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

…。いま、官邸からね、どういう物がもらいたい、

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

これ３号とかの値に比べるとずいぶん低いと思うので、え－と、３ 号のあの２５％

比べれば、ずーっと小さい値だと思います。いま、評価中です。以上です。 

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％

同じことなんで、え－と、ポンプ車２号の場合は直列だから、 

だからＴＡＦとこれを見て、ＴＡＦアンドこれを見てそれ越えたところで 切り替えた切り替えた
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前から分かってんの、そういうの。 

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、

…。いま、官邸からね、どういう物がもらいたい、

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

号のあの２５％ 破損とかに

 

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

－、ドライウェルベースでですね。炉心損傷の割合はえー数パーセント。５％ 以下というふうに

切り替えた切り替えた

 

ええと、なんとかします。それは、水中ポンプ使ってでもなんでも一生懸命頑張りますんで、 

…。いま、官邸からね、どういう物がもらいたい、

ん、え－と、すいません。すみません。データコールです。２２時のデータで、炉水位が－１６

００、炉圧が、え－、０．４０５、ドライウェル圧力がえっとコンマ４８０、で、ＣＡＭＳの値

が出始めていて、ドライウェルで５．７９×１０の０乗だから５．７９ですね。だから、え－と、

破損とかに

１Ｆさん、ＣＡＭＳのですね。ガンマ線線量率からの評価は、まあ、終わってまして。一応、え

以下というふうに

切り替えた切り替えた
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１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 
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本店 

２Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 
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場所 発言者

技術班

通報班

 

技術班

高橋フェロー

情報班

高橋フェロー

技術班

通報班

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

１Ｆ 

吉田所長

増田所長

高橋フェロー

増田所長

武藤副社長

増田所長

武藤副社長

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

てました、はい。

通報班  それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

 えと、５％

技術班  じゃ通報を、えっとＣＡＭＳからの評価値で５％

高橋フェロー  はい、よろしいですね。

情報班  はい。

高橋フェロー  はい。

技術班  ええ、発電所の評価も同じなので結構です。

通報班  え－、２２時１４分で出したいと思います。

武藤副社長  増田さんさあ－、おーい。

増田所長  すいません、増田です。

武藤副社長  その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。

増田所長  もう明日困るような水です。

武藤副社長  えっ、明日困る水か？

増田所長  ええ、ただまぁ、ちょっと待ってくださ

武藤副社長  えっ、ほんとか、おい。

増田所長  生活用水がゼロです、いま。

  うちも困ってますよね。

吉田所長  そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。

増田所長  １Ｆ

高橋フェロー  ああ一。おせっ、汚染したやつの除染。

増田所長  で、プラント側のＣＳＴ

武藤副社長  ちょっとさ、その、どん、どん位、その、すぐ、明日。

増田所長  全部で４０００ｔ欲しいんです。

武藤副社長  明日４０００ｔってのもなかなか大変なんだけどさ。

増田所長  それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ
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もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

てました、はい。

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

えと、５％ 以下ということにしてください。以上です。

じゃ通報を、えっとＣＡＭＳからの評価値で５％

はい、よろしいですね。

はい。 

はい。 

ええ、発電所の評価も同じなので結構です。

え－、２２時１４分で出したいと思います。

増田さんさあ－、おーい。

すいません、増田です。

その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。

もう明日困るような水です。

えっ、明日困る水か？

ええ、ただまぁ、ちょっと待ってくださ

えっ、ほんとか、おい。

生活用水がゼロです、いま。

うちも困ってますよね。

そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。

１Ｆ から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。

ああ一。おせっ、汚染したやつの除染。

で、プラント側のＣＳＴ

ちょっとさ、その、どん、どん位、その、すぐ、明日。

全部で４０００ｔ欲しいんです。

明日４０００ｔってのもなかなか大変なんだけどさ。

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ
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もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

てました、はい。 

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

以下ということにしてください。以上です。

じゃ通報を、えっとＣＡＭＳからの評価値で５％

はい、よろしいですね。 

ええ、発電所の評価も同じなので結構です。

え－、２２時１４分で出したいと思います。

増田さんさあ－、おーい。 

すいません、増田です。 

その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。

もう明日困るような水です。 

えっ、明日困る水か？ 

ええ、ただまぁ、ちょっと待ってくださ

えっ、ほんとか、おい。 

生活用水がゼロです、いま。 

うちも困ってますよね。 

そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。

から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。

ああ一。おせっ、汚染したやつの除染。

で、プラント側のＣＳＴ タンクですと、プラントごとに４ｍ

ちょっとさ、その、どん、どん位、その、すぐ、明日。

全部で４０００ｔ欲しいんです。

明日４０００ｔってのもなかなか大変なんだけどさ。

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ
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発言内容

もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

以下ということにしてください。以上です。

じゃ通報を、えっとＣＡＭＳからの評価値で５％

ええ、発電所の評価も同じなので結構です。 

え－、２２時１４分で出したいと思います。 

その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。

 

ええ、ただまぁ、ちょっと待ってくださ   

 

そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。

から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。

ああ一。おせっ、汚染したやつの除染。 

タンクですと、プラントごとに４ｍ

ちょっとさ、その、どん、どん位、その、すぐ、明日。

全部で４０００ｔ欲しいんです。 

明日４０００ｔってのもなかなか大変なんだけどさ。

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ
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発言内容 

もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

以下ということにしてください。以上です。 

じゃ通報を、えっとＣＡＭＳからの評価値で５％ 以下ということ、やるってことでいいですね？

 

 

その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。

    

そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。

から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。

タンクですと、プラントごとに４ｍ

ちょっとさ、その、どん、どん位、その、すぐ、明日。 

明日４０００ｔってのもなかなか大変なんだけどさ。 

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。

以下ということ、やるってことでいいですね？

その水はさ、どの位急ぐんだよ。ないと明日困っちゃうのかよ。 

そうだよ。うちはもう水があれば全部、原子炉につぎ込んでる。 

から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。

タンクですと、プラントごとに４ｍ しか入ってません。

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

もうすでに、なんかあの、本店さんが評価をしてくれていて、ＣＡＭＳの値から５％ だって言っ

それ、もう、正式な結果で、正式な結果であれば、それで通報したいと思います。 

以下ということ、やるってことでいいですね？

から被曝した、汚染された人が来てるんですが、除染する水がありません。 

しか入ってません。 

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ

 

だって言っ

以下ということ、やるってことでいいですね？ 

それは、まああの一、おっしやとおり。ほんとは自衛隊が４０００ｔ入れてってくれる予定だっ
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 場所
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本店 
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本店 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

２Ｆ 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 
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本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

増田所長

清水社長

増田所長

高橋フェロー

増田所長

高橋フェロー

増田所長

増田所長

高橋フェロー

増田所長

高橋フェロー

 

１Ｆ 

 

吉田所長

 

 

 

 

資材班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

テレビ会議 2011

 

発言者  

たのに、入れてかないのが悪いんですけど。

増田所長  まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

清水社長  あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

いかもしれない。できるものは全部、全量調達する。

増田所長  ぜひよろしくお願いします。

高橋フェロー  あれ、なに、いま、木戸川のほうからは来ないの？

増田所長  木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

高橋フェロー  あーあ、そうか。

増田所長  ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

すから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。

増田所長  見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

高橋フェロー  了解、了解。

増田所長  水を相当フラッシングしないとだめなんです、使えません。

高橋フェロー  分かりました。どうもありがとう。

 ん、いや、だから、自衛隊が。

  あれよくないよ、伝え方よくないよ。

 １Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

要望が来ましたので、お願いしたいんですが。

吉田所長  ●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。

 ど、どうしよう、言う？

 ここ、誰が仕切ってんのだろう、この会場は。

 いやいや、社長ですよ。

 今のうちやれることやっとかないと。

資材班  よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量

が。

ＯＳＣ  えっと、●●君はいま向かってます。

2011 年 3 月 1

 

たのに、入れてかないのが悪いんですけど。

まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

いかもしれない。できるものは全部、全量調達する。

ぜひよろしくお願いします。

あれ、なに、いま、木戸川のほうからは来ないの？

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

あーあ、そうか。

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

すから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

了解、了解。 

水を相当フラッシングしないとだめなんです、使えません。

分かりました。どうもありがとう。

ん、いや、だから、自衛隊が。

あれよくないよ、伝え方よくないよ。

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

要望が来ましたので、お願いしたいんですが。

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。

ど、どうしよう、言う？

ここ、誰が仕切ってんのだろう、この会場は。

いやいや、社長ですよ。

今のうちやれることやっとかないと。

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量

が。 

えっと、●●君はいま向かってます。
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たのに、入れてかないのが悪いんですけど。

まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

いかもしれない。できるものは全部、全量調達する。

ぜひよろしくお願いします。 

あれ、なに、いま、木戸川のほうからは来ないの？

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

あーあ、そうか。 

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

すから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

水を相当フラッシングしないとだめなんです、使えません。

分かりました。どうもありがとう。

ん、いや、だから、自衛隊が。

あれよくないよ、伝え方よくないよ。

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

要望が来ましたので、お願いしたいんですが。

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。

ど、どうしよう、言う？ 

ここ、誰が仕切ってんのだろう、この会場は。

いやいや、社長ですよ。 

今のうちやれることやっとかないと。

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量

えっと、●●君はいま向かってます。
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発言内容

たのに、入れてかないのが悪いんですけど。 

まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

いかもしれない。できるものは全部、全量調達する。

 

あれ、なに、いま、木戸川のほうからは来ないの？

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

すから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

水を相当フラッシングしないとだめなんです、使えません。

分かりました。どうもありがとう。 

ん、いや、だから、自衛隊が。 

あれよくないよ、伝え方よくないよ。 

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

要望が来ましたので、お願いしたいんですが。

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。

ここ、誰が仕切ってんのだろう、この会場は。

今のうちやれることやっとかないと。 

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量

えっと、●●君はいま向かってます。 
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発言内容 

 

まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

いかもしれない。できるものは全部、全量調達する。 

あれ、なに、いま、木戸川のほうからは来ないの？ 断水しちゃってんの？

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

すから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。 

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

水を相当フラッシングしないとだめなんです、使えません。 

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

要望が来ましたので、お願いしたいんですが。 

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。

ここ、誰が仕切ってんのだろう、この会場は。 

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量
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まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

断水しちゃってんの？ 

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

 

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。

 

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

あ、ちょっと、それ、忘れないでさ、請求くる前に送ってやってくれよ。 

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量
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まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

 

木戸川からのラインもですね。ええ、津波で波倉全部持ってかれちゃいました。 

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

見ましても、おそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちやってますから。 

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

 

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量

 

まぁ、なるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。 

あのね。代替え手段をすぐに検討して、早期に調達。もう、４０００ｔまるまるじゃなくてもい

ですから、明日あたりようやくですね、ちょっと、まあ、昨日はあの、屋外に出られなかったで

１Ｆさん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、３号機のデータ更新してくださいという

●●、●●君、ちょっと聞いといて、これも。保安院から３号機のデータ更新してくれだって。

それ、だっ、誰がやってんだ。技術グループか？プラントデータ。ああ、技術グループか。じゃ

よろしいですか。あの、ちょっと資材部と総務部と先ほど打ち合わせをしまして、え－っと、福

一で、あの、必要なガソリンと軽油についてですね、ええ一、手配をしました。まず、あの、サ

イトで使うガソリンですが、あ－、ドラム缶４本と軽油２０、２０Ｌ、これは、あの、オフサイ

トセンターにありましたんで、え一、いま、たまたま、１Ｆの●●さんが、え－、オフサイトセ

ンターにいますんで、え－、１時間位で届くと思います。それから、え－と、これはちょっと量
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 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 
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場所 発言者

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

 

資材班

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

復旧班

武藤副社長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

資材班  はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

に向かっているところです。

吉田所長  ありがとうございます。

資材班  そらく、２時間以内には着くと思います。

吉田所長  はい。

資材班  それからですね、これはどうなっているんでしたっけ？

 エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

資材班  これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。

資材班  ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

Ｘ

軽油２００Ｌ、１０

吉田所長  はい、分かりました。

資材班  以上です。

吉田所長  ありがとうございます。

武藤副社長  技術班さ、技術班。おい。

技術班  はい、技術班です。

武藤副社長  あっ、サイト？

技術班  あっ、失礼いたしました。

武藤副社長  本店、あのさ。その、いま２号と３号ってコモンなんだろ？

技術班  はい、そうです。

武藤副社長  それでさ、その切り替えながら入れないといけないんだろ？

技術班  そう＝。

武藤副社長  でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

１時間位は大丈夫だとかさ。

復旧班  えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ら。

武藤副社長  ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

あっちっちのところに水入れることになるんだから。

復旧班  そうですね。了解しました。

2011 年 3 月 1

 

はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

に向かっているところです。

ありがとうございます。

そらく、２時間以内には着くと思います。

はい。 

それからですね、これはどうなっているんでしたっけ？

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

Ｘ のエネルギー横浜からですね、横浜からになります、ガソリン２００Ｌ

軽油２００Ｌ、１０

はい、分かりました。

以上です。 

ありがとうございます。

技術班さ、技術班。おい。

はい、技術班です。

あっ、サイト？ 

あっ、失礼いたしました。

本店、あのさ。その、いま２号と３号ってコモンなんだろ？

はい、そうです。

それでさ、その切り替えながら入れないといけないんだろ？

そう＝。 

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

１時間位は大丈夫だとかさ。

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ら。 

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

あっちっちのところに水入れることになるんだから。

そうですね。了解しました。
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はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

に向かっているところです。 

ありがとうございます。 

そらく、２時間以内には着くと思います。

それからですね、これはどうなっているんでしたっけ？

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

のエネルギー横浜からですね、横浜からになります、ガソリン２００Ｌ

軽油２００Ｌ、１０ 缶、これは２Ｆ

はい、分かりました。 

ありがとうございます。 

技術班さ、技術班。おい。 

はい、技術班です。 

 あっ、えっ？

あっ、失礼いたしました。 

本店、あのさ。その、いま２号と３号ってコモンなんだろ？

はい、そうです。 

それでさ、その切り替えながら入れないといけないんだろ？

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

１時間位は大丈夫だとかさ。 

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

あっちっちのところに水入れることになるんだから。

そうですね。了解しました。 
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発言内容

はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

 

そらく、２時間以内には着くと思います。 

それからですね、これはどうなっているんでしたっけ？

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

のエネルギー横浜からですね、横浜からになります、ガソリン２００Ｌ

缶、これは２Ｆ のほうにですね、第二のほうに手配をしてございます。

あっ、えっ？ 

本店、あのさ。その、いま２号と３号ってコモンなんだろ？

それでさ、その切り替えながら入れないといけないんだろ？

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

 

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

あっちっちのところに水入れることになるんだから。
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発言内容 

はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

それからですね、これはどうなっているんでしたっけ？ 

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

のエネルギー横浜からですね、横浜からになります、ガソリン２００Ｌ

のほうにですね、第二のほうに手配をしてございます。

本店、あのさ。その、いま２号と３号ってコモンなんだろ？ 

それでさ、その切り替えながら入れないといけないんだろ？ 

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

あっちっちのところに水入れることになるんだから。 
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はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

これ、時間分かんないよね。まだ分かんない？これから手配ですね。 

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

のエネルギー横浜からですね、横浜からになります、ガソリン２００Ｌ の１０

のほうにですね、第二のほうに手配をしてございます。

 水。 

 

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

の１０ 缶、それから

のほうにですね、第二のほうに手配をしてございます。

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、

 

はい。はい、ありがとうございます。それからですね。えーっと、小名浜のコールセンターに運

んできた、え－、軽油１２００Ｌ、それからえーっと、バッテリーとかですね、ポンプとかある

んですが。これをですね、え－、２Ｆのほうにちょっと先導してもらいまして、ええ、いま福一

エネ庁からこういうものを持って行きますとこれから手配しますという話をしてくれています。 

ええと、それからですね。これはエネ庁のほうでこれから手配するっていうやつなんですが、Ｊ

缶、それから

のほうにですね、第二のほうに手配をしてございます。 

でさ、その、あの一、あんまり水位下がっちゃうのやだから、その、何分位ならさ、その、片側

大丈夫かとかなんか、そういうの、ないの？例えば、３０分ごとに切り替えたほうがいいとかさ、

えっと一、ちょっと分からないので、ちょっと安全屋さんに崩壊熱の観点とか、そういうことか

ちょっと評価してみ。あんまり水位下がっちゃってからまた、頑張って入れるとさ、その、また、
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本店 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

武藤副社長

復旧班

オフサイトセ

 

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

 

武藤副社長

オフサイトセ

 

 

武藤副社長

保安班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

吉田所長

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

さんとこに教えてあげたら？サイトの技術班に。

復旧班  了解しました。安全屋さんと相談してみます。

 吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

けれども、そちら大丈夫ですか。

武藤副社長  オフサイトセンターいくらあんの？

 いま５００。

武藤副社長  おお、そりや高いな。

 ５００

武藤副社長  そりや高いよ。高いけど一。

 風向っ、風向きかもしれませんけど。

武藤副社長  まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ＭＰの計測結果ってなんかそんな高いとこあったんだつけ？

保安班  ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

です。時間が＝。

吉田所長  すいません、●●。本店●●。福－、吉田です。

資材班  はい。

吉田所長  あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

なんで、えっと。

資材班  えっとですね。●●に先ほどお伝えしました。

吉田所長  あっ、●●が聞いてるわけですか。

資材班  ええ。

吉田所長  聞いてるわけですね。

資材班  はい。

吉田所長  はい、分かりました。はい、ありがとうございます。

技術班  ２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。

  敷地境界で、５００に相当するやつ越えているよね。

  早く言わないと。

2011 年 3 月 1

 

ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

さんとこに教えてあげたら？サイトの技術班に。

了解しました。安全屋さんと相談してみます。

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

けれども、そちら大丈夫ですか。

オフサイトセンターいくらあんの？

いま５００。 

おお、そりや高いな。

５００ マイクロです。

そりや高いよ。高いけど一。

風向っ、風向きかもしれませんけど。

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ＭＰの計測結果ってなんかそんな高いとこあったんだつけ？

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

です。時間が＝。

すいません、●●。本店●●。福－、吉田です。

はい。 

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

なんで、えっと。

えっとですね。●●に先ほどお伝えしました。

あっ、●●が聞いてるわけですか。

ええ。 

聞いてるわけですね。

はい。 

はい、分かりました。はい、ありがとうございます。

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。

敷地境界で、５００に相当するやつ越えているよね。

早く言わないと。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

さんとこに教えてあげたら？サイトの技術班に。

了解しました。安全屋さんと相談してみます。

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

けれども、そちら大丈夫ですか。

オフサイトセンターいくらあんの？

おお、そりや高いな。 

マイクロです。 

そりや高いよ。高いけど一。 

風向っ、風向きかもしれませんけど。

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ＭＰの計測結果ってなんかそんな高いとこあったんだつけ？

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

です。時間が＝。 

すいません、●●。本店●●。福－、吉田です。

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

なんで、えっと。 

えっとですね。●●に先ほどお伝えしました。

あっ、●●が聞いてるわけですか。

聞いてるわけですね。 

はい、分かりました。はい、ありがとうございます。

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。

敷地境界で、５００に相当するやつ越えているよね。

早く言わないと。 
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発言内容

ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

さんとこに教えてあげたら？サイトの技術班に。

了解しました。安全屋さんと相談してみます。

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

けれども、そちら大丈夫ですか。 

オフサイトセンターいくらあんの？ 

 

風向っ、風向きかもしれませんけど。 

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ＭＰの計測結果ってなんかそんな高いとこあったんだつけ？

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

すいません、●●。本店●●。福－、吉田です。

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

えっとですね。●●に先ほどお伝えしました。

あっ、●●が聞いてるわけですか。 

はい、分かりました。はい、ありがとうございます。

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。

敷地境界で、５００に相当するやつ越えているよね。
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発言内容 

ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

さんとこに教えてあげたら？サイトの技術班に。 

了解しました。安全屋さんと相談してみます。 

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ＭＰの計測結果ってなんかそんな高いとこあったんだつけ？ 

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

すいません、●●。本店●●。福－、吉田です。 

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

えっとですね。●●に先ほどお伝えしました。 

はい、分かりました。はい、ありがとうございます。 

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。

敷地境界で、５００に相当するやつ越えているよね。 
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ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

 最近。 

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

０．４８０、えードライウェルのＣＡＭＳ値６．４９。以上です。 
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ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧

 

ちょっと、その何分位で切り替えてくのがちょうどいいんだみたいなの、なんかあったら、吉田

吉田さん。吉田さん。●●です。なんかオフサイトセンターでかなり線量が上がってきたんです

まあ、風向きだと思うけどね。しばらく推移見たら？ガスならすぐなくなるよ、あれ、ＭＰの、

ほ、保安、保安班から、ご連、ご連絡いたします。モニタリングカーでえー正門で計測した結果

あの、●●さんからさっき言った、おっしゃった話、ちょっとうちらの担当、聞いてないみたい

２２時１０分のデータです。２号機、炉水位が－１６００、炉圧が０．４０５、ドライウェル圧
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東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

１Ｆ 

保安班

１Ｆ 

清水社長

１Ｆ 

清水社長

１Ｆ 

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

武藤副社長

１Ｆ 

吉田所長

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

  報告している？

保安班  まだ。

  これ、だめだよ、言わなきやあ！！早く。

清水社長  復旧班だよね。復旧班、本店の復旧班。

  言って！

清水社長  本店復旧班。

  本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。

保安班  ２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

ｍｓｖ／ｈ

吉田所長  ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３

トなの？

保安班  ３．２ｍＳｖ。

吉田所長  ミリ？

武藤副社長  それ、大変だよ。

吉田所長  ミリってことはマイクロに直すと３０００ってことだろ？

保安班  ３２００

吉田所長  だろ？

保安班  はい！

吉田所長  なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

保安班  １５条です。

吉田所長  １０時２３分、１５条通報、判断！おい、技術！

  通報します！

吉田所長  だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

武藤副社長  了解。ちょっと、だけど、今までになく高いよね、これ。

  ５９

吉田所長  そんなことないですよ。１５００

高橋フェロー  ええ、この半分位はありましたね。
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報告している？ 

まだ。 

これ、だめだよ、言わなきやあ！！早く。

復旧班だよね。復旧班、本店の復旧班。

言って！ 言って！

本店復旧班。 

本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

ｍｓｖ／ｈ のガンマ線でございます、中性子は０．００

ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３

トなの？ 

３．２ｍＳｖ。 

ミリ？ 

それ、大変だよ。

ミリってことはマイクロに直すと３０００ってことだろ？

３２００μＳｖ 

だろ？ だからそう言わないと！あの、超えてるんだろ！

はい！ 

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

１５条です。 

１０時２３分、１５条通報、判断！おい、技術！

通報します！ 

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

了解。ちょっと、だけど、今までになく高いよね、これ。

５９ 分のデータ。

そんなことないですよ。１５００

ええ、この半分位はありましたね。
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これ、だめだよ、言わなきやあ！！早く。

復旧班だよね。復旧班、本店の復旧班。

言って！ 

本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

のガンマ線でございます、中性子は０．００

ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３

 

それ、大変だよ。 

ミリってことはマイクロに直すと３０００ってことだろ？

 です！ 

だからそう言わないと！あの、超えてるんだろ！

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

１０時２３分、１５条通報、判断！おい、技術！

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

了解。ちょっと、だけど、今までになく高いよね、これ。

分のデータ。 

そんなことないですよ。１５００

ええ、この半分位はありましたね。
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発言内容

これ、だめだよ、言わなきやあ！！早く。 だめだよ、言わなきゃ早く！

復旧班だよね。復旧班、本店の復旧班。 

本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

のガンマ線でございます、中性子は０．００

ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３

ミリってことはマイクロに直すと３０００ってことだろ？

だからそう言わないと！あの、超えてるんだろ！

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

１０時２３分、１５条通報、判断！おい、技術！

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

了解。ちょっと、だけど、今までになく高いよね、これ。

そんなことないですよ。１５００ とか２０００位ありますから。

ええ、この半分位はありましたね。 
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発言内容 

だめだよ、言わなきゃ早く！

本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

のガンマ線でございます、中性子は０．００μＳｖ／ｈ以下で。

ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３

ミリってことはマイクロに直すと３０００ってことだろ？ 

だからそう言わないと！あの、超えてるんだろ！ １５

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

１０時２３分、１５条通報、判断！おい、技術！ 

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

了解。ちょっと、だけど、今までになく高いよね、これ。 

とか２０００位ありますから。
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だめだよ、言わなきゃ早く！ 

本店さん、本店さん。１Ｆ、ちょっと至急に報告します。保安班、どうぞ。 

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

Ｓｖ／ｈ以下で。

ちよっ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待って。あの、聞こえないのと、３ 

１５ 条。 

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。

とか２０００位ありますから。 
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２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

Ｓｖ／ｈ以下で。 

 テン、ミリシーベル

なあだから、それが先なんだから！１５条通報ですって言ってくれよ、だから。 

だからね、重要、重要なデータはそうやって、ちゅっ、注釈つけて言ってよね。 

 

２１時３７分に正門で測定しました結果ですが、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２ｍｓｖ／ｈ、３．２

テン、ミリシーベル
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22:23 

 

 

 

 

 

22:24 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武藤副社長

吉田所長

高橋フェロー

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

通報班

 

武藤副社長

 

武藤副社長

 

武藤副社長

技術班

武藤副社長

オフサイトセ

 

小森常務

テレビ会議 2011

 

発言者  

武藤副社長  えっ、１５００？

吉田所長  １５００

高橋フェロー  ６００とかね。

武藤副社長  １５００？

吉田所長  ええ。

武藤副社長  だけど、いまいくらって言った？

吉田所長  だから、１．５

武藤副社長  １．５だろ。いま、いくらって言ったの？

吉田所長  いま３、３、３って言ってたんだけど。

武藤副社長  ３だろ？

吉田所長  うん、だからまぁ、高いんだけど、結構その２０００台のやつだって出てますから。

武藤副社長  まぁ２倍位ってことか、分かった。

吉田所長  もう全然気にしなくなっちやった。

武藤副社長  １５条通報、しっかり。

通報班  通報班、させていただきます。

 ２Ｆ

武藤副社長  なんかやっぱり出てるんだよ、だから。

 多分、ブローアウトパネルが開いてるんで、そこから出てると思っていて、いま、あの、逆算を

しながらですね、どのタイミングで、どのイベントに引っかかるのかっていうのを＝。

武藤副社長  ヨウ素見てるか？

 ヨ、ヨウ素、一応いま評価してますので、とりあえず、何が、どのタイミングで出してるのか確

認しないと分からないものですから。

武藤副社長  うん。

技術班  ２号機のドライウェルの圧力の推移をいまお手元に配ってます。え－、いま、だいぶ圧力が寝て

きてますので、え－、格納容器の、え－、ラブチャーディスク、あ一、ラブチャーディスクの破

損の圧力に対して、ちょっと余裕がありますが、え－、少しちょっとジャンプアップすると、こ

のラブチャーディスクの破損の圧力を超える可能性があります。以上です。

武藤副社長  了解しました。

小森常務  えっと、オフサイトセンターの小森ですけども、状況は、状況をご報告しますけども。一応まあ

リスク管理ということで先遣隊と後発隊ということで、え－、福島事務所、すいません、福島の

県庁にオフサイトセンターを移すこともありうべしということで、設営隊は出かけておりますが、
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えっ、１５００？

１５００ とか２０００

６００とかね。 

１５００？ １５００マイクロだろ。

ええ。 

だけど、いまいくらって言った？

だから、１．５ 

１．５だろ。いま、いくらって言ったの？

いま３、３、３って言ってたんだけど。

３だろ？ 

うん、だからまぁ、高いんだけど、結構その２０００台のやつだって出てますから。

まぁ２倍位ってことか、分かった。

もう全然気にしなくなっちやった。

１５条通報、しっかり。

通報班、させていただきます。

２Ｆ はこんな状況で、１番の北からどんどん、どんどん南の＝。

なんかやっぱり出てるんだよ、だから。

多分、ブローアウトパネルが開いてるんで、そこから出てると思っていて、いま、あの、逆算を

しながらですね、どのタイミングで、どのイベントに引っかかるのかっていうのを＝。

ヨウ素見てるか？

ヨ、ヨウ素、一応いま評価してますので、とりあえず、何が、どのタイミングで出してるのか確

認しないと分からないものですから。

うん。 

２号機のドライウェルの圧力の推移をいまお手元に配ってます。え－、いま、だいぶ圧力が寝て

きてますので、え－、格納容器の、え－、ラブチャーディスク、あ一、ラブチャーディスクの破

損の圧力に対して、ちょっと余裕がありますが、え－、少しちょっとジャンプアップすると、こ

のラブチャーディスクの破損の圧力を超える可能性があります。以上です。
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発言者  

まあ、一応、ここでまだ業務をするということで、ええ、我々残っております。外のですね、え、

線量が５００マイクロ位になっておりますので、なにがしかのものが出たんじゃないかなという、

通常敷地で出ると１５条になるような値にいまオフサイトセンターの周りはなってお

るべく出ないようにということで。以上です。

武藤副社長  線量率の推移見て変わったら教えてください。

吉田所長  武藤さん、武藤さん。

武藤副社長  はい。

吉田所長  あの、すいません、ぼく、あの、ちょっと、こちらの、け、携帯なんでもい、あっ、何でもいい、

何でもいい、△△△△に電話いただけますか。

武藤副社長  分かった。

吉田所長  すいませんけど。

広報班  すいません。本店広報班から、あの、２Ｆさんのほうから１０条通報に関するプレス文案が来ま

したので読み上げます。「当社福島第二原子力発電所では平成２３年３月１４日モニタリングポ

スト１

判断」。

広報班  「モニタリングポストＭＰＩ付近。このことにより、同日午後１０時７分、原子力災害特別措置

法第１０条第１項の規定に基づく特定事象、敷地境界放射線量上昇が発生したものと判断いたし

ました。このことから関係行政等に午後１０時１３分通報いたしました。原因については、え－、

福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

います。

技術班  ２２時２０分、２号の炉水位－１４０

増田所長  すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

資材部の発注で、は、え－、配電の方が中身は分からないけど。

増田所長  先ほど２Ｆ

材グループが発注して２Ｆ

くてちょっと困っています。

内藤常務  中身を見ればいいんじゃないの、何が入っているの？

増田所長  ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

ィレッジに物を置いてきたというふうに配電の人が言ってきているんです。

内藤常務  Ｊヴィレッジに物を置いてきた？はい、これだよね。

増田所長  はい。

資材班  あのですね、もしもし、もしもし。

増田所長  はい、２Ｆ増田です。

資材班  それはですね、いまさっき１Ｆ

増田所長  ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ

て言って、持ってこられたわけですよ。
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福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

２２時２０分、２号の炉水位－１４００、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０です。

すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

資材部の発注で、は、え－、配電の方が中身は分からないけど。

のほうに来ているんですが、１Ｆ 

で取っても１Ｆ で取ってもいい物なのでしょうか。中身が分からな

 

中身を見ればいいんじゃないの、何が入っているの？

ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

ィレッジに物を置いてきたというふうに配電の人が言ってきているんです。

Ｊヴィレッジに物を置いてきた？はい、これだよね。

あのですね、もしもし、もしもし。 

それはですね、いまさっき１Ｆ に申し訳ないんですけど、ちょっと流用させていただきました。

ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ

て言って、持ってこられたわけですよ。 
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発言内容 

まあ、一応、ここでまだ業務をするということで、ええ、我々残っております。外のですね、え、

線量が５００マイクロ位になっておりますので、なにがしかのものが出たんじゃないかなという、

通常敷地で出ると１５条になるような値にいまオフサイトセンターの周りはなってお

るべく出ないようにということで。以上です。 

線量率の推移見て変わったら教えてください。 

あの、すいません、ぼく、あの、ちょっと、こちらの、け、携帯なんでもい、あっ、何でもいい、

何でもいい、△△△△に電話いただけますか。 

すいません。本店広報班から、あの、２Ｆさんのほうから１０条通報に関するプレス文案が来ま

したので読み上げます。「当社福島第二原子力発電所では平成２３年３月１４日モニタリングポ

番の地点で、え－、敷地境界放射線量が上昇いたしました。３月１４日午後９時５６分に

「モニタリングポストＭＰＩ付近。このことにより、同日午後１０時７分、原子力災害特別措置

法第１０条第１項の規定に基づく特定事象、敷地境界放射線量上昇が発生したものと判断いたし

ました。このことから関係行政等に午後１０時１３分通報いたしました。原因については、え－、

福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

０、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０です。

すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

資材部の発注で、は、え－、配電の方が中身は分からないけど。

 で頼まれた物なんですか。それとも本店資材部資

で取ってもいい物なのでしょうか。中身が分からな

中身を見ればいいんじゃないの、何が入っているの？ 

ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

ィレッジに物を置いてきたというふうに配電の人が言ってきているんです。

Ｊヴィレッジに物を置いてきた？はい、これだよね。 

に申し訳ないんですけど、ちょっと流用させていただきました。

ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ
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まあ、一応、ここでまだ業務をするということで、ええ、我々残っております。外のですね、え、

線量が５００マイクロ位になっておりますので、なにがしかのものが出たんじゃないかなという、

通常敷地で出ると１５条になるような値にいまオフサイトセンターの周りはなってお

あの、すいません、ぼく、あの、ちょっと、こちらの、け、携帯なんでもい、あっ、何でもいい、

すいません。本店広報班から、あの、２Ｆさんのほうから１０条通報に関するプレス文案が来ま

したので読み上げます。「当社福島第二原子力発電所では平成２３年３月１４日モニタリングポ

番の地点で、え－、敷地境界放射線量が上昇いたしました。３月１４日午後９時５６分に

「モニタリングポストＭＰＩ付近。このことにより、同日午後１０時７分、原子力災害特別措置

法第１０条第１項の規定に基づく特定事象、敷地境界放射線量上昇が発生したものと判断いたし

ました。このことから関係行政等に午後１０時１３分通報いたしました。原因については、え－、

福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

０、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０です。

すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

資材部の発注で、は、え－、配電の方が中身は分からないけど。 

で頼まれた物なんですか。それとも本店資材部資

で取ってもいい物なのでしょうか。中身が分からな

ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

ィレッジに物を置いてきたというふうに配電の人が言ってきているんです。 

に申し訳ないんですけど、ちょっと流用させていただきました。

ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ
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まあ、一応、ここでまだ業務をするということで、ええ、我々残っております。外のですね、え、

線量が５００マイクロ位になっておりますので、なにがしかのものが出たんじゃないかなという、

通常敷地で出ると１５条になるような値にいまオフサイトセンターの周りはなっております。な

あの、すいません、ぼく、あの、ちょっと、こちらの、け、携帯なんでもい、あっ、何でもいい、

すいません。本店広報班から、あの、２Ｆさんのほうから１０条通報に関するプレス文案が来ま

したので読み上げます。「当社福島第二原子力発電所では平成２３年３月１４日モニタリングポ

番の地点で、え－、敷地境界放射線量が上昇いたしました。３月１４日午後９時５６分に

「モニタリングポストＭＰＩ付近。このことにより、同日午後１０時７分、原子力災害特別措置

法第１０条第１項の規定に基づく特定事象、敷地境界放射線量上昇が発生したものと判断いたし

ました。このことから関係行政等に午後１０時１３分通報いたしました。原因については、え－、

福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

０、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０です。

すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

で頼まれた物なんですか。それとも本店資材部資

で取ってもいい物なのでしょうか。中身が分からな

ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

 

に申し訳ないんですけど、ちょっと流用させていただきました。

ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ

 

まあ、一応、ここでまだ業務をするということで、ええ、我々残っております。外のですね、え、

線量が５００マイクロ位になっておりますので、なにがしかのものが出たんじゃないかなという、

ります。な

あの、すいません、ぼく、あの、ちょっと、こちらの、け、携帯なんでもい、あっ、何でもいい、

すいません。本店広報班から、あの、２Ｆさんのほうから１０条通報に関するプレス文案が来ま

したので読み上げます。「当社福島第二原子力発電所では平成２３年３月１４日モニタリングポ

番の地点で、え－、敷地境界放射線量が上昇いたしました。３月１４日午後９時５６分に

「モニタリングポストＭＰＩ付近。このことにより、同日午後１０時７分、原子力災害特別措置

法第１０条第１項の規定に基づく特定事象、敷地境界放射線量上昇が発生したものと判断いたし

ました。このことから関係行政等に午後１０時１３分通報いたしました。原因については、え－、

福島第一原子力発電所の影響によるものと思われます。以上」ということでございます。あの、

よろしければ、こちらのほうで、え一と、速やかにプレス発表のほう、させていただきたいと思

０、炉圧０．４０５、ドライウェル圧力０．４８０です。 

すいません。福島第二増田です。ちょっと本店さんと１Ｆさん、よろしいですか。えっと、本店

で頼まれた物なんですか。それとも本店資材部資

で取ってもいい物なのでしょうか。中身が分からな

ちょっとまぁまぁ見ればいいんですけど、そういうふうにして来たものなんですけど。あ、Ｊヴ

に申し訳ないんですけど、ちょっと流用させていただきました。 

ごめんなさい。流用も何も、誰宛に来ているかも分からなくて、２Ｆに本店の資材部からですっ
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内藤常務

増田所長

テレビ会議 2011

 

発言者  

資材班  ええ、ええ、元々そう。

増田所長  ●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

です。

 これも別の物、すでに着いているってやつですか。

高橋フェロー  うん、そう。

資材班  ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

します。

清水社長  内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

内藤常務  ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。

 すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

的な通過のような感じです。

武藤副社長  了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。

ＯＳＣ  はい、分かりました。

内藤常務  ２Ｆ

保安班  ＝Ｎｏ．１

保安班  モニタリングの結果です。正門付近で３１７０

  前回１番

  ２１時

増田所長  すみません、２Ｆ

内藤常務  内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。

増田所長  すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

いるんですね。

内藤常務  ああ、そう。

増田所長  それで元々１Ｆ

ールセンターにおいて、２Ｆ

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

内藤常務  誰かに見てもらうわけにはいかない？

増田所長  ちょっと、Ｊ

せん、えーっと。
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ええ、ええ、元々そう。

●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

です。 

これも別の物、すでに着いているってやつですか。

うん、そう。 

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

します。 

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

的な通過のような感じです。

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。

はい、分かりました。

２Ｆ の増田さん、本店の資材班内藤です。中身＝。

＝Ｎｏ．１ のモニタリングポスト。

モニタリングの結果です。正門付近で３１７０

前回１番 

２１時 

すみません、２Ｆ

内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

いるんですね。 

ああ、そう。 

それで元々１Ｆ 

ールセンターにおいて、２Ｆ

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

誰かに見てもらうわけにはいかない？

ちょっと、Ｊ ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま

せん、えーっと。
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ええ、ええ、元々そう。 

●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

これも別の物、すでに着いているってやつですか。

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

的な通過のような感じです。 

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。

はい、分かりました。 

の増田さん、本店の資材班内藤です。中身＝。

のモニタリングポスト。

モニタリングの結果です。正門付近で３１７０

すみません、２Ｆ 増田です。内藤さん、増田です。

内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

 

 まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

ールセンターにおいて、２Ｆ が仲介をして１Ｆ

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

誰かに見てもらうわけにはいかない？

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま

せん、えーっと。 
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発言内容

●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

これも別の物、すでに着いているってやつですか。

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

 

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。

の増田さん、本店の資材班内藤です。中身＝。

のモニタリングポスト。 

モニタリングの結果です。正門付近で３１７０

増田です。内藤さん、増田です。

内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

が仲介をして１Ｆ

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

誰かに見てもらうわけにはいかない？ 

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

これも別の物、すでに着いているってやつですか。 

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。

の増田さん、本店の資材班内藤です。中身＝。 

モニタリングの結果です。正門付近で３１７０μＳｖというのは報告しましたかね？

増田です。内藤さん、増田です。 

内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

が仲介をして１Ｆ のそばまで持っていって１Ｆに拾ってもらって

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま
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●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

ええ、何時頃、何を出したか確認、確認してさかのぼって、見てみます。 

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

ことだよね。まだこれから下がると思うので……様子を見てください。 

Ｓｖというのは報告しましたかね？

内藤です、どうも、中身、なんだかちょっと見てくれないですかね。 

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

のそばまで持っていって１Ｆに拾ってもらって

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま
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●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。

 

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

Ｓｖというのは報告しましたかね？ 

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

のそばまで持っていって１Ｆに拾ってもらって

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま

 

●●、これを我々が使っていいのか、１Ｆに回すのかも分からないし、ちょっと分からないわけ

ちょっとですね、あとでご連絡いたしますが、とりあえずそれは１Ｆのほうに至急、緊急だとい

うことで、申し訳ないんですが、ちょっと流用させていただきました。詳細はあとでご連絡いた

内藤さん、ちょっとそれははっきり、はっきりさせて。だってこっちから頼んでいるんだから。 

すみません、オフサイトセンター●●ですけれども、１００まで下がりましたね。希ガスの一時

了解、１／５になったということですね。だからガスの固まり、ブルームが抜けていったという

すみません、Ｊヴィレッジに配電の方は置いてきちゃっているので、中身を知らないままに来て

まで直接持っていけないものですから、ほとんどの物がＪヴィレッジか小名浜コ

のそばまで持っていって１Ｆに拾ってもらって

いるんですよ。ですから、ちょっと、すみません、今回のやつは中身が分かっていないですよ。 

ヴィレッジなものですから、いま誰も行っていないものですから。ちょっとすみま
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場所 発言者

内藤常務

増田所長

内藤常務

増田所長

内藤常務

総務班

増田所長

総務班

復旧班

保安班

内藤常務

資材班

増田所長

内藤常務

増田所長

内藤常務

増田所長

高橋フェロー

武藤副社長

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

内藤常務  はっ？

増田所長  そうです。

内藤常務  了解、了解、了解、了解。調べます。

増田所長  すみません、１Ｆ

ました。

内藤常務  はい、了解。

総務班  あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

だきますので、よろしくお願いします。

増田所長  ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

ほうに持っていくと２Ｆ

くお願いします。

総務班  了解いたしました。

復旧班  すみません、ＮＩＳＡ

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。

保安班  えっと保

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

元の場所に戻すようにしてください。お願いします。

内藤常務  ２Ｆ増田さん。

資材班  すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

たいと思います。よろしくお願いします。

増田所長  すみません、２Ｆ増田です。

内藤常務  内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

ら２Ｆ

増田所長  じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。

内藤常務  中身が違ったら、ちょっと報告してくれる？

増田所長  はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

高橋フェロー  ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、

教えてほしいんだけれど。

武藤副社長  それって保安院の宿題ってこと？

復旧班  えっと、そうです、えっと。

2011 年 3 月 1

 

はっ？ いまその物はＪヴィレッジにあるの？

そうです。 

了解、了解、了解、了解。調べます。

すみません、１Ｆ

ました。 

はい、了解。 

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

だきますので、よろしくお願いします。

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

ほうに持っていくと２Ｆ

くお願いします。

了解いたしました。

すみません、ＮＩＳＡ

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。

えっと保安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

元の場所に戻すようにしてください。お願いします。

２Ｆ増田さん。 

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

たいと思います。よろしくお願いします。

すみません、２Ｆ増田です。

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

ら２Ｆ で使ってください。

じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。

中身が違ったら、ちょっと報告してくれる？

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、

教えてほしいんだけれど。

それって保安院の宿題ってこと？

えっと、そうです、えっと。
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いまその物はＪヴィレッジにあるの？

了解、了解、了解、了解。調べます。

すみません、１Ｆ で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

だきますので、よろしくお願いします。

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

ほうに持っていくと２Ｆ は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

くお願いします。 

了解いたしました。 

すみません、ＮＩＳＡ にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

元の場所に戻すようにしてください。お願いします。

 

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

たいと思います。よろしくお願いします。

すみません、２Ｆ増田です。 

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

で使ってください。 

じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。

中身が違ったら、ちょっと報告してくれる？

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、

教えてほしいんだけれど。 

それって保安院の宿題ってこと？

えっと、そうです、えっと。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

いまその物はＪヴィレッジにあるの？

了解、了解、了解、了解。調べます。 

で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

だきますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

元の場所に戻すようにしてください。お願いします。

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。

中身が違ったら、ちょっと報告してくれる？ 

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、

それって保安院の宿題ってこと？ 
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発言内容 

いまその物はＪヴィレッジにあるの？ そいういうこと？

で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

元の場所に戻すようにしてください。お願いします。 

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。

 

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、
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そいういうこと？ 

で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

うような内容でした。えっと、１Ｆさん、どうしましょうか。 

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

じゃ、ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございます。 

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、
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で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

はい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございました。 

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、

 

で至急で調達した物だったら、ちょっとかわいそうな気がしたので、お話しし

あの本部の総務班ですけれども、そこを確認しまして、こちらから責任を持って返答させていた

ありがとうございます。ただですね、返答をいただくだけだとあんまりよくなくて、車を１Ｆの

は車がなくなっちゃうんです。すみませんけど、ちょっとご配慮よろし

にいる当社の人から、ＮＩＳＡからのコメントと強い指示ということで、

１つ連絡が来ました。何かと言いますと、いまポンプ２台で２号に給水しているんですけど、Ｎ

ＩＳＡさんはその速度を見ているみたいで、最初の頃は非常に速かったんだけれど、最近の速度

は非常に遅いねと。海から直接引いているからひょっとして、何か藻でも絡まってて、吸い込み

が落ちちやったりすると危ないので、どういうことになっているか、現場を見てきなさいなとい

安班から連絡します。保安班から連絡します。各個人で持たれたマスクとタイベックに

ついては、これから作業が発生する可能性がありますので、速やかに１階の借りた場所に戻して

ください。繰り返します。マスクとタイベックについては個人持ちせずに、えーもう一度１階の

すみません、資材班でございますけれども、大型免許をお持ちの方、こちらにお集まりいただき

内藤です。おそらくですけれども、先行して出た２Ｆ用の軽油２０本とバッテリーです。ですか

ちょっと、あの、１Ｆさんね、《ピー音》君が聞いた質問にちょっと答えてやってほしいんだけ

ど。●●君の聞いたことではないと思うんだけれども、それを証明できるような話があったら、
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場所 発言者

高橋フェロー

復旧班

武藤副社長

吉田所

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

吉田所長

武藤副社長

１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  保安院のやつでしょ？

復旧班  そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。

武藤副社長  第一復旧班、聞こえましたか。

吉田所長  はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

いきたいと思います。

武藤副社長  流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？

吉田所長  ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

です。

武藤副社長  分かった。

吉田所長  なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

線量の所で。それはご理解いただきたい。

武藤副社長  分かった。

  １Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

来るかもしれない、だから今のセットをまた１

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

くわけですから、それをやっていくべきだと思います。

吉田所長  それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

番ありがたいんだけどさ。

  ●●炉主任の助言ということで（笑）。

吉田所長  助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

お願いしますよ。

復旧班  どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

言い方で答えられると思うんですけど。

吉田所長  はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

復旧班  了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

高橋フェロー  やっぱり線量が高いってこと言うんじゃないか？

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。

2011 年 3 月 1

 

保安院のやつでしょ？

そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。

第一復旧班、聞こえましたか。

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

いきたいと思います。

流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

です。 

分かった。 

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

線量の所で。それはご理解いただきたい。

分かった。 

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

来るかもしれない、だから今のセットをまた１

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

くわけですから、それをやっていくべきだと思います。

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

番ありがたいんだけどさ。

●●炉主任の助言ということで（笑）。

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

お願いしますよ。

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

言い方で答えられると思うんですけど。

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

やっぱり線量が高いってこと言うんじゃないか？

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。
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保安院のやつでしょ？ 

そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。

第一復旧班、聞こえましたか。

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

いきたいと思います。 

流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

線量の所で。それはご理解いただきたい。

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

来るかもしれない、だから今のセットをまた１

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

くわけですから、それをやっていくべきだと思います。

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

番ありがたいんだけどさ。 

●●炉主任の助言ということで（笑）。

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

お願いしますよ。 

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

言い方で答えられると思うんですけど。

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

やっぱり線量が高いってこと言うんじゃないか？

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。
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362 

発言内容

そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。

第一復旧班、聞こえましたか。 

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

線量の所で。それはご理解いただきたい。 

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

来るかもしれない、だから今のセットをまた１

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

くわけですから、それをやっていくべきだと思います。

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

●●炉主任の助言ということで（笑）。 

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

言い方で答えられると思うんですけど。 

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

やっぱり線量が高いってこと言うんじゃないか？

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。
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発言内容 

そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

来るかもしれない、だから今のセットをまた１ セット、２ セット、３

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

くわけですから、それをやっていくべきだと思います。 

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

やっぱり線量が高いってこと言うんじゃないか？ 線量が高くてね、監視とかずっとできなくて、

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。
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そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

てくださいというような指示、というような言い方で連絡が来ました。 

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

流量止まっちゃわないように、現場で見てるんだよね、これ？ 

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

セット、３ セット作っておくとかそ

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。

線量が高くてね、監視とかずっとできなくて、

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。
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そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

セット作っておくとかそ

ういうことを、今日は揃えてないですけど、まず、海水、復水系が直るまではこの設備で当分い

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。

了解しました。じゃぁちょっと相談して回答案を作って意見を聞きたいと思います。 

線量が高くてね、監視とかずっとできなくて、

だから機会のある時に見てきたいとか、燃料入れる時に見てくるとか。ええ。 

 

そうです。当社の保安院に常駐している人から、役所からの強いリコメンドということで言われ

た内容ということで伝わってきた内容です。海水の注入量が初期の立ち上がりは非常に速かった

んだけども、最近のスピードは非常に遅いので、海から直接引いているということですから、藻

や何かが絡まっていて吸い込みが取れなくなっているようなことがないか、現場を見るようにし

はい、聞こえましたが、量に関しては、現時点のラインナップは微妙に流量を調、調整できない

部分もあるんで、それはご趣旨は分かります。それから流量も多くすればいいって、ということ

もなくて、各炉ごとにだいたい目標値も決めてますので、それで入れていくということでやって

ただね、それ現場で見ているよね、と簡単に皆さんに言われるんですけど、どのエリアもものす

ごい高い、あれなんで。避難場所もない所で監視するっていうのは、ものすごく大変なことなん

なんで見てなかったってよく言われるんですけども、見てられないんですよ、この人間で、その

１Ｆの●●ですが、今の話にも関連するんですけど、とりあえずは少し落ち着いてるように見え

ますが、今の話で今のやり方を堅調にやってかないと、またまずいことになりますので。一番堅

調にやる方法が１つ。あと弱いところはあると思うんですよね、それをやるのと、あとは、こん

なこと言ってはあれなんですけど、また地震があって今の設備が壊れちゃう、最悪、津波がまた

セット作っておくとかそ

で当分い

それはいいんだけど、そういうことも含めて、外で考えてこうしなさいってやってくれるのが一

助言なんだけどさ、それをさ、現場でさ、やるといってもさ、人もさ、あれもねぇんだからさ、

どうしましょうか、強い指示みたいな言い方だったんだけど、そういうことからすると、どの道、

燃料を入れに行くというふうに聞いているので、ちょっと●●さんに聞いてみて、ついでがある

んだったらその時に見るということなんでしようから、ちゃんと見に行けますよと言えるような

はい、そこはね、いま現時点で一番大事だと言ってんだけど、やっぱりその、あの、制限条件の

中でやるんで、できる範囲の中でやるということしか言えないんで、よろしくお願いします。 

線量が高くてね、監視とかずっとできなくて、
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テレビ会議 2011

 

発言者  

 今の話ってむしろ本店側でこういうセットだって聞き取って、全部セットにして、これ特ってい

ってそのまま付ければできますよという形にするのを２組、３組作っておくっていう、こういう

世界のような気がするんだけど。できませんか。

吉田所長  ●●さん、ありがとう、そういうことです。

武藤副社長  いいかい、おい。わかった？●●、

高橋フェロー  できるだけそういうふうにしましょつ。

武藤副社長  おい、返事がないよ。

復旧班  えっと、鋭意努力したいと思います。

清水社長  今のセット方式というのはすごく大事な点なんで、これを具体的にどうするか、どうするか、本

店の復旧班、検討してすぐに調達のほうへ回す。調達依頼に。

清水社長  これは何、何に使うの、これは。

高橋フェロー  あっ、これはね、要するに＝。

清水社長  分かってるけど＝。だから、人の手配も。

 すみません、オフサイトセンターですけど、ブルームは過ぎたみたいで平常値に戻りましたね、

１１か１２位ですね、マイクロＳｖ／ｈで。それで炉の状態はどうですか。

武藤副社長  さっきの話だとあんまり変化なかったということだと思うんで、ちょっとどっからどう出てきた

のか分からないけど、何か固まり、ガスだな、ガスの固まりがブーッと通り抜けたという、そう

いうことだと思いますんで、あんまり心配することないでしょう。

 むしろベントがうまく抜けたのかなぁなんて思っていたんですけど。

武藤副社長  ん一、まあ、そうかもしれない。

 ちょっと低すぎるかも。

復旧班  すみません、本店●●ですけれども、１Ｆ

ットの注水系でコントロールしているという格好ですから、これをどうやって回していって大丈

夫にしていくかっていうのは、もう１台がちゃんとつくまでのあいだは気を付けておかないと危

ないと思うので、どんなふうに管理するかっていうか見るかってこと、３セット揃うまでのあい

だの運用の仕方については注意がいると思いますから、そこはちょっとあとで相談して考えたい

と思いますので、よろしくお願いします。

厚生班  水は、これから資材が届きますので、それまでは

いたします。水は皆さんで分け合って飲んでください、よろしくお願いいたします。

資材班  １Ｆの資材班でございますが、本店の資材班さんをお願いいたします。

保安班  保安班から連絡します。本部長、本部長、すみません、ちょっと訂正があるんですが。先ほど、

１５条通報が２１時３７分、３１７０マイクロＳｖ／ｈと言いましたけれども、訂正です。正確

には２１時３５分、７６０マイクロＳｖ／ｈで、こちらのほうが時間的に先ですので、これが１

５条通報ですので＝。

  ●●さん、全然聞こえない、●●さん、全然聞こえない。

2011 年 3 月 1

 

今の話ってむしろ本店側でこういうセットだって聞き取って、全部セットにして、これ特ってい

ってそのまま付ければできますよという形にするのを２組、３組作っておくっていう、こういう

世界のような気がするんだけど。できませんか。

●●さん、ありがとう、そういうことです。

いいかい、おい。わかった？●●、

できるだけそういうふうにしましょつ。

おい、返事がないよ。

えっと、鋭意努力したいと思います。

今のセット方式というのはすごく大事な点なんで、これを具体的にどうするか、どうするか、本

店の復旧班、検討してすぐに調達のほうへ回す。調達依頼に。

これは何、何に使うの、これは。

あっ、これはね、要するに＝。

分かってるけど＝。だから、人の手配も。

すみません、オフサイトセンターですけど、ブルームは過ぎたみたいで平常値に戻りましたね、

１１か１２位ですね、マイクロＳｖ／ｈで。それで炉の状態はどうですか。

さっきの話だとあんまり変化なかったということだと思うんで、ちょっとどっからどう出てきた

のか分からないけど、何か固まり、ガスだな、ガスの固まりがブーッと通り抜けたという、そう

いうことだと思いますんで、あんまり心配することないでしょう。

むしろベントがうまく抜けたのかなぁなんて思っていたんですけど。

ん一、まあ、そうかもしれない。

ちょっと低すぎるかも。

すみません、本店●●ですけれども、１Ｆ

ットの注水系でコントロールしているという格好ですから、これをどうやって回していって大丈

夫にしていくかっていうのは、もう１台がちゃんとつくまでのあいだは気を付けておかないと危

ないと思うので、どんなふうに管理するかっていうか見るかってこと、３セット揃うまでのあい

だの運用の仕方については注意がいると思いますから、そこはちょっとあとで相談して考えたい

と思いますので、よろしくお願いします。

水は、これから資材が届きますので、それまでは

いたします。水は皆さんで分け合って飲んでください、よろしくお願いいたします。

１Ｆの資材班でございますが、本店の資材班さんをお願いいたします。

保安班から連絡します。本部長、本部長、すみません、ちょっと訂正があるんですが。先ほど、

１５条通報が２１時３７分、３１７０マイクロＳｖ／ｈと言いましたけれども、訂正です。正確

には２１時３５分、７６０マイクロＳｖ／ｈで、こちらのほうが時間的に先ですので、これが１

５条通報ですので＝。

●●さん、全然聞こえない、●●さん、全然聞こえない。
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今の話ってむしろ本店側でこういうセットだって聞き取って、全部セットにして、これ特ってい

ってそのまま付ければできますよという形にするのを２組、３組作っておくっていう、こういう

世界のような気がするんだけど。できませんか。

●●さん、ありがとう、そういうことです。

いいかい、おい。わかった？●●、

できるだけそういうふうにしましょつ。

おい、返事がないよ。 

えっと、鋭意努力したいと思います。

今のセット方式というのはすごく大事な点なんで、これを具体的にどうするか、どうするか、本

店の復旧班、検討してすぐに調達のほうへ回す。調達依頼に。

これは何、何に使うの、これは。

あっ、これはね、要するに＝。

分かってるけど＝。だから、人の手配も。

すみません、オフサイトセンターですけど、ブルームは過ぎたみたいで平常値に戻りましたね、

１１か１２位ですね、マイクロＳｖ／ｈで。それで炉の状態はどうですか。

さっきの話だとあんまり変化なかったということだと思うんで、ちょっとどっからどう出てきた

のか分からないけど、何か固まり、ガスだな、ガスの固まりがブーッと通り抜けたという、そう

いうことだと思いますんで、あんまり心配することないでしょう。

むしろベントがうまく抜けたのかなぁなんて思っていたんですけど。

ん一、まあ、そうかもしれない。

ちょっと低すぎるかも。 

すみません、本店●●ですけれども、１Ｆ

ットの注水系でコントロールしているという格好ですから、これをどうやって回していって大丈

夫にしていくかっていうのは、もう１台がちゃんとつくまでのあいだは気を付けておかないと危

ないと思うので、どんなふうに管理するかっていうか見るかってこと、３セット揃うまでのあい

だの運用の仕方については注意がいると思いますから、そこはちょっとあとで相談して考えたい

と思いますので、よろしくお願いします。

水は、これから資材が届きますので、それまでは

いたします。水は皆さんで分け合って飲んでください、よろしくお願いいたします。

１Ｆの資材班でございますが、本店の資材班さんをお願いいたします。

保安班から連絡します。本部長、本部長、すみません、ちょっと訂正があるんですが。先ほど、

１５条通報が２１時３７分、３１７０マイクロＳｖ／ｈと言いましたけれども、訂正です。正確

には２１時３５分、７６０マイクロＳｖ／ｈで、こちらのほうが時間的に先ですので、これが１

５条通報ですので＝。 

●●さん、全然聞こえない、●●さん、全然聞こえない。
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発言内容

今の話ってむしろ本店側でこういうセットだって聞き取って、全部セットにして、これ特ってい

ってそのまま付ければできますよという形にするのを２組、３組作っておくっていう、こういう

世界のような気がするんだけど。できませんか。

●●さん、ありがとう、そういうことです。 

いいかい、おい。わかった？●●、 

できるだけそういうふうにしましょつ。 

えっと、鋭意努力したいと思います。 

今のセット方式というのはすごく大事な点なんで、これを具体的にどうするか、どうするか、本

店の復旧班、検討してすぐに調達のほうへ回す。調達依頼に。

これは何、何に使うの、これは。 

あっ、これはね、要するに＝。 

分かってるけど＝。だから、人の手配も。 

すみません、オフサイトセンターですけど、ブルームは過ぎたみたいで平常値に戻りましたね、

１１か１２位ですね、マイクロＳｖ／ｈで。それで炉の状態はどうですか。

さっきの話だとあんまり変化なかったということだと思うんで、ちょっとどっからどう出てきた

のか分からないけど、何か固まり、ガスだな、ガスの固まりがブーッと通り抜けたという、そう

いうことだと思いますんで、あんまり心配することないでしょう。

むしろベントがうまく抜けたのかなぁなんて思っていたんですけど。

ん一、まあ、そうかもしれない。 

すみません、本店●●ですけれども、１Ｆ さん、今の状態なんですけど、３つのプラントに２セ

ットの注水系でコントロールしているという格好ですから、これをどうやって回していって大丈

夫にしていくかっていうのは、もう１台がちゃんとつくまでのあいだは気を付けておかないと危

ないと思うので、どんなふうに管理するかっていうか見るかってこと、３セット揃うまでのあい

だの運用の仕方については注意がいると思いますから、そこはちょっとあとで相談して考えたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

水は、これから資材が届きますので、それまでは

いたします。水は皆さんで分け合って飲んでください、よろしくお願いいたします。

１Ｆの資材班でございますが、本店の資材班さんをお願いいたします。

保安班から連絡します。本部長、本部長、すみません、ちょっと訂正があるんですが。先ほど、

１５条通報が２１時３７分、３１７０マイクロＳｖ／ｈと言いましたけれども、訂正です。正確

には２１時３５分、７６０マイクロＳｖ／ｈで、こちらのほうが時間的に先ですので、これが１

●●さん、全然聞こえない、●●さん、全然聞こえない。
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発言内容 

今の話ってむしろ本店側でこういうセットだって聞き取って、全部セットにして、これ特ってい

ってそのまま付ければできますよという形にするのを２組、３組作っておくっていう、こういう

世界のような気がするんだけど。できませんか。 

 

今のセット方式というのはすごく大事な点なんで、これを具体的にどうするか、どうするか、本

店の復旧班、検討してすぐに調達のほうへ回す。調達依頼に。

すみません、オフサイトセンターですけど、ブルームは過ぎたみたいで平常値に戻りましたね、

１１か１２位ですね、マイクロＳｖ／ｈで。それで炉の状態はどうですか。

さっきの話だとあんまり変化なかったということだと思うんで、ちょっとどっからどう出てきた

のか分からないけど、何か固まり、ガスだな、ガスの固まりがブーッと通り抜けたという、そう

いうことだと思いますんで、あんまり心配することないでしょう。

むしろベントがうまく抜けたのかなぁなんて思っていたんですけど。

さん、今の状態なんですけど、３つのプラントに２セ

ットの注水系でコントロールしているという格好ですから、これをどうやって回していって大丈

夫にしていくかっていうのは、もう１台がちゃんとつくまでのあいだは気を付けておかないと危

ないと思うので、どんなふうに管理するかっていうか見るかってこと、３セット揃うまでのあい

だの運用の仕方については注意がいると思いますから、そこはちょっとあとで相談して考えたい

水は、これから資材が届きますので、それまでは皆さんで分け合って飲むようにご協力をお願い

いたします。水は皆さんで分け合って飲んでください、よろしくお願いいたします。

１Ｆの資材班でございますが、本店の資材班さんをお願いいたします。

保安班から連絡します。本部長、本部長、すみません、ちょっと訂正があるんですが。先ほど、

１５条通報が２１時３７分、３１７０マイクロＳｖ／ｈと言いましたけれども、訂正です。正確

には２１時３５分、７６０マイクロＳｖ／ｈで、こちらのほうが時間的に先ですので、これが１

●●さん、全然聞こえない、●●さん、全然聞こえない。 
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オフサイトセ

 

 

武藤副社長

オフサイトセ
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清水社長

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

  ２１時３７分は、２１時３７分は３１３０マイクロＳｖっていうのも言った方がいいです。

保安班  もう一度繰り返します。先ほど、１５条通報が２１時３７分、え－、２１時３５分でした。値は

先ほどの３７分が３１３０

す。本店に訂正をかけたいと思います。

武藤副社長  要はその２分前の数字ですでに５００を超えていたから、その数字でもって１５条にしたいとい

うことですね。

保安班  はい、そうです。時間の訂正と数字の訂正になります。

武藤副社長  はい、了解しました。

  ３１３０，２１時３５分、７６０があってここが越えた５００マイクロ、ここで１５条通報。

 １Ｆさん、またデータコール少なくなってるんですけれども、よろしくお願いします。

武藤副社長  ●●さん、●●、この官邸へのショップリスト、追加のやつはどないなっておりますか、追加の

リスト？さっきの、水一杯みたいな話と。

資材班  追加のリストってないんですけれども。

武藤副社長  ないの？

資材班  えっ、水をですか。

清水社長  官邸から、必要な物資の一覧表を作って送るというの、いま作業しているわけ？

と早く作ってほしいと。

 すみません。

資材班  ちょっと、その話は＝。

高橋フェロー  ●●が作って一度出しているんですよ。

 すみません、そのリストの中にですね、そのプールに水を入れられる機器をぜひ入れておいてく

ださい。

武藤副社長  おう、できたら持ってきて。

 消防車とか何かはだめなんですかね。あんまり実現性ないかな。

清水社長  とにかく対象に含めて依頼を出そう。

 その水ですか。

清水社長  いやいや、今の消防車。

技術班  すみません、２号のデータです。２２時４０分現在で水位が－７００まで来ています。それで炉

圧が０．４２８。ドライウェル圧力が０．４２８です。２号の炉水位をどこまで上げておいてポ

ンプの切り替えをするかつていう話を、そろそろ意思決めしておかないとと思うんですけれども。
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●●が作って一度出しているんですよ。
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ださい。 
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発言内容
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もう一度繰り返します。先ほど、１５条通報が２１時３７分、え－、２１時３５分でした。値は

Ｓｖ／ｈとさせていただきま

要はその２分前の数字ですでに５００を超えていたから、その数字でもって１５条にしたいとい

３１３０，２１時３５分、７６０があってここが越えた５００マイクロ、ここで１５条通報。

１Ｆさん、またデータコール少なくなってるんですけれども、よろしくお願いします。 

●●さん、●●、この官邸へのショップリスト、追加のやつはどないなっておりますか、追加の

官邸から、必要な物資の一覧表を作って送るというの、いま作業しているわけ？ それをちょっ

すみません、そのリストの中にですね、そのプールに水を入れられる機器をぜひ入れておいてく

すみません、２号のデータです。２２時４０分現在で水位が－７００まで来ています。それで炉

圧が０．４２８。ドライウェル圧力が０．４２８です。２号の炉水位をどこまで上げておいてポ

ンプの切り替えをするかつていう話を、そろそろ意思決めしておかないとと思うんですけれども。

 

２１時３７分は、２１時３７分は３１３０マイクロＳｖっていうのも言った方がいいです。 

もう一度繰り返します。先ほど、１５条通報が２１時３７分、え－、２１時３５分でした。値は

Ｓｖ／ｈとさせていただきま

要はその２分前の数字ですでに５００を超えていたから、その数字でもって１５条にしたいとい

３１３０，２１時３５分、７６０があってここが越えた５００マイクロ、ここで１５条通報。 

●●さん、●●、この官邸へのショップリスト、追加のやつはどないなっておりますか、追加の

それをちょっ

すみません、そのリストの中にですね、そのプールに水を入れられる機器をぜひ入れておいてく

すみません、２号のデータです。２２時４０分現在で水位が－７００まで来ています。それで炉

圧が０．４２８。ドライウェル圧力が０．４２８です。２号の炉水位をどこまで上げておいてポ

ンプの切り替えをするかつていう話を、そろそろ意思決めしておかないとと思うんですけれども。 
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場所 発言者

 

 

技術班

１Ｆ 

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

１Ｆ 

 

 

 

１Ｆ 

技術班

発話場所不

非公開> 
 

１Ｆ 

武藤副社長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

 消防車？

 昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。

技術班  サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

思っています。ＴＡＦ

十１０００

  先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

炉圧に変化があったら調整する。

武藤副社長  その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

なっちゃうじゃないの。

技術班  すみません、えっと１０００

くてあの理想的には、すみません、ＴＡＦ

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。

武藤副社長  分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

ください。

技術班  はい。

  いま言ったＴＡＦ

 あれは資材が作ってる。

 これは全部。

 全部資材が作ってる。

  ●●さん、●●さん。

技術班  いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

０分位見なければならない？

 《本店画面：高橋フェロー着席》

  今のその水位の監視は、どなたがやられるんでしょうか。

武藤副社長  技術班が見てるんじゃないの、違うかい？

  すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

す。

  やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

  本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

2011 年 3 月 1

 

消防車？ ちょ、ちょっと待って、消防車は頼んだよ、一杯。頼んだ。

昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

思っています。ＴＡＦ

十１０００ 位で切り替えるのが理想的かなと思っているんですけど。

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

炉圧に変化があったら調整する。

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

なっちゃうじゃないの。

すみません、えっと１０００

くてあの理想的には、すみません、ＴＡＦ

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

ください。 

はい。 

いま言ったＴＡＦ

あれは資材が作ってる。

これは全部。 

全部資材が作ってる。

●●さん、●●さん。

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

０分位見なければならない？

《本店画面：高橋フェロー着席》

今のその水位の監視は、どなたがやられるんでしょうか。

技術班が見てるんじゃないの、違うかい？

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

す。 

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ちょ、ちょっと待って、消防車は頼んだよ、一杯。頼んだ。

昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

思っています。ＴＡＦ までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ

位で切り替えるのが理想的かなと思っているんですけど。

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

炉圧に変化があったら調整する。

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

なっちゃうじゃないの。 

すみません、えっと１０００ じゃないや。ごめんなさい、えっとすみません。１０００

くてあの理想的には、すみません、ＴＡＦ

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

いま言ったＴＡＦ 十１０００ 

あれは資材が作ってる。 

全部資材が作ってる。 

●●さん、●●さん。 

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

０分位見なければならない？ 

《本店画面：高橋フェロー着席》

今のその水位の監視は、どなたがやられるんでしょうか。

技術班が見てるんじゃないの、違うかい？

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ちょ、ちょっと待って、消防車は頼んだよ、一杯。頼んだ。

昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ

位で切り替えるのが理想的かなと思っているんですけど。

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

炉圧に変化があったら調整する。 

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

じゃないや。ごめんなさい、えっとすみません。１０００

くてあの理想的には、すみません、ＴＡＦ とＳＲ弁の高さのあいだ位で、３０００ごめんなさい、

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

 ですか。それはどなたが監視されるんでしょうか。

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

 技術班の人、トレンドよろしくね。

《本店画面：高橋フェロー着席》 

今のその水位の監視は、どなたがやられるんでしょうか。

技術班が見てるんじゃないの、違うかい？ 

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ちょ、ちょっと待って、消防車は頼んだよ、一杯。頼んだ。

昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ

位で切り替えるのが理想的かなと思っているんですけど。

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

じゃないや。ごめんなさい、えっとすみません。１０００

とＳＲ弁の高さのあいだ位で、３０００ごめんなさい、

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

ですか。それはどなたが監視されるんでしょうか。

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

技術班の人、トレンドよろしくね。

今のその水位の監視は、どなたがやられるんでしょうか。 

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ちょ、ちょっと待って、消防車は頼んだよ、一杯。頼んだ。 

昨日言われた、００さんから言われてやった。もう着いてるよ。 

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ

位で切り替えるのが理想的かなと思っているんですけど。 

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

じゃないや。ごめんなさい、えっとすみません。１０００

とＳＲ弁の高さのあいだ位で、３０００ごめんなさい、

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

ラメータ上、余裕があれば、その辺を狙っていきたいと思ってます。 

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

ですか。それはどなたが監視されるんでしょうか。

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

技術班の人、トレンドよろしくね。 

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

じゃないや。ごめんなさい、えっとすみません。１０００ じゃな

とＳＲ弁の高さのあいだ位で、３０００ごめんなさい、

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

のところ、ＲＣＩＣがとんでからのデータから見ると、１時間に１０００ｍｍ 位は落っこちてく

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

ですか。それはどなたが監視されるんでしょうか。 

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。

本部長、水位の監視に非常に重要なんで、明確な体制を決めていただいて……。 

 

サイトはとりあえず本店の安全屋さんとも話をしたんですけれども、ＴＡＦまでは静観しようと

までのトレンドを評価しつつ、３号のパラメータをにらみながら、ＴＡＦ 

先ほど、柏崎の横村さんからのアドバイスありましたけれども、水位をそんなに厳密にコントロ

ールするのは非常に難しいと思うので、一回は満水にしたらいかがでしょうか。炉圧を見ていて

その切り替えているあいだに、そんな上方まで片っぽう満水にしているあいだに片っぽうがなく

じゃな

とＳＲ弁の高さのあいだ位で、３０００ごめんなさい、

間違っていました。３０００位を一番のターゲットにするのがいいのかなって思っています。今

位は落っこちてく

ると思っています。なので、ＴＡＦ到達までとトレンドを見つつＴＡＦ十３０００位を３号のパ

分かった。それを監視パラメータにして切り返しのタイミングを見ていくというように運用して

いま切り替えて、ここで行ってくださいって言ってから３０分位かかるんだっけ。１０分？ ４

すみません。その水位の監視ですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思いま

やりなさいって言えばいいんですよ、●●さん、●●なんだから。非常に重要なことですよ。１、

２、３号機すべて体制を決めて、誰が何をやるか、やってくださいって言うべきじゃないですか。 
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場所 発言者

吉田所長
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復旧班

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  いいよ、なに、なに、早く言って？

  水位の監視。

吉田所長  えっ？

  水位の監視。

吉田所長  水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

よろしいですか。

  それはいいと思っています。

吉田所長  ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

ことでどうでしょうか。

  いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

きたいと思います。

吉田所長  そりやあね、用意しといてもらえばいいんですって言うだ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

  これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。

吉田所長  お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

申し上げますけれども。

 そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

つはあらかじめ準備しておくと。

吉田所長  だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。

武藤副社長  分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？

吉田所長  ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。

 武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

 そうなんだよな。つまり、言うほうもさ、間違ってんだよ。

復旧班  復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

のほうに来ていただければと思います。

 ＝さあ、ここ誰が仕切っているんだよ。

2011 年 3 月 1

 

いいよ、なに、なに、早く言って？

水位の監視。 

えっ？ 

水位の監視。 

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

よろしいですか。

それはいいと思っています。

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

ことでどうでしょうか。

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

きたいと思います。

そりやあね、用意しといてもらえばいいんですって言うだ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

申し上げますけれども。

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

つはあらかじめ準備しておくと。

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

そうなんだよな。つまり、言うほうもさ、間違ってんだよ。

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

のほうに来ていただければと思います。

＝さあ、ここ誰が仕切っているんだよ。
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いいよ、なに、なに、早く言って？

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

よろしいですか。 

それはいいと思っています。 

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

ことでどうでしょうか。 

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

きたいと思います。 

そりやあね、用意しといてもらえばいいんですって言うだ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

申し上げますけれども。 

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

つはあらかじめ準備しておくと。

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

そうなんだよな。つまり、言うほうもさ、間違ってんだよ。

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

のほうに来ていただければと思います。

＝さあ、ここ誰が仕切っているんだよ。
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発言内容

いいよ、なに、なに、早く言って？ 

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

 

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

そりやあね、用意しといてもらえばいいんですって言うだ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

つはあらかじめ準備しておくと。 

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

そうなんだよな。つまり、言うほうもさ、間違ってんだよ。

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

のほうに来ていただければと思います。 

＝さあ、ここ誰が仕切っているんだよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

そりやあね、用意しといてもらえばいいんですって言うだけの人はうらやましいよ。なぁ、誰だ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。 

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

そうなんだよな。つまり、言うほうもさ、間違ってんだよ。 

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関
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水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

けの人はうらやましいよ。なぁ、誰だ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

いといけないから物を運ぶときに車で運ぶでしょ。だから今回のように＝。 

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

わないようによく見ておくことっていうのは、そういうことだろ？ 

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

そういうことはしたいと思うんですよ。負担にならないように。 

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。

 

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

けの人はうらやましいよ。なぁ、誰だ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

から、どうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えて言ってほしいんだよ。 

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

 

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

武黒さんから来たって言うたよな。要するに身近にいる人、みんな言うから。 

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関

 

水位の監視？しますよ。するんだけど、この水位の監視と人命の話もあるわけだよ。線量の話も

あってさ。で、だからある程度、一定量、基本的にはメイキャップしているという前提のもとで、

常時監視できないものは、常時監視でなくていいということにせざるを得ないと思っています。

ただし、燃料の交換等々がありますから、少なくともそれに先立つ期間に行って、燃料を交換す

るなりしたとき、必ずデータを確認するという形で取り組んでもらうと。もしくはプラントがト

ランジェントの場合は、何人かでも交替で見に行ってもらうということも当然ありと、そういう

いいと思います。ぜひ、燃料のことについて言えばですが、あらかじめもう用意しといていただ

けの人はうらやましいよ。なぁ、誰だ

ってそう思うよ。このドタバタの中でさあ、物資が来ない、運ぶ手段もない、そういう中でギリ

ギリみんなやってんだからさ、そんなきれいごと言ったってできないものはできないんだよ、だ

お願いなんだけど、それはこの少ない所員の中でさ、それをやるって言ったってもう無理よ、も

う。普通のプラントじゃなくなったんだから。全社的に変えてやらない限りできませんよ、そん

なことは。私に言われてもあれなんだけれども、社長に言ってほしいんだけれど、ぼくは社長に

そんなに難しいことを言っているわけじゃなくて、あらかじめ買える燃料ですとか、そういうや

だからあらかじめ準備してても、どさくさになると、燃料で使ったり、車で使ったり、移動しな

分かった、分かった、分かった。両側が２号と３号両方見て、あまり片側だけびっこになっちゃ

ええ、だからね、ちょっとね、行ったときについでに見るということもなしに、それだけ見て帰

るということがあったんで、行ったらもういろんな物を見てくると、極力短い時間でもですね、

復旧班からお願いがございます。物資が来ましたので、手の空いている方はですね、車から荷物

を降ろすのを手伝っていただきたいと思います。協力していただける方はですね。えっと、玄関



 

時刻 

 

22:53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:55 

 

22:56 

 

22:57 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

 

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

技術班

吉田所長

 

資材班

 

 

発電班

資材班

技術班

増田所長

武藤副社長

技術班

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  復旧班からお知らせいたします。

 誰が司会者やってるの？

吉田所長  ●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

裕があるやつが運んでくれ、それだろ？

復旧班  ＡＴＭ

ので、よろしくお願いします。

吉田所長  何人？

復旧班  ２０人位いれば。

吉田所長  ２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

ろについて手伝ってやってくれないかな。

ＯＳＣ  物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

技術班  そろそろ、そろそろトレンド

吉田所長  はい、ありがとうございます。

 えっ、ガソリン入ってるの？

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。

資材班  すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

 これまた、おれんとこ差してるよ。

 民間ルートで。

発電班  マイナス１６００。

資材班  すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

くお願いいたします。

技術班  ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

増田所長  すみません、福島第二の増田です。本店か１Ｆ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

ろしいんでしょうか。

武藤副社長  何か、今の炉圧何だって？

技術班  い、１．８２３です。

武藤副社長  えらく高くなったね。

2011 年 3 月 1

 

復旧班からお知らせいたします。

誰が司会者やってるの？

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

裕があるやつが運んでくれ、それだろ？

ＡＴＭ のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

何人？ 

２０人位いれば。

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

ろについて手伝ってやってくれないかな。

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

そろそろ、そろそろトレンド

はい、ありがとうございます。

えっ、ガソリン入ってるの？

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

これまた、おれんとこ差してるよ。

民間ルートで。 

マイナス１６００。

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

くお願いいたします。

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

すみません、福島第二の増田です。本店か１Ｆ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

ろしいんでしょうか。

何か、今の炉圧何だって？

い、１．８２３です。

えらく高くなったね。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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復旧班からお知らせいたします。

誰が司会者やってるの？ 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

裕があるやつが運んでくれ、それだろ？

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

２０人位いれば。 

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

ろについて手伝ってやってくれないかな。

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

そろそろ、そろそろトレンド の方、よろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございます。

えっ、ガソリン入ってるの？ 

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

これまた、おれんとこ差してるよ。

 

マイナス１６００。 

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

くお願いいたします。 

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

すみません、福島第二の増田です。本店か１Ｆ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

ろしいんでしょうか。 

何か、今の炉圧何だって？ １．８２７？

い、１．８２３です。 

えらく高くなったね。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

復旧班からお知らせいたします。 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

裕があるやつが運んでくれ、それだろ？ 

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

ろについて手伝ってやってくれないかな。 

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

の方、よろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございます。 

 いま＝だって。いや、これは＝。これは１Ｆに行ったんですよ。

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

これまた、おれんとこ差してるよ。 

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

すみません、福島第二の増田です。本店か１Ｆ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

１．８２７？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

の方、よろしくお願いいたします。

いま＝だって。いや、これは＝。これは１Ｆに行ったんですよ。

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

すみません、福島第二の増田です。本店か１Ｆ か、どっちか分かんないですけど、教えてくださ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。

の方、よろしくお願いいたします。 

いま＝だって。いや、これは＝。これは１Ｆに行ったんですよ。

２Ｆにはガソリンは行っていない。ガソリンも入ってますからね。 

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。

か、どっちか分かんないですけど、教えてくださ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

物資が届いて何よりです。ガソリンも入っていますから、よろしくお願いします。 

いま＝だって。いや、これは＝。これは１Ｆに行ったんですよ。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

ドライウェル圧力が０．５４で、これも上がっています。えっとＳＲ弁・・・。 

か、どっちか分かんないですけど、教えてくださ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ

 

●●の声が小さいから、おれが言ってやるわ。物資が来たから下から上へ運べと、手渡しで、余

のほうに止まっていますので、何人かの方は、外のほうの対応もお願いしたいと思います

２０人位な。ちょっと悪いんだけど、２０人位、ちょっといま手が空いている人は、●●君の後

いま＝だって。いや、これは＝。これは１Ｆに行ったんですよ。

すみません、業務車持っている方いらっしゃったら鍵のほうをお返しください。お願いします。 

すみません、資材班ですけれども、個人の方でも、あの車両のほうご協力できる方いらっしゃっ

たら、あのこちらのほうにお知らせください。あの車両が絶対的に不足していますので、よろし

ちょっとトレンドが変わりましたんで。２号のデータですけれども、２２時５０分で炉水位が－

１６００、ちょっと落ちましたね。炉圧が１．８２３、これはちょっと、かなり上がっています。

か、どっちか分かんないですけど、教えてくださ

い。いま柏崎から福島第二に、三十数名の応援者が来ました。ちょっとこの方々は、我々話を聞

いていなくて、どこでどういうふうになったか分からないんですが、どこにどう連れていけばよ



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:59 

 

 

23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

柏崎 

２Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

２Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

２Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

武藤副社長

清水社長

技術班

武藤副社長

復旧班

技術班

復旧班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

 

増田所長

 

技術班

増田所長

 

１Ｆ 

増田所長

 

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

高橋フェロー

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  第二のやつは、●●君にちょっと聞いて。

武藤副社長  Ｓ、ＳＲ

清水社長  内藤、内藤。

技術班  ＳＲ

武藤副社長  ＳＲ

復旧班  もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

るんですけど、いかがでしょうか。すみません、１Ｆ

技術班  いまちょっと確認中です。

復旧班  あっ、お願いします。

技術班  はい。

  ＳＲ弁が閉まった？

  炉圧が上がって、水位が・・・。

 ２Ｆ

増田所長  はい。はい、２Ｆ増田です。

 柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

なんで。

技術班  炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。

増田所長  はい、そうすると、どうするんですか、２Ｆ

 ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

  ドライウェル圧力０．５８。

増田所長  ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

－、じやあ一電話します、●●。

 電話して。

  時刻、お願いします。

  ２３時ちょうど、了解。

技術班  これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。

高橋フェロー  いま－

高橋フェロー  あ、そつか。じゃあ２号でいいや。えっ、２

2011 年 3 月 1

 

第二のやつは、●●君にちょっと聞いて。

Ｓ、ＳＲ 弁２弁目は閉まってるんだよな。

内藤、内藤。 

ＳＲ 弁閉まっていないですか。

ＳＲ 弁閉まってんじゃないの。

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

るんですけど、いかがでしょうか。すみません、１Ｆ

いまちょっと確認中です。

あっ、お願いします。

はい。 

ＳＲ弁が閉まった？

炉圧が上がって、水位が・・・。

２Ｆ 増田さん、２Ｆ

はい。はい、２Ｆ増田です。

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

なんで。 

炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。

はい、そうすると、どうするんですか、２Ｆ

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

ドライウェル圧力０．５８。

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

－、じやあ一電話します、●●。

電話して。 

時刻、お願いします。

２３時ちょうど、了解。

これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。

いま－ ３号、１、２、３号のデータを教えてくれ。

あ、そつか。じゃあ２号でいいや。えっ、２

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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第二のやつは、●●君にちょっと聞いて。

弁２弁目は閉まってるんだよな。

弁閉まっていないですか。

弁閉まってんじゃないの。

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

るんですけど、いかがでしょうか。すみません、１Ｆ

いまちょっと確認中です。 

あっ、お願いします。 

ＳＲ弁が閉まった？ 

炉圧が上がって、水位が・・・。

増田さん、２Ｆ 増田さん、聞こえます？

はい。はい、２Ｆ増田です。 

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。

はい、そうすると、どうするんですか、２Ｆ

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

ドライウェル圧力０．５８。 

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

－、じやあ一電話します、●●。

時刻、お願いします。 

２３時ちょうど、了解。 

これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。

３号、１、２、３号のデータを教えてくれ。

あ、そつか。じゃあ２号でいいや。えっ、２

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

第二のやつは、●●君にちょっと聞いて。 

弁２弁目は閉まってるんだよな。 

弁閉まっていないですか。 

弁閉まってんじゃないの。 

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

るんですけど、いかがでしょうか。すみません、１Ｆ

炉圧が上がって、水位が・・・。 

増田さん、聞こえます？

 

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。

はい、そうすると、どうするんですか、２Ｆ で、。

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

 

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

－、じやあ一電話します、●●。 

これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。

３号、１、２、３号のデータを教えてくれ。

あ、そつか。じゃあ２号でいいや。えっ、２ 号は？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

るんですけど、いかがでしょうか。すみません、１Ｆ さん。

増田さん、聞こえます？ 

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。

で、。 

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。

３号、１、２、３号のデータを教えてくれ。 

号は？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

さん。 

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

炉圧２．０７０、炉水位－１７００、ドライウェル圧力０．５８。 

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

これ、閉まってるよ、閉まってる、これ。入ってない、いま。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

ということで、リーダーは認識していますから、ちょっと確認してみてください。 

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ

 

もしもし、炉水位の挙動が少Ｌ変で、ＳＲ弁が閉まっているとか、何かちょっと挙動の変化があ

柏の●●ですが、サーベイの人が柏から２Ｆに着いたと思うんですが、その人は１Ｆに行く予定

ごめんなさい。リーダーは認識していますからどうすれば？ごめんなさい、聞こえなかった、あ



 

時刻 

 

 

 

 

23:04 

 

 

 

 

23:05 

 

 

 

 

23:06 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

高橋フェロー

技術班

吉田所長

技術班

技術班

武藤副社長

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  うん。いまの一番新しいのは何時？原子炉圧が２．０７。はい。水位が－１７００、ドライウェ

ル圧力がが０．５＝。２．０７パスカルもあるの。急に上がったね。で入っているの？入ってい

ない？これ、炉圧が上がっているの２，０７。やめちゃうと中の圧力が上がっちゃうから＝。

技術班  たぶん、ＳＲ弁がこけている

吉田所長  これはねＳＲ弁のが厳しいと思うよ。

技術班  これは結果でしか分からないけど、おそらくバッテリーがこけているんだよ。あ－、これ、やっ

と来たので、いまそれで対応しに行く。はいはい。

技術班  ていうかもう全然早く開けてもらわないと、またどんどん空焚きになっちゃいますよ、はいはい、

落っこっちやいますから、簡単に。

武藤副社長  はい、ニュースですか？

高橋フェロー  いま１Ｆ

が閉まっちゃって、差圧、圧力が立っちゃって水が入っていないんじゃないかつて、そういう心

配ですか。

技術班  そうです。

高橋フェロー  それでＳＲ

発電班  ええ、中操の方で確認したら、ＳＲ

ーいま言われた注水ができていないということなので、このままずっと放っておきますと、また

今日の事象までさかのぼりますから、速やかにＳＲ弁は開けると、開けるためにはバッテリーと

あとは空気側が必要なので、それについては保全側と当直側で調整して早めに開けて、開けるよ

うにいたします。

高橋フェロー  そうするとさ、バッテリーがまだあるんだけれど、また次のやつもだめになっちゃうからバッテ

リーの予備が非常に重要になってきたね。

発電班  はい、そうですね。

高橋フェロー  それで来たやつは使えるかどうかってのは、チェックしたんだっけ？

発電班  私、全部チェックしているわけではありませんけれども、昨日の夜中、夜来たのは、１２Ｖ、１

２Ｖバッテリーでそれをたくさん中操に、いくつか中操に入れたので、それをペアにして２４Ｖ

の電源として使ったりできてますから、同じような物をまた、資材班経由でまたお願い、また足

りなければまたお願いしたいと思います。

高橋フェロー  さっきの話でサイトのバッテリーはまだ予備はあるんだよね？どの位あるんだっけ？

発電班  えっ、えっ、それでさっき来たのもあって、今日の夜の打ち合わせで、●●のほうからいくらあ

るのかとりまとめて、追加が必要であればお願いしたいという話をしたかと思いますけれども、

その中でお願いしたいと思います。

高橋フェロー  で、ま、とにかくいまＳＲ弁が閉まっちゃうのは非常に困るので、とりあえずどの位、いま新し

く来て使えるかどうか分からないっていうのは、使えるかどうかチェックした？

発電班  どれが来ているか分かんないんですけど、いま手持ちの物で今日は間に合っていて、足りないん

であればまたお願いしますので、まずはどういう物を持っているのか、復旧班のほうで確認する

ようにします。

高橋フェロー  では、至急確認してくれる？

2011 年 3 月 1

 

うん。いまの一番新しいのは何時？原子炉圧が２．０７。はい。水位が－１７００、ドライウェ

ル圧力がが０．５＝。２．０７パスカルもあるの。急に上がったね。で入っているの？入ってい

ない？これ、炉圧が上がっているの２，０７。やめちゃうと中の圧力が上がっちゃうから＝。

たぶん、ＳＲ弁がこけている

これはねＳＲ弁のが厳しいと思うよ。

これは結果でしか分からないけど、おそらくバッテリーがこけているんだよ。あ－、これ、やっ

と来たので、いまそれで対応しに行く。はいはい。

ていうかもう全然早く開けてもらわないと、またどんどん空焚きになっちゃいますよ、はいはい、

落っこっちやいますから、簡単に。

はい、ニュースですか？

いま１Ｆ さんから聞こえたのは、２号が空焚きになっちゃうよというのを聞こえたのは、ＳＲ

が閉まっちゃって、差圧、圧力が立っちゃって水が入っていないんじゃないかつて、そういう心

配ですか。 

そうです。 

それでＳＲ 弁は見に？

ええ、中操の方で確認したら、ＳＲ

ーいま言われた注水ができていないということなので、このままずっと放っておきますと、また

今日の事象までさかのぼりますから、速やかにＳＲ弁は開けると、開けるためにはバッテリーと

あとは空気側が必要なので、それについては保全側と当直側で調整して早めに開けて、開けるよ

うにいたします。

そうするとさ、バッテリーがまだあるんだけれど、また次のやつもだめになっちゃうからバッテ

リーの予備が非常に重要になってきたね。

はい、そうですね。

それで来たやつは使えるかどうかってのは、チェックしたんだっけ？

私、全部チェックしているわけではありませんけれども、昨日の夜中、夜来たのは、１２Ｖ、１

２Ｖバッテリーでそれをたくさん中操に、いくつか中操に入れたので、それをペアにして２４Ｖ

の電源として使ったりできてますから、同じような物をまた、資材班経由でまたお願い、また足

りなければまたお願いしたいと思います。

さっきの話でサイトのバッテリーはまだ予備はあるんだよね？どの位あるんだっけ？

えっ、えっ、それでさっき来たのもあって、今日の夜の打ち合わせで、●●のほうからいくらあ

るのかとりまとめて、追加が必要であればお願いしたいという話をしたかと思いますけれども、

その中でお願いしたいと思います。

で、ま、とにかくいまＳＲ弁が閉まっちゃうのは非常に困るので、とりあえずどの位、いま新し

く来て使えるかどうか分からないっていうのは、使えるかどうかチェックした？

どれが来ているか分かんないんですけど、いま手持ちの物で今日は間に合っていて、足りないん

であればまたお願いしますので、まずはどういう物を持っているのか、復旧班のほうで確認する

ようにします。 

では、至急確認してくれる？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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うん。いまの一番新しいのは何時？原子炉圧が２．０７。はい。水位が－１７００、ドライウェ

ル圧力がが０．５＝。２．０７パスカルもあるの。急に上がったね。で入っているの？入ってい

ない？これ、炉圧が上がっているの２，０７。やめちゃうと中の圧力が上がっちゃうから＝。

たぶん、ＳＲ弁がこけている 

これはねＳＲ弁のが厳しいと思うよ。

これは結果でしか分からないけど、おそらくバッテリーがこけているんだよ。あ－、これ、やっ

と来たので、いまそれで対応しに行く。はいはい。

ていうかもう全然早く開けてもらわないと、またどんどん空焚きになっちゃいますよ、はいはい、

落っこっちやいますから、簡単に。

はい、ニュースですか？ 

さんから聞こえたのは、２号が空焚きになっちゃうよというのを聞こえたのは、ＳＲ

が閉まっちゃって、差圧、圧力が立っちゃって水が入っていないんじゃないかつて、そういう心

弁は見に？ どうなんですか。ＳＲ弁の監視のあれは？

ええ、中操の方で確認したら、ＳＲ

ーいま言われた注水ができていないということなので、このままずっと放っておきますと、また

今日の事象までさかのぼりますから、速やかにＳＲ弁は開けると、開けるためにはバッテリーと

あとは空気側が必要なので、それについては保全側と当直側で調整して早めに開けて、開けるよ

うにいたします。 

そうするとさ、バッテリーがまだあるんだけれど、また次のやつもだめになっちゃうからバッテ

リーの予備が非常に重要になってきたね。

はい、そうですね。 

それで来たやつは使えるかどうかってのは、チェックしたんだっけ？

私、全部チェックしているわけではありませんけれども、昨日の夜中、夜来たのは、１２Ｖ、１

２Ｖバッテリーでそれをたくさん中操に、いくつか中操に入れたので、それをペアにして２４Ｖ

の電源として使ったりできてますから、同じような物をまた、資材班経由でまたお願い、また足

りなければまたお願いしたいと思います。

さっきの話でサイトのバッテリーはまだ予備はあるんだよね？どの位あるんだっけ？

えっ、えっ、それでさっき来たのもあって、今日の夜の打ち合わせで、●●のほうからいくらあ

るのかとりまとめて、追加が必要であればお願いしたいという話をしたかと思いますけれども、

その中でお願いしたいと思います。

で、ま、とにかくいまＳＲ弁が閉まっちゃうのは非常に困るので、とりあえずどの位、いま新し

く来て使えるかどうか分からないっていうのは、使えるかどうかチェックした？

どれが来ているか分かんないんですけど、いま手持ちの物で今日は間に合っていて、足りないん

であればまたお願いしますので、まずはどういう物を持っているのか、復旧班のほうで確認する

 

では、至急確認してくれる？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

うん。いまの一番新しいのは何時？原子炉圧が２．０７。はい。水位が－１７００、ドライウェ

ル圧力がが０．５＝。２．０７パスカルもあるの。急に上がったね。で入っているの？入ってい

ない？これ、炉圧が上がっているの２，０７。やめちゃうと中の圧力が上がっちゃうから＝。

 

これはねＳＲ弁のが厳しいと思うよ。 

これは結果でしか分からないけど、おそらくバッテリーがこけているんだよ。あ－、これ、やっ

と来たので、いまそれで対応しに行く。はいはい。

ていうかもう全然早く開けてもらわないと、またどんどん空焚きになっちゃいますよ、はいはい、

落っこっちやいますから、簡単に。 

さんから聞こえたのは、２号が空焚きになっちゃうよというのを聞こえたのは、ＳＲ

が閉まっちゃって、差圧、圧力が立っちゃって水が入っていないんじゃないかつて、そういう心

どうなんですか。ＳＲ弁の監視のあれは？

ええ、中操の方で確認したら、ＳＲ 弁１，１個閉まっているというので、圧力が高くなって、え

ーいま言われた注水ができていないということなので、このままずっと放っておきますと、また

今日の事象までさかのぼりますから、速やかにＳＲ弁は開けると、開けるためにはバッテリーと

あとは空気側が必要なので、それについては保全側と当直側で調整して早めに開けて、開けるよ

そうするとさ、バッテリーがまだあるんだけれど、また次のやつもだめになっちゃうからバッテ

リーの予備が非常に重要になってきたね。 

それで来たやつは使えるかどうかってのは、チェックしたんだっけ？

私、全部チェックしているわけではありませんけれども、昨日の夜中、夜来たのは、１２Ｖ、１

２Ｖバッテリーでそれをたくさん中操に、いくつか中操に入れたので、それをペアにして２４Ｖ

の電源として使ったりできてますから、同じような物をまた、資材班経由でまたお願い、また足

りなければまたお願いしたいと思います。 

さっきの話でサイトのバッテリーはまだ予備はあるんだよね？どの位あるんだっけ？

えっ、えっ、それでさっき来たのもあって、今日の夜の打ち合わせで、●●のほうからいくらあ

るのかとりまとめて、追加が必要であればお願いしたいという話をしたかと思いますけれども、
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で、ま、とにかくいまＳＲ弁が閉まっちゃうのは非常に困るので、とりあえずどの位、いま新し

く来て使えるかどうか分からないっていうのは、使えるかどうかチェックした？

どれが来ているか分かんないんですけど、いま手持ちの物で今日は間に合っていて、足りないん

であればまたお願いしますので、まずはどういう物を持っているのか、復旧班のほうで確認する
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ない？これ、炉圧が上がっているの２，０７。やめちゃうと中の圧力が上がっちゃうから＝。
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どれが来ているか分かんないんですけど、いま手持ちの物で今日は間に合っていて、足りないん

であればまたお願いしますので、まずはどういう物を持っているのか、復旧班のほうで確認する
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場所 発言者

発電班

高橋フェロー

発電班

復旧班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

１F 

高橋フェロー
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吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

資材班

吉田所長

資材班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  はい。

高橋フェロー  それがさ、そこがネックになってるからさ、ＳＲ弁が今の段階で。

発電班  分かりました、そうですね。

復旧班  すみません、●●ですけれども、もう１点、いまＳＲ弁が１個開いているんで、ポンプのほうは

閉め切り運転にはなってはいないんだけれど、両方閉まっちゃうと閉め切り運転になっちゃうと

思うんですね、遠からず。それで運転していると、あの、なんていうのですか、消火ポンプはど

ういうスペックか知らないですけど、あんまりよろしくないような気がして、なけなしのポンプ

をいじめることになるので、とりあえず早めにお願いします。

高橋フェロー  ●●君、消防車の予備になっているのはあと何台あるんだっけ？

発電班  消防車の予備って何台あるんでしたっけ？それを●●さんか●●さんのほうで。

高橋フェロー  ちょっと確認してさあ、もうあの。

  高橋さん。

高橋フェロー  はい。

  高橋さん、いいですか。

高橋フェロー  はい。

  消防車なんですが、吉田さんが首相官邸と話をしている中で、米軍から消防車を１台借りること

になりました。

吉田所長  すいません、●●君が言っている話は結構喫緊ですね、消防車が何か横田基地をもう、今日出る

でしょ、あと１、２時間で出てきて、こっち来て、広野で装備してこっち持ってきてくれるとい

うんですよね。広野じゃなくて、第二で、ちょっとその段取りを決めないといけないんで、ちょ

っとご協力いただきたいんだけど、場合によっては第二だけじゃ大変なんで、ちょっと急遮なん

だけど、本店サイドにお願いを

プ全体で言うと、結構いろんな消火ポンプを持ってきてくれて、今日も２台届いて、それを１台

は３号機、いや１号機の、いや違う、３号機の注水ラインで使ったりとかですね、しているんで

すよ。ちょっとどんどん来るもんですから、現時点で何台余裕があるとかというのが把握してい

ませんが、現時点でざっくり言うと、２、３台は余裕がある、ということです。だけど消火ポン

プがまた壊れると、これはまた取り替えるのに流量出ないんで、これはある程度のボリュームの

ストックが欲しいと、こう

高橋フェロー  そうですね。もう長くなるんで、消耗品のような考え方でいかないと、という感じがしますね。

吉田所長  それですみません。●●さんにはお願いは、そんな話があって●●君がちょっと向こうの外務省

とかの対応をしているので、あとで相談に乗ってやっていただきたいんですけれども、お願いし

ます。●●さん、いらっしゃいます？

資材班  おります。ご用件はよく分かりました。そういう政府から来る話と、個別の調達の話とちょっと

ごちゃごちゃしちゃってですね、ちょっと整理が必要かと思ってますんで、何か要らない物がも

のすごく一杯来たりとか、必要な物がなかったりとかあるみたいなんで、ちょっとそこの調整が

どうしても必要だと思いますんで、ちょっとこのあと、終わってからですね、関係部で打ち合わ

せしようという話になっています。

吉田所長  はい、よろしくお願いします。

資材班  はい。
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すいません、●●君が言っている話は結構喫緊ですね、消防車が何か横田基地をもう、今日出る

でしょ、あと１、２時間で出てきて、こっち来て、広野で装備してこっち持ってきてくれるとい

うんですよね。広野じゃなくて、第二で、ちょっとその段取りを決めないといけないんで、ちょ

っとご協力いただきたいんだけど、場合によっては第二だけじゃ大変なんで、ちょっと急遮なん

だけど、本店サイドにお願いを

プ全体で言うと、結構いろんな消火ポンプを持ってきてくれて、今日も２台届いて、それを１台

は３号機、いや１号機の、いや違う、３号機の注水ラインで使ったりとかですね、しているんで

すよ。ちょっとどんどん来るもんですから、現時点で何台余裕があるとかというのが把握してい

ませんが、現時点でざっくり言うと、２、３台は余裕がある、ということです。だけど消火ポン
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のすごく一杯来たりとか、必要な物がなかったりとかあるみたいなんで、ちょっとそこの調整が
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はい、よろしくお願いします。
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発言者  

吉田所長  とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

ようなことをやるんで、よろしくお願いします。

技術班  炉圧２．６５５Ｍｐａ。

技術班  水位－２０００。

武藤副社長  今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

高橋フェロー  －２０００、あっ、下がってきた。それから＝。

吉田所長  了解。

復旧班  両方閉まってんじゃないの？

高橋フェロー  これ、ちょっと、ＳＲ弁、ちょっと急いでくれるかな？

技術班  多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

高橋フェロー  よろしいですか。ちょっとバッテリー早く。

吉田所長  みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。

発電班  分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。

発電班  今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

違うＳＲ

とをやります。

高橋フェロー  大変申し訳ないけど、よろしくお願いします。

小森常務  あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

たんで。別途、事務的ですけれどもまた相談させて下さい。

武藤副社長  内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。

清水社長  オフサイトセンターの小森さん。

小森常務  はい、小森です。

清水社長  今の話をもう一度確認させてください。

小森常務  はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

れております。事務的な話だと思います。

2011 年 3 月 1

 

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

ようなことをやるんで、よろしくお願いします。

炉圧２．６５５Ｍｐａ。

水位－２０００。

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

－２０００、あっ、下がってきた。それから＝。

了解。 

両方閉まってんじゃないの？

これ、ちょっと、ＳＲ弁、ちょっと急いでくれるかな？

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

よろしいですか。ちょっとバッテリー早く。

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。

分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

違うＳＲ 弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

とをやります。 

大変申し訳ないけど、よろしくお願いします。

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

たんで。別途、事務的ですけれどもまた相談させて下さい。

内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。

オフサイトセンターの小森さん。

はい、小森です。

今の話をもう一度確認させてください。

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

れております。事務的な話だと思います。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

ようなことをやるんで、よろしくお願いします。

炉圧２．６５５Ｍｐａ。 

水位－２０００。 

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

－２０００、あっ、下がってきた。それから＝。

両方閉まってんじゃないの？ 

これ、ちょっと、ＳＲ弁、ちょっと急いでくれるかな？

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

よろしいですか。ちょっとバッテリー早く。

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。

分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

 

大変申し訳ないけど、よろしくお願いします。

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

たんで。別途、事務的ですけれどもまた相談させて下さい。

内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。

オフサイトセンターの小森さん。

はい、小森です。 

今の話をもう一度確認させてください。

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

れております。事務的な話だと思います。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

ようなことをやるんで、よろしくお願いします。

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

－２０００、あっ、下がってきた。それから＝。

 

これ、ちょっと、ＳＲ弁、ちょっと急いでくれるかな？

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

よろしいですか。ちょっとバッテリー早く。 

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。

分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

大変申し訳ないけど、よろしくお願いします。

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

たんで。別途、事務的ですけれどもまた相談させて下さい。

内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。

オフサイトセンターの小森さん。 

今の話をもう一度確認させてください。 

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

れております。事務的な話だと思います。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

ようなことをやるんで、よろしくお願いします。 

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

－２０００、あっ、下がってきた。それから＝。 

これ、ちょっと、ＳＲ弁、ちょっと急いでくれるかな？ これ。

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

 

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。

分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

大変申し訳ないけど、よろしくお願いします。 

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

たんで。別途、事務的ですけれどもまた相談させて下さい。 

内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

これ。 

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

事してくれよ。ちょっと、なんか不明確になってきているぞ。 

分かりました。ドライウェル圧力０．６２。サブチャン圧力０．３５。 

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

 

内藤さん、今のリストをオフサイトセンターと共有してください。 

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。

多分あと１時間もしないうちにまたダウンスケールに戻ります、このままいくと。 

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてく

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ

 

とりあえず、明日の米軍は、各県を県の県警が先導してくるという、なんかパレードも兼ねてる

今のポンプの予備はどこになんぼあるかつていうのは、まとめて把握をしておいてください。 

みんなぼーっとしてきているんだけど、承ったら誰がやるって決めて、責任者決めておこう。返

今のＳＲ弁の件は、●●のほうで受けてもらって、当直、計装のほうでフォローして、やるのは

弁、まだ残っているのがあるでしょうから、それにバッテリーを繋いで開けるというこ

あと、資材関係でこちらの自衛隊の方に言われておりますのは、官邸から防衛省に依頼されてい

る物は、それはそれでいいんですけれども、どういう筋から依頼があるのかつていうのをはっき

りさせるために官邸から防衛省に依頼したりストのようなものがあるんであれば、オフサイトセ

ンターの東電のほうがそれを入手して自分のところに回してほしいと、それが一致すればとくに

問題ないんだけれども。かなり防衛省が混乱しているようだと、ちょっとリクエストがありまし

はい、こちらの自衛隊のトップに来られている、ちょっとまだ名前はいただいていませんが、申

し訳ございません、先ほどお話しさせていただいて、いろいろと協力をしているとのことのお礼

も含めてお話ししましたけれども、こちらでお願いをした物について向こうの調達とか、東電か

らこういうお願いがあったというのを大臣までちゃんと上げているらしいですね。官邸からも消

防庁の物があるかもしれませんけれど、防衛省に言っている物で依頼が来る物もあって、ちょっ

とどれがどちらも東電の第一の物であったりするので、官邸に依頼すること自身をとめてくれと

言っているのではなくて、そのリストをオフサイトセンター経由で私に下さいということを言わ
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発言者  

清水社長  はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

小森常務  はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

こちらで処理します。

清水社長  はい、はい。

復旧班  えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

すね、燃料って大丈夫なんでしたっけ？

吉田所長  フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。

復旧班  お願いします。

技術班  逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。

技術班  本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

ども。

自衛消防隊  消防ポンプは今のところほぼ満タン、入っております。

  ●●君、もう一回。

技術班  逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

ようにしていただけたらと思っています。

発電班  はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ておきます。

技術班  ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

す。

  ●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

ん？

技術班  高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

  それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。

技術班  あの、格納容器が壊れます。

  はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

武藤副社長  ということなので、逃がし安全弁を。

 《本店画面：清水社長が着席》

発電班  ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する

のか、してるのか説明してくれる？
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はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

こちらで処理します。

はい、はい。 

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

すね、燃料って大丈夫なんでしたっけ？

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。

お願いします。 

逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

ども。 

消防ポンプは今のところほぼ満タン、入っております。

●●君、もう一回。

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

ようにしていただけたらと思っています。

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ておきます。 

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

す。 

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

ん？ 

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。

あの、格納容器が壊れます。

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

ということなので、逃がし安全弁を。
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はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

こちらで処理します。 

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

すね、燃料って大丈夫なんでしたっけ？

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。

 

逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

消防ポンプは今のところほぼ満タン、入っております。

●●君、もう一回。 

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

ようにしていただけたらと思っています。

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。

あの、格納容器が壊れます。 

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

ということなので、逃がし安全弁を。

《本店画面：清水社長が着席》
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発言内容

はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

すね、燃料って大丈夫なんでしたっけ？ 

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。

逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

消防ポンプは今のところほぼ満タン、入っております。

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

ようにしていただけたらと思っています。 

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。

 

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

ということなので、逃がし安全弁を。 

《本店画面：清水社長が着席》 

ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する

のか、してるのか説明してくれる？ 
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発言内容 

はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。

逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

消防ポンプは今のところほぼ満タン、入っております。 

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する
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はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

て言ってたから、行っているはずなんだけど、ちょっと確認しますけどね。 

逃し安全弁を可能な限り開けて下さい、って言って下さい１Ｆに。 

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

それはドライウェルの破壊にも繋がりかねないということですよね。 

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。

ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する
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はい、了解。それをオフサイトセンターのほうに、調達した物を送ればいいと？ 

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

 

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。

はい、分かりました、かなりシビアな話だと思いますんで、じゃ、お願いします。 

ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する

 

はい、そうです。官邸に出したリストのようなものをこちらにも併せて並行していただければ、

えっとすいません。バッテリーを急いで交換する必要があると思うんですけど、それと同時にで

フォローやってるやつがちょっとここにいないんで。必ず、さっき切れそうになった時に行くっ

本店●●です。１Ｆさん、お願いします。逃がし安全弁についてはいま１弁、２弁って開けるこ

とになっていますが、可能な限り全弁開けるように努力していただけるとありがたいんですけれ

逃がし安全弁については、とにかく閉まったら大変なことになりますんで、１弁でも多く開ける

はい、分かりました。まずは複数台すぐ開けて、今の状態を、ＳＲ弁閉まる前の比較的状態とし

てはマイルドな状態まではすぐに持っていきます。その後で何台開けられるのかというのは考え

ぜひ、お願いします。その後、ひどい状況になったときは、本当に時間が、大変な状況になりま

●●さん、●●ですけど、すごくひどいことになるっていうのを、ちょっと説明してもらえませ

高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。 

ちょっと一日、これとめて、レベルが－３０００まで来ていますから、すぐ、どういう対応する
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場所 発言者

発電班

武藤副社長

発電班

吉田所長

 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

吉田所長
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高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

発電班

武藤副社長

発電班

武藤副社長

復旧班
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発電班

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  原子炉水位－２０００、原子炉圧力２．６５５。

武藤副社長  おー。

発電班  ドライウェル圧力０．６。サブチャン圧力０．３５。

吉田所長  ●●さん？

 これから資材班と３階で調整します。すでに頼んだ物は。

  明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

います。

復旧班  現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

  はい。

吉田所長  とりあえず行ってくれ。

  はい、分かりました。

高橋フェロー  ●●君。

発電班  はい。

高橋フェロー  アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

発電班  通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。

武藤副社長  昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

は使えないの？

発電班  そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

武藤副社長  それ、急いでやろう。

復旧班  はい、やっていきます。

高橋フェロー  そっちの問題ならね、よろしくお願いします。

発電班  はい、ありがとうございます。

武藤副社長  吉田さん。
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原子炉水位－２０００、原子炉圧力２．６５５。

おー。 

ドライウェル圧力０．６。サブチャン圧力０．３５。

●●さん？ 見ているあいだにも誰か手を動かしているんだっけ、誰か。

これから資材班と３階で調整します。すでに頼んだ物は。

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

います。 

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

はい。 

とりあえず行ってくれ。

はい、分かりました。

●●君。 

はい。 

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

は使えないの？ 

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

それ、急いでやろう。

はい、やっていきます。

そっちの問題ならね、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございます。

吉田さん。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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原子炉水位－２０００、原子炉圧力２．６５５。

ドライウェル圧力０．６。サブチャン圧力０．３５。

見ているあいだにも誰か手を動かしているんだっけ、誰か。

これから資材班と３階で調整します。すでに頼んだ物は。

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

とりあえず行ってくれ。 

はい、分かりました。 

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

 

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

それ、急いでやろう。 

はい、やっていきます。 

そっちの問題ならね、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございます。
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発言内容

原子炉水位－２０００、原子炉圧力２．６５５。

ドライウェル圧力０．６。サブチャン圧力０．３５。

見ているあいだにも誰か手を動かしているんだっけ、誰か。

これから資材班と３階で調整します。すでに頼んだ物は。

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

そっちの問題ならね、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございます。 
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発言内容 

原子炉水位－２０００、原子炉圧力２．６５５。 

ドライウェル圧力０．６。サブチャン圧力０．３５。 

見ているあいだにも誰か手を動かしているんだっけ、誰か。

これから資材班と３階で調整します。すでに頼んだ物は。 

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

そっちの問題ならね、よろしくお願いします。 
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見ているあいだにも誰か手を動かしているんだっけ、誰か。 

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

磁して、その圧を使って開けるというようなことをやっています。 

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。
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明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

も、いま当直にそのバッテリーを、端子電圧を測ってもらったところ、１３５Ｖ あって、要は最

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。

アキュムレータの圧力、それぞれどれ位あるかつていうのは分かるんだよね。 

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。

 

明らかに２号機はＳＲ弁が閉まった様子を示しています。これはバッテリーで開けてますけれど

あって、要は最

初の電圧のまま残っています。ということは、バッテリーが枯渇したのではなくて、これはアキ

ュムレータの残圧で開けていますので、そのエアのほうがなくなったと思って、えっ、アキュム

レータに溜まっていたエアのほうがなくなったものだと思っています。ということで、他のバル

ブ、ほかのＳＲ弁で残圧が残っているものがあることを期待して、その配線の繋ぎ替えをして違

うバルブを開けに、これから作業に取りかかります。あっ、ごめんなさい、これから現場に向か

現場に向かうときにちょっと気を付けてほしいことがあるんですけど、放管さんに測ってもらう

ようにしてください、多少なりとも破損がありましたので、線量が、中に入れば出ている場所が

あるかもしれませんから、最初に行ったときと同じような感覚で行かないほうがいいと思います。 

通常は３回分程度残っています。で、なんですけれどもＩＡ系ですとか、そういう細かい系統の

計測系は全部死んでいますんで、ほとんど見えない状態なんで、例えば、ＡＤＳだと何回分残っ

ている、アキュムレータだと何回分残っているという設備上の仕様をもとにそれを、電磁弁を励

昨日、何か、そのコンプレッサー、エンジン付きのコンプレッサーとか何とか言って集めたやつ

そういうのに使いたいからお願いしたんですけれども、すぐ現場に行ってまだ付けられてはいな

くて、すぐ付けていくというのでタービン側にも動いてもらって、というふうに聞いています。 



 

時刻 

 

 

 

23:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:23 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者
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武藤副社長
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武藤副社長
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武藤副社長
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吉田所長

武藤副社長

技術班

武藤副社長

技術班

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  はい。

武藤副社長  そうすると、今のやつが２号の課題ですね、ＳＲ

吉田所長  はい、そうですね。

武藤副社長  それが開きやあ、水が入るということは分かったと。

吉田所長  はい、はい。

武藤副社長  それからあとは３号と２号は水位見ながら、適切に両方、その、あまりどっちかだけに入っちゃ

わないように切り替えながら入れていくと、ちょっと、これ、大変だけど。それから１号機。

吉田所長  いや、それね、そんなね、切り替えなくてもいいんですよ。要するに１本入れれば。

武藤副社長  あっ、両方入れときや、両方入るっちゆうことか。

吉田所長  そうそう、そうそう。

武藤副社長  そういうことなんだ。っちゅうことは、うん、そういうことなんだな。それから１号は独立して

入っているから、入れときやいいと。

吉田所長  はい。

武藤副社長  そういうことですね。

吉田所長  そうです。

武藤副社長  あとは、周りのモニタリングなんかを注意深くやっていくと。

吉田所長  はい。

武藤副社長  ということかな、とりあえずは。

吉田所長  そうですね。

武藤副社長  あとは今朝方から、昨日から議論している本店で考えているプールの対策だとか、それから、明

日には工務のほうで電源、構内まで持っていっていただけそうな話もあると思うので、明日の時

間はちょっと分かんないけれども、明日以降は発電所の中に電気が来るということだと思うので、

それをどう繋いでいくかというような検討、これもう世界が変わると思うんで、ここはぜひ、考

えておいて、どこを優先的にやるのかというのをまず整理しておく必要があると思います。

吉田所長  はい。

武藤副社長  それからあと、。

技術班  ラプチャー割れるんじゃないの？

武藤副社長  その。

技術班  割れるとベントになっちゃうんじゃないの？

武藤副社長  ポンプもまだ予備があるということだと思うので、どこでどんだけあるかということを確認して、

いざという時にはそれを持ってって入れる、といったような段取りをしておくと。ということで
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そうすると、今のやつが２号の課題ですね、ＳＲ

はい、そうですね。 

それが開きやあ、水が入るということは分かったと。

それからあとは３号と２号は水位見ながら、適切に両方、その、あまりどっちかだけに入っちゃ

わないように切り替えながら入れていくと、ちょっと、これ、大変だけど。それから１号機。

いや、それね、そんなね、切り替えなくてもいいんですよ。要するに１本入れれば。

あっ、両方入れときや、両方入るっちゆうことか。

そうそう、そうそう。 

そういうことなんだ。っちゅうことは、うん、そういうことなんだな。それから１号は独立して

入っているから、入れときやいいと。

そういうことですね。 

あとは、周りのモニタリングなんかを注意深くやっていくと。

ということかな、とりあえずは。

あとは今朝方から、昨日から議論している本店で考えているプールの対策だとか、それから、明

日には工務のほうで電源、構内まで持っていっていただけそうな話もあると思うので、明日の時

間はちょっと分かんないけれども、明日以降は発電所の中に電気が来るということだと思うので、

それをどう繋いでいくかというような検討、これもう世界が変わると思うんで、ここはぜひ、考

えておいて、どこを優先的にやるのかというのをまず整理しておく必要があると思います。

それからあと、。 

ラプチャー割れるんじゃないの？

割れるとベントになっちゃうんじゃないの？

ポンプもまだ予備があるということだと思うので、どこでどんだけあるかということを確認して、

いざという時にはそれを持ってって入れる、といったような段取りをしておくと。ということで
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発言者  

まずはともかく水を各号機継続的に入れ続ける、それから入れ続けられるように、な条件、ＳＲ

弁を開けとくなんてことをしっかりやると。

吉田所長  はい。

武藤副社長  といったようなところが、当面の足元の一番大事な課題。そんな理解でいいですかね。

吉田所長  そうだと思います。

 《会話重複開始》

高橋フェロー  ちょっと話が進んじゃったんでちょっと戻ると、えっと、来てほしい。

発電班  すいません、ちょっと割り込みで申し訳ないですけども、１Ｆの発電班ですけども、２号機、ち

ょっとまた状態が悪くなっておりまして、ＳＲ

と下がって、いまえーダウンスケール、ダウンスケールになっています。でえっとそれに伴って

ドライウェルの圧力も上がって、いま０．６２，６２０ｋＰａまで来てますので、アキュムレー

ター、アキュムレーターじゃないやＰＣＶ

ああ、ラブチャー、ラブチャーが規定圧で割れてＰＣＶ

ます。この場合、外に言わないといけないと思いますので、情報提供していると思いますので。

という状況で。

武藤副社長  ラブチャー。

吉田所長  情報提供もやるんだけど、要するに対応も早くしましょう。

武藤副社長  うん、ラブチャーが切れたってことは確認できるんですか。

吉田所長  事象から見て想定しているんでしょ。

技術班  ２３時２０分、原子炉水位、ダウンスケールです。２０分、２３時２０分、原子炉水位、ダウン

スケールです。

発電班  はい、ラブチャーが設定どおりに割れて、系外にＰＣＶ

力が出ていくっていうのは想定内です。想定内ですけれども、事象として系外にそういうモヤモ

ヤが出ておりますよ、というのは言っておくべきだと思うので、うちの情報班を通して情報発信

すること。

吉田所長  はいはい、それはさっさ、さっさとやって、現場対応早くしましょう、はい。

復旧班  結構、動きが速いのでデータコールは、あれですかね、３分に１回位はお願いしますね。

技術班  はい、ちょっとトレンドをつかみましょう。

復旧班  はい。あとＳＲ弁、とにかく１個でもいいから早く開けてください。これ両方閉まってますね。

高橋フェロー  あとさ、非常に心配なんだけど、ラブチャーだけならラブチャー破れるからいいんだけど、その

前のバルブ、本当に大丈夫なんだろうな？

高橋フェロー  いや、そうすると、もう格納容器はかれないんですよ、それ調べないと。

技術班  えっと２分、あ一、分かりました、操作優先で、はい、はい。ラブチャー割れてベント始まるの

は、ドライウェルの圧力トレンドで見るしかないんですよね。

復旧班  そう。
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ます。この場合、外に言わないといけないと思いますので、情報提供していると思いますので。
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はい、ラブチャーが設定どおりに割れて、系外にＰＣＶ のサプレッションチェンバーの部分の圧

力が出ていくっていうのは想定内です。想定内ですけれども、事象として系外にそういうモヤモ

ヤが出ておりますよ、というのは言っておくべきだと思うので、うちの情報班を通して情報発信

はいはい、それはさっさ、さっさとやって、現場対応早くしましょう、はい。

結構、動きが速いのでデータコールは、あれですかね、３分に１回位はお願いしますね。

 

はい。あとＳＲ弁、とにかく１個でもいいから早く開けてください。これ両方閉まってますね。

あとさ、非常に心配なんだけど、ラブチャーだけならラブチャー破れるからいいんだけど、その

いや、そうすると、もう格納容器はかれないんですよ、それ調べないと。

えっと２分、あ一、分かりました、操作優先で、はい、はい。ラブチャー割れてベント始まるの

は、ドライウェルの圧力トレンドで見るしかないんですよね。
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場所 発言者

技術班

武藤副社長

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

早瀬顧問

吉田所長

早瀬顧問

吉田所長

早瀬顧問

吉田所長

発電班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

高橋フェロー

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

技術班

発電班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

技術班  壊れてトレンドがはねたところで宣言するということですよね、はい。だから、なるべくトレン

ド刻んでください。いま当直、操作入っちゃってるんで結構厳しいんですけど、圧力がディスク

リートに変化したところで宣言するようにします。

武藤副社長  分かりました。

  ダウンスケール、いまダウンスケールになっています。ダウンスケールは燃料がすべて水から出

ているという状況、と思いますので。

  おかしいよね。

  うん。

早瀬顧問  早瀬ですけどね、吉田さん。１回フラッディング、冠水しているから多分少し時間的な余裕はあ

るから落ち着いて、だけど、一番開きやすいＳＲ

かく、いま全部閉まっているんでしょ？

吉田所長  開けると、はい。

早瀬顧問  とにかく早く開けないと。

吉田所長  はい、はいはい、了解です。

早瀬顧問  ちゃんとやってよ。

吉田所長  はい、はい。

発電班  炉水、ダウンスケール。

技術班  炉水、ダウンスケール。炉圧３．１５。ドライウェルは？

  えっと、ＣＡＭＳ、Ａ。

  はい。

高橋フェロー  ドライウェルも教えてもらえますか。

  ＣＡＭＳ

  ８．８１。

  掛ける１０の０乗。

  １０

技術班  ドライウエルは？早く見て。

技術班  ドライウェルの圧力、分かんないですか。

発電班  いま確認中です。ちょっとお待ちください。ドライウエル０．７。

技術班  ドライウエル０．７。
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場所 発言者

発電班

吉田所長
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１Ｆ 

吉田所長

１Ｆ 

発電班

技術班

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 
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技術班
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１Ｆ 

武藤副社長

技術班

１Ｆ 

復旧班

技術班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  ＳＲ弁、すぐＳＲ弁、すぐ、開けてもらってください。

吉田所長  悪いけど、真っ先、

  状況が。

  ありぁって。

吉田所長  ありぁって。

  騒ぐな、騒ぐな。ちょっと待って。

発電班  計装の現場、分かる人だれかこっち来て。

技術班  ドライウエルのベントのライン。

発電班  バッテリー、いまどうなっているんだっけ。

  ●●●●。

  ベントはもう閉まってる可能性が高い。

  ●●●●。

武藤副社長  さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

８５。あと０．１５だ。あと。

技術班  そうです。

技術班  ベント開けたほうがいいですか。

技術班  ＳＲ弁を開けるんですよ。

武藤副社長  ＳＲ

技術班  ああ。

 《本店画面：高橋フェローが離席》

  そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

いいから。

武藤副社長  ０．７。

技術班  ベントですね、ベントが一番先だ。

  何が？

復旧班  そう、ベントが先だね、ベント。

技術班  ベントが先です。
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ＳＲ弁、すぐＳＲ弁、すぐ、開けてもらってください。
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計装の現場、分かる人だれかこっち来て。

ドライウエルのベントのライン。

バッテリー、いまどうなっているんだっけ。

ベントはもう閉まってる可能性が高い。

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

８５。あと０．１５だ。あと。

ベント開けたほうがいいですか。

ＳＲ弁を開けるんですよ。 

弁を早く開けないと、どんどん上がっていっちゃう。

《本店画面：高橋フェローが離席》

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

ベントですね、ベントが一番先だ。

そう、ベントが先だね、ベント。

ベントが先です。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ＳＲ弁、すぐＳＲ弁、すぐ、開けてもらってください。

どのバルブからでもいいから、開けやすいやつから。

騒ぐな、騒ぐな。ちょっと待って。 

計装の現場、分かる人だれかこっち来て。 

ドライウエルのベントのライン。 

バッテリー、いまどうなっているんだっけ。 

ベントはもう閉まってる可能性が高い。 

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

８５。あと０．１５だ。あと。 

ベント開けたほうがいいですか。 

弁を早く開けないと、どんどん上がっていっちゃう。

《本店画面：高橋フェローが離席》 

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

ベントですね、ベントが一番先だ。 

そう、ベントが先だね、ベント。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ＳＲ弁、すぐＳＲ弁、すぐ、開けてもらってください。 

どのバルブからでもいいから、開けやすいやつから。

 

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

弁を早く開けないと、どんどん上がっていっちゃう。 

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

どのバルブからでもいいから、開けやすいやつから。 

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

 

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが

 

さっきの格納容器のラブチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの？０．８５？０．

そこは言わないほうがいいって。ＳＲ弁、閉まっている可能性もあるんだから、言わないほうが
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東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

オフサイトセ

ンター 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

復旧班

発電班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

復旧班

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

復旧班

オフサイトセ

 

小森常務

オフサイトセ

 

 

武藤副社長

技術班

吉田所長

武藤副社長

オフサイトセ

 

小森常務

武藤副社長

保安班

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  ●●ちゃん、そのとおり。

発電班  でも、できないですから。

技術班  ベントできないと圧力、格納容器が壊れる。

  ベントして。

  開けられるとしたら。

  ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

復旧班  ドライウェルの、そう、ドライウェルの小弁しかない。

  小弁。

復旧班  ちょっとそれ聞きますから。

復旧班  すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

んですけど、どうもやっぱり開いていないみたいなんで。

高橋フェロー  おいおい。

復旧班  早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

か。

高橋フェロー  どうぞ、やってくれ。だって、やらないと壊れちゃうもん。

復旧班  ドライウェルの小弁、開ける方向で調整します。

小森常務  ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

 生蒸気が出ていきますからね。

武藤副社長  だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。

技術班  でも、やるしかないですよ。

吉田所長  そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

武藤副社長  うん、開けるんだよ、これは。

小森常務  うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。

武藤副社長  開けるってこと言わないとだめだな、これ。

保安班  風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

２Ｆ方向。

  炉圧。おい、炉圧。

2011 年 3 月 1

 

●●ちゃん、そのとおり。

でも、できないですから。

ベントできないと圧力、格納容器が壊れる。

ベントして。 

開けられるとしたら。

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

ドライウェルの、そう、ドライウェルの小弁しかない。

小弁。 

ちょっとそれ聞きますから。

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

んですけど、どうもやっぱり開いていないみたいなんで。

おいおい。 

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

か。 

どうぞ、やってくれ。だって、やらないと壊れちゃうもん。

ドライウェルの小弁、開ける方向で調整します。

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

生蒸気が出ていきますからね。

だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。

でも、やるしかないですよ。

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

うん、開けるんだよ、これは。

うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。

開けるってこと言わないとだめだな、これ。

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

２Ｆ方向。 

炉圧。おい、炉圧。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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●●ちゃん、そのとおり。 

でも、できないですから。 

ベントできないと圧力、格納容器が壊れる。

開けられるとしたら。 

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

ドライウェルの、そう、ドライウェルの小弁しかない。

ちょっとそれ聞きますから。 

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

んですけど、どうもやっぱり開いていないみたいなんで。

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

どうぞ、やってくれ。だって、やらないと壊れちゃうもん。

ドライウェルの小弁、開ける方向で調整します。

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

生蒸気が出ていきますからね。

だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。

でも、やるしかないですよ。 

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

うん、開けるんだよ、これは。

うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。

開けるってこと言わないとだめだな、これ。

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

炉圧。おい、炉圧。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

ベントできないと圧力、格納容器が壊れる。 

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

ドライウェルの、そう、ドライウェルの小弁しかない。

 

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

んですけど、どうもやっぱり開いていないみたいなんで。

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

どうぞ、やってくれ。だって、やらないと壊れちゃうもん。

ドライウェルの小弁、開ける方向で調整します。

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

生蒸気が出ていきますからね。 

だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。

 

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

うん、開けるんだよ、これは。 

うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。

開けるってこと言わないとだめだな、これ。 

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

 

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

ドライウェルの、そう、ドライウェルの小弁しかない。 

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

んですけど、どうもやっぱり開いていないみたいなんで。 

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

どうぞ、やってくれ。だって、やらないと壊れちゃうもん。 

ドライウェルの小弁、開ける方向で調整します。 

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。

 

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

 

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。

だけど、開けなきや過圧しちゃうんだから、開けるつきやないんだよ。 

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

うん、いや開けるんですけど、風向きだけ見といてください。 

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ドライウェルのほうのちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、そしたら。 

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

ドライウェルの小弁っていうのは、それは格納容器の中のあれ、物は出ちゃうんですよ。 

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。

 

 

すみません、サブチャンの小弁、サブチャンというかウエットウェルの小弁、微開だと思ってた

早急にドライウェルの小弁を開けなきやいけないと思っています。許可をいただけますでしょう

 

そう、もうもうこれはブレイクするのを、あとのこと考えないで、いまやるべきだと思うよ。 

風向きは２Ｆのスタックで北風です。真南のほうに吹いています。２Ｆの方向に吹いています。
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 場所

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

オフサイトセ

ンター 

オフサイトセ

ンター 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

オフサイトセ

 

小森常務

発電班

発電班

１Ｆ 

技術班

技術班

高橋フェロー

技術班

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

高橋フェロー

発電班

発電班

オフサイトセ

 

ＯＳＣ

オフサイトセ

 

小森常務

技術班

早瀬顧問

技術班

吉田所長

早瀬顧問

吉田所長

早瀬顧問

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

小森常務  ２Ｆ

発電班  いま、いくつ？

発電班  ドライウェル圧力０．７３。

  ０．７３。

技術班  ドライウエル０．７３。

技術班  サブチャン０．３０。で、炉圧は？

高橋フェロー  落ちた？

技術班  いや、でもドライウェル圧が高いなあ。ベントしかない。

高橋フェロー  いや、ウエットウェルの小弁を開けようっちゅうんでしょ？

吉田所長  はい、じゃあドライウェルベントを実施してください。

高橋フェロー  おいっ。

吉田所長  同時に通報してください。

高橋フェロー  できるのか？じやあ、やってくれ。

発電班  じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？

発電班  いや、分かる分かる。小さいベントと＝。

ＯＳＣ  どうしたんだろうな。

小森常務  通報したかどうか。

技術班  炉圧１．７３３。

早瀬顧問  ドライウェルベントできるんならさあ、おい、吉田。

技術班  ドライウエル０．７４。

吉田所長  はい。

早瀬顧問  ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。

吉田所長  はい。

早瀬顧問  余計なこと考えるな。こっちで全部責任とろから。

発電班  ＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？

2011 年 3 月 1

 

２Ｆ に、２Ｆ が上がるよ。

いま、いくつ？ 

ドライウェル圧力０．７３。

０．７３。 

ドライウエル０．７３。

サブチャン０．３０。で、炉圧は？

落ちた？ 落ちてもまだ、ね。

いや、でもドライウェル圧が高いなあ。ベントしかない。

いや、ウエットウェルの小弁を開けようっちゅうんでしょ？

はい、じゃあドライウェルベントを実施してください。

おいっ。 

同時に通報してください。

できるのか？じやあ、やってくれ。

じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？

いや、分かる分かる。小さいベントと＝。

どうしたんだろうな。

通報したかどうか。

炉圧１．７３３。

ドライウェルベントできるんならさあ、おい、吉田。

ドライウエル０．７４。

はい。 

ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。

はい。 

余計なこと考えるな。こっちで全部責任とろから。

＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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が上がるよ。 

 

ドライウェル圧力０．７３。 

ドライウエル０．７３。 

サブチャン０．３０。で、炉圧は？

落ちてもまだ、ね。

いや、でもドライウェル圧が高いなあ。ベントしかない。

いや、ウエットウェルの小弁を開けようっちゅうんでしょ？

はい、じゃあドライウェルベントを実施してください。

同時に通報してください。 

できるのか？じやあ、やってくれ。

じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？

いや、分かる分かる。小さいベントと＝。

どうしたんだろうな。 

通報したかどうか。 

炉圧１．７３３。 

ドライウェルベントできるんならさあ、おい、吉田。

ドライウエル０．７４。 

ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。

余計なこと考えるな。こっちで全部責任とろから。

＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

 

 

サブチャン０．３０。で、炉圧は？ １．９１３。あっ、落ちたねえ。

落ちてもまだ、ね。 

いや、でもドライウェル圧が高いなあ。ベントしかない。

いや、ウエットウェルの小弁を開けようっちゅうんでしょ？

はい、じゃあドライウェルベントを実施してください。

できるのか？じやあ、やってくれ。 

じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？

いや、分かる分かる。小さいベントと＝。 

ドライウェルベントできるんならさあ、おい、吉田。

ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。

余計なこと考えるな。こっちで全部責任とろから。

＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

１．９１３。あっ、落ちたねえ。

いや、でもドライウェル圧が高いなあ。ベントしかない。 

いや、ウエットウェルの小弁を開けようっちゅうんでしょ？ 

はい、じゃあドライウェルベントを実施してください。 

じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？

ドライウェルベントできるんならさあ、おい、吉田。 

ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。

余計なこと考えるな。こっちで全部責任とろから。 

＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

１．９１３。あっ、落ちたねえ。 

 

じゃあ当直のほうでドライウェルベントしますけれども、何弁？ 

ドライウェルベントできるんだったら、もう、すぐやれ。早く。 

＝戻して。で、ベント、ベントってどこの何をベントしたらいいの？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 
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23:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

早瀬顧問

武藤副社長

吉田所長

早瀬顧問

１Ｆ 

武藤副社長

早瀬顧問

吉田所長

武藤副社長

高橋フェロー

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

高橋フェロー

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

発電班

発電班

発電班

技術班

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

吉田所長  ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

早瀬顧問  小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

武藤副社長  いや、それは違うバルブの話。

吉田所長  違うんです。それ、また別の。

早瀬顧問  小弁ならできるの？

  うん。

武藤副社長  ともかくドライウェルの。

早瀬顧問  とにかく小弁でもいいから早く開け。

吉田所長  はい。

武藤副社長  通報連絡お願いします。

高橋フェロー  あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。

  サブチャン圧が上がんないのになんで＝。

  サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。

  ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。

高橋フェロー  《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

それ開けないとそこで圧が止まっちゃうんですよ。

発電班  炉圧１．４６３。

技術班  炉圧１．４６３。

発電班  炉圧１．４６３。

技術班  先、先、ＳＲ

発電班  何弁？

発電班  Ｂ弁。

発電班  ＳＲ弁、Ｂ弁、開操作。

発電班  開いた？

技術班  いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。

復旧班  ベント急いで。ベント。

2011 年 3 月 1

 

ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

いや、それは違うバルブの話。

違うんです。それ、また別の。

小弁ならできるの？

うん。 

ともかくドライウェルの。

とにかく小弁でもいいから早く開け。

はい。 

通報連絡お願いします。

あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。

サブチャン圧が上がんないのになんで＝。

サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。

ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

それ開けないとそこで圧が止まっちゃうんですよ。

炉圧１．４６３。

炉圧１．４６３。

炉圧１．４６３。

先、先、ＳＲ 弁が開いてんだよ。

何弁？ 

Ｂ弁。 

ＳＲ弁、Ｂ弁、開操作。

開いた？ 

いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。

ベント急いで。ベント。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

いや、それは違うバルブの話。

違うんです。それ、また別の。

小弁ならできるの？ 

ともかくドライウェルの。 

とにかく小弁でもいいから早く開け。

通報連絡お願いします。 

あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。

サブチャン圧が上がんないのになんで＝。

サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。

ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

それ開けないとそこで圧が止まっちゃうんですよ。

炉圧１．４６３。 

炉圧１．４６３。 

炉圧１．４６３。 

弁が開いてんだよ。

ＳＲ弁、Ｂ弁、開操作。 

いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。

ベント急いで。ベント。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

いや、それは違うバルブの話。 

違うんです。それ、また別の。 

とにかく小弁でもいいから早く開け。 

あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。

サブチャン圧が上がんないのになんで＝。 

サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。

ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

それ開けないとそこで圧が止まっちゃうんですよ。

弁が開いてんだよ。 

いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。

サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。

ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

それ開けないとそこで圧が止まっちゃうんですよ。 

いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。

あれ小弁だけで、もう１弁は開いていんのかい？ダブルで付いてるよなあ。 

サブチャンからのベントでしょ。サブチャン圧がこれだったら。 

ドライウェルとサブチャンがつうつうにならないのが原因・・・。 

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

いや、だからまずいんだよ、さらに。ベントのほうがいいんですよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

ドライウェルの小弁。小弁。ドライウェルのベントの大つきいほうじゃないやつでしょ。 

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

だけど、現場からできないって言ってきたんだから、ずうっと、この２、３時間。 

 

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。

 

 

小弁でもいいよ。できるんだったらすぐやってよ。こっちでは、だって、それやれって言ったん

《清水社長に向かって》いや、あの、えっと、ラブチャーディスクの前にバルブがあるんですよ。



 

時刻 

 

 

 

 

23:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

高橋フェロー

早瀬顧問

峰松顧問

吉田所長

峰松顧問

吉田所長

高橋フェロー

吉田所長

復旧班

吉田所長

発電班

技術班

吉田所長

技術班

１Ｆ 

発電班

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

復旧班

発電班

復旧班

高橋フェロー

発話場所不

非公開> 
 

発電班

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  じゃ、ベントのほうが確実なら。

早瀬顧問  ますます高くなる。

峰松顧問  吉田所長。吉田所長。

吉田所長  はい。

峰松顧問  峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

だけでも開けてくれよ一。

吉田所長  はい、はい。指示してます。

高橋フェロー  小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？

吉田所長  もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

ブしないでください。

復旧班  まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。

吉田所長  小弁やれ、まず。まず早く。

発電班  ドライウェル０．７４、変わらず！

技術班  ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。

吉田所長  あと、あとさ。

技術班  いいよ、いいよ。

  ＳＲ

発電班  もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？

  いや。

  だめだよ。

技術班  まだ、まだ開けないで。え一。まず、ベントして。

復旧班  ベントが先で－す。

発電班  はい、了解です。●●さん、ベントが先で－す。

復旧班  承知しました。

高橋フェロー  フェイルクローズ。フェイルクローズなんだよ。

 《本店画面：高橋フェローが離席》

発電班  Ｏ．９６８、炉圧。

2011 年 3 月 1

 

じゃ、ベントのほうが確実なら。

ますます高くなる。

吉田所長。吉田所長。

はい。 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

だけでも開けてくれよ一。

はい、はい。指示してます。

小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

ブしないでください。

まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。

小弁やれ、まず。まず早く。

ドライウェル０．７４、変わらず！

ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。

あと、あとさ。 

いいよ、いいよ。

ＳＲ 弁は開いたと思うけど、サプチャンは＝。

もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？

いや。 

だめだよ。 

まだ、まだ開けないで。え一。まず、ベントして。

ベントが先で－す。

はい、了解です。●●さん、ベントが先で－す。

承知しました。 

フェイルクローズ。フェイルクローズなんだよ。

《本店画面：高橋フェローが離席》

Ｏ．９６８、炉圧。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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じゃ、ベントのほうが確実なら。

ますます高くなる。 

吉田所長。吉田所長。 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

だけでも開けてくれよ一。 

はい、はい。指示してます。 

小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

ブしないでください。 

まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。

小弁やれ、まず。まず早く。 

ドライウェル０．７４、変わらず！

ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。

 

いいよ、いいよ。 

弁は開いたと思うけど、サプチャンは＝。

もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？

まだ、まだ開けないで。え一。まず、ベントして。

ベントが先で－す。 

はい、了解です。●●さん、ベントが先で－す。

 

フェイルクローズ。フェイルクローズなんだよ。

《本店画面：高橋フェローが離席》

Ｏ．９６８、炉圧。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

362 

発言内容

じゃ、ベントのほうが確実なら。 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

 

小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。

 

ドライウェル０．７４、変わらず！ サブチャン０．３、変わらず。

ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。

弁は開いたと思うけど、サプチャンは＝。

もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？

まだ、まだ開けないで。え一。まず、ベントして。

はい、了解です。●●さん、ベントが先で－す。

フェイルクローズ。フェイルクローズなんだよ。

《本店画面：高橋フェローが離席》 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。

サブチャン０．３、変わらず。

ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。

弁は開いたと思うけど、サプチャンは＝。 

もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？

まだ、まだ開けないで。え一。まず、ベントして。 

はい、了解です。●●さん、ベントが先で－す。 

フェイルクローズ。フェイルクローズなんだよ。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

小弁開いても、もう１弁あるからさぁ、そっちは開いているのかい？ 

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

まず小弁から行って、小弁がだめだったら大弁行ってみます。 

サブチャン０．３、変わらず。 

ドライウェル０．７４、サブチャン０．３、炉圧１．１７です。 

もう１個違うＳＲ弁を開けにいって。まずＳＲ弁、違うの開けられる？ 並行してこっちで。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

並行してこっちで。

 

峰松ですけどねぇ。ドライウェルぶっ壊したらまずいからさぁ、早くドライウェルベントの小弁

もう、色々聞かないでください。ドライウェルベントいま開ける操作してますんで、ディスター

並行してこっちで。 



 

時刻 

 

23:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:41 

 

 

23:42 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

発電班

技術班

発電班

技術班

発電班

技術班

技術班

復旧班

高橋フェロー

 

技術班

 

技術班

高橋フェロー

技術班

 

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

１Ｆ 

高橋フェロー

復旧班

テレビ会議 2011

 

発言者  

発電班  Ｏ．９６８、炉圧。

技術班  炉圧０．９６８。

発電班  ドライウエル０．７４。

技術班  ドライウエル０．７４。

発電班  サブチャン０．３。

技術班  はい、サブチャン０．３、変わらず。

技術班  サブチャン０．３。

復旧班  ベントですよ－。

高橋フェロー  これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？

 えっと、大弁は２０７で。

技術班  炉圧０．８１０。

 これは小弁、これは小弁で。

技術班  ドライウエル０．７４。

高橋フェロー  これはね、これはいいんだけどー２０７

技術班  サブチャン０．３０。

 あの、スクラビングなしの弁の。

高橋フェロー  ●●君、いる？

  はい、代わりですが。

高橋フェロー  あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

大弁の、ＡＯ

ないかつて心配しているんだけど。

復旧班  いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。

高橋フェロー  いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？

０。

  あれ？

高橋フェロー  あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

があるのよ、フェイルクローズの。

復旧班  いや、それはないです。

2011 年 3 月 1

 

Ｏ．９６８、炉圧。

炉圧０．９６８。

ドライウエル０．７４。

ドライウエル０．７４。

サブチャン０．３。

はい、サブチャン０．３、変わらず。

サブチャン０．３。

ベントですよ－。

これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？

えっと、大弁は２０７で。

炉圧０．８１０。

これは小弁、これは小弁で。

ドライウエル０．７４。

これはね、これはいいんだけどー２０７

サブチャン０．３０。

あの、スクラビングなしの弁の。

●●君、いる？ 

はい、代わりですが。

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

大弁の、ＡＯ 弁の２０７っていうのがあるのよ。これ２

ないかつて心配しているんだけど。

いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。

いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？

０。 

あれ？ 

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

があるのよ、フェイルクローズの。

いや、それはないです。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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Ｏ．９６８、炉圧。 

炉圧０．９６８。 

ドライウエル０．７４。 

ドライウエル０．７４。 

サブチャン０．３。 

はい、サブチャン０．３、変わらず。

サブチャン０．３。 

ベントですよ－。 

これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？

えっと、大弁は２０７で。 

炉圧０．８１０。 

これは小弁、これは小弁で。 

ドライウエル０．７４。 

これはね、これはいいんだけどー２０７

サブチャン０．３０。 

あの、スクラビングなしの弁の。

 ●●君。 

はい、代わりですが。 

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

弁の２０７っていうのがあるのよ。これ２

ないかつて心配しているんだけど。

いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。

いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

があるのよ、フェイルクローズの。

いや、それはないです。 
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発言内容

はい、サブチャン０．３、変わらず。 

これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？

 

これはね、これはいいんだけどー２０７ だ。 

あの、スクラビングなしの弁の。 

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

弁の２０７っていうのがあるのよ。これ２

ないかつて心配しているんだけど。 

いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。

いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

があるのよ、フェイルクローズの。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？

 

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

弁の２０７っていうのがあるのよ。これ２ つ開かないと、ベントできないんじゃ

いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。

いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

これちょっとぼく、眼鏡かけてからちょっと、何弁なの、これ？ 眼鏡かけても見えないんだけど。

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

つ開かないと、ベントできないんじゃ

いや、小弁は大弁のバイパス弁ですから、小弁が開けば行くはずです。 

いや、いや、それ分かってんのは、その先にもう１つあるでしょ？ ２０７弁は、要するに、２

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

眼鏡かけても見えないんだけど。

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

つ開かないと、ベントできないんじゃ

２０７弁は、要するに、２

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ

 

眼鏡かけても見えないんだけど。 

あの、ぼくが心配しているのはね、２０８弁の小弁を開けるのはいいんだけど、その先にまだ、

つ開かないと、ベントできないんじゃ

２０７弁は、要するに、２

あっ、２０７弁のバイパスがあって、それをいま言っているんでしょ？その先にまだね、ＡＯ 弁
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23:44 
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 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

１Ｆ 

柏崎 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

高橋フェロー

復旧班

高橋フェロー

 

技術班

復旧班

技術班

武藤副社長

保安班

武藤副社長

保安班

復旧班

技術班

復旧班

 

１Ｆ 

 

技術班

 

１Ｆ 

 

技術班

 

武藤副社長

テレビ会議 2011

 

発言者  

高橋フェロー  ないの？

復旧班  その先にあるのはＭＯ

高橋フェロー  あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。

 本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

う判断でしょうか。

技術班  したほうがいいんじゃないですか。

復旧班  えっと……どうしよう。

技術班  また、こういうことが、あることを考えたら。

武藤副社長  風向きはいまどっち向いてんの？

保安班  風向きは南に吹いています。

武藤副社長  真南か。

保安班  真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。

復旧班  データ読んで。

技術班  開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

ができないですから。

復旧班  なるほど。

 すいません。柏崎、柏崎●●ですけど。聞こえてます？

  ＝ウェルの小弁は、開いてんじゃないかつて。

 吉田所長。

技術班  ０．６９８、炉圧０．６９８。

 炉圧いま下がって、炉圧いま下がって。

  ドライウエル０．７５。

 格納容器とつうつうになったので。

技術班  サプチャン０．３４、サプチャン０．３４。

 サブチャンのほうにどんどん行ってますから。

武藤副社長  穴あいたってことか。

2011 年 3 月 1

 

ないの？ 

その先にあるのはＭＯ

あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

う判断でしょうか。

したほうがいいんじゃないですか。

えっと……どうしよう。

また、こういうことが、あることを考えたら。

風向きはいまどっち向いてんの？

風向きは南に吹いています。

真南か。 

真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。

データ読んで。 

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

ができないですから。

なるほど。 

すいません。柏崎、柏崎●●ですけど。聞こえてます？

＝ウェルの小弁は、開いてんじゃないかつて。

吉田所長。 

０．６９８、炉圧０．６９８。

炉圧いま下がって、炉圧いま下がって。

ドライウエル０．７５。

格納容器とつうつうになったので。

サプチャン０．３４、サプチャン０．３４。

サブチャンのほうにどんどん行ってますから。

穴あいたってことか。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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その先にあるのはＭＯ 弁で、ＭＯ

あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

う判断でしょうか。 

したほうがいいんじゃないですか。

えっと……どうしよう。 

また、こういうことが、あることを考えたら。

風向きはいまどっち向いてんの？

風向きは南に吹いています。 

真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。

 

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

ができないですから。 

すいません。柏崎、柏崎●●ですけど。聞こえてます？

＝ウェルの小弁は、開いてんじゃないかつて。

０．６９８、炉圧０．６９８。

炉圧いま下がって、炉圧いま下がって。

ドライウエル０．７５。 

格納容器とつうつうになったので。

サプチャン０．３４、サプチャン０．３４。

サブチャンのほうにどんどん行ってますから。

穴あいたってことか。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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発言内容

弁で、ＭＯ 弁はすでに開けてあります。

あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

したほうがいいんじゃないですか。 

また、こういうことが、あることを考えたら。

風向きはいまどっち向いてんの？ 

 

真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

すいません。柏崎、柏崎●●ですけど。聞こえてます？

＝ウェルの小弁は、開いてんじゃないかつて。

０．６９８、炉圧０．６９８。 

炉圧いま下がって、炉圧いま下がって。 

格納容器とつうつうになったので。 

サプチャン０．３４、サプチャン０．３４。 

サブチャンのほうにどんどん行ってますから。

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

弁はすでに開けてあります。

あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

また、こういうことが、あることを考えたら。 

真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

すいません。柏崎、柏崎●●ですけど。聞こえてます？ 

＝ウェルの小弁は、開いてんじゃないかつて。 

 

サブチャンのほうにどんどん行ってますから。 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

弁はすでに開けてあります。 

あっ、了解、了解、じやあ頑張ってくれ。はいはい、どうもありがとう。 

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

真南。で、地上はやや海向きに吹いていますが、真南だと思ってください。 

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

 

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

 

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール

 

本店ですけれども、格納容器圧力０．７４で、ほぼ均圧していて、ドライウェル、すみません、

リアクターの圧力もそれに漸近してきているということは、ドライウェル圧力はもう、これ以上、

上がる心配は今のところないというふうに思うんですね。それでもベントをするという、そうい

開けたほうが、開けたほうがいいと思うんですけど。ていうのは、そんなに細かいコントロール
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23:46 

 

23:47 
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 場所

柏崎 

本店 

本店 

柏崎 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

柏崎 
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場所 発言者

 

 

復旧班

 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

高橋フェロー

発電班

保安班

 

復旧班

高橋フェロー

発電班

高橋フェロー

技術班

吉田所長

技術班

吉田所長

 

 

テレビ会議 2011

 

発言者  

 待ったほうがいいです。サブチャンからやってください。

 サブチャンから、できる？

復旧班  サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

 ヨウ素がサブチャンでスクラビングされますから、

したほうがいいです。

復旧班  サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

サブチャンからやりましょう。

  ストップ、ストップ。

復旧班  あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。

  すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

いかって感じがするんですけれども、どうでしょうか。

フェロー  ええ。

発電班  Ｏ．６７５、炉圧０．６７５。

保安班  ２Ｆのモニタリングポスト、また上がり始めた。

 えっ？

復旧班  これ、ドライウェルが。

高橋フェロー  あれ１Ｆ

発電班  今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

インをこれから開けます。

高橋フェロー  とにかく、あの、行動はちょっと、止めないで行こうよ。

技術班  ドライウェルベントするんですね？

吉田所長  するよ。小さいほうだよ。はい、いいよ。

技術班  ドライウェルの小弁を開けます。

吉田所長  はい。

 はい。

 ちょっと、それは、サブチャン＝。
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待ったほうがいいです。サブチャンからやってください。

サブチャンから、できる？

サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

ヨウ素がサブチャンでスクラビングされますから、

したほうがいいです。

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

サブチャンからやりましょう。

ストップ、ストップ。

あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

いかって感じがするんですけれども、どうでしょうか。

ええ。 

Ｏ．６７５、炉圧０．６７５。

２Ｆのモニタリングポスト、また上がり始めた。

えっ？ 

これ、ドライウェルが。

あれ１Ｆ さん、どうですか、今の●●君の考え方。

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

インをこれから開けます。

とにかく、あの、行動はちょっと、止めないで行こうよ。

ドライウェルベントするんですね？

するよ。小さいほうだよ。はい、いいよ。

ドライウェルの小弁を開けます。

はい。 

はい。 

ちょっと、それは、サブチャン＝。

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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待ったほうがいいです。サブチャンからやってください。

サブチャンから、できる？ 

サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

ヨウ素がサブチャンでスクラビングされますから、

したほうがいいです。 

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

サブチャンからやりましょう。

ストップ、ストップ。 

あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

いかって感じがするんですけれども、どうでしょうか。

Ｏ．６７５、炉圧０．６７５。

２Ｆのモニタリングポスト、また上がり始めた。

これ、ドライウェルが。 

さん、どうですか、今の●●君の考え方。

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

インをこれから開けます。 

とにかく、あの、行動はちょっと、止めないで行こうよ。

ドライウェルベントするんですね？

するよ。小さいほうだよ。はい、いいよ。

ドライウェルの小弁を開けます。

ちょっと、それは、サブチャン＝。
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発言内容

待ったほうがいいです。サブチャンからやってください。

サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

ヨウ素がサブチャンでスクラビングされますから、

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

サブチャンからやりましょう。 

あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

いかって感じがするんですけれども、どうでしょうか。

Ｏ．６７５、炉圧０．６７５。 

２Ｆのモニタリングポスト、また上がり始めた。

さん、どうですか、今の●●君の考え方。

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

とにかく、あの、行動はちょっと、止めないで行こうよ。

ドライウェルベントするんですね？ 

するよ。小さいほうだよ。はい、いいよ。 

ドライウェルの小弁を開けます。 

ちょっと、それは、サブチャン＝。 
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発言内容 

待ったほうがいいです。サブチャンからやってください。 

サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

ヨウ素がサブチャンでスクラビングされますから、1/1000 以下になります。せめて希ガスだけに

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

いかって感じがするんですけれども、どうでしょうか。 

２Ｆのモニタリングポスト、また上がり始めた。 

さん、どうですか、今の●●君の考え方。 

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

とにかく、あの、行動はちょっと、止めないで行こうよ。 
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サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。

以下になります。せめて希ガスだけに

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

あわてないでください。余裕ができました。サブチャンからやりましょう。 

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ
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サブチャンからやりましょう、サブチャンから。サブチャンからやりましょう。 

以下になります。せめて希ガスだけに

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

 

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ

 

以下になります。せめて希ガスだけに

サブチャンからやりましょう。本店ですが、サブチャンから。余裕が出ました。あわてないで、

すいません。●●ですがね。今の圧力なんですけどね、ドライウェルが０．７４、ウエットウェ

ルのほうが０．３０っていってかなり、ドライウェルのほうが圧が高いんです、不思議と。この

状況から察するとですね、先ほどウエットウェルの小弁を開ける操作をやったんですけど、それ

が開いているんじゃないかなと。少しずつは漏れているのかと。それがさっき２Ｆのほうが、あ

の、線量が上がったとか、オフサイトセンターの線量が上がったとか、それに対応してんじゃな

今ですね、ドライウェルの圧力が０．７５ｋＰａまで上がっています。０．７５というのは絶対

圧で通常の圧力で言うと０，６５Ｍｐａで格納容器の設計圧の０．８２４とかに対しては、まだ

多少の余裕はあります。しかし、すぐ、ドライウェルの圧が高いことはよくないので、設計圧以

上にいまなっていますので、ドライウェル側のベントラインの小さなほう、スモールベントのラ
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場所 発言者

復旧班

１Ｆ 

発話場所不

非公開> 
 

高橋フェロー

復旧班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

技術班

武藤副社長

 発電班

技術班

発電班

高橋フェロー

 

 

高橋フェロー

復旧班

技術班

復旧班

技術班

１Ｆ 

１Ｆ 

テレビ会議 2011

 

発言者  

復旧班  すいません、やっぱり、やっぱりやってますよ。

  ベント入れますよ。

 《本店画面；清水社長が離席》

高橋フェロー  えっ、何を癖賭しているんだろう。

復旧班  データの読み上げは続けてください。

技術班  はい、２３

  炉圧１．２６、修正入りましたから。

  ごめんなさい、もっかい。

  炉圧１．２６＝で上がり始めましたから。

技術班  ２３

武藤副社長  もう水入ったんだろう？

発電班  炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。

技術班  炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。２３時５０分も変わらずで

すね。水位が、そろそろ水が入り始めると思うんですけどね、この圧力だと。

発電班  ０．５８５。原子炉圧が１．２６。ダウンスケール。

高橋フェロー  あれ●●君さ、これ連絡したんだっけ？

 行ってます。

 行ってる？

高橋フェロー  ＯＫ、ＯＫ。

復旧班  データコールは続けて下さい。

技術班  はい、いまデータとっているとこです。

復旧班  了解。

技術班  技術班ですけれども、いま水位ダウンスケールということになっていますが、２３時４４分のＣ

ＡＭＳのデータでは、炉心損傷率は５％

以上です。

  水位はダウンスケールですよね。

  ０．６５３。

2011 年 3 月 1

 

すいません、やっぱり、やっぱりやってますよ。

ベント入れますよ。

《本店画面；清水社長が離席》

えっ、何を癖賭しているんだろう。

データの読み上げは続けてください。

はい、２３ 時４６

炉圧１．２６、修正入りましたから。

ごめんなさい、もっかい。

炉圧１．２６＝で上がり始めましたから。

２３ 時４６ 分で、炉圧０，６７５、ドライウェル圧力０．７５、サブチャンが０．３５

もう水入ったんだろう？

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。２３時５０分も変わらずで

すね。水位が、そろそろ水が入り始めると思うんですけどね、この圧力だと。

０．５８５。原子炉圧が１．２６。ダウンスケール。

あれ●●君さ、これ連絡したんだっけ？

行ってます。 

行ってる？ 

ＯＫ、ＯＫ。 

データコールは続けて下さい。

はい、いまデータとっているとこです。

了解。 

技術班ですけれども、いま水位ダウンスケールということになっていますが、２３時４４分のＣ

ＡＭＳのデータでは、炉心損傷率は５％

以上です。 

水位はダウンスケールですよね。

０．６５３。 

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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すいません、やっぱり、やっぱりやってますよ。

ベント入れますよ。 

《本店画面；清水社長が離席》

えっ、何を癖賭しているんだろう。

データの読み上げは続けてください。

時４６ 分で。 

炉圧１．２６、修正入りましたから。

ごめんなさい、もっかい。 

炉圧１．２６＝で上がり始めましたから。

分で、炉圧０，６７５、ドライウェル圧力０．７５、サブチャンが０．３５

もう水入ったんだろう？ 

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。２３時５０分も変わらずで

すね。水位が、そろそろ水が入り始めると思うんですけどね、この圧力だと。

０．５８５。原子炉圧が１．２６。ダウンスケール。

あれ●●君さ、これ連絡したんだっけ？

データコールは続けて下さい。

はい、いまデータとっているとこです。

技術班ですけれども、いま水位ダウンスケールということになっていますが、２３時４４分のＣ

ＡＭＳのデータでは、炉心損傷率は５％

水位はダウンスケールですよね。
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発言内容

すいません、やっぱり、やっぱりやってますよ。

《本店画面；清水社長が離席》 

えっ、何を癖賭しているんだろう。 

データの読み上げは続けてください。 

炉圧１．２６、修正入りましたから。 

炉圧１．２６＝で上がり始めましたから。 

分で、炉圧０，６７５、ドライウェル圧力０．７５、サブチャンが０．３５

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。２３時５０分も変わらずで

すね。水位が、そろそろ水が入り始めると思うんですけどね、この圧力だと。

０．５８５。原子炉圧が１．２６。ダウンスケール。

あれ●●君さ、これ連絡したんだっけ？ 国とか官邸に。

データコールは続けて下さい。 

はい、いまデータとっているとこです。 

技術班ですけれども、いま水位ダウンスケールということになっていますが、２３時４４分のＣ

ＡＭＳのデータでは、炉心損傷率は５％ 未満ということで、大きく異常は出ていないようです。

水位はダウンスケールですよね。 
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発言内容 

すいません、やっぱり、やっぱりやってますよ。 

分で、炉圧０，６７５、ドライウェル圧力０．７５、サブチャンが０．３５

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。

炉圧０．６７５。ドライウェル圧力０．７５。サブチャン０．３３。２３時５０分も変わらずで

すね。水位が、そろそろ水が入り始めると思うんですけどね、この圧力だと。

０．５８５。原子炉圧が１．２６。ダウンスケール。 

国とか官邸に。 

技術班ですけれども、いま水位ダウンスケールということになっていますが、２３時４４分のＣ

未満ということで、大きく異常は出ていないようです。
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発言者  

  ０．６５３、炉圧。

  ０．６５３。

技術班  炉圧、０．６５３。

技術班  これ、だから、ダウンスケールじゃねぇんじゃねえの？

  ０．７５。

  ドライウエル０．７５。

  ドライウエル０．７５、変わらず。

技術班  ドライウエル０．７５。

  こんなに差が出るのか。

発電班  えっと、では、これから中操のほうでやりますけれども、実はいまこんなバタバタしているのは、

こちらのほうで、中操が真っ暗で、電話を持ちながら操作パネルのほう、操作パネルというか裏

盤のほうを歩いて回れないという理由があって、有線が実は２本だけ繋がっているんですけど、

緊対側のほうから電話で指示をして補機が動くということになっているのと、もう片方の電話は

いま読み上げているようなプラントデータ、４つ、５つ位しかないんですけども、それを換算し

て読み上げるため繋ぎおくということで、バタバタになっています。もうすぐ開けて、開

ったら連絡もらうことになります。

高橋フェロー  はい、申し訳ない。

 本店●●さん。

技術班  ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

が。ドライウェル圧力が０．７５。サブチャンの圧力が０．３０です。

 高橋フェロー！

高橋フェロー  はい、じゃ、判断して。

 ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

さい。

発電班  サブチャンベントは、えっと、今日、いつ＝。

 いま、まだ焦らなくても、そんなにドライウェルの圧力は＝いまＲＰＶ

発電班  サブチャン０．３０。

技術班  サブチャン０．３０。

発電班  サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく
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て読み上げるため繋ぎおくということで、バタバタになっています。もうすぐ開けて、開

ったら連絡もらうことになります。 

ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

が。ドライウェル圧力が０．７５。サブチャンの圧力が０．３０です。

官邸からで、ドライウェルベントやるなら東電の判断でやってくれと。

ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

サブチャンベントは、えっと、今日、いつ＝。

いま、まだ焦らなくても、そんなにドライウェルの圧力は＝いまＲＰＶ

サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

これ、だから、ダウンスケールじゃねぇんじゃねえの？ 

えっと、では、これから中操のほうでやりますけれども、実はいまこんなバタバタしているのは、

こちらのほうで、中操が真っ暗で、電話を持ちながら操作パネルのほう、操作パネルというか裏

盤のほうを歩いて回れないという理由があって、有線が実は２本だけ繋がっているんですけど、

緊対側のほうから電話で指示をして補機が動くということになっているのと、もう片方の電話は

いま読み上げているようなプラントデータ、４つ、５つ位しかないんですけども、それを換算し

て読み上げるため繋ぎおくということで、バタバタになっています。もうすぐ開けて、開

ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

が。ドライウェル圧力が０．７５。サブチャンの圧力が０．３０です。

官邸からで、ドライウェルベントやるなら東電の判断でやってくれと。

ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

サブチャンベントは、えっと、今日、いつ＝。 

いま、まだ焦らなくても、そんなにドライウェルの圧力は＝いまＲＰＶ

サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

えっと、では、これから中操のほうでやりますけれども、実はいまこんなバタバタしているのは、

こちらのほうで、中操が真っ暗で、電話を持ちながら操作パネルのほう、操作パネルというか裏

盤のほうを歩いて回れないという理由があって、有線が実は２本だけ繋がっているんですけど、

緊対側のほうから電話で指示をして補機が動くということになっているのと、もう片方の電話は

いま読み上げているようなプラントデータ、４つ、５つ位しかないんですけども、それを換算し

て読み上げるため繋ぎおくということで、バタバタになっています。もうすぐ開けて、開

ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

が。ドライウェル圧力が０．７５。サブチャンの圧力が０．３０です。 

官邸からで、ドライウェルベントやるなら東電の判断でやってくれと。

ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

いま、まだ焦らなくても、そんなにドライウェルの圧力は＝いまＲＰＶ と均圧したので。

サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

えっと、では、これから中操のほうでやりますけれども、実はいまこんなバタバタしているのは、

こちらのほうで、中操が真っ暗で、電話を持ちながら操作パネルのほう、操作パネルというか裏

盤のほうを歩いて回れないという理由があって、有線が実は２本だけ繋がっているんですけど、

緊対側のほうから電話で指示をして補機が動くということになっているのと、もう片方の電話は

いま読み上げているようなプラントデータ、４つ、５つ位しかないんですけども、それを換算し

て読み上げるため繋ぎおくということで、バタバタになっています。もうすぐ開けて、開け終わ

ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

官邸からで、ドライウェルベントやるなら東電の判断でやってくれと。 

ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

と均圧したので。 

サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく

 

えっと、では、これから中操のほうでやりますけれども、実はいまこんなバタバタしているのは、

こちらのほうで、中操が真っ暗で、電話を持ちながら操作パネルのほう、操作パネルというか裏

盤のほうを歩いて回れないという理由があって、有線が実は２本だけ繋がっているんですけど、

緊対側のほうから電話で指示をして補機が動くということになっているのと、もう片方の電話は

いま読み上げているようなプラントデータ、４つ、５つ位しかないんですけども、それを換算し

け終わ

ちなみに５２分のデータをもう一回読み上げると、変わってなですけど、０．６５３です、炉圧

 

ドライウェルベントじゃなくて、ドライウェル側じゃなくて、サブチャンベントを優先してくだ

 

サブチャン側のベントも小弁が開いていました。しかし、サブレッションチェンノぐ一とドライ

ウェルの圧力に差がありまして、サブレッションチェンバーのほうは、なんだっけあれ、シュッ

と行くの、ラブチャーですか、ラブチャーを割る規定圧までは上がりませんでした。今は同じよ

うにサプチャン、サブチャン側は０．３００キロ、いや０．３０Ｍｐａ、ドライウェル側は０．

７５Ｍｐａですので、仮にサブチャンが優先しても、ＰＣＶのベントは形成されませんので、こ

のままドライウェルの圧力が上がって設計圧の２倍を超えそうな事態になっておりますので、ド

ライウェル側のベントを、大きいのと小さいのがありますが、小さいほうを開けさせていただく



 

時刻 

 

23:54 

 

 

 

23:55 

 

 

23:56 

 

 

23:57 

 

 

 

 

 

 

 

23:58 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

柏崎 

本店 

<発話場所不

明/非公開

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武藤副社長

吉田所長

 

技術班

発話場所不

非公開> 
 

発電班

 

発電班

復旧班

発電班

峰松顧問

吉田所長

発電班

峰松顧問

武藤副社長

通報班

武藤副社長

高橋フェロー

通報班

保安班
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発言者  

というのを所長にご判断いただきました。

武藤副社長  それでいいと思います。

吉田所長  はい。その判断で行きましょう。はい。

 ●●さん、それでいいですか。

技術班  あの、それでよろしいと思います。

 《本店画面：清水社長がペットボトル飲料を飲み、離席》

発電班  本店●●さん。

 はい、●●です。

発電班  ●●ですけど、これでドライウェル側の小弁を使ったＰＣＶ

ども、これに、これと、そのあとには、形成されたあとにはＳＲ弁をもう何台か開くような操作

をやって、ドライウェルの圧をあーすいませんドライウェルを下げるのかな、あっ、ベントによ

ってドライウェルの圧を下げてＳＲ弁を開けておいてドライウェルと炉内の圧をできるだけつう

つうにしておくということをやろうと思っています。それで、ひとつご相談は、そのままドライ

ウェル側の小弁を開けっ放しにしておくのか、それとも、１回ラブチャーが破ければサブチャン

側のちっちゃいベントラインでも、機能するかと思うの

すけれども、いかがでしょう。

復旧班  データ見ながら考えましょう。おそらくそういうことになると思います。

発電班  はい。じゃあ圧力が、圧力の動きを見ながら、もう一回ご相談します。

峰松顧問  あのね、１Ｆの皆さんね、考えてほしいんですけれども、ドライウェルの圧力はね、サブレッシ

ョンチェンバーの圧力より高いというのはおかしいんですよ、これ。だから、サブレッションチ

ェンバーはドライウェルよりも圧力が高くなっているはずですから、そこもよく考えて操作して

ほしいんですけど。

吉田所長  まっいいからとりあえず操作に集中してくれ。

発電班  はい、了解いたしました。それも含めて状態の把握を検討いたします。

峰松顧問  絶対にサプチャンが高いんだからね。ドライウェルの方が先にやっちゃうと、

武藤副社長  風向き変わんないかい？

通報班  １Ｆ通報班の【ピー音】です。いまの手順でやろうとすると、最初にドライウェルベントという

ことになりますので、県の方にもその操作をするとそういう形になりますということをお伝えし

たいと思いますがよろしいですか？

武藤副社長  お願いします。

高橋フェロー  よろしくお願いします。

通報班  分かりました。

保安班  保安班より連絡します。この部屋のガンマ線ですが、３３マイクロＳｖ／ｈで変化ありません。

３０分前以上から変化ありません。以上です。
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ウェル側の小弁を開けっ放しにしておくのか、それとも、１回ラブチャーが破ければサブチャン

側のちっちゃいベントラインでも、機能するかと思うの

すけれども、いかがでしょう。

データ見ながら考えましょう。おそらくそういうことになると思います。

はい。じゃあ圧力が、圧力の動きを見ながら、もう一回ご相談します。
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たいと思いますがよろしいですか？
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許可を取らなければいけないということですか？

14 日 （３号機で水素爆発、２号機で冷却停止
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保安院の方が、開ける準備が出来たら連絡くれって

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

絡くれって、直接言います。 

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の

許可を取らなければいけないということですか？
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362 

発言内容

保安院の方が、開ける準備が出来たら連絡くれって

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

 

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の

許可を取らなければいけないということですか？

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

発言内容 

保安院の方が、開ける準備が出来たら連絡くれって 

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の

許可を取らなければいけないということですか？ 

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止

 

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の

３号機で水素爆発、２号機で冷却停止） 

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の

 

保安院の方は、開ける準備が出来たら、開けるのは東電の判断だけど、開ける準備が出来たら連

えっとすいません。それでいいんですよね。開けるのは東電の判断だけれども、開ける準備が出

来たら連絡がほしいと、そういうことですよね。あ、もしもし開ける判断は東電だけれども準備

が出来たら連絡だけほしいと、事前に連絡だけほしいということでいいんですよね。え、大臣の


